国境の城塞

D&Dエンカウンターズ TM

あるじ

五部作 第四章「鱗の主 」

2レベルのキャラクター向けアドベンチャー
クリス・シムス

Encounter 4-14:

Lizardfolk Lookouts

Encounter 4-13:

A Sticky Situation

はじめに

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

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

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。

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

章の最後のセッションの終了時に：

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

◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、［一日

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。

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

最初のセッションの DMを行なう前に：
◆ 「はじめに」
「冒険全体のあらすじ」
「個々の場面の概略」そして「大

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。

休憩」のセクションを読む。
◆ 「セッション 13：毒蛇を追って」および「遭遇 4 − 13：泥沼の戦
い」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）。
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キャラクター作成
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 忘れられた王国の勇者』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
まれる作成済みのキャラクターを使用すること。オーガナイザーか
ら作成済みの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 13
180XP
技能チャレンジ：道を見いだす
75XP
副次クエスト（オプション）：
フェルディナンド・ロンニックを自由の身にする 25XP
セッション 14
130XP
セッション 15
170XP
セッション 16
160XP
主要クエスト：敵に関する情報を集める
125XP
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 4 章の終了時までに、それぞれ 865XP を獲得する。
レベルアップ：第 4 章の終わり近くには、キャラクターたちは 3 レ
ベルになるのに足るだけの経験値を獲得する。しかし、レベルアッ
プの作業は本章を終了し、キャラクターたちに大休憩を取らせるま
で待たねばならない。すべてのキャラクターは第 5 章の開始時には
3 レベルになっているはずである（これについては、次回のアドベン
チャーのキット中でカバーされている）。
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。

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

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フェルディナンド・ロンニックを捕らえてお
り、2人はそうしていなかった場合、今週のセッションでは、ロンニッ
クは捕らえられているものとして扱う。
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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。

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

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

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レアリ

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

ティ（希少性）と種別の記述のみを有する不特定の魔法のアイテム

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

（例：“コモンのレベル 5 の魔法の武器”）を獲得した場合、プレイヤー

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、

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

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

でに、示されたレベルまでの、その記述に見合った種別とレアリティ

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

のアイテムを選択できる。

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

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

てポイントの値は下表の通りである。

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。

入手できる宝物
宝物
宝物が入手できる場所
コモンの腕スロットの魔法のアイテム（4 レベル以下） 遭遇 4 − 13
各人に 6gp
遭遇 4 − 15
各人に 103gp
遭遇 4 − 16
各人に 1 つずつのポーション・オヴ・ヒーリング
遭遇 4 − 16
通常の魔法の鎧（6 レベル以下）
遭遇 4 − 16
アンコモンの魔法の武器または装具（5 レベル以下） 遭遇 4 − 16
※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。

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

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、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。

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
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

翻訳者より

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

今回のD&D Encountersの開催にあたり、DAC-BITをはじめとす

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

るD&Dユーザーの皆さん、ならびにWPN Japan、Hobby Japanの関

ように使用できるかが記載されている。

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
Cr aig J. Spe aring

ンターズ・カードという形での報酬を獲得する。
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冒険の背景

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

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 4 章目にあたる。
今後のアドベンチャーについては、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

毒蛇の一撃
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た。しか
し彼は実は蛇神ゼヒーアの信徒だったのである。第 3 章の最後にベ

必要な情報を提供するものである。

ンウィックはキャラクターたちを裏切り、その本性をあらわした。

国境の城塞

へ逃げ込み、計画を推し進めているというものである。

今のところの彼の動向でもっとも確率が高いのは、彼が“混沌の傷跡”

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
ともしび

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。
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術師のギルドハウスが 1 軒ある。

現時点までのこの修道士の行動は、安息砦を蛇神の信徒たちの要
塞に変えるのを目指してのものであった。彼は周辺のリザード
フォークたちを計画に巻き込んでいる。その上でベンウィックは、
ドッペルゲンガーを使い、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、城塞の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、そうしておいて冒険者たちを使いロンニックを陥れ、これ
を排除した。さらにベンウィックはゼヒーアの信徒にとっての聖な
る宝石である “毒蛇の瞳” を手に入れた。そしてつい先日には、冒険
者たちに手伝わせてかつての城塞の支配者であったドワーフの山賊
王グレイセン・ラムセインの財宝を回収し、もう少しばかり富を得
たのである。

今やベンウィックはリザードフォークたちとがっちりと手を結

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

んだ。さらに “毒蛇の瞳”と財宝を使い、2 体の若いブラック・ドラ

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。

ゴンの兄弟ヴェルマスティクスとイゥルブラクシスを味方につけ

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

ようとしている。この 2 体のドラゴンこそ、“混沌の傷跡” の南西の
沼地に住む、ならず者のリザードフォークの部族の支配者なのであ
る。詳細は“個々の場面の概略”を確認のこと。

“混沌の傷痕”
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

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。

C r a z y RE d

ある断崖絶壁の端に埋め込まれたのである。

の“灯火”に引き寄せられてくるようになった。

5

個々の場面の概略

ンスターどもを倒せればキャラクターたち
はレベルアップが可能になる。『セッション
15：聖なる土地』
（P.10）を参照。

キャラクターたちはここまで非常にうまくやってきた―ベン
ウィックがフェルディナンド・ロンニックを陥れるのを助け、ティ
アマトの狂信集団を打ち倒し、グレイセン・ラムセインの財宝を取
り戻した。そうして第 3 章の終わりに彼らは、ベンウィックの裏切
りから我が身を守り抜きさえしたのである。
第 3 章の裏切り者の 1 人ないし数名は降伏し、ベンウィックがフェ
ルディナンド・ロンニックに対して企んでいた内容および、彼が“混
沌の傷痕” へと逃げたことを白状した。そこで彼は 2 体のブラック・
ドラゴン―これはリザードフォークのある部族を支配しているの
だが―を賄賂で手懐けようとしている。そして爬虫類の軍勢を後
ろ盾に、ゼヒーアの名の下に城塞を襲撃するというのがベンウィッ
クの計画なのだ。キャラクターたちはドライズデイル卿に警告せね
ばならない―そしてたぶん、フェルディナンド・ロンニックを絞
首台から救うというのも彼らの仕事になるだろう。

セッション16：英雄たちは半ば水に浸った
ドラゴンの棲処で、黒竜ヴェルマスティク
スと対峙する。自分の棲処で戦うヴェルマ
スティクスは手強い敵となる。しかしそこ
にはベンウィックの影も形もなく、彼はど
こか別の場所にいるのだと判断せざるを得
ない。そうして件の邪悪な修道士がどこに
行って何をしているのか知っているのは
ヴェルマスティクスだけなのだ。これらの
情報を得るにはドラゴンを降伏させるしか
なさそうだ。ヴェルマスティクスの敗北は
イゥルブラクシスを怒り狂わせ、彼は最終
章で冒険者たちへの復讐を果たそうとする。
『セッション16：竜の棲処へ』
（P.10）を参照。

