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転移の淵
『ダンジョンズ & ドラゴンズ』対応 4 レベルキャラクター用シナリオ

■はじめに
このシナリオは基本ルールブック１~3（『プレイヤーズハンドブック

第 3.5 版』『ダンジョンマスターズガイド第 3.5 版』『モンスターマニュ
アル第 3.5 版』）を用いて遊ぶことを意図したもので、4 レベルキャラ
クター４～ 6 人向きにデザインされている。

■ゲームの準備
この冒険には『プレイヤーズハンドブック第 3.5 版 ( 以降 PHB)』『ダ

ンジョンマスターズガイド第 3.5 版 ( 以降 DMG)』『モンスターマニュ
アル第 3.5 版 ( 以降 MM)』が必要である。

また巻末にあるワールドセッティングと、『フォーゴトン・レルム・ワー
ルドガイド』をはじめとするフェイルーン世界と、『君が作る街、トーチ・
ポート』について目を通していると、なお楽しめる。

■冒険のあらすじ
PC たちは、すでにそれなりの冒険を経て来た冒険者である。だが、

巨大な悪を倒しに出かけたり、戦争で敵をなぎ倒して英雄になるには、
まだ経験が不足している。よって、PC たちは便利屋から一歩抜きんで
た頼りになるチームとしてホームタウンでは知られている。

魔法院のウィザード　ミッツ＝ペレックスが自邸で失踪した。そし
て彼の居室には謎の建築物が、あたかも鋭い刃物で切られたかのよう
な形で残されている。この建物の探索と、ミッツの発見が今回の仕事
である。

建築物の侵入口を見いだしたＰＣ達は中の様々なものと戦いながら、
ミッツを捜索する。その探索の中、ミッツが呼び込んでしまったもろ
もろのクリーチャーと、PC たちは対決する。

■冒険の導入
ＰＣは、魔法院所属のウィザード、ミッツ＝ペレックスの弟子フェ

ルムの依頼を受けた。フェルムの話では、ミッツが自室で研究を行なっ
ていた最中、突如として大地震でも起きたかのような激しい揺れが屋
敷を襲ったと同時に失踪してしまったと言う。

そして彼の実験室には、奇妙な建物（？）が残された。不思議なこ
とにミッツの屋敷の外では、地震はおろか、かすかな揺れすらも感じ
られなかったという。

ミッツは重要な会議に招聘されているため、明日の昼ウェル・ニー
ヴに向けて出航する船に、どうしても乗船しなければならない。もし
明日までにミッツを探し出せれば、ＰＣは経費込みで一人５００ｇｐ
の報酬を受け取ることができる（死亡時半額）。

ミッツ＝ぺレックス：〈知識（地域）〉の判定で以下のことがわかる。
難易度 〈知識〉判定結果

10 ミッツは魔法院の幹部の一人である
15 ミッツは召喚術の専門家である。

20
ウィザード 4 レベルの召喚術師で、特に異世界について
研究している

フェルム：ミッツの弟子。ウィザード Lv. ２。PC は〈知識：地域〉難

易度 15 の判定で、ミッツの家に住み込み助手をしながら召喚術を学
んでいる事を知っている。

大地震：ここ数年、そんな事が起きたことはない。
奇妙な建物：フェルム「ではご案内しますので、まずはご覧下さい。」

■真相
ミッツは召喚術の研究中、ある偶然からファーガンドに別の世界フェ

イルーンの一部を「呼び込んで」しまった。次元移動の衝撃で建物は
揺れ（「大地震」の原因）、ミッツは “ 出現 ” した建物（の内のナーガの
檻）の中に放り出されてしまう。

たまたま準備していたブラインドネスの 呪文でナーガの牙を免れた
ミッツは、ダストシュートを通じて地下 3 階へ逃亡する（落下の際に
はフェザー・フォール を使用した。）が、そこでクレリックに捕まって
しまい、現在尋問を受けている。

なお、PC たちの世界であるファーガンドでは、次元界という考え自
体が極めてマイナーなもので、フェイルーン、グレイホーク、エベロ
ンといった別の（D&D の）世界については想像上のものでしかない。

これは高位の術者が数少ないほか、ファーガンドのほとんどの場所
でプレーンシフト等の呪文が機能しないのが原因である。　

ファーガンド～トーチ・ポートの世界～
トーチ・ポートはファーガンド大陸の中央、“ 果て無き海 ” に

面した湾部に位置している街である。
ファーガンド大陸はその広さに比して非常に文明的に多様な

世界であり、この狭い大陸中に、いわゆる西洋風国家、東洋風
国家、アラブ風国家、遊牧民的国家などがひしめき合っている。
不思議なことに、いずれの文明もある年代を期に「突如として」
出現したように見える。実際、各国の年代記も大都市や城砦が
突然完成したかのような記述がなされていることも少なくない。

これが何を意味しているか、ファーガンドの史家は様々な解
釈を披露しているが、「成立時にそれまでの記録を抹消するよう
な風習があったためではないか」とする考えが一般には信じら
れている。

本シナリオの末にワールドマップと概説を掲載した。

■探索の始まり( 地上階 )
フェルムの依頼を受けた一行は、ミッツの屋敷に案内される。ミッ

ツは東町貴族街の一角に研究室付の屋敷を所有しており、フェルムは
ミッツの研究室に PC を案内する。

シナリオはこの部屋から開始する。以下を読むこと。

君たちの目の前には奇妙な光景が広がっていた。
40 フィート四方の部屋はいかにもウィザードの研究室らしく

書棚や実験机、様々な物質要素や器具に埋め尽くされた作業台
が並んでいる。床は丁寧に切り出された石材を組み合わせて作
られている。

しかし、部屋の中央あたりに円形に切り抜かれたような形で
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土がむき出しになっており、木の切り株や丸太が転がっている
のが見える。奇妙なことに、丸太は土がむき出しになった部分
の端で、床と同じ軌道ですっぱりと切り取られている。

さらにその土盛りの上には 30 ～ 60cm くらいの高さの古ぼけ
た煉瓦の塀のようなものが建っている。塀のようなものは中央
に近いほど高く、端に近づくほど低く弧を描いている。

まるで、目に見えない低いドームによって、断ち切られたか
のように見える。

フェルムは「家が突然揺れたあと、あわてて部屋に入ってみたらこ
んな有様でした。今から 2 時間ほど前でしょうか。その時には先生は
もう消えていたんです。もちろんこんなものは部屋にはありませんで
したよ！」

