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バルダーズ・ゲート市は内乱の瀬戸際にある。市はさながら湯気
いる。これにただ一滴の不穏を投じれば、鍋はたちまち煮えくり返
3 つの街に分たれている。富者は中産階級の手の届かない丘の上に
住む。中産階級の住みかは斜面にしがみつくように建っており、彼
らは文字通りの意味でも社会的な意味でも、その分を越えて “上に
昇る” ことはできないのである。そうして市壁の外にはまともな市
民と認められない者たちが住んでいる。彼らの暮しに法はない。あ
るとすれば盗賊の短剣によって強制される法だけである。
火薬樽も同然のこの街で、古い脅威がいま新しく生れ出ようとし
ている。殺害された神の計画がついに実を結び、暗殺者の神を再生
させる。ベハルは再び生命を得る。かつてベハルの再生を妨げた都
市にあって、3 人の有力な人物が、自分ではまったく気づかぬまま、
ベハル復活の先触れになるべく争うことになる。

D&D エンカウンターズとの連結方法
このセッションは来るべきD&Dエンカウンターズ・シーズン
『殺戮のバ
ルダーズ・ゲート』へのジャンプ台である。このアドベンチャーを最後まで
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遊んだプレイヤーは、ここで使ったキャラクターをエンカウンターズ・シー
ズンに持ちこんで差し支えない。

一方のアブデルは、「私の知る限り、私こそが命ある最後の “ベハ



この時にあって、英雄たちは都市を自壊から救うことができるで
あろうか。ベハルが最も有力なる市民の 1 人の精神と魂をわがもの

ルの落し子” だ。そしてベハルは目覚めていない。ということは、

とするのを、英雄たちは食い止め得るであろうか。あるいはまた、

殺戮の神ベハルは、もはや完全に死んだのだ」と思いこんでいる。

英雄たちがわれこそ勝利者となろうとして戦った結果、ベハルの恩

彼はこれから、自分がどんなにひどく間違っていたかを知ることに

寵が英雄たちの 1 人に下ることがあるだろうか。

なるだろう。

何事も定かでない中に、1 つ定かなことがある――この街に血の
雨が降るだろう。

そしてキャラクターたちはこの事件において自らの手を血で染め、
敵を 1 人殺すたびに、着実にベハルの帰還の準備をすることになる
……

背景
“災厄の時” と呼ばれる時代、神々は超越神エイオーによって傲慢

アドベンチャーの概要

に対する罰を受け、天を追われて地上を歩んだ。殺戮の神にして暗

このプレイ・セッションはゆったりと始まるが、ひとたび事が起

殺者の神なるベハルは、この時代にあって自分自身が殺害されてし

るとプレイヤーは “いろんなことが俺たちに制御しきれなくなって

まった。だが彼は己の死を予見していた。用意周到なベハルは、定

いる” という感を受けるであろう。“広場”（これは市内で一番広い開

命の姿となって多くの定命のクリーチャーと交わり、子をなした。

けた場所で、市で唯一の露天市場でもある）のまん中で戦闘が起き、

子が 1 人生れるごとに、彼の神性の精髄は薄く薄く広がっていった。

広場の大群集は事件のなりゆき次第であちら、またこちらへ雪崩れ

ベハルの死後、“ベハルの落し子” たちは、死の夢に悩まされ、自分

てゆく。広場の周りの街路には、住人やおのぼりさんがすし詰めに

に不思議な力が備わっていることに気づきつつ成長していった。彼

なっている。事件現場のすぐそばにいた人々が逃げ出そうとして押

らは成人以後、ほとんど加齢の効果を受けなかった。しかして “ベ

しあう一方、危険から遠くにいる連中は野次馬根性で現場に近づこ

ハルの落し子” が 1 人殺されるたびに（兄弟姉妹によって殺されるこ

うとする（P.7 の『群集の処理』を参照）。

ともしばしばあった）、ベハルの神性は、まだ生き残っている兄弟
姉妹の中に、しだいしだいに濃縮されてゆくのだった。
“ベハルの落し子” の 1 人、名をアブデル・エイドリアンという男
は、父から殺人を好む性情を受け継いでいながら、それに耐えた。
成人して旅に出た。自分の兄弟姉妹や、ベハルの再生を支配下に置
きベハルの力を吸いあげようとする輩の、過ちを正すための旅に。
彼の戦いの多くはバルダーズ・ゲート市内および近郊で起きた。こ

このアドベンチャーには以下のイベントが含まれる。
バルダーズ・ゲート到着：英雄たちは旅人として街にやって来る。
時あたかも創立記念日の祝いの最中。
1. 泥棒！：キャラクターたちは “広場” に着き、市の指導者たちの
演説中、人ごみの中でスリどもが仕事をするのを目にする。
2. 人殺し！：付近の建物の屋上に身を潜めていた、クロスボウを
手にした暗殺者たちが、群集を攻撃する。

のためバルダーズ・ゲートはエイドリアンにとってある種、故郷の

3. 殺人鬼！：クロスボウ使いの連中は、単独で行動していたわけ

ようなものとなり、市民はエイドリアンを “われらが英雄” と見なし

ではなかった。衛兵隊が暗殺者を捕捉すべく建物のほうへ動いたと

た。やがてエイドリアンは市に住みつき、“燃える拳” と呼ばれる傭

ころで、群集にまぎれこんでいた者たちが、人々を手あたりしだい

兵軍の長に就任し、終身の公爵に選ばれた。エイドリアンは神の血

皆殺しにしようとする。

をひくゆえに長命を保った。だが、それは彼の生き残ったただ 1 人

4. 暗殺者！：この大混乱のすべてが、ヴィーカングがアブデルに

の兄弟、ヴィーカングにしても同じことだった。2 人はずっと昔に

近づくための陽動だった。ヴィーカングとアブデルが戦うなか、群

少しだけ会ったことがあった。そのころヴィーカングはすぐにカッ

集のうちの数人が、ヴィーカングの護衛という正体をあらわにして、

となるロクでなしだった。だが数十年にわたって暗殺をかいくぐり、

PC たちの前に立ちはだかる。

企みを巡らす “ベハルの落し子” らと戦ってきた結果、ヴィーカング

5. 変貌：アブデルまたはヴィーカングが死ぬと、ヴィーカングの

の殺人衝動は剃刀のように研ぎ澄まされている。いまや彼はバル

一味のうちの生き残りはみな攻撃の手を止める。人々が静まりか

ダーズ・ゲートに至って、最後の決着をつけようとしている――そ

えったその時、最後に残った “ベハルの落し子” は恐るべき変貌をと

れがいかなる決着であろうと。して、ヴィーカングはこの街に数人

げ、そして人々を殺しはじめる。

の仲間を伴って来た。“ヴィーカングがアブデルを殺して神となっ

6. 招待：戦闘がとうとう本当に片付くと、英雄たちはやんやの喝

たなら、おれたちも手あつい褒美をもらえるぞ” と信じる暗殺者ど

采を受ける。3 人の人物が一行に接触をはかる。いずれも市の重要

も、ならず者どもを。

人物である。一行が誰の誘いに応じるかによってバルダーズ・ゲー
トの運命は大きく変る。

小説やコンピュータ・ゲームでの
バルダーズ・ゲート
このアドベンチャーの前にあたるできごとの多くは、過去のD&D 小説
やコンピュータ・ゲームから材を得ている。小 説『Baldur’ s Gate』
、
『Baldur’ s Gate II: Shadows of Amn』
、
『Baldur’ s Gate II: Throne
of Bhaal』は Audible.comでオーディオブックとして入手できる。また、
過 去 の で きごとの 一 部 は コンピュー タ・ゲーム
『Baldur’ s Gate:
Enhanced Edition』でもプレイできる
（これは現在 PC およびタブレット
端末版が入手可能であり、日本語に対応もしている）
。さらなるニュース
や情報は BaldursGate.comを参照されたい。

