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はじめに
　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 TM 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、
プレイヤーたちは自分のキャラクターについてゲーム内の報酬を得
る上、さらに “名声ポイント” も獲得する。このポイントを貯めると
D&Dエンカウンターズのこれ以降のシーズンで使用できる、このプ
ログラム限定の特別な D&D フォーチュン・カード（D&D Fortune 
Card）を獲得できる。

プレイの準備
　D&Dエンカウンターズのプレイ・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
におけるさまざまな効果（罠や危険要因、区域など）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：
◆ 「冒険の背景」と「冒険の概略」のセクションに目を通し、物語の

大まかな流れをつかむ。
◆ 「セッション1：召喚」（P.8）および「門を破るものたち」（P.10）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：
◆ 全てのプレイヤーが自分のPC（プレイヤー・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、D&Dのルール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、経験点、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エンカウンターズの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（次ページのグループの変更を
参照のこと）。
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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

状況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、セッションとセッ
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。

◆ 宝物と経験点を与える。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。

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。全ての
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フォーチュン・カードを獲得したのであればそれ
を君に告げる。

◆ 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。

各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、各人が保有するアクション・
ポイントは1にリセットされる。

◆ 数セッションのDMを経験してしまえば、次のセッションの準
備は簡単だ。次のセッションに関する記述を読み通しさえすれ
ば準備完了である。

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）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とセッションの間に成
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フォーチュン・
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、場合によってはその両方で使用する事もできる。それぞ
れのカードには、そのカードがどのような利益を与えるかに関する
詳細が記載されている。フォーチュン・カードの使用に関するルー
ル は、 ブ ー ス タ ー・ パ ッ ク に 同 封 さ れ て い る。 ま た、www.
DungeonsandDragons.com（英語）でもオンラインで確認可能である。
　君はDMとして、各セッションの終了時に経験点や宝物と同様に
名声ポイントを与えなければならない。しかし経験点や宝物と異な
り、各プレイヤーが獲得した名声ポイントの総計は、セッションの
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
新しいプレイヤーを連れてくる	 セッション毎	 2
名場面	 1 ／章	 2
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる	 1 ／章	 2
1 体の敵に15以上のダメージを与える	 1 ／章	 2
1 回の攻撃で 3体以上の雑魚を倒す	 1 ／章	 2
1セッションで敵から50ダメージを被る	 1 ／章	 2
自分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
瀕死状態になることなく8セッション以上を生き延びる	 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、“1 ／章” は
1章に最大 1回まで、「シーズン毎」は1シーズンに最大 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。

　新しいプレイヤーを連れてくる：このポイントは、既存のプレイヤー
が、今までD&Dエンカウンターズに参加したことのないプレイヤー

（今シーズンおよびこれまでのシーズンを含めて）を1人連れてくる
毎に与えられる。
　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、Cavern Oracle（洞窟の予言）
という名の1枚目のD&Dフォーチュン・カードを獲得する。40点
のRPに対しては、Crystalblook Blood Feud（クリスタルブルックの
血の復讐）、60点のRPに対してはGlittering Crystals（きらめく水晶）
が与えられる。これらのカードは、そのカードの獲得に至った回の
直後のセッションから使用できる。プレイヤーはこれらのカードを
獲得した後に自分のフォーチュン・カード・デッキに加えることが
できる。これらのカードはオーガナイザーから提供されるものであ
り、使用法や何枚ぐらい使えるかといった疑問についてはオーガナ
イザーに尋ねること。

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。これまでのセッションのうち1、2回に参加
していないプレイヤーもいるかもしれないし、これまでは別のDMの
セッションに参加していた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、最後の大休憩からこれまでに、
そのプレイヤーのPCが消費ずみのリソース（回復力や一日毎パワー
等）をきちんと記録しているかどうかを確かめること。
　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。5人のプレイヤーのうち3人が以前
の遭遇でブラック・ドラゴンを倒していて、他の2人は倒せなかった
という場合、その回のセッションにおいてはブラック・ドラゴンは倒さ
れたものとして扱う。
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フォーチュン・カード
　Dungeons & Dragonsフォーチュン・カードは、危険と魔法に満
ちたファンタジー世界での冒険がいかに混沌とし、予期せぬ出来事
が起こるものであるかを演出するための、ゲームプレイの新たなサ
ポート手段である。プレイヤーはセッション開始時に、自分のフォー
チュン・カードのデッキの中からカードを引き、ゲーム中の適切な
タイミングでそのカードの利益を “起動” する。それぞれのカードは
攻撃や防御を強化したり、あるいはそれ以外の利益をプレイヤー・
キャラクターに提供したりする効果を有する。フォーチュン・カー
ドについては今後のエンカウンターズのシーズンでよりいっそう重
要なものとなっていくし、プレイヤーは報酬として、エンカウンター
ズでしか手に入らない特別なフォーチュン・カードを得るようにな
る。D&Dエンカウンターズを遊ぶためにフォーチュン・カードを購
入しなければならないというわけではないが、これらのカードがあ
ればゲームはいっそう面白いものになるだろうと我々は考えている。
　フォーチュン・カードはそれぞれ異なったレベルやレアリティ

（コモン、アンコモン、レア）を持つ 8 枚のカードから成るブース
ター・パックとして売り出され、ゲームの興奮をよりいっそう大き
なものとする。プレイヤーはセッションに参加する直前にパックを
開封してもいいし、あらかじめ構築したデッキを持ってセッション
に参加するのでもいい。このサポートの恩恵をしっかり受けたいと
考える向きには、セッション毎にブースター・パックを2つ購入す
るか、あるいはフォーチュン・カード・ルール（ルールはブース
タ ー・ パ ッ ク 内 に 同 封 さ れ て お り、 ま た、www.
DungeonsandDragons.comでも閲覧可能）に従って構築したデッキ
を持参することを推奨する。今シーズンのD&Dエンカウンターズ
で購入し、使用できるセットはFury of the FeywildTM である。

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。キャラクターたちが宝物を発見したときは、アドベンチャー
内に記載されている説明に従って処理すること。キャラクター間で
宝物を分けるには、以下のルールを用いる。なお、このアドベン
チャーに登場する魔法のアイテムはすべて、『ヒーローズ・オヴ・
ザ・フォールン・ランズ：墜ちた地の勇者』または『ヒーローズ・オ
ヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム：忘れられた王国の勇者』、『プ
レイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』、および『モルデンカイネンの魔
法大百貨』に収録されている。
　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。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしい
ということになることが多いので、大抵の場合、その決定はそう難
しくはない。そうならなかった場合は、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。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、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。
　アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、キャラクター
の中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティは『ルール
ズ・コンペンディウム』のp.265に記載のルールに基づいて、その
セッションの終了時にそのアイテムを売却することができる。売却
益はパーティのメンバーの間で均一に分配すること。

　いつ装備を買えるのか？：キャラクターたちは、各章の開始時に
装備品を購入できる。

ランダムなアイテム
　特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従
うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選
択すること。カッコ内の数字は表の下に示されたアイテムの出典を
示すものである。

宝物表
d20		 結果
1	 2 本のポーション・オヴ・ヒーリング（1、2、PHB）
2	 ＋ 1マジック・アーマー（1、2、PHB）
3	 ＋ 1マジック・ウェポン（1、2、PHB）
4	 ＋ 1アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2、PHB）
5	 ＋ 1マジック・ワンド、オーブ、またはスタッフ（1、2、PHB）
6	 ＋ 1アミュレット・オヴ・プロテクション（1、2、PHB）
7	 ＋ 1ヴィシャス・ウェポン（1、PHB）
8	 シールド・オヴ・デフレクション（1、PHB）
9	 ガントレッツ・オヴ・ブラッド（1、冒険者 2）
10	 ＋1マジック・ロッド（1、PHB）または＋1マジック・トーテム（3、PHB2）
11	 ボトルド・トワイライト（3）
12	 フェアリー・フィールド・カタログ（3）
13	 アンシーリー・キャンドル（3）
14	 ＋ 1ワンド・オヴ・フィアー（4）
15	 ＋ 1ウェポン・オヴ・アキュラシィ（4）
16	 ＋ 1ウィンタースナップ・アーマー（4）
17	 エクセプショナル・ファクトウトゥム・ヘルム　レベル4（4）
18	 ＋ 1ウェポン・オヴ・スピード（4）
19	 ＋ 1グローミング・アーマー（4）
20	 もう2回ロールすること（再度 20の目が出た際は再ロールすること）
1．『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ：墜ちた地の勇者』
2．『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム：忘れられた
王国の勇者』
3．『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』
4．『モルデンカイネンの魔法大百貨』
PHB．『プレイヤーズ・ハンドブック第 4版』
PHB2．『プレイヤーズ・ハンドブック2第 4版』
冒険者 2．『冒険者の宝物庫 2』

戦術マップ上の戦術的な配置
　このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの配置
やキャラクターたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの一例を
提供している。それぞれの遭遇の戦術マップは、その遭遇のセットアッ
プのほんの一例を示しているに過ぎない。モンスターや冒険者たち
のトークンを配置するにあたって、マップ上に示された場所では適当
でないと思えた場合、君はその配置を変更することができる。君たち
の冒険がどのように遊ばれてきたかという物語の流れこそが、キャラ
クターやクリーチャーの配置を決定する決め手となるべきなのだ。例
えば、あるキャラクターがこっそりとモンスターたちの背後に回りこん
だのであれば、そのプレイヤーのトークンないしフィギュアを適切な位
置に配置させるべきである。
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冒険の背景
　この1年間、クリスタルブルックの町周辺の一帯は、この世のも
のとも思えぬ風と霧とに苦しめられてきた。もっと悪いことに、青
い肌をした奇っ怪なフェイ・クリーチャーが霧の中から現れては、
略奪と殺戮を繰り広げるのである。町の人々は、これは近くのシル
ダインの森のフェイどもの仕業だと言い立てた。シルダインのフェ
イたちはというと、これまたこの謎の現象の被害にあっており、そ
して自分たちは無実だ、責任はクリスタルブルックの住民にこそあ
る、彼らは黒魔術を隠していて、それが原始の精霊たちの怒りを買っ
ているのだと抗弁するのだった。
　町の人々と森のフェイたちの間のいさかいは激化していった。ク
リスタルブルックの兵士たちは森に踏み込んで獣を狩りつつ霧の怪
物を退治しようとしたが、そんなことをすればエルフの森の番人と
の衝突は避けられるはずもなかった。町の人々はフェイの訪問者に
対して辛くあたり、騙しさえした。フェイの中でも血の気の多いも
のは、町の周辺の農場から家畜を盗み出し、町の住民たちに手ひど
いいたずらを仕掛けた。シルダインのエルフたちは森を通る道を行
くキャラバンから通行税を取り立てた。近隣の道を通る旅人たちは
酷い嫌がらせをされ、その結果死者が数名、けが人は数え切れず、
そして酷い目にあったという告発はそれよりももっと多いのだった。
　2週間ほど前、オルランド―クリスタルブルックの統治者、レ
ディ・アーニャ・タモラの子息―が行方不明になったとき、一連
のできごとは様変わりした。同じ日に、ジュリアナという名のエル
フの娘がいなくなった。偶然にも、彼女はシルダインのエルフたち
の長、カリック卿の息女であった。レディ・タモラとカリック卿は、
オルランドとジュリアナが恋人同士だったのではと疑ったが、その
詳細については二人の意見は食い違っていた。
　若い二人がいなくなり、それを探すとなって、レディ・タモラと
カリック卿は互いに争うのをやめた。二人は最近、近隣の都市サイ
バーの統治者に、とりなしと救援を求めた。ヴァリス・サイバー伯
は、これをクリスタルブルックとシルダインの間に高まりつつあり、
そのうち戦争にも繋がりかねない緊張を解く絶好の機会と受け取っ
た。この地域の安定を維持するために、伯爵は冒険者たちを呼び集
めたのである。

