
� パーティー・レベル
君がゲームマスター (GM) であるなら、この冒険を実

際に遊ぶために、『d20モダン・ロールプレイング・ゲー
ム ( 以降「d20 モダン」)』が必要である。「チーム・ブ
ラボー： 最初の任務」は、４人の２レベル・キャラク
ターのための短い入門のシナリオである。 任務をスター
トするためには、このモジュール ( マップを含める ) を
プリントアウトするとともに、「８章： 味方と敵」に記
載されているディノニクス ( 肉食性の小型恐竜 ) を登場
させることに慣れておくこと。

背景事情
すぐれた研究者のアーサー・フュルベール博士は、

政府の認可で、軍が使う生物兵器を開発するためここ
数ヶ月の間働いている。最近、彼は大発明をした ― 化
石化した DNA から首尾よくクローン技術によって恐竜
を作り出したのだ。そして町の郊外の彼の研究所で、い
くつかのディノニクス胚をほぼ成熟まで育てた。採用
した DNA の時代と技術に基づいて、フュルベール博士
は安全で、整然とした研究となるように配慮した。研
究の結果として誕生した生物が、生きているけれども
完全に脳は活性化しないと見込んでいたのだ。しかし、
彼は間違っていた。彼が計算違いをしたか、世界に射
していた影が、その生き物の精神を活性化させるに足
る不可思議なエネルギーを与えたのか、その生き物は
先史時代の彼らの祖先が持つ動物の狡猾さを欠損なく
備えていた。完全な成獣になると、彼ら恐竜のような
３匹は目覚め、成長のためのコンテナを打ち壊して脱
走した。フュルベール博士は、恐竜の食餌となること
は免れたが、３匹をを止めることはできなかった。

３匹は都市の中を軽やかに駆け抜け、近くの下水道
で巣窟を設け、餌を探し回り始めた。彼らの体内に仕
込まれた追跡装置を用いて、科学者たちは何とかその
居場所を突き止めた。

フュルベール博士は３匹を捕獲しようとしたが、彼
の侵入に生き物たちは怒り、彼は命からがら研究所の
車で逃げた。フュルベール博士は追い詰められて正気
を失う淵にいた。博士が自ら捕獲できなければ、罪な
き人々を危険にさらした罪で刑務所に入れられ、彼の
研究実績は無に帰すことになってしまうのだから。

研究を続けることができるように、彼はまだ無傷で
３匹を取り戻したいと考えているが、それはたぶん不
可能であることに気が付きつつある。そのためフュル
ベール博士は捕まらないように、生き物から彼に捜査
が及ばないように手を打った。
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概要
PC たちは、" チーム・ブラボー " としての方がよく知

られている、警察の特別な調査部門の一員である。この
部署は、奇異な点のある事件を詳しく調査するために、
警察によって設立された。彼らの最初の任務は、ギャン
グによる暴力事件の奇妙な報告を確認することであっ
た。彼らが現場に到着するシーンで、ところどころが巨
大な動物によってむさぼられたように見える、あまりに
もバラバラになった遺体を見ることになる。その場面に
おける調査で、たった一人の生存者が見つかる。その生
存者は町のチンピラで、恐怖にかられて PC たちに発砲
する。その男を確保して落ち着かせると、友人が人の住
まなくなった建物で、" 野生のトカゲのような獣 " の群
れに襲われ、とっさに物陰に隠れることで、彼だけがど
うにかして逃げ延びたと打ち明ける。

この場面で発見された手掛かりは、PC たちを町の郊
外の研究施設へ導く。そこで PC たちは、研究科学者の
チーフであるアーサー・フュルベール博士に話を聞くこ
とができる。いくらかの追及の後に、フュルベール博士
は恐竜を DNA からクローン技術で生み出し、何体かを
成長させることに成功したと認める（そのうち数体が、
管理しているうち構内からどうにかして脱走したのであ
る。）プロジェクトと彼の失態が明らかになると、フュ
ルベール博士は追及から逃れようとする。逃走する彼を
つかまえるため、市街地の中を疾走する危険なカーチェ
イスが起こる。

科学者が管理下におかれたら、PC たちは市民の安全
を確保するために、残っている恐竜の居場所を突きとめ
て、捕らえるか、殺さなければならない。

君のキャンペーンにおけるチーム・ブラボー
「 チ ー ム・ ブ ラ ボ ー： 最 初 の 任 務 ( 原 題：The 

First Assignment)」は、奇怪な事件の捜査を中心と
した冒険シリーズの第一話である。

君が、PC たちを公的な法執行官として行動させ
るつもりではないのならば、彼らは、真実を捜して
危険な状況にしばしば突入する、私立探偵または超
常現象研究者であるかもしれない。