主要キャラクター
以下の NPC はこのアドベンチャーで登場し、
『殺戮のバルダーズ・
ゲート』全体で重要な役割を演じる。彼らの多くはこのアドベン
チャーでは顔見せ程度の出番しかないが、DM が彼らのロールプレ
イをする必要が生じた時には、以下の情報が役立つであろう。
ディラード・ポーティア大公爵：バルダーズ・ゲートは建市以来
ずっと、選挙で 4 人の指導者を選んできた。これらの指導者は “公爵”
の称号を受け、終身その位に就くことになっていた。4 人の公はい
ずれも行政において同等の発言権を有するのであった。だがヴァ
ラーケンという公がクーデターをくわだてて以来、この構造は変っ
た。今では貴族主体の議会が公を選び、公のうち 1 人が大公爵位を
受ける。四公会議が何らかの議題に関して賛否同数となった時は大
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トーリン・シルヴァーシールド公

公爵が決定を下す権限を有する。

アブデルはしばらくキャンドルキープで瞑想のうちに日を送って

当今の大公爵ディラード・ポーティアは、ヴァラーケンのクーデ

いたが、やがて第二の故郷バルダーズ・ゲートに移り住んだ。“燃

ターを生き延びた人物。背が低く太った 60 代の男性である。昔は

える拳” 傭兵団に一兵卒として加わり、すみやかに “ブレイズ”（上級

黒かった髪は今は灰色で薄くなっているが、見栄というよりむしろ

士官）の位にのぼった。“燃える拳”の団長であった先の大公爵がヴァ

習慣から、使い古したカツラをかぶっている。大公爵は争いを好ま

ラーケンのクーデターで命を落すと、アブデルが団長となり、選ば

ず、面倒事は避けて通る。指導者としては風見鶏的で、その時々の

れて公爵の 1 人となった。

風しだいで動く。
アブデル・エイドリアン公：バルダーズ・ゲートの誰に聞いても、

4

“ブレイズ”アルダー・レイヴンガード

このアドベンチャーの時点でエイドリアン公は 100 歳を越えるが、
かくしゃく

驚くほど矍鑠としている。父から受け継いだ神の血のおかげである。

アブデル・エイドリアン公こそは街で一番の英雄で、これより偉い

風貌は 60 歳ほどに見え、肉体は青年の力を保っている（これまた神

人といったら市の創始者にあたる勇者バルダランくらいだと言われ

の血によるもの）。身長は並外れて高く、7 フィート（約 2.1m）に及ぶ。

る。アブデルはキャンドルキープで、魔法使いゴライオンに育てら

灰色に変りつつある黒髪のしたに、意志の強い目と、わずかに皺の

れた。殺戮の神ベハルの直接の子供、“ベハルの落し子” のひとりで

寄った顔がある。

あった彼は、そののち大変な事件をいくつもくぐり抜けた。彼の波

トーリン・シルヴァーシールド公：トーリン・シルヴァーシールド公

瀾万丈の冒険者人生の振り出しは、腹違いの兄弟サレヴォクを倒し

は街で一番の大貴族の家長であり、街で一番の大寺院の大神官でも

て “鉄の玉座” の陰謀からバルダーズ・ゲートを救い、オームーなら

ある。公は街をヴァラーケンのクーデターから守るのに力を貸し、

びにウォーターディープとの戦争を回避したことであった。

貴族院議会の創設にも尽力した。公は自分こそバルダーズ・ゲート

こののちアブデルは彼の血に潜む力を狙ってくる輩を相手どって

の選良たちの代表なのだと自負している。このため公は大変な手間

何度となく戦い、すべての敵を葬り去った。バルダーズ・ゲートの

をかけて姿形を整え、人々の従うべき見本となろうとする。バルダー

人々はこれらの冒険についてはほとんど何も知らない。そして現在

ズ・ゲートで一番豊かな寺院――発明と技術の神ガンドの寺院の

生き残っている人々の中に、アブデルが “ベハルの落し子” のひとり

“名匠”（高位聖職者）として、シルヴァーシールド公はガンド神にゆ

であるということが何を意味するのかを、本当に知っている者はほ

かりぶかい、見事な細工をこらした驚くべき技術的成果をふんだん

とんどいない。殺戮の神ベハルはずっと前に死んだのだと、誰もが

に身につけている。ガンドの徒であるシルヴァーシールドは、労働

思っている。エイドリアンの物語について何事かを知っている者も、

には正当な報酬が伴うべきであり、富を示すのはガンドの恩寵を示

“長命の大英雄アブデルは、万が一にもベハルの復活などあり得ぬ

す良いことだと固く信じている。彼は長期の断食や毎日の運動に

ようにしてくれたのだ”と信じている。

よって、痩せてはいるが健康な体を維持している。黒い髪はこめか


リルサ・レイル

インブラリム・スクーンド

みのあたりに白髪がまじり、手入れのゆきとどいたあごひげもゴマ

彼女は “燃える拳” は無神経で無慈悲な組織であり、貴族たちは高慢

塩になっている。

ちきで自分のことしか考えていないと思っている。レイルはもっぱ

シルヴァーシールドは貴族としての教育を受けており、説教を繰

ら門外地域の貧民を念頭に置き、自分を彼らの 1 人と考えている。

り返すなかで声音や態度を常に見苦しからぬよう制御するように

彼女は門外の生活環境の劣悪さに関して、そして彼女自身の言によ

なっている。彼は天性の外交官であり一流の演技者である。そして

れば「門外の人々は、市の権力から、そして同じ門外の住民から身

政策を立てるにあたってはバルダーズ・ゲート市の利害を最も重ん

を守るために、ギルドを必要としたのです」という現状に関して、“燃

じる。ガンド寺院の利害よりもである。彼は寺院の重鎮だが、寺院

える拳” や貴族たちを糾弾する。アドベンチャーの開始時点では、

内での権力や地位を、寺院内での出世それ自体のためや、自分のた

リルサはエイドリアン公（彼は貧民に同情的なことで知られていた）

めや、ガンド神のために求めたことは一度もない。ただバルダーズ・

の暗殺を “門外地域の切り捨てをさらに進めるために、誰かが計画

ゲートによりよく仕えるために寺院の高位についたのである。これ

的にやったこと”と考えている。

は神をいつわったことにはならないと彼は考えている。彼にとって
結果は常に手段を正当化する。

レンタ・ムーア：レンタ・ムーアは衛兵隊で “ヴィジラー”（少尉）
をつとめている。彼女は “燃える拳” に入団しようとしたのだが、市

“ブレイズ” アルダー・レイヴンガード：アルダー・レイヴンガード

上層地域の豪商であり貴族院議員であった老父が、「カリムシャン

は軍人精神の権化である。彼の賞する唯一の美は正確性であり、彼

くんだりの砂漠に送られて戦死するつもりか」と言って断固反対し

の重んじる唯一の価値は実用性である。“ブレイズ”（上級士官）レイ

たのである。ムーアは衛兵隊のソード（大尉）だったが、シルヴァー

