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　2レベルキャラクター 4〜6名用、ダンジョンズ＆ドラゴンズ・エン
カウンターズ・アドベンチャー

　素晴らしき公式 D&D プログラム、ダンジョンズ＆ドラゴンズ・
エンカウンターズ（Dungeons & Dragons Encounters）へようこそ。
このアドベンチャーは、君の地元のウィザーズ・プレイ・ネット
ワーク（WPN：Wizards Play Network）の拠点で、1週間に1度、1
遭遇のセッションをプレイするようにデザインされたシーズン制の
ミニ・キャンペーンだ。毎週、プレイヤーたちはそれぞれのキャラ
クターについてゲーム内の報酬を得るが、そのほかに名声ポイント

（Renown Point）を獲得する。このポイントを貯めるとD&Dエンカ
ウンターズの今後のシーズンで使用できる、プログラム限定の特別
なD&Dエンカウンターズ・カード（D&D Encounters Card）を獲得で
きる。

プレイの準備
　D&D エンカウンターズ・プレイ・キットには君がこのアドベン
チャーのDMをするのに必要なものがすべて含まれている。遭遇エ
リアのポスター・マップやモンスター、冒険者たち、それに戦場に
おける効果を示すためのトークン・シートもキットに入っている。
以下の手順に従ってプレイの準備を行なうこと。

最初のセッションのDMを行なう前に：
◆ 「はじめに」「冒険の背景」「個々の場面の概略」そして「大休憩」の

セクションを読む。
◆ 「セッション9：第1の試練」および「3−9：ハンマーとスパイク」

を読む。別の時点から本章を開始するのであれば、適切なセク
ションを読み、それまでに何が起きたか理解しておく。

最初のセッションの卓に着いたときに；
◆ すべてのプレイヤーがプレイ用のキャラクターを持っているこ

とを確認する。キットに含まれるキャラクターでもいいし、後
述のガイドラインに従って自分で作成したものでもよい。

◆ プレイヤー全員に D&D エンカウンターズ・プレイ記録用紙
（D&D Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・
キットに含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで
獲得した宝物、経験値、そして名声ポイントを記録する。

◆ オーガナイザーからセッション記録用紙（session tracking 
sheet）を受け取る。君のDCI/RPGAナンバーと共にプレイヤー
全員のDCI/RPGAナンバーを記録すること。君やプレイヤーの
誰かがDCI/RPGAナンバーを持っていない場合は、オーガナイ
ザーに頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。

セッション中：
◆ D&Dエンカウンターズでは、1回のセッションは1回の遭遇か

らなる。その週のセッションとして登録した遭遇についてのみ、
DM を行なうこと。1 遭遇にかかる時間は一般的に 90 分から 2
時間である。

◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プ
レイヤーがより楽しめるよう、君はDMとしてアドベンチャー
に適宜調整を加えることができる（コラム参照）。

最初のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日

の状態を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一
日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、各セッションの間
には回復しない。それらが回復するのは各章の終了時のみであ
る。プレイヤーたちがD&Dエンカウンターズ・プレイ記録用紙
に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつけること。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。すべて
のDCI/RPGAナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確
実に記載すること。

◆ 各プレイヤーが獲得した名声ポイントの合計をオーガナイザー
に報告する。オーガナイザーはその拠点の名声ポイント記録用
紙（Renown Point Tracker）に必要事項を記載し、もしプレイヤー
の誰かがD&Dエンカウンターズ・カードを獲得したのであれば
それを君に告げる。

◆ 宝物を与える。プレイヤーが報酬をD&Dエンカウンターズ・プ
レイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。

◆ DMを行なうために要した時間と発生させたイベントに基づい
て与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳
細は、君のオーガナイザーに確認のこと。

章の最後のセッションの終了時に：
◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、［一日

毎］パワーをすべて回復する。また、アクション・ポイントの合
計は1にリセットされる。

◆ 1度、1セッションのDMをしてしまえば、次のセッションの準
備は至極簡単だ。ただセッションの内容に目を通せば、もう準
備は整ってしまう。
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　プレイヤーたちは各セッションにそれぞれのキャラクターを持っ
てこなくてはならない。初参加のプレイヤーは、『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ第4版スターター・セット』、『ヒーローズ・オヴ・ザ・
フォールン・ランズ 墜ちた地の勇者』、もしくは『ヒーローズ・オ
ヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム 忘れられた国の勇者』に記載さ
れたルールのみを使用して作成した、新しい2レベルのD&Dキャラ
クターを持って来ること（訳注：この冒険シナリオは『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォールン・ランズ 墜ちた地の勇者』の公式な販売促進
企画でもあったので、このように記されているが、個人で遊ぶ際に
はもちろん関係ない。この冒険シナリオは既存のD＆D第4版キャ
ラクターで遊ぶのになんの差し支えもない）。
　プレイヤーがキャラクターを持ってこなかった、あるいはキャラ
クターを最初から作成することを希望しない場合には、キットに含
まれる作成済みキャラクターを使用すること。オーガナイザーから
作成済みキャラクターを受け取り、必要なプレイヤーにそれぞれ1
つずつ選ばせること。
　セッションが1回終了するごとに、プレイヤーそれぞれに経験値、
宝物、そして名声ポイントを与える。彼らはそれらの情報を D&D
エンカウンターズ・プレイ記録用紙に記録し、君は各プレイヤーが
獲得した名声ポイントをオーガナイザーに報告すること。
　キャラクターの死：キャラクターがセッション中に死亡した場合、
プレイヤーには2つの選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャ
ラクターの回復力をさらに4減らして次のセッションに持ってくる
こともできるし、まったく新しい2レベルキャラクターを持ってく
ることもできる。キャラクターが死亡したときに回復力が4未満だっ
た場合でも、次セッションでそのキャラクターを使用することはで
きる。ただしそのキャラクターは回復力を持たず、さらに重傷値に
等しいヒット・ポイントで次セッションを開始する。
　死亡したことは、“12セッション以上死なずに生き延びる” 事に関
するもの以外は、名声ポイントに関するペナルティはない。

成長
　セッションが1回終了するごとに、遭遇を完遂したキャラクター
に経験値を与えることになる。セッション毎の経験値を与える際に
は以下の表を用いること。キャラクター数に応じて経験値を調整し
てはならない（訳注：キャラクター数に関わらず、下表に示す経験
値をそれぞれに与える）。

与えるべき経験値
経験値の内容	 XP／キャラクター
セッション9	 135XP
副次クエスト：ラルヴの遺体を回収する	 25XP
セッション10	 135XP
セッション11	 140XP
セッション12	 140XP
主要クエスト：ラムセインの宝物を取り戻す	25XP

　すべての遭遇を完遂しすべてのクエストを達成すると、キャラク
ターたちは第3章の終了時に、それぞれ700XPを獲得する。
　マイルストーン：キャラクターが大休憩を取ることなく2遭遇を完
遂すると、そのキャラクターは1回のマイルストーンに達し、アク
ション・ポイント1点を獲得する。

グループの変更
　毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君には
わからない。というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と遊ぶ
ことになる可能性もある。あるプレイヤーは物語の途中から参加す
るかもしれないし、セッションを1、2回遊んだ後、来なくなってしまう
者もいるかもしれない。また、全セッションをすべて異なったDMのも
とで遊ぶプレイヤーもいるかもしれない。これは一向に構わない。
新規のプレイヤーにはこれまでにどんなことが起きているかをざっと
説明すること。また、大休憩を取るまでは、消費したリソース（回復力
や［一日毎］パワー等）を確実に記録させるようにすること。
　多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たちが以
前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そして現在の
セッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっているという
ような場合、“現在のグループが”どのような決断を下しているかにつ
いて調べる。多数決を取り、結果が同数となった場合は最も良い結
果となっているものを採択する。例えば5人のプレイヤーのうち3人
がこれまでのセッションであるNPCを救出し、2人は救出できていな
かった場合、今週のセッションでは、そのNPCは救出されているもの
として扱う。

宝物
　キャラクターがこのミニ・キャンペーンを進めていく間には、金
貨や貴重品、それに魔法のアイテムといった宝物を獲得する機会が
ある。セッションが終了するごとに、プレイヤーが宝物を獲得した
かどうか決定すること。キャラクター内で宝物を分けるには、以下
のルールを用いる。
　金貨および貴重品：冒険者たちがこれを獲得した場合、後述の表
に従ってそれを分ける。宝飾品や宝石等の貴重品は金貨（gp）に換算
する。キャラクター 1名が受け取るべき数量が表には示されている。
キャラクター数に応じて表中の数量を変更してはならない。
　魔法のアイテム：アドベンチャーを通じて、いくつかの魔法のア
イテムが発見される可能性がある。それらはすべて次の表に記載し
てある。コラム「報酬としての魔法のアイテム」に従ってアイテムを
与えること。

キャラクター作成
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入手できる宝物
宝物	 宝物が入手できる場所
ハーバル・ポウルティス各人に1つずつ	 遭遇3−9
ポーション・オヴ・ヒーリング	 遭遇3−9
各人に2gp	 遭遇3−9
各人に5gp	 遭遇3−10
コモンの腕スロットの魔法のアイテム（2レベル以下）1つ	 遭遇3−11
コモンの魔法の武器または装具（2レベル以下）1つ	 遭遇3−11
各人に80gp	 遭遇3−12
※訳注：アイテムのレアリティ（コモン、アンコモン、レア）については
HJ社ウェブサイトの公式アップデートを参照されたい。

　装備購入のタイミングは？：キャラクターたちは、各章のプレイを
開始する前に装備を購入できる。キャラクターがレベルと出現頻度

（レアリティ）と種別の記述のみを有する魔法のアイテム（例：通常
のレベル2の魔法の武器）を獲得した場合、プレイヤーはそのセッ
ションが終了した後から次のセッションを開始する前までに、示さ
れた種別とレベルのアイテムを選択できる。
　報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消費型でない
魔法のアイテムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取
るか決定する。それが不可能あるいは困難な際は、消費型でない魔
法のアイテムを持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡す
よう、君が指示すること。すべてのキャラクターが消費型でない魔
法のアイテムを持っている場合、その消費型でない魔法のアイテム
が最も低レベルであるキャラクターが新しいアイテムを受け取る。
消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャラクターが2名以
上いる場合、もしくは最も低レベルの魔法のアイテムについて、同
レベルのものが2名以上いる場合、これらのプレイヤーの間で誰が
新しいアイテムを受け取るかを決定する。もし彼らが決定できない
場合、d20をロールして最も高い目を出したプレイヤーが新しいア
イテムを受け取る。
消費型アイテムについても、誰がどれを受け取るかをプレイヤー間
で決定できない場合は、上記と同じ方法で君がそのアイテムを分配
してもよい。ただし、そのアイテムを消費型でない魔法のアイテム
として（訳注：他のアイテムを分配する際の、アイテムの所有の有
無やアイテムのレベル比較について）扱ってはならない。