チーム・ブラボーは、それらのグループの代行を
引き受ける専門のグループかもしれないし、特務局
7 の補佐を担当するグループであるかもしれない。
彼らの通常の職務に加えて、チームはたまに特務局
7 からアドバイス、支援、および仕事の割り当てを
受け取ることができるのだ。その部門からの連絡に
おいては、彼らが提供してくれるサービスについて、
PC たちが口外しないように言うかもしれないし、そ
うしないかもしれない。

導入
GM として、あなたはプレイヤーと彼らのヒーローた

ちをどのように冒険に巻き込むかを最もよく知る。君の
想像力を駆り立てるために以下の冒険への導入を使うこ
とができる。君がマスターをする PC の興味を引くため
に、それらを修正してもよい。

・別の犯罪を捜査する間に、ヒーローたちはこの事件の
最初の犠牲者の死体に出くわす。

・ ヒーローは、裏道に沿って跳躍しているある巨大な獣
をちらりと見る。調査するとすぐに、彼らは最初の犠
牲者の死体を発見する。( あなたがこの種類の導入を
使うならば、冒険の最初のブリーフィングを省略し、
すぐに「1. 殺人現場」にすすめるが、その際には現
場の警官は登場させないこと。)

冒険を開始する
ある、明るく早い朝に、ヒーローたちはブリーフィン

グのために呼び出される。―意外な殺人事件が発生した
ためだ。上司である副官、ミリアム・ダースは呼び出し
た場所で彼らと会う。声を出して以下の情報を読むか、
君自身が説明すること。

設立されたばかりの特務班 " チーム・ブラボー " であ
る君たちは、突然発生した説明できない騒音や行方不明
事件といった案件の調査を担当していた。特務班 " チー
ム・ブラボー " にふさわしいなにかが、この都市に本当
にあるのかどうかと君たちが疑い始めた頃、ブリーフィ
ングのために上司に呼び出された。

君たちが到着すると、上司のダース副官は君たちをブ
リーフィング・ルームに案内し、ドアを閉める。「どう
ぞ座って。」彼女は言った。

「ごめんなさい、こんな要領を得ない短い通知で全員
を呼び出して。でも、私たちは迅速に知らせる必要があ
る、特異な状況を抱えているの。１時間ほど前に、ある
野生動物に襲われたと説明する身元不明の男からの緊急
通報を受けたの。接続状態が非常に悪くて、混じる雑音
のために聞き取りは困難だった。従って、私達は何が起
こったかについて、確信がないの。

「私達は調査のために警官を送り出して、ハイウェイ
の近くにある放棄された倉庫の中で、死体を発見したの。
警官たちは、その遺体が恐ろしいほどバラバラで、－ 
まるで、解体されてから、部分的にむさぼり喰われたか
のように見えるほどだと、報告してきたわ。その遺体が、
緊急通報をしてきた人物であったかどうかは、わからな
い。

「この出来事は、実は今回が最初ではないの。実のと
ころ、１週間以内に報告された凶悪な襲撃事件の４つめ
の報告よ。だけど私達が、調査ができる状態で遺体を発
見することができたのは、これがはじめてなの。

「あなたたちの現場検証と、その動物についての調査
が必要なの。率直に言って、どんな種類の動物が関わっ
ているかを私達がここで決定するには、情報が少なすぎ
るのよ。あなたたちがそれを見つけるなら、バックアッ
プと、そして問題の動物の制圧に必要な要請をするわ。
くれぐれも慎重にね。」

ヒーローたちに、特別になにかを仕入れる時間は与え
られない。－彼らは至急、事件の現場 (1. 殺人現場 ) に
向かうのだ。

1. 殺人現場
この殺人事件は、都市で最も大きなハイウェーの近く

にある、使われなくなった倉庫で起こった。老化し、崩
れかかったこの建物は、落書きと錆びついた金属の部品
によって覆われている。

パトカーと緊急車両が、建物を取り囲んでいる。正面
玄関の外では、警察官がまばらな群衆の中の人々に質問
をしている。（PC によるこれらの市民への質問は、有益
な情報をまったく引き出せない。）　これらの人々は何も
見ていない。； 彼らは視界に警察の車両が停まっている
ことで、単に見に来た野次馬だ。PC たちが警官に身分
を説明すれば、彼らは建物の中に誘導される。