ミッツの机には分厚い呪文の研究書（呪文大辞典）の「転移呪文の
研究」という項が開かれたままになっている。メモや書き付けを見るに、
ミッツは「別の世界とのコンタクト法」を研究していたようだ。

フェルムにそのことを聞けば「ええ、先生はそのテーマをライフワー
クとして研究を進めています」などと答える。

なお、フェルムに求めればミッツの人相風体や、消えたときの服装
などを聞く事も出来る（50 代・白髪の短髪で、あごひげだけをやや長
く伸ばした細身の男性。消えた当時はワインレッドのチュニックを着
ていたという。）

フェルムは PC の探検中この部屋にずっといる。もし PC が毒やダメー
ジで戻ってきたら、ミッツの所持品であるキュア・ライト・ウーンズ
のポーション 3 本とニュートラライズ・ポイズンのポーション 2 本、レッ
サー・レストレーション のポーション 2 本を使用してくれる。それ以
上のダメージを受けたらヒルガ聖堂などで自己負担で回復するよう示
唆する。
「だって、もう報酬額は経費込みでって決まってるじゃないですか！」

DM情報：土のエリア（" 地上階 " の図の茶と緑の部分）はフォーゴト
ンレルムからもたらされたもので、丸太や塀はこの地に “ 出現 ” した
際に切り出されたものである。よってその切り口はあくまでも鋭く
なめらかである。ちなみに「塀」はある丘に建っていた小屋の下部
30 ～ 60cm くらいの部分である。小屋の下にはレッド・ウィザード
の隠れ家があり、真下の部屋には盲目にされたスピリット・ナーガ
が潜んでいる（後述）。

塀の内側を見た PC がいたら次の文を読む。

塀の内側には板張りの床がある。床に積もった塵埃はここ数ヶ
月の間、人の立ち入った形跡がないことを示していた。床には
開きっぱなしの本が一冊と、塀と同じくらいの高さに切られた
木の棒が（図のように）並んでいる。4 本をひと組にしたもので、
固定されている様子はない。「塀」の北西側に当たる部分は円の
軌跡部分に当たっており、角を落とすような感じですっぱり切
り取られている（" 地上階 " 図の A）切断部はぽっかりと口を開
けており、床下にはさらに構造物が続いているように見える。

並んでいる木の棒は小屋の中のイスと机の脚が切られ、残されたも
のである。本は PC の誰一人として読んだことのない文字で書かれてい
る。フェルムは「おお、それなら」 と師の机をあさり、ヘルム・オヴ・
コンプリヘンド・ランゲージズ・アンド・リード・マジックを取り出す（PC
の一人にシナリオ終了まで貸してくれる）。

本はかなり古びて傷んでいるが、どうやらダイジェスト版の旅行
記のようである。印刷された 30 ページほどの安っぽい本で「Volo’s 
Guide to Bulder’s gate」と題されている。PC は誰一人としてこの地名
に心当たりはない。本が痛んでいるため解読に時間がかかるが、バル
ダーズゲートという場所がフェイルーンという大陸にあり、交易でに
ぎわっているといった事はわかる。
　調べ物などにあまり時間がかかるようであればその時点で、あるい
は穴のそばに人が来た時点で、各 PC は難易度 10（＋北東の穴からの
距離）の〈聞き耳〉判定を行う。成功すると呪文の詠唱が穴の奥から
聞こえる。

■地下 1 階
PC が A の 穴からのぞき込んだ場合、DM は以下を読むこと。（A'）

穴の奥はたいまつの炎で薄明るく照らされている。穴をのぞ
き込むと石造りの床と壁、そして南側に太い鉄棒で作られた檻
が見える。床には薄汚い毛布が 2 枚無造作に置かれているほか、
木製のテーブルと皿が破壊されている。（" 地下１階 " 図の１.）

穴は人が 1 人ずつ通り抜けられる大きさ。床までは 30 フィートあり、
飛び降りるなら最大で 3d6 ダメージを受ける可能性がある（〈跳躍〉で
10 フィート減少可：PHB p78）。〈視認〉でわかることは特にない（30
フィート以内に近づけば、難易度 30 の〈視認〉判定の成功で、不可
視の存在がいることに気付く）。難易度 12（＋距離修正）の〈聞き耳〉
成功で、部屋の中に透明化している生き物がいるのがわかる。難易度
20（＋距離修正）でその大まかな位置がわかる。（DMG p297 参照。）

DM 情報：この檻の中にはスピリット・ナーガ（MM 
p187）が捕らわれている。彼女はレッド・ウィザード
に捕らわれ、キメラの材料となるのを待つ身であった。
此度の「出現」の際、たまたま上の部屋にいたミッツ
はこの部屋の机 + 皿の上に落下した。スピリット・ナー
ガはミッツを捕らえて食らおうとしたが、ミッツのブ
ラインドネスが奏功し、彼女は今もって盲目である（そ
の際、怒り狂うナーガに恐怖したミッツはダストシュー
トから脱出した）。彼女は現在も怒り狂っている。

ナーガの戦術：現在ナーガは盲目 ( 攻撃に 50%の失敗確
率 PHB p150・凝視攻撃不可）なので、上の部屋でし
た声を聞きつけてまずはインヴィジビリティ で透明化
している。さらに、PC たちが上でぐずぐずしている（そ
して PC たちがナーガに気づいている）ようならナー
ガは自己強化呪文を使用する。

　ナーガは既に自分が助からない ( 生き残ってもレッ
ド・ウィザードに ” 改造 ” される ) であろう事を自覚し
ており、一人でも多くを道連れにしてやろうと考えて
いる。ために、彼女は死ぬまで戦うし、hp が半分以下
になったら自分を中心にファイヤーボールを使用する
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　事も辞さない (7d6 ダメージ )。とりあえずは透明状態からの不意打
ち（じっと聞き耳を立て、敵が近づいてくるのを待っている）を狙
うが、PC が入り口から油をまいて火を付ける、等をはじめたら容赦
なくそのあたりにファイヤーボールを打ち込んで良い。

　なお盲目中は凝視攻撃もできなくなっている点に注意。

１. ナーガの檻：
ナーガを倒すことができれば部屋の様子を調べる事ができるだろう。
PC が調べたら以下を読むこと。

石畳の部屋は、ナーガの血臭に混じって獣臭が強く漂ってい
る。廊下にかけられた “ 消えずのたいまつ ” の明かりが部屋と通
路を照らす。檻には通用口があるが、そこには大きな南京錠が
かかっている。

