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　3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」そして「個々の場面の概略」のセクショ

ンを読む。
◆ 「セッション17：戸口の怪物たち」および「遭遇5−17：門を死

守せよ」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）。

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
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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Forgotten Kingdoms, Rules Compendium, and all other Wizards of the Coast 
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distinctive likenesses thereof are property of Wizards of the Coast LLC. This 
material is protected under the copyright laws of the United States of America. 
Any reproduction or unauthorized use of the material or artwork contained 
herein is prohibited without the express written permission of Wizards of the 
Coast LLC. Any similarity to actual people, organizations, places, or events 
included herein is purely coincidental. Printed in the U.S.A.  
©2011 Wizards of the Coast LLC. B8747.
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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3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3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。

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ブラック・ドラゴンのヴェルマスティクスを
殺していて2人はそうしていなかった場合、今週のセッションでは、こ
のドラゴンは殺されているものとして扱う。

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17	 239XP
副次クエスト：門を守りきる	 30XP
セッション18	 189XP
セッション19	 160XP
副次クエスト：シェンデラを生き延びさせる	 30XP
セッション20	 260XP
副次クエスト：ドライズデイル卿を救う	 30XP
主要クエスト：砦を守りきる	 150XP

　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5章の終了時までに、それぞれ1005XP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。

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。
　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：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、示されたレ
ベルまでの、その記述に見合った種別と出現頻度のアイテムを選択
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。

キャラクター作成
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　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
コモンの魔法のアイテム（5レベル以下）1つ	 遭遇 5− 17
ポーション・オヴ・ヒーリング× 2	 遭遇 5− 18
アンチヴェノム各人に1つずつ	 遭遇 5− 19
各人に110gp	 遭遇 5− 20
コモンの首スロットの魔法のアイテム（6レベル以下）	 遭遇 5− 20
アンコモンの魔法の武器または装具（7レベル以下）	 遭遇 5− 20
※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
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。

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5章目にあたる。
本項は君がこのエンカウンターズのクライマックスとなる一連の
セッションを運営するための、補助となる背景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。

冒険の背景
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個々の場面の概略
　ベンウィックは修道士のふりをして冒険者たちと友誼を結び、彼
らを雇って自分の目的のいくつかを達成させた。その後、ベンウィッ
クがキャラクターたちを裏切り、爬虫類の軍勢を結集して安息砦を
攻撃しようとするに及んで、彼が実は蛇神ゼヒーアの信徒であった
ということが明らかになったのである。そして今やその軍勢―そ
の中には黒竜イゥルブラクシスの姿もある―は、城塞の門前にい
るのだ。
　キャラクターたちはすでに多くのことをしている―ベンウィッ
クがフェルディナンド・ロ ンニックに仕掛けた企みを助けてティ

アマトの狂信者集団を壊
滅 さ せ た こ と に 始 ま り、
グレイセン・ラムセイン
の財宝を取り戻し、ある

いはブラック・ドラ
ゴンのヴェルマス
ティクス（イゥル

ブラクシスの妹）と
対峙するに及ぶ様々な
ことを。そうして彼
らは今、城塞の防衛
を助けるために戻っ
てきた。
 彼らの “過去” もまた

戻ってくる―彼らを
助けるために、あるい
は妨害するために。こ
の攻防戦が展開するに
つれ、彼らがしてきた

選択の帰結もまた明らかになってゆく。城塞の中にいる味方たちも、
キャラクターたちに手を貸すために登場する。攻防戦の間にキャラ
クターたちが取った行動こそが城塞の運命を決定するのは、疑うべ
くもない。そしてベンウィックは斃されねばならぬ―さもなけれ
ば城塞が陥ちるのだ。
　セッション17：ゼヒーアに忠誠を誓ったリザードフォークたちが、
1体のスパイアホーン・ベヒモスの援護の下、城塞の門に対して総
攻撃を仕掛けるところから攻防戦は始まる。冒険者たちは暴れ狂う
獣に門を打ち壊されることなくこの戦いに勝利せねばならない。門
が破られれば城塞は持ちこたえられないのだ。『セッション17：戸
口の怪物たち』（P.6）を参照。
　セッション18：ベンウィックは賢かった。城塞に逗留している間
に隠しトンネルを掘り、仲間のために壁の下を抜ける秘密の通路を
こしらえてあったのだ。それは役に立った。今やリザードフォーク
とドレイクが噴水広場にあふれ出してくる。冒険者たちはその第一
波を打ち破り、新たな敵が入り込めないようにしなければならない。

『セッション18：広場の裂け目』（P.7）を参照。
　セッション19：城塞の中心部の公共広場で、キャラクターたちは
ついに黒竜イゥルブラクシスと対峙する。ドラゴンはキャラクター
たちとベンウィックとの間に立ちふさがる。そうしてベンウィック
はというとドライズデイル卿に毒を盛り、内側の砦に引きずりこん
でしまったところ。イゥルブラクシスは彼の妹がかつてそうであっ
たような恐るべき存在ではあったが、この攻防戦で無傷とはほど遠
い姿になりはてている。ドラゴンの助けになるものは少なく、その
少数もかつて誓った忠誠をそろそろ悔やみ始めているところだろう。

『セッション19：戦いの時』（P.7）参照。
　セッション20：ドラゴンを倒し、内側の砦へ入れるようになった
キャラクターたちは、ベンウィックと―彼がまさにその手に勝利
をつかもうとしていた瞬間に―邂逅する。件の太った修道士は
まったくもって脅威と毒の権化であり、その修道服の袖の中にはま
だいくつか仕掛けを隠し持っている。『セッション20：広間に群れる
蛇』（P.8）参照。

遭遇を調整する
　第5章は“5名の3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。
　“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。
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　キャラクターたちはベンウィックがかき集めた連中から安息砦を守
るため、“混沌の傷痕” から城塞に帰還したところである。彼らの働き
は城塞の防衛の助けとなる。

“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。

味方NPC
　本章の遭遇それぞれには、1体以上の味方NPCが登場する。これら
の味方はプレイヤーがコントロールするもので、城塞内での騒乱をよ
り真に迫ったものにする。また、この“味方たち”の存在は、プレイヤー
たちに “ダンジョン・マスターになるのはどんな感じか” といった気分
を少しばかり味あわせるものとなる。
　データ：本書および第5章のキットには味方NPCのデータ・ブロッ
クを記載したシートが含まれている。そのページをコピーし、切り離
してゲームに使用すること。
　イニシアチブ：プレイヤーがコントロールする味方NPCはそのプレ
イヤーが使っているキャラクターの直後のイニシアチブ順で行動する。
そのプレイヤーのキャラクターが待機アクションを行なわない限り、
その味方NPCは待機アクションを行なうことはできない。また、味方
NPC が行動を遅延させることができるのは、その味方 NPC をコント
ロールしているプレイヤーのキャラクターが行動を遅延させたときに
限る。
　城塞の衛兵たち：遭遇5−17、5−18、5−19、そしておそらくは
5−20でも城塞の衛兵たちは登場する。遭遇の開始時に、それぞれの
プレイヤーは衛兵たちの中から自分がコントロールする 1 体を選ぶ。
衛兵のプレイがプレイヤーにとって大変なようなら、そのプレイヤー
は自分の衛兵をDMにプレイして貰うこともできる。使用できる衛兵
の数はプレイヤーと同数に限る。例えば君の卓のプレイヤーが4名だ
けであれば、マップ上には衛兵4名のみ（G1〜G4）を配置すること。
　味方を呼ぶ：それぞれの遭遇には城塞の衛兵たちの他に、名前を
持った味方NPCが1体ずつ登場する。この名前を持つ追加の味方を呼
ぶためには、1人のプレイヤーが使用しているキャラクターが標準ア
クション1回を消費し、自分の持っている戦の角笛を吹き鳴らさねば
ならない。その味方NPCをコントロールしたいプレイヤーが2名以上
いた場合、d20をロールしてプレイ権を決定すること。そうして勝っ
たプレイヤーのキャラクターが標準アクションを消費すると、件の
NPCはマップの端のプレイヤーが選択した場所に出現するのである。