キャラクターたちを片付けるのには失敗したものの、すべてはベ
ンウィックの計画通りに進んでいる。ヴェルマスティクスがその棲
処で冒険者たちに相応の挨拶をしている間に、邪悪な修道士はイゥ
ルブラクシスを背後に従え、さらなるリザードフォークを自分の支
配下に置こうと計画している。キャラクターたちが斃れたならベン
ウィックの勝利だ。キャラクターたちがヴェルマスティクスを殺す
か降伏させたなら―やはりベンウィックの勝利だ。ヴェルマス
ティクスの敗北は、ベンウィックにとってはまさしく、イゥルブラ
クシスに城塞を確実に攻撃させる理由にほかならないのだ。
セッション13：ドライズデイル卿は、永遠に起こることのないよ
う彼自身が願っていた戦いに城塞の住民を備えさせながら、キャラ
クターたちにはベンウィックを追うようにと命令を下す。冒険者た
ちは南西の “混沌の傷痕” に向かう。そこには名前のない川の流れと、
古代の立石に縁取られた道があるはずなのだ。リザードフォークの
一団と戦った後、冒険者たちは彼らの往く道がブラック・ドラゴン
の棲処へと続いていることを知る。そこでヴェルマスティクスが彼
らを待ち構えているのだ。
ドライズデイル卿との会談後、キャラクターたちはベンウィック
に追いつくべく南西へと急がねばならない。彼らはリザードフォー
クの縄張りに踏み込み、道なき道を辿る。彼らが道中ひどい危険に
転がり込むか、それとも経験と機転を利かせてそれをくぐり抜ける
かを技能チャレンジで決定する。
『セッション13：毒蛇を追って』
（P.8）
を参照。
セッション14：キャラクターたちはリザードフォークの縄張りの
奥へと向かう。そこで彼らは点在するリザードフォークの共同体の
うちのちっぽけなひとつに行き当たり、酷く手荒い歓迎を受ける。
しかし刃向かうには冒険者たちがあまりに強いとわかると、リザー
ドフォークたちは敵意を引っ込める。負けを認めたリザードフォー
クたちは、それはそれは喜んで冒険者たちをドラゴンの棲処へと案
内する―そこで英雄たちが己の身の破滅に直面してくれるだろう
と期待して。『セッション14：水の中の見張り』
（P.10）を参照。
セッション15：キャラクターたちは荒野の中の古い廃墟に行き当
w i l l i a m O ’Co n n o r

たる。ドラゴンボーンの像や崩れた壁に彫り込まれた彫刻から、こ
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の場所はかつて竜種や爬虫類のクリーチャーの住処だったのだろう
と想像がつく。この地のリザードフォークたちは、ドラゴンを自分
たちの指導者―あるいはそれ以上の存在と見なしている。部族の
中でも最強の戦士がドラゴンの棲処の入り口を守っており、このモ

遭遇を調整する
第4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” パーティを想定している。君の卓の
パーティ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：君の卓にいるのが弱
いパーティ―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4−13（レベル2遭
遇）
では、アンブッシュ・スパイダー1体を取
り除くとよいだろう。
“強い” パーティ：君の卓にいるのが強
いパーティ―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4−13（レベル2
遭遇）
では、アンブッシュ・スパイダーをもう
1体増やすとよいだろう。
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第 4 章：鱗の主
あ る じ

信じるように仕向けた。ベンウィックに導かれるまま、君たちはロン
ニックと件の狂信者集団を倒し、そうして “毒蛇の瞳” として知られる
宝石をも取り戻した。

安息砦のドライズデイル卿と話した後、キャラクターたちはベン
ウィックを追って “混沌の傷痕” に入り込み、爬虫類クリーチャーた
ちと激突する。

それからベンウィックは君たちに “毒蛇の瞳” を使わせ、城塞の衛兵
隊長の1 人、ゴルン・ハンマーフォールという名のドワーフのために
とある仕事をさせた。ドライズデイル卿の監視を逃れ、君たちはゴル
ンの先祖―これは100 年以上も昔に安息砦の支配者だった、グレイ

“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。

セン・ラムセインという山賊王である―の古い戦利品を目指して地
下に潜った。
そのとき、ベンウィックとゴルンが君たちを裏切ったのだ。君たち
は戦いには勝ったが、ベンウィックはたくさんの財宝と、それに “毒蛇
の瞳”を持って逃げてしまった。
今や君たちはベンウィックの裏切り行為をすっかり知ることとなっ
た。ベンウィックはロンニックを陥れたのだ。そうして彼は財宝をヴェ
ルマスティクスとイゥルブラクシスという2 体のブラック・ドラゴンに
賄賂として贈り、彼らを味方につけようとしている。このドラゴンた
ちは “混沌の傷痕” の端にある沼地に住んでいる。ドラゴンと、そして
ドラゴンが支配下に置いているリザードフォークたちの力を背後に、
ベンウィックはドライズデイル卿をはじめすべての良き人々を城塞か
ら追い出そうとしているのだ。
君たちは、ベンウィックは南西へ、すなわちドラゴンの棲処へ向かっ
ていることを知った。そこへ向かう古い道は、その道に沿って立つ立
石が目印。そしてその道は、大きな流れに沿ってリザードフォークの
部族の縄張りの中心を通ってゆくのだ。その目印の石がどんなふうか
ということについては、君たちは思い当たる節がある。

セッション 13：

毒蛇を追って
プレイヤー達はここまでの物語をひととおり総ざらいする必要が
ある。まず彼らにいくつか質問をすること。
◆ 本シーズンの第 1 章および／または第 2 章をプレイしたものはいる
か？ もし誰もプレイしていなかったなら、それ以上質問する
必要はない。第 1 章および／または第 2 章をプレイしているも
のが 1 人でもいたなら、君は次の質問をしなければならない。
◆ フェルディナンド・ロンニックはどうなったか？ もしプレイヤーの
過半数がロンニックを第 2 章で殺害していたなら、本セッショ
ンでは彼は死んでいる。もし過半数がロンニックを降伏させて
いたなら、彼はドライズデイル卿の管理下にある城塞の地下牢
で絞首刑になる日を待っている。
◆ 第 3 章で生き延びた敵は誰か？ その卓のプレイヤーの過半数が
捕虜としていた敵は生き延びている扱いにすること。もし誰も
第 3 章を遊んでいなかったなら、ドッペルゲンガーのゴルディ
とサルが生き延び、キャラクターたちに陰謀について白状した
とすること。
もしプレイヤーたちがをこれまでの物語を覚えていないようであれば、
以下の文章を読み上げ、あらすじをざっと説明すること：
君たちは “安息砦” ―すなわち国境の城塞に到着するとじきに、ベ

ンウィックという陽気な修道士とともに仕事を手掛けることになった。
ベンウィックは自らをアヴァンドラとセイハニーン、それにアイウーン
の信者であると名乗り、君たちにドライズデイル卿―城塞の領主
―は石頭で好戦的なエラティスの使徒であると信じ込ませようとし
た。また彼は、城塞の銀行家であるフェルディナンド・ロンニックが
このあたりに拠点を置くティアマトの狂信者集団の指導者であるとも
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さて、君たちはそれと知らずにゼヒーアの信徒の手伝いをしてしまっ
たことが明らかとなった。急いでドライズデイル卿に差し迫った危険
について告げ、すべてのものごとを正さねばならない。
冒険者たちはベンウィックを追いたがるだろうが、現実的な問題
として、彼らはラムセインの地下回廊から出てきたばかりで、大休
憩が必要な状態である。大休憩を取るとはつまり、彼らは出発する
前にやり残したことをし終えるだけの時間があるということである。
それにどちらにしろキャラクターたちの前には、ドライズデイル卿
に引き渡すべき捕虜がいるはずなのだ。
クエスト：もしフェルディナンド・ロンニックがまだ生きていた
なら、キャラクターたちは彼を自由にするという副次クエストを得
る。

準備
キャラクターたちが内側の砦の門に近づくと、ドライズデイル卿
の近衛兵がパーティ一行を止める。衛兵達は冒険者たちに通してく
れと頼まれても、あまり納得がいかないふうである。君はこのシー
ンを軽く流してもいいし、プレイヤー達に衛兵たちとのロールプレ
イの機会を少し与えてもいい。ともあれ衛兵達はキャラクターたち
をドライズデイル卿のもとへ連れて行く。
冒険者たちがドライズデイル卿と面会の運びに至ったら、次の文章を
読み上げること：
衛兵は君たちを連れて前庭を抜け、そうして城塞の中心部へと脚を
踏み入れる。無数の扉を抜けた後、君たちは大広間に到着する。
風雨に晒された肌と鋭い眼をした銀髪のヒューマンが君たちに挨拶
をする。彼は髪を軍人風に短く刈り込んでおり、また、長い口ひげを
蓄えている。