キャラクターが建物に入る時に、声を出して以下を読
むこと。

暗く、陰鬱な倉庫の内部は、外のパトカーのヘッドラ
ンプから洩れる細い光の流れによって仕切られている。
この建物は、ゴミと瓦礫の乱雑なコレクションを除いて
空っぽだ。殺人課の警官と検死官の班長が、ちょうど死
体を袋に入れたばかり ― 死体の輪郭と位置を示す、地
面に描かれたチョークの線が離れた２か所にある。
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これらの警官に質問することで、死体は明らかに町の
若いチンピラのそれであったとわかる。それは内蔵を抜
かれて、半分に引き裂かれていた。死体を隠す努力は一
切されていない。； それは倉庫の床の上の、見えやすい
ところで発見された。

現場の撮影が終わると、他の警察官と公式な人員は彼
らの道具を片づけて、現場を去る。彼らが遺体袋を持ち
去ったことで、PC は床に落ちている小さなホワイトメ
タルのタグ ( 札 ) を見つけることができる (〈視認〉判定
不要）。それは、「Hilberger Tech-X-433.」という文字が
刻まれた、ベアリングの受けの部品のようである。〈研究〉
判定 ( 難易度 10) に成功すると、「ヒルバーガー・テク
ノロジー」という社名のバイオテクノロジー企業が、現
場からそう遠くないところにあることがわかる。

成功した〈調査〉判定によって、ヒーローたちはさ
らに様々なほかの手掛かりを見つけることができるだろ
う。 次の表は手がかりのための判定の難易度を示して
いる。

難易度 〈調査〉判定結果
15 フロアの上に、見たところ大きく強力な

動物によって残された、いくつかの鈎爪の
跡がある。この生き物は明らかに、窓を破っ
て通ったのと同じ手段で犠牲者を引き裂い
た。

20 犠牲者は、見たところ後ろから衝突され、
バラバラにされる前にいくらかの距離を引
きずられた。床の上の、死体の位置から少
し離れた場所に、犠牲者が流したとは見え
ない血が飛び散った跡がある。

25 飛び散り方についての注意深い調査は、
犠牲者の頚静脈が強力な、たった一撃の動
作によって切断されたことを明らかにする。

キャラクターがテストのために奇妙な血のサンプルを
取るならば、それは識別することができない。血液は、
爬虫類と鳥のファクターの混合物のようだということだ
けが分かる。

このシーンを調査している各ヒーローに、建物の中に
いる間、毎分〈聞き耳〉判定 ( 難易度 15）を行わせる。
聞き耳に成功した PC は誰もが、暗い角の壁際に寄せら
れた、55 ガロン・サイズのドラム缶が積まれた影で、
しくしく泣く奇妙な声を聞く。調査によって、積まれた
ドラム缶の後ろで、人間サイズの生き物が何とか身動き
できるほどの、小さな隙間があることが判明する。

ドラム缶の後ろには、デズモンド（最も最近のディノ
ニクスによる襲撃の、唯一の生存者である）という名の、
町のチンピラがいる。目の前で友人が内臓を抜かれるの
を見てしまったことで、デズモンドは非常に強い心理的
外傷を受け、彼はドラム缶の後ろの床の上で縮こまった
状態にある。現場検証の間はかなりうるさい音を立てて
いたので、他の警官たちはデズモンドを発見できなかっ
たのだ。

デズモンドは、誰が話しかけても答えを返さず、恐怖
で身震いして胎児の姿勢でいるままだ。もし近づくなら
ば、デズモンドは罵りながら、まずは所持している銃を
撃ち、それから素手で攻撃してくる。デズモンドは、救
助者を撃退しようとすると同時に、「近づくな、どっか
いけ！」とヒステリックに叫ぶ。彼は目撃したものによっ
て理性を失っており、自分に触れようとする誰かに殺さ
れると信じ込んでいる。

デズモンドの最初の攻撃のすぐあとに、各キャラク
ターに〈真意看破〉判定 ( 難易度 15) をする機会を与え

ること。判定に成功すると、彼が演技しているのではな
く、明らかにショック症状にあることが分かる。

ヒーローたちは、デズモンドを取り押さえるか、狭い
場所から出てくるように説得を試みることができる。後
者の行動を試みているキャラクターは誰もが、交渉判定
をしなくてはならない（デズモンドとヒーローによる対
抗判定）。ヒーローのうち誰であっても、もしデズモン
ドの４以下の達成値の〈交渉〉判定に勝つか、誰も彼を
傷つけようとしないならば、若者は攻撃をやめる。達成
値が５以上の場合は彼は頭にきてしまい、感情を爆発さ
せる。