　戦闘後：味方NPCがその遭遇を生き延びたなら、そのNPCは通常、
城塞の別の場所を防衛するためにその場を離れる。そのNPCが冒険者
たちと合流することはない（遭遇5−20での可能性に関するものを除く）。
　経験点：味方NPCたちはキャラクターたちが受け取るXPの値には
影響しない。

セッション17:
戸口の怪物たち
　君と君のプレイヤーたちがこの冒険をきっちりと連続した物語にし
たいと望む場合、君はプレイヤーたちにいくつかの質問をする必要が
ある。冒険が繰り広げられて行くにつれ、これまでの章におけるキャ
ラクターたちの行動の帰結が彼らを助けたり、あるいは妨げたりする
のだ。
◆ 他の章を遊んだものはいるか？　もし誰もいなければ、君はもう質

問をする必要はない。これまでの章を遊んだものが一人でもいる
なら、君は次の質問をしなければならない。

◆ 第2章でドラゴンのモグザルハーはどうなったか？　もし過半数が第2
章でモグザルハーの命を助けていたなら、このカッパー・ドラゴ
ンのワームリングを味方として呼ぶことができる（P.10参照）

◆ 第2章でフェルディナンド・ロンニックはどうなったか？　もし過半数
がロンニックを取り押さえ、後に自由の身にしていたなら、彼を
味方として呼ぶことができる（P.12参照）

◆ 第4章でドラゴンのヴェルマスティクスはどうなったか？　もしキャラ
クターたちがこのドラゴンの命を助けていたなら、彼女はモグザ
ルハーが冒険者たちを助けにやってくる前にこのカッパー・ドラ
ゴンの雛を妨害する。また、過去のイベントにおいてキャラクター
たちがヴェルマスティクスに負けていたなら、彼女は生きている
とみなす。

　プレイヤーたちの記憶を新たにしてやる必要があるなら、物語をざっと
説明している以下の文章を読み上げること：
　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。
　ベンウィックは君たちを裏切る前に、君たちにゴルン・ハンマーフォー
ルという名の衛兵隊長を手伝わせ、城塞の地下に眠るハンマーフォール
の先祖伝来の財宝を取り戻させさえした。
　ベンウィックは財宝の取り分を持って逃げ去り、それを使って2体の
若いブラック・ドラゴンとその取り巻きのリザードフォークたちに賄賂を
送り、彼らを自分の仲間に取り込んだ。ドラゴンやドラゴンに忠誠を誓っ
たその他のリザードフォークを味方につけたベンウィックは、城塞から
すべての良き人々を追い出す計画を立てていたのだ。
　ドライズデイル卿の求めに応じ、君たちはベンウィックを追って “混沌
の傷痕”に踏み込んだ。そこで君たちはドラゴンの1体と対峙した。しか
しベンウィックはというと、さらなる軍勢を集めるために、すでにそこを
発った後だった。先手を取って攻撃を仕掛けるには相手の数があまりに
多いことを知った君たちは、安息砦へ取って返した―明日の日没前に
は必ず勃発するであろう攻防戦を戦い抜かねばならぬ城塞の守り手たち
の手助けをするために。

第5章：最後の包囲戦
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　プレイヤーたちがセッションを開始する準備を調えたら、以下の文章を
読み上げること：
　君たちはベンウィックの手勢に関する情報を集めるという使命を終え
た後、その夜遅く城塞に帰着した。ドライズデイル卿に情報を伝えた後、
君たちは考えた―自分たちにできることは、何が残っているだろう。
　城塞の上に曙光が射すと同時に、数々の戦いの角笛が吹き鳴らされる
音で君たちは目を覚ました。攻撃はすでに始まっていた！
　内側の砦の大広間へと急ぐ途中で、君たちは戦装束に身を包み、外の
階段にたたずむドライズデイル卿と出会う。
　卿は君たちに挨拶し、そしてひとりひとりに戦

いくさ

の角笛を手渡すのだ。「こ
の角笛を持っていれば、君たちが今日の戦いで指揮官の立場にあること
を皆がわかるのだ」
　従者が1人、卿のもとに駆け寄り、リザードフォークどもが巨大なベヒ
モスを使って正面の門に攻撃を仕掛けていると報告する。
　その一瞬後、大きな黒竜が1体、城塞の南西部の真上を飛び過ぎてゆく。
　卿は君たちの方を向き直る。その口は真一文字に引き結ばれている。
「我々はドラゴンの相手をする。君たちは門の守りに向かってくれ。門が
安全となったら、噴水広場で会おう。城塞の存亡は我々にかかっている！」

　ドライズデイル卿はキャラクターたちにつべこべ言う隙など与えな
い。ベンウィックの勢力のほとんどが “地を這う” 連中である以上、門
の守りは重要なのだ。
　クエスト：ドライズデイル卿は冒険者たちに2つのクエストを与える。
ベンウィックとその取り巻きどもから城塞を守りきることは主要クエ
ストである。門を守りきることは副次クエストである。

　キャラクターたちが門に到着したら遭遇5−17用のマップをセットし、
以下の文章を読み上げること：
　君たちは城塞の外側の門衛所へ急ぐ。
　リザードフォークの戦士たちが壁をよじ登り、城壁の上に立つ戦士た
ちの傍に姿を現し始めている。
　門衛所の内側は巨大な鉄の落とし格子で閉め切られている。壁の上の
ウィンチを使えば、その鉄の門を上げ下げすることができそうなのはす
ぐに見て取れる。
　落とし格子の向こう側に1組の両開きの木製の門扉があり、かんぬき
がかかっている。2本のばかでかい角が厚板を突き刺すたびに、門扉は
大きく震える。壁の向こうからは獣じみた咆哮が響いてくる。門はそう
長く持ちそうにない！　

〈自然〉判定
　難易度9：門扉を突きとおす角の大きさからして、その角の持ち主は
スパイアホーン・ベヒモスに違いない。巨大で危険きわまりない獣で、
これほど恐ろしいクリーチャーにはこれまでついぞ出会ったことはないと
言ってもいい。
　難易度13：スパイアホーン・ベヒモスを馴らすのは困難だ。もしベン
ウィックの軍勢がこのベヒモスを連れているというのなら、彼らはその
獣を魔法で支配しているに違いない。

〈地下探険〉または〈歴史〉判定
　難易度9：木製の門扉が攻撃に耐えられるのはあと1回。落とし格子
ならまだもう少し耐えられるが、もって数回といったところだろう。
　難易度13：落とし格子をベヒモスの上に落とせば、門衛所の中にこ
の獣を釘付けにして、侵入者の多くの経路を塞ぐことができるだろう。