名声ポイント
　D&Dエンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最
大のもののひとつが、名声ポイント（RP：Renown Points）である。

これはプレイヤーがセッション中、場合によってはセッション
間に成し遂げたことに対して与えられるものである。名声ポイ
ントはウィザーズ・プレイ・ネットワークのそれぞれの拠点で

記録が残され、それが特定の域に達すると、そのプ
レイヤーはD&Dエンカウンターズ・カードという形
での報酬を獲得する。

　プレイヤーはこのカードを現在行なっているD&Dエンカウンター
ズのシーズン中に使用してもよいし、次回以降のシーズンで使用す
ることもできる。それぞれのカードの表側には、そのカードがどの
ように使用できるかが記載されている。
　君はDMとして、各セッションの終了時に経験値や宝物と同様に
名声ポイントを与えなければならない。しかし経験値や宝物と異な
り、各プレイヤーが獲得した名声ポイントの総計は、セッション終
了時、君がセッション記録シートをオーガナイザーに返すときに、
同時にオーガナイザーに報告しなければならないものだ。すると
オーガナイザーはそれを見て、カードを獲得したプレイヤーがいる
かどうか教えてくれる。名声の獲得に必要な事項、その頻度、そし
てポイントの値は下表の通りである。

名声ポイントの獲得
獲得に必要な事項	 頻度	 RP
1 回の遭遇を完遂する	 セッション毎	 3
マイルストーンに到達する	 2 ／章	 2
名場面	 1 ／章	 2
D&Dエッセンシャルズのキャラクターを作成する	 シーズン毎	 5
キャラクター・ビルダーでキャラクターを作成する	 シーズン毎	 5
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる	 シーズン毎	 1
1 体の敵に15以上のダメージを与える	 シーズン毎	 1
1 回の攻撃で 3体以上の雑魚を殺す	 シーズン毎	 1
1セッションで敵から50ダメージを被る	 シーズン毎	 1
死亡することなく12セッション以上を生き延びる	 シーズン毎	 1
すべてのクエストを達成する	 シーズン毎	 5
（訳注：“セッション毎” は 1セッションに最大 1回まで、“n ／章” は 1
章に最大 n回まで、「シーズン毎」は1セッションに最大 1回までこの
手段で名声ポイントを獲得できるということを意味する）

　名場面：これはDMの判断もしくはパーティー内での投票により、
そのセッションでのプレイにおいて何か独創的な、あるいは勇敢な、
もしくは単に格好良いことをしたプレイヤーに与えられる、各卓の
裁量に任された“賞”である。

名声の報酬
　20 点 の RP を 獲 得 し た プ レ イ ヤ ー は、“冒 険 者 賞 ”（the Delver 
Reward）と呼ばれる 1枚目のD&Dエンカウンターズ・カードを獲得
する。これは、その賞の獲得に至った回の直後のセッションから使
用できる。2番目の賞は “英雄賞”（the Adventurer Reward）と呼ばれ
るもので、シーズン中に100名声ポイントを獲得したプレイヤーに
与えられる。
　最後の賞はシーズンの最後に与えられる。シーズンの最後にシー
ズンの最後に、一定枚数のD&Dエンカウンターズ・カードが、そ
の賞にふさわしいと見なされたものに与えられる。使用できるカー
ドの枚数以上に賞にふさわしいプレイヤーがいた場合、どのように
分配するかはオーガナイザーが決定する。

翻訳者より
　今回のD&D Encountersの開催にあたり、DAC-BITをはじめとす
るD&Dユーザーの皆さん、ならびにWPN Japan、Hobby Japanの関
係者各位のご尽力をいただいています。ご協力に感謝いたします。
日本D&D Encounters翻訳ボランティアの会
滝野原南生、塚田与志也、桂令夫、柳田真坂樹
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　このアドベンチャーは5章から成る『国境の城塞：毒蛇の季節』
（Keep on the Borderlands：A Season of Serpents）の3章目にあたる。
今後の冒険については、シーズンが進むにつれて次々に使用できる
ようになる。次のアドベンチャーを手に入れるには、このアドベン
チャーの完遂をオーガナイザーに報告すること。以後の導入的な部
分は、ダンジョン・マスターが物語を運用していく上で必要な情報
を提供するものである。

国境の城塞
　伝説によれば、ドワーフが建てたこの “安息砦” は、かつてホブゴ
ブリンの王の砦であったとも、悪名高い盗賊領主の根城であったと
も、滅んだネラス帝国の主要な駐屯地であったとも、それともドラ
ゴンの巣であったとも言われている。実のところ、この城塞はその
すべてであり、それ以外のものでもあった。現在、この城塞は拡大
しつつある闇に対抗する、微かな、しかし頼りがいのある灯

ともしび

となっ
ている。そうして城塞に起居する勇敢な人々は、常にその内外の危
険に晒されているのだ。
　統治：ついこの間まで、この城塞は法の締め付けの至極緩い、自
由な場所だった。最近、エラティスのパラディンであるところのペ
リディン・ドライズデイル卿がこの城塞の指揮を執るようになった。
聖騎士殿は妥協することなく秩序と道徳を押し付けて回り、古いや
り方に慣れた少なからぬ数の城塞の住人は、それに憤慨している。
結果としてドライズデイル卿の影響力は城塞の外側の砦の中では弱
まってしまっている。
　防衛：いくつもの兵舎や塔、そして外側の砦の門を警護するのは
雇われの衛兵である。60歳のヒューマンの古強者、ケンドン・ロ
ングストライダーがその指揮を執っている。
　ドライズデイル直属の兵士たちは城塞内部と内側の砦を巡
回している。ドライズデイル卿は何か必要が生じた際は、戦
える者を民兵として徴用する権限を有している。
　部屋代と食事代：しわがれ声で欲深いネリン・シル
ヴァーハンドが “噴水広場”でしみったれた “旅人の
宿”を経営している。個室（4人が泊まるのにちょ
うどいい）は1泊1gp、大部屋に泊まるなら1泊
1spである。ネリンは飲食物の提供はしない。
　食料は “よろめき巨人” 亭の陽気なアランおば
さんのところで買える。こちらは同じく噴水広
場にある、上等な酒場である。
　寺院：地元の礼拝堂（内側の砦の壁沿いにあ
る）では、いかなる神格に対しても礼拝が可能で
ある。ただし、アヴァンドラはどの神格にも
増して重んじられている。大変に魅力的なハー
フエルフのシェンデラがこの寺院の世話役兼女
神官で、彼女は幸運の女神の信徒なのである。
彼女は暇さえあれば “よろめき巨人”亭に入り浸って
そこの常連と一緒に過ごしている。彼女は遍歴の司
祭であるベンウィックを自分の仲間の1人とみなしている。
　その他のサービス：地元の農民たちや旅回りの商人たち
が、城塞の中の噴水広場に時々露店を設けている。常設のも
のとしてはよろず屋が1軒、銀行が1軒、鍛冶屋が1軒、宝
石商が1軒、それに魔術師のギルドハウスが1軒ある。

　上記について興味がある向きは、Dungeon誌176号に、安息砦に
関するさらなる情報が掲載されているので参照のこと。

身がまえる毒蛇
　ベンウィックは、アヴァンドラとアイウーン、それにセイハニー
ンを信仰する陽気で太った修道士という役回りを演じている。しか
し真実を言えば、彼と彼の侍者は悪神ゼヒーアのしもべなのである。
ベンウィックは、この城塞を蛇神の信徒達の要塞にしようという大
計画を持っている。彼はその計画を実行するために、この地のリザー
ドフォークたちに協力を求めている。
　外側の砦の住人のほとんどは、ドライズデイルの統治を鋭く、そ
して面白おかしく皮肉ってみせるベンウィックを好いている。彼は、

「件の聖騎士殿は城塞中にエラティス信仰を広め、“混沌の傷痕”に住
む邪悪なものたちを刺激しかねない遠征をおっぱじめようとしてい
るのだ」という噂の火に、嬉々として油を注いで回っている。
　最近の出来事：ベンウィックは、彼がこの地域のリザードフォー
クの部族に及ぼしていた影響力に影を落としつつあったティアマト
の狂信者集団と城塞に住んでいた銀行家のフェルディナンド・ロン
ニックを結びつけてみせ、冒険者たちを使ってロンニックを破滅さ
せた。本シナリオは、ベンウィックが冒険者たちをいいように使い、
邪魔なロンニックを首尾良く排除したことを前提としている。しか
もキャラクターたちはとある宝石― “毒蛇の瞳” ―をロンニック
から取り上げてベンウィックに渡してしまっている。

冒険の背景
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　ベンウィックはいまや心置きなくリザードフォークたちを唆し、
城塞に対抗させられるようになった―そう、彼が密かに信奉す
るゼヒーアのために。しかし、ベンウィックにはもうひとつ、仲

間のゴルン・ハンマーフォールのためにし残したことがある。ゴル
ンは外側の砦の衛兵部隊長のひとりなのだが、彼の先祖であるかつ
ての安息砦の主、山賊王グレイセン・ラムセインの宝物庫を最近発
見したのである―それは隠され、非常に丹念に守られていたのだ。
詳細は『個々の場面の概略』を確認のこと。