ヴンガードはアブデル・エイドリアン公の右腕、“燃える拳” 団で第

シールド公によって降格された。今では 30 人の “シールド”（兵卒）

2 の高位の士官、竜岩砦の責任者として働いている。些事に拘泥し、

と 3 人の “サーマー”（軍曹）を指揮している。彼女は勤務中に一度な

何事をも忘れず、過ちを断じて許さない。態度は無感動でそっけな

らず手を血に染めており、恐るべき剣士として知られている。

く、戦闘時以外は話すのも決断するのも遅いが、一旦決断したなら

インブラリム・スクーンド：この若い魔道士は欲張りで是非善悪に

結果を見届けるまで手を休めない。“燃える拳” こそがバルダーズ・

頓着せず、優雅でチャーミングで、整った顔立ちにどことなく不気

ゲートを支える背骨であり、バルダーズ・ゲートは “燃える拳” の活

味なものがある。もとはアスカトラでダンス教師をしていたが、や

用によって競争相手にあたる諸都市に力と優位を示すことができる

がて自分に魔法の才があることを知った。魔道士として成功し途方

のだと、彼は信じている。

もない財産を手にするという夢が彼をとらえた。こうして彼は故郷

リルサ・レイル：リルサ・レイルは、バルダーズ・ゲートのほと
んどの非合法活動を牛耳る犯罪組織、“ギルド” の中で高位にある。

を離れ、魔道士として新たな経歴を開始し、バルダーズ・ゲートに
来て気前のいい後援者を探しはじめた。人をたらしこむのがうまく、
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魔法の腕も立ち、何でも平気でぬけぬけとやってのけたので、イン

らいでいます。2 つ目の門の上から、口を開いて、ぶっそうな目つ

ブラリムはほどなくシルヴァーシールド公の注意をひくに至った。

きであなたがたを見下ろしているものがあります。これがすなわち

公はインブラリムのことを最初は危険な男と思い、扱いやすい相手

門の名前のもとで、ブラック・ドラゴンの頭部を石に彫ったもの。

とわかった後は部下と見なすようになった。公はその影響力を用い

聞いた話では、「この竜の首には魔法がかかっていて、一朝事あっ

てスクーンドを貴族院に（最新の議員として）ネジこんだ。以来この

て街に敵が攻めてきたなら口から酸を吹くのだ」ともいいます。

魔道士は完全に公の飼い犬となっている。

竜の首の下を通り抜けると、ぱりっとした黒いお仕着せを着て、
太い赤線の入った黒いかぶとをかぶった番兵たちが、あなたがたの

アドベンチャーの開始
D&D ローンチ・ウィークエンド・イベントを始めるにあたって、
プレイヤーは全員キャラクター・シートを受け取り、所定のルール
ブックを用いて、これからプレイする版にあわせてキャラクターを
作成する。このキャラクター作成には 30 〜 45 分程度が割かれるべ
きである。
モンスター：当アドベンチャーに必要なモンスターのデータ・ブ
ロックは（3.5 版用、4 版用、Next 用ともに）当冊子 P.### 〜 ### に
収録されている（訳注：日本語版では4版のみ）。このアドベンチャー
において、モンスターの名称が太字になっていることは、そのモン
スターのデータ・ブロックが巻末に収録されている。

バルダーズ・ゲート到着
このアドベンチャーは、キャラクターたちがバルダーズ・ゲート

なりを見て、壁ぎわの石畳にはめこんである鉄の泥落しを指差しま
す。皆さんが靴の泥をだいたい落したところで、また別の番兵が「よ
し」と言うようにうなずいて、先へ進んで次の集団のために場所を
開けるようにという手ぶりをします。
さて、門外地域から市上層地域に入りますと、今までとは何もか
も違っています。門の外では広い泥道の左右につぶれかけのあばら
屋が軒をつらねていました。門の中では狭い道にきちんと敷石が敷
いてあり、形の整った家々は頑丈そうな黄色い花崗岩でできていま
す。扉や鎧戸はあざやかな赤や青や緑色に塗ってあって、家を引き
立てています。窓の外の植木箱には、こぼれんばかりの花々が、甘
いにおいを放っています。門外地域の大騒ぎは、ここにはありませ
ん。人々は浮き立っておしゃべりを交していますが、街のまん中の
大きな露天市のある広場に近づくにつれ、その声もつつましやかな
ささやきに変ってゆきます。

“広場”
の情報

北端の門外地域（黒門の外）に到着したところで開始される。時あた

“広場”は街で唯一の露天市である（他の地区での露天商いは御法度

かも創立記念日（市の創設者バルダランを記念する行事）。一年のう

なのだ）
。創立記念日の演説と祝典のために広場に集まった人々と、

ち、この日だけは普段と違って門で通行料を取られることがない（と

それから露店のせいで、広場は混みあっている。交易商人の行く限

はいえ商人が品物を持ち込むにはやはり税がかかる）。そこで市の

りのあらゆる土地の品々が、ここでは売られている。広場の東の建

南北に連なる村々から、祝いのためと無料で市を見物するために、

物が落す影のなかに、演壇がひとつ、しつらえてある。

人がぞくぞくとつめかけている。

キャラクターたちが到着した時点では、この地区全体が人でごっ

DM は、もしやりたいと思い、かつ時間が許すならば、キャラクター

た返している。演壇の背後で街の役人たちが忙しく立ち働いている

たちが黒竜門の開くのを待つ牧人や商人や旅人と肩をすりあわせな

が、その様子は壇上の真っ白な幕にさえぎられて観衆からは見えな

がら、馬をつなぐ場所を探す（馬は市内に入れない決りである）間の

い。壇の周囲や背後には衛兵隊員が見張りに立っており、人々は概

いきさつを細かにロールプレイしてもよい。

して演壇から 5 フィート以内に近づこうとしない。
壇の周囲には 12 人の衛兵隊員（隊内最下級の兵卒であり、“シー

以下の文章をそのまま、あるいは適宜作り変えて、読み上げること：

ルド”と呼ばれる）が立ち、さらに多くの衛兵隊員が、ここに 2 人 1 組、

ここ、バルダーズ・ゲートの街に、あなたがたはやって来ました。

50 フィート（約 15m）先に 2 人 1 組という具合で、広場全体を囲んで

もともとは、この街から陸路南へ行く隊商の護衛の仕事があって来

立っている。衛兵隊員の誰も事件が起きるとは思っていない（彼ら

たのです。ウォーターディープの街から荷物が着くのを迎える手筈

がこのアドベンチャーでの戦闘に実際に参加することはない）。

になっていますが、荷物が来るまでにはまだ何日か間があります。
いまや、あなたがたには自由になる時間があり、見て回るべき街が
あります。
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愛すべきレンジャー
“広場” には高さ 15 フィート（約 4.5m）の巨像がひとつ立っている。