　『遭遇5−17：門を死守せよ』（P.10）へ進むこと。

プレイヤーたちにアドバイスする
　この遭遇におけるよりよい戦術は、ベヒモスに落とし格子を抜けさせ
て殺すか、クリーチャーの上に格子を落として動きを封じた上でこれを
殺すことである。もしキャラクターたちが “ベヒモスに対して落とし格子
を使う必要がある” という情報を得たとしても、プレイヤーにはそれを
ゲーム上でどのように達成すればよいかわからない場合もあり得る。そ
のような場合、彼らに方法を教えるのはいっこうに構わない。詰まると
ころ、プレイヤーにわからずとも（現実に中世風ファンタジー世界に生き
ている）キャラクターには、どうすればいいかわかっているのである。彼
らはウィンチを使って落とし格子を上げる。それから獣の上に格子を落
とそうというのなら、ベヒモスが真下を通過する瞬間に格子を落とすとい
う待機アクションを宣言する必要がある。
　プレイヤーにアドバイスを与える必要が出てくるものとしては、他に、
君が説明したことを彼らが完全には理解していなさそうな場合というも
のもある。例えば、落とし格子によって中庭に閉じ込められたベヒモス
が逃げようとしているのだと勘違いされるような場合である。君は、落と
し格子によってその動きを封じない限り、ベヒモスは城塞の周囲の開け
た空間を走り回っているのだという事実をはっきりさせておかねばなら
ない。

セッション18：
広場の裂け目
　プレイヤーたちに、彼らのキャラクターは戦の角笛を持っており、
これは他の味方たちに影響力を及ぼせるのだということを思い出させ
ること。

　プレイヤーたちの準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　戦の熱気をはらんだ風が正面の門から吹き下ろしてきた瞬間、君たち
は噴水広場で会おうというドライズデイル卿の言葉を思い出した。ちょ
うど噴水広場の方から戦の角笛が鳴り響く。門を守るために衛兵たちも
集まってきている。君たちはもうこの場を離れても大丈夫だ。

　冒険者たちが噴水広場に到着したとき、彼らの目に映るのは、かつ
てベンウィックの家だった建物から敵があふれ出してくるという光景
である。
　『遭遇5−18：迫る脅威』（P.12）へ進め。

セッション19：
戦いの時
　プレイヤーたちに、彼らのキャラクターは戦の角笛を持っており、
これは他の味方たちに影響力を及ぼせるのだということを思い出させ
ること。

　プレイヤーたちの準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　噴水広場での戦闘は鎮静化した。壁や塔の扉のほうからやってきた衛
兵たちが一体を掃討してゆく。戦いの騒音を圧して、君たちは北の方に
竜の咆哮を聞いた―内側の砦にそう遠くない場所だ。

　この戦闘で主に敵となるのは、妹のヴェルマスティクスの死に我を
忘れてやってきた、傷ついたブラック・ドラゴンのイゥルブラクシス
である。彼はこの一戦を宿命的なものと見なしている―殺すか殺さ
れるか、全てか無か。
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セッション20：
広間に群れる蛇
　この最後のセッションで、冒険者たちは城塞の主翼に立てこもっ
たベンウィックと対峙する。ドライズデイル卿を救うというクエス
トについて彼らに思い出させること。
　最後の戦闘に加わる味方の1人が、城塞の代官、ケンドン・ロン
グストライダーである。彼は心の底から傭兵であり、彼のドライズ
デイル卿への忠誠がこの遭遇で問われるのだ。

　プレイヤーたちの準備が整ったら以下の文章を読み上げ、最後の遭
遇を開始すること：
　黒竜イゥルブラクシスは斃され、城塞の守り手たちはどうやら外側
の砦を維持している。しかし、ドライズデイル卿は悪党ベンウィック
に捕虜とされたままである。彼は城塞の中にいるが、助け出すための
時間はもうわずかしかない。

　もしシェンデラが生きていれば、彼女はこれまでのセッションで
彼女がキャラクターたちに渡したアンチヴェノムのことを思い出さ
せてくれる。『遭遇5−20：ベンウィック最後の戦い』（P.16）へ進む
こと。

冒険の終わり
　遭遇5−20の決着がついたら、キャラクターたちは（ベンウィッ
クあるいはケンドンが戦闘中に卿を殺してしまっていないかぎり）
ドライズデイル卿の息を吹き返させようと試みることができる。
　シェンデラが戦闘を生き延びるか、あるいは戦闘中に登場してい
なかったなら、治癒を助ける解毒剤を卿に飲ませてくれる。シェン
デラが死んでいたなら、キャラクターたちは自分たちだけで卿を助
けなければならない（〈治療〉難易度21）。失敗すれば、卿は死ぬ。
　ドライズデイル卿が死んだなら、英雄たちは “卿を救う” というク
エストには失敗したことになる：プレイヤーたちは記録用紙に成功
か失敗かを記録しなければならない。

　冒険者たちが全滅したなら、以下の文章を読み上げること：
　激戦の果て、忌まわしきベンウィックが勝者となる。彼は安息砦を
支配下に置いた―そして間違いなく、城塞を悪の稜堡へと変えてし
まうだろう。もはやできるのは、新たな冒険者たちが呼びかけに答え
て立ちあがり、悪党の長い腕がネンティア谷を越えてしまう前に彼を
倒す日を待ち望むことだけである。

　キャラクターたちが勝者である場合、物語の結末は本章でプレイ
ヤーたちが達成した副次クエストの数によって決まる。プレイヤー
たちはそれぞれ、以下のクエストの1つ以上について失敗か成功か
の結果を得ているだろう。

副次クエスト	 遭遇
門を守りきる	 5 − 17
シェンデラを生き延びさせる	 5 − 19
ドライズデイル卿を救う	 5 − 20

　パーティ全体の失敗と成功を数え上げること。パーティ全体の成
功数が失敗数を上回ったなら、以下の “成功” の項目に進むこと。そ
うでなかった場合は“失敗”に進むこと。

　宝物：キャラクターたちは1人につき110gp、コモンの首スロッ
トの魔法のアイテム（レベル6）1つ、アンコモンの魔法の鎧または
武器または装具（レベル7）1つを得る。ドライズデイル卿が彼らに
これらの魔法のアイテムを賜ったのだ。あるいは彼が死亡していた
場合、キャラクターたちはこの戦利品をベンウィックの亡骸からは
ぎ取ったのである。

成功！
　城塞防衛戦は終結した。ベンウィックの軍勢は破れた。君たちが勝
者なのだ。それからしばらくの間、城塞の住民たちは再建と復興のた
めに働く日々を送る。彼らは君たちを真の英雄としてたたえ、君たち
を国境の守り手と呼ぶ。以降、君たちは安息砦では歓迎され続けるだ
ろう。そうしてこの文明を持つ逞しい人々が城塞を我が家と呼ぶ限り、
君たちの名は記憶され続けるだろう。
　ドライズデイル卿が生き延びたなら、以下の文章を付け加えること：
ドライズデイル卿は君たちの武勇に報い、英雄としての君たちの立場
を揺るがぬものにする。卿が勇猛果敢に我が家を守ってくれた姿を見
て、人々の卿に対する思いはずいぶん良いものとなる。卿は卿で、城
塞で行なわれている様々のことに関心を持ち、そうしてさらなる信用
を得るようになる。卿の統治に人心が寄り添ったことで、城塞は国境
の固い守りとして栄えるのだ。
　ドライズデイル卿が斃れたなら、以下の文章を付け加えること：ドラ
イズデイル卿の死去による空位の期間は長くは続かない。“刃”と名乗
る道徳的とは言い難い冒険者の一団が内側の砦に戻ってきて、城塞の
統治を始める。安息砦は自由奔放の許される場所になり、統治状態は
と言うと「少なくとも完全に文明化されてはいる」という程度になる。
良識ある人々はもっと洗練された場所へと逃げ出す。ともあれ、国境
の城塞はフロンティアの街、そして冒険へ旅立つための場所としては
残っていくのだ。