“混沌の傷痕”
　本章では “混沌の傷痕” に重要な役割はないが、

君に便利なように以下の情報も掲載しておく。
はるか昔、ある邪悪な彗星が、その身を落ち着けて

大破壊を引き起こすべき場所を探して世界と
世界の狭間の宇宙をうろつきまわっていた。

この “流星” が空を過ぎ行くと、乳は腐り、
家畜は倒れて死に、災難がそこらじゅう

で起きた。天体は耳を聾する衝撃波と
共にネンティア谷に突っ込み、その
余波で谷ほどの大きさの溝が地表に

刻み込まれた。1週間もの間、赤い光が
空を照らした。こうして “混沌の傷痕” は生まれ

たのである。
　長さは1マイルあまり、深さは数百フィートのその “傷痕”は、焼

け爛れ荒廃した裂け目として世界に刻まれた。件の星がその道筋を
地表に刻んだとき、星のかけらはその性質を保ったまま本体から引

き剥がされ、新たな“家”である断崖絶壁の端に埋め込まれたのである。
　定命の理解を超えた忍耐強さで、この悪意あるかけらは邪悪の種
を播き、ひねくれた堕落しやすいものたちへと手を伸ばし続けた。
何世紀もが過ぎるうちに、邪悪な魂を持つクリーチャーどもが、こ
の“灯火”に引き寄せられてくるようになった。
　この “星のかけら”―それは感覚を備え周囲を知覚することがで
きる “もの” だったのである―は、谷の中の数多の洞窟で覇権を競
う、邪悪なものどもの間でも競争を煽り立てた。最も弱いものは谷
の入り口近く、もしくは谷の外の平原に住むようになった。最も強
い悪党のねぐらは、谷の最奥部近く、谷の砦の中にあるのだった。
　統治者たちは過去に何度も “混沌の傷痕” の脅威を取り除かんと試
みてきたが、成果はほとんど、もしくはまったく得られていない。
遥か昔に忘れられたある王は、谷の入り口を塞ぐように壁を建てた。
それは未だに立っている―が、一部は崩れ、その門は守るものも
ないまま開け放たれている。
　“混沌の傷痕” は邪悪に満ち溢れ、踏み込んだものには死を約束す
る。数々の洞窟は、自然のものに加え、長い年月の内に住民のモン
スターどもが掘り抜いたトンネルで迷路のように入り組んでいる。
谷の奥深く進めば進むほど、さらに危険な敵が待ち受けている。
　多くの冒険者たちが富と名声を求めて “混沌の傷痕” に踏み込んで
いった。戻ってきたものは僅かである。そうして生き延びた英雄た
ちはみな、邪教集団や人外の部族、そして忌むべき協調性をもって
共に動くモンスターどもなどについて恐ろしい話を語るのだ。ある
いは休むことなく凄まじい戦いを繰り広げるモンスターどもについ
て語る探険家たちもいる。そうして彼らはみな口をそろえて、あそ
こにあるのは幸運でなく死の運命だと言うのである。
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　ベンウィックの依頼を受けた冒険者たちは、安息砦の地下にある
ダンジョンを探索する。そこにはドワーフの山賊王、グレイセン・
ラムセインの失われた財宝が眠っていると噂されているのだ。
　フェルディナンド・ロンニックを首尾良く排除し、“毒蛇の瞳” を
取り返した後、キャラクターたちは、しばしの休息を楽しむことが
できる。ベンウィックは、キャラクターたちが動く気になったらす
ぐに、冒険者たちと取り戻したばかりの宝石を役立てるべく待ち構
えている。この邪まな修道士は、冒険者たちを “消し” て安息砦を我
がものにするという邪悪な計画を進める前に、彼らにもうひとつ仕
事を押しつけようとしているのだ。
　キャラクターたちはふたたびロンニックの住居に集まる。彼は、
あんたがたを信じてもうひとつ秘密を打ち明けようと言い出す―
外側の砦の衛兵隊の隊長であるゴルン・ハンマーフォールは、かの
悪名高い山賊王、グレイセン・ラムセインの子孫にあたるというの
だ。そして、彼が安息砦で兵士として働いているのは、休暇の間に
城塞の地下に眠るというラムセインの伝説の宝を探すためなのだ、
と。そうしてどうやらゴルンの目論見はうまくいきつつあるらしい。
　ゴルンとベンウィックは、ドライズデイル卿が城塞の地下で見つ
けた宝物をすっかり押収してしまうのではないかと恐れている。彼
らはそれをアヴァンドラへ捧げ、またラムセインの子孫が受け取れ
るようにしようと計画を立てている。しかしゴルンとベンウィック
ではグレイセン・ラムセインの宝物庫の守りに立ち向かうだけの力
はないということもわかっている。とはいえ、ベンウィック自身は、
自分が “毒蛇の瞳” を使うことでキャラクターたちの手助けができる
のではないかとも考えている。
　本章では、キャラクターたちはラムセインの宝物庫へと降りてい
き、それを守るものを打ち倒し、山賊王の隠された宝を取り戻すこ
とになる。とはいえグレイセン・ラムセインは、自らの資産を守る
にあたって手を抜くような怠け者ではなかった。苦労して宝物庫を
制圧した後、キャラクターたちは修道士ベンウィックが自分たちの
友などではなかったと知ることになる。
　セッション9：ベンウィックおよびゴルン・ハンマーフォールとの
会合の後、キャラクターたちは城塞の地下深く降り、ゴルンの見て
いる前でラムセインの地下回廊を探険することになる。第1の試練
の部屋へ続く扉はすでに打ち破られているが、その中に潜む脅威は
未だ健在である。グレイセンの人造クリーチャーは近づくものがあ
れば誰であれ殴り飛ばすように作られており、そうして扉は打ち壊
されていても、人造の方は壊れた様子もなく、第2の試練の部屋に
続く鍵のかかった扉の前に立ちふさがっている。“セッション9：第
1の試練”（P.8）を参照。
　セッション10：キャラクターたちは守りを固めた別の部屋を通り
抜け、ラムセインの宝物庫の扉を開くのに必要な水晶の鍵を手に入
れる。人造どもは敵の手から鍵を遠ざけておきつつ、その場所に敢
えて踏み込んだものどもを罰しようとする。『セッション10：第2
の試練』（P.10）を参照。

　セッション11：第2の試練をくぐり抜けると、キャ
ラクターたちはグレイセン・ラムセインの宝物庫に
入ることができる。ネラス軍が山賊王とその戦士た
ちを皆殺しにしたとき、グレイセンはその強欲ゆえ
にこの場所に縛られ、この数十年を自らの精神や魂
と同様に冷たい暗闇の中で耐え抜かねばならなかっ
たのである。数十年の憎悪は解放の時を待ち構えて
いる。『セッション11：宝物庫』（P.10）を参照。
　セッション12：山賊王の宝物を手に入れてラムセイ
ンの地下回廊の入り口まで来たところで、冒険者た
ちはベンウィックやゴルンと出会う。宝物を山分け
にし、さてお別れの挨拶というところで、ベンウィッ
クはパーティー一行を裏切る。ゴルンはベンウィッ
クの取り巻きどもを恃んでキャラクターたちを殺し
て宝物を独り占めしようとし、その間にベンウィッ
クは分け前をつかんで逃げてゆく。裏切り者どもを
倒したあと、キャラクターたちは忠義者にはほど遠
いベンウィックの手下のひとりを尋問し、ベンウィッ
クの一大計画について知ることとなる。こうして露
見したことに関する詳細は第4章にて。『セッション
12：振り出しに戻る』（P.10）参照。

遭遇を調整する
　第3章は “5名の2レベルキャラクターおよびD&Dに
馴染んだプレイヤー” から成る“通常の” パーティーを
想定している。君の卓のパーティーをこの想定と比較
し、以下のガイドラインを使用すること。
　“弱い” パーティー：君の卓にいるのが弱いパー
ティー―キャラクターが4名しかいない、もしくは、ほ
とんどまたはすべてのプレイヤーがD&D初心者であ
る等―の場合。もし君のパーティーが弱いのであ
れば、遭遇からもっともレベルの低い、もしくはもっと
も重要性の低い、雑魚でないモンスターを取り除くこ
と。例えば遭遇3−9（レベル2遭遇）では、アイアン・
ハンマラー1体を取り除くとよいだろう。
　“強い” パーティー：君の卓にいるのが強いパー
ティー―キャラクターが6名いる、もしくは、ほとんど
またはすべてのプレイヤーがD&D第4版を遊び込ん
でおり、もっと歯ごたえのあるものを求めている等
―の場合。もし君のパーティーが強いのであれば、
遭遇中もっとも単純な雑魚でないモンスターで、その
レベルが遭遇レベルと最も近いものを増やすこと。
例えば、遭遇3−9ではアイアン・ハンマラーをもう1
体増やすとよいだろう。

個々の場面の概略
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　本章の遭遇は、キャラクターたちを城塞の地下に潜らせ、ドワー
フの山賊王グレイセン・ラムセインの失われた宝物を取り戻させる
というものである。

“ロールプレイ用”
　このアドベンチャーの中には、適切なロールプレイを行なうことで展
開が有利になる箇所もある。しかし、そんな箇所でなくても、ロールプ
レイはどこでもやっていいのである。本書に含まれる情報の一部は、
君がプレイヤーたちとロールプレイをするのを助けるために存在してい
る。君はプレイヤーたちが予定外のクリーチャーとの会話を希望した
ときに備えて、名前のリストを作ってもいい。プレイヤー全員が楽しみ、
そしてセッションが過剰に長くならない限り、好きなように遊び、楽しめ
ばよい。ただし“全員が”楽しむという条件は厳守すること。
　また、映画のような大胆な作戦や賢い戦略は受け入れること。大胆
なプレイや賢いプレイには報いるよう努めるべきだ。プレイヤーたちに
はそのキャラクターの技能やパワーを積極的に使わせること。充分に
準備を整え、モンスターやNPC、そしてシナリオを同じ大胆さと賢さを
もって駆使することで、大胆で賢いゲーム運びを引き出すようにしてほ
しい。

セッション9：
第1の試練
　キャラクターたちはこれまでの章ですでにベンウィックからの信
頼を勝ち取っている。プレイヤーたちに以下について確認するこ
と：
◆ これまでの章をプレイしているものはいるか？　もし誰もこれ

までの章をプレイしていなかった場合、それ以上確認すること
はない。プレイヤーたちに、ベンウィックの表向きの顔（もちろ
ん偽物）について良い情報をいくつか与えておくこと。第1章お
よび第2章をプレイ済みの者がいた場合、次の質問を行なうこと。

◆ “毒蛇の瞳”はどうなったか？　第2章で件の宝石をベンウィック
に渡していた者が過半数である場合、この修道士がそれを持っ
ている。宝石を自分たちで持っていることにした者が過半数で
ある場合、ベンウィックは “冒険者たちの手助けになるような魔
法を使うのにその宝石が要る” といって、彼らにそれを渡してく
れるよう頼む必要がある。

