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はじめに

2レベル・キャラクター5人向け「ダンジョンズ＆ドラ
ゴンズ」アドベンチャー
 

D&D“赤箱”ゲームディへ、ようこそ！　このイベント
は、「ダンジョンズ＆ドラゴンズ 第４版 スターター・
セット」（英語版“DUNGEONS & DRAGONS (R) Fantasy 
Roleplaying Game”）の発売を祝ってのものだ。この本
は、まさに「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」を遊び始めた
ばかりのプレイヤー(以降PL)とダンジョン・マスター(以
降DM)に向けて、特別に作成された本格的なアドベンチ
ャーだである。君がまだ「D&D」を遊んだことがないな
ら、ここがスタートラインだ。もし過去に「D&D」を遊
んだことがあるならば、このショート・アドベンチャー
は、すばらしい午後か素敵な夜をもたらすだろう。

本アドベンチャーには、遊ぶために必要なすべてが収
録されている。両面にダンジョンが印刷されたポスター
・マップ、様々なモンスターとキャラクターのトーク
ン、宝物をあらわすアイテム・カード、そして作成済み
のキャラクター・カードだ。それに君は「ダンジョン
ズ＆ドラゴンズ 第４版 スターター・セット」－“赤箱”－ 
に入っているようなダイスが必要になるだろう。

このアドベンチャーは、５人からなるグループを想定
して書かれている。グループのうち１人は、DM（すこ
しだけ手間が多い）の役割を担当する。グループのほか
の人はそれぞれ、この本に収録されている作成済みキャ
ラクター・シートの冒険者から１人を選んでプレイす
る。

D M は 、 キ ャ ラ ク タ ー は プ レ イ し な い 。 代 わ り に
DMは、世界のそれ以外を“プレイ”する － モンスターの
操演、アドベンチャーの進行、記述されているアドベン
チャーで起きる出来事、ルールの判断、そしてこのゲー
ムを維持し続けること。それらはすることが多いように
聞こえるかもしれないが、だがそれは多くの楽しみでも
ある。

この本は、DM用のものである。君がプレイヤーであ
るなら、いますぐ読むのをやめるべきだ。そうしない
と、アドベンチャーは君にとってエキサイティングで楽
しいものでなくなってしまう。

君がDMなら、君がゲーム中でモンスターや悪役を動
かしているからと言って、プレイヤーたちの敵ではない
ことを忘れないこと。君の仕事は、プレイヤー・キャラ
クターたちが戦闘で勝てないような変更することではな
く、プレイヤーたちが挑戦を楽しむことが出来るような
ダンジョンを作ることだ。

丁度それは、アドベンチャーにおける場所やモンスタ
ーがどう行動するのかの説明や、プレイヤーが担当して
いるキャラクターが持つアクションについて解説すると
いったことだ。プレイヤーがキャラクターに取らせるそ
の選択は、アドベンチャーの中でなにを引き起こすのか
を決定する。冒険しているパーティーの全体としての決
定に参加しているかどうか、プレイヤー１人１人を気を
つけること。物静かなプレイヤー、内気なプレイヤーに
は、彼らのキャラクターが参加しつづけるのを助けるよ
う、何をするのか、どう行動するか、尋ねるべきだ。

DMとして、君は公正でなければならない。そうする
ことが、誰でもがゲームを楽しむことを可能とする唯一
の道である。同時に、アドベンチャーに書かれていない
事をすることを恐れないこと。遭遇があまりにも易しい

ようなら、別の友軍のモンスターを新たに投入すること
もできるのだ。特に君が初心者DMであるなら、ゲーム
の進行を続けていくことを助けるために、何かを作り出
したり、決定したりすることを恐れることはない。ルー
ルについて議論して泥沼にはまる事態にくらべれば、ゲ
ームを続行するさせることの方がはるかに良いことだか
らだ。

最終的に最も重要な（そして、これはDMだけでなく
全員に当てはまる）ルールとは、楽しむことだ。これは
結局はゲームなのだから！
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　　雷尖寺

“雷尖寺の受難”は１話完結のアドベンチャーで、『ダ
ンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・セット』
の「ダンジョン・マスターの書」に収録されたアドベ
ンチャー“ねじれた迷宮”の結末から続くものだ。とはい
えキャラクターが２レベルであれば、君は“ねじれた迷
宮”をあらかじめプレイしておく必要はない。 

ネンティア谷の西端に沿って広がる原野において、何
年にも渡って雷尖寺の居住者は自身を瞑想的生活と善き
勤労に捧げてきた。寺院の人々には、多くの善神の信徒
が含まれていた。太陽と夏の神ペイロア、正義と名誉の
神バハムート、文明の神メローラ*1の信徒などである。

雷尖寺にいる信者たちは、山中に作られた寺院の古い
石壁の内側で協同生活し、働き、博学な癒し手、賢明な
助言者、豪胆な清浄の守り手として知られるようになっ
た。

だがしかし、長い年月にわたり雷尖寺には、そこに住
む者だけに知られている秘密の目的があった。見た目か
らは想像しづらいが、寺院の通常の床より下、階下のは
るか深くには、強力な力を持つ悪のアーティファクトが
隠されていたのである。それは上階に住まう聖職者たち
の力と魔力の守護により守られ、その最強の守護は極秘
とされた。

最終的には、それらの防御は十分でなかった。
数週前、ブライトボーン（訳注：滅びの生まれ、くら

いの意）と名のる幼いブラック・ドラゴンが、野蛮なオ
ーク、身の軽いコボルト、ヒューマンの傭兵などから成
る小規模とはいえ軍隊を率い雷尖寺を襲撃したのだ。寺
院の守り手たちは勇敢に戦い、襲撃者に手痛い被害を与
えはした。しかし最後には、ドラゴンが行う猛攻撃の真
のどう猛さが彼らを圧倒してしまった。

ブライトボーンは廃墟と化した寺院を自分の巣窟だと
主張し、それ以来、残った手下とともに穴を掘って居座
った。ドラゴンは今や、オークとコボルドに罠を設置さ
せ、金貨を数えさせ、寺院の墓場で狩りをするのにはア
ンデッドをどうやって取り除くかを考えさせてみたりし
ていた。

（*1 訳注：本アドベンチャーの原書ではメローラを「
文明の神」としているが基本ルール中では原野と海の神
とされている。文明の神はエラティスとされている。）

クエスト
クエストとは、アドベンチャー全体を通しての冒険の

目的である。それはPCたちに、挑戦することに対する
しっかりした理由を提示し、なにを試みるかの指針とな
る。「雷尖寺の受難」において冒険者たちは、彼らだけ
が解決できる危険な場面に出くわす。この寺院は、挑
み、退けなければならない未知の軍団に奪われている。
このアドベンチャーにおいて、このクエストはパーティ
ー全体としてのものである。
クエストXP： 寺院を取り戻すと、冒険者たちは625XP（主

要クエスト）を得る。キャラクターの全員でこのXPを分配
すること。

地図
カバーの内側のマップは雷尖寺の地図である。マップ

に示された数字は、次のページで説明する遭遇エリアと

一致している。雷尖寺のレイアウトは、プレイの中で
遭遇3、あるいは遭遇4からでも遭遇5に含まれるブライ
トボーンの住処へ直行することもできることを意味して
いる。とはいえ時間が許せば、冒険者たちは（遭遇しな
かった）ほかの遭遇をこなすために戻ることもできる。
冒険者たちは遭遇としての番号を当てられていない場所
や、遭遇それぞれの「このエリアの特徴」の部分で説明
された内容を探求することに時間を使うこともできる。

 与えられるXP
冒険者たちはアドベンチャーが進行するにつれ、モン

スターを倒し、ほかの挑戦にも打ち勝つだろう。それぞ
れの遭遇のあとには冒険者たちが得たXPを記録するこ
と。その遭遇におけるXPの合計は、各遭遇の説明の頭
に示されている。おのおのキャラクターは、合計をパー
ティーの人数で割った値だけのXPを得る。

君は、遭遇が終わるごとにいくらXPを得たかをプレ
イヤーに言ってもかまわないし、アドベンチャーの終わ
りまで待って合計のXPの値を与えてもよい。その選択
は君に任せられている。パーティーにいるPCそれぞれ
は同じだけのXPを受け取ることから、PC全員が同じ値
のXP合計を持っているのが望ましい。