失敗
　城塞防衛戦は終結した―膨大な代償のもとに。街は廃墟と化し、
住民たちのほとんどは死ぬか大怪我を負って、ここに止まるのは難し
い。城塞の再建を望んでいそうなものはどこにもいない。誰も何もし
なければ、城塞は数ヶ月うちに悪の巣窟となり果てるだろう。
　ドライズデイル卿が生き延びたなら、以下の文章を付け加えること：
ドライズデイル卿は君たちの武勇に報いた上で、統治体制を強化する。
彼はエラティスの信者たちにこの前哨基地に集まるようにと呼びかけ
る。彼はこの地を危険きわまりない “混沌の傷痕”に対抗する軍事基地
にしようと計画しているのだ。城塞はそれでもいくぶんは貿易もする
し冒険者たちに宿の提供もするが、開けっぴろげで寛大な居住地はも
うどこにもない。
　ドライズデイル卿が斃れたなら、以下の文章を付け加えること：ドラ
イズデイル卿の死により、城塞の生き残りはすっかり追い払われてし
まったかに思われた。が、君たちは、かつて城塞を統治し、今また戻っ
てきたという “刃”と名乗る道徳的とは言い難い冒険者たちの噂を耳に
する。城塞の再建には金がかかるだろうから、あそこにいるのは金持
ちの愚か者か、それとも化け物だけだろう。ともあれ、思い出が辛す
ぎるというのでもないかぎり、荒野のただ中に野宿するよりは城塞の
中にいたほうがまだマシというものだ。
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遭遇5−17：門を死守せよ

10

遭遇レベル5（1,196XP）

セットアップ
ヤング・スパイアホーン・ベヒモス（B） 1体
グリーンスケイルの沼の呪い師（M） 1体
グリーンスケイルの戦士（W；下記参照） 24体

　1体以上の冒険者がモンスターたちに対して視線の通る位置に来
るまでモンスターをマップ上に配置しないこと。
　グリーンスケイルの戦士たちはマップ外で戦闘を開始する。彼ら
は3回に渡る波状攻撃を行なう。各ラウンドの最後に、8体の戦士
をマップの端の、“W” 印のついたマス目に置くこと。次のラウンド
の終了時にこれらの戦士たちは自分たちのターンを消費して壁の一
番上までよじ登り、彼らがもといた（訳注：Wで示された）場所には
次の戦士が現れる。その次のラウンドで壁の上の戦士たちは移動し
て攻撃を行ない、次の波が壁の上に到達し、そうして最後の波が地
上に現れる。もし門と落とし格子が両方とも開いていたならこの戦
士たちはそこから入ってくる。
　プレイヤーたちがゲームに慣れていないか、もしくはグリーンス
ケイルの戦士の数を半減させるであろうウィザードがいない場合、
それぞれの側に4体ずつ出現するはずの戦士を2体ずつに減らすこと。

〈看破〉、〈自然〉または〈魔法学〉判定
　難易度15：ベヒモスは沼の呪い師の影響下にある。呪い師を消せ
ばベヒモスを追い払うのもたやすくなるだろう。

（訳注：物語文のほうには落とし格子を使ってベヒモスを壁の下に
閉じ込め、門を塞ぐ作戦に気づくという記述がある。どちらに行く
かはゲームの流れ次第だが、ともあれすべての情報をプレイヤーに
渡すのを忘れないようにすること）

味方
城塞の衛兵（G1〜G6） 6体まで
モグザルハー（オプション）

　キャラクターたちが第2章でモグザルハーの命を助けていたなら、壁
に隣接しているキャラクターに対して以下の文章を読み上げること：
　君の目に映るのは、壁からそう遠くないところで若いカッパー・ド
ラゴンのモグザルハーが周囲を伺っている姿だ。おそらく、君の戦の
角笛に応えてやってきたのだろう。

　キャラクターたちが第4章でヴェルマスティクスの命を助けていたなら、
キャラクターがモグザルハーを呼んだときに以下の文章を読み上げること：
　モグザルハーは戦いに加わるべく飛んでくる。と、突然、より大き
な何ものかが彼女に体当たりをしかけた。黒竜ヴェルマスティクスだ！
　2体のドラゴンは衝突し、きりもみしながら君たちの視界から消え
失せる。

　モグザルハーは戦闘から除外されるが、すでに手負いだったヴェ
ルマスティクスを完全に斃すという仕事は成し遂げる。

戦術
◆ ベヒモスは最初のターンで自動的に外側の門扉をぶち破る。そ

の後、鉄の落とし格子の方向へと移動する。それ以降のターン
では、ベヒモスは落とし格子に対して、あるいは自分の間合い
内にいて自分に攻撃を行なったものに対してダブル・アタック
を使用する。落とし格子を破ったあと、ベヒモスはアクション・
ポイントを使用して中庭に移動し、トランプルを使用する。沼
の呪い師のヒット・ポイントが0以下となり、かつベヒモスが
重傷である場合、ベヒモスは落とし格子によって拘束されたり
中庭に閉じ込められていたりしない限り、逃げ去る。

◆ 沼の呪い師は落とし格子の格子越しに遠隔範囲攻撃のパワーを
使用する。落とし格子が開いていれば、呪い師は中庭に入って
くる。

◆ グリーンスケイルの戦士たちは沼の呪い師が作り出した蔦を
伝って壁をよじ登り、壁の守り手を攻撃する。彼らは（落とし格
子の）ウィンチの制御を奪おうとする。
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鉄の落とし格子
　落とし格子は幅20フィート、高さ15フィートである。エリアに
ついてはマップ上に示されており、ウィンチでつり上げたり降ろし
たりする。
　落とし格子越しに攻撃を行なうことは可能である。落とし格子越
しの近接攻撃および遠隔攻撃は攻撃ロールに−2のペナルティを負
う。
　落とし格子がベヒモスを拘束している場合、他のクリーチャーは
格子が上がっているかのように格子の下を抜けることができる。

鉄の落とし格子
物体
hp：50
AC12；頑健10、反応10、意志―
完全耐性：［死霊］、［精神］、［毒］、強制移動、すべての状態、継続的ダメージ；

抵抗：すべてのダメージに対する抵抗5
標準アクション
ドロップ・ポートカリス／落とし格子を落とす◆無限回
必要条件：落とし格子は上がった位置になければならず、また格子を落とそう
とするクリーチャーがウィンチに隣接していなければならない。
攻撃：隣接する4マス（それらのマスの中にいるクリーチャーすべて）；＋8対“反
応”
ヒット：3d10＋5ダメージ、目標は拘束状態となる（脱出難易度19）。拘束状
態でなくなるまで、目標は落とし格子を攻撃することはできない。
ミス：半減ダメージ、目標は1マス押しやられる。
効果：落とし格子は下がり、上げられるまで攻撃対象となる。

レイズ・ポートカリス／落とし格子を上げる◆無限回
必要条件：落とし格子は下がった位置になければならず、また格子を上げよう
とするクリーチャーがウィンチに隣接していなければならない。
判定（〈運動〉難易度13）：格子は上がる。

このエリアの情報
　明るさ：“明るい”。
　矢狭間つき胸壁：矢狭間は地上のクリーチャーからの遠隔攻撃に
対して遮蔽を提供する。
　藪：藪は“移動困難な地形”である。
　内壁：この壁は垂直な石造りで、高さは20フィートである。よ
じ登るには難易度20の〈運動〉判定を要する。
　梯子：これらの梯子は石にボルト留めされており、登るための〈運
動〉判定は不要である。梯子のてっぺんまで登るには4マスぶんの
移動を要する。
　外壁：壁の外側は沼の呪い師が作り出した蔦に覆われている。壁
の一番上まで登るには8マスぶんの移動を要する。
　宝物：沼の呪い師は5レベル以下のコモンの魔法
のアイテム（プレイヤーの選択による）を1
つ持っている。