　全員のプレイの準備が整ったら、以下の文章を読み上げること。
　先日の英雄的行為を成し遂げ、しばしの休息を楽しんだ後、君たち
は依頼人ベンウィックの居心地の良い家に再び集まっている。修道士
は君たちを招いて、君たちと、それから君たちが取り戻すのを手伝っ
たあの “毒蛇の瞳”という宝石に関して頼みたいことがあるというのだ。
ベンウィックの侍祭のヴェンとジャレルが夕食の給仕をしてくれる。
いかにも地位のある人物といったふうな赤毛のドワーフも同席してい
る。ベンウィックは、彼が外側の砦の衛兵隊長ゴルン・ハンマーフォー
ルだと言ってそのドワーフを紹介してくれる。

このシーンのロールプレイ
　プレイヤーたちに、キャラクターを紹介する時間を与えること。
彼らの好みにより、以下のようなロールプレイが可能である。
◆ ベンウィックは陽気な人物でその目は明るく、微笑みを絶やさ

ずよく笑う。彼の侍祭は話しかけられるとにやっと笑って短く
答えるが、ほとんど話さない。彼らはアヴァンドラ、アイウーン、
そしてセイハニーンを信奉する放浪の司祭といったふうである。

◆ 修道士はドライズデイル卿を好んでおらず、また、卿がこの城
塞を軍事拠点にしようとしているふうに思えるというので嫌
がっている。

◆ ベンウィックは外側の砦の人々はみな友人か仲間であると思っ
ており、特にシェンデラは親友だという。

◆ ゴルンは上等な分厚い革鎧と2つのハンマーで武装して、いか
にもいかめしいふうである。彼はほとんどにこりともせず、直
裁そのものの話し方をする。ひとつ気づくのは、彼は何か疑わ
しかったり、賛成しかねたりする物事に出くわすと、片眉をつ
り上げ、反対側の目を細めるという癖があることである。

ラムセインの宝物に関するクエスト
　ベンウィックはプレイヤーの準備が出来次第、合流地点に登場す
る。君は以下のテキストを読み上げてもいいし、このセクションを
自前でロールプレイしてもよい。

　「あんたがたにまた厄介ごとを頼まなきゃならんのが情けない、が、
他の連中ならいざ知らず、あんたがたならやってのけてくれると儂は
信じとる。
　「こちらの立派な隊長殿はかつてこの城塞の持ち主だったドワーフの
子孫にあたるお人だ。で、そのご先祖というのが山賊王グレイセン・
ラムセインといってな。
　「ネラスの戦士たちがグレイセンを倒したとき、グレイセンが集めて
いたはずの宝物はほとんど見つからなかった。グレイセンはその財宝
をこの城塞のどこかに隠したという話ばかりが伝わっておる」
　ゴルンは遮って言う「歴史の講釈はたくさんだ、ベンウィック。我ら
全員を居眠りさせるつもりか。ともあれ、その物語は真実だった。何
年もかかったが、ついに儂は山賊の隠し宝物庫を見つけたのだ。
　「問題は、その守りがあまりに固いということだ。儂は連れと一緒に
入り込もうとしたが、危うく生皮を剥がされるところだった。ラルヴ
にはかわいそうなことをした。あいつは出てくることさえできなかった。
　お主らなら頼りになる、と、ベンウィックは言った。噂でも同じよ
うにお主らは褒め称えられている。で、我らが手を組めば事は成るの
ではないかとベンウィックは言ったのだ」
　ベンウィックが会話に加わり「そうじゃよ。そしてゴルンと儂はな、
ドライズデイル卿がその宝物を差し押さえちまうんじゃないかという
のが気にかかってならんのじゃ。ドワーフの聖遺物は全部、ゴルンこ
そがその正当な継承者じゃ。あんたがたは冒険者だから、魔法の品物
はゴルンや儂よりもずっと役に立てるじゃろう。だからそれはあんた
がたが取るといい。で、金銭に換算できるものは儂らですっかり三等
分にするというのでどうじゃな」
　ゴルンが付け加える「それから、お主らがラルヴの亡骸を回収して
きてくれたなら感謝する」
　ベンウィックは厳粛な面持ちでゴルンを見遣り、ドワーフの肩にそ
の手を置く。そうして君たちを見てこう言うのだ「それから、あんたが
たに “毒蛇の瞳”を貸そう。儂はあの石の中に潜んでいた力のいくつか
を活性化した。それはあんたがたの探索の助けになるじゃろう。
　「で、ひきうけていただけるかな？」

第3章：グレイセンの宝物庫
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以下、話し合うであろう情報を列挙する。
◆ ラルヴはヒューマンの兵士である。最初の部屋にいた襲撃者に

倒された。
◆ ゴルンが最初の部屋の襲撃者について説明して言うには「ハン

マーとやっとこを持った金属製の人造クリーチャーがいくつか、
それにばかでかいフレイルを振り回す固定された立像。ハンマー
持ちは壁から出てきた」とのことである。

◆ 慎重な行動が必要である。ラムセインの隠された宝物庫につい
て、他の誰にも知らせてはならない。

◆ ベンウィックはキャラクターたちに再び、仕事の助けになるよ
うにと1人に1つずつハーバル・ポウルティス（下記参照）をく
れる。また、宝物を入れるのに便利なようにと、宝物を運ぶた
めの大きな背負い袋を2つ渡してくれる。

◆ ゴルンもベンウィックもこの仕事に対する報酬を支払うことは
できない。また、件の地下回廊の中にはどのような宝物がある
かということも正直なところまったく知らない。ともあれ、ゴ
ルンはそれがラムセインの地下宝物庫であることを確信してお
り、“金の匂いがした”と言い切る。

◆ ゴルンとベンウィックは夜明けの1時間前に“よろめき巨人”亭の
すぐ前でキャラクターたちと待ち合わせる。ベンウィックはそ
のときにキャラクターたちに魔法的に活性化した “毒蛇の瞳”を
渡すつもりでいる（下記参照）。その後、ベンウィックとゴルン
はキャラクターたちを秘密の地下回廊へと連れて行く。

　クエスト：このシーンの終了時までにキャラクターたちは2つの
クエストを得る。ラルヴの遺体の回収は副次クエスト、ラムセイン
の宝物の回収とダンジョンからの脱出は主要クエストである。

ハーバル・ポウルティス
Herbal	Poultice／薬草の処方	 レベル3（コモン）
　この特別に調合された薬草の包みは、肉体の自然な回復力を強化する。

錬金術アイテム		30gp
パワー（［消費型］◆［回復］）：標準アクション。このパワーは小休憩を
取る間に使用する。使用者もしくは使用者に隣接する味方1体をハー
バル・ポウルティスの目標として選択する。小休憩の終了時に、目標
が回復力1回ぶんを消費したなら、目標は2ヒット・ポイントを追加で
回復する。目標が一度に得られるハーバル・ポウルティスの利益は1
つぶんのみである。

サーペンツ・アイ
Serpent’s	Eye／毒蛇の瞳	 レベル1（レア）
　この完全な球形のタイガー・アイ（虎目石）は一方にアヴァンドラの聖印が、も
う一方にゼヒーアの邪印が刻み込まれている。宝石は青銅の鎖につるされた青
銅の台座の中で柔らかな光を放っている。

その他の魔法のアイテム		360gp
特性：使用者および使用者から5マス以内の味方すべては、［毒］効果
に対するセーヴィング・スローに＋2のアイテム・ボーナスを得る。

パワー（［一日毎］）：マイナー・アクション。使用者または使用者に隣
接する味方1体は、セーヴによって終了できる効果1つに対して1回の
セーヴィング・スローを行なうことができる。

パワー（［一日毎］）：標準アクション。使用者は75文字以下の短いメッ
セージをひとつ、ベンウィックが1マイル以内にいるときに、ベンウィック
に対して送る。また、ベンウィックも75文字までの返事をすることがで
きる。

準備
　キャラクターたちが任務を引き受けた時にはもう夜で、店は閉
まっている。もしキャラクターたちが何か必要なものがあると気づ
いた場合、ゴルンは簡単な装備なら都合してくれる（総額10gpま
で）。この依頼についてその場で調べる時間ならある。
　〈魔法学〉難易度14：ゴルンが説明したクリーチャーはどうやら
ホムンクルスではないかと思われる。それは、物体であれクリー
チャーであれ場所であれ、ともかく守るべきとされた目的物を守る
のに一番いいような形態に設計された（それゆえ無数の形態が存在
しうる）人造クリーチャーである。立像については、クリーチャー
と言うよりは機械仕掛けのもののように聞こえる。
　〈交渉〉難易度13：“よろめき巨人” 亭にいる連中と会話したキャ
ラクターは、ゴルンが評判は立派だが友人はほとんどいないことを
知る。彼は自分の身内とばかり一緒にいて、非番の日はほとんど姿
を見せないのだ。彼はなにやら個人的な計画を抱えているのだと信
じている者もいる。ゴルンの現在の勤務シフトは夜間である。
　難易度15：酒場の女主人のアランおばさんは、ベンウィックが
ドライズデイル卿を疑うのは良く見積もっても何かの誤解だと言う。
卿はたしかにエラティスの信者だが、彼が城塞じゅうにエラティス
信仰を強いたり、武力でもって城塞を我が物にすることをもくろん
だりすることはありえないとおばさんは言う。
　〈歴史〉または〈事情通〉難易度13：グレイセン・ラムセインは山
賊王で、約1世紀前に滅びた大帝国ネラスが隆盛を誇っていた頃に
この城塞を拠点に山賊行為を働いていた。軍の小部隊がこの城塞を
制圧して山賊どもを皆殺しにしたが、奪われた宝物のほとんどは取
り戻せないままだった。
　難易度16：城塞を制圧した軍勢の指揮官はベルタックという名
のハーフオークで、山賊どもの宝物を探して安息砦をくまなく調べ
たが、ついになにも見つけ出せなかった。多くのものはラムセイン
が宝を城塞の地下に隠したのだと信じている。
　〈治療〉または〈自然〉難易度12：ハーバル・ポウルティスを見れ
ばベンウィックの並々ならぬ腕前がわかる。
　〈歴史〉難易度12：“毒蛇の瞳” はかつてフォールクレストの月の
歌寺院に納められていた。
　難易度15：件の宝石は1世紀も前に寺院から盗まれた。そのとき
に司祭たちは毒を盛られており、である以上それはゼヒーア信者の
仕業だったのだと噂されている。
　難易度19：“毒蛇の瞳”を手にした盗賊が、自分がこれを隠された
神殿から “取り戻して” きたのだとうそぶいていた姿が数年前に
フォールクレストで目撃されている。
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出発
　ベンウィックとゴルンは時間通りやってくる。修道士は歩きなが
らキャラクターたちに魔法の “毒蛇の瞳” と背負い袋を渡してくれる。
プレイヤーたちにそれらの品物についての説明をした後、道中につ
いての説明を行なうこと。