フェイワイルド
　レディ・タモラと彼女が治める人々は知らないことだが、フェイ
ワイルドと自然世界の間の壁は、クリスタルブルック付近で薄く
なっている。この地域では、近くに謎めいた洞窟があることが噂さ
れており、町の人たちやエルフたちはそれを “水晶窟” と呼んでいる。
フェイたちだけは、その洞窟の中にはフェイワイルドへ続く道があ
るのではないかと疑っている。このセクションで示される真実を完
全に知っている集団は存在しない。
　ずっと昔、“緑の君” ことアーチフェイのオランとヒューマンとの
間に生まれた娘のカエアウィンは、ポルフェリオという名のヒュー
マンの魔道士と恋に落ちた。この魔道士は夏の女王の名で知られる
アーチフェイ、ティアンドラの養い子だった。カエアウィンとポル
フェリオが結婚すると、オランとティアンドラは共同作業で、子ど
もたちのために魔法の島をこしらえたのである。その島に、アーチ
フェイたちは偉大な力を持つ魔法の泉― “百

はくりょうせん

療泉” ―を置いた。
オランとティアンドラはさらに島に魔法をかけ、子どもたちが愛し
合っている限り、島がいつまでも美しくあるようにしたのである。
　その後、ポルフェリオは水晶で満たされた洞窟―水晶窟に、俗

世へ通じる道を繋いだ。彼はこの洞窟の中で次々と予言をし、彼の
喜びを俗世と分けあったのである。彼は妻とともに日々を過ごし、
島の自然の美を形づくった。カエアウィンは二人の家を、“ポルフェ
リオの庭”と呼んだ。
　フェイの血筋や “百療泉” の力もむなしく、カエアウィンはついに
老齢のため世を去った。悲嘆に暮れたポルフェリオは、彼の島と彼
の愛の姿を留めようと、妻の魂が影の中に去り行く前に、それを捕
らえた。彼女の許しを、そしてアーチフェイたちの許しを得て、魔
道士は自分とカエアウィンの魂がともに永遠に眠るための墓を建て
た。そうしておいて彼は自分の魂を肉体から墓所へと送り出し、自
らをカエアウィンに捧げ、また彼女は彼に自らを捧げ、二人は永遠
に静かに眠ることとなったのである。この愛あるがために、庭はい
つまでも瑞

みずみず

々しくいられるのだ。
　オランとティアンドラは、子どもたちのために島をそっとしてお
くことにした。二人は荒れ狂う海で島を取り囲んだ。また、島を取
り巻く空気を渦巻く霧とフェイの嘆きから生れる冷たい風で満たし、
島そのものは永遠の夏の中に留め置いたのである。二人のアーチ
フェイは、なんぴとたりともポルフェリオとカエアウィンの安寧を
妨げることがないようにと島に守りをほどこした。この守りには、
外の世界よりも早く島の時間を進めてしまうという思わぬ作用が
あった―つまり “ポルフェリオの庭” のなかで1日過ごしたはずが、
外に出てみると 7 日が経っているのである。アーチフェイたちは、
水晶窟の中の “妖精の渡瀬” のことは知る由もなく、よってこの道は
開いたままになっている。

偽りの管理者
　ソリスはエラドリンの都市アストラザリアンから追放されて、水
晶窟を通ってつい最近 “ポルフェリオの庭” にやってきたばかりのハ
グである。彼女はジヴォート（『モンスター・マニュアルIII第4版

（MMIII）』）の手下と、悪魔めいた相棒のカルボンを連れて来ていた。
島に入り込むと、ソリスとカルボンは島の秘密を探り当てた。墓所
に収められたポルフェリオとカエアウィンの魂を探すにあたり、ソ
リスは島を覆う亡霊の影響に気付いた。島の魔法を使って敵に確実
に復讐するため、ソリスはなんとか島を意のままにしようとした。
最終的に彼女は恐るべき方法を思いついた―彼女とカルボンは眠
れる魂たちを傷つけることなく、それを吸い込んでしまうことがで
きた。その結果、ソリスとカルボンはこの島の法則が感知する限り
において、ポルフェリオとカエアウィンに成り変わってしまうつも
りだったのだ。
　ソリスは魂たちの墓所にほどこされた守りを察知し、ふたつの魂
を完全に吸い込んでしまうことは不可能だと悟った。最強の守りを
起動させないために、彼女とカルボンはそれぞれの魂の僅かな一部
だけを吸い取った。このようにして、悪党どもは不完全ながらも島
を意のままに操る力を手にしたのである。このハグは、その忌まわ
しい所業を遂行するために、さらに二人の恋人たちの魂が必要であ
ること、しかもそれは一方がヒューマン、一方がフェイでなければ
ならないことを知った。この犠牲者が手に入れば、彼女は4つの魂
を結びつけ、島を完全に支配するだけのポルフェリオとカエアウィ
ンの魂を吸い出しつつ、アーチフェイたちの守りを騙すには十分な
だけの眠れる魂を墓所に残しておくことが可能になるのだった。
　島の時間で2 ヶ月前、ソリスはその力を使い、水晶窟内の妖精の
渡瀬から、適当な恋人達の精神の中に夢を送り込んだ。ふたつの次
元界の間にソリスが開いた小道のせいで、“ポルフェリオの庭” の天
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候が自然世界へと漏れ出した。荒れ狂う魔法は、水晶窟の中に危険
なクリーチャーどもを呼び寄せ、あるいは作り出した。さらに、ソ
リスのジヴォートどもは女主人の注意が逸れている間に、悪さをし
でかす機会をたっぷりと手に入れたのである。

アーチフェイの代理人
　ソリスはずいぶんこっそり動いたつもりだったが、オランとティ
アンドラは子どもたちの魂の眠りが妨げられたのに気付いていた。
しかしどちらもその理由には気付かなかった。二人はそれぞれ島に
代理人を送り、何が起きているのか調べさせた。オランはラグナル
という名の大力無双のヴァービーグ（『MMIII』）の傭兵に緑の妖精族
の一団をつけて送り込んだ。ティアンドラはウーマという名のドラ
イアドの茨の魔女に、夏の妖精族の一団をつけて送り込んだ。
　ソリスとカルボンはありったけの力を尽くしてアーチフェイの代
理人たちの間に不和の種を撒き、彼らの目をくらませた。にもかか
わらず、この冒険が始まる直前にウーマとラグナルは真実を見いだ
し、ソリスが儀式を執行しているときに彼女に攻撃を仕掛けた。儀
式の魔法は暴走し、その結果、魂は入れ替わり、精神と呪いがごた
まぜになった。オルランドは現在、ポルフェリオの魂の一部を宿し
ており、ジュリアナはカエアウィンの一部を宿している。
　ウーマとラグナル、そしてそれぞれの部下たちも奇妙なことに
なっている。両者は互いに相手が失敗したのだと思い込んでおり、
そのせいで軋轢が生じている。しかしこの敵意はハグの呪いと混
ざってしまっているため、代理人たちは簡単には行動を起こすこと
ができない。単純な解決策を模索した挙句、ラグナルは従弟のバサ
ルにオルランドを殺させ、彼の中の魂を解き放とうとした。ウーマ
はそんな計画に乗る気はなかったので、件の巨人と手を切った。こ
うなっては、アーチフェイたちの二人の代理人の目を覚まさせられ
るのは、新たにやってきた力あるものたちの英雄的行為しかない。

冒険の概略
　以下はそれぞれのセッションの概略である。

第1章
　セッション1：クリスタルブルックに到着したキャラクターたちは、
ジヴォートの一団が霧の中から現れて町で騒ぎを引き起こすのを見
る。この状況を収めた後、キャラクターたちはそれぞれの勢力の指
導者たちと話すことができる。
　セッション2：キャラクターたちはシルダインの森の奥深くへ続く
道を辿り、水晶窟へ向かう。洞窟は危険と無縁ではない。
　セッション3：キャラクター達が進むにつれ、フェイワイルドの影
響が強くなってくる。ある場所では、洞窟の魔法は生命を引き裂い
て泥にしてしまう。泥の怪物を倒した後、キャラクターたちは妖精
の渡瀬を発見する。
　セッション4：キャラクターたちは “ポルフェリオの庭”に到達する。
森を歩き回るうちに、彼らは空き地にジュリアナがいるのを見つけ
る。このエルフ娘と、そして彼女を元気付けようとしていたレプラ
コーンから、キャラクターたちは現在起こっている混乱について少
しばかり聞き出すことになる。そこへソリスが攻撃を仕掛け、キャ
ラクターたちを呪い、そしてジュリアナを攫

さら

っていく。

第2章
　セッション5：情報を集め、そして助力を得るために、キャラクター
たちはアーチフェイの代理人たちの一方または両方を見つけ出す。
一行は代理人の好意を勝ち取るためには試練を潜り抜けねばならな
い。
　セッション6：キャラクターたちは、アーチフェイの代理人たちの
うち、彼らが支持しているほうのためにオルランドを探しに行く。
その途中で、キャラクターたちは危険な植物に出くわす。
　セッション7：キャラクターたちが、オルランドを捕えていると思
しきニンフを見つけ出すと、彼女はこの島で起きたこと関して、よ
り核心に近いことを話してくれる。オルランドは現在、湖の中心の
宮殿にいて安全である。キャラクターたちが湖を渡ろうとすると、
ソリスの僕

しもべ

の1体が攻撃を仕掛けてくる。
　セッション8：キャラクターたちは、オルランドが前回のセッショ
ンで見つかった宮殿の中に隠れているのを探し出す。キャラクター
たちがオルランドと共に宮殿を離れようとしているとき、ラグナル
の従弟のバサルが攻撃を仕掛けてくる。
　セッション9：キャラクターたちは戻ってくると、ラグナルとウー
マを両方とも見つけ出す。これまでにわかった事実を共有すると、
代理人たちは改めて手を結びなおす。彼らはキャラクターたちがソ
リスの根城を襲撃する準備を手伝ってくれる。キャラクターたちが
休んでいると、ハグの召使たちが襲ってくる。

第3章
　セッション10：キャラクターたちはソリスの根城の擬似次元界で
ある “百

はくとうきゅう

塔宮” へと続く迷路に踏み込む。迷路は危険な場所で、ソリ
スの仲間のボーグルたちが侵入者を追い払おうとしてくる。
　セッション11：キャラクターたちは “百

はくとうきゅう

塔宮” の壁に囲まれた庭園
に踏み込むが、そこにはさらなるソリスの僕

しもべ

どもがいるだけである。
パズルを解くと、キャラクターたちは宮殿内部へと入れるようにな
る。
　セッション12：キャラクターたちは “百塔宮” に踏み込むが、道は
塞がれている。進むために、キャラクターたちは宮殿の大広間の謎
を解き、カルボンを倒さねばならない。
　セッション13：キャラクターたちは宮殿の屋根に上り、ついにソ
リスと対決してジュリアナを救い出す。最後に、キャラクターたち
はそれぞれ、“百療泉” によって願いをかなえてもらうという形で、
フェイたちの好意を受け取ることになる。