結末
　落とし格子が破られたな
ら、キャラクターたちは門を
守りきれなかったことになり、
この副次クエストには失敗す
る。記録シートに成功か失敗
かを記録させること。

ヤング・スパイアホーン・ベヒモス レベル 7　精鋭　暴れ役
超大型・自然・野獣（爬虫類）	 XP600
hp：192；重傷値：96 イニシアチブ：＋5
AC19；頑健20、反応18、意志19 〈知覚〉＋6
移動速度：6
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
標準アクション
m ゴア／角◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：3d6＋7ダメージ。

M ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：このベヒモスはゴアを2回使用する。それぞれの目標は別々でなければ
ならない。

M トランプル／蹂躙◆遭遇毎
効果：このベヒモスは移動速度の2倍までのシフトを行なう。この移動におい
ては敵の接敵面を通過できる。この移動中にある敵の接敵面に初めて入る
たび、その敵に対してゴアを使用できる。

【筋】 19（＋7） 【敏】 14（＋5） 【判】 16（＋6）
【耐】 16（＋6） 【知】 4（±0） 【魅】 9（＋2）
属性：無属性 言語：―

グリーンスケイルの沼の呪い師 レベル 6　制御役（指揮）
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP250
hp：70；重傷値：35 イニシアチブ：＋4
AC19；頑健15、反応14、意志19 〈知覚〉＋7
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）；＋11対AC
ヒット：2d8＋5ダメージ。

A ボグ・クラウド／沼の毒霧（［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発2・5マス以内（爆発内のクリーチャーすべて）；＋9対
“頑健”
ヒット：2d6＋7の［毒］ダメージ。この沼の呪い師の次のターンの終了時まで、
目標は幻惑状態になる。
ミス：この沼の呪い師の次のターンの終了時まで、目標は戦術的優位を与え
る。

A スワンプス・グラスプ／つかみかかる沼地（［区域］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔範囲・爆発2・5マス以内（爆発内の敵すべて）；＋9対“反応”
ヒット：2d6＋4ダメージ、目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）。
ミス：半減ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。
効果：この遭遇の終了時まで、爆発の範囲内は移動困難な区域になる。沼渡
りを持つクリーチャーはこの区域の影響を受けない。

技能：〈運動〉＋10、〈隠密〉＋9、〈自然〉＋12
【筋】 15（＋5） 【敏】 13（＋4） 【判】 19（＋7）
【耐】 14（＋5） 【知】 10（＋3） 【魅】 12（＋4）
属性：無属性 言語：竜語
装備：スピア

グリーンスケイルの戦士 レベル 2　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 31
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：＋3
AC14；頑健15、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
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）；＋7対AC
ヒット：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）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。

技能：〈運動〉＋10、〈自然〉＋8
【筋】 17（＋4） 【敏】 14（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 14（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：スピア、ジャヴェリン3本
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遭遇レベル3（947XP）

セットアップ
グリーンスケイルの戦士（W；下記参照）  6体以上
グリーンスケイルの罠師（T；下記参照）  2体以上
ニードルファング・ドレイクの大群（下記参照） 1体

　マップ上のモンスターたちと味方NPCはすでに戦闘に入っている。

各ラウンドの開始時に：
　“Monster Start Area” に何ものにも占められていないマス目があれ
ば、3体の新たなグリーンスケイルの戦士がベンウィックの家（赤い
屋根の建物）から出現する。出現した戦士は他のグリーンスケイル
の戦士と同じイニシアチブ順で行動する。戦士たちはベンウィック
の家が破壊されるまで（“カタパルトを発射する” を参照）、もしくは
10ラウンドが経過するまで出現し続ける。第3波以降のリザード
フォークたちを倒しても経験点にはならない。

第2ラウンドの開始時に：
　3 体目のグリーンスケイルの罠師がベンウィックの家から現れ、
他の罠師と同じターンに行動する。さらに、罠師と同時に1体のニー
ドルファング・ドレイクの大群が建物から湧き出してくる。この大
群についてはその場でイニシアチブをロールすること。

第3ラウンドの開始時に：
　4番目の罠師が現れ、戦闘に合流する。

パーティがこのエリアに入ったら、以下の文章を読み上げること：
　広場はリザードフォークどもと戦う衛兵たちでいっぱいだ。壁の上
の戦いはめまぐるしいが、カタパルトの周囲は静まりかえっている。
壁の上では兵士たちが数名、指示を求めているようだ。
　ドライズデイル卿の護衛数名が死体となって倒れ、ネットを持った
リザードフォークが2体、その上に仁王立ちしている。ドライズデイ
ル卿の姿はどこにもない。
　衛兵の1人が君たちに叫ぶ「奴らはあの建物から出てきてる！　間違
いなくあの中にトンネルがあるんだ！　塞がなきゃならん！」
　件の建物は、かつてベンウィックの家だったものだ。窓の鎧戸は閉
め切られ、扉はいまや打ち砕かれ、そうして爬虫類どもが次々と飛び
出してくる。

〈地下探険〉または〈歴史〉判定
　難易度13：扉を封鎖したところで敵の出現は止められない。建物
の破壊だけが解決策となる。燃やすのは時間がかかりすぎる。あの家
をたたきつぶすだけの力が要る。
　難易度 20：カタパルトから岩を2つばかり撃ちつければ、ベン
ウィックの家はたたきつぶせる。

味方NPC
衛兵（G1〜G6） 6体まで
フェルディナンド・ロンニック

（オプション）

　キャラクターは壁の上の衛兵
にカタパルトを操作させるため
に次の行動を行なうことができ
る。この行動を行なうことができ
るのは各ラウンドにつき 1 体の
キャラクターのみであり、またそ
の行動は、そのキャラクターの
ターン中に1回しか行なえない。
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標準アクション
m ローンチ・ザ・カタパルト／カタパルト発射◆［無限回］
攻撃：遠隔範囲・爆発1・マップ中の任意の場所（爆発内のクリーチャーす
べて）；＋7対“反応”
ヒット：7ダメージ、目標は伏せ状態になる。
効果：爆発の中心が“ベンウィックの家”上にあった場合、家の半分を破壊する。
家のもう半分も破壊すれば、もはや新たな敵は出現しない（“セットアップ”参
照）

　もしキャラクターたちが第2章でロンニックを生かしておき、第4章で
彼を自由の身にしていたなら、以下の文章を読み上げること。

　広場の反対側にかつてロンニックの家だったものの残骸があり、件
の銀行家がその中に隠れているのを君は見て取った。彼は不安そうだ
が、それでも武器を手にしており、力を貸すようにと命じてもおそら
くは大丈夫だろう。

　キャラクターはフェルディナンド・ロンニックを戦闘に参加する
よう呼ぶことができる。彼は冒険者たちが非常に強いことを身を
もって知っており、逆らうことはない。

戦術
◆ グリーンスケイルの戦士たちは城塞の衛兵たちを殺すことに専念

しているが、だからといって冒険者たちに手を出さないわけで
はない。

◆ グリーンスケイルの罠師たちは “Monster Start Area” に敵を入れな
いようにしておくのに最善を尽くす。

◆ ニードルファング・ドレイクの大群はグリーンスケイルの罠師に別
のことをするように指示されない限り、最も近くにいる敵に対
して攻撃を行なう。

ニードルファング・ドレイクの大群 レベル 2　兵士役
中型・自然・野獣（大群、爬虫類）	 XP125
hp：38；重傷値：19 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健14、反応16、意志13 〈知覚〉＋7
移動速度：7
完全耐性：［恐怖］；抵抗：近接および遠隔攻撃は半減ダメージ；
　脆弱性：近接範囲および遠隔範囲攻撃に対する脆弱性5
特徴
スウォーム・アタック／群がり攻撃：オーラ1