床には薄汚い毛布が 2 枚無造作に置かれているほか、木製の
テーブルと皿が破壊されている。また、部屋の奥には円筒形の
暖炉のようなものがしつらえてあり、金属製のはね上げ蓋が付
いている。

床はナーガの糞や体液で汚れており、ふんぷんと悪臭を放っている。
檻や扉はしっかりした造りで少々力を入れてもびくともしない。扉の
南京錠は高品質のもので、解錠には難易度 25 の〈解錠〉判定の成功が
必要である。

毛布はごく普通の安物。テーブルも普通のものだが、皿は上質な造
りの大皿で、縁にはルーンがエッチングされている。リード・マジッ
クなどで解読すると「朝に夕に汝に糧を与えん」とあるのがわかる ( 皿
はクリエイト・フード・アンド・ウォーター がパーマネンスされていた。
ただし割れてしまった現在、その魔力は失われている )。ミッツはこの
建物が “ 出現 ” したとき、偶然この部屋の机の上に落下し、机と皿を破
壊した。

円筒形の部分（B）はダストシュートである。はね上げ式の金属蓋が
付いており、難易度 15 の〈捜索〉判定に成功することで、最近「手の
ある中型の生物 ( ミッツのこと )」がこの蓋を開けたあとを発見できる。

また、蓋を開けると穴の縁を布か何かがこすったあと（ミッツが通
過した跡）を発見できるが、同時に生ゴミの悪臭と、それに混じって
微かな強酸のにおいが立ち昇る。難易度 15 の〈知識：ダンジョン〉の
判定の成功で、「ゴミ処理にウーズを使っているところでこういうにお
いを嗅いだ事がある」と思いだす。

（ミッツはナーガを盲目にした後、ダストシュートが人が通れる広さ
であると見て、フェザー・フォールで落下したのである。）

ダストシュートはここの蓋の部分を起点に深い縦穴となっている。
直径４フィート程度で、内側は何とも判断の付かない汚泥のような汚
れと繁殖した菌類に覆われている。30 フィート下には金属の板のよう
なものがつきだしており、そこには何かがぶつかって汚れがぬぐい去
られたようなあとがある（ミッツが落下したときぶつかった跡：バネ
仕掛けのはね上げ戸（ブラック・プディングが上がってくるのを防ぐ）
になっており、その下はほとんど見えない）。金属板が下りるには 5 ポ
ンド程度の重量が必要なので、硬貨や小石を落としても蓋の上で止ま
る。

PC がここを下りていくなら、150 フィートの縦穴を下りていくこと
になる（150 フィート下ったあと、20 フィートの坂を滑り降りてプディ
ング部屋に到着する）。内側はぬる付いており、足がかりになるような
ものもない。ロープを継ぐなどすれば下りることも不可能ではない。
そうするなら地下 3 階のゴミ処理室（地下３階の１）に出る。

２．通路：

通路には数本のたいまつが固定されており明るい。通路に出
ると、突き当たりの一方が下り階段、もう一方が非常に中途半
端な位置で湾曲した土の壁に石畳が断ち切られているのがわか
る。土の壁は地層や紛れた石、岩などもそのまま、鋭い刃物ですっ
ぱりと切り取られたかのように石壁や石畳を区切っている。

通路から見ると、各部屋の扉のところにそれぞれ看板のようなも
のが取り付けられているのがわかる。看板は上の小屋にあった本同
様、見たことのない文字で「1374DR チェス月　2 日　サーイ山で
捕獲」と書かれている。

同様に、向かいの部屋には「1374DR ナイタル月　20 日　製作」
と書かれた看板が付いている。

３. 向かいの檻：

廊下を挟んで向かい側の檻の中には奇妙な生物の死体が血の
池に沈むようにして転がっている。この生物は竜のように鱗と
翼を持つが、胴体は獅子のような形状で、右肩からもう一つ犬
のような頭が生えており、また 4 本の足の長さが違っている。

部屋の奥の土壁にめり込んでいるように見えるが、実際には上の階
の丸太やイスの脚同様、“ 出現 ” の時に切り出された。

難易度 15 の〈知識：神秘学〉判定で、この生物がいわゆる合
キ メ ラ

成獣で
あること、難易度 20 で、おそらくは失敗作であろう事がわかる。 

４. 奥の檻（２つ）：
　階段と反対側の檻はいずれも土の壁で半ば埋められており、動くも

のの気配は感じられない。檻の入り口も埋まってしまっているので
特に調査できることもない。

５. 階段：
　下り階段で、頻繁に人の通っている様子がある（〈捜索〉 難易度

10）。難易度 20 の〈捜索〉の成功で、最近も人が通っていたよう
な形跡を見つけることができる。

地下１階
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■地下２階
DM情報：この階ではかつてサーイ（フェイルーンの地域名）のレッ

ド・ウィザードたちがキメラを作成する研究を行っていた。しかし
“ 出現 ” 時に施設と人員の大半が失われ、現在ではレッド・ウィザー
ドの見習いと、助手のクレリックが残されているばかりである。

2 人はこの事態を理解していないが、上下の階の様子からサーイ
と敵対する者の攻撃と考えている。よって PC たちを見れば即座に
攻撃する。

2 人は現在、「6：下っ端居室」に３体 (*) のノール・スケルトン
と 1 体のオーガ・スケルトンを従えており、PC たちに気づけば可
能な限り待ち伏せ / 奇襲を行う。PC が音を立てるたびに 2 人の〈聞
き耳〉（レッド・ウィザード：2、クレリック：3） 判定を行うこと ( 出
目 10 可 )。

＊ＰＣの慣れや人数に応じて数を調整すること。

レッド・ウィザードとクレリックの戦術：2 人は PC たちに対し、可
能な限り待ち伏せ / 奇襲を行う。また、そのための移動で PC に気
づかれる可能性を、硬貨にかけたサイレンス（15 ラウンド有効）
で防ごうとする（戦闘が始まれば、クレリックはその硬貨を PC の
術者の方に放り投げる）。
　戦闘が始まれば 2 人は意思セーヴを要求する呪文で PC たちの前
衛を、ダメージ呪文で術者ないし接近してきた相手を攻撃する。ク
レリックも同様だが、近接戦になったらレッド・ウィザードを守る
よう動く。