アクション・ポイント
アドベンチャーの開始時点でプレイヤーに、アクショ

ン・ポイントのトークンを１人１つずつ渡す。PCがア
クション・ポイントを消費したら、PCを担当している
プレイヤーはこのトークンをDMに渡す。

休憩のための休止
一度、冒険者があるエリアでモンスターを破ったら、

そのエリアは“小休憩”を取るために安全に使うことがで
きる。これはキャラクターたちに、遭遇毎パワーを回復
し、彼ら自身の回復力を複数回消費して回復してもらう
ためだ。だが、その周囲の荒廃した寺院と荒野は野営す
るほど安全な場所ではない。これはパーティーが大休憩
は取れないことを意味している。PCが一日毎パワーを
取り戻したり、この短いアドベンチャーの間には、消費
した回復力の回数を回復することはないことを、プレイ
ヤーが理解しているか確認すること｡

遭遇を調整する
「雷尖寺」は、2レベル・キャラクター5人のパーティ
ーを想定している。だが、このアドベンチャーは4人、
あるいは6人のPCに簡単に適応させることができる。 

もしPCが４人であれば、各遭遇から一番レベルが低
いモンスター1体を取り除く。PCが６人なら、その遭遇
にすでに含まれているモンスターに、さらに1体を追加
する。モンスターのレベルは遭遇のレベルに見合うもの
を選択する。モンスターを追加したり取り除いたりする
際は、単独モンスター、精鋭モンスター、雑魚よりは標
準モンスターを選択すること。これは最終の遭遇に別の
ドラゴンを追加することはできないということである。
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アドベンチャーの開始
君がアドベンチャーを始める前に少し時間をとって、

君とほかのプレイヤーがPCの名前がわかるようにしよ
う。いくつかの遭遇において必要となるはずなので、君
は各PCの受動知覚の値を手元に控えておくべきだ。

プレイヤーをアドベンチャーの渦中に放り込むために
次の情報を与える。この種類の記述文はアドベンチャー
を通して示されるので、声を出して読むか、言い換え（
君自身の言葉で話す）てもかまわない。

君がアドベンチャーを開始する用意ができたら次を読む
こと。

トラヴィスというドワーフの賢者は、荒涼としたケルンゴー

ム連峰に建つ雷尖寺へ、危険な荷物を運ぶのを手助けに同行

してくれと、君たちに声をかけた。このドワーフは、邪悪な死霊

魔法が吹き込まれた一つのドクロを所有しており、それは雷尖

寺の聖職者が特殊な儀式を行うことによって安全に破壊しう

る。だが、丁度ひと月まえに、その目的について伝言を送った

が、なにも返事を聞いていない。雷尖寺になにか災難が降り

かかったのではないかと恐れ、心配したトラヴィスは、この寺

院へ彼を連れて行ってくれそうな英雄のパーティーを探した。

冒険の予感（それとドワーフがが提示した120ゴールドから

分配される報酬）に屈服して、君たちはこの旅のあいだドクロ

を安全に守り、雷尖寺が突然に沈黙してしまった理由を見出

すことに同意した。	フォールクレストから冬越村までの旅の間

は、山賊やその地域を脅かすゴブリンの襲撃などはなかった。

しかしトラヴィスは、君たちが寺院から来る旅人に１人も出会

っていないという事実によって、ますます悩

んだ。そして狭い山間の道が曲がって

最初に雷尖寺が見えるようになっ

たそのとき、君たちは恐ろしい

光景に目を奪われる。寺院の

外壁は倒れ、黒っぽい人影が

廃墟の中に潜伏するのが見え

た。

トラヴィスは「オークじゃ！」と唸

り、ツバを吐いた。「じゃが、いったい誰のた

めに働らいとるんじゃ？　単なる山賊では

あの寺院を陥落させることはできん。どうやらこ

こには英雄の仕事が転がっているようじゃな。わし

抜きで行ってくれ。わしは偉大な戦士ではないし、我々はこの

ドクロを寺院に持ち込んでヤツラの鉤爪をかけさせる危険は

おかせん。」

とはいえドワーフは、封にドワーフのルーン文字が書かれ

た小さなガラスびんを捜して、彼のカバンの中をかき回した。

「これじゃ、これを持っていけ。もし寺院が本当に陥落

しておるなら、おぬしらにはこれが必要になるかも

しれん。幸運を祈るぞ」

トラヴィスは、キャラクターたちに秘術のガラスびん
を渡す。『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スタータ
ー・セット』の箱の中から、ポーション・オヴ・ヒーリ
ングのカードを一枚、プレイヤーたちに渡すこと。君が
カードを持っていないなら、この秘術のアイテムは、飲
むためにマイナー・アクションを必要とする。これを飲
んだキャラクターは、回復力1回を消費してhp10を回復
する。

プレイヤーたちが寺院に向かったら遭遇1に場面を変
えること。冒険のはじまりだ！
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遭遇レベル3（850XP）
セットアップ
オークの射手 2体(O)
ガードドレイク 2体(D)
普通の山賊 2体(B)

雷尖寺への入口は、頑丈な守衛詰め所が脇にある。通
常であればこの部屋を寺院の守護者たちが宿舎とし、こ
の寺院を訪問する者や、ケアンゴーム連峰を越えて行こ
うとする途中に暖かなベッドを捜している旅の者たちが
泊まった。いまそれらは、ブライトボーンの手下によっ
て占拠され、このドラゴンの新しい巣に近づく者を見張
る役割を果たしている。.

冒険者がこの遭遇のエリアに入る時に、ポスターマッ
プ（寺院のこの部分だけを示すために折りたたむこと）
を開いて置き、そして以下の文章を読み上げること。

かつて雷尖寺の誇りであった城壁は荒廃のなかに倒れ、巨

大な石は砕け瓦礫と化している。

二つの道がそれぞれ雷尖寺へ続いていると思われたが、一

方は完全に破壊されていた。

アーチをくぐった先の狭い中庭では、外見を損なった一体

の像を見ることができ、廊下の一部はそのまま寺院の奥へ通

じているようである。

瓦礫の中で、ロングボウで武装した2体のごついオークが、

君たちを見つけて近づいてくる。それぞれがタチの悪い猟犬

のような生き物をしたがえている。それは二足歩行で、犬の遠

吠えのような声や、うなり声をあげる爬虫類の獣といったとこ

ろだ。一体のオークが乱雑な語で命令を怒鳴り、同時にもう一

方のオークが黒い羽根のついた矢を弓につがえた。

描写のテキストを読んだら、キャラクターたちに見え
ている様々な特徴についても説明をする：瓦礫の山、彫
像、廃墟につながる２つの入口。オークの射手たちとガ
ードドレイクたちを説明と合わせて配置する。まだ見え
ていない普通の山賊についてはまだ配置しないこと。

キャラクターのイニシアチブをロールして確認し、記
録してもらう。そしてモンスターの（キャラクターから
見えていない山賊についても）イニシアチブをロールす
ること。

ガードドレイク （D）　2体  レベル２ 暴れ役
小型・自然・野獣（爬虫類） XP各125 
hp 48：重傷値 24  イニシアチブ ＋3
AC 15、頑健 15、反応 13、意志 12      〈知覚〉 ＋7
移動速度 6
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：1d10 ＋ 5ダメージ（味方から2マス以内にいるなら1d10 

＋ 10）
【筋】16（＋4） 【敏】 15（＋3） 【判】 12（＋2）
【耐】18（＋5） 【知】   3（－3） 【魅】 12（＋2）
属性：無属性     言語：－

戦術
ドレイクたちは、かみつきのダメージを最大化するた

めに味方から２マス以内の位置を維持しようとしなが
ら、最も近いキャラクターを攻撃するために突き進む。
オークの射手のうち１人が重傷になったら、それを守る
ためにすぐに後退する。

オークの射手たちは瓦礫の山のあたりに位置を占め、
冒険者たちが近づいて近接攻撃を試みることを妨げるよ
う、そのまま壁の陰に隠れて遮蔽をとる。彼らは複数の
キャラクターを目標とすることができる場合には、自
身のクラスタード・ヴォレーのパワーを使うか、ロング
ボウで一人一人の冒険者たちを普通の山賊が戦術的優位
を得られる場所へ追い込む。オークはその手が封じられ
たときにだけ、近接攻撃に頼ろうとする。倒される時に
は、自身の射程内にいて最も傷を受けている冒険者を目
標に、最後の攻撃としてサヴェジ・ディマイズのパワー
を使う。

山賊は、むやみに攻撃するのではなく、変わりに彼ら
の敵に忍び寄ろうとする。山賊それぞれについて〈隠
密〉判定（D20＋9）をロールし、冒険者たちの受動知
覚の値と比較する。受動知覚の値が、山賊の〈隠密〉判
定の値以上でない限り、盗賊の姿は見えない。そうした
場合、山賊はキャラクターに対して戦術的有利を得てい
るため攻撃してくる。