オリジナルアイテム
　この冒険を通して、キャラクターたちは物語を進めていくための道
具となる数々のオリジナルアイテムを発見する。例えば“百塔宮”に入
るには、キャラクターたちは4つの鍵が要る―すなわち、シャムロッ
ク、オークの葉、宿り木の小枝、そして薔薇の葉が。これらの鍵は、こ
の冒険に登場するオリジナルアイテムの中で最も重要なものだ。“そ
の時”が来るまでに、君の卓のパーティーが確実にこの4つをすべて
手に入れているようにすること。（訳注：シャムロックは別名コメツブ
ツメクサ。濃い黄緑色をした三つ葉の草で、薄黄色の花を咲かす。
アイルランドの国花でもある。オークはカシ、ナラ等の木の総称。し
ばしば強靭堅牢なるものの喩えに用いられる）
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セッション0：キャラクター作成
　本シーズンのD&Dエンカウンターズでは、最初のセッションは
プレイヤーたちにキャラクター作成をさせることを意図している。
キャラクターを作成する間に、プレイヤーたちは冒険の背景の最初
から（ただし『フェイワイルド』の項の内容を除いて）、このミニ・
キャンペーンの背景を知ってゆくことになる。また、プレイヤーた
ちは、このキャンペーン特有の背景も使えるようになる。プレイヤー
たちにキャラクター作成の過程を一通り体験させながら、以下の質
問を用いて彼らがあれこれと決定するのを補佐すること。
　本シーズンでは、プレイヤーたちはキャラクターを作成するのに、

『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ：墜ちた地の勇者』、
『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム：忘れられた
王国の勇者』、および『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』
収載のデータを使用することができる。また、これらの製品をサポー
トしているDragon®誌に記載されたルールも使用可能である。
　セッション0に参加できなかったプレイヤーは、どこかでキャラ
クターを作成してきてもよいし、あるいはプレイ・キットに含まれ
るプレロールド・キャラクターのどれかを使用してもよい。セッ
ションに参加するにあたり、すべてのプレイヤーは、自分のキャラ
クターを持ってこなければならない。

種族
　『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』では、『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォールン・ランズ：墜ちた地の勇者』や『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム：忘れられた王国の勇者』に
収載されている種族に加えて、新たなキャラクター用種族が紹介さ
れている。今シーズンで使用できる種族は、エラドリン、エルフ、
サテュロス、ドライアド、ドラウ、ドラゴンボーン、ティーフリング、
ドワーフ、ノーム、ハーフオーク、ハーフリング、ピクシー、ヒュー
マンである。もし、どの種族をプレイするか迷っているプレイヤー
がいたなら、以下の質問を用いて決定の手助けをすること。

1．一般的なファンタジー種族をプレイしたいですか？
　「はい」であればヒューマン、ドワーフ、エルフまたはハーフリン
グを勧めること。
　「いいえ」であれば、質問2へ。

2．この冒険はフェイワイルドと深く関わっています。フェイワイルドと関
わりのある種族をプレイしたいですか？
　「はい」であれば質問3へ。
　「いいえ」であればハーフエルフ、ハーフオーク、ティーフリング
またはドラゴンボーンを勧めること。

3．D&D第4版にこのたび新たに追加された種族を遊んでみたいです
か？
　「はい」であれば『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』掲載
のピクシー、サテュロスまたはドライアドを勧めること。
　「いいえ」であればエラドリン、ドラウまたはノームを勧めること。

クラス
　『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』では、『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォールン・ランズ：墜ちた地の勇者』や『ヒーローズ・
オヴ・ザ・フォーゴトン・キングダム：忘れられた王国の勇者』に
収載されているクラスに加えて、新たなキャラクター用クラスが紹
介されている。新たなクラスとしては、バーサーカー・バーバリア

ン、スカルド・バード、プロテクター・ドルイド、およびウィッチ・
ウィザードがある。もし、どのクラスをプレイするか迷っているプ
レイヤーがいたなら、以下の質問を用いて決定の手助けをすること。

1．新しいキャラクター・クラスもしくはフェイワイルドと関係の深いクラ
スをプレイしたいですか？
　「はい」であれば質問2へ。
　「いいえ」であれば質問6へ。

2．戦闘の中心で戦い、あるときは味方を守り、あるときは見境なく荒
れ狂うキャラクターをプレイしたいですか？
　「はい」であれば『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』収載
のバーサーカー・バーバリアンを勧めること。
　「いいえ」であれば質問3へ。

3．味方の傍らで白兵戦を戦い、秘術魔法と自分の魅力的な声でもって
自分の攻撃を強め、味方を支えるキャラクターをプレイしたいですか？
　「はい」であれば『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』収載
のスカルド・バードを勧めること。
　「いいえ」であれば質問4へ。

4．白兵戦からは離れた場所に位置を占め、自然との強力な結びつき
を利用して野獣や植物、そして元素の力を呼び出して敵と戦うキャラク
ターをプレイしたいですか？
　「はい」であれば『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』収載
のプロテクター・ドルイドを勧めること。
　「いいえ」であれば質問5へ。

5．白兵戦からは離れた場所に位置を占め、背後から魔法を使って敵
を欺いたり、恐るべき敵を無害なものに変えてしまったりするキャラクター
をプレイしたいですか？
　「はい」であれば『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』収載
のウィッチ・ウィザードを勧めること。
　「いいえ」であれば質問6へ。

6．複雑なクラスをプレイするほうがいいですか？
　「はい」であれば『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォールン・ランズ：
墜ちた地の勇者』収載のウォープリースト・クレリックもしくはメ
イジ・ウィザード、または『ヒーローズ・オヴ・ザ・フォーゴトン・
キングダム：忘れられた王国の勇者』収載のセンティネル・ドルイ
ドまたはキャヴァリア・パラディンを勧めること。
　「いいえ」であればシーフ・ローグ、ナイト・ファイター、スレイ
ヤー・ファイター、ハンター・レンジャー、スカウト・レンジャー、
またはヘクスブレード・ウォーロックを勧めること。

背景
　本シーズンの D&D エンカウンターズに参加するプレイヤーは、
以下の3種類のキャラクター用背景を使用できる。背景は『プレイ
ヤーズ・ハンドブックII第4版』で最初に紹介された概念で、関連特
技に基づく利益を与える。以下の背景を用いてキャラクターを作成
した場合、次の背景に基づく利益のうち1つを選択することができる。
◆ 背景に関連する技能の1つについて判定に＋2のボーナスを得る。
◆ 習得技能を選択する際に、背景に関連する技能の1つをそのキャ

ラクターのクラス技能に加える。
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クリスタルブルックの住民
　シルダインの森と、そして町の名の由来ともなった水

クリスタルブルック

晶川の流れ
の傍の平野にある、農業中心の共同体であるクリスタルブルックで
君は育った。君は町のことも、また町が抱えている悩み事について
も良く知っており、一方で君は町では腕利きとして知られている。
君は町の統治者であるレディ・アーニャ・タモラとその子息のオル
ランドのことをある程度知っている。レディ・タモラは公平だが厳
格な人物で、フェイたちの侵略に対しては断固とした報復を行ない、
自分が治める人々を守るためにできる限りのことをしようとしてい
る。オルランドは勇敢で正直な人物だが、10年前に父君が亡くなっ
てからというもの、町の統治には全く興味を示さない。彼はこれま
で、シルダインのフェイに対抗するいかなる行動にも関わるのを拒
んできている。
　君はタモラの家族のことをよく知っているだろうか？　ヴァリス
伯の召喚に応じる前、君はどんな職業に就いていただろう？　君の
能力についての評判はどういったものだろう？　君は近隣の森の
フェイについて悪く思っているだろうか？　君や君の家族がシルダ
インのフェイたちと揉め事をおこしたことはあるだろうか？　それ
以外に君が知っていることは？　君はこれまでに、何らかのかたち
でフェイに害をなしたことがあるだろうか？
　関連技能：〈持久力〉、〈自然〉

シルダインの住民
　君はシルダインの古き森で―おそらくは森を抜けて流れる水晶
川沿いの、エルフの村で育った。最近この一帯で起きている揉め事
について、君は知りすぎるほど知っている。森はいつもすべてを与
えてくれるものだが、最近の出来事―天気、奇妙なクリーチャー、
そして近くのクリスタルブルックの町からの侵略―は君の故郷の
平穏をずっと乱してきている。シルダインの領主カリックはフェイ
でないものを森に入れないように、また森を抜ける道を通るものか
らは税を取り立てるようにという布告を出した。しかし、彼の一番
下の娘御のジュリアナはこの布告に従おうとしない。君が知ってい
る彼女はいつもこうと決めたら譲らず、好奇心に満ち溢れ、そして
勇敢な娘だった。おそらく他の誰もが知らないことを、彼女は知っ
ているのだろう。
　カリック卿やその妻のマイラン、その子どもたち、とりわけジュ
リアナのことを君はどれほど知っているだろう？　シルダインの森
の中で、君は何をしているのだろう？　森の他のフェイたちは君の
ことをどう思っているだろう？　なぜ君はヴァリス伯の召喚に応じ
たのだろう？　クリスタルブルックの町の厚かましい住民どものこ
とを、君はどう思っているだろう？　君はこれまで町の連中との揉
め事を気にとめてきただろうか？　気にしてきたとしたら、それは
どれほどだろう？　君は町に対抗して何らかの行動を起こしたこと
があるだろうか？
　関連技能：〈自然〉、〈歴史〉

サイバーの住民
　君はヴァリス伯が治める都市、サイバーの市民だ。ここは小さい
が様々な出自のものたちが行き交う場所で、複数の交易路の交差点
でもある。この都市には数え切れない試練やチャンスが転がってお
り、君はこれまでの職歴のいくつかで頭角を現してきた。サイバー
から遠くない辺境地帯での揉め事のことを君は聞き及んでおり、そ
してヴァリス伯が助力の求めに、君は応じたのである。君が知る伯
爵は公平な、そしてこの都市とこの地域を愛する人物である。
　なぜ君は伯爵の召喚に応じたのだろうか？　召喚に応じる前、君
は何をしていたのだろう？　都市のどのような地域で君は育ったの
だろうか―港湾地区、スラム、商業地区、それとも貴族だったの
だろうか？　この使命の中で君が得ようとしているものは何だろ
う？　他のサイバーの住民は君のことをどう思っているだろう？　
君はクリスタルブルックもしくはシルダインの森に親戚がいたりす
るだろうか？
　関連技能：〈事情通〉、〈歴史〉

成長
　各遭遇の終了時に、君は経験点、宝物、そして名声点を与える。
各遭遇の『報酬』の項には、キャラクターたちが獲得する経験点の合
計値が記されている。この合計値には、遭遇に対して与えられるも
のに加えて、探索行動や物語に関して与えられるものも含まれてい
る。キャラクターたちはみな、同じだけの経験点を獲得する。プレ
イヤーは自分が獲得したものをD&Dエンカウンター記録用紙に記
入し、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。
　レベルアップ：D&Dエンカウンターのプレイでは、プレイヤーが
キャラクターの成長を経験できるように、経験点を通常よりも多く
与えるシステムを採用している。すべてのセッションに参加したプ
レイヤーのキャラクターは第2章の開始時には2レベルに、第3章
の開始時には3レベルに成長する。ソリスとの最終戦闘の前に4レ
ベルに達するキャラクターがいる可能性もある。

キャラクターの変更
　プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、自分が今シー
ズン中それまでに得た経験点と等しい経験点を持つ別のキャラク
ターを持ってくること。ただし、以前のキャラクターが持っていた
宝物やアイテムが次のキャラクターに引き継がれることはない。