「私がペリディン・ドライズデイル卿だ。君たちがフェルディナン
ド・ロンニックの脅威に対して英雄的に働いてくれたことは聞き及ん
でいる。よくやってくれた。ところで、衛兵がすぐさま君たちをここに
通さざるをえないような用件があるのかね？」

このシーンのロールプレイ
プレイヤーたちに、キャラクターたちがどのような事態に巻き込
まれたかをドライズデイル卿に説明させること。物語を事細かにす
べて話す必要はないが、「ベンウィックについて」
「フェルディナン
ド・ロンニックについて」そして「彼らの管理下にあるその他の捕虜
について」の三点について彼らが何を卿に話したかについてははっ
きりさせておくこと。
ドライズデイル卿はいかめしく直裁な人物だが、友好的に振舞お
うとする。ともあれ彼は非常に実際的な軍人で、美辞麗句だの回り
くどい言い方だのには我慢がならない様子を見せる。
何が起こったかについて、キャラクターたちがすっかり話してし
まうと、ドライズデイル卿は目に見えて動転したふうを見せる。彼
はまず、捕虜たちを地下牢に連行するよう命令する。そして次に、

出発
キャラクターたちがベンウィックを追って出発したなら、状況の説明を
すること：
君たちが出発する頃には、太陽は天高く上っている。すでに城塞は
闘いに備えてあわただしくなり始めている。南西へと向かう君たちは
“王の壁” を抜け、“混沌の傷痕” へと踏み込む。まもなく君たちは湿っ
た森の中を苦労しながら通り抜け、立石の列を探すことになる。それ
こそが竜の棲処へと続く道の目印なのだ。

技能チャレンジ：道を見つける
キャラクターたちがリザードフォークの縄張りへの道を探す間、
彼らは歩きにくい地形の中を通ってゆくことになる。目印となる立
石の列を探して荒野の中を行くのは、技能チャレンジとなる。
レベル：2（XP375）
複雑度：2（技能判定に 3 回失敗する前に 6 回成功しなければなら
ない）
主要技能：〈運動〉、〈自然〉、〈持久力〉、〈知覚〉、〈歴史〉
〈運動〉
（難易度 13）：そのキャラクターは仲間のために率先して

ロンニックがまだ生きていたなら、彼を独房から出して世話をして

酷い地形を通る道を先に立ち、道を隠しているものを取り除き、障

やるように命令を下す。それからベンウィックとその城塞に対する

害物を乗り越える。

企みの問題にとりかかる：

〈自然〉
（難易度 13）：地形の様子から、そのキャラクターはどこ
に大きな水の流れがあるかを知ることができる。そここそが、水を

「ベンウィックの奴が、私が“混沌の傷痕”といざこざを起こしたがっ
ているという噂を流しまわっていたのはそういうわけだったのか、全
く酷い話だ。君たちの名誉ある行為と、すぐに報告に来てくれたこと
には感謝する。
「私は城塞じゅうに、襲撃に備えさせねばならん。である以上、君
たちに少しばかり責務を負ってもらわねばならん。誰かが “蛇のベン
ウィック”を追わねばならんのだ。

好むリザードフォークたちが住むのに格好の場所だろう。
〈知覚〉
（難易度 16）：そのキャラクターは自分たちが避けうる危
険に気付き、時間と労力を節約する。
〈持久力〉
（難易度 13）：そのキャラクターは仲間の荷物を持って
やったり藪を切り開いて道を作ったりすることで旅をマシなものに
する。
〈歴史〉
（難易度 20）：そのキャラクターは歴史書に記載されてい

「君たちがそれだけの気骨ある勇者なのはわかっている。あの修道

た昔の地理的情報を思い出し、件の遺跡への道をより正確なものに

士を追い詰めろ。できるなら彼奴のねぐらで彼奴を討て。そうして君

する。古代の建築物の名残を発見できれば、自分たちが正しい道を

たちにそれだけの力があればだが―その竜どもの首を私のところに

歩いているということがわかるのだ。

持ってきてほしい。

成功：キャラクターたちは森の中でなかなか快適に過ごせる。正

「一番大事なのは、情報を集めて、そうして君たちの知ったことを私

午までには、彼らはひとつも欠けのない立石の列が、南へと続く狩

に報せてほしいということだ。我々が何に直面しているのか、私は知

猟用とも見える道に沿って並んでいるところに行き着く。遭遇 4 −

らねばならん。

13（P.12）へ進むこと。

「とにかく朝の間はゆっくり休息を。君たちにはそれが必要だ。昼食
を摂ったら、追跡を開始してほしい」

失敗：キャラクターたちは酷い道を進むことになる。藪を切り開
き、深い谷を横切り、一貫して悲惨な時間を過ごす。キャラクター
たちはそれぞれ回復力 1 回ぶんを失う。午後遅くになって、彼らは

この話に交渉の余地はない。ドライズデイル卿はキャラクターた
ちが使命を引き受けるものと思っている。彼は報酬を申し出はしな
い。これは責務であり、危急の際の義務であると考えているからで

ひとつも欠けのない立石の列が、南へと続く狩猟用とも見える道に
沿って並んでいるところに、よろめきながらたどり着く。遭遇 4 −
13（P.12）へ進むこと。

ある。彼はこのような危機においてまで “傭兵的な考え方” を持ち出
すような輩には我慢がならない。
クエスト：キャラクターたちは、城塞を攻撃しようとしているも
のに関して情報を集めるという主要クエストを得る。
もし、フェルディナンド・ロンニックが自由の身になったなら、
キャラクターたちは副次クエストを達成する。
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セッション 14：

水の中の見張り
キャラクターたちは一休みし、それから立石の道を歩き始める。

セッション 15：

聖なる土地

冒険者たちは古代の立石に縁取られた沼がちな道を行く。キャラ

彼らはじきに流れの土手に出る。この土手は敵対的なリザード

クターたちが竜の棲処に近づくにつれ、彼らは今にも崩れそうな遺

フォークたちの住処になっている。マップをセットし、『遭遇 4 −

跡が木々の上に聳え立っているのを眼にするようになる。

14：リザードフォークの見張り所』
（P.14）に進むこと。
以下の文章を読み上げ、
『遭遇 4 − 15：儀仗兵』
（P.16）に進むこと。

リザードフォークのロールプレイ
リザードフォークは気性が激しく粗野な生物で、侵入者には好戦的
な態度を取る。
キャラクターたちがリザードフォークと話したがったなら、
君はキャラクターの中に竜語を話せるものがいればそれを利用しても
いいし、あるいはこの遭遇に登場するリザードフォークのうち1体以上
が訛った共通語を話せるということにしてもいい。もしどちらのオプショ
ンも使える状況であるなら、一番面白くなるように、あるいは君のDMの
流儀に一番合うようにすればいい。
リザードフォークの名前：アラク
（Arak）
、
ブヴァシュ
（Buvash）
、
クレシュ
（Cresh）、ディールド
（Deeld）、エススト
（Esst）、ガル（Gur）、ヘーム
（Heem）、イェスス
（lyess）、ジード
（Jeed）、リールト
（Leelt）、モススル
（Mossl）、ニーグ（Neeg）、オートール
（Ootoor）、リールド
（Reeld）、ス