デズモンド ( ファスト・オーディナリー 2/ タフ・オー
ディナリー 2)： 

脅威度 3; 中型サイズの人型生物； HD2d8+4 およ
び 2d10+4； hp 28; 限界 15； イニシアチブ +2； 移
動速度 30 フィート；防御力 19、接触 18、たちすく
み 19(+2【敏】、+6 クラス、+1 レザー・ジャケット )；
基本攻撃ボーナス +2； 組みつき +3； 攻撃 +4 近接
(1d6+1 非致傷ダメージ、素手攻撃 )；全力攻撃 +4 近接
(1d6+1 非致傷ダメージ、素手攻撃 ) または +4 遠隔 (2d6、
TEC-9)；接触面 5 フィート× 5 フィート；間合い 5 フィー
ト；忠誠 いずれでも可；セーブ 頑健 +4、反応 +4、意
志 +1；AP 0、名声 +0； 【筋】13、【敏】14、【耐】15、【知】
9、【判】12、【魅】10。

職種：犯罪者 ( クラス技能：〈隠れ身〉、〈知識：ストリー
トワイズ〉)。

技能：〈隠れ身〉+6、〈威圧〉+4、〈知識：ストリート
ワイズ〉+4、〈聞き耳〉+5、〈忍び足〉+4、〈職能：犯罪者〉
+3、〈英語の読み書き〉、〈英語会話〉、〈軽業〉+5。

特技： 《拳打》、《回避》、《個人用小火器習熟》、《単純
武器習熟》、《ストリートファイト》。

所持品： TEC-9（9mm マシン・ピストル）、レザー・
ジャケット。

戦術：どのような形であろうと攻撃されるか脅かされ
ているならば、デズモンドは急いで空のドラム缶に近づ
き、そしてそれらを前にひっくり返し、20 フィート半
径のエリアを占める。落ちるドラム缶は、その範囲内に
いるクリーチャーに、2d6 ポイントのダメージを与える。
( 反応セーブで回避可。難易度 15)。彼は素手で攻撃する。
万一、火器を誰かが彼に向けたなら、彼もピストルを抜
く。ともかく、制圧されるか戦闘不能にされるまで、彼
は支離滅裂にどなり、わめく。

もしデズモンドが生きたまま捕らえられれば、彼は最
終的には落ち着き、彼の見たことを話す。彼と友人のリ
コ、つまり犠牲者はちょうど誰かの財布を盗み、犯行現
場から逃走していた。彼ら２人が倉庫地区に入ったとき、
奇妙なトカゲのような獣が、巨大な鈎爪で彼らを襲った
のだという。リコが獣によって引き倒され、引き裂かれ
た時に、ちょうど彼は倉庫に滑り込んだ。デズモンドは
恐ろしくなってドラム缶の後ろに隠れ、警察がやってき
たときに獣はするりと逃げていったという。

ヒーローがヒルバーガーテクノロジーにある糸口を追
求しようとする時には、「2. ヒルバーガーテクノロジー」
へ進むこと。

2. ヒルバーガーテクノロジー
殺人現場において収集した情報から推論を組み立て

て、ヒーローたちは結果としてヒルバーガーテクノロ
ジーへ向かうよう、道筋があるようにうまく誘導する。
建物は小さく、それがどのような企業の所有であかるか
を示す小さい看板があるだけで、郊外に建てられる一般
的な見栄えの施設である。駐車場には数台だけ車があり、
目につく歩行者もいない。

彼らが建物に入っていくと、若く、横柄な受付嬢 (「d20
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モダン」に掲載されている " 低レベル・政治家 " のオー
ディナリーの雛型を使用 ) が対応する。彼女は最初のう
ち、責任者がいないため拒否するが、プレイヤーたちが
粘ると彼女は結局、フュルベール博士を呼んで、キャラ
クターたちと話してもらおうとする。彼が到着する時に、
声を出して以下を読むこと。

フュルベール博士は背が高く、ぼさぼさの髪と伝播し
そうな微笑みをした細身の男である。彼の白衣のポケッ
トは、ペンと鉛筆によって膨らんでしまっているし、書
類を何枚も挟んだクリップボードを携えている。