山賊は疾走してでも、戦闘の外周に位置か見えない岩
の陰の位置にいる。

山賊たちは、戦術的優位をえるため常に挟撃をしよう
とするが、孤立している冒険者を目標にすることを好
む。

山賊は、可能である場合には攻撃の一部として常に
1マスのシフトを行い、その後、反撃の範囲から離脱す
る。

このエリアの特徴
照明： 外部の明るい日光が射している。このエリアの屋根

はほとんどが崩壊し、壁は多くの場所で倒れている。

彫像：その外観が損なわれた彫像からは、どの神を表現さ
れているかを語ることはできない。しかしこの彫像は、こ
れに隠れる者に遮蔽を提供する。

瓦礫： エリア全体にわたり散乱した瓦礫の山は、移動困難
地形である。

井戸： 秘術の碑文が、井戸を組んでいる石に刻まれている。
〈秘術〉か〈宗教〉技能を修得済みのキャラクター（ウィザ
ードかクレリックなど）は、碑文が水の清浄さと冷たさを維
持するのに加え、弱い回復の魔法を井戸の水に与えてい
ることが分かる。この水を飲んだキャラクターは、小休憩
が終わるときに回復力1につき追加で2hpを回復する。

遭遇の結末
一旦、ここの守衛たちを倒したら、キャラクターたち

はこのエリアを捜索し、望めば小休憩をとることができ
る。キャラクターたちは、マップの下方向へ廊下を通っ
て遭遇2へ前進することができる。あるいは彫像がある
庭を通って移動することもできる。

　　遭遇 1：番犬
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オークの射手 (O)　2体 レベル4　砲撃役
中型・自然・人型  XP各175
hp：42；重傷値：21 イニシアチブ：＋6
AC16、；頑健16、反応18、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6  夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11 対 AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。

Rロングボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20／40（クリーチャー1体）；＋11 対 AC
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらに目標を1マス押しやる。

Aクラスタード・ヴォレー／たばね射ち（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチ

ャーすべて）；＋9対AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ◆遭遇毎

トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（即応・割込）：このオークは1回の標準アクションを行な

う。
【筋】15（＋4） 【敏】18（＋6） 【判】10（＋2）
【耐】12（＋3） 【知】8（＋1） 【魅】9（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
装備：レザー・アーマー、ハンドアックス、ロングボウ、アロー×30

普通の山賊(B)　2体  レベル2　遊撃役
中型・自然・人型（ヒューマン） XP各125
hp：37；重傷値：18  イニシアチブ：＋6
AC16、；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位

この山賊は、自分が戦術的優位を有している目標に対する近接
攻撃や遠隔攻撃では1d6の追加ダメージを与える。

標準アクション
mメイス（［武器］）◆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、この山賊は1マスのシフトを行なう。

rダガー（［武器］）◆無限回（4回／遭遇）
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋7 対 AC
ヒット：1d4＋5ダメージ、この山賊は1マスのシフトを行なう。

デイジング・ストライク／幻惑打撃（［武器］）
  ◆この攻撃がミスしたなら再チャージ
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、目標はこの山賊の次のターンの終了時

まで幻惑状態となる。
効果：この山賊は1マスシフトする。

技能：〈隠密〉＋9、〈事情通〉＋7、〈盗賊〉＋9
【筋】12（＋2） 【敏】17（＋4） 【判】11（＋1）
【耐】13（＋2） 【知】10（＋1） 【魅】12（＋2）
属性：無属性 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、メイス、ダガー×4
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遭遇レベル2(700 XP)
セットアップ
コボルドの穴潜り(T)  14体
コボルドのスリング兵(S)  2体
歴戦のオーク(O)   1体

奥の4分の1ほどは建て増しされた倉庫部分だが、部
屋としては礼拝と信仰の儀式で使われる重要な場所であ
る。さらに加えて、このエリアには地階へと続く階段が
あるが、ここは聖職者だけが入るのを許された場所だっ
た。儀式のための空間は、寺院の正面側の区域よりは荒
らされいないが、それでも破壊と略奪の跡がそこここに
みられる。

ここにいるコボルドとオークには、遭遇1の戦闘の音
は聞こえた。しかしブライトボーンの手下は常に罵り合
っていて、互いの支援には現れないのである。

冒険者たちがエリアに入る時に、ポスターマップ（寺
院のこの部分だけを示すために折りたたむこと）を広げ
て、以下を読むか言い替えること：

大きく開けた部屋は、寺院のこのセクションの主要部分だ。

その中央に、善のエグザルフ（神格の側近）と英雄の彫像を

乗せた、高くなった台座が据えられている。アーチ型の天井は

まだ頭上に高い。けれども打ち壊された屋根にはつぎはぎの

ように穴が開き、それを通して空が見える。壁は、ここで激しく

続いた戦いを証明するするかのように、あちこちで倒れ、粉砕

されている。

無骨なオークが1体、ぶっそうな見栄えのバトルアックスを

振り回し、開けた空間の中央に立っている。彼の腰までの身長

しかないコボルドの敏速剣士のグループを従えている。君た

ちの接近に伴って、そのオークはバトルアックスの重さを量る

かのように持ちなおし、吠えた。

モンスターたちについて説明する際には、PCたちか
ら見えるモンスターを配置すること。PCたちが、まだ
見ることの出来ない他のモンスターについては配置しな
い。コボルドの穴潜りのうち10体は、戦闘の開始時に
登場している。

PCのイニシアチブをロールして確認し、記録しても
らう。そしてモンスターの（PCから見えていない者に
ついても）イニシアチブをロールすること。

戦術
歴戦のオークは、最も装備が充実している冒険者（一

般にはパーティーのファイターかクレリック）を、可能
な限り移動速度とダメージが最大になるように突撃を行
い攻撃する。このオークは、2人かそれ以上のPCたちが
隣接していたらハッキング・フレンジーを使う。オーク
は味方を巻き添えにすることを気にしないので、コボル
ドがこのオークと隣接している間に、ハッキング・フレ
ンジーを使ってしまうように仕向けることができるかも
しれない。オークがハッキング・フレンジーを使ったよ

りも後のオークのターン開始時に1d6ダイスをロールす
ること。出目が5か6ならハッキング・フレンジーが再
チャージされ、オークは再度、このパワーを使うことが
できる。オークが倒されるとき、サヴェジ・ディマイズ
のパワーは末期の攻撃を実行させる。それは再チャージ
されていればハッキング・フレンジー、でなければバト
ルアックスでの攻撃である。

コボルドはたちは、PCたちに対して集まるように冒
険者たちに向かって押し寄せ、戦術的優位（攻撃ロール
に＋2）を得るために挟撃する。コボルドの穴潜りのう
ち5体は突撃を行い、シフティーのパワーを使って挟撃
をとって攻撃するか、手ごわいと見た相手をすり抜け、
他が後方からジャヴェリンを投げる。3ラウンド後には
ジャヴェリンを投げていたコボルドの穴潜りは前進し、
前にいたうちで生き残っているコボルドの穴潜りは下が
ってジャヴェリンを投げる。

コボルドのスリング兵は、防御力の低い冒険者（ウィ
ザードかローグ）に対して射撃であるスペシャル・ショ
ットを使い、近接の範囲には近づかない。スリング兵は
スペシャル・ショットを三射したら、スリングでの攻
撃で継続する。コボルドは攻撃ロールに＋1を得るため
に壇の上に乗っていようとし（“このエリアの特徴”を参
照）、さらに攻撃にたいしては彫像を遮蔽に使う。

戦闘の3ラウンド目になると、戦闘の開始時に配置さ
れなかった4体のコボルドの穴潜りが、螺旋階段に隣接
するマスに現れて、戦闘に参加する。

このエリアの特徴
照明：外部の明るい日光が射している。このエリアの屋根は

ほとんどが崩壊し、壁は多くの場所で倒れている。

壇： エリアの中央にある広い石壇は、5フィートの高さであ
る。 壇の上にクリーチャーが登るためには1マス分余分に
移動速度を消費し、かつ難易度12の〈運動〉判定に成功
しなければならない。壇の上に繋がる崩れかけの階段は
移動困難地形ではあるが、判定は必要としない。残留して
いる魔力のオーラは、壇上にいるクリーチャーの攻撃ロー
ルに＋1のボーナスを与える。

彫像： 壇の上に立つ彫像は遮蔽を提供する。中型クリー
チャー（ヒューマン、エルフ、ドワーフおよびオーク）は、彫
像を含むマスを移動困難地形として扱う。中型クリーチ
ャーが彫像と同じマスにとどまっているなら、攻撃ロール
に－5のペナルティを受け、かつ戦術的優位を与えてしま
う。小型のクリーチャー（ハーフリンク、コボルド）は像があ
るマスを通過して移動でき、ペナルティを負わずに彫像の
あるマスにいる状態で戦うことができる。