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
使用回数をさらに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、全く新しい適切なレベルの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。
そのキャラクターは、回復力使用回数はゼロ、ヒット・ポイントは
最大という状況で次セッションを開始する。“8セッション以上死な
ずに生き延びる” 事による名声ポイントが得られなくなること以外
に、死亡したことによってペナルティを受けることはない。
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第1章
　キャラクターたちは、腕利きの助力を求めるヴァリス伯の召喚に
応じる。

セッション1：召喚
　冒険は、サイバーにあるヴァリス伯の宮殿から始まる。キャラク
ターたちはその背景も伯への忠誠心も異なるが、しかし伯の召喚に
応じてやってきたのだ。プレイヤーたちには辺境で起きている厄介
ごとの要点を知らせておくこと。もし知らないようなら、P.4の冒
険の背景の、最初の4段落で示された事実について思い出させること。

　以下の文章を読み上げ、セッションを開始すること：
　あなたがたはみな、サイバーの地を治める伯爵、サイバー伯ヴァリ
スの宮殿の大広間にいます。あなたがたはみな、どこか神経質な様子
の家令に、この広間に通されました。そして今では他のPCと一緒に
しばらく待たされているのです。

　プレイヤーたちにそれぞれ自分のキャラクターの紹介をするよう
にと促すこと。プレイヤーたちにしばらく時間を与え、自分のキャ
ラクターの外見や背景を説明させること。また、プレイヤーたちが
望むなら、キャラクター同士の人間関係をロールプレイさせるのも
よい。

　全員が続ける準備ができたなら、以下の文章を読み上げること：
　1時間後、家令は広間に戻ってきます。さっきよりはずいぶんほっと
した様子で、「伯爵がお会いになります」と彼は言います。
　彼は小さな部屋にあなたがたを案内します。そこには伯爵がいます。
伯爵は日に焼けた顔に無数の笑い皺を刻んだハンサムな若いヒューマ
ンで、書類で覆われた机の上に屈みこむようにして作業中です。あな
たがたが入っていくと、伯爵は書類を書き終え、紙に印章を捺すとイ
ンクの上に吸い取り砂を撒き、それから書類を脇に片付けます。伯爵
は家令に手振りで席を外すようにと言います。
　温かな笑みを浮かべると、伯爵は「どうぞ、おかけ下さい」と言い、
机の反対側の豪奢な長椅子や椅子を示します。「お待たせして失礼し
ました。どうにも政務が片付かないのです。ともあれ、あなたがたには、
私と、そしてこのあたり一帯の住民たちの重荷を軽くしてくれるであ
ろう、とある仕事をお願いしたい。
　「あなたがたには、クリスタルブルックの町と、シルダインの森のフェ
イたちとの間に持ち上がっている揉め事について、私の公式な代理人
を勤めていただきたい。この件については、あなたがたは私と同様に
公平な立場にいてもらわねばならない。平和を保ち、そしていなくなっ
た二人の若者―オルランドとジュリアナを見つけるのに力を貸して
欲しいのだ。
　「あなたがたに確実に成功していただくため、レディ・タモラとカ
リック卿に代わって、あなたがた一人につき金貨50枚を差し上げよう。
そして帰ってきた暁にはその倍を。この書類を持って行くように―
この件に関してはあなたがたがサイバーの代理人であるということを
証し立てるものだ。成功の暁には、あなたがたに一層の富と名誉、そ
うして私からの感謝と尊敬を約束しよう。
　「我が友よ、そのためには町と森との戦いをやめさせ、二人の若者
をそれぞれの親のもとに生きて返さねばならない。失敗したならば町
と森はそれぞれに互いを罵りあい、ついには敵意を隠さなくなるだろ

う。であるから、まずはタモラどのとカリックどのにそれぞれに事情
を問うことから始めるとよい」

　伯爵はこの任務の結果を非常に重く見ており、また、完全に中立
の立場にいる。伯爵の書類はカリック卿とレディ・タモラにのみ宛
てられたものであり、キャラクターたちはこの状況の解決に資する
者として伯爵が承認しているということを示すものである。必要で
あれば、伯爵は生じている問題の性質について繰り返して説明する。
キャラクターたちが会話や質問を終了したら、ヴァリス伯は仕事に
戻らねばならないので失礼させて欲しいと言う。

　キャラクターたちが出発したら、以下の文章を読み上げること：
　クリスタルブルックは、サイバーからシルダインの森に向かう道の
途中にあります。町へ向かっていくうちに、暖かい季節のはずだとい
うのに、急に風が冷たくなってきます。凍てつくような霧があなたが
たの周囲に押し寄せ、気持ちも着衣もじっとりと湿気てしまいます。
ついに、クリスタルブルックの壁が視界に入り、この酷い天気からお
さらばできる目途がたちます。
　が、何かがおかしい―霧の中に開いた町の門から、叫び声が響き
渡ります。

　P.10の門を破るものたちに続く。

タモラ家
　キャラクターたちが荘園屋敷に近づいたら、以下の文章を読み上げ
ること：
　あなたがたがタモラ家の荘園屋敷に近づいていくと、チェインメイ
ルを着込んだがっしりした衛兵が2名、ハルバードを交差させてゆく
手を塞ぎます。
　ウェンディグが「こん人たちゃあ、タモラの奥方に会いに来なすった
んだから、とっとと通してさしあげな。こん人たちゃあ、門とこに出た
化け物どもをぶっ殺しなすったんだよ」と言います。
　衛兵たちはあなたがたを見て肩の力を抜き、「ともあれ、用件はなん
だ」と一方が言います。
 
　キャラクターたちが自己紹介をすると、衛兵達はフェイでない者、
そして町の住民をより丁寧に扱うようになる。ウェンディグの好意
的な報告やヴァリス伯の公式文書の後押しもあり、衛兵たちはキャ
ラクターたちをレディ・タモラに会わせることに同意し、彼らを荘
園屋敷の大広間に連れて行く。ウェンディグも一緒に行きたがるが、
キャラクターたちが彼を連れて行きたいと言わない限り、衛兵たち
はウェンディグを屋敷の門のところに残して行く。

レディ・タモラ
　レディ・アーニャ・タモラは意志強健で直裁な統治者であり、自
分のやり方を通すことに慣れている。彼女は洗練された様子だが激
情家でもあり、パーティー内のフェイのキャラクターには警戒心を
解かない。ともあれ、彼女の一番の心配事は息子のことであり、キャ
ラクターたちが彼を探すために来てくれたこと、また、ジヴォート
の攻撃を食い止めてくれたことには感謝している。オルランドはタ
モラ家の唯一の跡取りである。その事実と、また母としての愛情か
ら、レディ・タモラは彼がクリスタルブルックにとって並ならぬ重
要人物であると看

み な

做している。会話の中で、レディ・タモラは以下
の情報を明らかにする。
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◆ オルランドはほぼ毎晩、逢引きのために出かけていた。息子が
誰かと恋に落ちていたとレディ・タモラは断言できる。

◆ オルランドは善良な若者であり、誰かと争いになるようなこと
もない。彼は義務のことよりは冒険のことばかり思い描いてい
るような夢見がちな若者である。

◆ レディ・タモラはオルランドの部屋で1枚の書付を見つけてお
り、彼女はそれをキャラクターたちに渡す。書付を読み上げる
こと：

 　愛するオルランド、恐れないで。私たちの民の間にはどんな諍
いさか

いが起きようとも、私はあなたのものです。森の中に、以前、お
父様が話してくれた場所があります―水晶の洞窟といって、最
も清らかな心を持つ者の望みがかなえられる場所だと。そこに行
きましょう。私たちより清らかな心を持つ者などいません。今夜、
会いましょう。そうして二人で水晶窟に行き、この場所から永遠
に去りましょう― J

◆ この “J” はジュリアナのことだとレディ・タモラは断言する。彼
女は今のところカリック卿と歩調を合わせているが、しかしあ
のフェイはジュリアナを使ってオルランドをおびき寄せ、罠に
かけたのだと信じてもいる。彼女は、フェイたちはオルランド
を捕えて身代金を要求するか、あるいはもっと極悪非道な目的
のために使うつもりなのだと考えている。

◆ レディ・タモラは水晶窟の物語を聞いたことがある。かつては
この地域の蛮族たちが、その予言の力を目当てに洞窟に行って
いた。クリスタルブルックの住民たちは、現在、その場所をフェ
イの領分の中にある危険極まりない場所だと考えている。とは
いえ、手紙を見つけてすぐ、レディ・タモラは水晶窟の近くま
で人をやってオルランドを探させたが、探しにやった人々は帰っ
てこなかった（レディ・タモラはソリスとその取り巻きについて
は何も知らない）。

◆ レディ・タモラは進んでオルランドを探しに行ってくれること
の報酬として、パーティー一行にポーション・オヴ・ヒーリン
グ1本をくれる。

　キャラクターたちがレディ・タモラとの面会を済ませたら、次に、
シルダインの長カリック卿と会わねばならない。

シルダインの長
　キャラクターたちが森に向かったら、以下の文章を読み上げること：
　シルダインの森の木々の間を行くときでさえ、冷たい風と霧があな
たがたの歩みを妨げます。突然、十数名のエルフたちが森から現れま
す。幾人かは弓を手にし、他の者は剣の柄に手をかけています。
　「貴様らはここで何をしている？」鎧を着込んだ女性のエルフが尋ね
ます。

　キャラクターたちは再度自己紹介を余儀なくされる。この森の守
り手たちは、フェイのキャラクターたちに対してより好意的に振舞
い、また話しかけるのもフェイのキャラクターに対してが多い。フェ
イでないものに対しては、高圧的に厳しく振舞う。伯爵からの書状
を見せると、守り手たちはキャラクターたちをカリック卿に会わせ
ることに同意する。守り手たちは全員でパーティー一行を案内する。

　キャラクターたちが到着したら、以下の文章を読み上げること：
　ついにあなたがたは、広い流れの傍の瀟

しょうしゃ

洒な村に到着します。風は
村の一部を痛めつけてはいますが、それでも村のフェイらしい美しさ
は失われてはいません。案内役たちはあなたがたを中空高く、木々の
中に作られた建物の間に連れてゆきます。他の家々よりも少し大きな
瀟洒な建物から、緑色のローブをまとい、気難しげな表情をした背の
高いエルフが現れます。案内役からの説明を受けると、彼の表情は和
らぎます。
　「私がシルダインの長、カリックだ」そのエルフは言います「さて、私
に何か望みがあるのか？」

　カリック卿は伝統を重んじる礼儀正しく優雅な人物だが、フェイ
でないキャラクターに対しては、いくぶんか苛立たしげに振舞う。
レディ・タモラ同様、彼はヴァリス伯がジュリアナを探すために
キャラクターたちを送ってくれたことに感謝している。会話の中で、
彼は以下の情報を明らかにする。
◆ 数週間前、若者たちは姿を消した。ジュリアナは挙動不審であり、

一人で森に行かねばならぬ理由をあれこれと言いつくろってい
た。彼女は心ここにあらずといった様子だった。

◆ 森の守り手たちは、オルランドとジュリアナが森の境界で一緒
にいるところを見かけている。卿は娘を問い詰めたが、彼女は
口をつぐみ、反抗的な態度を取るばかりだった。

◆ ずっと前に話してやった水晶窟の伝説をもう一度聞かせてくれ
と言ったときだけ、娘の態度が和らいでいたようだとカリック
卿は考えている。ジュリアナはおとぎ話を探しに洞窟に行った
のだと、現時点では彼は信じている。もしキャラクターたちが、
オルランドにあてた書付を見せたなら、卿は娘の考えていたこ
とが自分の予測とは全く違っていたことを悟る。