「こんにちは、私がフュルベールです。」と彼は愛想よ
く言う。

「少々問題があることは理解していますが、なにかお
手伝いできますかね？」

1. 殺人現場 において発見されたタグ ( 札 ) について質
問されたなら、彼はそのタグが会社のものであることは
認めるが、それがどのようにして施設の外に持ち出され
たかについては、知らないと主張する。もし殺人事件に
ついて話を聞かされると、彼は心底心配する様子で、彼
の施設において提供できることであれば、なんでも協力
すると言う。

彼の仕事について尋ねるなら、フュルベール博士は、
生物工学と動物のクローンについての研究をしており、
そのため政府から企業に補助金が出ていることを説明す
る。ヒーローが、彼の研究所で行っている研究について
質問させてほしいと言うなら、彼はヒーローたちを、施
設内に招き、自ら見るように要請する。

〈真意看破〉判定 ( 直感 : 難易度 20) に成功すると、
この科学者が会話の中でいくつか、なにかしらの隠し事
をしていることがわかる。

フュルベール博士がキャラクターを試験室につれて
行ったら、以下を読むこと。

無個性な建物の造りとは対照的に、最先端の実験室施
設との印象を与える。顕微鏡、医療機器、化学薬品、お
よび液体窒素のタンクが広い部屋を占めている。テーブ
ルの上で一列に並べられた３つの小さな電子機器が、か
すかなビーッという電子音を発している。

バイオハザード警告が取り付けられたコンテナの大き
な金属ドアの前で、「ここが、私達の仕事場です。」とフュ
ルベール博士は言う。内部のかすかな緑色の光だけが、
側面に設けられた窓から漏れている。

「あなたがたに見ていただく、ここで行っている私達
の研究は、まったくエキサイティングなんですよ。」

彼は金属ドアをあけて、君たちを薄暗く照らされた巨
大な部屋に案内する。金属ドアとは反対側の壁の上の方
に、緑がかった液体で満たされた４つの大きなチューブ
がある。透明な部分から中が見えるチューブのうち３つ
は空だったが、４番目の管の中に、冬ごもりしている、
ある種の恐竜に似ているか似ていないかといった印象
の、大きな獣が浮かんでいる。

「驚異的な生き物だと思わないかね？」
と、金属ドアのところに立って、フュルベール博士は

君たちに言った。
「それらをクローン技術で生み出すのには、適切な

DNA のサンプルを用意するのに数年かかった。私は、脱
走したものを捕獲することを望んでいたけれども、あな
たたちの訪問は、私の計画をダメにしてしまった。申し
訳ないね、捜査員諸君。」

金属ドアが閉まり始めたと同時に、フュルベール博士
は、運動しない研究職の人間とは思えない電撃的な速さ
で、ドアのコントロールを操作した。

ヒーローたちが、彼を止めるか、ドアが閉まることを
防ぐ方法を持たない限り、フュルベール博士は逃走し、
ドアは油圧の歯擦音をたてて、外に出た博士の背後でバ

タンと閉まる。彼がコントロールパネルに到達して４番
目のチューブを作動させ、緑がかったねばつくものに浮
かぶディノニクスを目覚めさせ、チューブから出るよう
指示を完了するのに１ラウンドかかる。この獣が完全に
目覚めてから、コンテナから脱出するのには１ラウンド
を必要とする。その後、獣はまだ部屋にいる者なら誰で
も攻撃し始める。

ロックされた金属ドアを内側から開けるには、〈装置
無力化〉判定 ( 難易度 25）に成功するか、【筋】判定 ( 難
易度 35) に成功する必要がある。あるいは、ヒーローた
ちは窓の強化ガラス ( 硬度３、hp15) を破壊し、その窓
を通って主研究室に戻る ( コンテナを出る ) ことができ
る。

 
ディノニクス (1)：hp 32. 「d20モダン」P.233 を参照。

戦術：ディノニクスは、目覚めた後に方向感覚を失う
ので、単に近くにいるものならば、何でも激しく攻撃す
る。それは死ぬまで戦う。

戦闘の間に、それぞれのヒーローは１ラウンドごとに
１回の〈視認〉判定 ( 難易度 15) を試みることができる。
最初に成功した PC は窓ごしに、テーブルから電子音を
発している電子機器の１つをつかみ、ドアの外に逃げて
いくフュルベール博士を見る。このアイテムはフュル
ベール博士が、ディノニクスが成長する間に体の中に埋
め込んだ電波発信機に合わせて調整された。２つ残って
いる探知装置は、逃げ出した爬虫類を追跡することがで
きる。