瓦礫： エリア全体にわたり散乱した瓦礫の山は、移動困難
地形である。

階段： この吹き抜けの階段は、寺院のより低い階層まで通
じている。

遭遇の結末
オークが身に着けているポーチからは、ポーション・

オヴ・ヒーリングが1本と、10gpの金貨が見つかる。プ
レイヤーに、2枚目のポーション・オヴ・ヒーリングの
カードを与えること（あるいは記録しておく）。

 遭遇 2：コボルドども！
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コボルドの穴潜り(T)　14体  レベル1　雑魚　遊撃役
小型・自然・人型生物（爬虫類） XP各25
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない イニシアチブ：＋5
AC15；頑健12、反応14、意志12    〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
mジャヴェリン（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。

rジャヴェリン（［武器］）◆無限回（3回／遭遇）
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋6 対 AC
ヒット：4ダメージ。

マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。
トリガー型のアクション
ナロウ・エスケープ／危機を脱する◆無限回
トリガー：近接範囲攻撃または遠隔範囲攻撃が、このコボルド

にヒットまたはミスする。
効果（即応・割込）：このコボルドはセーヴィング・スローを行な

う。成功したならば、3マスのシフトを行なう。
技能：〈運動〉＋4、〈隠密〉＋8、〈盗賊〉＋8
【筋】 8（－1） 【敏】16（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1） 【知】 9（－1） 【魅】10（±0）
属性：悪     言語：共通語、竜語
レザー・アーマー、ジャヴェリン（投げ槍）×3

コボルドのスリング兵(S)　2体 レベル1　砲撃役
小型・自然・人型生物（爬虫類） XP各100
hp：24；重傷値：12 イニシアチブ：＋3
AC13；頑健12、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6 暗視
標準アクション
mダガー（［武器］）◆無限回

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

rスリング（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

Rスペシャル・ショット／特殊な矢弾（［武器］）
◆無限回（1遭遇に3回まで）

攻撃：遠隔・10／20（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。さらに加えて以下の効果1つ（1d6をロ

ールして決定）：
1、2 スティンクポット／悪臭弾：目標は攻撃ロールに－2のペナ

ルティを受ける（セーヴ・終了）。
3、4 ファイアーポット／火炎弾（［火］）：目標は継続的［火］ダ

メージ2（セーヴ・終了）を受ける。
5 、6 グルーポット／粘着弾：目標は“動けない状態”になる
（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
シフティ／素速いシフト◆無限回
効果：このコボルドは1マスのシフトを行なう。

技能：〈隠密〉＋8
【筋】 9（－1） 【敏】17（＋3） 【判】12（＋1）
【耐】12（＋1） 【知】 9（－1） 【魅】10（±0）
属性：悪     言語：共通語、竜語
装備：レザー・アーマー、ダガー、スリング（投石器）、スリング・ブ

リット（スリングの弾）×20、特殊な矢弾3発分。

歴戦のオーク(O) レベル3　兵士役
中型・自然・人型  XP150
hp：50；重傷値：25  イニシアチブ：＋5
AC19；頑健17、反応15、意志13  〈知覚〉＋1
移動速度：6（突撃時は8） 夜目
標準アクション
mバトルアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、突撃時には1d10＋10。

Rハンドアックス（［武器］）◆無限回（1遭遇に4回まで）
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

Cハッキング・フレンジー／切り刻む狂乱（［武器］）
◆再チャージ 5、6

攻撃：近接範囲・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーすべ
て）；＋6 対 AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこのオークの次ターン終了時ま

でマークされる。
効果：このオークは次の自ターン開始時まで戦術的優位を与え

る。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ◆遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる。
効果（即応・割込）：このオークは1回の標準アクションを行な

う。
【筋】18（＋5） 【敏】14（＋3） 【判】10（＋1）
【耐】18（＋5） 【知】 8（±0） 【魅】 9（±0）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
装備：スケイル・アーマー、ヘヴィ・シールド（大盾）、バトルアック
 ス（戦斧）、ハン ドアックス（手斧）×4
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遭遇レベル4
（901 XP、技能チャレンジを含む）

セットアップ
オークの射手 (O)  1体
町の衛兵 (G)  2体
オークの蛮族 (S) 4体

この広間は、儀式の準備と浄化を一度に行うために設
けられた。それはいまや、不潔なオークと人のならず者
のグループの存在によって汚されている。

冒険者たちがこのエリアに入る時に、ポスターマップ
（寺院のこの部分だけを示すために折りたたむこと）を
広げて、以下を読むか言い替えること：

勇ましいドラゴンボーンを描き出している彫像が、広い部屋
のドアのすぐわきに配置され、床や壁には、かすかに秘術の光
で輝いている古代のルーン文字が見える。
はるか奥の壁に、もう一組のドアを見ることができ、不潔そう

なオークとヒューマンのならず者が、ぞんざいな造りのテーブ
ルを囲んで座っている。彼らはサイコロ賭博とおぼしきものか
ら目を上げ、呪いの言葉を口にしながら、武器を手に取った。

キャラクターのイニシアチブをロールして確認し、記
録してもらう。そのときにモンスターのイニシアチブを
ロールすること。

マップに示された場所にルーン文字を置くこと。ルー
ン文字は、PC、敵の両方に攻撃をする可能性がある致
命的な危険要因である。このルーン文字がどのように作
動するかの情報は、p.10の「技能チャレンジ：防御のル
ーン文字」を参照。

戦術
オークの蛮族は、まずはハンドアックスを投擲する。

それから切り倒されるまで、ハンドアックスでPCたち
を切り刻むべく命知らずな突撃を仕掛ける。オークの蛮
族が倒されるときにはそれぞれ、サヴェジ・ディマイズ
のパワーで最後に1度ハンドアックスで攻撃を行う。オ
ークの蛮族は、ダメージを増加可能であるときには常に
突撃を行うが、もしそれが不可能である場合は、彼らの
味方と挟撃をしようとする。

町の衛兵は、ハルバードでの攻撃範囲である2マスは
なれた敵を攻撃する際に、オークの蛮人を遮蔽に使う。
もし町の衛兵がマークしている冒険者が、立ちふさがっ
ている雑魚を攻撃するなら、町の衛兵はインターシー
ディング・ストライクで反撃することができる。町の衛
兵は可能である時はいつでもパワフル・ストライクを使
い、目標を打ち倒してルーン文字が作動するマスで伏せ
状態にしようとする。このパワーは、町の衛兵のターン
の開始時に、1d6をロールして5か6が出たなら再チャー
ジされる。

オークの射手は、テーブルを立ち上げて遮蔽をとり、
冒険者たちに対してクラスタード・ヴォレーのパワーを
使うかロングボウを撃って、作動しているルーン文字に
キャラクターを追いやろうとする。オークの射手は最後
の手段としてだけ近接戦闘を行う。射手は、死ぬ際には
サヴェジ・ディマイズ（再チャージされていればクラス
タード・ヴォレー）を使って最後の攻撃を行う。

このエリアの特徴
照明：おぼろげに光るルーン文字とテーブルの上にあるロ

ウソクが、薄暗い光でこのエリアを照らしている。

彫像：ドラゴンボーンの英雄たちの彫像は、後ろにいるクリ
ーチャーに遮蔽を提供する。

テーブル：この粗雑なテーブルは、かなり出来のよい家具
の断片を組み合わせてでっち上げられているが、それに
も関わらず頑丈である。このテーブルは遮蔽を得るため
に、移動アクションを消費して、ひっくり返すことができる。

椅子：これらの出来がよい椅子は、寺院から略奪されて新
しい持ち主に粗末に扱われて痛んでいる。

遭遇の結末
テーブルの近くのドアは、遭遇5へつながっている。

冒険者がこのエリアを去る時に、「防御のルーン文字」
の技能チャレンジ(p.10 参照)がまだ有効ならば、それは
アドベンチャーの期間のあいだは作動を止める。

 遭遇 3：防御のルーン文字
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オークの蛮族(S)　4体 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型 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：＋3
AC16；頑健16、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6  夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9 対 AC
ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

rハンドアックス（［武器］）◆無限回（1遭遇に4回まで）
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋9 対 AC
ヒット：6ダメージ。

トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ◆遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる
効果（即応・割込）：このオークは1回の標準アクションを行な

う。
【筋】16（＋5） 【敏】13（＋3） 【判】 9（＋1）
【耐】13（＋3） 【知】 8（＋1） 【魅】 8（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー（獣皮鎧）、ハンドアックス×4