◆ シルダインのフェイたちは時折、洞窟の予言の力を利用してき
た。しかしその予言は謎めいており、予言から得られる知識も
また便利というよりは珍しいものといったふうだった。最近、
守り手や旅人たちは、洞窟の近くに危険なクリーチャーがいる
のを目撃している。最近は誰も洞窟には行っていない（カリック
卿はソリス、カルボン、およびジヴォートたちのことについて
は何も知らない）。

◆ カリック卿はキャラクターたちに水晶窟への道を示した地図を
渡そうとするが、すぐに彼の手元にあった写しがなくなってい
ることに気付く。今やジュリアナが洞窟に向かったことは明白
であり、彼は書記の手元にあった古い写しを持ってこさせる。

◆ 彼はパーティー一行に、あの洞窟の中には妖精の渡瀬があるか
もしれないと警告する。渡瀬がどこにあり、どこに繋がってい
るかを自分は知らないが、それをジュリアナは見いだしたのか
もしれないと彼は恐れつつも認める。彼はキャラクターたちに
水晶窟に向かうように指示し、自分からの手助けの印としてパー
ティー一行にポーション・オヴ・ヒーリング1本をくれる。

セッションの終了
　キャラクターたちが水晶窟に向かう準備が整ったなら、このセッ
ションは終了である。

報酬
　セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ200XPを
獲得する。
　宝物：キャラクターたちはレディ・タモラとカリック卿からの
ポーション・オヴ・ヒーリングのほかに、それぞれ50gpを獲得する。
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門を破るものたち
遭遇レベル2

セットアップ
ジヴォートの切り裂き屋（S）	 3体
ジヴォートの投げ矢使い（D）	 2体
ジヴォートの網使い（N）	 2体
怪我をした町の住民（T）	 3体
ウェンディグ、地元の酔っ払い（W）	

　キャラクターたちがクリスタルブルックに近づいたら、以下の文章を
読み上げること：
　開けっ放しの町の門から霧が溢れ出し、壁を越えて流れてきます。
霧の合間から、あなたがたは暗い青色の肌と大きな橙色の目をしたち
いさなクリーチャーの姿を見ます。広場に転がった死体からすると、
町の衛兵たちは善戦していたようですが、どうやら雲行きが怪しいよ
うです。
　町の奥のほうで鐘が鳴り響きだすと、クリーチャーのうち1体が網
でぐるぐる巻きになった町の住民をひきずって、門のほうへと急ぎ始
めます。近くの店の中から何やらどたばたと音がしたかと思うと、ちっ
ぽけな怪物があなたたちのほうを睨んでいます。

　クリスタルブルックもしくはシルダイン出身のキャラクターは、
件のクリーチャーがこの数ヶ月、この一帯を騒がせてきたものだと
わかる。しかし今回の攻撃は今まで以上に大掛かりだ。
　キャラクターたちはマップの端沿いの町の外側からスタートして
もよいし、開口部のすぐ内側のマス目の列からスタートしてもよい。
キャラクターが見ることができるジヴォートのみをマップ上に配置
し、他のものは攻撃を行なう際に配置すること。門に最も近い網使
いは重傷であり、ネットを2つしか持っていない。建物の中の投げ
矢使いは重傷であり、ドリーム・ヴェノム・ダートは使用済みであ
る。

ジヴォートの切り裂き屋	 レベル 1　遊撃役
小型・フェイ・人型生物
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

rダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5/10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
カニング・ステップ／ずる賢い一歩◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵に攻撃がヒットする。
効果（フリー・アクション）：このジヴォートは1マスシフトする。

シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回
トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

技能：〈隠密〉＋7、〈はったり〉＋5
【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ダガー4本

ジヴォートの投げ矢使い×2（D）	 レベル 1　砲撃役
小型・フェイ・人型
hp：22；重傷値：11	 イニシアチブ：＋2
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 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）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

rダーツ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ。

Rダート・ヴォレー／ダーツ連射（［武器］）◆無限回
効果：ダートを2回使用する。

Rドリーム・ヴェノム・ダート／夢毒のダーツ（［毒］、［武器］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

トリガー型のアクション
ダーターズ・ステップ／投げ矢使いの一跳び（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートは2マス瞬間移動する。

【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー、ダーツ4本

ジヴォートの網使い×2（N）	 レベル 1　制御役
小型・フェイ・人型
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
特徴
クルーエル・スラッシャー／残忍なる加虐
ジヴォートの網使いは、伏せ状態、動けない状態、減速状態、拘束状態のいず
れかである敵に対して、ダメージ・ロールに＋2ボーナスを得る。

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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

Aネット（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋5対“反応”

ヒット：目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
Rボーラ（［武器］）◆無限回

攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：目標は伏せ状態になり、この網使いの次のターンの終了時まで伏せ状
態から立ち上がることができない。

トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

【筋】	13（＋1）	 【敏】	16（＋3）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ボーラ×2、ネット×4

戦術
　残虐なジヴォートは、新しい敵を見るたび “ひとつこいつの力量
を試してやろう”と思う。しかし、4体のジヴォートが倒されたなら、
残りは撤退を試みる。
　ジヴォートの切り裂き屋：これらのジヴォートは、パーティー内で
最も体の大きな、あるいは最も背の高いキャラクターを攻撃する。
彼らはまた、網使いが引き倒したり縛り上げたりしたものを切り裂
くのも好む。
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　ジヴォートの網使い：重傷の網使いは、戦いが始まるとこれまでつ
かまえていた獲物を諦めてPCたちに向う――網いっぱいの獲物を
引きずったままでは身動きが取れないのだ。網使いたちは双方とも
ネットの中の敵を縛り上げて、すべてのジヴォートがより自由に動
け、上手く標的を捉えられるようにしようとする。
　ジヴォートの投げ矢使い：これらのクリーチャーは攻撃しては移動
し、白兵戦の中のキャラクターよりは遠くから攻撃をしているキャ
ラクターを狙う。
　怪我をした町の住民：戦闘が始まると、怪我をした町の住民たち
は隠れ場所を求めて這い回る。この住民たちは、警告の叫びを上げ
たり、門を閉めるように示唆したりといったロールプレイでキャラ
クターたちを助けるのに使用すること。

霧
　各ラウンドの開始時に、1d4をロールすること。次ラウンドの開
始時まで、霧はその結果に対応するマス目を中心とした爆発3の範
囲を軽度に隠蔽する。それぞれの範囲、またはそれぞれの範囲の中
心に印をつけること。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　噴水、物品、および露店：これらを含むマス目は“移動困難な地形”
である。
　壁：この石の要塞の高さは20フィート（上るには難易度20の〈運
動〉判定）であり、一番上には矢狭間付き胸壁で囲われた通路が設け
られている。胸壁の高さは3フィートである。門の開口部の両側の
通路にそれぞれはしごが通じている。
　門：門は木製の落とし格子（『ルールズ・コンペンディウム』 
p.175参照）であり、現在は地面から10フィート上の位置に固定さ
れている。門の機構のあるマス目（マップ上のGで示されたマス目）
にいるクリーチャーは、〈運動〉または〈盗賊〉判定（1回の標準アク
ションであれば難易度8、1回のマイナー・アクションとしてであ
れば難易度19）に成功すれば機構の固定を外すことができる。
　両方の機構が解除されると、落とし格子は門の開口部の中心に落
ちてくる。上記の過程をもう1度行なえば、門を開けることができる。
　1回の標準アクションとして難易度21の【筋力】判定に成功したク
リーチャーは力任せに落とし格子を持ち上げることができるが、門
を上げていられるのは毎ラウンド【筋力】判定を行なって成功し、格
子の高さを維持していられる間のみである。
　建物：広場の南北にある構造物は完全に閉じている（建物の壁は
遮断地形である）。難易度20の〈運動〉判定に成功すれば、建物の壁
を上ることができる（屋根は地面から 10 フィートの高さである）。
霧は建物の中には入り込まない。

結末
　戦闘が終了したら、以下の文章を読み上げること：
　生き残った町の住民たちは、痛みに呻きながらも歓声を挙げ、ほっ
とした様子です。ウェンディグはもがきながら抜け出し、網にけつま
ずきながら立ち上がります。
　「あんがとよー！」彼は言い、酒臭い息を吐きながらよろよろと歩い
てきます。「あんたがたが来てくれてよかったよ。こいつら絶対、俺を
食っちまおうとしてたね！」

　ジヴォート：もしキャラクターたちがジヴォートのどれかを捕えた
なら、このクリーチャーをなんとか丸め込み（難易度12の〈威圧〉判
定）、彼らの女主人が“水晶窟を越えて”行ってしまって以来、彼らは
好き放題をしているのだと白状させることができる。彼らは女主人
のことを“夢の女王ソリス”と呼ぶ。他のジヴォートは彼女や“角の王
カルボン”と一緒に行ってしまったのだという。
　衛兵：町の奥のほうから兵士たちがやってくる。彼らは掃討を始
め、生きているジヴォートがいれば殺しつくす。彼らのうち、保安
官ブランディスがウェンディグに、キャラクターたちをP.8のタモ
ラ家に連れて行くように言う。

死者と怪我人
　クリスタルブルック出身のキャラクターは、ここにいる死者や怪我人
が誰だかわかるかもしれない―アレク（怪我をした衛兵）、ベン（死
んだ農夫）、カシィ（怪我をした食べ物屋）、マーク（死んだ店員）、シ
モン（死んだ衛兵）、そしてウィリアム（怪我をしたハーフリングの衛
兵）。誰を知っているかプレイヤーたちに決めさせること。クリスタル
ブルック出身のキャラクターは全員、網の中の住民が、町の酔っ払い
のウェンディグであるとわかる。
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セッション2：こだまの洞窟
　前回のセッションでキャラクターたちは、恋人たちがどうやら伝
説の水晶窟を目指して駆け落ちしたらしいと知った。そこでまず洞
窟に向けて追跡が始まった。

開始する準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　シルダインの地図を頼りに、あなたがたは木々の間を数時間歩き、
そして洞窟があると地図に示された場所までたどり着きます。苔むし
た洞窟が、長く急な坂道の下にひっそりと隠れているのが見えます。
そこには下生えが茂り、花々が咲き乱れています。
〈魔法学〉（難易度12）：このあたり一帯には強力な魔法の気配が満ち
満ちており、それはあなたがたが洞窟に近づくほど濃密になっていき
ます。
〈自然〉（難易度8）：ここに生えている植物のいくつかは季節外れのも
ので、そしてすべての植物は森の他の地域のそれよりも生き生きとし
ています。

　キャラクターたちが足跡を探した場合、難易度12の〈知覚〉判定に
成功すれば、ここ数日の間に無数の人型生物がこの場所を通り過ぎ
たことがわかる。ほとんどの足跡は小型サイズで、爪のはえた人型
生物（ジヴォート）のものである。難易度19の〈知覚〉判定に成功すれ
ば、分かりづらいものの、2組の中型サイズの人型生物の、靴かブー
ツを履き、寄り添って歩いて行った足跡を見つけることができる。
キャラクターたちが洞窟に入ったら、洞窟の入り口に進むこと。

洞窟の入り口
　洞窟の枝道はどれも暗い。キャラクターたちに何が見えるかは、
パーティーの光源の有無に依存する。以下の記述は、キャラクター
たちが松明を持っていることを前提にしたものである。