ヒーローたちが、10 ラウンド以内にクローン室を出
て窓の外を見るならば、フュルベール博士を乗せた車が、
駐車場から出ていくのを目撃する。ヒーローたちが、彼
を追跡すると決めた際には、「3. 追跡」に進む。

3. 追跡
フュルベール博士が施設を脱出する時には、彼はまっ

すぐに自分の車に直行し、ディノニクスを探すために出
発する。

彼は、他の車に紛れながらも、ハイウェーにできるだ
け早く出ようと試みる。受付嬢の姿はどこにも見えない。

ヒーローが彼を追跡するならば、「d20 モダン」の中
で説明されている、カーチェイスのルールを使うこと。
ヒーローの誰かが、彼のそばに近づくことができた場合、
フュルベール博士は追跡を妨害するために、車から数発
の弾丸を発射する。彼は他の車の陰に逃れたり、急ハン
ドルを切ったりすることで、できる限り被害を増大させ
て振り切ろうとする。

ヒーローがフュルベール博士の車を停止させて彼を拘
束するか、彼が、残っているディノニクスが隠れている
下水道への入口に到着すると、追跡は終わる。ヒーロー
たちに質問されれば、科学者は敗北を認めて、電波発信
機 ( サイド・バーを参照。) によってどのようにディノ
ニクスを追跡するかを含め、すべてを話す。

彼が万一、雨水用の下水道の入口に（ヒーローより先
に）たどり着いたら、ディノニクスがまた人を殺す前に
見つけ出して射殺しようと、彼は所持している銃と追跡
装置を頼りに中に入る。

アーサー・フュルベール博士： スマート・ヒーロー 4； 
脅威度 4; 中型サイズの人型生物；HD 4d6; hp 17; 限界
10； イニシアチブ +1； 移動速度 30 フィート；防御力
12、接触 12、たちすくみ 11(+1【敏】、+1 クラス )；基
本攻撃ボーナス +2； 組みつき +2； 攻撃 +2 近接 (1d3
非致傷ダメージ、素手攻撃 )；全力攻撃 +2 近接 (1d3 非
致傷ダメージ、素手攻撃)または+3個の遠隔(2d6、グロッ
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ク 20)；接触面 5 フィート× 5 フィート；間合い 5 フィー
ト；忠誠 科学；セーブ 頑健 +1、反応 +2、意志 +3；AP 0、
名声 +2；【筋】10、【敏】12、【耐】10、【知】17、【判】
13、【魅】10。

職種：学者 ( ボーナス・クラス技能：〈知識：地球と
生命科学〉、〈知識：科学技術〉、〈研究〉)。

技能： 〈コンピューター使用〉+10、〈製作：化学〉+8、〈製
作：電子〉+10、〈製作：薬剤〉+12、〈解読〉+8、〈運転〉
+10、〈知識：行動科学〉+9、〈知識：地球と生命科学〉
+15、〈知識：科学技術〉+9、〈職能〉+8、〈英語の読み書き〉、

〈研究〉+12、〈捜索〉+9、〈英語会話〉、〈視認〉+4、〈負
傷治療〉+6。

才能 ( スマート・ヒーロー )： 学者 (〈知識：地球と
生命科学〉)、弱点攻撃。

特技： 《教養》(〈知識：行動科学〉、〈知識：地球と
生命科学〉)《医療の達人》、《個人用小火器習熟》、《単
純武器習熟》、《学究》、《運転の達人》。

所持品：グロック 20(10mm 弾自動ローダ )、2 つの
特別なクリップ、コンシールド・キャリー・ピストル、
小火器ライセンス、BMW M3( スポーツクーペ )、白衣。

フュルベール博士について行くのか、または電波発信
機のシグナルを追跡したかどうかに関わらず、PC が下
水道の入口に到着した時には「4. 下水道」 へ進むこと。

4. 下水道
脱走した３匹のディノニクスは、この下水道でどうに

かして巣作りし、最も最近に殺害して食べたものを、そ
こへ帰ってきてからゆっくりと消化することができる。
ディノニクスは、下水道に入ってくる者は誰であれ攻撃
し、その際には最大限有利な戦術をとる。