オークの射手(O)  レベル4　砲撃役
中型・自然・人型  XP175
hp：42；重傷値：21 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健16、反応18、意志14 〈知覚〉＋2
移動速度：6  夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋11 対 AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。

Rロングボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20／40（クリーチャー1体）；＋11 対 AC
ヒット：1d10＋6ダメージ、さらにこのオークは目標を1マス押し

やる。
Aクラスタード・ヴォレー／たばね射ち（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・20マス以内（爆発の範囲内のクリーチ

ャーすべて）；＋9 対 AC
ヒット：1d10＋6ダメージ。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ◆遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる
効果（即応・割込）：このオークは1回の標準アクションを行な

う。
【筋】15（＋4） 【敏】18（＋6） 【判】10（＋2）
【耐】12（＋3） 【知】 8（＋1） 【魅】 9（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
装備：レザー・アーマー、ハンドアックス、ロングボウ、アロー×30

町の衛兵(G)　２体 レベル3 兵士役
中型・自然・人型（ヒューマン） XP各150
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ハルバード（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこの衛兵の次のターンの終了

時まで“マークされた状態”になる。
rクロスボウ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。

M パワフル・ストライク／力強い打撃（［武器］）◆再チャージ5 6
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：2d10＋5ダメージ、目標は倒れて伏せ状態になる。
トリガー型のアクション
M インターシーディング・ストライク／割込打撃

（［武器］）◆無限回
トリガー：この衛兵にマークされているクリーチャーが、この衛

兵を目標に含まない攻撃を行なう。
攻撃（即応・割込）：近接2（トリガーを発生させたクリーチャ

ー）；＋8 対 AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
ミス：半減ダメージ。

技能：〈事情通〉＋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：チェインメイル、ハルバード（槍と斧をくみあわせた長

な が え

柄の
武器）、クロスボウ（いしゆみ）、ボルト ×20
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この部屋は、侵入者を妨げる危険な秘術のルーン文字
による罠を組み合わせた、一連の魔法がかけられた。ブ
ライトボーンはこれら秘術を捻じ曲げ、さらに彼の目的
のためにその魔法を堕落させた。（この手段には、彼の
手下の雑魚を1ダースばかり必要としたが、ブライトボ
ーンは、彼の味方を消耗品としか思っていない。）

防御のルーン文字
遭遇の開始時、ポスター・マップに示されるいくつか

のルーン文字が作動している。さらに、各ラウンドの終
了時（最も低いイニシアチブを持つ戦闘の参加者のター
ンの後）に、あらたにルーン文字が1つ出現する。新し
いルーン文字それぞれにつき、1d6をロールすること。
1～5の出目で、新たしいルーン文字は、ランダムに冒
険者の下に出現する。出目が6だった場合は、ランダム
にモンスターの真下に出現する（ブライトボーンは、ル
ーン文字の秘術が彼の手下を無視するように焦点を合わ
せ直したが、ルーン文字のコントロールは完全ではない
のだ）。

新しいルーン文字は、それが最初に出現したときに攻
撃をおこなう。もしクリーチャーが移動してルーン文字
に（意図的であろうと、強制的であろうと）踏み込む
か、移動をせずに同じルーン文字の上で、そのターンの
開始と終了を迎えた場合は、そのマスにあるルーン文字
が攻撃する。ルーン文字が攻撃したら、1d4をロールし
て効果を決定すること。

1 [火]。攻撃：近接・爆発1（爆発の範囲内のクリーチャーす
べて）；＋3 対 反応。ヒット：1d6＋3 [火]ダメージ。

2 ［電撃］。攻撃：近接0（ルーン文字の上のクリーチャー）；
＋5 対 反応。 ヒット：1d6＋3［電撃］ダメージ、かつ目標
は自分の次のターンの終了まで減速状態となる。

3 [光輝]。攻撃：近接0（ルーン文字の上のクリーチャー）；
＋5 対 頑健。 ヒット：1d6＋3［光輝］ダメージ、かつ目標
は自分の次のターンの終了まで盲目状態となる。

4 ［雷鳴］。攻撃：近接0（ルーン文字の上のクリーチャー）；
＋5 対 頑健。 ヒット：1d6＋3［雷鳴］ダメージ、かつ目標
はランダムな方向へ2マス押しやられ、倒れて“伏せ状
態”となる。

技能チャレンジ
秘術の防御のルーン文字を解除するか、コントロー

ルを奪うことが、この技能チャレンジである。技能チ
ャレンジは、冒険者が攻撃ロールの代わりに技能チェ
ックで挑む遭遇（か、この技能チャレンジのように遭
遇の一部である。）である。ちょうどモンスターを倒
すのと同様に、技能チャレンジを達成することでPCは
経験を得る。PCが首尾よくこの技能チャレンジを完遂
すれば、パーティーは遭遇3の合計経験点に含まれる
250XPを得る。

この遭遇の中で、冒険者は戦闘のさなかに技能チャレ
ンジを実行することになる。これは、キャラクターの
うち、他のキャラクターがモンスターと戦う一方で、
何人かが技能チャレンジに集中することができるとい
うことを意味する。プレイヤーたちはこの遭遇の様々
な面を、どのキャラクターが担当するかを決めること
ができる。しかし技能チャレンジに適した技能に、技

能判定ボーナスを持つキャラクターが、技能チャレンジ
を引き受けるのが最もよい。

技能チャレンジが進行するにつれて、2つのうちひと
つのことが発生するまで、冒険者は技能チャレンジを行
う。もし冒険者が技能判定において3回失敗してしまう
までに、6回の成功をすれば、彼らはこの技能チャレン
ジに成功し、秘術のルーン文字を解除するかコントロー
ルできる。6回の判定で成功するより前に3回の技能判
定に失敗した場合は、ルーン文字の魔法は暴走の危険に
陥る。さらなる情報は、「成功と失敗」の項を参照。

ルーン文字を解除する
この技能チャレンジを突破するに当たり、冒険者によ

って使用される技能として、3つの主要技能がある。：
〈魔法学〉〈宗教〉〈盗賊〉 
〈魔法学〉：〈魔法学〉判定を行うキャラクターは、防御のル

ーン文字を動かす秘術のエネルギーを引き出し、そのエ
ネルギーの流れを変えるか、分散させることを試みる。

〈宗教〉：〈宗教〉技能を使う冒険者は、この罠が雷尖寺の
聖職者によって作成された時から残されている信仰の性
質に注目する。そのキャラクターは、善の神への適切な祝
福と嘆願によってブライトボーンによる腐敗を消し去るこ
とを試みる。

〈盗賊〉：〈盗賊〉技能を利用するキャラクターは、すばやい
手わざと魔法による罠に対する幅広い訓練を元に、物理
的にルーン文字を混乱させ、それらの魔法的な仕組みを
覆すことを試みる。

技能チャレンジのあいだに、これらの主要技能の1つ
を判定することは標準アクションである。難易度13で
の判定に成功することは、冒険者に6回必要な達成にた
いする1つの成功をもたらす。失敗した判定は、代わり
に三回まで許される失敗の一つに数える。

技能チャレンジ：防御のルーン文字
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救出
冒険者のうちの何人かは、この遭遇においてモンスタ

ーと戦うことに完全に手を取られるであろうし、技能チ
ャレンジに使うことが出来る３つの主要技能をキャラク
ターの全員が修得していない、ということもありうる。
しかしそれは、それらのキャラクターが技能チャレンジ
の役に立つことができないことを意味しない。

副次技能は、直接に防御のルーン文字を覆すのではな
く、ルーン文字に取り組んでいるキャラクターに力を貸
すために使うことができる。この技能チャレンジを補助
するために、キャラクターたちは5つの副次機能を使う
ことが出来る。：〈はったり〉〈看破〉〈威圧〉〈歴
史〉および〈知覚〉。 
〈はったり〉、〈威圧〉判定：〈はったり〉または〈威圧〉を使

っているキャラクターは、守っているモンスターが
ルーン文字を操作しているのを混乱させること
ができる。そうすることは、冒険者の味方がそ
の支配を壊すことを容易にする。

〈看破〉と〈知覚〉判定：〈看破〉または〈知覚〉
を使っているキャラクターは、ルーン文
字の魔法の中にパターンや乱れを探し、
仲間にそのパターンについての注意
を促す。

〈歴史〉判定：〈歴史〉を使っているキ
ャラクターは、防御のルーン文字が
どう作動するかを理解するのに役立
つかもしれない、寺院と建立者につい
ての情報を思い出そうと試みる。