　キャラクターたちが洞窟に入ったら、以下の文章を読み上げること：
　洞窟の入り口に垂れ下がった苔のカーテンを抜けると、細い通路は
右に折れ、その少し先に高い天井の大洞窟が開けています。洞窟の床
は傾いており、石くれがいくつも転がっています。ずっと高いところ
から鍾乳石が垂れ下がり、そのいくつかはまるで折れた牙のような形
に欠けています。この大きな洞窟の向こうには天然の広場がふたつ続
いています―ひとつは東に、そしてもうひとつは南に。
　ここではひとつひとつの音が長く尾を引いて反響します。あなたが
たが進むにつれ、こだまはいっそう大きくなってきます。
　〈魔法学〉（難易度12）：このこだまは、この洞窟の魔法的な効果で
す。
　〈自然〉または〈地下探険〉（難易度12）：あなたは南側の通路から自
分のいる方向へと空気が動いている一方で、東側には動きがないのに
気付きます。南側の通路にはおそらくまだ先があり、南側は行き止ま
りなのでしょう。
　〈地下探険〉（難易度19）：このこだまの響き方は、部屋の形からす
るといかにも不自然です。

　妖精の渡瀬に由来する、物に生命を与える魔法の影響で、遠い昔
にこの場所で死んだ魂の名残りがこの場に留まっている。しかし、
最近ソリスがこの場所を冒涜したせいで、その魂の名残りのひとつ
が怒れるアンデッド・クリーチャーとして目覚めてしまった。この

こだまの霊魂は中央の洞窟の近くで鳴り響いているが、それはこの
霊魂が、最初にやってきたクリスタルブルックの捜索団がこの洞窟
内に住んでいた粘体に追われて逃げ出したときの音をひどく気に
入っているせいである。このアンデッド・クリーチャーは誰かが侵
入してくるのとほとんど同時に姿を現しているのだが、通常洞窟が
返すようなこだまを真似てぶつぶつ言ったり呻いたりしているので
ある。
　キャラクターたちが自分の足音のこだまを止めようとした場合、
それぞれのキャラクターは〈隠密〉判定（難易度12）を試みることが
できる。パーティーの少なくとも半数が成功したなら、音は静まり、
戦闘遭遇においてモンスターの接近を聞きつけるための〈知覚〉判定
はより容易になる。
　P.14の戦闘遭遇、洞窟に棲むものたちに進むこと。

予言の洞窟
　南側の壁がはっきり見える場所まで近づいたキャラクターは、難
易度12の〈知覚〉判定を行ない、入り口近くの壁にチョークで描か
れた、かすれた印に気付くことができる。その後、難易度19の〈歴史〉
判定に成功すれば、この印は、黒鷹族の名で知られるヒューマンの
蛮族たちによって使われていた古代の印形であることがわかる。彼
らは大昔、このあたり一帯を放浪していたのだ。これらの印はある
予言を示している。
　この通路にはオーカー・ジェリーが潜んでいた。入り口にある残
骸は、オーカー・ジェリーが消化できなかった小さな物質からでき
ている。ちっぽけな金属片やなめらかな石が床の上にいくつかの小
山を作っており、その中にはひと組の石のサイコロもある。
　通路のスロープはゆるやかに下っており、進むにつれて湿気が酷
くなってくる（P.15のマップは洞窟の奥へと続くルートのほんの最
初を描いたものであり、キャラクターたちがやってきた開けた場所
の下に通路が進み始めるところで終わっている）。

　キャラクターたちが通路に踏み込んだら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　かすれたチョークは洞窟の壁に線をしるしています。およそ50フィー
トほど続くその線をたどって通路を行くと、その先はつるつるした黒
い岩の壁を持つ丸い洞窟に開けています。入り口の床には、流麗な銀
の文字で、“問え”と共通語で記されています。
　この洞窟からは、天然の通路がさらに下っています。

　キャラクターたちはそれぞれ1つずつ質問をし、予言の洞窟から
短い答えを受け取ることができる。あるキャラクターがいったん質
問をして答えを受け取ってしまったら、予言は1 ヶ月の間、そのキャ
ラクターの質問に答えることはない。質問に適宜答えること。ただ
し答えは常にあいまいなものでなくてはならない。

　キャラクターたちが質問をしたら、以下の文章を読み上げること：
　あなたの質問は洞窟を抜けて響き、あなたがたがやってきた通路の
ほうからこだまが降りてきて、それが消え去ると静けさが訪れます。
一瞬おいて、あなたの声が地下の暗闇から戻ってきて、あなたが発し
たのではない言葉で答えを告げます。
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　予言の洞窟は、フェイワイルドとポルフェリオに由来する魔法を
抱え込んでいる。洞窟はありきたりの質問に答え、時には高価でな
く魔法のものでもないアイテムや、それ以上のものを与えて、求め
るものたちを助けるのだ。以下に洞窟がキャラクターたちに対して
答え得るだろう質問のリストと、洞窟に可能な行為を記載する。
　オルランドとジュリアナはここに来ましたか？　「そなたの言う恋人たち
はこの道を過ぎ、その先へ行った。水晶窟を越えて」
　ここは水晶窟ではないのですか？　「ここは水晶窟だ――物語や噂は
ここを水晶窟と呼ぶ。けれど、まことにその名を持つ洞窟は、ここよ
りさらに深くにある」
　真の水晶窟とはなんですか？　「地上に生れ落ちた生命の彼方、ゆる
やかに落ちる水、そして明るき地への渡瀬」（〈魔法学〉あるいは〈歴史〉、
難易度8：“明るき地”とはフェイワイルドの別名である。）
　この予言は誰がしている／作ったのですか？　「ポルフェリオ、偉大
なる魔術師が、石の上に “問え”と記し、この場所に魔法を施した。し
かし予言を作ったのは彼ではない。予言は、ただ単に、あるのだ。」
　この洞窟の中にある危険はなんですか？　「洞窟の魔法こそがその危
険。フェイワイルドへ続く道こそがその危険。怪物じみた心無き捕食
者がかつてこの場所に潜み、また死者の残滓も潜んでいた」（この台詞
は、キャラクターたちが既に戦ったモンスターについて述べたもの
である。）
　帰らなかった人々には何が起きたのですか？　「彼らはこの洞窟の中
で潰えた、あるいは水晶窟を越えて行った。この予言には見えぬ、知
りえぬ彼方へ」
　私たちがオルランドとジュリアナを捜すのを手伝ってくれますか？　洞
窟はレッサー・トゥアハン・ロード・ホイッスルを作り出し、それ
は銀文字の隣の床に現れる。
　私たち／私の傷を癒してくれますか？　洞窟は個々のキャラクター
のヒット・ポイントを3ずつ回復させる（“私たち” の場合）か、1体
のキャラクターのヒット・ポイントを10回復させてくれる（”私”の
場合）。

　洞窟から伸びている通路は、泥の洞窟に続いている。セッション
の終了を参照。

幽霊の出る洞窟
　洞窟からエコー・スピリットがやってくる。

キャラクターたちが東に向かったら、以下の文章を読み上げること。
　東の通路はすぐに北に折れ、その壁はあなたがたが進むにつれて
じっとりと湿ってきます。流れ石のカーテンが砕け落ちた瓦礫を越え
てゆくと、トンネルの終着点は丸い洞窟になっています。まるで尖っ
た牙のように石筍が床から聳え、対して天井からは鍾乳石が垂れ下
がっています。
　古代の鎖帷子を着込んだ骸骨が1体、石筍に串刺しになった形で横
たわっています。この不運な人物がかつて身につけていた装備はすっ
かりだめになっていますが、亡骸が今も身につけている宝石をちりば
めた黄金づくりのアミュレットは年月にも曇らされてはいません。
　〈治療〉（難易度12）：この骸骨は男性のヒューマンのものです。
　〈歴史〉（難易度19）：この骸骨が身につけている装備の残骸は、こ
の人物がかつてこの一帯を放浪していた蛮族の部族、黒鷹族の一員で
あったことを示しています。

　骸骨の装備に価値はない。骸骨の腰のあたりには、キャラクター
あたり10gpぶんの金貨と、キャラクターあたり20gpぶんの宝石が
散らばっている。骸骨の首には、＋1アミュレット・オヴ・ヘルス
が掛かっている。君が望むなら、この金のアミュレットは魔法のも
のではないことにして、宝石のかわりに1個の価値ある宝物を出し
てもよい。その場合、P.3の宝物表を1回ロールすること。
　この洞窟は行き止まりである。

セッションの終了
　キャラクターたちは最終的に予言の洞窟を通り過ぎ、さらに水晶
窟の奥深く進んでゆく。

　キャラクターたちが予言の洞窟のパートを終了したら、以下の文章を
読み上げること：
　通路の坂道はさらに下ってゆき、床はさらに湿ってきます。下のほ
うから流れる水の音がかすかにこだまし、その音はあなたがたが進む
につれ、さらに大きくなってきます。

　このセッションは、キャラクターたちが泥の洞窟に近づいていく
時点で終了である。

報酬
　キャラクターたちはそれぞれ、洞窟を探険しモンスターと戦った
ことで300XPを獲得する。
　宝物：キャラクターたちはレッサー・トゥアハン・ロード・ホ
イッスル（『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』を参照）を獲
得しているはずである。幽霊の出る洞窟の骸骨もまた宝物を持って
いる（上記参照）。

トゥアハン・ロード・ホイッスル
　この冒険の間、この笛が本当に役に立つのはセッション10におい
てのみである。そこでは、これが特別な効果を持つ。それ以外は、
水晶窟やポルフェリオの庭においてこの笛が示す道は、既にキャラク
ターたちが向かっている方向を向いている。

レッサー・トゥアハン・ロード・ホイッスル
Lesser	Tuathan	Road	Whistle／	
トゥアハンらの道

みち ぶ え

笛、下級	 レベル5　コモン
　この笛をひと吹きすると、君の目的地へ向かって続くきらめく道が、君の前方
に伸びてゆく。
その他の魔法のアイテム	1,000gp
汎用パワー◆［一日毎］（標準アクション）
　効果：使用者は、かつて訪れたことのある目的地を心に思い描き
ながらこの笛をひと吹きする。使用者と使用者の味方にだけ見え
る、きらめく光でできた道がその目的地に向かって伸び、それは使
用者が大休憩を取るまで続く。

（訳註：本シナリオはPlayer’ s	Option:Heroes	of	the	Feywild上梓
前に執筆されたものであり、本シナリオに記載のアイテムはPlayer’s Option: 
Heroes of the Feywildおよび邦訳版の『プレイヤーズ・オプション：妖精
郷の勇者』に記載のものとは異なる場合がある。シナリオ中にデータの記載
があるものについては、シナリオ中のデータを適用すること）
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洞窟に棲むものたち
遭遇レベル1

セットアップ
エコー・スピリット（E）	 1体
オーカー・ジェリー（O）	 1体

　キャラクターたちが隠密行動をとることなく入ってきたら、以下の文章
を読み上げること：
　こだま―あなたがたが立てた騒音の記憶が、洞窟を抜けて向かっ
てきます―空気を震わせて。気味の悪い反響がこだまに混ざってい
ます。

　キャラクターたちはそれぞれ、〈知覚〉判定（難易度19）を試みて
不意討ちを避けることができる。

　キャラクターたちが足音を忍ばせて入ってきたなら、以下の文章を読
み上げること：
　あなたがたの呼吸や密やかな足音に、小さなこだまが返ってきます
―が、東の通路からは奇怪な反響が返ってきます。