ヒーローたちは、フュルベール博士を追跡した結果か、
博士を捕えることに成功し、質問して引き出した博士の
案内に従って、ここに到着することができるだろう。

A. 入口
このエリアはマップの上で描かれた鉄格子の位置と一

致している。PC たちが下水道の入口を捜しはじめる時
に、声を出して以下を読むこと。

雨水用下水道への入口は、塩っぽい水で満たされた排
出口にある。入口を塞いでいるはずの鉄格子には、部分
的にこじ開けられて人が通って降りていくのに十分な、
大きな穴が開けられている。

〈視認〉判定 ( 難易度 10）に成功すると、鉄格子の
鉄棒が力づくで曲げられていると判明する。たくさんの
引っかき傷が、コンクリートと金属に残っている。

B. 長いトンネル
PC が鉄格子を通り過ぎる時に、声を出して以下を読

む。

メイン・トンネルは暗闇の中に続いている。ここの水
は深さが膝まであり、動きを遅くするうえ、騒々しい。
離れたところから、低い方へ流れる奔流の音が聞こえる。

水の中の移動力は半分になる。トンネルは真っ暗なの
で、視界を確保するためには懐中電燈か、または他の光
源が必要である (1/2 隠蔽 )。

入口から百ヤードほど進むと、トンネルは 50 ヤード
ごとに曲がって方向を変える。【判断力】判定 ( 難易度
15）に成功することで、この場所の傾きから、トンネル
が下り坂になっていることが分かる ( それによって、な
ぜ前方の方が水流が早いのかの説明となるだろう )。こ
こには深い暗流があり、水を押しわけて行く各キャラク
ターは、各自の頭を水面上に保つために〈水泳〉判定 ( 難
易度 20）に成功しなくてはならず、この〈水泳〉判定
は必要なすべてのラウンドに行わなければならない。最

初の角の直後に、水の下の床が 10 フィート× 10 フィー
トのピット（穴）になっている場所がある ( 反射セーヴ、
難易度 15 で回避 )。穴に落ちるか、必要とされている〈水
泳〉判定に失敗した PC は誰でも溺れはじめる ( 窒息と
溺死、「d20 モダン」P.213 参照 )。

追跡装置を使う。
フュルベール博士は追跡用の発信機をディノニク

スのそれぞれに埋め込んだ。彼は、恐竜を追跡するこ
とを可能にする３つの追跡装置（研究所で彼があとに
残した彼の所有のものと２つ）を持っている。

〈コンピューター使用〉判定 ( 難易度 10) に成功す
ると、具体的な距離はわからないが、最も近いディノ
ニクスのいる方向がわかる。追跡装置（硬度１、hp
２）は、機器を操作する間に、２ラウンドを越えて水
に浸されていると、ショートして壊れてしまう（〈修理〉
判定 ( 難易度 15)）。

C. 十字路
利口なディノニクスは水を押しわけて進むヒーローた

ちを感知し、彼らのために罠をかける。クリーチャーの
うち２匹は、それぞれトンネル（マップの上の Xs によっ
て示される）の両側で、水の中に沈んで身を潜めている。
３匹のうちのもう１匹は、ヒーローたちが来る側のトン
ネルの縁に沿った水中に潜んでいる。（水の中にいるた
め〈隠れ身〉+9 ボーナス）

クリーチャーを発見しないまま、PC たちがこの地点
へ到着したら、声を出して以下を読むこと。

あと百フィートかそこらで、トンネルは十字路に到る。
水は現在は腰までの高さまであり、その中を動くことを
よりいっそう難しくしている。君たちが立てる音と、前
方からと思われる奔流の音、それ以外はトンネルは死ん
だように静かである。突然、君たちの周囲の水が巻き上
がり、２匹のディノニクスの頭が出現して襲い掛かって
きた。