この技能チャレンジにおいて、副次技
能の1つを使うことは、1ラウンドに1回
使うことができるマイナー・アクションに
あたる。

難易度13の副次技能による判定に成功
しても、技能チャレンジの成功としては
カウントしないが、その代わりにすぐ後に
行われる〈魔法学〉〈宗教〉〈盗賊〉いず
れかの判定に＋2のボーナスを与える。同
様に、副次技能での判定で失敗した場合、
技能チャレンジにおいての〈魔法学〉〈宗
教〉〈盗賊〉に－2のペナルティとなるが、こ
ちらは技能チャレンジの失敗としてはカウント
しない。

成功と失敗
3回の失敗をしてしまう前に、キャラクターたち

が技能チャレンジの6回の成功を得たなら、250XPを
得て防御のルーン文字のコントロールを得る。冒険者
たちは、防御構造を非作動の状態（すべての作動中の
ルーン文字が消え、それ以外は出現しなくなる）とす
るか、彼らの敵に対して向けることができる。

ルーン文字をモンスターに向けるなら、各ラウンド
の終了時に出現するルーン文字は、1が出た場合、冒
険者のうちからランダムな1人の下に現れる。2～6の
出目で、ルーン文字はランダムなモンスターの下に出
現する。さらにキャラクターたちは、ルーン文字を作動
させるために、主要技能をつかった技能チャレンジを続
けることができる。難易度13の〈魔法学〉〈宗教〉〈

盗賊〉いずれかの判定で成功したキャラクター１人は、
そのキャラクターから5マス以内の任意のマスにルーン
を配置することができる。

技能チャレンジにおいて、冒険者が3回の失敗をして
しまったら、防御のルーン文字は危険で不安定な状態と
なり、そうなったら技能判定は防御のルーン文字に影響
を与えることはもはや出来ず、各ラウンドの終了時に、
一つではなく 1d4 だけ、ルーン文字が現れる。それら
はそれぞれ、出現すると同時に攻撃を行い、その攻撃が
終わったら消える。すでにエリアに出現していて残って
いるルーン文字は、通常の攻撃を継続しておこなう。
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遭遇レベル3(800 XP)
セットアップ
ぽんこつスケルトン(D) 6体
つかみかかるゾンビ(Z) 5体
スケルトン  1体(S)

この石造りの地下室は、雷尖寺がその倒れた勇者を埋
葬した場所であった。丁重に葬られていた死者は、邪悪
なアーティファクトを封印していた区域が破壊されたと
きに解放された、悪夢のような魔法の力によって恐ろし
いスケルトンやゾンビとして起き上がった。ブライトボ
ーンの手下は、いまはこの部屋を避けている。

冒険者がこの遭遇のエリアに入る時に、ポスターマッ
プ（寺院のこの部分だけを示すために折りたたむこと）
を開いて置き、そして次の文章を読み上げること。

その石のドアはするりと開いて、薄暗い地下室が続いてい

る。

彫像と、神、聖者、天使、名も伝わらぬ英雄を象った彫刻や

彫像が、寺院の死者を納めた墓と石棺を夜通し見守っている。

部屋の片隅では、大きなルーン文字が信仰の力で燃え上がっ

ている。その炎が明滅し、落とした影を踊っている。

突然、がたついた骨がこするような音をさせる。地下室に一

列に並んだ、影で覆われたアルコーブ（くぼみ）から人影が動

き、同時にすぐそばにある二つの石棺の重いフタが軋んで開

いた。肉のすっかり落ちたスケルトンと恐ろしいよろめく死体

が、影の中から続々と現れ、それらの死んだ目には冷たい光が

ともっている。

キャラクターのイニシアチブをロールして確認し、記
録してもらう。そしてモンスターのイニシアチブをロー
ルすること。

戦術
ゾンビたちは、ゾンビ・グラスプで最も近いPCを攻

撃するために近づく。これは、ゾンビのダメージが増え
ていく間、冒険者を足止めすることが出来る。

ぽんこつスケルトンは尻込みし、あらかじめ石棺か彫
像の遮蔽の後ろにいようとしてシフトを行い、近接でも
ショートボウを撃ち込む。燃えているルーン文字の近く
にいるぽんこつスケルトンは、攻撃にその特殊な炎を利
用して、攻撃の結果に加えて[火]のダメージを与える（
「このエリアの特徴」を参照）。

スケルトンは、防御が低いと見えるPCと近接する
ために前進し、ぽんこつスケルトンを守ろうとする。
PCがぽんこつスケルトンの味方に向かってくるなら、
スケルトンは、その危険な機会攻撃を冒険者が引き起こ
すように位置取りをする。可能ならばスケルトンは冒険
者を、燃えているルーン文字の方へ追い込んで、ルーン
文字の力を利用しようとする。

スケルトン(S) レベル3　兵士役
中型　自然　自律体（アンデッド） XP150
hp：45；重傷値：22 イニシアチブ：＋6
AC19；頑健15、反応16、意志15 〈知覚〉＋3
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
特徴
スピード・オヴ・ザ・デッド／死者の素早さ

スケルトンは機会攻撃を行なう際に、攻撃ロールに＋2のボーナ
スを得、＋1d6 の追加ダメージを与える。

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：1d8＋5ダメージ、目標はスケルトンの次のターンの終了

時までマークされる。
【筋】15（＋3） 【敏】17（＋4） 【判】14（＋3）
【耐】13（＋2） 【知】 3（－3） 【魅】 3（－3）
属性：無属性 言語：－
装備：ロングソード

このエリアの特徴
照明：燃えているルーン文字はエリア全体に

明るい照明を落とす。

燃えているルーン文字：この大きな信仰のル
ーン文字は、神秘的なパワーによって燃え
ており、近くにいるクリーチャーを援助する。ル
ーン文字が占める4つのマスのうち1つに
いるか、そのマスに隣接しているクリ
ーチャーは、攻撃に追加で2ダメージ
[火]を与える。

彫像：これらの彫像は神、天使、聖人お
よび英雄を描き出している。これらは遮
蔽を提供し、移動困難地形である。2つの
倒れた彫像はもう遮蔽を与えないが、移動
困難地形である。

石棺：これらの巨大な石棺は遮蔽を提供する。石
棺は、その上に登るための最初の移動に
移動力を1マス余分に消費しなければ、
乗り越えることが出来ない。

遭遇の結末
地下室の向こう側

のドアは遭遇5に
続いている。

 遭遇 4：死せり勇者の地下墓地
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ぽんこつスケルトン(D)　6体 レベル1　雑魚　遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド） XP各25
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
AC16；頑健13、反応14、意志13 〈知覚〉＋2
移動速度：6 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］10；脆弱性：［光輝］5
標準アクション
mロングソード（［武器］）◆無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6 対 AC
ヒット：4ダメージ。

Rショートボウ（［武器］）◆無限回
効果：このスケルトンはこの攻撃を行なう前に1マスシフトする。
攻撃：遠隔・15／30（クリーチャー1体）；＋6 対 AC
ヒット：4ダメージ。

【筋】15（＋2） 【敏】17（＋3） 【判】14（＋2）
【耐】13（＋1） 【知】 3（－4） 【魅】 3（－4）
属性：無属性 言語：－
装備：ロングソード、ショートボウ、アロー×20

つかみかかるゾンビ(Z)　5体 レベル1 暴れ役
中型・自然・自律体（アンデッド） XP各100
hp：33；重傷値：16 イニシアチブ：－1
AC13、；頑健14、反応11、意志11  〈知覚〉－1
移動速度：4 暗視
完全耐性：［毒］、［病気］
特徴
ゾンビ・ウィークネス／ゾンビの弱点

ゾンビに対するクリティカル・ヒットは、即座にそのヒット・ポ
イントを0に減少させる。

ゾンビ・リジューヴェネイション／ゾンビの蘇生
クリティカル・ヒットによってヒット・ポイントが0にされたので

ない限り、ヒット・ポイントが0になったゾンビはその次のター
ン終了時にヒット・ポイント1で起き上がる。ゾンビの死体にダ
メージを与えることで、ヒット・ポイントが0になったゾンビが
このようにして起き上がるのを永久に防ぐことができる。

標準アクション
mスラム／叩きつけ◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6 対 AC
ヒット：1d12＋3ダメージ（つかんだ目標に対しては1d12＋8）

M ゾンビ・グラスプ／ゾンビのわしづかみ ◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“反応”
ヒット：目標はつかまれる（脱出難易度14）。

【筋】16（＋3） 【敏】8（－1） 【判】8（－1）
【耐】13（＋1） 【知】1（－5） 【魅】3（－4）
属性：無属性 言語：－



遭遇レベル 15（1,189XP）
セットアップ
フレッジリング・ブラック・ドラゴン(D) 1体
ホブゴブリンの親衛兵(H)  2体
オークの蛮族人(O)  6体