　キャラクターたちはそれぞれ、〈知覚〉判定（難易度12）を試みて
不意討ちを避けることができる。

　エコー・スピリットが到着したら、以下の文章を読み上げること：
　東からやってきた響きが形をとります。人の形をした不吉なそれは、
つぶやいたり呻いたりしながら部屋の中に滑り込んできます。

戦術
　エコー・スピリット：このクリーチャーは狡猾であり、敵のパー
ティーを分断しようとする。エコー・スピリットは南にオーカー・
ジェリーのねぐらがあることを知っており、最も近くの敵に近寄っ
て、その敵を粘体のほうに横滑りさせる。それから自分のパワーを
使用して、敵を鋭い石筍の中に放り込もうとする。エコー・スピリッ
トは粘体の味方ではないが、他の知覚を持ったクリーチャーに対す
る粘体の憎悪を利用してはいる。エコー・スピリットは破壊される
まで戦う。
　スピリット・エコー：エコーたちはエコー・スピリットの敵に張り
付き、敵の動きを妨げようとする。エコー・スピリットが破壊され
ると、エコーたちは破壊されるまで不規則に動き続ける。
　オーカー・ジェリー：この粘体は、不意討ちラウンドの次のラウン
ドの、自分のイニシアチブ・カウントでねぐらから現れる。オー
カー・ジェリーは最も近くにいる敵か、あるいは直前のターン以来
自分に対して最も大きなダメージを与えた敵に対して攻撃を行なう。
エコー・スピリットと同様、オーカー・ジェリーも死ぬまで戦う。

エコー・スピリット（E）	 レベル 2　精鋭・制御役
中型・シャドウ・人型生物（アンデッド）
hp：72；重傷値：36	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健13；反応15；意志14	 〈知覚〉±0
移動速度：6	 暗視
完全耐性：病気、［毒］；抵抗：［死霊］5、［雷鳴］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
非物質的
スピリットは［力場］と［光輝］以外からはすべて半減ダメージを受ける。［光輝］
ダメージを受けた場合、次のターン開始時までこの特徴を失う。

標準アクション
mタッチ・オブ・フィアー／恐怖の接触（［恐怖］、［精神］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“意志”
ヒット：2d6＋3［精神］ダメージおよびスピリットは対象を2マスまで横滑りさせ
る。

Cエコー・バラージ／響き渡るこだま（［恐怖］、［雷鳴］）◆［無限回］
攻撃：近接・噴射3（噴射内の敵全て）；＋5対“意志”
ヒット：2d6＋2［雷鳴］ダメージおよびスピリットは対象を2マスまで横滑りさせ
る。

マイナー・アクション
mスピリチュアル・エコーズ／こだまの精髄（［恐怖］、精神）◆サイキック・リヴ

ァーバレーションを使用した時点で再チャージ
効果：3体のスピリット・エコーがこのスピリットから10マス以内に現れる。こ
れらのクリーチャーはスピリット直後のイニシアチブとして扱う

トリガー型のアクション
Cサイキック・リヴァーバレーション／精神反響◆初めて重傷になった時点で再
チャージ
トリガー：敵がこのスピリットに攻撃を命中させたとき
攻撃（即応・対応）：近接範囲・噴射10（範囲内のトリガーを発生させた敵）；
＋5対“意志”

ヒット：2d6＋3［精神］ダメージおよびスピリットは対象を1マスまで横滑りさせ、
伏せ状態にする

効果：スピリットは次の自分のターン終了時もしくは攻撃をするまでの間不可
視となる

【筋】8（±0）	 【敏】17（＋4）	 【判】8（±0）
【耐】12（＋2）	 【知】6（−1）	 【魅】15（＋3）
属性：悪	 言語：共通語

スピリット・エコー	 レベル 2　雑魚・制御役
小型・シャドウ・人造（アンデッド）
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15；意志13	 〈知覚〉±0
移動速度：4	 暗視
完全耐性：［雷鳴］
特徴
Oエコー・オヴ・テラー／恐怖のこだま（［恐怖］、精神）◆オーラ1
オーラの範囲内でターンを開始した敵は［精神］ダメージ3をうける。敵がオー
ラの範囲内でターンを開始し、オーラの範囲外でターンを終了した場合、［精
神］ダメージ3をうけ、エコーは対象を1マス引き寄せる

ヴァルネラブル・トゥ・バニッシュメント／放逐への脆弱性
エコーに隣接する敵は〈魔法学〉、〈自然〉もしくは〈宗教〉の技能判定を試みる
ことができる。（標準アクションとして行なうなら難易度13、マイナー・アクショ
ンとして行なうなら難易度20）成功した場合、エコーは1ダメージを受ける。

【筋】3（−3）	 【敏】15（＋3）	 【判】8（±0）
【耐】10（＋1）	 【知】3（−3）	 【魅】10（＋1）
属性：悪	 言語：—
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オーカー・ジェリー（O）	 レベル3　精鋭　暴れ役
大型・自然・野獣（ウーズ、盲目）
hp：102；重傷値：51；下記のスプリットも参照のこと	 イニシアチブ：±0
AC15；頑健16、反応14、意志14	 感覚：〈知覚〉＋2；擬似視覚10
移動速度4、登攀4；下記のフローイング・フォームも参照のこと
完全耐性：盲目、［凝視］；抵抗：［酸］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
ウーズ
狭いところに“無理矢理入り込む”際にも、（半分の移動速度ではなく）　通常
通りの移動速度で移動でき、攻撃ロールに−5のペナルティを受けることもな
く、“無理矢理入り込んでいる”ことが原因で戦術的優位を与えることもない。

標準アクション
mスラム／叩きつけ（［酸］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋1ダメージおよび継続的［酸］ダメージ5（セーヴ・終了）。
移動アクション
フローイング・フォーム／流動形態◆［無限回］

効果：オーカー・ジェリーは4マスまでのシフトを行なう。
トリガー型のアクション
スプリット／分裂◆［遭遇毎］

トリガー：オーカー・ジェリーが重傷状態になる。
効果（アクション不要）：このオーカー・ジェリーは2つに分裂する。分裂後の
個体は、それぞれが分裂前のヒット・ポイントの半分に等しい値のヒット・ポ
イントを有する。分裂前にオーカー・ジェリーが受けていた効果は1体目にの
み適用され続け、2体目には適用されない。

【筋】13（＋2）	 【敏】8（±0）	 【判】12（＋2）
【耐】11（＋1）	 【知】1（−4）	 【魅】1（−4）
属性：無属性	 言語：―

このエリアの情報
　照明：“暗い”
　こだまする雷鳴：この洞窟の中では、クリーチャーは［雷鳴］に対
する脆弱性2を得る。
　石筍：マップ上の石筍のあるエリアは “移動困難な地形” である。
この長くて鋭い岩のあるマス目に引き寄せられたり、押しやられた
り、横滑りさせられたりしたクリーチャーは1d4ダメージを被る。
　岩：床の上の瓦礫は“移動困難な地形”である。
　通路：南側はP.12の予言の洞窟で述べたエリアに続く通路である。
東側のトンネルはP.13の幽霊の出る洞窟で述べたエリアに続いてい
る。

結末
　戦闘の決着がついたら、キャラクターたちは小休憩を取り、この
エリアの残りの部分を探索することができる。

Start

O

E
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セッション3：水晶窟
　このセッションを始めるにあたっては、これまでのセッションで
起きた出来事をおさらいしつつ、この洞窟の奇妙さをはっきりと強
調すること。キャラクターたちは、洞窟の地下深くへと続く通路を
降りていくところでセッションを終えている。P.18の泥の洞窟の戦
闘遭遇からセッションを開始すること。

星明かりのトンネル
　泥の洞窟から続くこのトンネルは曲がりくねり、時には上ったり
もして、ついには水晶窟へと入っていく。

　キャラクターたちが歩いているときに、以下の文章を読み上げること：
　トンネルは緩やかな上り坂に変わりながら、闇の中を曲がりくねっ
ています。通路の真ん中に空いた穴から流れが湧き出し、水は光を反
射して、その表面は水というよりむしろ水晶でできているかのように
光っています。まもなく洞窟の壁も同じように輝き始め、まるで壁の
中に小さな星屑が埋め込まれているかのように見えるのです。
　〈地下探険〉（難易度8）：洞窟の壁には水晶が結晶しており、それ
はだんだん大きく、また数も増えてきます。壁の “星” は水晶の反射な
のです。

　キャラクターたちがさらに進んでいくときに、以下の文章を読み上げ
ること：
　トンネルは広くなっていきます。小さな澄んだ水溜りがあり、その
底からはきらきら光る水晶の結晶が水の表まで伸びています。洞窟と
流れは北東へと続き、水晶はきらめきながら石からも水からも伸びて
います。水晶からはかすかに鈴のような音が響いています。
　〈知覚〉（難易度8）：鈴のような音は、実は音楽です。ひとつひと
つの水晶の声が他の声と調和して、ゆるやかなハーモニーとなってい
るのです。この音楽は大きな水晶の結晶に囲まれた場所ではより強く
響くようで、とりわけ、あなたがたが向かっている方向から強く響い
てくるようです。

　キャラクターたちが水溜りの底を覗き込んだなら、彼らは水底の
水晶に紐が絡んだ状態の銀のロケットを発見する。ロケットの中に
は、美しい、茶色の髪をした女性のエルフの肖像画が入っている。
シルダイン出身のキャラクターは、この絵姿はジュリアナのものだ
とわかる。クリスタルブルック出身のキャラクターは、このロケッ
トはオルランドのものだとわかる。
　恋人たちは水晶窟の滝を抜けるときにこのロケットを失くし、水
の流れがロケットをここまで運んできたのだ。これまでは疑う余地
があったにしろ、この品がある以上、二人がここを通ったのは確実
になった。このロケットの宝物としての価値については、報酬の項
を参照のこと。
　キャラクターたちがトンネルの探索を終えると、彼らは洞窟の入
り口へと進むことができる。

洞窟の入り口
　この洞窟は妖精の渡瀬の境界である。

　キャラクターたちが足を踏み入れたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　トンネルの終わりのほうでは、洞窟の壁は完全にきらめく水晶で覆
われています。輝く通路は光を虹の七色に反射する、丸天井の水晶の
洞窟に開けます。星にも似たその光は、床の上の広い静かな水面に反
射しています。洞窟の向こうの滝が床の上の水に注いでいるのですが、
その激流はまるで時の中で凍りついたように見えます。水しぶきは透
明な宝石のように中空で留まり、なだれ落ちる水もそこに留まって、
水面を僅かに揺らすことさえしないのです。
　洞窟の手前側で、床の上の水はさらに下に続くトンネルの中に流れ
込んでいます。ちいさな風鈴が鳴るような鈴の音の音楽が空気を満た
し、それはまるで水晶が歌っているようです。澄みきった音色は互い
に響きあい、完全な和声となっているのです。
　〈魔法学〉（難易度8）：魔法の力が非常に強くなっていることから、
カリック卿の言っていた妖精の渡瀬はもうすぐそこでしょう。滝が宙
に留まっているのもそのせいに違いありません。