いずれも基本的に死ぬまで戦う。何らかの方法で捕らわれても言
葉が通じない（ヘルム～を借りていれば問題ないが）。

現在の状況も把握できておらず「くそ！　殺せ！」 などと繰り返
すばかりである（実際たいしたことは知らないのだが）。ミッツの
ことを問えば「・・・下の階にじじいが一人捕らわれていたが、も
う遅かろう。ベインの神官の拷問は強烈だ。あんなじじいが生きて
いられるとは思えん」。あとは「上の階が飼育室、この階が我らレッ
ド・ウィザードの部屋、下の階が仲間のクレリックの部屋」 など。
ほかの仲間について聞かれれば「・・・ふん、貴様らのおかげで皆
消え去ったわ！」

なお、クレリックは「黒い拳とそこからあふれ出る緑の光」をか
たどった聖印（フェイルーンの " ベイン神 "）を下げている。PC は
このような聖印を使う神を知らない。

なお、クレリックとレッド・ウィザードはポーションベルトや巻
物整理器などといった「フェイルーンで流通する」アイテムを持っ
ている。当然 PC はみたことがないのでなんだかわからないが、時
間があるなら彼らがフリーアクションでポーションを取り出した
り、といったことを軽々と行なっていることを見せつけても良いだ
ろう。

１. 通路：

階段を下りると目の前にアーチ付の両開きの扉がある。通路
は右側はすぐ突き当たって扉に、左側はしばらく通路が続いて
いるが、途中で上の階で見たのと同じような湾曲した土の壁に
遮られている。

扉を〈聞き耳〉 してもどちらも何も聞こえない。罠・鍵などもなし。
ただし、ここで大きな音を立てていると、階段からみて右手奥の部
屋にいるレッド・ウィザードたちに気づかれる可能性がある。

地下２階
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２. 実験室：
DM情報：この部屋は危険はないが、思わせぶりなものがたくさんお

いてある。そちらに注意が向いている間に、あるいはそちらの調査
に飽きてプレイがダレ始めたくらいのところでレッド・ウィザード
( 前述 ) の奇襲を行うと盛り上がるだろう。

扉の向こうは広々とした魔法実験室になっていた。真正面
には無数のルーンと魔法のシンボルに彩られた大きなタペスト
リーが張られている。タペストリーに向かって左の壁には扉が 2
つ、右には扉が一つある。2 つの扉の間には上の階にあったのと
同じダストシュートがある。床は大理石張りで、中央には赤黒
いもので描かれた魔法陣が、淡い燐光を放つルーンの輪に囲ま
れている。

部屋の隅には奇妙にねじくれた生物の死骸やその骨が山積み
にされ、血臭と腐臭を放っている。部屋の奥（タペストリーに
向かって左）にはプレートメイルがたてられているほか、向かっ
て右の壁には固定台のようなものがあり、竜の骨と、ぶくぶく
と太った奇妙な生物の死体がくくりつけられている。

どの扉にも鍵・罠はなく、物音もしない（タイミングによってはレッ
ド・ウィザードたちが移動する音が聞こえる可能性はある）。ディテク
ト・マジック では正面の魔法陣とルーン文字に強い変成術の力を感じ
るが、消えずのたいまつ以外に魔力を帯びたものはない。なお、魔法
陣はキメラを合成するためのもので、コマンドワードがなければ機能
しないため、現状で危険はない。

くくりつけられた竜の骨は難易度 20 の〈知識：神秘学〉判定の成功で、
ブルードラゴンの骨だとわかる。その隣の「奇妙な生物」は難易度 15
の〈知識：次元界〉判定で何らかのデーモンの死体であることがわかる。
死んでからかなりの時間が経過しており、死体は腐敗して悪臭を放っ
ている。 

向かって左のドアにはプレートが付いており、手前から順に（普通
には読めない文字で）「準備室」「標本室」と書かれている。2 つのドア
の間のダストシュートは上階の檻に付属していたものとつながってい
る。

部屋の奥のプレートメイルは飾り物で、鎧として機能することもな
く、よって着ることもできない。

３.「準備室」：

狭い部屋にはいくつか机が並べられ、その上には乱雑に実験
器具や手術道具、何に使うかにわかに判別しがたい工具類など
といったがらくたが積み上げられている。

部屋の奥の方には例の「土の壁」が立ちはだかり、いくつか
の机を切断しているのがわかる。

価値のあるものはほとんどない。がらくたを 1 分間ひっくり返しな
がら捜すと、難易度 10 の〈捜索〉判定に成功するたびに 1d4gp の価
値のある道具（任意）が見つかる（5 個まで）。

手前の机の上には手紙が開いたままになっている。例の読めない文
字で書かれたそれには「ラペンドラーの反乱は間近に迫っている。早
急に強い兵を造り、配備しなければならない。この手紙を受け取って
3 ヶ月以内に兵を送れ。それがかなわなければ研究費を打ち切り、君に
ラペンドラー地区の治安維持に当たってもらう事になる」 などと書か
れている。

机の下には無造作に鍵のかかった宝箱が二つおいてある。
一つは新しいもので、頻繁に開け閉めされている形跡がある。鍵 ( 難

易度 25) がかけられており、中には虫の入った琥珀、最上質のニカワ、
複雑な配合で作られた貴金属の合金などが入っている（計 1200gp 相
当）。難易度 20 の〈呪文学〉判定で成功すると、これらがキメラを作
る際の触媒になることがわかる。

もう一つは古びたもので汚れも多く、いくらか調べた形跡があるも
のの、開閉された様子はない。鍵は難易度 30。難易度 20 の【筋】判
定で開けることも可能だが、蓋には難易度 26 の〈捜索〉判定の成功で

発見できる罠が仕掛けられている（威力強化バーニング・ハンズ （脅
威度４）：15 フィートの円錐の範囲に 5d4 × 1.5 ダメージ（反応セー
ブで半減 : 難易度 11）。箱にはリング・オヴ・プロテクション +1、ブロー
チ・オヴ・シールディング (DMG p262) が入っている。

４.「標本室」：

部屋には腰くらいの高さの陳列台が並べられており、ラベル
付けして管理されているらしい動物の骨や瓶詰めにされた身体
器官などが所狭しと並べられている。いずれも、なにか正常で
はない—歪んでいたり、通常とは違う部分から別の器官が生え
ていたり—といった感覚を受ける。

部屋の奥の方には例の「土の壁」が立ちはだかり、いくつか
の机を切断している。その部分で断ち割られた保存瓶から流れ
出た保存液が不快な臭気をまき散らしている。

ラベルには「1369DR　ウクター月 4 日　サー沼北で採取」「1371DR
　カイソーン月 12 日　リザード×クロウラー　製作直後に死亡」など
と書かれている。