少し前、バルダーズ・ゲートから数マイルのところで、日ざしに

プレート・アーマーに身を包んだ屈強なレンジャーの像である。こ

目を細めた羊飼いがあなたがたに言いました。「馬はあっしに預け

んな場所の像は重々しい番人のような感じなのが普通だが、この戦

てお行きなさい。街の近くまで乗っていくのは損ですぜ」と。今に

士は何やら楽しげな笑みをうかべ、くぼめた両手のうえに 1 匹のハ

して思うに、あのとき言うことを聞いておいたほうがよかったかも

ムスターを載せている。今から 70 年前にオーバート・ルーエルと

しれません。街のすぐそばにも馬を預ける場所はありますが、料金

いう変り者の織物商（故人）がこの像を建てた。言い伝えによれば、

の高いことといったらないのです。今日は街の創立記念日ですので、

この戦士は名をミンスクといい、頭はにぶいが勇敢なラシェメンの

ふだんとちがって街に入るのに入市料を払う必要はありません。け

レンジャーで、何らかの危険からルーエルの命を救った。ハムスター

れどもそのぶん、創立記念日の人出をあてこんで、いろんな料金が

の名前はブーといい、ミンスクはこのペットを「ミニ・ジャイアン

高くなっているのです。

ト・スペース・ハムスター」だと信じていた……という。

列に 1 時間並んだのち、やっと門外地域のきつい臭いとうるさい

この風変りな像は、露店の顔ぶれがすぐに変ってしまう中にあっ

物音をあとにして、黒竜門の最初の門を通り抜けました。ここは門

て、目印や待ち合せ場所として人気が高い。まず大きくて見つけや

と門のあいだの中庭の、ぬかるんだ地面のうえです。門外の鍛冶屋

すいうえ、このレンジャーが名物男として市民に親しまれているか

の鎚音も、家畜の臭いも、犬のほえる声も、ここではいくぶんか薄

らである。像に登るには難易度 10 の【筋力】判定が必要である（そし

ても群集の中の特定の目標に攻撃をヒットさせる確率が上がるわけ
ではないが、遠くで起きていることを見るのには役立つ。

露店の品々

追加可能なハプニング



て見物人は人がこの像に登ることにいい顔をしない）。像の上に登っ

キャラクターたちが “広場” で敵と対峙するとき、周囲の雑踏では
実にさまざまなことが起きる。DM は以下の中からアイデアを拾う
か自分で適当に考え、そうしたできごとを戦闘遭遇の中にバラまく
べきである。たとえば遭遇開始時に 2 つのハプニングを選択し、各

“広場” の露店にはさまざまな品が並んでいる。キャラクターたち

ハプニングのイニアチブをロールする。イニシアチブ順の中で各ハ

が買物をしたり露店にぶつかったりした時のために言っておけば、

プニングの番が来たなら、これこれの事柄が起ったと皆に説明する

露天には（キャラクターたちが購入するかもしれない通常の装備品

……というやりかたを採用してもよい。また、キャラクターをラン

に加えて）以下の品々があることにするとよい。

ダムに 1 人選択し、戦闘中にそのキャラクターだけが気付いたこと
としてハプニングを説明するということにしてもよい。

F アイスウィンド・デイル由来のゲンコツマスの骨細工（小さな彫
像、8sp 〜 2gp；柄に彫刻を施したダガー、3gp）
F カリムシャンから密輸された金砂酒（通常のもの、金色のもの、
橙色のものあり：小樽 5sp；大樽 2gp5sp）
F 魚介類（1 ポンドあたり：サケ 5gp；カワウナギ 1gp；淡水産の
カニ 3gp；イカ 3gp）
F 珍しい鳥（チュルトのオウム 30gp；ソード海のオオハシ 40gp；
ダーパーのクジャク 50gp）
F カラ・トゥアの絹と陶磁器（絹は 1 平方ヤード 20 〜 40gp；陶磁
器は物によって 5sp 〜 20gp）
F 高級革製履物（ショートブーツ 4gp；乗馬用ブーツ 7gp；サンダ
ル 2gp；上靴 2gp）
F 落星海の保存加工済果実類（訳注：干果物、砂糖漬、塩漬、酢漬
など）
（1 ポンドあたり：チェセンタのオリーブ 3gp；セルゴン

F ハーフリングのごろつきが、商人がよそ見をしているすきに、
露店の装飾品をポケットいっぱいにつめこもうとしている。
F 身分の高い女性が「金貨を 10 枚あげるから、誰でもいいから、
わたしの猫を探しておくれ」と叫んでいる。そのときキャラク
ターのわきを毛の長い灰色のぶち猫が走り抜ける（これは野良猫
である。本物の猫は当の女性のそばの露店の下にうずくまって
いる）。
F 商人の娘にあたる小さな子供が泣いている。この子は母親と別
れ別れになってしまい、母親は人波に呑まれ半狂乱になって「エ
ルスパや！」と娘の名前を呼んでいる。娘からは母が見えず、母
からは娘が見えない。キャラクターたちがこれに気づいたとき、
群集の誰かが小さな子供にぶつかってしまい、子供は転倒する。
F 火のともったランプやランタンを並べている露店が押されて

トのブドウ 5sp；サーイの黒イチジク 20gp；サーイのシトロン

ひっくり返る。露店に火がつき、群集のうち 2 人にも火がつく。

15gp）

キャラクターたちが（難易度 10 の【敏捷力】判定で）助けない限

F カラ・トゥアの麺類（乾麺 1 ポンドあたり、各 15gp：コザクラ
のうどん、ワのそば、ショウ・ルンの硬豆腐の細切、ラーメン）

群集の処理

り、火のついた者は 1 ラウンド経つと死亡する。火は消されな
い限り各ラウンドの最後に 10 フィート以内のすべての露店に燃
え移り、さらに群集の 1 人に火がつく。
F 1 人の老人が倒れる。何らかのパニック症状を起しているよう

このアドベンチャー中のイベントにおいて、危険はそこかしこか

に見える。老人はぜいぜいと苦しい息をつきはじめ、治療を受

ら湧きだし、群集は押しあいへしあいする。危険に最も近い場所で

けない限り動くこともできない。治療されないままなら彼は 3

は、群集はまさにぎゅうぎゅうづめになる。近接戦闘の周囲には空
間ができる（人々は当然、戦闘参加者の間合い内から離れようとす
るからである）。だがそこから離れると、移動するには群集を押し
わけて通らねばならない。

ラウンド後に死亡する。
F 1 人の貴族が逃げようとしている。近づく者があれば私兵が剣
で打ち払う。だが押されて近づいてしまう人々は多いのだ。
F 1 人のドワーフが転んで露店の脇に倒れる。ドワーフは起き上
ろうとするが、誰かが彼の背を踏み台にして露店を飛び越え、

F 範囲を対象とする攻撃および効果は、（訳注：範囲内の）群集の

広場の空いた場所に着地する。そうしてこれを見た者が、ドワー

1 人 1 人に自動的にヒットし作用を及ぼす。1 人 1 人のヒット・

フが起き上がる前に、同じ真似をする。誰も手出ししないならば、

ポイントは 1 である。

ドワーフは 1d4 ラウンド後には踏みつけられて石畳にぺしゃん

F 群集内の誰かが遠隔攻撃の目標となったなら、その者は部分遮
蔽（3/4 遮蔽）を得る。群集内の目標に対する遠隔攻撃は、もし
ミスしたなら、群集の 1 人にヒットする。