Zo lta n B o r os & G a bo r S z i k s z a i

リースト
（Sleest）、タク
（Tak）、タシュ
（Tash）、ウケーム
（Ukeem）。
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前方で森はまばらになり、見晴らしが開ける。今にも崩れそうな壁
が木々の間からはっきりと見える。何やら馬鹿でかい図体がひとつ
―ここからでは遠すぎて何ものだかわからないが―遺跡の間に
立っている。

セッション 16：

竜の棲処へ

崩れ落ちそうな遺跡を守っていたリザードフォークたちを倒した
後、冒険者たちはネットで覆い隠されていた穴の中の道を通ってド
ラゴンの棲処へと降りていく。
洞窟の床までの距離は 30 フィートである。縄梯子が一本、穴の
底まで下りている。

遭遇を開始する前に、プレイヤーたちに “彼らのキャラクターは、

冒険の結末

城塞を攻撃しようとしているものたちに関する情報を集めるという

キャラクターたちは金貨にしておよそ 200gp を取り戻す。それは

主要クエストを負っている” ことを思い出させること。彼らはおそ

グレイセン・ラムセインの財宝の残りであることが冒険者たちには

らくドラゴンと会話をする必要があるだろうから。

わかる。そのほかに、様々な宝石や原始的な美術品もいろいろと手
に入る。個々のプレイヤーは金額に換算して 103gp を受け取る。ま

冒険者たちが竜の棲処へと続く穴を降りていったら、以下の文章を読
み上げること：
梯子は大きな洞窟へと続いている。その中を流れる水の音が満たし
ている。降りて行くに従い、上から差し込む日の光は地下の緑色の光
に取って代わる。屍臭と血の臭いが新鮮な水の匂いと入り混じってい
る。

た、コモンのレベル 6 の魔法の鎧ひとそろい（プレイヤーの選択に
よる）、アンコモンのレベル 5 の魔法の武器または装具 1 つ（プレイ
ヤーの選択による）、そうして“毒蛇の瞳”も手に入れる。

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

冒険者たちが何もない穴の底に降りきったら、マップを広げ、
『遭
遇 4 − 16：ヴェルマスティクス』
（P.18）を開始すること。

ドラゴンを降伏させる
ヴェルマスティクスは人を見れば嘲り、冷酷で憎々しく、高慢極
まりない竜である。とはいうものの、ヒット・ポイントが 44 以下
になると、自分がどうやら勝てそうもないと悟った彼女は、キャラ
クターたちに望みは何かと尋ねる。重傷でないキャラクターは、難
易度 20 の〈はったり〉もしくは〈威圧〉判定（1 回の標準アクション）を
行なって、打ちのめされたドラゴンを降伏させることができる。判
定に成功すれば、ヴェルマスティクスは攻撃をやめ、知っているこ
とを教えてくれる。判定が失敗したならヴェルマスティクスは戦闘
を続行する。
いったん降伏したなら、ヴェルマスティクスは、自分と兄はベン
ウィックとともに安息砦を攻撃することになっていたと告白する。
彼女の兄のイゥルブラクシスはベンウィックを連れて北上し、別の
リザードフォークの部族に会いに行っている。襲撃隊は相当の勢力
になるはずだが、それが具体的にどの程度の数になるのか、どこか
ら出撃することになっているのかについては、ヴェルマスティクス
は知らない。ヴェルマスティクスは明朝、攻撃が始まるというとき
にその軍勢と合流する手はずになっていた。

う一方にゼヒーアの邪が刻み込まれている。その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。

大休憩
ドラゴンと対面した後、キャラクターたちは安息砦に戻り、
守り手たちに警告せねばならない。到着はその夜も更けた頃と
なり、疲れ果ててもいる彼らは、大休憩を取ったほうがよいだ
ろう。ベンウィックとその仲間たちの計画では、襲撃は翌日と
いうことになっている。詳細は『国境の城塞：毒蛇の季節』第 5 章
を参照のこと。また、プレイヤー全員に、次の章に備えてキャラ
クターをレベル 3 にしておくように言うこと（通常ならばそのレ
ベルに必要であるはずの経験値に達していなくてもかまわない）。

冒険者たちが見逃してくれたなら、自分はその戦闘には参加しな
いとヴェルマスティクスは約束する。しかし彼女の言葉には価値な
どない。生き延びたなら彼女は第 5 章で、城塞の襲撃隊の一翼を担
う者として登場する。それはそれとして、彼女の嘘は決してうま
くはない（彼女の嘘を見抜くには難易度 13 の〈看破〉判定に成功す

w i l l i a m O ’Co n n o r

ればよい）。
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遭遇 4−13：泥沼の戦い
このエリアの特徴

遭遇レベル 4
（902XP）

明るさ：“明るい”。

セットアップ

立石：これらの目印は道の北側と南側を示している。これらは“移
動困難な地形”である。

グリーンスケイルの襲撃兵（G） 2 体

宝物：蜘蛛の巣の間には死体がひとつぶら下がっており、冒険者

ポイズンスケイルの毒針使い（P）4 体

たちはその死体が 4レベル以下のコモンの腕スロットの魔法のアイテ

アンブッシュ・スパイダー（S） 2 体
見えない蜘蛛の巣（罠）

ム
（プレイヤーの選択による）
をひとつ身につけているのを見つける。

6つ

木々：森が描かれたマス目は “移動困難な地形” であり、遠隔攻撃

キャラクターたちが自分たちの縄張りを横切っていくのを見つけ
たリザードフォークは待ち伏せの準備をし、スパイダーたちの存在
をうまく使ってことを有利に運ぼうとする。プレイヤーたちにキャ
ラクターを Start Area にセットさせること。
プレイヤーたちがキャラクターをセットしたら、以下の文章を読み上げ
ること：
前方の森の中に空き地が開け、道はその中へと消
えている。立石は確かにここがその道だと示してい
るが、目に付くものはなにもない。草地の真ん中に
4 4

木が一本立っていて、そこから蜘蛛の巣がひだを描
いて垂れ下がっている。
蜘蛛の巣の向こう側に、リザードフォークが一群、
今にも攻撃に移ろうという構えでいる。
〈知覚〉判定
難易度 21：中央の木には、蜘蛛の巣に隠れて、
狼ほどの大きさの蜘蛛が潜んでいる。

戦術
◆ アンブッシュ・スパイダーは獲物が蜘蛛の巣にか
かるか、5 マス以内まで近づくか、あるいは攻
撃を仕掛けてくるまで巣の中で待っている。つ
まりスパイダーたちは相手が自分の好みの位置
に来るまで行動を遅延させるか、あるいは待機
アクションを取るのである。スパイダーたちは
冒険者たちもリザードフォークたちも同じく自
分の敵だとみなす。スパイダーが冒険者とリ
ザードフォークのどちらも攻撃の目標にできる
ような状況では、1d6 をロールすること。目が
5 または 6 であれば、そのスパイダーはリザー
ドフォークを攻撃する。
◆ グリーンスケイルの襲撃兵は移動し、キャラク
ターたちに向かってジャヴェリンを投げつける。
冒険者たちが何とかしてウェブを抜け、襲撃兵
に接近したなら、襲撃兵はサイドステップ・ア
タックを使用して攻撃を行なった後、移動アク
ションを使用してすぐにその場を離れる。
◆ ポイズンスケイルの毒針使いは木立の中に留ま
り、遠距離攻撃を仕掛けてくる。彼らは冒険者
たちをスパイダーよりも深刻な脅威とみなして
いるのだ。
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に対して部分遮蔽を提供する。切り株は “移動困難な地形” である。
木の高さは15〜20フィートである（上るには難易度8の〈運動〉判定）
見えない蜘蛛の巣：マップに示したマス目には、ほとんど目に見
えない蜘蛛の巣がある。これらの蜘蛛の巣に隣接するマス目で自分
のターンを開始したり、隣接するマス目を移動したりするクリー
チャーは、能動または受動〈知覚〉判定が 20 以上であれば蜘蛛の巣
を見つけることができる。リザードフォークとスパイダーはすでに
この蜘蛛の巣のことを知っている。