5. 下っ端居室：
下っ端（レッド・ウィザード＆クレリック）が起居している部屋。現在、

半分ほどが「切」られている。
PC が下りてきた時点で 2 人はこの部屋にいる（壁の土を削ったり

穴を掘ったりして、現在生じている事態を分析しようとしている）が、
物音を聞きつければ即座に戦闘態勢に入り、“ 手下 ” を引き連れて PC
達を討伐に向かう。

部屋には “ 土の壁 ” に裁ち切られたベッドが 2 つ、ベッドの下にう
す汚れた着替え類が転がっているほかは大してめぼしいものはない。

■製品紹介
本シナリオは、以下の「基本ルールブック」三冊を使い遊ぶこ
とを考慮して製作されている。

■プレイヤーズ・ハンドブック 第 3.5 版
　基本ルールブック 1
発行：2005-01-29
ISBN：4-89425-361-5
定価：￥6,090（本体￥5,800+ 税）

■ダンジョンマスターズガイド 第 3.5 版
　基本ルールブック２

発行：2005-03-19
ISBN：4-89425-367-4
定価：6,930( 本体￥6,600+ 税 )

■モンスターマニュアル  第 3.5 版
　基本ルールブック３

発行：2005-05-28
ISBN：4-89425-378-X
定価：6,930( 本体￥6,600+ 税 )
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■地下３階
DM情報：この階はレッド・ウィザードと協力関係にあったベイン（フェ

イルーンの悪神）クレリック達の居住区だった。
現在、主立った部分は「切」りとられ、ベイン・クレリック（4

レベルクレリック /1 レベルファイター ) が一人、配下のアンデッド
とともに残されたのみである。

この階にはアンハロウ （＋ブレス ）が使用されており、この階に
いる間アンデッドに対するアンデッド退散に -4、戦闘時のアンデッ
ドの攻撃に +1 ボーナスが与えられる（敵リストには適用済み）。

現在ミッツはクレリックに捕らわれている。クレリックは ( 上の
階のレッド・ウィザード同様 ) この隠れ家が敵の攻撃を受けている
と考えており、汚物まみれでダストシュートから出てきた言葉も通
じない謎の男を尋問することで何かわかるのではないかと考えてい
る。

なお、通路には掃除係のスケルトンがおり、ほうきを手にした
状態で常に通路をうろつき周り、汚れを見つけては掃き清めている
ため、廊下に残されているはずのミッツの痕跡はなくなっている。
このスケルトンは階段を下りた直後に出しても良いだろう（HD1、
hp6、AC12）。スケルトンは PC が近寄ると掃除を止め、体を小さく
縮こませて PC 達が通過するのを待つ。攻撃されても戦闘する意志は
ない。

１. ごみ処理室
扉はしっかりした石造りで、看板には例の文字で「ごみ処理室　開

放厳禁！」と書かれている。扉を開くとごみの悪臭と酸のにおいがむ
わっと押し寄せてくる。

10 フィートほどの石造りの階段は、なんともうかがい知れぬ汚泥に
よる足跡が登り方向にのみ付いている（ミッツが脱出した際の足跡で
ある）。

突き当たりにはもう一枚石製扉があり、開くと丸石をきっちり並べ
て作られた部屋に行き当たる。部屋の中は生ゴミと酸のにおいで満ち
ており、丸石の隙間は不快な色の汚泥に埋まっている。また現在、部
屋の中央あたりに大きなクラックが生じている。

部屋の上の方には、ごみで汚れた石製のスロープが４つあり、石製
の蓋のようなものが部屋の外側からかぶせられているのが見える。ス
ロープの一つは汚れがぬぐい取られているように見える（ミッツの落
ちてきた跡）。

この部屋にはブラック・プディングが飼われており、この隠れ家で
出たごみの全てを消化していたが、現在は “ 出現 ” 時に出来たクラック
から脱出している。ミッツは幸運にもプディングが脱走したあとに落
ちてきたため消化を免れている ( が、その後クレリックに捕らわれてい
る )。
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２：クレリック執務室

20 × 20 フィートの居室は、簡素ながら高級な家具が並べら
れている。部屋の奥には暖炉があり、その上には（PC 達が知ら
ない）神話か何かをモチーフにしたと思しき絵が掛けられてい
る。

執務室としてこの建物の管理者であるクレリックに与えられた部屋。
私物の類はなく、神話や教典といったものが並んでいる ( ただしいず
れの神も教典にも見覚えはない )。特に金目のものは無いが、机の上の
銀の燭台にはコンティニュアル・フレイム がかけられており、売れば
300gp 程度になるだろう。

現在、クレリックは尋問のためベイン像の間にいる。ここで大きな
物音をたてれば彼らに発見される可能性もあるだろう。
　
３. ベイン像の間
DM 情報：この部屋にはミッツが捕らわれており、クレリックの尋問を

受けている。クレリックはこの不可解な現象の原因を敵対グループ
の攻撃だと考えており、ミッツをその攻撃者の一味だと考えている。

・基本的には「クレリック + ドレッド・ウォリアー× 2 ＋ベインガー
ド× 2 ＋スケルトン×６」で良いが、プレイ時間や PC の状態によっ
て、ドレッド・ウォリアーとベイン・ガードの数を調整する（時
間がなければクレリック＋ベインガード×１などでも良い。

・ベイン・ガードは神像横の犬の像の影に、ドレッド・ウォーリアは
クレリックを守る位置におり、スケルトン達は壁に並んでいる。

　大広間には祭壇が設えてあり、強靱だが狡猾そうな顔をし
た男の像が祀られている。その背後には聖印であろう、黒い拳
とそこから緑の光がほとばしる紋章が描かれているが、そのよ
うな聖印を PC 達は見たことがない。

祭壇に至るまでの床には赤じゅうたんが引かれ、神像の前の
あたりには黒い鎧をまとったクレリックが、ワインレッドのチュ
ニックを着た男にモーニングスターを突きつけながら何事かを
尋問している。その周囲を囲むように、鎧に身を包んだ者たち
が立っているが、よく見ると彼らの鎧の隙間からは骨やしなび
た皮膚が覗いている。

男は PC 達を見ると「ふん、貴様らが本隊か。お前らがどこの手のも
のだろうがかまわん。どうせ死ぬのだからな。やれ！」 (*) と問答無用
で襲いかかってくる。周囲の武装したアンデッドが一斉に動き始める

（ドレッド・ウォリアーはスプリント・メイル、ベイン・ガードは半透
明の黒い鎧風のものを着ている）。

* このとき、話している口の動きと聞こえる声が（吹き替え版の映画
のように）ずれているのがわかる（難易度 16 の〈呪文学〉判定の成功
で、コンプリヘンド・ランゲージズであるとわかる）。