　早朝で、しかも雨が降っているとあっては誰もが家から出てこよう
とはせず、城塞は静まりかえっている。ベンウィックとゴルンは城塞
の噴水広場の近く、城郭の南側の塔へと続く道を先に立ってゆく。彼
らは暗い地下室へと降りてゆき、それからゴルンが城塞の基部へと続
く秘密の階段への扉を開ける。その階段の先はわずかに開いた石の大
扉の前の小さな前室になっている。扉の隙間からほのかな青い光が漏
れ、光と共に微かな屍臭が漂ってくる。
　「これだ、友よ」ゴルンが言う「気をつけて進んでくれ。前回我らがま
さに部屋に踏み込もうというところで、すべてがおかしくなったのだ。
　「儂の出番はここまでだ。ラルヴの亡骸を回収できたなら、この外扉
の近くまで運んできてもらえんだろうか」
　ベンウィックが付け加える「儂ゃちょいと外せん用事があってな。で、
あんたがたが戻ってくる頃には儂もゴルンもここに居るようにする。
そしてドライズデイルめの欲深い目には見えんところで宝を山分けと
いこう。仕事が済んだらその “毒蛇の瞳”を使って儂を呼び出せるのを
忘れんようにな。それじゃ、神々の導きがあんたがたの仕事を早く済
ませて下さいますように、な」

　マップをセットし、『遭遇3−9：ハンマーとスパイク』（P.12）を開
始すること。

セッション10：
第2の試練
　キャラクターたちが遭遇3−9の北側の扉を解錠し、扉を開
いたなら、彼らは扉を抜けてこのエリアに入ることができ
る。この遭遇はこの部屋の守護者と戦い、宝物庫の
鍵を手に入れるための直裁な戦闘である。
　マップをセットし、『遭遇3−10：立
ち入り禁止』（P.14）を開始すること。

セッション11：
宝物庫
　遭遇3−9で手に入れた鉄の鍵と遭遇3−10で手に入れた水晶の
鍵を使い、キャラクターたちは山賊王の宝物庫へと続く扉を解錠し、
開ける。彼らがグレイセン・ラムセインの宝物を手に入れようとす
る前に、彼らはアンデッドの守護者たちもろとも、山賊王そのひと
の亡霊を打ち倒さねばならない。
　マップをセットし、『遭遇3−11：過去の中に凍れるもの』（P.16）
を開始すること。

セッション12：
振り出しに戻る
　前回のセッションの最後をざっと説明し、プレイヤーたちの記憶
を新たにさせること。冒険者たちは（もし彼らが望むなら、だが）ベ
ンウィックと連絡を取り、地下回廊の入り口に戻らねばならない。
キャラクターたちが毒蛇の瞳を使ってベンウィックを呼ぶと、
修道士は以下のように返事をする。

　「儂らは最初の部屋であんたがたを待つ。前に
も言ったように、誰の目もなく品物の出所
を詮索する奴もおらんあの場所が、
宝物を山分けするには一番だ。
今すぐ行く、わが友よ」

EncountEr 3-9:  

HammErs and nails

EncountEr 3-12:  

BEtrayal rEvEalEd

EncountEr 3-10:  

KEEp away
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　 冒 険 者 た ち が ベ ン
ウィックと連絡を取る取らな

いに関わらず、修道士と彼の助手の
ゴルディとサール、そしてゴルン・ハン

マーフォールは遭遇3−9の部屋で彼等を待っ
ている。プレイヤーたちが最初の遭遇でフレイル使

いを無力化していなかった場合でも、件のからくりは動か
なくなっている。制御装置を納めたパネルは開かれ、装置が無

力化されたことが見てわかるようになっている。ラルヴの遺体は前
室へ続く入り口の脇に動かされている。
　ゴルディとサールは空の袋とランタンを持っている。もしキャラ
クターたちが彼等について怪しむそぶりを見せたなら、ベンウィッ
クは手伝いを頼んだことを告げるのを忘れていたと言って謝ってく
る。ともあれ、彼はみなに安心して品物を分ける作業にかかろうで
はないかと言う。

　品物を分ける作業はあっさり済ませること。冒険者たち、ベン
ウィック一行、ゴルンはそれぞれ約200gpを受け取り、結局キャラ
クターたちはそれぞれ40gpずつを受け取る。ベンウィックは自分
の取り分を手にしてしまうと、これから “毒蛇の瞳” を街のアヴァン

ドラの女司祭シェンデラに返すの
で、こちらに寄越して欲しいと言う。キャ

ラクターたちがそれを拒んだ場合、彼はそれを
奪うための魔法を使用し、即座に『遭遇3−12：裏切

りの露見』（P.18）を開始する。
　キャラクターたちが快く “毒蛇の瞳” を返したなら、以下の文章

を読み上げること：

　ベンウィックは微笑み、君たちに礼儀正しくうなずいてみせる「あん
たがたの偉業と勇敢さにはもう一度感謝しなきゃならん。儂らはあん
たがたに借りを作ったよ」
　彼がそう言い終えるや否や、君たちは階段を駆け下ってくる長靴の
足音を耳にする。
　「ドライズデイルの兵隊どもだ！」ベンウィックが絶叫する。
　ゴルディとサールはショートソードを抜き、戦いに備える。
　ベンウィックは彼らを見て言う「武器はまだ抜くな、そいつが必要に
ならないことを祈るんじゃ」

　マップをセットし、『遭遇3−12：裏切りの露見』（P.18）を開始す
ること。プレイヤーたちにキャラクターを “starting area” に置かせ、
同様にNPCたちも配置する。それから冒険者たちが武器を抜いたか
どうか確認すること。その後、遭遇を開始する。

大休憩
　キャラクターたちが裏切りのあともまだ生きていたなら、彼らは
おそらく大休憩を必要としているだろう。それから、ベンウィック
を追うために必要な情報も手に入れることになる。それからフェル
ディナンド・ロンニックを救わねばならない十分な理由も。物語と
大休憩は、そのまま『国境の城塞：毒蛇の季節』の第4章へと続いて
いく。

EncountEr 3-11:  

FrozEn in tHE past
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遭遇3−9：ハンマーとスパイク

12

遭遇レベル2（675XP）

セットアップ
ストーン・ハリアー（S） 1体
アイアン・ハンマラー（H） 3体
フレイル使いの像（罠）

　キャラクターたちがこの部屋に入ったときには、モンスターたち
は1体も見えていない。

　冒険者たちがこのエリアに入ったら、以下の文章を読み上げること：
　部屋の中央には、フレイルを片手に持った大きなドワーフの石像が
据えられている。石像のもう一方の手には開いた輪が握られており、
ばかでかい鉄の鍵がかかっている。石像の周りの床は、凄まじい力で
たたきつけられたかのようにひび割れている。
　淡い青い光が壁に彫りつけられたドワーフのルーンから溢れ、その
光で部屋の東側と西側に設えられた4つ組みの壁龕が見える。壁龕の
周囲の壁には武器や鎧を意匠化した奇怪な棘状の彫刻が施されており、
なにやら剣呑なふうである。

受動〈知覚〉
　難易度13：ぺしゃんこになった何かの物体が北側の扉のほど近い
場所に倒れている。
　難易度20：その物体は鎧を着た男性の死体で、たたきつぶされ、
ねじくれた形で死んでいる。

〈魔法学〉
　難易度13（魔法感知）：石像は強い魔法を帯びており、どうやら攻
撃を仕掛けてくるようだ。
　難易度20：ルーンや壁龕の中の壁は弱い魔法を帯びている。石像
やこのエリアにちょっかいを出すと、どうやらこの部屋の中の何かの
トリガーとなってしまうらしい。

　鍵を取ろうとしたり、この部屋の部分の何かを壊そうとしたり、
あるいはフレイル使いから3マス以内に近寄ったりすると、この部
屋を活性化してしまう。

　部屋が活性化されたら、以下の文章を
読み上げること：
　ガラガラという音がして中央の石像
が回転し、フレイルを振り回し始める。金
属と石でできたドワーフのように見える人型生物が
壁龕のどれかから出てくる。3体はその手にハンマー
とやっとこを持ち、もう1体の一回り小柄なもの
は両手にスピアを持っている。

◆ フレイル使いの像は敵を南の入り口か、もしくは壁の棘に向かっ
てたたきつける。鍵を手にしたクリーチャーを優先的に攻撃し、
侵入者を部屋の北端に到達させまいとしてできる限りのことを
する。

 　フレイル使いの像は機会攻撃を行なうことはできない。
◆ アイアン・ハンマラーは敵をつかんで動けない状態にし、そうし

ておいて敵をフレイル使いの像の攻撃範囲内に留めておこうと
する。

◆ ストーン・ハリアーは敵をフレイル使いの像の近くに追い詰めつ
つも、誰にも自分の守るべき品物である鉄の鍵を取らせたり、
それを使って北側の扉を開けさせたりしないようにしようとす
る。

　中央の像は遮断地形であり、よじ登ることができる（〈運動〉難易
度13）。また、魔法の力で動く機械仕掛けの罠でもある。より詳し
く調べると（〈知覚〉難易度13）、それを開ければ内部構造が見える
であろう石のパネルを見つけることができる。この装置を無力化す
るには、内部の魔法の機械仕掛けに到達する必要がある。さもなけ
れば、像を無力化しようとした者は殴り飛ばされてしまうだろう。

　鉄の鍵を盗む：像に隣接するキャラクターは難易度20の〈軽業〉
判定、〈運動〉判定、あるいは〈盗賊〉判定のいずれかを行ない、像か
ら鉄の鍵をかすめ取ることができる。

このエリアの情報
　明るさ：“薄暗い”。
　天井の高さ：15フィート。
　死体：北側の扉の近くに、茶色い髪をしたヒューマンの兵士すな
わちハンマーで殴られて死んだラルヴのなれの果てが倒れている。
彼は壊れた鎧、割れた盾、メイスを一振り、ポーション・オヴ・ヒー
リングを1本、それにキャラクター 1人あたり2gpぶんを持っている。
ゴルン・ハンマーフォールのために彼の亡骸を回収すると、副次ク
エストを達成できる。
　ひびの入った床：これらのマス目は“移動困難な地形”である。