動困難な地形” であり、その反対側のクリーチャーを攻撃する際に
部分遮蔽を提供する。10 の防御値に対して攻撃が成功 すると（訳
注：物体に対しては意志防御値は攻撃できないが、これは物体では
なく地形なので、対 “意志” の攻撃が可能かどうかは各 DM が判断さ
れたい）、そのマス目のウェブは取り払われる。［火］攻撃ならこの
攻撃ロールに＋ 2 のボーナスを得る。
見えない蜘蛛の巣
レベル 1 雑魚 罠
物体
XP 各 25
感知：〈知覚〉難易度20
hp：1；ミスした攻撃はこの蜘蛛の巣にダメージを与えない。
AC10；頑健10、
反応10
完全耐性：
［死霊］
、
［精神］、
［毒］、強制移動、すべての状態
抵抗：
［火］
以外のすべてのダメージに対する抵抗10
トリガー型アクション
m エンタングル／絡みつき◆無限回
トリガー：クリーチャーがこの蜘蛛の巣のマスに入る。
攻撃（機会アクション）：近接・0（トリガーを発生させたクリーチャー）
；＋6対
“頑健”
ヒット：目標は動けない状態になる
（セーヴ・終了）。
グリーンスケイルの襲撃兵（G）×2
レベル 4 遊撃役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク
XP 各 175
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋6
〈知覚〉＋8
AC18；頑健17、
反応16、
意志15
移動速度：6（沼渡り）
標準アクション
m スピア
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
r ジャヴェリン
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
M サイドステップ・アタック／踏み込み攻撃
（［武器］）◆無限回
効果：この襲撃兵は1マスシフトし、スピアまたはジャヴェリンを使用する。
マイナー・アクション
M フェラル・テイル・ラッシュ／狂乱尾撃◆無限回
必要条件：この襲撃兵が重傷であること。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6ダメージ、この襲撃兵は1マスシフトする。
技能：
〈運動〉
＋10、
〈隠密〉＋9
【敏】15（＋4） 【判】12（＋3）
【筋】17（＋5）
【耐】14（＋4）
【知】8（＋1）
【魅】8（＋1）
属性：無属性
言語：竜語
装備：ライト・シールド、スピア、ジャヴェリン5本

ポイズンスケイルの毒針使い（N）×4
レベル 3 雑魚 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
、リザードフォーク
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
〈知覚〉＋3
AC17；頑健13、反応16、意志14
移動速度：6（沼渡り）
特徴
スナイパー／狙撃手
毒針使いが隠れている時に行なった攻撃がミスしたなら、
その毒針使いの隠
れ身は終了しない。
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：5ダメージ。
r ブロウガン
（［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：5［毒］
ダメージ。クリティカル・ヒットの場合、
目標はさらに気絶状態に
なる
（セーヴ・終了）。
【敏】18（＋5） 【判】15（＋3）
【筋】12（＋2）
【耐】11（＋1）
【知】7（−1）
【魅】9（±0）
属性：無属性
言語：竜語
装備：ブロウガン、毒を塗ったブロウガン用ニードル×10
アンブッシュ・スパイダー（S）×2
レベル 2 奇襲役
中型・自然・野獣（スパイダー）
XP 各 125
hp：28；重傷値：14
イニシアチブ：＋7
〈知覚〉＋8
AC16；頑健12、反応14、意志13
移動速度：8、登攀8（蜘蛛歩き）
振動感知5
特徴
カモフラージュ／迷彩
アンブッシュ・スパイダーが隠れるための
〈隠密〉判定を行なうためには、
良好
な遮蔽や完全視認困難は必須ではなく、通常の遮蔽または視認困難を得て
いるだけでよい。
標準アクション
m バイト／噛みつき◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
M ヴェノマス・バイト／毒の噛みつき
（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。目標は減速状態になり、継続的［毒］
ダメージ5を受
ける
（セーヴ・両方とも終了）。
セーヴ失敗・1回目：目標は減速状態の代わりに動けない状態になり、か
つ継続的［毒］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・両方とも終了）。
特殊：このパワーは突撃の際の近接基礎攻撃の代わりに使用することができ
る。
技能：〈隠密〉＋9、
〈軽業〉＋9
【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【筋】13（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】4（−2）
【魅】7（−1）
言語：―
属性：無属性

S t e v e P r e scot t

見えている蜘蛛の巣：この汚い塊がぶら下がっているマス目は “移
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遭遇 4−14：リザードフォークの見張り所
遭遇レベル 2
（652XP）

セットアップ
ポイズンスケイルの毒針使い（P）4 体
ポイズンスケイルの魔術師（以下を参照） 2 体
ポイズンスケイルの暴れん坊（以下を参照）2 体
キャラクターたちがエリア内に入ったときにはモンスターの姿は
見えてはいない。マップ上に示されたリザードフォークは木の間に
隠れている（毒針使い）か、水の中に身を潜めている（暴れん坊と魔
術師）。
パーティがエリア内に入ったら、以下の文章を読み上げること：
流れる水音がはっきりと聞こえ始め、君たちは道に沿って流れる幅
の広い川の土手に出る。君たちが開けた場所に出るのに応じるように、
アオサギが一羽、叫び声をあげて飛び立つ。2 つの池のある空き地の
周囲は、木々や倒木、それにいくつかの立石に囲まれている。道は空
き地を抜けてさらに南のほうへ続い
ている。
〈知覚〉判定
難易度 17：吹き矢で武装したリ
ザードフォークたちが空き地の周囲
の木々の間に潜んでいる。

難易度 20：水たまりは浅いよう

に見えるが、一部暗い色をしている
場所では、どうやら底に穴があいて
いるようだ。
〈自然〉判定
難易度 16：この種の水たまりは
しばしばリザードフォークの巣穴へ
の入り口となっている。
冒険者たちが空き地に到着する
や否やリザードフォークたちは攻
撃を開始する。受動〈知覚〉が 16 以
下のキャラクターはすべて不意を
討たれる。毒針使いは不意討ちラ
ウンドの間に攻撃を行なう。暴れ
ん坊が不意討ちラウンドの間に行
なう行動は、池から現れることの
みである。魔術師は戦闘の次のラ
ウンドになったら出現し、攻撃を
行なう。
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戦術
生き残りが毒針使い 1 体のみになるか、あるいはリザードフォー
クの生き残りが 1 体のみとなり、さらに重傷となると、そのリザー
ドフォークは降伏する。冒険者たちが降伏を受け入れたなら、“リ
ザードフォークの降伏”（後述）およびコラム “リザードフォークの
ロールプレイ”（P.10）を参照のこと。
◆ ポイズンスケイルの暴れん坊は巣穴 1 からイニシアチブ値 15 で出
現する。彼らは最も近くにいる敵に接敵し、魔術師と毒針使い
を守ろうとする。
◆ ポイズンスケイルの魔術師は不意討ちラウンドの後、巣穴 2 から
出現する。彼らは遠隔攻撃や範囲攻撃を行ないながら、木々の
間にとどまり続けようとする。
◆ ポイズンスケイルの毒針使いは木々の後ろに隠れており、冒険者
たちにダートを射かける。彼らはイニシアチブ値 10 で行動する。
戦闘の開始時には、受動〈知覚〉が 16 以下のキャラクターたちは
誰も彼らを見ることができない。彼らはスナイパーの特徴のお
かげで、ミスした際には隠れたままでいることができる。