戦術：
前述の通り、このフロアにはアンハロウ（＋ブレス ）が使用されて

おり、この階にいる間アンデッドの退散判定に -4、戦闘時のアンデッ
ドの攻撃に +1 ボーナスが与えられる。

加えてこの部屋にはディセクレイト呪文が使用されており、アンデッ
ド退散に -6、アンデッドによる攻撃・ダメージ・セーヴィングスロー
に +2 不浄ボーナスが与えられる（敵リストには適用済み）。

アンハロウ もディセクレイト も不浄ボーナスを与える呪文なので、
退散へのペナルティは -6 までとなる。退散されたアンデッドの退散解
呪にはこのペナルティがかからない点に注意。

アンデッドはクレリックを守ることを最優先しつつ、手近な相手を
攻撃する。ベイン・ガードは（接敵していなければ）PC 側のウィザード、
クレリックをマジック・ミサイル で狙う。クレリックは PC 前衛をまず
意思セーヴ呪文で、接近してくればダメージ呪文で迎え撃つ。その際、
ミッツはそのへんに転がす程度で人質に取ったりはしない。

スケルトンは《組みつき強化》 をもっており、PC への攻撃が当たら

ないようなら素手での組み付きを狙い、ドレッド・ガードなどのサポー
トに徹する。

ドレッド・ガードやベイン・ガードは【知力】があるので、可能で
あればホールド・パーソン などで動けなくなった PC へ “ とどめの一撃
“ を狙ってくる（が、プレイヤー達がプレイに慣れていないようなら通
常攻撃にしても良い）。

いずれも死ぬ（破壊される）まで戦う。クレリックは捕らわれれば
奥歯に仕込んだ毒カプセルで自ら命を断つ。アンデッド達はクレリッ
クが死んでも PC を殺すまで攻撃を続ける点に注意。

クレリックはミッツを取り返しただけで PC 達が逃げようとするなら
無理に追うことはないが、可能な限り最低一人は捕虜を取りたがる（状
況を判断するために尋問できる相手を欲しがっている）。

■結末
ミッツを無事救出し、地上まで連れ帰る事に成功すれば任務完了で

ある。ミッツは無事であることを認識すると、大急ぎでクレリック執
務室へ走り、本だなの本をあさり出す。
「見たまえコレを！　外のプレーンの貴重な資料じゃ！　やっぱりわ

しの理論は正しかったのだ！　おお、こんなところに地誌もあるぞ！
　これは研究のしがいがあるわい！」

フェルムは帰還した師を見て「おお！先生！ご無事でしたか！」 と
涙を流さんばかりに大喜びするが、ミッツは意に介さず

ミッツ：「フェルム！　みろ！　わしの理論は正しかった！　この証
拠品の数々をみろ！　これでわしの研究も大きく進むというものだ！
　さあ、こうはしておれん、魔法院に向かうぞ！」

フェルム：「あ、先生、待ってください！　明日の船が・・・！」

あわただしい中、フェルムは PC 各々に約束通りの報酬を支払う。「本
当にありがとう！　これで学会にも間に合います！」

その後、学会で発表されたミッツの魔法理論が大きな反響を
呼び、のちに ” ミッツ ” の名を冠した呪文が作られる事となるが
それはまた別のお話し。

■エンカウント
遭遇１：地下１階
スピリットナーガ；MM p.187 参照。

注）以降に記載されているデータは戦闘に関連したもののみなので、
DMは必要に応じてデータの追加や組み替えを行ってよい。

遭遇２：地下２階
クレリック；人間、クレリック ( ベイン：フェイルーンの悪神）4 レベル；

中型の人型生物（人間）、秩序にして悪；脅威度 4；ヒット・ダイス：
4d8+8（30 hp）；イニシアチブ：+2；移動速度：30 フィート；アー
マークラス：16、接触 12、立ちすくみ 14；基本攻撃／組みつき：
+3 /+5；攻撃／全力攻撃：モーニングスター＝ +6 近接（1d8+2+1）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：スペル 5/3+1+1/2+1+1、アンデッド威伏、任意発動 ( イ
ンフリクト )
その他の特殊能力：なし
セーヴ：頑健＋ 6、反応＋７、意志＋３
能力値：【筋】14、【敏】14、【頑】14、【知】6、【判】16、【魅】12
技能： < 聞き耳 >+6、< 視認 >+4、< 呪文学 >+5、
  < 真意看破 >+6、< 精神集中 >+6
特技：なし。
言語：共通語（トリル）。
所持品：モーニングスター、チェイン・シャツ、聖印 ( ベイン )、巻
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物整理器（サモン・モンスター III 、キュア・モデレット・ウーンズ）。
準備しているクレリック呪文（3 ／ 5 ／ 4、セーヴ難易度 13 ＋呪文

レベル
0 レベル━キュア・マイナー・ウーンズ×３
1 レベル━コーズフィアー、ディヴァイン・フェイヴァー、コマ
ンド、ブレス
2 レベル━キュア・モデレット・ウーンズ 、ブルズ・ストレンクス 、
ホールド・パーソン、サイレンス

レッド・ウィザード；人間、ウィザード ( 力術士）4 レベル；中型の人
型生物（人間）、中立にして悪；脅威度 4；ヒット・ダイス：4d4+
８（20 hp）；イニシアチブ：+2；移動速度：30 フィート；アー
マークラス：16、接触 12、立ちすくみ 14；基本攻撃／組みつき：
+2/+3；攻撃／全力攻撃：ダガー＝ +3 近接（1d4+1 /19-20）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：呪文 4/4+1/3+1
その他の特殊能力：なし
セーヴ：頑健＋３、反応＋ 3、意志＋ 2
能力値：【筋】12、【敏】14、【頑】14、【知】16、【判】6、【魅】10
技能： < 聞き耳 > ＋２、< 視認 > ＋２、< 呪文学 > ＋６、
 < 精神集中 > ＋８、
特技：なし
言語：ムルホランド語、共通語（トリル）。
所持品：ダガー、呪文構成要素ポーチ、ポーションベルト（キュア・