ディノニクス (3)：hp 31、 33、 35。（「d20 モダン」
P.233 参照。）

戦術：２匹のディノニクスは悪意をもって攻撃してき
て、死ぬまで戦う。３匹目は、最もよい機会を待って攻
撃を行う。

ヒーローの誰かが退却しようとするならば、それは直
ちに（潜んでいる水中から）出現し、攻撃する。

解決
ヒーローたちが下水道でディノニクスを倒したら、彼

らは研究所へ戻り、もし必要であればフュルベール博士
とヒルバーガーの研究成果について、より多くを発見で
きる。〈捜索〉判定 ( 難易度 10）に成功すると、フュルベー
ル博士のプロジェクトを説明する、コンピュータのファ
イルを発見できる。実際に彼は軍隊へ提供するための、
生物兵器を作るため、DNA を含有している化石のサン
プルから、恐竜をクローン技術で生み出す研究に取り組
んでいた。彼の仕事は予想よりうまく進展し、強制的な
成長技術を駆使して４匹の試作を作り出した。研究の書
類ファイルは同時に、脳死状態のクリーチャーを生み出
す彼の最善の努力にもかかわらず、ディノニクスが本来
の思考力を獲得してしていたことも明らかにする。目覚
めたことで、ディノニクス３匹は彼らを閉じ込めていた
檻を破壊して抜け出した。フュルベール博士は、ディノ
ニクスたちからどうにかして隠れたけれども、彼らが屋
外へ出ることは妨げなかった。彼は迅速にディノニクス
の脱走を隠ぺいし、クリーチャーの捕獲を試みたけれど
も失敗した。そのあと博士はニュースを見た。そして彼
は、ディノニクスによる殺害事件が発生するたびに ( 露
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呈することを恐れて ) 恐怖が増大していくことをメモに
書き留めていた。

さらなる冒険
必要に応じてより多くの(ディノニクスの入っている)

チューブを研究所に追加して、フュルベール博士が実際
作成したディノニクスの数を変えるのは容易だ。ヒー
ローたちが下水道で、どうにかして ( 元から指定された
数の ) ディノニクスを打ち破った場合、犠牲者を求めて
より多くのディノニクスが都市周辺で潜伏していること
にしてもいいだろう。

ヒルバーガー・テクノロジー社のさらなる調査は、ま
たより多くの情報を明らかにするかもしれない。フュル
ベール博士が、より大きく、より劣った見本を含めて、
ディノニクスの追加のタイプを、クローン技術で生み出
していたことにすることもできる。

作者について
エ リ ッ ク・ ケ イ グ ル は、Wizards of the Coast の

Roleplaying Games R&D 部門に関係したフリーランス
のゲームデザイナーである。 最近の作品には『D&D
武 器・ 装 備 ガ イ ド 』、『Fiend Folio( 未 訳 )』、『the Star 
Wars Roleplaying Game』のためのデザインワーク、お
よび『d20 モダン・ロールプレイング・ゲーム』のた
めの『URBAN ARCANA Campaign Setting( 未訳 )』を含
む。 彼は "DRAGON(R) magazine" と "the DUNGEONS & 
DRAGONS website" の両方で頻繁に執筆している。

日本語版について
「チーム・ブラボー：最初の任務」は、Wizards of the 

Coast の "d20 Modern Roleplaying Game Official Home 
Page" の う ち、"d20 Modern Adventures Archive" か ら
ダウンロードすることができる、"Team Bravo: The First 
Assignment" を日本語訳したものです。

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

株式会社ホビージャパン  輸入ゲーム事業課

Credits
Design:   Eric Cagle
Editing:  Penny Williams
Typesetting:  Nancy Walker
Cartography:  Rob Lazzaretti
Web Production:  Julia Martin
Web Development: Mark A. Jindra
Graphic Design:  Cynthia Fliege
Playtesting:  Joshua Bentley, Adam Conus,
  Dave McGee

This d20™ game system uses mechanics developed 
forthe new DUNGEONS & DRAGONS® game by 
Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich 
Baker, and Peter Adkison. This game also uses 
mechanics developed for the Psionics Handbook by 
Bruce R. Cordell, the Call of Cthulhu® Roleplaying 
Game  by Monte Cook and John Tynes, and the Star 
Wars ® Roleplaying Game  by Bill Slavicsek, Andy 
Collins, and JD Wiker.

D20 MODERN, D&D, and DUNGEONS & DRAGONS 
are registered trademarks, and d20 and the d20 
System logo are trademarks owned by Wizards 
of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All 
Wizards characters, character names, and the 
distinctive likenesses thereof are trademarks 
owned by Wizards of the Coast, Inc.

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, Inc.

This product is a work of fiction. Any similarity 
to actual people, organizations, places, or events is 
purely coincidental.

This Wizards of the Coast game product 
contains no Open Game Content. No portion of 
this work may be reproduced in any form without 
written permission. To learn more about the Open 
Gaming License and the d20 System License, 
please visit

www.wizards.com/d20

© 2003 Wizards of the Coast, Inc.
All rights reserved. Made in the U.S.A.

Visit our website at
www.wizards.com/d20modern

Japanese edition
Editor/Translation:  Akira Ueda
Supervisor: Eiji Nakabayashi

HobbyJAPAN CO.,LTD  Import Game Division
http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/