このエリアの特徴
明るさ：“明るい”照明がエリア一帯を照らしている。
倒木：この低い障害物は“移動困難な地形”である。
池：ぬかるんだ地面は浅い池になり、“移動困難な地形” となって
いる。
流れ：浅い水は“移動困難な地形”である。
立石：これらの目印は道の北側と南側を示している。これらは “移
動困難な地形”である。
木々：森が描かれたマス目は“移動困難な地形”であり、遠隔攻撃に
対して部分遮蔽を提供する。木によじ登れる高さは 15 〜 20 フィー
トである（よじ登るには難易度 8 の〈運動〉判定）。
ポイズンスケイルの暴れん坊 ×2
レベル 2 暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク
XP 各 125
hp：45；重傷値：22
イニシアチブ：＋3
〈知覚〉＋2
AC14；頑健15、
反応13、
意志12
移動速度：6（沼渡り）
標準アクション
m グレートクラブ
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d4＋4ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
r ジャヴェリン
（
［毒］
、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋4ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
M ポイズン・テイル／毒の尾
（［毒］）◆無限回
（1ラウンド1回まで）
攻撃：近接・1（伏せ状態のクリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：継続的
［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
技能：
〈運動〉
＋9、
〈隠密〉＋8
【敏】14（＋3） 【判】12（＋2）
【筋】17（＋4）
【耐】15（＋3）
【知】8（±0）
【魅】8（±0）
属性：無属性
言語：竜語
装備：グレートクラブ、ジャヴェリン2本

S t e v e P r e scot t

ポイズンスケイルの魔術師 ×2
レベル 2 砲撃役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク
XP 各 125
hp：30；重傷値：15
イニシアチブ：＋2
〈知覚〉＋4
AC14；頑健15、
反応13、
意志12
移動速度：6（沼渡り）
特徴
リペル・コラプト・ブラッド／血の穢れし者を弾く
このリザードフォークが継続的［毒］
ダメージを与えた目標が、すでに継続的［毒］
ダメージを受けていたなら、このリザードフォークはその目標を3マス横滑りさせ
ることができる。
標準アクション
m ダガー
（
［毒］
、
［武器］
）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d4＋2ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
r ポイズン・ブラッド／血を毒に
（［毒］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
ヒット：1d6＋4［毒］
ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
A ポイズン・レイン／毒の雨
（［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発1・10マス以内（爆発内の敵すべて）；＋7対“頑健”
ヒット：1d10＋5の
［毒］
ダメージ。
効果：目標は“
［毒］
に対する脆弱性5”を得る
（セーヴ・終了）。
技能：
〈運動〉
＋7、
〈隠密〉＋7
【筋】12（＋2）
【敏】15（＋3） 【判】17（＋4）
【知】8（±0）
【魅】8（±0）
【耐】12（＋2）
属性：無属性
言語：竜語
装備：ダガー

ポイズンスケイルの毒針使い（N）×4
レベル 3 雑魚 砲撃役
小型・自然・人型（爬虫類）
、リザードフォーク
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
〈知覚〉＋3
AC17；頑健13、反応16、意志14
移動速度：6（沼渡り）
特徴
スナイパー／狙撃手
毒針使いが隠れている時に行なった攻撃がミスしたなら、その毒針使いの隠
れ身は終了しない。
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：5ダメージ。
r ブロウガン
（［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：5［毒］
ダメージ。クリティカル・ヒットの場合、
目標はさらに気絶状態に
なる
（セーヴ・終了）。
【敏】18（＋5） 【判】15（＋3）
【筋】12（＋2）
【耐】11（＋1）
【知】7（−1）
【魅】9（±0）
属性：無属性
言語：竜語
装備：ブロウガン、毒を塗ったブロウガン用ニードル×10

リザードフォークの降伏
もしリザードフォークが降伏したなら、キャラクターたちは彼に
質問をし、〈威圧〉、〈交渉〉、あるいは〈はったり〉判定を行なって、
そのリザードフォークに知っていることを喋らせることができる。
難易度 8：そのリザードフォークは、この道が古い遺跡に続いて
おり、遺跡の地下はブラック・ドラゴンのヴェルマスティクスとイゥ
ルブラクシスの棲処になっていると明言する。また、この難易度で
冒険者たちは、ベンウィックが今朝がたドラゴンの棲処に向かって
この道を通って行ったということも確認できる。彼はドラゴンたち
に話があったのだ。リザードフォークはその後ベンウィックの姿を
目にしてはいないが、ともあれベンウィックは自分たちの仲間だと
いう。
難易度 13：精強なリザードフォークの守護者たちが件の遺跡の見
張りに立っている。その中にはブラックスケイルの暴れん坊が 1 体、
凄まじく強い戦士が 2 体、それに酸を吹き付ける
ドレイクが何体かいる。遺跡の地下には
地下洞窟があってドラゴンの棲処となっ
ており、ドラゴンはそこで肉や財宝を受
け取るのである（ちなみに “肉” にはリ
ザードフォークたちが捕まえてきた
人々も含まれる）。
難易度 20：棲処に残っているドラゴ
ンは 1 体 ―雌のヴェルマスティクス
だけである。雄のイゥルブラクシスのほ
うはベンウィックとともに出かけ、“古き
壁の向こうの城塞” との来るべき戦いに向け
て、他のリザードフォークの部族との話し
合いに出かけたとそのリザードフォークは
聞き及んでいる。
ここにいるリザードフォークは城塞の
襲撃には参加していないが、部族の中です
でに戦列に加わっているものもいる。ヴェ
ルマスティクスがすべての計画と真実を
知っているとそのリザードフォークは言う。
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遭遇 4−15：儀仗兵
遭遇レベル 3
（850XP）

キャラクターたちが空き地にたどり着いたら、以下の文章を読み上げ
ること：

セットアップ

道は、今まで君たちが見てきたものと同じ2 つの立石の前で終わって

ブラックスケイルの暴れん坊（B）1 体
ポイズンスケイルのケンカ屋（P）2 体
スピッティング・ドレイク
（S）

2体

キャラクターたちが慎重に遺跡に近づいていくなら、キャラクター
たちは難易度 14 の〈隠密〉判定を 1 回ずつ行なうことができる。失敗
したものより成功したものの数が多かったグループは遺跡の端に無
事辿りつき、戦闘の第 1 ラウンドの間、守護者たちに対して戦術的
優位を得る。

いる。この空地には、屋根のなくなった石の建物が残っている。その建
物の風化した壁には、爬虫類か竜の姿の彫刻が施されていたのがおぼ
ろげにわかる。高さ10フィートの石の台座がそのエリアの中央に据え
られており、どうやらドラゴンボーンの戦士の像と思しき6 つの石像を
支えている。
まるで祭壇のようにも見える荒削りな石のドルメンが、その台座へと
続く短い階段の前に立っている。そうして石段の一番上には、巨大な
図体をしたリザードフォークが 1 体、立っている。そのリザードフォー
クはぎらぎらと光る黒い鱗をして、大きな棍棒を持っている。
別の筋肉質なリザードフォークがもう1 体、こち
らは緑色の鱗をしたものが、ずっと東のほうの崩れ
た建物の石の塊の上に立っている。
君たちを見るとリザードフォークたちは警戒の叫
びをあげ、襲いかかってくる。
〈知覚〉判定
難易度 20：図体の大きい緑の鱗をしたリザード
フォークの戦士がもう1 体、北側の木立の間に身を
潜めている。