こになる。
F 大勢が露店を乗りこえ、露店の商品はあたりに散らばる。群集
のただ中で、1 人の娘の首と肩に細い紐が落ちかかって絡まる。

F 群集は “移動困難な地形” とみなされる。キャラクターは移動を

悪いことに、誰かがうっかり紐の端を踏みつける。娘は紐に引

行なう前に難易度 10 の【筋力】または【魅力】判定を行なって道

かれて動きを止め、紐はきつく締まる。娘は紐を引きちぎろう

を開けようと試みることができる。判定に成功したなら、その

とするが、まわりの群集の動きのせいで、また締めつけられる。

移動に関しては、群集は “移動困難な地形” とはみなされない。

近くにいるキャラクターは、絞殺を防ぐために紐（AC10、hp1）

判定に 5 以上の差で失敗したなら、キャラクターは倒れて伏せ

を攻撃して切ろうとする、あるいは紐を手に取って娘の体から

状態になる。

取り除こうとする（難易度 10 の【敏捷力】判定）ことができる。

F 群集の中で伏せ状態でターンを終了したキャラクターは 2 ダ
メージを受ける。
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1. 泥棒！
以下の文章を読み上げること：
細い雨がさあっと降ってきても、祭の熱気は少しも冷めません。
大きな広場全体に色鮮やかな天幕の数々が広がり、あらゆる社会、
あらゆる職業の人々が露天のあいだを歩き回っています。
広場の東の端には真新しい演壇が築かれています。その純白の幕
には、バルダーズ・ゲートの紋章すなわち静かな海に浮かぶ船のも
ようが刺繍されています。演壇の後ろでは身なりの良い人々や役人
ふうの飾り帯を付けた人々がうろうろしており、その周りでは衛兵
隊の兵士たちが護衛についています。どうやら彼らは、この街にあ
るガンドの有名な寺院である “大発明工房” の鐘が時を告げるのを
待っているようです。
まだ祭りが公式に始まるまで多少の時間があるようで、周りの
人々はフェイルーンの各地から持ち込まれた珍しい品々を売ってい
ます。
英雄たちに、広場で買い物をするシーンを自由にロールプレイさ
せてよい。魔法のアイテムではないものなら何でも買える（ただし、
ネコより大きい動物は街の壁の内側に持ち込むことが禁止されてい
る）。ここで売られているもののうち、キャラクターたちの目を引
きそうな品が、P.7 の「露店の品々」に載っている。
重要人物：バルダーズ・ゲートの重要人物たちが広場のあちこち
にいる。以下の人々はその一部である。
街の終身公爵として選ばれた四公会議のうち 3 名がスピーチをす
るために来ている。
“燃える拳” 傭兵団の上級士官であるアルダー・レイヴンガードも
同僚の者たちと共に祭りに参加している。彼らは通常の制服や武
器・鎧を身につけてはおらず、上層地域には一市民として来ている。
“燃える拳” 傭兵団は街の軍隊・衛兵として雇われているものの、貴
族の住む上層地域はその管轄外だからだ。
この地区にいる衛兵隊員は、最近、シルヴァーシールド公爵によっ
て不敬と職務怠慢（貴族からの賄賂を受け取らなかったこと）を理由
に降格させられたレンタ・ムーア少尉によって指揮されている。彼
女は黒竜門の警備隊長に左遷されたが、この祭が終わるまでは何と
かここでの任務を続けられることになった。彼女は公爵達に、自分
がしっかり指揮できるところを見せ、自分を元の地位に戻してもら
うよう公爵のうちの誰かにアピールしたいと思っている。残念なが
ら、彼女は熱がこもるあまり焦ってしまい、2 つめのイベントが起
こった際、衛兵全員に建物の屋根に登るように命令を出してしまう。
元の場所に戻るように命令してもその声は部下たちに届かず、以降
の戦闘は衛兵たちの助力なしに進行していくことになる。

この口論はギルドによって仕組まれたものだ。これは群集の中に
いる 2 人のスリ（ならず者）のための計画的な陽動である。髭を生や
した商人はなるべく口論を長引かせようとし、PC に対して侮辱的
な態度で接する。
「高級シルクの外套がこんなにボロボロに！ これを弁償できるだ
けの財産をお持ちなんでしょうな！」
叫び声と侮辱は続き、髭の男はより一層怒って、暴力を振るって
きそうになる。PC 達がいかに努力をしても、その怒りは鎮まりそ
うにない。
PC 達が望むのであれば、口論に参加させること。その後で、難
易度 15 の【判断力】判定に成功した PC は、口論を見ている人から財
布を盗もうとする 2 人のスリのうち 1 人を見つける。そしてあたり
を素早く見回すと、もう 1 人も見つけることができる。もし誰もス
リに気づかなかった場合、（いずれかの PC が気づくまで）PC たちも
1 人ずつ順番にスリに遭う。スリ 1 回ごとにスリの【敏捷力】判定と
PC 達の【判断力】との対抗判定を行なうこと。それでも PC 達が気づ
かない場合、スリは PC 達のお金を持って逃げていき、口論をふっ
かけてきた商人は殴り合いの喧嘩に持ち込もうとするが友人（これ
もギルドの構成員である）に止められ、やがて群集の中に消えていく。
もし犯行を途中で止められた場合、スリは逃げようとする。口論
をふっかけてきた男はスリを捕まえさせないために（それが凄く不
自然でなければ）殴り合いの喧嘩を始めようとする。もしそれらす
べてが失敗した場合、スリは盗んだ金を自分達の背後に放り投げ、
群集を群がらせる。PC たちがスリを捕まえようとするなら、難易
度 12 の判定を行なわせること（例：群集の中をこっそりと通り抜け
るのであれば【敏捷力】を使い、群集に道を開けるように脅すのであ
れば【魅力】を使う）。そのような判定に合計 4 回成功すると、PC 達
はスリを 2 人とも捕まえることができる（彼らの共犯者は既に群集
の中に消えている）。スリは 1 人あたり 1d4 ＋ 1 個の財布を持ってお
り、財布の中にはどれも 20gp ずつ入っている。
もし捕まった場合、スリは逃げ出そうとはするものの攻撃はしな
い。そして、衛兵隊の兵士がやってくる。彼はスリの片手を掴み、
指を一本切り落としてから上層地域の外まで連行して放逐する。金
を盗まれた人達のうち数名が、金を取り戻してくれた礼として、PC
たちに小金を渡す（合計金額は PC の人数 ×4gp）
。

次へ進む
事件が片付いたら、すぐに 2 つめのイベントを始めること。

2. 人殺し！
以下の文章を読み上げること：

PC 達があたりを見ていると、PC のうち 1 人が口論に巻き込まれる。

おおやけの権威を示すものらしい飾り帯を片方の肩から腰にかけ
た人が、演壇の上で何やら話し始めますが、その声は人々のたてる

PC のうち1 人を対象に以下の文章を読み上げること：
突然のどなり声が、楽しい雰囲気をぶち壊します。髭を生やした

物音にまぎれて聞えません。
その少し後で、彼が人の紹介を行なっていたことがわかります。

商人があなたの肩を掴み、「貴方が私の外套の裾を踏むのはこれで

そして人々は大きな歓声をあげます。年老いた、けれど驚くほど筋

二度目ですぞ！」と叫びます。「わざとですか？ それともどうしよ

骨たくましい男が 1 人、演壇の中央に進み出ています。喝采と、歓

うもない間抜けなのですか？」

声と、帽子を放り上げる騒ぎとが、衰えることなく何分も続きます。
あなたがたがあっけにとられているのを見た人が、大声であなたが
たに声をかけます。「そうですとも。あの方がアブデル・エイドリ
アン公爵ですよ」と。まるで、それですべてが説明できるとでも言っ
たふうに。
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トーリン・シルヴァーシールド公爵（イニシアチブ 15）：シルヴァー
シールド公は演壇から離れ、端の方からキャラクター達の行動を眺