　北側の扉：鉄帯を打ち付けた石造りの扉には鍵がかかって
いる（鍵を開けるには難易度23の〈盗賊〉判定、無理やり扉

を開けるには難易度25の〈運動〉判定が必要）。鉄の鍵を
使えば扉を開けることができる。
　壁のスパイク：この部屋の壁に対して強制的に移動さ

せられたものはクリーチャーであれ物体であれ、すべてス
パイクの攻撃を受ける。
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フレイル使いの像 レベル 2　罠
物体 XP125
感知：〈知覚〉難易度13（パネル） イニシアチブ＋5
hp：40
AC16；頑健14、反応12、意志―
完全耐性：［酸］、［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態；抵抗すべてのダメ

ージに対する5
標準アクション
M フレイル◆無限回
攻撃：近接・3（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ、この像は目標を3マスまで横滑りさせる。

トリガー型アクション
M ノー・エスケープ／逃がさん◆無限回
トリガー：この像から3マス以内の敵がこの像の味方を攻撃した。
効果（即応・対応）：この像はトリガーを発生させた敵にフレイルを使用する。

対抗手段（パネルを発見した後のみ）
◆無力化：〈盗賊〉難易度13（標準アクション）。必要条件：この像に隣接して

いるキャラクターのみ行なえる。成功：そのキャラクターはこの像を無力化す
るのに必要な成功回数3回のうち1回を達成したことになる。失敗（7以下）：
この像はフリー・アクションとしてそのキャラクターを攻撃する。

◆無力化：〈魔法学〉難易度13（標準アクション）。必要条件：この像から5マ
ス以内にいるキャラクターのみ行なえる。成功：そのキャラクターはこの像を
無力化するのに必要な成功回数3回のうち1回を達成したことになる。失敗（7
以下）：この像はフリー・アクションとして、3マス以内にいる冒険者1人（ラン
ダムに選択）を攻撃する。

ウォール・スパイク	 地形パワー
トリガー：クリーチャーがこの壁に隣接するマスに押しやられるか横滑りさせられ

る。
攻撃：近接・1（トリガーを発生させたクリーチャー）；＋7対AC
ヒット：そのクリーチャーは5ダメージを受け、そのクリーチャーの移動はそこで停

止する。

ストーン・ハリアー（S） レベル 4　制御役
小型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP175
hp：46；重傷値：23 イニシアチブ：＋4
AC18；頑健17、反応16、意志15 〈知覚〉＋8
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、病気
特徴
ガード・オブジェクト／物品護衛

　このストーン・ハリアーは、鍵（“鉄の鍵を盗む”参照）を運搬しているクリーチ
ャーに対して1d8の追加ダメージを与える。

標準アクション
m スタブ／突き刺し◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。

A ハリイング・ストーン／撹乱の石◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発内の敵すべて）；＋7対“反応”
ヒット：1d6＋4ダメージ、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。

技能：〈軽業〉＋9
【筋】 16（＋5） 【敏】 15（＋4） 【判】 12（＋3）
【耐】 16（＋5） 【知】 5（−1） 【魅】 8（＋1）
属性：無属性 言語：―

アイアン・ハンマラー（H） レベル 2　兵士役
中型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP125
hp：38；重傷値：19 イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、病気
標準アクション
m ハンマー／鉄槌◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ、ただし目標をつかんでいるなら1d10＋7ダメージ。

m ピンサー／やっとこ◆無限回
必要条件：このハンマラーがクリーチャーをつかんでいないこと。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：1d8＋4ダメージ、目標はつかまれる（脱出難易度13）。

移動アクション
M コンテインメント／はさみ引きずり◆無限回
攻撃：近接・1（このハンマラーにつかまれているクリーチャー1体）；＋4対“頑
健”
ヒット：このハンマラーは3マスシフトつつ、目標を自分に隣接するマスまで引き
寄せる。

【筋】 16（＋4） 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 15（＋3） 【知】 5（−2） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：―
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遭遇レベル2（675XP）

セットアップ
クレイ・スカウト（C） 1体
ストーンフィスト・ディフェンダー（S） 3体
アーバレスター（A） 1体

　キャラクターたちがこの部屋に入ったときには、モンスターたち
は1体も見えていない。

　冒険者たちがこのエリアには行ったら、以下の文章を読み上げること：
　部屋の中央には浅いプールがある。水からは青い光が放たれ、部屋
中を淡く青く照らしている。プールの向こう側で何かがきらきらと光っ
ている。
　先ほどの部屋で見たのと同様のドワーフのルーンが張
り出しを取り巻くように壁に並んでいる。
　部屋の反対側に、もう一組の石扉があるのが
見て取れる。

〈知覚〉（入り口から）
　難易度13：きらきら光っているのは、プー
ルの中にある物体である。
　難易度20：その物体は水晶の鍵である。

〈魔法学〉
　難易度20（魔法感知）：プールは微弱な魔
法のオーラを放っている。プールを乱せば何ら
かの魔法の効果のトリガーとなる。張り出しの
ルーンもまた微弱な魔法を帯びているが、こ
のルーンの機能は光を放つことだけである。

　プールに触れたり、部屋のどこかを壊そう
としたり、あるいは扉の鍵を壊そうとしたり
すると、部屋を活性化してしまう。誰かが見
つけ出さない限り、クレイ・スカウトは隠れ
た状態から遭遇を開始する。

　部屋が活性化されたら、以下の文章を読み
上げること：
　壁から何ものかが出てくる。3体は棘つきの
拳を持ったドワーフの戦士のように見える、石
造りの人型生物である。張り出しのずっと向こ
うの方で、足付きのばかでかいクロスボウのよ
うに見えるものがもうひとつ出現する。

受動〈知覚〉
　難易度20：ちっぽけなデヴィルのように見
える翼のはえたクリーチャーが1体、壁の小さ
な穴から這い出してくる。

戦術
◆ クレイ・スカウトは鍵を持っているものを攻撃し、そのキャラク

ターが気絶したら鍵を取り上げる。プールの上を飛び回っては
キャラクターたちが “移動困難な地形” を通って自分を追いかけ
ねばならないように仕向ける（そしてアーバレスターの攻撃の再
チャージの機会を増やす）のを好む。

◆ ストーンフィスト・ディフェンダーはその高い移動速度とタンブルの
パワーを駆使して必要な場所へと移動する。そしてそれがあま
りにも困難だったり危険だったりしない限り、水晶の鍵を持っ
ているものを追う。
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◆ アーバレスターは張り出しの上に止まり、自分が守っているエリ
アであるプールの中にいるものを狙う。

このエリアの情報
　明るさ：“薄暗い”。
　天井の高さ：20フィート（張り出しからは10フィート）。
　水晶の鍵：この鍵を前回の遭遇で手に入れた鉄の鍵と共に使用す
ると、北側の扉の鍵を開けることができる。また、この鍵はキャラ
クター 1人あたり5gpぶんの価値がある。
　張り出しの壁：この壁の高さは10フィートである。壁をよじ登る
には2マスぶんの移動と難易度13の〈運動〉判定が必要である。失
敗するとキャラクターの移動はその場所で終了する。
　キャラクターが難易度15の〈軽業〉判定に成功すれば、移動アク
ションの一部として張り出しから飛び降りることができる。失敗す
るとキャラクターは落下し、1d10ダメージを被ったうえ、伏せ状
態になる。
　北側の扉：鉄帯を打ち付けた石造りの扉にはそれぞれ鍵がかかっ
ている（鍵を開けるには難易度23の〈盗賊〉判定、無理やり扉を開け
るには難易度25の〈運動〉判定が必要）。鉄の鍵と水晶の鍵はそれぞ
れ鍵のひとつを開ける。
　プール：プールの深さは3フィートで、“移動困難な地形”である。
　階段：階段を上るとき、階段は“移動困難な地形”である。

クレイ・スカウト（C）　レベル 2　奇襲役
小型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP125
hp：31；重傷値：15 イニシアチブ＋7
AC16；頑健13、反応14、意志15 〈知覚〉＋6
移動速度6、飛行3（劣悪） 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］
特徴
ガード・オブジェクト／物品護衛

　このクレイ・スカウトは、水晶の鍵に隣接しているクリーチャーや鍵を持って
いるクリーチャーに対する攻撃ロールに＋4のボーナスを得る。

標準アクション
m バイト／噛みつき［毒］◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。

R マインド・タッチ／精神接触［精神］◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“意志”
ヒット：1d10＋4［精神］ダメージ、目標はこのクレイ・スカウトを見ることがで
きなくなる（セーヴ・終了）。

トリガー型アクション
C リダイレクト／向け直し◆無限回
トリガー：敵がこのクレイ・スカウトに近接攻撃または遠隔攻撃を行なう。
攻撃（即応・割込）：近接範囲・爆発10（トリガーを発生させた敵）；＋4対“意
志”
ヒット：目標はこのクレイ・スカウトの代わりに、このクレイ・スカウトに隣接す
る1体のクリーチャー（このクレイ・スカウトが選ぶ）を攻撃する。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】10（＋1） 【敏】15（＋3） 【判】10（＋1）
【耐】12（＋2） 【知】10（＋1） 【魅】16（＋4）
属性：無属性 言語：―

ストーンフィスト・ディフェンダー（S） レベル 2　遊撃役
小型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP125
hp：38；重傷値：19 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応14、意志15 〈知覚〉＋4
移動速度：8 暗視
完全耐性：［毒］、病気
標準アクション
m スパイクト・フィスト／トゲ付きの拳◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d12＋4ダメージ、目標が水晶の鍵を持っているなら1d6追加ダメージ。

移動アクション
タンブル／軽業移動◆無限回
効果：このストーンフィスト・ディフェンダーは3マスのシフトを行なう。

技能：〈軽業〉＋9
【筋】 12（＋2） 【敏】 17（＋4） 【判】 17（＋4）
【耐】 14（＋3） 【知】 11（＋1） 【魅】 7（−1）
属性：無属性 言語：―