戦術
◆ ブラックスケイルの暴れん坊はドラゴンの棲処
の入り口を守っている。戦闘開始時に、彼は
口笛を吹いてドレイクを戦闘に呼び寄せる。
彼が好んで取る位置は、敵が階段の一番上ま
で登れるのを防げる場所である。暴れん坊は
決して降伏しない。
◆ ポイズンスケイルのケンカ屋はブラックスケイ
ルの暴れん坊が戦術的優位を得られるような
やり方で攻撃を行なう。彼らは敵を倒すため
だけでなく、敵を暴れん坊の間合い内に収め
ておくために敵をつかむのである。彼らは暴
れん坊が生きている間は、降伏したり逃げた
りはしない。暴れん坊が死んでしまうと、そ
れぞれのケンカ屋を追い散らす（難易度 20 の
〈威圧〉判定：標準アクション）ことはできるが、
降伏させることはできない。
◆ スピッティング・ドレイクは距離を保ったまま目
標に向かって酸を吹きかける。ドレイクは重
症になるか、あるいは彼らに命令するリザー
ド フ ォ ー ク が い な く な る と 逃 げ 出 す。 ま た、
自分が最後の 1 体になったときも逃げ出す。
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このエリアの特徴
明るさ：“明るい”。
丸石：この石は 5 フィートの高さがあり、“遮断地形” として扱う。
これを登るには 1 マスの移動と難易度 13 の〈運動〉判定を要する。失
敗すると、登ろうとしたものの移動は終了する。
台座：台座の頂上は 10 フィートの高さがある。これを登るには 2
マスの移動と難易度 13 の〈運動〉判定を要する。失敗すると、登ろう
としたものの移動は終了する。
ドルメンの祭壇：このマス目は“移動困難な地形”である。
穴：台座のてっぺんに四角い穴が開いており、その 15 フィート下
は、高さ 15 フィートの洞窟の天井にあいた穴につながっている。穴
の下からはまがまがしい緑色の光とさざ波の音が漏れてくる。
穴の口にはしっかりとネットが掛かっている。踏み込んだクリー
チャーが落ちるのは 5 フィートのみで、ダメージを負うことはない。
ネットの表面は“移動困難な地形”である。穴から這い出すのは 1 回の
移動アクションである（判定不要）。
ネットを緩め、取り外すのは 4 回の標準アクションである。縄梯
子が一本、穴の底まで降りている。
瓦礫：石くずは“移動困難な地形”である。
階段：階段は登るときのみ “移動困難な地形” として扱い、それ以
外は通常の地形として扱う。
立石：この目印を含むマス目は“移動困難な地形”である。
石像：風化したドラゴンボーンの石像は“遮断地形”である。
宝物：暴れん坊は精巧な銅と象牙のネックレスを持っている（キャ
ラクター 1 人当たり 6gp）
木々：森が描かれたマス目は“移動困難な地形”であり、遠隔攻撃に
対して部分遮蔽を提供する。登れる木については高さは 15 〜 20
フィートである（登るには難易度 8 の〈運動〉判定）。
崩れた壁：このマス目は “遮断地形” である。壁の高さは 15 フィー
トである（登るには難易度 15 の〈運動〉判定）。壁の上は平らではなく、
“移動困難な地形”となっている。

Zo lta n B o r os & G a bo r S z i k s z a i

スピッティング・ドレイク ×2
レベル 3 砲撃役
中型・自然・野獣（爬虫類）
XP 各 150
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
〈知覚〉＋3
AC17；頑健14、
反応16、
意志14
移動速度：7
抵抗：
［酸］10
標準アクション
m バイト／噛みつき◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
R コースティック・スピット／腐食液吐き
（［酸］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：2d6＋4の
［酸］
ダメージ。
【敏】18（＋5） 【判】14（＋3）
【筋】14（＋3）
【耐】14（＋3）
【知】3（−3）
【魅】12（＋2）
言語：―
属性：無属性

ブラックスケイルの暴れん坊（B）
レベル 6 暴れ役
大型・自然・人型（爬虫類）
、リザードフォーク
XP 各 250
hp：86；重傷値：43
イニシアチブ：＋6
〈知覚〉＋4
AC18；頑健19、反応16、意志16
移動速度：8（沼渡り）
標準アクション
m グレートクラブ（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋6ダメージ、このリザードフォークは目標を1マス押しやる。
マイナー・アクション
M フェラル・バイト／獰猛な噛みつき◆無限回
必要条件：このリザードフォークが重傷であること。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
トリガー型アクション
C テイル・スワイプ／尾のなぎ払い◆再チャージ：初めて重傷になった時
トリガー：このリザードフォークが、2マス以内にいる敵からダメージを受ける。
攻撃（即応・対応）：近接範囲・爆発2（爆発内のクリーチャーすべて）
；＋7
対“反応”
ヒット：2d8＋6ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
【敏】16（＋6） 【判】12（＋4）
【筋】22（＋9）
【耐】16（＋6）
【知】5（±0）
【魅】6（＋1）
言語：竜語
属性：無属性
装備：グレートクラブ
ポイズンスケイルのケンカ屋 ×2
レベル 3 暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）
、リザードフォーク
XP 各 150
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ：＋3
〈知覚〉＋1
AC15；頑健15、反応13、意志12
移動速度：6（沼渡り）
標準アクション
m クラブ（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋7ダメージ。
M クラッシング・グラスプ／握り潰し◆無限回
必要条件：このリザードフォークがクリーチャーをつかんでいること。
攻撃：近接・1（このリザードフォークがつかんでいるクリーチャー1体）
；＋6対
“頑健”
ヒット：3d6＋7ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
マイナー・アクション
M フェラル・グラブ／獰猛なつかみ◆無限回（1ラウンド1回まで）
必要条件：このリザードフォークがクリーチャーをつかんでいないこと。
攻撃：近接・1（このリザードフォークにつかまれていないクリーチャー1体）
；
＋6対“反応”
ヒット：このリザードフォークは目標をつかむ
（脱出難易度19）。
技能：〈運動〉＋10、
〈隠密〉＋8
【筋】18（＋5）
【敏】15（＋3） 【判】10（＋1）
【知】7（＋1）
【魅】8（±0）
【耐】15（＋3）
属性：無属性
言語：竜語
装備：クラブ
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遭遇 4−16：ヴェルマスティクス
遭遇レベル 4
（801XP）

セットアップ
ヴェルマスティクス、ヤング・ブラック・ドラゴン（以下を参照）
アシッド・ブレス・エコー（以下を参照） 4 体
キャラクターたちは Start Area の中あるいは Start Area に隣接した
マス目に到着する。ドラゴンはその部屋の下に流れる水中に隠れて
いるため、すぐにはマップ上に置いてはならない。ブレス・エコー
はまだ存在していない。
パーティ一行が竜の棲処に入ったら、以下の文章を読み上げること：
君たちは洞窟の高台になった部分と低い部分の間の中央の岩棚に辿
り着く。薄暗い緑色の光が、洞窟の床から伸びあがる結晶体から放た
れている。
水が壁のあちこちに空いた穴から流れ出してくる。それは集まって
流れになり、この部屋の低い部分へと流れ下っていく。
すぐ足もとに、半ば食いちぎられた、身の毛もよだつ有様の人型生
物の死体が、少なくとも10は転がっている。
〈魔法学〉判定
難易度 13（魔法感知）：結晶体からは魔法の
オーラが放たれ、元素の力と共鳴していることが
分かる。これは元素的な効果を増幅したり反響さ
せたりしているようだ。
〈自然〉
または〈治療〉判定
難易度 13：一部喰いちぎられているのに加え
て、ここにある死体は半ば酸で溶かされている。
〈自然〉
または〈魔法学〉判定
難易度 20：そのキャラクターは結晶体の効
果を直感的に理解する（“このエリアの特徴”を参
照）
キャラクターたちを歩き回らせて洞窟の中を
探険させること。ヴェルマスティクスは 1 体の
キャラクターが隠れ穴の 1 つに隣接するまで現
れない。
ヴェルマスティクスが現れたら、以下の文章を読
み上げること：
大きな馬ほどの大きさの1 体のブラック・ドラゴ
ンが水の中から現れる。その暗い色の鱗は湿気で
ぬらぬらと光っている。その両眼は緑色に光り、
シュ
ウシュウいう音とともに牙の生えた口からは酸の涎
が滴り落ちている。
「ベンウィックは私に言ったよ、美味しいごちそ
うが少々、自分からやってくるからってね。さて、
食事の時間だ！」
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戦術
◆ ヴェルマスティクスはまずインスティンクティヴ・ディヴァウアリ
ングを使用し、近くの冒険者に攻撃を行なう。複数のキャラク
ターが彼女を取り囲む状況になると、シュラウド・オヴ・グルー
ムを使用した後、1 点のアクション・ポイントを消費してブレ
ス・ウェポンを使用する。そうしておいて彼女は隠れ穴の中に撤
退する。
ヴェルマスティクスが地下の通路を使って隠れ穴から隠れ穴
へと移動するには1ターンを要する。穴と穴との間の移動に1ター
ンを消費した後、彼女は好きな隠れ穴から出現する。彼女は釘づ
けにされるのを避け、必要となると翼か隠れ穴を使う。重傷にな
るまで、彼女は機会攻撃を受けることをほとんど気にかけない。
いったんヴェルマスティクスのヒット・ポイントが 36 以下に
なると、彼女は話をしようとする：“ドラゴンを降伏させる”
（P.11）を参照（訳注：物語部分にあります）。
◆ アシッド・ブレス・エコーはいったん形成されると、最も近い敵に
向かって移動し、攻撃を行なう。