ます。「皆があんたを愛してるよ、アブデル！」

めてから、インブラリム・スクーンドの耳元で何か（ここに留まっ

「私もまた、あなたがたを――バルダーズ・ゲートを愛している」



演壇の上の男が静かにスピーチを聞いてくれというふうな手ぶり
をすると、たちまち群集は静かになりますが、ただ 1 人だけが叫び

て、目撃したものを魔法で伝えるようにという指示）を囁き、この

と演壇の上の男が答えると、集まった人々は声をかぎりに万歳を叫

場を去る。演壇の北にある建物の近くにいる PC はシルヴァーシー

びます。

ルドの行動に気づく。スクーンドはこの場に留まって見届けるが、

公爵はふたたび手ぶりで群集を静めます。それから数分のあいだ、
公爵は市を代表してバルダーズ・ゲートの創始者バルダランを讃え、

戦闘に介入することはない。
レンタ・ムーアと衛兵隊（イニシアチブ 10）：衛兵隊は指揮官である

誰にでも機会の与えられる社会を事細かに述べ讃え、輝ける未来を

レンタ・ムーアの命令を待つ。彼女は、狙撃犯を逮捕し、他にもい

讃えます。

ないか捜索するため広場を囲む建物に登るよう命令を出す。そして

すると突然、エイドリアン公爵の声が小さくなっていきます。彼

彼女自身も近くの建物の 1 つに駆け込んで行く。この命令によって、

は群集の方を眺めて、誰かを探そうとしているようです。しかし、

この遭遇から衛兵隊が除外される。ただし、3 つめのイベントが始

彼が探しているのは特定の誰かというわけでは無さそうで、群集全

まった時にまだ建物の中のならず者たちが生き残っている場合は、

体を見回しています。

4 つめのイベントの開始時に衛兵隊がならず者をすべて制圧する。

群集から不安げなざわめきが起こり始めた時、誰かが「おい！あ
そこを見ろ！窓だ！」という叫び声を上げます。

レンタ・ムーアが衛兵隊に建物に突入するよう命令を出した時、
アルダー・レイヴンガードはうんざりしたように手をあげ、自分の

どの窓のことだかはわからないまま、あなた方が近くの建物に素

姿がアブデルの目に入る位置にくるよう木箱の上に登る。アブデル

早く目を走らせると、上の階にいる見物客の中に、クロスボウを持っ

は公爵であり “燃える拳” 傭兵団の最高指揮官でもあるため、この場

た人影が何人か見えます。そしてその者達は一斉にクロスボウを発

の状況に介入するようレイヴンガードに命令できるのだが、アブデ

射します。

ルはレイヴンガードを見つけてもそのような命令は出さない。
街の役人達（イニシアチブ 5）：戦闘の 1 ラウンド目の終了時に、壇

クロスボウを装備した 6 人の暗殺者（ならず者）がそれぞれ攻撃を
行う。そのうちの1人はPCの1人をランダムで狙い、3人は群集を狙っ
て射殺し、もう 1 人は衛兵隊の兵士を狙い、最後の 1 人がアブデル・
エイドリアン公爵を狙う。
戦闘が始まった後、プレイヤー達はダイスを振り、イニシアチブ
を決定する。DM はならず者のイニシアチブのみダイスをロールす
ること。このシーンに登場するその他の人物に関しては以下のリス
トに書かれたイニシアチブにしたがって行動する。以下のリストで
は、広場にいる各人が、攻撃が行われた後、何をするかが説明され
ている。
ならず者：ならず者たちは演壇から 60 フィート離れた、広場の周
辺の建物の 30 フィートの高さにある窓のところにいる。彼らは群
集、衛兵隊員、近づいてくる PC に対して攻撃を行う。
PC：冒険者達は好きな様に行動してよい。建物に隣接する場所
から建物の中に入ることができる（壁を登って窓から入ることも、
ドアを使うこともできる）。ならず者のいる建物の 3 階に登るには
60 フィート分の移動が必要である（30 フィートの高さだが、移動困
難な地形であるため）。建物の壁を登るには難易度 15 の【筋力】判定
に成功し、25 フィート登攀する必要がある。窓にいるならず者は
窓越しの遠隔攻撃に対して部分遮蔽を得る。
アブデル・エイドリアン公爵（イニシアチブ 20）：公爵は何か異常な
ことが起こっているのを強く感じ、演壇の上に立ったまま群集を見
つめて何かを探している。彼は生粋の指導者と考えられているため、
彼がこの状況で指揮を取っていないことに気づいた群集達は激しく
動揺する。PC がエイドリアン公の安全を確保しようとしても、彼

上にいる街の役人達は、下へ降りて彼らの護衛と共に建物の間にあ
る路地へと逃げ込み、この場を去る。

次へ進む
3 ラウンド経った後（もしくはクロスボウを持った最後のならず者
が倒された時）、3 つめのイベントがすぐに始まる。

3. 殺人鬼！
以下の文章を読み上げること：
怯えてどよめく群集の中から悲鳴が聞こえてきました。周りを見
ると、人が殺されており、人々が惨劇の現場からなるべく離れよう
としているので、人ごみの中に小さな空間がいくつか出来ているこ
とがわかります。武装した戦士達があたりの人を捕まえ、刃物を突
き刺しています。
ダイスを振って殺人鬼のイニシアチブを決定せよ（D&D Next では
2 体の Tough Thug、4 版では 4 体の屈強なならず者、3.5 版では 3
体の Thug のデータを使用せよ）。PC に止められない限り、それぞ
れの殺人鬼は毎ラウンド群集のうちの 1 人を捕まえ、その人物を殺
す。PC たちが殺人鬼に向かっていく時は、P.7 の『群集の処理』のガ
イドラインも参考にしてみよう。

次に進む
さらに 3 ラウンド経った後（もしくは最後の殺人鬼が倒された時）、
4 つめのイベントがすぐに始まる。

は冷静さを保ちながら群集の中の何かを探しており、その場から動
く気がないことがわかる。

9

4. 暗殺者！
以下の文章を読み上げること：
外套を着た人影が、壇上にいるアブデル・エイドリアン公爵の近
くに突然飛び上がります。するとすぐさま 2 人の殺気立ったやくざ
者が群集の中から現れ、演壇の両端に陣取ります。そして、外套を
着た人影が「さぁ、決着をつけるぞ！」と言うのが聞こえ、エイドリ
アン公爵がうなづくと、双方が剣を抜きました。
ダイスを振ってヴィーカングのイニシアチブを決定し、アブデル・
エイドリアンも同じイニシアチブとして扱う。2 人は互いの戦いに集
中しているが、PC 達はヴィーカングを攻撃することでアブデルを
支援できる。しかし、ヴィーカングと接近戦に入るためには、彼の
護衛達（2 体の屈強なならず者）を倒すか通り抜けていくしか無い。こ
の護衛たちは 2 人の “ベハルの落とし子” の戦いを邪魔しようとする
者を止めに入るが、冒険者達が一気に演壇に突撃すればアブデルを
支援できるかもしれない。

ベハルの落とし子の殺戮者はすぐ近くにいる市民に襲いかかり、
その行く先すべてのものを蹂躙していくだろう。もし PC 達が自分
達で殺戮者を倒さない場合、最終的にはこの場にいる衛兵隊の兵達
によって倒されるだろう。

次へ進む
殺戮者のヒットポイントが 0 以下になった時、それは血の海に沈
み、球状の真紅の霧が一気に爆発して広場を覆い尽くす。200フィー
ト以内にいるすべてのクリーチャーは難易度 10 の【筋力】判定に成
功しない限り、地面に打ち倒される。そして、その場にいた全員の
鼻いっぱいに血の匂いが広がる。
6 つめのイベントに進め。

6. 招待
以下の文章を読み上げること：
奇妙な霧が爆発してから続いていた沈黙が、倒れた人々のうめき
声によって破られます。人々がよろよろと立ち上がる中、衛兵隊は