そこは雷尖寺中央に位置する要
かなめ

の場所で、雷尖寺の司
祭たちはここで強力な儀式を執り行ったり、私用だが重
要な集会を催すために集まることができた。邪悪なアー
ティファクトを収容した封印の部屋に通じる隠された階
段は、唯一の入口としてこの部屋につながっていた。い
まこの区域はブライトボーンの貯蔵庫と、この黒いドラ
ゴンの巣と成り果てている。

ブライトボーン　フレッジリング・ブラック・ドラゴン(D)
レベル2　単独　暴れ役

大型・自然・魔獣（ドラゴン） XP625
hp：144；重傷値：72 イニシアチブ：+9
AC16；頑健14、反応15、意志12  知覚〉＋7
移動速度：7、飛行7 水泳7 暗視
抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント2
特徴
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。

標準アクション
mバイト／かみつき（［酸］）◆ 無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7 対 AC
ヒット：1d8＋6ダメージ（このドラゴンが目標に対して戦術的優

位を得ているなら1d8＋10）、加えて［酸］ダメージ5。
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。この攻

撃を、2つの別々の目標に対して1回ずつ行なうか、あるいは
1体の目標に対して2回行なう。
ヒット：1d6＋6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：1d10＋4［酸］ダメージ、および継続的［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
ゆううつ

鬱◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発5；爆発の範囲内にいるすべての敵は、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。さらに加えて、このドラゴンは
シュラウド・オヴ・グルームの効果を受けているそれぞれの敵
に対し、戦術的優位を得る。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8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
アシディック・ブラッド／強酸の血潮（［酸］）◆無限回
トリガー：このドラゴンが、重傷であるときにダメージを受ける
効果（フリー・アクション）：このドラゴンは隣接しているすべて

のクリーチャーに［酸］ダメージ5を与える。
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、〈自然〉＋8

【筋】16（＋4） 【敏】18（＋5） 【判】13（＋2）
【耐】12（＋2） 【知】12（＋2） 【魅】10（＋1）
属性：悪 言語：共通語、竜語

冒険者がこの遭遇のエリアに入る時に、ポスターマッ
プ（寺院のこの部分だけを示すために折りたたむこと）
を開いて置き、そして次の文章を読み上げること。

広大なホールが、はるか頭上に構築されたアーチ型の天井

がある印象的な場所を包んでいる。ひと組みの真鍮細工が揺

らぎもしない照明に明るく燃え、幻想的な海の獣の様子が描

かれた噴水から流れ出る水に写っている。奥の壁のあたりは

打ち壊され瓦礫がちらばり、視界の下へ続く、一度は隠された

はずの通路を露出させている。部屋の中には、さらに6体のオ

ークと、うなっているホブゴブリンが散開し、すでに戦う体勢

でいる。

宝物がうず高く積み上げられた祭壇の上に、首を落とされ

た善の神の彫像が立っている。

金銀の寝床の向うで、星の出ていない闇夜のような色のウ

ロコを持つ巨大な獣が、君たちの方を向いた。その目は残酷

さと、利己的な憎悪に燃えている。二本の角は、角ばったその

鼻の方へ伸びており、その胃を満たすための短剣ほどもある

牙の間から、不潔な唾液が音を立てて滴り落ちている。その

音がするたびに、恐ろしい威厳がドラゴ

ンから放たれる。：「定命の矮小な者が

来たか。貴様らの運命を思い知るがい

い・・・」

戦術
ブライトボーンは若いドラゴンで

あるため、結果として傲慢さと自信
過剰という弱点がある。ブライトボ
ーンは戦闘開始時、シュラウド・オ
ヴ・グルームのパワーで可能な限り
部屋を覆うことができる位置へ移動
する。ここでブライトボーンは、ア
クション・ポイントを1消費して、
可能な限り多くの冒険者を目標に
ブレス・ウェポンを使用する。彼
はブレス・ウェポンが再チャージで
きる（ドラゴンのターンの開始時に
1d6で5か6の出目で、このパワーは
再チャージされる）までの間、バイ
トとクローを使う。（シュラウド・
オヴ・グルームの対象も含む）戦術
的優位を与えている敵に対しては、
バイトを使う。

ホブゴブリンのうちすくなくとも
1体は、シェア・シールドとファラ
ンクス・ムーヴメントによる有利さ
をブライトボーンに与えるよう、主
人であるドラゴンに隣接した場所に
とどまろうとする。ホブゴブリン
はフレイルを使って、ブライトボ
ーンを攻撃している冒険者をマーク
することで、その冒険者がドラゴン
を追い続ける場合、敵の攻撃ロール
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 遭遇 5: ドラゴンの棲み処
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に－2のペナルティを与える。
オークの蛮族人は防御力が低いPCに集中し、ダメー

ジを増加させるため突撃で攻撃する。ホブゴブリンは少
なくとも1体が生き残っている限り、オークの野蛮人た
ちや自分たちとオーク同士で挟撃を行なうように命令を
怒鳴る。ホブゴブリンの両方が倒されたら、生き残って
いるオークは、単に最も近い場所にいる敵を攻撃する。

このエリアの特徴
照明： 火桶からの明かりが、主要な部屋を照明している。し

かし個別のホールは、柔らかに輝いているルーン文字の
明かりで照らされているのみである。

火桶： これらの真鍮細工は、善の神の領域によるアストラ
ルの炎で燃えている。火桶と隣接しているクリーチャー
は、難易度13の〈運動〉判定によって、近くのクリーチャー
の上に火桶を倒すことができる。転覆する際に、中身のア
ストラルの炎は、転倒した方向へ対する以下の攻撃とな
る。： 
　攻撃： 近接範囲・噴射3(噴射の範囲内のクリーチャ
ー)； ＋6 対 反応 
　　ヒット： 2d6［火］および［光輝］ダメージ、および［火］
および［光輝］の継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。

　　  ミス： ［火］および［光輝］の継続的ダメージ5（セーヴ
・終了）。

彫像：かつて壮大であったこ
の善の神の彫像は、肩に乗っ
ていたその頭は叩き落とさ
れてしまっている。だが、その
力の痕跡は残っている。彫像
の2マス以内において回復
力をつかうキャラクターは、
追加で2hpを回復する。彫像
は遮蔽を提供し、移動困難
地形である。 
ブライトボーンとホブゴブリ
ンは、噴水の魔法について知
っており、利用してセービン
グスローを行う（ただし、ここ
にいるモンスターの誰一人
として、回復のために回復力
を消費したことはない）。　
PCが、噴水がなにをするか
を理解できるよう、遭遇の早
いうちにモンスター1体が噴
水を使うようにすること。

銅
ど ら

鑼： この銅鑼の透き通っ
た音は、不思議なことに地
上の寺院で聞き取ることが
出来る。だがそれ以外の効
果はまったくない。

噴水：この部屋を不浄なクリ
ーチャーに占領されたにも
関わらず、この噴水の水は魔
力を失わず、山の泉の水のよ

うに冷たく清涼である。噴水に隣接したクリーチャーは、
1回の標準アクションとしてこの水を飲むことができる。こ
の噴水から水を飲んだクリーチャーは、1回ぶんの回復力
を消費することができ、セーヴによって終了することが可
能なすべての効果に対してセーヴィング・スローを行なう
ことができる。クリーチャーはこの利益を1度だけ受ける
ことができる（ただし、ここにいるモンスターの誰一人とし
て、回復のために回復力を消費したことはない）。

鉄棒： 階段への隠された入口は、一度鉄の棒によって塞が
れた。 これらはほぼ破壊されてしまい、いまや自由に通過
することができる。 詳細については次のページの、「アド
ベンチャーを終える」を見ること。

ルーン文字の円： 階段の下の隠された部屋の中で、魔法の
ルーン文字の円は、一度は寺院で保管する邪悪なアーテ
ィファクトを守っていた。この守護円は現在、魔法を使っ
て、かすかにまたたくように発光する。詳細については次
のページの「アドベンチャーを終える」を見ること。

ホブゴブリンの親衛兵(H)　２体 レベル3　兵士役
中型・自然・人型 XP150
hp：49；重傷値：24 イニシアチブ：＋5
AC19、；頑健17、反応15、意志15 〈知覚〉＋8
移動速度：6 夜目
標準アクション
mフレイル（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8 対 AC
ヒット：1d10＋5ダメージ、目標はこのホブゴブリンの次のターン