アーバレスター レベル 4　砲撃役
中型・自然・自律体（人造、ホムンクルス）	 XP175
hp：43；重傷値：21 イニシアチブ＋6
AC16；頑健15、反応17、意志15 〈知覚〉＋9
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、病気
m スラム／叩きつけ◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。

r ボルト／太矢◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ。

R ダブル・ショット／二連射◆再チャージ： 5 6（プールの中に敵がいるなら
自動的に再チャージ）
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体または2体）；＋11対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ。

【筋】 15（＋4） 【敏】 18（＋6） 【判】 15（＋4）
【耐】 13（＋3） 【知】 5（−1） 【魅】 8（＋1）
属性：無属性 言語：―
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遭遇レベル2（702XP）

セットアップ
グレイセン・ラムセインの亡霊
できそこないウィザリング（W） 2体
ウィザリング・モート（M） 4体以上

　キャラクターたちがこの部屋に入ったときには、モンスターたち
は1体も見えていない。

　冒険者たちがこのエリアに入ったら、以下の文章を読み上げること：
　輝く青いルーンがこの大きな部屋の床と壁を飾っている。ルーンは4
本の太い柱と広くて浅い穴を取り巻いている。4本の柱の基部にはそれ
ぞれ砕かれた像のように見えるものがある。穴は乾いた骨でほとんど
埋まっている。
　この部屋の西側と東側の壁にはそれぞれ壁龕が並んでいる。そして
部屋の奥のほうには大きな石の箱がふたつ―おそらく棺だろう。ふ
たつの箱の間にはもうひとつ、骨で埋まった穴がある。骨のさらに奥に
は、砕かれた瓦礫の山がある。

〈魔法学〉
　難易度20（魔法感知）：ルーンには弱い魔法の残滓があるが、すで
に機能してはいない。

　プレイヤーたちにキャラクターをバトルマット上に置かせ、室内
を探索させること。キャラクターが南側の宝物の箱から2マス以内
に近づいたら、グレイセン・ラムセインの亡霊が現れる。

　グレイセン・ラムセインが現れたら、以下の文章を読み上げること：
　一陣の冷たい風が部屋の中を吹きすぎ、埃を舞い上げ空気を凍てつ
かせる。一番向こう側にある石の箱のすぐ後ろから、淡い光が湧き上
がり、スケイル・アーマーを着込んだドワーフの亡霊めいた形をつくる。
　「汝は我が生命を奪い、我が家を奪いしが、ベルタックよ、今ま
た我が宝を奪いに現れしか」彼は言う。
　鎧に空いた穴から血が滴り落ち始め、彼の顔は怒りに歪む。
　「汝に我が宝を取らせることなし、決して取らせること
なし！」

　キャラクターたちが会話を試みたなら、“グレイセ
ンのロールプレイ” を参照すること。さもなければ戦
闘開始となる。ウィザリングは隠れており、受動〈知
覚〉が16未満のキャラクターすべてに対して戦術的
優位を有している。

　ウィザリングが現れたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　穴から出てきた骨がカタカタと音を立てて組み合わ
さり、恐るべき鉤爪の生えたばかでかい腕を持つ骸骨
めいたクリーチャーになる。

グレイセンのロールプレイ
　キャラクターたちがグレイセンに話しかけるチャンスはある。ベ
ルタックとは何ものだと訊ねたり、自分たちがグレイセンを殺した
のではないと宣言したりすれば、狂気の亡霊は一瞬手を止める。彼
は喜んで話し、ベルタックの素性（P.9参照）や自分は何ものであるか
を告げ、またこの骨はすべて自分が殺した者たちの骨だと言う―
キャラクターたちが“宝箱”に近づかない限り。
　キャラクターたちは難易度20の〈交渉〉判定に成功すれば、グレイ
センをしゃべらせっぱなしにしておくことができる。そうした場合、
グレイセンは自分のもっとも価値ある持ち物についてべらべらと喋
りはじめ、「柱の中に隠したそれを、ベルタックは決して見つけられ
まい」と言い張る。その情報を得たキャラクターたちは部屋の柱を調
べ、ガントレット・オヴ・ブラッド（レベル4）を回収することがで
きる。このアイテムの詳細は『冒険者の宝物庫Ⅱ』または『ヒーロー
ズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ 墜ちた地の勇者』を参照のこと。
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　最終的に彼は、キャラクターたちに自分をこの「自室」でそっとし
ておいてくれと言い出す。キャラクターたちが即座に立ち去らなけ
れば彼は攻撃を開始する。戦闘中、グレイセンは狂った台詞を口走
るかと思えば、血に飢えたほくそ笑みを浮かべるのである。

戦術
　グレイセンは不可視になり、ボーン・バラージのパワーを使用し
て複数の敵を骨の穴の中に投げ込める場所まで安全に移動する。そ
の後は不可視になってはダブル・アタックのパワーを繰り返し使用
する。

このエリアの情報
　明るさ：“薄暗い”。
　天井の高さ：10フィート。
　骨の穴：穴は “移動困難な地形” であ
る。穴の中に押しやられたり、引き寄
せられたり、横滑りさせられたりし
たキャラクターは伏せ状態になる。
　ゴミ：このマス目は “移動困難な地形”
である。
　破壊された像：北側の瓦礫はかつてグ
レイセンの石像であったものである。現
在、この場所は“移動困難な地形”である。
　柱：このマス目は“遮断地形”である。
　ルーン：床のルーンはグレイセンの卑劣極ま
りない偉業を記した年代記である。ゴブリン語で書かれたより古い
ルーンは、グリム・アイという名のホブゴブリンのご同様な悪行に
ついて記したものである。難易度20の〈歴史〉判定に成功したキャラ
クターは、グリム・アイこそがこの安息砦の最初の主だったことを
知っている。
　宝箱：この棺めいた箱の上には恐ろしげなホブゴブリンの戦士の
姿が刻まれている。箱の中にはラムセインの略奪物が入っている。
箱のあるマス目は“移動困難な地形”である。
　箱の中には金銭に換算できる財宝が全部で600gpぶん入っている。
ただしキャラクターたちが分け前を取るには、ゴルンとベンウィッ
クに会ってそれを分けるまで待たねばならない。
　キャラクターたちはここで、コモンの2レベルの腕スロットのア
イテム（プレイヤーに選ばせること）をひとつ、コモンの2レベルの
武器または装具（プレイヤーに選ばせること）ひとつを回収すること
ができる。そのほかのアイテムはこのドワーフの地下王座にはない。

ウィザリング・モート（M） レベル 3　雑魚　暴れ役
小型・自然・自律体（アンデッド）	 XP 各 38
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ＋5
AC15；頑健14、反応16、意志12 〈知覚〉−1
移動速度：8、登攀6 夜目
特徴
パック・アタック／群での攻撃

　ある敵に、このウィザリングの味方が2体以上隣接しているなら、このウィザリ
ングはその敵に対する近接攻撃において、2ポイントの追加ダメージを与える。

標準アクション
m クロー／爪◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：6ダメージ。

【筋】 7（−1） 【敏】 17（＋4） 【判】 7（−1）
【耐】 13（＋2） 【知】 2（−3） 【魅】 9（±0）
属性：悪 言語：―

グレイセン・ラムセインの亡霊 レベル 3　精鋭　奇襲役
中型・シャドウ・人型（アンデッド）、スペクター	 XP350
hp：54；重傷値：27 イニシアチブ：＋8
AC16；頑健14、反応16、意志16 〈知覚〉＋5
移動速度：飛行6（ホバリング）；位相移動 暗視
完全耐性：［毒］、病気；抵抗：［死霊］5、［冷気］10；脆弱性：［光輝］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
インサブスタンシャル／非物質的

　［光輝］または［力場］ダメージを与えるもの以外のいかなるダメージ源も、グレ
イセンには半減ダメージを与える。グレイセンが［光輝］ダメージを受けるたび、
彼の次のターンの開始時までこの特徴は失われる。

標準アクション
m ボーンチリング・タッチ／骨まで凍らせる手（［死霊］、［冷気］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d6＋4の［冷気］ダメージ、ただし攻撃の際に目標からグレイセンが見
えていなかったなら2d6＋4［冷気］ダメージ。さらに、目標は継続的［死霊］ダメ
ージ5を受ける（セーヴ・終了）。

M ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：グレイセンはボーンチリング・タッチを2回使用する。それぞれの攻撃
の目標は別々のクリーチャーでなければならない。

インヴィジビリティ／不可視化◆無限回
効果：グレイセンは不可視になる。この不可視は彼が攻撃を行なうか、彼の次
のターンの終了時になるまで持続する。

C ボーン・バラージ／屍骨爆裂◆再チャージ 6
攻撃：近接範囲・爆発2（爆発内の敵すべて）；＋6対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ、ただし攻撃の際に目標からグレイセンが見えていなか
ったなら3d6＋4ダメージ。さらに、グレイセンは目標を2マス横滑りさせる。

トリガー型のアクション
ハウル・オヴ・ザ・デッド／死霊の雄叫び◆遭遇毎
トリガー：グレイセンが初めて重傷になる。
効果（アクション不要）：グレイセンから5マス以内の何ものにも占められていな
い4つのマスに、ウィザリング・モートが1体ずつ出現する。これらのウィザリング・
モートはイニシアチブ・カウント10で行動する。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】 12（＋2） 【敏】 17（＋4） 【判】 8（±0）
【耐】 15（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 17（＋4）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、ドワーフ語

できそこないのウィザリング（W） レベル 1　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）	 XP 各 100
hp：30；重傷値：15 イニシアチブ＋5
AC15；頑健13、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：8、登攀6 夜目
特徴
パック・アタック／群での攻撃

　ある敵に、このウィザリングの味方が2体以上隣接しているなら、このウィザリ
ングはその敵に対する近接攻撃において、2ポイントの追加ダメージを与える。

標準アクション
m クロー／爪◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2d6＋2ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。

M ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
必要条件：このウィザリングが重傷であること。
効果：このウィザリングはクローを2回使用する。

マイナー・アクション
ブラッド・ダンス／流血の舞◆無限回
必要条件：このウィザリングが重傷であること。
効果：このウィザリングは2マスシフトする。

【筋】 9（−1） 【敏】 17（＋3） 【判】 9（−1）
【耐】 14（＋2） 【知】 5（−3） 【魅】 10（±0）
属性：悪 言語：―
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遭遇レベル3（70 ０XP）

セットアップ
ベンウィック（B）
ゴルン・ハンマーフォール（G）
ゴルディとサール、ドッペルゲンガーの闇討ち屋（D）
ヴェンとジャレル、蛇舌教団の入信者（S）
スピッティング・コブラ（“戦術”の項目を参照） 2体