ライト・ウーンズ× 2、メイジ・アーマー）。
準備しているウィザード呪文（3 ／ 5 ／ 4、セーヴ難易度 13 ＋呪文

レベル（力術は +1）
0 レベル━メンディング、リード・マジック、ディテクト・マジッ

ク
1 レベル━マジック・ミサイル ×２，レイ・オヴ・エンフィーブル

メント、シールド（＊）、プロテクション・フロム・グッド
2 レベル━スコーチング・レイ ×２、メルフズ・アシッド・アロー、

フレイミング・スフィア
＊ PC が遭遇した際使用中

オーガ・スケルトン；大型のアンデッド（オーガ）、常に中立にして悪；
脅威度 3；ヒット・ダイス：4（26 hp）；イニシアチブ：7；移動速度：
40 フィート；アーマークラス：14、接触 12、立ちすくみ 11；基
本攻撃／組みつき：+3/+5；攻撃／全力攻撃：爪（２回） ＝ +8 近
接（1d6+4）

接敵面／間合い：10 フィート／ 10 フィート
特殊攻撃：なし
その他の特殊能力：[ 冷気 ] への完全耐性、ダメージ減少５／殴、ア
ンデッド
セーヴ：頑健＋ 2、反応＋ 5、意志＋ 5
能力値：【筋】21、【敏】16、【頑】－、【知】－、【判】10、【魅】7
技能： < 聞き耳 >+0、< 視認 >+0
特技：《イニシアチブ強化》

ノール・スケルトン；中型のアンデッド（ノール）、常に中立にして悪；
脅威度 2；ヒット・ダイス：2（13 hp）；イニシアチブ：7；移動
速度：30 フィート；アーマークラス：15、接触 13、立ちすくみ
12；基本攻撃／組みつき：+1/+7；攻撃／全力攻撃：バトル・アッ
クス＝ +3 近接（1d8+3/ × 3）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：なし
その他の特殊能力：[ 冷気 ] への完全耐性、ダメージ減少５／殴、ア

ンデッド
セーヴ：頑健＋ 3、反応＋ 0、意志＋ 0
能力値：【筋】15、【敏】12、【頑】－、【知】－、【判】10、【魅】7
技能：、< 聞き耳 >+0、< 視認 >+0
特技：《イニシアチブ強化》

所持品：バトルアックス

遭遇３：地下３階
ファイター・クレリック；人間、ファイター 1 レベル／クレリック ( 

ベイン：フェイルーンの悪神）4 レベル；中型の人型生物（人間）、
秩序にして悪；脅威度 5；ヒット・ダイス：1d10+4d8+10（42hp）；
イニシアチブ：+6；移動速度：30 フィート；アーマークラス：
20、接触 11、立ちすくみ 19；基本攻撃／組みつき：+4 /+6；攻
撃／全力攻撃：モーニングスター＝ +8+1 近接（1d8+3+1）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：スペル 5/3+1+1/2+1+1、アンデッド威伏、任意発動 ( イ

ンフリクト )
その他の特殊能力：なし
セーヴ：頑健＋８、反応＋７、意志＋３
能力値：【筋】14、【敏】14、【頑】14、【知】6、【判】16、【魅】12
技能： < 聞き耳 >+6、< 視認 >+4、< 呪文学 >+5、< 真意看破 >+6、
  < 精神集中 >+6
特技：《武器熟練：モーニングスター》、《イニシアチブ強化》
言語：共通語（トリル）。
所持品：モーニングスター +1、フルプレート、聖印 ( ベイン )、ポーショ

ンベルト（キュア・モデレット・ウーンズ 、キャッツ・グレイス ）。
準備しているクレリック呪文（5 ／ 5 ／ 4、セーヴ難易度 13 ＋呪文

レベル
0 レベル━キュア・マイナー× 3、ガイダンス× 2
1 レベル━ディヴァイン・フェイヴァー、コマンド ×２、プロテ

クション・フロム・グッド
2 レベル━キュア・モデレット・ウーンズ ×２、ブルズ・ストレ

ンクス、シャター
※捕虜にとられたら自決する。
※タンズ呪文使用中

ドレッド・ウォリアー；中型のアンデッド（人間）、常に中立にして悪；
脅威度 2；ヒット・ダイス：（34 hp）；イニシアチブ：+0；移動
速度：20 フィート；アーマークラス：16、接触 11、立ちすくみ
15；基本攻撃／組みつき：+2 /+5；攻撃／全力攻撃：バトルアッ
クス＝ +7 近接（1d8+7）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：なし
その他の特殊能力：アンデッド
セーヴ：頑健＋３、反応＋６、意志＋３
能力値：【筋】16、【敏】11、【頑】－、【知】5、【判】11、【魅】6
技能： < 聞き耳 >+1、< 視認 >+9
特技：なし。
言語：共通語（トリル）。
所持品：バトルアックス ( 高品質 )、スケイルメイル、バックラー

ベイン・ガード；中型のアンデッド（人間）、常に中立にして悪；脅威度 2；
ヒット・ダイス：（34 hp）；イニシアチブ：+2：移動速度：0 フィート；
アーマークラス：14、接触 11、立ちすくみ 14；基本攻撃／組みつき：
+4/+3；攻撃／全力攻撃：ロングソード＝ +5 近接（1d8+3/19-20）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：マジックミサイル 2 本（3 ラウンド毎）、ブリンク ( 持続
4 ラウンド )10 分に 1 回
その他の特殊能力：アンデッド、[ 冷気 ] への完全耐性、ダメージ減

少５／殴
セーヴ：頑健＋ ３、反応＋６、意志＋３
能力値：【筋】12、【敏】11、【頑】－、【知】9、【判】12、【魅】13
技能： < 隠れ身 >+7、< 聞き耳 >+8、< 視認 >+8、< 忍び足 >+7、
  < 捜索 >+4
特技：なし
所持品：ロングソード ( 高品質 )。
※ダイアガード　（AC+1、不可視を見ることができる）
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ノール・スケルトン；中型のアンデッド（ノール）、常に中立にして悪；
脅威度 2；ヒット・ダイス：2（15 hp）；イニシアチブ：7；移動
速度：20 フィート；アーマークラス：17、接触 13、立ちすくみ
15；基本攻撃／組みつき：+1/+3；攻撃／全力攻撃：バトル・アッ
クス＝ +5 近接（1d8+5/ × 3）

接敵面／間合い：5 フィート／ 5 フィート
特殊攻撃：なし
その他の特殊能力：[ 冷気 ] への完全耐性、ダメージ減少５／殴、ア

ンデッド
セーヴ：頑健＋ 5、反応＋ 2、意志＋ 2
能力値：【筋】15、【敏】12、【頑】－、【知】－、【判】10、【魅】7
技能：なし。
特技：《イニシアチブ強化》、《組みつき強化》
所持品：バトルアックス、スケイル・メイル