オーラの範囲内で自分のターンを開始した敵は4ダメージを受け、その敵のその
ターンの終了時まで減速状態になる。

スウォーム／大群
大群クリーチャーは他のクリーチャーと同じマスを占めることができる。敵はこ
のクリーチャーの接敵面に入ることができるが、この接敵面内のマスは移動困
難な地形とみなされる。大群クリーチャーを近接攻撃または遠隔攻撃によっ
て押しやる、引き寄せる、横滑りさせることはできない。大群を構成するクリー
チャー1体が通れるだけの隙間があれば、大群クリーチャーはその隙間に“無
理矢理入り込む”ことができる。

標準アクション
m スウォーム・オヴ・ティース／群れなす顎門◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋2ダメージ、伏せ状態の目標に対しては2d6＋2ダメージ。

マイナー・アクション
M プル・ダウン／引き倒し◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋3対“頑健”
ヒット：目標は伏せ状態になる。

【筋】 15（＋3） 【敏】 18（＋5） 【判】 12（＋2）
【耐】 14（＋3） 【知】 2（−3） 【魅】 10（＋1）
属性：無属性 言語：―

このエリアの情報
　明るさ：“明るい”。
　ベンチ／プランター／瓦礫：これらの障害物を含むマス目は “移動
困難な地形”である。
　噴水：噴水は “移動困難な地形” である。噴水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クリーチャーは1
回のセーヴィング・スローを行なわねばならない。失敗すると、そ
のクリーチャーは伏せ状態になる。成功すればその移動は止まる。
　宝物：戦闘が終了したとき、キャラクターたちはドライズデイル
卿の護衛の亡骸から2本のポーション・オヴ・ヒーリングを回収す
ることができる。

グリーンスケイルの戦士 レベル 2　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 31
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：＋3
AC14；頑健15、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
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）；＋7対AC
ヒット：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）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。

技能：〈運動〉＋10、〈自然〉＋8
【筋】 17（＋4） 【敏】 14（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 14（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：スピア、ジャヴェリン3本

グリーンスケイルの罠使い（T） レベル 3　制御役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 150
hp：46；重傷値：23 イニシアチブ：＋5
AC17；頑健14、反応16、意志14 〈知覚〉＋3
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）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。

C ネット・トス／投網（［武器］）◆無限回
必要条件：ネットを使用していること。
攻撃：近接範囲・噴射2（噴射内の敵すべて）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ、目標は動けない状態になる。
ミス：罠使いは目標を、噴射の外のマスまで1マス横滑りさせることができる。

移動アクション
ネット・ドラッグ／網引き◆無限回
効果：罠使いは移動速度ぶんの移動を行ないつつ、自分のネットによって動け
ない状態にしているクリーチャーたちを同じ距離だけ引き寄せる。この移動は、
この罠使いのネットによって動けない状態にされているクリーチャーからは機
会攻撃を誘発しない。

マイナー・アクション
M フェラル・キック／暴れ蹴り◆無限回
必要条件：この罠使いが重傷であること。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：目標を1マス横滑りさせることができる。

技能：〈運動〉＋7、〈隠密〉＋10
【筋】 13（＋2） 【敏】 18（＋5） 【判】 14（＋3）
【耐】 14（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：ネット×3、スピア
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遭遇レベル4（801XP）

セットアップ
イゥルブラクシス、ヤング・ブラック・ドラゴン（Y）
ポイズンスケイルの魔術師（P）  2体
グリーンスケイルの戦士（W；下記参照） 4体

　マップ上にモンスターを配置する。

　第2ラウンドおよび以降の各ラウンドの開始時に：
　もしドラゴンが生きており、そして戦場にいるグリーンスケイル
の戦士が 1 体または 2 体のみになっていた場合、“Monster Start 
Area”に新たなグリーンスケイルの戦士が1体ずつ出現する。この新
たに現れた戦士は他の戦士と同じイニシアチブで行動する。

　プレイヤーたちがキャラクターを“Start area”に配置したら、以下の
文章を読み上げること：
　君たちは内側の砦のすぐ前の広場に到着する。裂かれ、刺され、酸
で焼かれた兵士たちとリザードフォークたちが周囲にばたばたと倒れ
ている。その中にはドライズデイル卿の兵士の中でも最も高度な訓練
を受けたはずの者たちも混ざっている。
　馬ほどの大きさの黒竜が近くの屋根から屋根へと飛び移りながらう
なり声を上げる。リザードフォークたちが広場の周囲に潜み、城塞の
衛兵たちは高台の上でかがみ込んだり、物陰に飛び込んだりしている。
　君たちを目にすると、ドラゴンは吼え「ベンウィックが貴様らのこと
を警告していた」と蛇のようなシュウシュウ言う音の混ざる声で言う。
「いずれにしろ遅すぎたな。ちっぽけな領主殿が今まだ死んでいないと
しても、奴はもうすぐ死ぬのだから」

　キャラクターたちは副次クエストを得る：“ベンウィックの手か
らドライズデイル卿を救う”

味方
衛兵（G1〜G6） 6体まで
シェンデラ、アヴァンドラの女司祭（オプション）

　こちらへ続く小道の一本に、癒し手と見える女性が一人、侍者に
話しかけている姿をキャラクターは目にする。キャラクターは戦の
角笛を用いてシェンデラを戦闘に呼び寄せることができる。

　キャラクターがシェンデラを呼んだら、以下の文章を読み上げること：
　ローブをまとった女性のハーフエルフが1人、広場の端に駆けつけ
てくる。アヴァンドラの女司祭、シェンデラである。「ドライズデイル
卿が毒を盛られて内側の砦に連れて行かれたと、侍者が知らせてくれ
ました。お手伝いします、でも急がなくては！」

　キャラクターたちは副次クエストを得る：“シェンデラを生き延
びさせる”

戦術
◆ イゥルブラクシスは重傷（104ヒット・ポイント）でこの遭遇を開

始する。彼のブレス・ウェポンはチャージ済みであり、また彼
は1点のアクション・ポイントを保持している。彼のアシディッ
ク・ブラッドの特徴は現在有効で、またシュラウド・オヴ・グ
ルームは使用済みのため再チャージが必要である。ドラゴンは
向こう見ずに行動し、敵と対決するために下のマス目に飛び降
りてくる。ブレス・ウェポンを使用する際、イゥルブラクシス
は自分や味方が噴射範囲内に含まれても気にしない。

◆ ポイズンスケイルの魔術師は近接戦闘を避け、離れた場所からの
攻撃を好む。

◆ グリーンスケイルの戦士はドラゴンのブレス・ウェポンに巻き込
まれるのを避けるため、可能な限り遠隔攻撃を行なおうとする。

このエリアの情報
　明るさ：“明るい”。
　矢狭間つき胸壁：胸壁の高さは30フィートであり、登るには難
易度20の〈登攀〉判定を要する。矢狭間は地上のクリーチャーから
の遠隔攻撃に対して遮蔽を提供する。
　ベンチ／箱／カート：これらは“移動困難な地形”である。
　建物：建物の壁を登るには難易度15の〈登攀〉判定を要する。
　梯子：梯子を登るための〈運動〉判定は不要である。20フィート
の梯子のてっぺんまで登るには4マスぶんの移動を要し、10フィー
トの梯子のてっぺんまで登るには2マスぶんの移動を要する。
　演壇：壇上の上に登るのは“移動困難な地形”である。
　屋根：これら単純な斜面は“移動困難な地形”である。
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結末
　この遭遇中にシェンデラが死んだ場合、キャラクターたちは副次
クエストに失敗する。プレイヤーたちに、その成功もしくは失敗に
ついて記録用紙に記録させること。また、ここのプレイヤーに、自
分が担当した城塞の衛兵が生き延びられたかどうか記録させること。
　戦闘終了後、シェンデラは各キャラクターに1本ずつアンチヴェ
ノムをくれる。もしくは同じ数のアンチヴェノムが彼女の亡骸から
見つかる。彼女はまた1人のキャラクターの回復力を1回ぶん回復
させてくれる。