エイドリアン公とヴィーカングが互いを攻撃する時は、同時にダ

治安を回復するため、遺体の周りに規制線を張って、市民達に怪我

イスロールを行う。もし両方の攻撃が外れた場合、展開を早めるた

人を手当させます。市民達の多くは衛兵隊の指示通りに動いていま

めに両方の攻撃が命中したこととする。

すが、あなた方を見ると帽子を脱いだり、お辞儀をしてきます。

エイドリアン公がまだ生きている状態で、PC 達がヴィーカング
を殺さず戦闘不能にした場合、衛兵隊員が再登場してヴィーカング

もし、何かの間違いでまだエイドリアン公が生きている場合、彼

に止めを刺す。この時、エイドリアン公は、これから起る危険を食

はこの時点で倒れ、ヴィーカングによって負わされた傷から入り込

い止めるには手遅れであることに気づきながらも、衛兵隊を制止し

んだ毒が回って絶命する。ガンドの聖職者はこの場から逃げ出して

ようと声を上げる。

おり、エイドリアンの命はいかなる手当ても間に合わぬうちに消え

次へ進む：
ヴィーカングかアブデルのヒットポイントが 0 以下になった時、
5 つめのイベントがすぐに始まる。

5. 変貌
以下の文章を読み上げること：
（訳注：この時点で PC たちが “ベハルの落とし子” のことを知って
いる可能性は低い。以下の文中の “ベハルの落とし子” には、エイド
リアンとヴィーカングの勝負の結果に応じて、両者の名前を適切に
代入すべきであろう）
殺された “ベハルの落とし子” が地面に倒れると、群集は恐怖のあ
まり沈黙します。そして生き残った “ベハルの落とし子” は苦悶に満
ちた、この世のものとは思えぬ咆哮を上げます。勝者の身体中の骨
からバキボキと音が鳴り、肉は裂け、金属の鎧は音を立てながら壊
れて、人間のまがい物とでもいうべき奇怪な筋肉質の姿に変化して
いきます。そこにいるのは、もはや人ではなく怪物です。それは血
で縁取られた目を開き、狂気に満ちて血に飢えた眼差しであなた方
を見つめて叫び声をあげ、牙の生えた口から唾を地面にまき散らし
ています。
生き残った方の “ベハルの落とし子” は、残虐で凄まじい力を持っ
たグールのような殺人者であるベハルの落とし子の殺戮者となった。
この殺戮者はベハルの化身とも言うべき存在であるが、ベハルはま
だ完全にこの世界での意識を取り戻していないため、その化身はま
だ非常に弱い。
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ていく。
この時点では PC たちには知るよしもないことだが、“ベハルの落
とし子の殺戮者” が死んだことにより、ベハルが完全に復活を遂げ
てしまった。ベハルは長き眠りと、長年にわたってアブデルの善良
な心によって邪魔をされていたため、その力を弱めている。彼は性
根の残忍な者たちにかすかに影響を及ぼす以外のことは出来ないが、
彼はこれから PC 達を招待し会おうとする 3 人に目をつけている。
ベハルはこの街全体が自分を恐れるようにしたいと思っている。そ
して、アブデルの死によって、広場にいる人々の一部はアブデルの
出生と “殺戮の神”との噂を思い出し始めている。
このアドベンチャーの主な敵役となる3人（トーリン・シルヴァー
シールド、アルダー・レイヴンガード、リルサ・レイル）は冒険者
達のことを、バルダーズ・ゲートで敵を出し抜く実力行使に役立ち
そうな、野心ある凄腕の連中とみなしている。3 人は全員とも PC を
雇おうとする。下記の招待を行う 3 人のロールプレイを行ない、そ
の後でプレイヤー達に 3 人のうち誰と会いたいかを決めさせる。

シルヴァーシールド公の誘い
群集が驚き立ちすくむ中、数人の人々が、キャラクターたちの迅
速な行動に賞賛と感謝を述べに来る。彼らの中に 1 人の若い男がい
る。色浅黒くハンサムで、身のこなしがなめらかで、金のかかった
長衣を着ている。この男、インブラリム・スクーンドは、トーリン
公腹心の魔道士である。スクーンドはキャラクターの 1 人と握手し、
その際に身をかがめて何事かをささやき、頭を下げて、群集の中に
戻ってゆく。

結末？



スクーンドがキャラクターにささやくところで以下を読み上げること：
「私の名はインブラリム・スクーンド。主から『誰がアブデル・エ
イドリアン公を殺したのかを調べてこい』と言いつかって参りまし

セッションの終了時に、使用している版にしたがって、各キャラ

た。バルダーズ・ゲートを内部の腐敗から守る心がおありなら、“三

クターに 400XP（3.5 版と 4 版）もしくは 100XP（D&D Next）を与える。

樽の古酒” 亭（訳注：バルダーズ・ゲート有数の高級酒場）へいらし

『殺戮のバルダーズ・ゲート』の次なるステップは、店舗開催の
D&D エンカウンターズの次シーズンでも遊べるし、身内でも遊べる。

て下さい。私は 8 つの鐘が鳴るまでそこにおります」

エンカウンターズのプレイヤーは次の水曜日にまたやってきて、こ

レイヴンガードの誘い

こで選んだ人物と会うところから始める。他のエンカウンターズ同

一行がさらに数人の衛兵隊員や市民と言葉を交したところで、屈
強そうな男がひとり、大股に近づいてくる。男が進むと人波は左右

様、『殺戮のバルダーズ・ゲート』のストア・キットに含まれるガイ
ドラインを参照せよ。

に分れる。男の陣羽織に縫いつけた紋様は、炎に包まれた、拳を握っ
た籠手。“燃える拳”傭兵団の印である。
彼が英雄たちに話を始めたなら以下を読み上げること：
「挨拶を申し上げる。小官はアルダー・レイヴンガード、竜岩砦
の指揮官であり、今現在は “燃える拳” 傭兵団の長でもある。これま
ではエイドリアン公が団長であったのだが。残念なことに、式場で
の公の身辺警護は “燃える拳” ではなく、衛兵隊の領分だったのだ。
奴らは公をお守りせねばならなかった筈なのだが！

ともあれ、わ

れわれは貴公らに借りがある。
貴公らには竜岩砦に来てもらいたい。そこでしかるべき説明をし
よう。貴公らに、ぜひともこの街に力を貸してもらいたい。小官は
貴公らを高く買っておる。貴公らにとっても悪い話ではないはずだ」
レイヴンガードは最初は 1 人で来たように見えるが、広場の周り
から平服を着た戦い慣れた雰囲気の人物が十数名、レイヴンガード
のところに集まってくる。そしてレイヴンガードは衛兵隊の士官た

プレイテスターの皆さんありがとう！
このアドベンチャーおよび関連製品のテストプレイにご協力いただいた
以下の方々に、この場で感謝申し上げる。
Teos Abadia, Gary Affeldt, Robert Altomare, Todd Ammerman,
Tim Bailey, Jeff Barnes, Andre Begin, Richard Brown, Jordan
Conrad, Melanie Cote, Manon Crevier, Bret Davenport, Laura Ely,
Rich Engler, Robert Ford, Jason Fuller, Jeffrey Fuller, Greg Hartman, Eric Hughey, David Krolnik, Steve Kuhaneck, Yan Lacharite,
Kevin Lawson, Eric Leroux, Vanessa Markland, Greg Marks,
Shawn Merwin, David Milman, Sean Mittelstaedt, Linda Pajaujis,
Karl Resch, Jeremiah Shepersky, Ben Siekert,
Justin Turner, and Gary West.
D&Dのテストプレイに興味のある方は、ゲーム経験やゲームの好みを