■フォーゴトン・レルムについて
このシナリオには、「ベイン神」( フェイルーンの悪神 )、「バルダー

ズゲート（Bulder’s gate）」「ポーションベルト」「巻物整理機」等、基
本ルールブック１～３では紹介さていない世界の情報やガジェットが
登場する。これらは、D&D 公式世界の一つである " フェイルーン " の
ものである。

フェイルーンについては、既刊『フォーゴトン・レルム・ワールド
ガイド』ならびに『フェイルーン・プレイヤーズ・ガイド』に詳しい。

ま た、『ダークエルフ物語』『アイスウィンド・サーガ』『<
忘
フ ォ ー ゴ ト ン・レ ル ム

れられた領域 >クレリックサーガ』（いずれも R.A. サルバトーレ著
／アスキー刊）といった、人気 D&D ノベルの舞台でもある。

『フォーゴトン・レルム
ワールドガイド』

発行：2004-12-24

ISBN：4-89425-357-7

￥7,980( 本体￥7,600+ 税）

『フェイルーン・
プレイヤーズ・ガイド』

発行：2006-06-30 
ISBN：4-89425-438-7

￥6,090( 本体￥5,800+ 税）

■配布版についての補足
このシナリオは、2007 年 3 月開催「ホビージャパン・D&D コンベ

ンション」向けに製作されたタイトルを、日本語版ダンジョンズ＆ド
ラゴンズ公式ホームページでのダウンロード配布版として、製作者に
よって更新された内容含め、編集したものです。

本シナリオは、日本語版ダンジョンズ＆ドラゴンズ 第 3.5 版に準拠
しており、同シリーズに関してのエラッタにおいて影響のある修正が
発表された場合は、DM の判断の元でそれを反映することが推奨されま
す。

本シナリオの無断転載、複写、および手段・方法によらず再配布等
を禁じます。

■クレジット
D&D 対応シナリオ「転移の淵」

 著者：石川雄一郎
 編集：上田 明 / 中林 英二 (HobbyJAPAN)

■日本語版ダンジョンズ＆ドラゴンズ公式ホームページ
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

■君が作る街、トーチ・ポート
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/news/torch.html

■株式会社ホビージャパン
〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル
輸入ゲーム事業課／カスタマーサービス
TEL:03-5304-9286( 受付：平日 13:00 ～ 18:00）
E-mail:cardgame@hobbyjapan.co.jp

2007/04/20
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■本シナリオの世界観について
本シナリオは、PHB、DMG、MM の３冊の基本ルールブックで遊ぶことを想定して製作されており、特にどの世界と固定する必要はない。
だが配布版にあたり、PC のホームワールドとして D&D 対応 d20 製品『君が作る街、トーチ・ポート』で紹介された街「トーチ・ポート」を導

入することができる。これにより DM は、PC が本シナリオだけでなく他の冒険に向かうようにするのも容易になるだろう。
あるいは、フェイルーンではない世界－グレイホークやエベロンなど－を PC 世界にもできるであろうし、PC がフェイルーンのレッド・ウィザー

ドを敵とする環境であれば、少々の手直しでフェイルーンでの出来事にもできるだろう。

■ファーガンド～トーチ・ポートの世界～
トーチ・ポートはファーガンド大陸の中央、“ 果て無き海 ” に

面した湾部に位置している。
ファーガンド大陸はその広さに比して非常に文明的に多様な

世界であり、この狭い大陸中に、いわゆる西洋風国家、東洋風
国家、アラブ風国家、遊牧民的国家などがひしめき合っている。
不思議なことに、いずれの文明もある年代を期に「突如として」
出現したように見える。実際、各国の年代記も大都市や城砦が
突然完成したかのような記述がなされていることも少なくない。
これが何を意味しているか、ファーガンドの史家は様々な解釈
を披露しているが、「成立時にそれまでの記録を抹消するような
風習があったためではないか」とする考えが一般には信じられ
ている。

ファーガンド世界と宇宙観：
この世界ではファーガンド大陸が唯一の大陸であるとされて

いる。大陸の外側には大洋が広がっているが、「大陸を出て東へ
まっすぐ進むと大陸の西側に到達する」「北を出ると南側に行き
着く」事が証明されており、また様々な証拠から「世界が球状
である」ことがわかっている。複数の冒険家達により、海洋は
かなり広い範囲が調べられているが、しかしほかの大陸は発見
されていない。また、同じルートを移動しているにもかかわら
ずかかる日数が異なったり、「ある商船団以外はたどり着けない
ところにある島」があったり、と大洋には不可思議な現象が多
く観察されている。

ファーガンドでは “ 次元界 ” の存在が知られている。エーテル界や影界、アストラル界、また死者の魂が住まい、サモン・モンスター系 呪文で
招来されるクリーチャーの住まう世界（天界や地獄など）があり、それらが別次元の世界である、と考えられている。しかし、それは知識として
知られ、あるいは実際に起こっている現象から推定されているだけで、実際にそれを証明したものはいない。信仰呪文を通じてファーガンドには
プレイン・シフト 呪文がもたらされているが、ファーガンド上では（サモン・モンスター などは何ら問題なく機能するにもかかわらず）この種の
呪文が機能しないことが確かめられている。しかしながら一部の土地（トーチ・ポートの北　ミラージュ・ムーアなど）では「聞いたこともない
地名からやってきた」と自称するものが多数現れたり、行ったきり戻らなかったりといったことが頻繁に生じており、これらをもって行き来が可
能な多次元界がある証拠であるとする研究者もいる。

■ ご案内
ダンジョンズ＆ドラゴンズ対応 日本オリジナル街設定資料集
君が作る街 トーチ・ポート

A4 変形　ハードカバー
デザイン・文：石川 雄一郎・B.M-NAG（びいえむ）
定価：2,100( 本体￥2,000+ 税 )

「D&D を初めてプレイする人たちに便利な町を」という理念にのっとってデザインされた街が、トーチ・ポー
トだ。駆け出しの冒険者パーティが利用するのに便利な店や、冒険を彩る NPC、シナリオフックなどが揃っている。
しかもこれらの設定は、読者投稿や公式コンベンションなどの各種イベントの結果を刻々と反映し、成長を続け
ているのだ。

街の基本的な情報は一冊の設定資料集にまとまって出版されているのでそちらを参照していただきたいが、
その後追加されたデータや、トーチ・ポートの外に広がる世界についてはまだまだ語りきられていない。WEB
サイト上でのさらなる展開を期待してほしい。 

■君が作る街、トーチ・ポート
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/news/torch.html