アンチヴェノム
Antivenom／抗毒剤
この水薬はほとんどの毒の効果に抵抗するのを助けてくれる。

錬金術アイテム
パワー（［消費型］）：マイナー・アクション。効果：使用者は遭遇終
了時まで、［毒］効果に対するセーヴィング・スローに＋2のボーナス
を得る。

ポイズンスケイルの魔術師 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
AC14；頑健15、反応13、意志12 〈知覚〉＋4
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）
【耐】 12（＋2） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：ダガー

グリーンスケイルの戦士 レベル 2　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型（爬虫類）、リザードフォーク	 XP 各 31
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：＋3
AC14；頑健15、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
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）；＋7対AC
ヒット：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）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。

技能：〈運動〉＋10、〈自然〉＋8
【筋】 17（＋4） 【敏】 14（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】 14（＋3） 【知】 8（±0） 【魅】 8（±0）
属性：無属性 言語：竜語
装備：スピア、ジャヴェリン3本

イゥルブラクシス、ヤング・ブラック・ドラゴン（Y） レベル 4　単独　奇
襲役
大型・自然・魔獣（水棲、ドラゴン）	 XP437
hp：104（すでに重傷である） イニシアチブ：＋11
AC18、；頑健16、反応18、意志15 〈知覚〉＋9
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：1
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。

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）；＋9対AC
ヒット：2d8＋4ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。
ミス：5［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）；＋9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＋5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）；＋7対“反応”
ヒット：2d8＋3［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、あるいは隣接する味方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）；＋7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5ダメージを受ける。

技能：〈隠密〉＋12
【筋】16（＋5） 【敏】20（＋7） 【判】15（＋4）
【耐】12（＋3） 【知】12（＋3） 【魅】10（＋2）
属性：悪 言語：共通語、竜語
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遭遇レベル6（1,300XP）

セットアップ
ベンウィック（B）
デスラトル・ヴァイパー（V）  2体
スピッティング・コブラ（“戦術”参照） 2体

　キャラクターたちと味方NPCたち（遭遇5−19で生き残った者）
は広間の外側で遭遇を開始する。ケンドンをマップ上に示した位置
に配置すること。パーティが “Start area”に入るまでベンウィックと
蛇たちを配置してはならない。

　プレイヤーたちの準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　プレート・アーマーを着込んだ年老いた人間が1人、大広間へと続
く階段の近くに立っている。広間へ続く両開きの扉は半ば開き、召使
いの亡骸がひとつ、その前に転がっている。
　老人の名はケンドン・ロングストライダー、代官にして衛兵隊長で
ある。彼は静かに君たちを手招きする。
　「来てくれたのだな、神々に感謝だ。悪党は中にいる。ドライズデイ
ル卿は無事であろうか。儂らは急がねばならん」

〈治療〉判定
　難易度13：召使いは蛇に噛まれて死んでいる。

〈看破〉判定
　難易度21：ケンドン・ロングストライダーは君たちを異様に気に
しているようだ。

味方NPC
ケンドン・ロングストライダー、衛兵隊長（K）
シェンデラ、神殿の女司祭（生きていれば）
城塞の衛兵たち（遭遇5−19の生き残り）

　ケンドンは冒険者たちとの同行を望む。衛兵隊長が言うには、彼
はちょうどここに到着したところで、そしてひとつ計画があるとの
こと。彼がなぜ苛立っているのかと疑問を呈すると、自分は単に戦
いで気が立っているだけだと言って、その問いをいなす。この時点
より、彼を味方NPCの1人としてプレイヤーたちに扱わせること。

　パーティが広間に入ったら、以下の文章を読み上げること：
　広間には椅子は1つもないが、テーブルはまだ残っており、その上

には血が飛び散っている。殺された衛兵や召使い
の亡骸が至る所に倒れている。
暖炉と火鉢の中では火が燃え
ている。

　ベンウィックが、ぐったりと倒れたドライズデイル卿を見下ろすよ
うに、ぬっと立っている。君たちが入ってくると彼は目を上げ、顔を
しかめる。朗らかだった表情は悪意一色に塗り替えられている。
　「かくなる上は、友よ、」彼は嘲って言う「ゼヒーアの闇があんたがた
をすっかり取り込むだろうよ！」

戦術
◆ ベンウィックはスネーク・ペレットを使用し、その後、射程内ま

で移動すると攻撃を行なうためにアクション・ポイントを消費
する。今このときこそベンウィックの真価を示すのだ。彼は死
ぬまで戦う。

◆ デスラトル・ヴァイパーたちはベンウィックを守るように移動す
る。そのことでマークやディフェンシヴ・オーラを無視したり、
機会攻撃を誘発することになったとしてもベンウィックの護衛
を優先させる。ベンウィックが死に、彼ら自身が重傷になると、
彼らは逃げる。

◆ スピッティング・コブラは敵に接近されるまでは遠隔攻撃を行な
う。彼らは近接攻撃の間合いから逃れるために柱を登ることも
ある。

不誠実なケンドン
　ケンドンはかつてベンウィックが城塞の統治について示していた
見解を好んでいた。しかし今では、彼は城塞の指揮者が再び返り咲
くことを望んでいる― “刃” の名で知られる冒険者集団あがりの者
たちに。というわけで、彼はこんなことを企んでいる―ベンウィッ
クが負け、そしてドライズデイルも死ねば、ケンドンは “刃” が再び
安息砦を統治するのを助けられるだろう、と。

　第3ラウンドのベンウィックのターンの開始時に、以下の文章を読み
上げること：
　ベンウィックはじろりとケンドンをにらみつけ、そして言う「ロング
ストライダー、こいつらのような馬鹿な真似はよせ。この戦いがどう
なるか、貴様にはわかるだろう。儂に加勢しろ、そうすれば貴様の望
む地位に間違いなくつけてやる」

　ケンドンは心の底から傭兵である。キャラクターの誰かが抗弁し
ない限り、彼はベンウィックの側につく。キャラクター 1名が、ベ
ンウィックの〈はったり〉判定に対して〈威圧〉または〈交渉〉の対抗判
定を行なうことができる。もしキャラクターが勝てば、ケンドンは
冒険者たちの側に止まる。もしベンウィックが勝てば、ケンドンは
キャラクターたちに敵対する。
　ケンドンがキャラクターたちに敵対した場合、キャラクターたち
がベンウィックを殺そうとしていると、ケンドンは逃げるか、ある
いはドライズデイル卿にとどめを刺そうとする。ケンドンがドライ
ズデイル卿を殺そうとする場合は、プレイヤーたちがそれに対して
ケンドンを止める余地があるように行動を進めること。
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ドライズデイル卿
　卿はマップに示すとおり、ベンウィックの近くで気絶している。
戦闘中に卿に対して2回のヒットが与えられると、彼は死ぬ。最初
に彼に対してヒットが与えられたとき、彼の状態が悪化しているこ
とを忘れず説明すること。ドライズデイル卿は毒を盛られており、
そのため治療を受けても目覚めない。

このエリアの情報
　明るさ：“明るい”。
　天井：アーチ天井の高さは20フィートである
　火鉢：火鉢をひっくり返して1体の敵を攻撃することができる

火鉢	 1 回限り／地形パワー
燃え盛る燃料が部屋中に散らばり、触れるものをすべて燃え上がらせる。
マイナー・アクション
必要条件：使用者は火鉢に隣接していなければならない。
効果：使用者が選択した、火鉢に隣接しているクリーチャー1体は継続的［火］ダ