ちと治安を回復する最適の方法について話し合いを始める。

書き添えてplaytesting@wizards.comにメールを送って欲しい
（訳注：

レイルの誘い

テストプレイは既に終了している）
。

英雄たちが “広場” を出ると、フードをまぶかにかぶり、あごひげ
を生やした若い庶民ふうの男が 1 人いる。彼はキャラクターの 1 人
と視線を合せ、さし招く。可能ならローグまたはシーフのキャラク
ターを選択し、「男は裏稼業の連中がよく使う手ぶりの合図を使っ
ています」と言うべきである。男は果物売りの露店がひっくり返っ
たのを直してやろうとしている。
冒険者が彼に近づいたなら以下を読み上げること：
頭巾つきの外套を着た男は、低めた声で、つぶやくように言いま
す。「あんたらはここに来たばかりだから状況がわかっちゃいない。
さっき話しかけてきた連中はどっちも信用しちゃダメだ。バルダー
ズ・ゲートで何が起こっているか本当に知りたいってんなら、カリ
ムシャン街の入口の門のところで、日暮れ時に待ってるぜ」
そうして男は人ごみにまじり、すぐに姿を消します。
3 人の敵役の指定した時間は微妙にかぶっており、
（場所が離れて
いるので）全部に行くわけにはいかない。キャラクターたちは、パー
ティを分割しない限り、3 つの誘い全部に乗ることはできない。パー
ティ全員で一緒に動く場合も 2 人の相手に会うことはできるが、そ
の場合は片方の会合を短く切りつめるか、もう片方の相手を 1 時間
以上待たせる必要がある。
翻訳：桂令夫、塚田与志也
翻訳協力：日本語版翻訳チーム（岡田伸、楯野恒雪、柳田真坂樹）、
ふぇるでぃん、森笠辰哉 (Sir Motor)、そば
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4 版用データ
1. 泥棒！ および

4. 暗殺者！
2. 人殺し！

ならず者
レベル 2 雑魚 暴れ役
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
イニシアチブ：＋1
AC14；頑健14、
反応13、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：6
標準アクション
m ダガー
（
［武器］
）
F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 クロスボウ
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：6ダメージ。
【筋】11（＋1）
【敏】10（＋1） 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】10（＋1） 【魅】10（＋1）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト20本

3. 殺人鬼！ および

4. 暗殺者！

屈強なならず者
レベル 2 暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋3
AC11；頑健13、
反応11、
意志11
〈知覚〉＋2
移動速度：6
特徴
サグ・タクティクス／ならず者のやりくち
このならず者から5マス以内に他の“屈強なならず者”がいる限り、このならず者
はダメージ・ロールに＋4パワー・ボーナスを得る。
m ダガー
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ。
R クロスボウ
（
［武器］
）
F無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d8＋1ダメージ。
【筋】14（＋3）
【敏】11（＋1） 【判】12（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】9（±0）
【魅】13（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：ダガー、クロスボウ、ボルト20本
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アブデル・エイドリアン
レベル 3 兵士役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：47；重傷値：23
イニシアチブ：＋5
AC19；頑健16、反応15、意志14
〈知覚〉＋6
移動速度：5
標準アクション
M フィスト／拳F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、アブデルは次の自分のターンの終了時まで目標をマ
ークする。
M パワフル・ストライク／力強い打撃
（［武器］）F遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、
目標は伏せ状態になる。
技能：〈交渉〉＋7
【筋】16（＋4）
【敏】14（＋3） 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1） 【魅】12（＋2）
属性：無属性
言語：共通語
装備：プレート・アーマー
ヴィーカング
レベル 4 奇襲役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ：＋10
AC18；頑健16、反応18、意志16
〈知覚〉＋9
移動速度：6
標準アクション
m ショート・ソード
（［武器］）F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ。
R クロスボウ
（［武器］）F無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
M ブレード・イン・ザ・ダーク／暗中の刃
（［武器］）F再チャージ：ヴィーカング
がヴェイル・オヴ・シャドウズを使用した時
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：4d6＋10ダメージ。
ミス：半減ダメージ。
ヴェイル・オヴ・シャドウズ／包み隠す影
（［区域］）F再チャージ：ヴィーカング
がブレード・イン・ザ・ダークを使用した時
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、ヴィーカングの次のターンの終了時まで
持続する区域が作り出される。この区域はヴィーカング以外のすべてのクリー
チャーの視線を遮る。この区域の中に全身が入っている、ヴィーカング以外の
クリーチャーは、盲目状態である。
トリガー型のアクション
M R クレヴァー・ドッジ／狡猾な回避F無限回
トリガー：ヴィーカングが自分のヴェイル・オヴ・シャドウズの区域内にいる
時に、敵がヴィーカングに対して引き寄せ、押しやり、
横滑りのいずれかを行な
う。
効果（即応・割込）：ヴィーカングはトリガーを発生させた敵に対して1回の基
礎攻撃を行ない、
しかる後に2マスまでのシフトを行なってこの区域内の別の
マスに移動する。
技能：〈威圧〉＋9、
〈隠密〉＋11、
〈はったり〉＋9
【筋】12（＋3）
【敏】18（＋6） 【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】13（＋3） 【魅】14（＋4）
属性：混沌にして悪
言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、クロスボウ、ボルト20本、マント



5. 変貌
“ベハルの落とし子” の殺戮者
レベル 3 精鋭 兵士役
中型・自然・人型
hp：94；重傷値：47
イニシアチブ：＋6
AC19；頑健15、
反応16、
意志14
〈知覚〉＋1
移動速度：8、
登攀8
暗視
完全耐性：
［毒］
、
［病気］；抵抗：
［死霊］10
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 クローズ／爪F無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
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）。
M ダブル・アタック／2回攻撃F無限回
効果：クローズを2回使用する。
M クルーエル・バイト／無慈悲な噛みつきF無限回
攻撃：近接・1（動けない状態、気絶状態、拘束状態、朦朧状態のいずれかで
あるクリーチャー1体）
；＋8対AC
ヒット：4d6＋4ダメージ、
目標は朦朧状態になる
（セーヴ・終了）。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍F無限回
効果：ベハルの落とし子の殺戮者は4マスの跳躍を行なう。この跳躍による移
動は機会攻撃を誘発しない。
トリガー型のアクション
M ブラッド・フレンジー／血の狂乱F無限回
トリガー：ベハルの落とし子の殺戮者に隣接する重傷の敵がシフトした。
効果（機会アクション）：トリガーを発生させた敵1体にクローズを使用する。
【筋】14（＋3）
【敏】17（＋4） 【判】11（＋1）
【耐】15（＋3）
【知】11（＋1） 【魅】13（＋2）
属性：混沌にして悪
言語：共通語
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彼の者、死ぬが定め
アブデル・エイドリアン公はバルダーズ・ゲートの生
ける伝説であった。だが、彼の偉業を称えるために多
くの市民たちが集う祭典の日に、公爵が置き去りにして
きた過去がとうとう彼に追いつき、恐るべき惨事を引
き起こす。バルダーズ・ゲートで繰り広げられる殺戮ま
た殺戮。この街に吹き荒れる暴力の嵐を止められるの
は、勇敢なる英雄たちだけだ。
この
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ ®』ロールプレイング
・
ゲーム用アドベンチャーは、2013 年 8 月から 11 月に
かけて開催される D&D エンカウンターズの公式プレイ
・
プログラムの序幕として作られている。このアドベン
チャーにはフルカラーのバトル・マップ 1 枚、導入用
の短いシナリオ、D&D エンカウンターズ・プログラムに
関する説明、そして D&D の第 3 版 (3.5 版 )、第 4 版、
および D&D Next のプレイテスト版用のデータが含ま
れている。
本製品は『殺戮のバルダーズ・ゲート』および、
『ダ
ンジョンズ＆ドラゴンズ』の第 3 版 (3.5 版 )、第 4 版、
または D&D Next の公式出版物と組み合わせてご利用
いただけます。
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