開始時までマークされる。
移動アクション
ファランクス・ムーヴメント／密集陣形移動◆無限回
効果：このホブゴブリン、およびこのホブゴブリンに隣接している

すべての味方は1回のフリー・アクションとして1マスのシフトを
 行なえる。シフトを行なう味方は、そのシフトをこのホブゴブリ

ンに隣接して終えなければならない。
トリガー型のアクション
シェア・シールド／かばう盾◆無限回
トリガー：隣接している味方にACあるいは反応防御値への攻撃が

ヒットする
効果（即応・割込）：その味方は、トリガーを発生させた攻撃に対

し、ACおよび反応防御値に＋2のボーナスを得る。
【筋】19（＋5） 【敏】14（＋3） 【判】15（＋3）
【耐】17（＋4） 【知】10（＋1） 【魅】10（＋1）
属性：悪 言語：共通語、ゴブリン語
装備：チェインメイル、ヘヴィ・シールド、フレイル（鎖でつながれ

た頭部を持つ鈍器）

オークの蛮族(O)　6体 レベル4　雑魚　暴れ役
中型・自然・人型 各XP44
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
AC16；頑健16、反応14、意志12 〈知覚〉＋1
移動速度：6  夜目
標準アクション
mハンドアックス（［武器］）無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：8ダメージ、突撃時には12ダメージ。

rハンドアックス（［武器］）無限回（1遭遇に4回まで）
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：6ダメージ。
トリガー型のアクション
サヴェジ・ディマイズ／死にぎわの大暴れ遭遇毎
トリガー：このオークのヒット・ポイントが0になる
効果（即応・割込）：このオークは1回の標準アクションを行なう。
【筋】16（＋5） 【敏】13（＋3） 【判】9（＋1）
【耐】13（＋3） 【知】 8（＋1） 【魅】8（＋1）
属性：混沌にして悪 言語：共通語、巨人語
装備：ハイド・アーマー（獣皮鎧）、ハンドアックス×4
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ブライトボーンの蓄えは祭壇の上に積みあがってい
る。それらは150個の金塊、200個の銀塊（30gp相
当）、3つひと組みで美しい装飾がされた金のヘッドバ
ンド（ひとセットで250gp相当）から成っている。ドラ
ゴンはさらに、＋1フレイミング・ダガー1本と、＋2チ
ェインメイル・アーマー1両を所有している。PCの誰で
あっても数分かけて試すことによって、これらのアイテ
ムが魔法のものだということがわかり、どのような機能
を持つか理解することができる。君は『ダンジョンズ＆
ドラゴンズ第4版 スターター・セット』の中に、これら
2つのアイテムのカードを見つけることができる。

硬貨の山の中から、冒険者はさらに竜語（ドラゴンの
使う、古い魔法の言語）によって記述された羊皮紙の巻
物を発見する。竜語が読めるキャラクターがいなくても
トラヴィスに巻物を見せれば、彼は訳すことができる。

宛名は“最愛の兄弟へ”となっており、雷尖寺の専門的
な防御体制と、合わせてこの寺院が巣窟としてどれだけ
適しているかを説明している。署名がないこのスクロー
ルの終わりあたりの文面は、「計画」を逸脱することに
対しての警告に近い。

PCが階段を調べる時に、以下を読むか言い替えること：

部屋のこの部分の壁は、打ち壊されて瓦礫と化しており、急

な角度で下へ向かう隠された階段がある。鉄の棒で作られた

壁が進むことをさえぎっていたが、いく体ものモンスターの力に

よってひん曲げられ、ガラクタの山ほども邪魔にならなくなって

いる。その向うには魔法の防御のルーン文字円が、エネルギー

を費やし、瞬いている。低い台が立っているが、それに乗ってい

たであろう何かは、どこかになくなっている。	

キャラクターの誰かが難易度13の〈魔法学〉判定に
成功すれば、その円が侵入者を締め出すのでなく、なに
かを保持するように記述されているとわかる。またその
PCは、防御のために円が構築されたのだとすれば、対
抗する何かは極めて危険であろうことがわかる。

時間が許すのならば、冒険者は彼らが飛ばした遭遇
（遭遇3または遭遇4）にでも、自由に戻ることができ
る。パーティーが遭遇3を飛ばしていたのであれば、そ
のエリアにいるクリーチャーには遭遇5の戦いの音が聞
こえていて、ブライトボーンが殺害されているのがわか
っている。これらの臆病な手下たちは現在、PCたちを
捕らえ、彼らの以前の主人であるドラゴンの宝物を、自
分のものとして奪う機会をうかがっている。

トラヴィスとの再会
冒険者が雷尖寺から出てくると、トラヴィスは再会を

喜ぶ。しかし、冒険者たちが話を始める前に彼の顔は曇
る。トラヴィスは120gpの報酬を支払い、冒険者たちの
勇気ある行動にたいして感謝するけれども、トラヴィス
が、寺院の没落と中にあったであろうアーティファクト
の喪失に心悩ませることは明らかである。

君はキャラクターたちに、雷尖寺を占拠していたモン
スターたちを駆逐したことによる625XPと同様に、それ
ぞれの遭遇（技能チャレンジを含む）を首尾よく克服し
た分から、与えるXPを確認すること。それによって、
このアドベンチャーは完結する。

アドベンチャーを続ける

このアドベンチャーは、いくつかの構想を含んでいる。
これは君が、このアドベンチャーをネンティア谷でのさ
らなるアドベンチャーに結び付けて、広げていけるよう
に配置されている物語の素である。

秘密の手紙は、複数の人物、またはクリーチャーがこ
の寺院を破壊されることを望んだことをほのめかし － 
なおかつ寺院内部の働きと秘密の防御について正確な情
報を持っていた。おそらく別の、より年ふりたドラゴン
は、対抗するであろう寺院を破壊し、土地を越えて与え
る影響を少しずつ拡げている。あるいは、恐ろしいドラ
ゴンボーンの軍事指導者は、それが止められない大群と
なり国境に進軍するのに前もって、寺院の脅威を取り除
かなければならないと知っており、雷尖寺への攻撃の背
後にいるのかもしれない。

寺院の地下で保管されていた邪悪な魔法のアーティ
ファクトは、未知の力によって盗まれている。なにごと
もなかったが、英雄たちは重大な不利に直面している。
彼らが、どのような種類の魔法の遺物が寺院の地下で封
印さていたのかを特定するまで、それを使おうとする意
思を阻止することについて、英雄たちはどのような希望
を持っているのか？　ネンティア谷、雷尖寺、それに知
られていないアーティファクトの来歴を掘り下げること
は、プレイヤーたちを古代の廃墟を探索し、忘れられた
伝承を追及し、好きなだけの数の雄大なアドベンチャー
へ導くことができる。

当初トラヴィスを、いまは廃墟となってしまった雷尖
寺への旅へ向かわせた死霊術のドクロは、破壊されるか
安全に保管される必要がある。それは危険に満ちたケア
ンゴーム連峰の地図にない深い谷にあるであろう、忘れ
られた聖者ヴィラスの墓所は、そうする方法を秘めてい
るかもしれない。同様に、狂信的なリザード・フォーク
によって守られた妖光の沼地にある伝説のイツァーのピ
ラミッド寺院は、そのような力を与えるといわれている。
冒険者たちは快くその旅に赴く勇気があるだろうか？

これらのアイディアのすべては、それぞれ個別のアド
ベンチャーや、長期にわたるキャンペーンさえ支える基
礎となるかもしれない。君の想像力の広かる限り、限り
はないのだ！

 アドベンチャーの結末



遭遇 4:  
死せり勇者の

地下墓地

遭遇 3: 
防御の 

ルーン文字
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雷 尖 寺 。 長 い あ い だ 荒 野 の 端 で 、 善 な る も の の 砦
で あ っ た そ の 寺 院 は 、 知 ら れ ざ る 脅 威 に 屈 し た 。 
君たちは、死霊の魔法がかかっているドクロを破壊しなく
てはならない聖職者と共に寺院その場所へ向かい、住人た
ちにいったい何が降りかかったのかを見出すことになる。
かくして君たちは、寺院の運命の真実を知り、その場を占
拠している現在の悪しき住人を倒せるのか！？

『雷尖寺の受難』は“D&D“赤箱”ゲームディ”用に製作さ
れた2レベル・キャラクター5人のパーティー向けの『ダン
ジョンズ＆ドラゴンズ第４版』のアドベンチャー・シナリ
オである。

『ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 スターター・セッ
ト』収録の「ねじれた迷宮」の結末から冒険を続けること
ができる。本書には、すぐ遊べる遭遇、戦闘遭遇用のポス
ター・マップが付属している。

危険の潜む廃墟 
 を探索せよ。
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