メージ5を被る（セーヴ・終了）。

　暖炉：暖炉は遮断地形である。暖炉のあるマス目に強制移動させ
られたクリーチャーは移動を中止し、［火］ダメージ5を被る。
　家具：これらのマス目は“移動困難な地形”である。
　柱：柱は遮断地形である。
　階段：階段は上るときは“移動困難な地形”である（それ以外は通常
の地形である）。階段は城塞の上階の部屋に続いている。
　テーブル：テーブルの上に登るのは“移動困難な地形”である。

結末
　“冒険の終わり”（P.8）を参照。

ゼヒーアの狂信者ベンウィック（B） レベル 6　精鋭　制御役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP500
hp：140；重傷値：700 イニシアチブ：＋6
AC20；頑健17、反応18、意志19 〈知覚〉＋11
移動速度：7
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
標準アクション
m スネーク・スタッフ／蛇の杖（［毒］、［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ、継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

r サーペンツ・アイズ／蛇眼（［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋10対“意志”
ヒット：2d6＋6の［精神］ダメージ、目標はベンワイックの次のターンの終了時
まで戦術的優位を与える。

M R サイドワインド／ガラガラヘビ戦法◆無限回
効果：ベンウィックは1回の基礎攻撃を行ない、2マスまでのシフトを行ない、
別の目標に1回の基礎攻撃を行なう。

C バイティング・コイルズ／噛み付く蛇群（［毒］）◆再チャージ 5 6
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射内の敵すべて）；＋10対“反応”
ヒット：1d10＋4の［毒］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）。

A スネーク・ペレッツ／蛇呼び◆再チャージ：初めて重傷になった時
効果：遠隔範囲・爆発1・5マス以内。爆発の範囲内の何ものにも占められ
ていない4つのマスに、スピッティング・コブラが1体ずつ出現する。

技能：〈隠密〉＋11、〈看破〉＋11、〈魔法学〉＋9、〈はったり〉＋12
【筋】 12（＋4） 【敏】 16（＋6） 【判】 16（＋6）
【耐】 14（＋5） 【知】 12（＋4） 【魅】 19（＋7）
属性：悪 言語：共通語、竜語
装備：スタッフ、フード付きのローブ、スネーク・ペレット×8

デスラトル・ヴァイパー（V） レベル 5　暴れ役
中型・自然・野獣（爬虫類）	 XP 各 200
hp：75；重傷値：37 イニシアチブ＋6
AC17；頑健16、反応18、意志16 〈知覚〉＋7
移動速度4、登攀4 夜目
特徴
O デスラトル／死の音（［恐怖］）：オーラ2

範囲内の敵はすべての防御値に−2のペナルティを受ける。
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）；＋10対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ。このヴァイパーは同一の目標に2次攻撃を行なう。
　2次攻撃：近接・1；＋8対“頑健”
　ヒット：1d6＋2の［毒］ダメージおよび継続的［毒］ダメージ5（セーヴ・終了）。

【筋】 12（＋3） 【敏】 19（＋6） 【判】 10（＋2）
【耐】 15（＋4） 【知】 2（−2） 【魅】 14（＋4）
属性：無属性 言語：―

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］）◆無限回
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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城塞の衛兵（G1） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

城塞の衛兵（G2） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

城塞の衛兵（G3） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

城塞の衛兵（G4） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

城塞の衛兵（G5） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本

城塞の衛兵（G6） レベル 3　雑魚
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC17；頑健16、反応15、意志14
移動速度：6
標準アクション
m ロングソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：5ダメージ。

r クロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】 16（＋4） 【敏】 12（＋2） 【判】 11（＋1）
【耐】 14（＋3） 【知】 10（＋1） 【魅】 10（＋1）
装備：チェインメイル、ロングソード、クロスボウ、ボルト20本
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教会の女神官シェンデラ レベル 3　指揮役
中型・自然・人型、ハーフエルフ
hp：35；重傷値：17；回復力：1
AC16；頑健14、反応15、意志16
移動速度：6
標準アクション
r セイクリッド・フレイム／聖なる炎（［光輝］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：11［光輝］ダメージ。シェンデラから見える味方1体は、一時的hp4を得
るか、セーヴィング・スローを1回行なうことができる。

C アヴァンドラズ・アイズ／アヴァンドラの瞳（［回復］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発5（爆発内の敵1体）；＋6対“意志”
ヒット：13ダメージ。
効果：シェンデラまたは爆発内の味方1体は回復力を1回ぶん消費することが
でき、さらに追加で4ポイントのhpを回復する。

技能：〈治療〉＋8
【筋】 12（＋2） 【敏】 10（＋1） 【判】 14（＋3）
【耐】 11（＋1） 【知】 14（＋3） 【魅】 17（＋4）
装備：レザー・アーマー、聖印

フェルディナンド・ロンニック レベル 4　撃破役
中型・自然・人型、ヒューマン	 XP：PC一人あたり25消費
hp：41；重傷値：20；回復力：1
AC18；頑健15、反応17、意志16
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）；＋9対AC
ヒット：11ダメージ、目標に対して戦術的優位があるなら13ダメージ。

M スライ・スイッチ／狡猾な入れ替わり（［武器］）◆遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：13ダメージ。
効果：ロンニックは3マスまでのシフトを行なう。そして目標に隣接する味方1体
も3マスまでのシフトを行なえる。

【筋】 11（＋2） 【敏】 18（＋6） 【判】 9（＋1）
【耐】 14（＋4） 【知】 12（＋3） 【魅】 16（＋5）
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード

衛兵隊長ケンドン・ロングストライダー レベル 4　防衛役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：38；重傷値：19；回復力：1
AC20；頑健17、反応15、意志16
移動速度：5
標準アクション
m グレートソード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋7ダメージ。

C ワーリング・ブレード／旋風剣（［武器］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・爆発1（爆発内の敵すべて）；＋9対AC
ヒット：9ダメージ、目標は減速状態になる（セーヴ・終了）。

【筋】 17（＋5） 【敏】 15（＋4） 【判】 13（＋3）
【耐】 14（＋4） 【知】 12（＋3） 【魅】 11（＋2）
装備：プレート・アーマー、グレートソード

モグザルハー、カッパー・ワームリング レベル 4　撃破役
中型・自然・魔獣（ドラゴン）
hp：88；重傷値：44（重傷になると逃走）；回復力：1
AC18；頑健16、反応17、意志15
移動速度：8、飛行10（ホバリング）
抵抗：［酸］5
標準アクション
m バイト／噛みつき（［酸］）◆無限回
効果：モグザルハーは以下の攻撃の前または後に2マスシフトする。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：13［酸］ダメージ。

C ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（［酸］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射4（噴射内のクリーチャーすべて）；＋7対“反応”
ヒット：5［酸］ダメージ。目標は減速状態になり、継続的［酸］ダメージ5を受ける
（セーヴ・両方とも終了）。

【筋】 17（＋5） 【敏】 12（＋3） 【判】 12（＋3）
【耐】 16（＋5） 【知】 10（＋2） 【魅】 14（＋4）
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　国境の城砦はベンウィックとその仲間の鱗持つ軍勢に襲撃
されている。君は味方をかき集め、そして自分自身も戦に備え
なければならない。安息砦が灰燼に帰す前に、君はこの毒蛇の
大禍を押し返し、ベンウィックとその邪悪なる一党を倒せるだ
ろうか？

　『国境の城砦：毒蛇の季節TM』（第5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、3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。

毒蛇の包囲に　
　　立ち向かえ