　プレイヤーたちにこの部屋に関する説明を思い出させること。その後、
キャラクターを配置し終わったら、以下の文章を読み上げること：
　ベンウィックは君たちのほうを向き、蛇めいた笑いを浮かべる「あん
たがたと一緒に過ごせて楽しかったよ。だが、もうあんたがたは死ぬ時
が来た」彼はゴルンを見て言う「計画通りだ。連中を殺すのを手伝って
くれ、そしたら奴らの取り分もあんたのものだ」
　そう言い終えるや否や彼は “毒蛇の瞳”を掲げる。すると禍々しい緑
の光がほとばしり、彼の姿は掻き消える。
　サール、ゴルディ、そしてゴルンは君たちに向き直ると、襲い掛かっ
てくる。

　キャラクターたちは戦闘の最初のラウンドでは、戦術的優位を与
えてしまう。冒険者の誰かがベンウィックの裏切りの前に難易度20
の〈看破〉判定に成功した場合、そのキャラクターは戦術的優位を与
えない。

戦術
　この一団はベンウィックが計画を完遂できるよう、キャラ
クターたちを片付けようとする。冒険者が悪党どもの誰かに
致死の（訳注：hpを0にする）一撃を見舞ったなら、そいつは

「待ってくれ、ベンウィックのたくらみを教えるから、命ば
かりは」等と言う。その時点でキャラクターは “そいつを殺す
のではなく気絶させる”ことを選択できる。
◆ 蛇舌教団の入信者たちはイニシアチブ・カウント10で部

屋の入り口から現れる。彼らはそれぞれ標準アクション1
回を使用して、敵に隣接していない自分から5マス以内の
マス目にそれぞれ黒い塊を1個ずつ投げ込む。塊が床に落
ちると、そこからスピッティング・コブラが1体ずつ現
れる。コブラは入信者たちの直後に行動し、ブラインディ
ング・スピットのパワーを使用する。

◆ ゴルンは最もタフなキャラクターに襲い掛かり、ダブル・
アタックのパワーを使用して誰かを伏せ状態にしようとす
る。ゴルンがいったん重傷になると、1回の標準アクションを使
用して〈威圧〉判定（難易度20）を行なえば、彼を降伏させること
ができる。とはいえ、狂信者たちを倒すのを手伝うように彼を説
き伏せることまではできない。

◆ ドッペルゲンガーのゴルディとサールは二手に別れ、それぞれが
少なくとも 1 体の敵を絡め取ろうとする。シェイプシフター・
フェイントのパワーで戦術的優位を得られなかった場合、彼らは
何とか戦術的優位を得られるように動く。

このエリアの情報
　明るさ：“薄暗い”。
　天井の高さ：15フィート。
　ひびの入った床：ひび割れてデコボコになったマス目は “移動困難
な地形”である。
　ゴミ：破壊されたホムンクルスの残骸のあるマス目は “移動困難な
地形”である。
　フレイル使いの石像：この高さ12フィートの石像は遮断地形であ
り、よじ登ることができる（難易度13の〈運動〉判定）。
　壁のスパイク：この部屋の壁に対して強制的に移動させられたも
のはクリーチャーであれ物体であれ、すべてスパイクの攻撃を受ける。
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結末
　宝物：ゴルンを倒すと、キャラクターたちは彼の取り分も手にす
ることができる。つまりそれぞれがさらに40gpを貰い、本セッショ
ンでの合計収入は1人あたり80gpになるということである。
　捕虜：冒険者たちがベンウィックの手下の誰かを捕まえたなら、
命を助ける約束さえしてやれば、手下はベンウィックの計画をすっ
かり白状する。
　ドッペルゲンガーが捕まれば、ロンニックを陥れてティアマトの
教団を破壊するというベンウィックの計画を話す。もしロンニック
がまだ生きていたなら、キャラクターたちはドライズデイル卿の裁
きと首括りの縄からロンニックを救いだしてやることができる。
　ベンウィックの手下の悪党どもの誰を捕虜にした場合でも、ベン
ウィックが宝物や “毒蛇の瞳” を賄賂だの何だのに使い、ヴェルマス
ティクスとイゥルブラクシスという名の2体のブラック・ドラゴン
の兄弟を味方につけようとしていたと話してくれる。このドラゴン
たちは街の南西、“混沌の傷跡” の端にある沼地のリザードフォーク
の部族を支配している。捕虜が言うには、旧道に沿って石が聳える
場所から件の場所に行けるのだそうである。そしてその傍には川が
流れているのだと件の手下は付け足して言う。
　そして捕虜は最後に、ベンウィックとその仲間たちが城塞の襲撃
を企んでいることを白状する。
　ドライズデイル卿に報せなくては！

ウォール・スパイク	 地形パワー
トリガー：クリーチャーがこの壁に隣接するマスに押しやられるか横滑りさせられる。
攻撃：近接・1（トリガーを発生させたクリーチャー）；＋7対AC
ヒット：そのクリーチャーは5ダメージを受け、そのクリーチャーの移動はそこで停止

する。

ゴルン・ハンマーフォール（G） レベル 5　暴れ役
中型・自然・人型、ドワーフ	 XP200
hp：77；重傷値：38 イニシアチブ：＋2
AC17；頑健18、反応16、意志17 〈知覚〉＋3
移動速度：5 夜目
特徴
スタンド・ザ・グラウンド／踏ん張り

　ゴルンが押しやり、引き寄せ、または横滑りの対象になった時、その効果が指
定してよりも1マス少ないマスだけ強制移動されることを選べる。

ステディ・フッテッド／揺るがぬ足元
　何らかの攻撃によって伏せ状態にされそうになった際、ゴルンは伏せ状態に
されることを避けるために1回のセーヴィング・スローを行なうことができる。

標準アクション
m ウォーハンマー（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d10＋8ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃◆再チャージ 5 6
効果：ゴルンはウォーハンマーを2回使用する。同じ目標に2回ヒットしたなら、
その目標は伏せ状態になる。

トリガー型・アクション
ブルータル・パリィ／剛力の受け流し◆再チャージ：初めて重傷になった時
トリガー：敵がゴルンに対する近接攻撃をミスする。
攻撃（即応・対応）：近接・1（クリーチャー1体）；＋12対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。ゴルンは自分に隣接するマスまで目標を1マス横滑
りさせ、目標は伏せ状態になる。

技能：〈交渉〉＋10、〈宗教〉＋6
【筋】 17（＋5） 【敏】 12（＋3） 【判】 12（＋3）
【耐】 17（＋5） 【知】 10（＋2） 【魅】 12（＋3）
属性：悪 言語：共通語、ドワーフ語
装備：ハイド・アーマー、ウォーハンマー×2

ドッペルゲンガーの闇討ち屋（D） レベル 3　遊撃役
中型・自然・人型（変身生物）	 XP 各 150
hp：45；重傷値：22 イニシアチブ：＋6
AC17；頑健14、反応16、意志15 〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m ショート・ソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ、ただし目標に対して戦術的優位を有しているなら2d6
＋6ダメージ。

マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）◆無限回

　ドッペルゲンガーは身体的形状を変化させることにより、任意の“中型・人型”
の姿に変身できる。この変身は、ふたたびチェンジ・シェイプを使用するか、
hpが0になるまで持続する。特定の個人の姿に変身するためには、その個人
を見たことがなければならない。他のクリーチャーは難易度30の〈看破〉判定
に成功することで、その姿が偽りであることに気づける。

M シェイプシフター・フェイント／変身生物の不意討ち◆無限回（1ラウンド1回ま
で）
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドッペルゲンガーの次のターンの終了時まで、目標はこのドッペルゲ
ンガーに戦術的優位を与える。

技能：〈隠密〉＋9、〈看破〉＋7、〈はったり〉＋8
【筋】11（＋1） 【敏】16（＋4） 【判】12（＋2）
【耐】13（＋2） 【知】10（＋1） 【魅】15（＋3）
属性：無属性 言語：共通語
装備品：ショート・ソード

蛇舌教団の入信者（S） レベル 5　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP 各 50
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ＋5
AC17；頑健17、反応16、意志16 〈知覚〉＋4
移動速度6
標準アクション
m ポイズンド・ダガー／毒のダガー（［毒］、［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：5ダメージ。蛇舌教団の入信者は同一の目標に1回の2次攻撃を行なう。
　2次攻撃：＋8対“頑健”
　ヒット：継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

【筋】 16（＋5） 【敏】 14（＋4） 【判】 12（＋3）
【耐】 13（＋3） 【知】 12（＋3） 【魅】 14（＋4）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ダガー

スピッティング・コブラ（C） レベル 5　雑魚　兵士役
中型・自然・人型（爬虫類）	 XP 各 50
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。 イニシアチブ＋8
AC21；頑健17、反応18、意志17 〈知覚〉＋4
移動速度6、登攀6 夜目
標準アクション
m バイト／噛みつき（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：6［毒］ダメージ、このコブラは次の自分のターンの終了時まで目標をマ
ークする。

r ブラインディング・スピットル／毒の唾液（［毒］）◆再チャージ： 4 5 6
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：6［毒］ダメージ、目標は盲目状態になる（セーヴ・終了）。

【筋】 7（±0） 【敏】 18（＋6） 【判】 15（＋4）
【耐】 15（＋4） 【知】 1（−3） 【魅】 10（＋2）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、竜語
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　城砦の地下には秘密の宝物庫があり、山賊王の失われた宝
が眠っていると噂されている。この山賊王の子孫であるゴルン・
ハンマーフォールは、君たちの雇い主であったベンウィックと共
に、相当の分け前を約束するから他の連中に見つかる前にこの
財宝を取り戻してくれと君たちに頼むのだ。君たちは城砦の地
下に潜り、他の勢力がその存在に気づく前に財宝を見つけ出す
ことができるだろうか？

　『国境の城砦：毒蛇の季節TM』（第3章）は、2010年〜2011年
の秋から冬にかけての公式プレイ・プログラムであるD&Dエン
カウンターズ・シーズン用に、2レベルキャラクター5人を対象と
してデザインされたアドベンチャーです。このD&Dアドベンチャ
ーには、フルカラーのバトルマップ、すぐに遊べるように準備さ
れた遭遇、そしてD&Dエンカウンターズ公式プレイ・プログラム
に関する、DM用の情報が含まれています。

山賊王の　　
　財宝を追え