明るさ：“薄暗い”。
天井の高さ：洞窟の床のどの場所でも、天井までの高さは15フィー
トである。
隠れ穴：洞窟の床には 3 つの隠れ穴が掘り抜かれており、互いに
地下水路でつながっている。隠れ穴の水は泳がなければならない程
度には深い（難易度 8 の〈運動〉判定）。〈運動〉判定に失敗したキャラ
クターは流れに巻き込まれ、次のそのキャラクターのターンの開始
時にランダムな穴から出現する。
結晶体：洞窟には 5 つの結晶体が突出している。この結晶体は薄
暗い緑色の光を放つだけでなく、エレメンタルの攻撃に反応する。
ヴェルマスティクスのブレス・ウェポンが最初にその噴射の範囲
に結晶体の 1 つを含んだ際に、4 体のアシッド・ブレス・エコー（わ
ずかな知性を備えた薄い酸の蒸気の雲）が他の 4 つの結晶体のあるマ
ス目にそれぞれ出現する。この雑魚の一群のためにイニシアチブを
ロールすること。
入り口の穴：1 本の縄梯子が洞窟の天井から床まで降りている。
岩棚：岩棚はそれぞれ切り立った斜面となっており、登るには 3
マスぶんの移動を要する。〈運動〉判定は不要である。
岩：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
階段：荒削りの階段は、登るときは “移動困難な地形” として扱い、
それ以外は通常の地形として扱う。
飛び石：これらはいかにも滑りそうに見えるが、実際には安全で
ある。
水：上の岩棚の水たまりと流れは “移動困難な地形” である。ただ
し隠れ穴（上記参照）を除く。
アシッド・ブレス・エコー ×4
レベル 4 雑魚 暴れ役
小型・元素・自律体
XP 各 44
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
〈知覚〉＋3
AC16；頑健15、
反応17、
意志15
移動速度：3、
飛行5（ホバリング、高度限界1）
標準アクション
m ブレス・エコー／ブレス攻撃の残響
（［酸］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対“頑健”
ヒット：7の
［酸］
ダメージ。
【筋】4（−1）
【敏】18（＋5） 【判】13（＋3）
【知】2（−2）
【魅】2（−2）
【耐】12（＋3）
属性：無属性
言語：―

ヴェルマスティクス、ヤング・ブラック・ドラゴンレベル 2 単独 奇襲役
大型・自然・魔獣（水棲、ドラゴン）
XP625
hp：144；重傷値：72
イニシアチブ：＋10
〈知覚〉＋8
AC16、；頑健14、反応16、意志13
移動速度：7（沼渡り）、飛行7、水泳7
暗視
抵抗：［酸］10
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
アシディック・ブラッド／強酸の血潮（［酸］）
このドラゴンが重傷である間、このドラゴンがダメージを受けるたびに、このドラ
ゴンに隣接するクリーチャーすべては5［酸］
ダメージを受ける。
アクアティック／水棲
このドラゴンは水中で呼吸ができる。水中での戦闘においては、
このクリーチ
ャーは“アクアティック／水棲”を持たないクリーチャーに対する攻撃ロールに＋
2ボーナスを得る。
インスティンクティヴ・ディヴァウアリング／衝動的噛り付き
（このドラゴンのイニシアチブ判定の結果＋10）
の時点で、
このドラゴンはフリー・
アクションとして突撃を行なうかバイトを使用することができる。朦朧状態また
は支配状態をもたらす効果のせいでフリー・アクションを行なえない状況であ
る場合は、これらの攻撃を行なう代わりに、その“朦朧状態または支配状態をも
たらす効果”が終了する。
アクション・リカヴァリィ／行動復活
このドラゴンが自分のターンを終了するたび、このドラゴンが被っている、
幻惑状
態、朦朧状態、または支配状態をもたらす効果はすべて終了する。
標準アクション
m バイト／噛みつき
（［酸］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3ダメージおよび継続的［酸］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
ミス：4［酸］
ダメージ。
M クロー／爪◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体または2体）；＋7対AC。1体のクリーチャー
のみを目標にする場合、2回の攻撃を行なえる。
ヒット：2d6＋3ダメージ。
C ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（［酸］）◆再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャーすべて）
；＋5対“反応”
ヒット：2d6＋2［酸］
ダメージ、さらに継続的［酸］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
ミス：半減ダメージ。
C シュラウド・オヴ・グルーム／まといつく憂鬱◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発5（爆発内の敵すべて）。目標はこの遭遇の終了時まで
［
“ 酸］
に対する脆弱性5”および攻撃ロールへのペナルティ−2を被る。敵は自
分自身、あるいは隣接する仲間1体について、この効果を終わらせるために、1
回の標準アクションとして難易度10の
〈治療〉判定を行なうことができる。
トリガー型のアクション
M テイル・スウィープ／尾◆無限回
トリガー：敵がこのドラゴンに対する近接攻撃をミスする。
攻撃（機会アクション）：近接・3（トリガーを発生させた敵）；＋5対“反応”
ヒット：1d6＋2ダメージ、
目標は伏せ状態になる。さらに、
目標に隣接する目標
の味方すべては2ダメージを受ける。
ブラッディド・ブレス／重傷時ブレス攻撃◆遭遇毎
トリガー：このドラゴンが最初に重傷になる
効果（フリー・アクション）：このドラゴンはブレス・ウェポンを再チャージし、
ただちにこれを使用する。
技能：〈隠密〉＋11
【筋】16（＋4）
【敏】20（＋6） 【判】15（＋3）
【耐】12（＋2）
【知】12（＋2） 【魅】14（＋3）
言語：共通語、竜語
属性：悪
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Encounter 4-16:

Vermastyx

Encounter 4-15:

Honor Guard

™

悪竜の脅威を
食い止めろ
ベンウィックの裏切りは未だ君たちを苛むが、しかしそれど
ころではない― 奴はさらに非道な計画を立てていたことを
君たちは知った。彼は近隣のリザードフォークの部族に加えて
2体の黒竜と手を結び、国境の城砦を乗っ取ろうとしている。
君たちは城砦を救い、失われた自らの名誉を取り戻し、そして
ベンウィックの軍勢が押し寄せる前に、奴に裁きを下すことが
できるだろうか？
（第4章）は、2010年〜2011
『国境の城砦：毒蛇の季節 TM』
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。
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