　この大きな洞窟には出口はない。先に進むには、キャラクターた
ちは滝を抜けねばならない。キャラクターたちが詳しく調べようと
するなら、この部屋の中で起きている現象の特徴がはっきりとわか
る。
　光：洞窟の天井や水面から放たれる様々な色の光は、キャラク
ターたちが持っている光源の反射である。これらの光は、反射元で
ある光源の移動に伴って動く。
　音楽：響き合う和声は水晶から放たれており、それはまるで岩が
命を持っているかのようだ。しかし水晶は話すことも動くこともし
ない。
　水溜りと滝：水の深さは8インチで、滝をその水源とする。水溜
りの水は澄んだ味がする。洞窟の西の端では、水は自然な速さの流
れとなって水溜りから流れ出し、トンネルの中へと流れ込んでいる。
水溜りの中央では、水はよりゆっくりと流れ、そのためタールのよ
うに重くなっている。水溜りの中央から滝にかけては水は遅く、ま
た固まっているため、キャラクターたちは水面を自由に歩くことが
できる。
　〈魔法学〉（難易度12）：水溜りの中の魔法を帯びた水は、フェイ
ワイルドの中の時間がよりゆっくりと流れる場所からやってきたに
違いない。
　〈魔法学〉（難易度19）：水の状態は、この滝の向こうでどれほど
時間がゆっくり流れているかを示しているわけではなく、ただこの
世界と向こう側の世界で時間の流れが異なっていることを示してい
るのである。
　〈自然〉または〈知覚〉（難易度12）：水は実際動いてはいるが、そ
の速度が著しく遅い。水しぶきが 1 インチ落ちるのに 1 分を要し、
滝の頂上から下まで水が落ちるには、2時間以上を要するのである。
　〈知覚〉（難易度12）：こちら側から滝を透かして、ひとつの部屋
が見える。水晶から反射する光で、その部屋には家具調度が設えら
れているのが見える。
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滝に踏み込む
　滝の向こうの部屋に入るためには、キャラクターたちは滝を抜け
ねばならない。水の動きが遅いために、それはぱっと見に見積もっ
たよりも大変な作業になっている。
　通り抜ける：通常の速度（あるいはそれよりも速く）で移動する物
体やクリーチャーが水の中に入ると、まるで固体にぶつかりでもし
たかのような衝撃を受ける。このやり方で滝を抜けようとするもの
は、難易度20の〈運動〉または〈持久力〉判定に成功しなければなら
ない。
　滝を通り抜けるコツは、水の動きと同じ速度で動くことである。
滝をゆっくりと抜けるキャラクターは、難易度8の〈運動〉または〈持
久力〉判定に成功すればよい。
　プレイヤーたちが気楽に水を通り抜けようとし、ゆっくり動いた
ほうがいいことに気付けなかった場合、〈魔法学〉または〈自然〉判定

（難易度12）に成功すればこの有用な情報が手に入る。
　失敗：キャラクターが滝を通り抜けるための判定に失敗するたび
に、水はそのキャラクターを打ち倒して伏せ状態にする。そのキャ
ラクターは1d10ダメージを被る。
　滝を傷つける：キャラクターが滝（AC12、“反応” 12、“頑健” 12、“意
志” −）に対して武器攻撃を成功させた場合、そのキャラクターは滝
の表面に弱いところを作ったことになる。キャラクターたちはその
時点で、滝を通り抜けるための技能判定に＋ 2 のボーナスを得る。
この種の攻撃を複数回行なっても、ボーナスは累積しない。
　滝を分かつ：滝に対して［冷気］または［力場］攻撃を成功させた
キャラクターは、滝の一部を凍らせるなり分けるなりすることがで
きる。凍りついた水は砕くことができるし、水が分けられたならよ
り簡単にそこを抜けることができる。水が凍るなり分けられるなり
したなら、キャラクターたちはその時点で、滝を通り抜けるための
技能判定に＋4のボーナスを得る。この種の攻撃を複数回行なって
も、ボーナスは累積しない。
　瞬間移動：滝の向こう側に部屋があることを見抜いたキャラク
ターは、滝を通り抜けてその部屋に入るのに［瞬間移動］のパワーを
使用することができる。

　キャラクターたちが滝を抜けたら、見張りの間に進むこと。

見張りの間
　キャラクターたちが足を踏み入れたなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　滝の後ろの岩を掘り抜いて、丸い部屋がこしらえてあります。ビロー
ド張りの長椅子や丁寧に彫り上げられた木のテーブルが、美しいモザ
イク模様の床の上に並んでいます。床―その上には砕けた水晶の水
差しと2つのグラスが転がっているのですが―には、鳥や動物、果
実や花々が描かれています。そして込み入った結び目の模様がそれら
を取り囲んでいます。結び目の模様はそのまま背後の壁全体に描かれ
た、魔法の森のフレスコ画の根の部分に繋がっています。フレスコ画
には一箇所だけ欠けがあって、そこには、この部屋からどこかへ通じ
るトンネルが、ぽっかりと口をあけています。
　〈知覚〉（難易度12）：靴を履いた人型生物の、濡れた足跡が乾い
た痕跡が床の上に残っています。2組の足跡は部屋からトンネルへと
続いています。

　この部屋はかつてポルフェリオとカエアウィンが定期的に自然世
界を訪れていたときに使われていたもので、またジュリアナとオル
ランドはこの部屋を抜けてフェイワイルドへと入っていった。キャ
ラクターたちがフレスコ画の中のトンネルに入っていったところで、
セッションの終了に進むこと。

セッションの終了
　キャラクターたちが絵の中のトンネルに入っていったところで、
このセッションは終了である。

　キャラクターたちが絵の中のトンネルに入っていったら、以下の文章
を読み上げること：
　あなたがたはフレスコ画の中のトンネルを進み、壁に森の絵が描か
れていることを除いては全く自然のもののように思える通路を下って
いきます。前方から、潮風の匂い、遠くで波が打ち寄せるかすかな音、
誰かのすすり泣く声、そして韻を踏んで歌う小さな声が流れてきます。

報酬
　このセッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれマッ
ド・マンとの戦闘と水晶窟の滝を通り抜けた報酬として250XPを
獲得する。
　宝物：オルランドのロケットは25gpの価値があるが、キャラク
ターたちは後にこれを手放すだろう。キャラクターたちはまた、泥
の洞窟でも宝物を回収する。

オルランドのロケット
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泥の洞窟
遭遇レベル1

セットアップ
マッド・マン（M）	 3体
マッド・マンの握り潰し屋（G）	 5体以上

　プレイヤーたちの開始準備ができたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　水の流れる音は、前方の、泥の溜まった洞窟の一部を満たして流れ
る水の音だったことがわかります。この流れは、星のリボンのように
きらめきながら、洞窟の向こうの北の通路からやってくるのです。流
れの源は、この陰気なトンネルの向こうのどこかにあるのでしょう。
上の洞窟ではあんなに響いていたこだまは、ここでは聞こえません。
鍾乳石から滴るしずくの音が、流れのちりちりと弾ける泡の音を時折
中断するだけです。池の中央には、乾いた泥が三つの山を作り、三角
形を形づくっています。
　乾いた泥の中に埋め込まれた、青ざめた人型生物の手が2本、それ
ぞれ別々の山からこわばったまま突き出しており、それぞれの手は今
にも互いに届こうとしています。手の一方はがっしりとして男らしく、
もう一方は女性らしく繊細です。女性らしき手のほうは、薬指に金の
指輪をはめています。

　マップの中央付近にある、3つの “乾いた” マス目は、乾いた泥の
山である。マッド・マンたちは近くの泥で淀んだ水溜まりの中でま
どろんでいるため、視界には入らない。誰かが水溜まりの中に踏み
込むか、乾いた泥の山の西または北のマス目に移動してきた時点で、
彼らは立ち上がり、攻撃を仕掛けてくる。
　シルダイン出身のキャラクターは、ジュリアナは金の指輪をして
いなかったと知っているが、最近そういったものを手に入れている
可能性はあると悟る。

　マッド・マンたちが攻撃する際、以下の文章を読み上げること：
　泥で淀んだ水溜りの表面は、その周辺を流れる魔法の流れと同様に
きらきらと輝いています。ちっぽけな光の粒がふたつずつ組になって、
暗闇の中から浮き上がってきます。その光と共にねとつく泥でできた
人型生物が現れ―ぎらぎら輝くふたつの目の周囲にそれぞれ形を
作って―それに続いて泡立つ音がします。水の跳ねる音を立てなが
ら、クリーチャーはよたよたと進み出てきます。

　難易度11の〈知覚〉判定に成功したキャラクターたちは、マッド・
マンが完全に現れる前に泥の動きから何らかの兆候を読み取る。判
定に失敗したキャラクターは不意を討たれる。

戦術
　マッド・マン：個々のマッド・マンは最初にマッド・ボールを投
げ、近接戦を行なうキャラクターが泥の中で接敵せざるを得ないよ
うにする。彼らは泥の中深くにシフトするアモルファス・ボディに
頼って近接攻撃を行なうものを避け、敵をマッド・ボールの攻撃で
悩ませ続ける。
　マッド・マンの握り潰し屋：握り潰し屋は前進して突撃し、エンガ
ルフを使用して敵を釘付けにし、味方が自由に遠くから攻撃できる
ようにする。

マッド・マン×3（M）	 レベル 2　暴れ役
中型・エレメンタル・魔獣（地、水）
hp：43；重傷値：21	 イニシアチブ：＋2
AC14；頑健15；反応13；意志13	 〈知覚〉＋7
完全耐性：病気、［毒］	 暗視
移動速度：5（沼渡り）
特徴
リレントレス・アソールト／執拗な猛攻
マッド・マンは、減速状態または“動けない状態”のクリーチャーに対しては、攻
撃ロールに＋2のボーナスを得る。

標準アクション
mスラム◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ

Rマッド・ボール／泥の球◆［無限回］
攻撃：遠隔10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：2d6＋2ダメージ、および対象はマッド・マンの次のターン終了時まで
減速状態になる。もし対象が既に減速状態であれば対象はマッド・マンの
次のターン終了時まで“動けない状態”になる。

トリガー型のアクション
アモルファス・ボディ／不定形の体◆遭遇毎

トリガー：このマッド・マンに近接攻撃がヒットする
効果（即応・対応）：このマッド・マンは3マスまでシフトを行なう

技能：〈隠密〉＋7
【筋】16（＋4）	 【敏】13（＋2）	 【判】13（＋2）
【耐】13（＋2）	 【知】6（−1）	 【魅】8（±0）
属性：無属性	 言語：原始語

マッド・マンの握り潰し屋×5（G）	 レベル 1	雑魚	制御役
中型・エレメンタル・魔獣（地、水）
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
AC15；頑健14；反応12；意志12	 〈知覚〉＋1
完全耐性：病気、［毒］	 暗視
移動速度：4（沼渡り）
特徴
リレントレス・アソールト／執拗な猛攻
マッド・マンは、減速状態または“動けない状態”のクリーチャーに対しては、攻
撃ロールに＋2のボーナスを得る。

標準アクション
mスラム◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：5ダメージ

mエンガルフ／つつみ込み◆［無限回］
必要条件：このマッド・マンはクリーチャーをつかんでいない。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“頑健”
ヒット：マッド・マンは対象をつかみ（脱出難易度13）、マッド・マンのいるマ
スに引き寄せる。つかみが終了するまでの間、対象は継続的ダメージ5を受け
るとともに、マッド・マンは動けない状態となる

【筋】16（＋3）	 【敏】13（＋1）	 【判】13（＋1）
【耐】13（＋1）	 【敏】3（−4）	 【魅】8（−1）
属性：無属性	 言語：プライモーディアル

このエリアの情報
　照明：“暗い”。
　泥の山：この3つの泥の山の高さはおよそ3フィートであり、広
くしっかりしていて上に立つことができる。ここは“移動困難な地形”
である。
　積み重なった岩：このマス目は“移動困難な地形”である。
　水溜り：浅い水と泥の混合物がこのぬかるんだエリアを “移動困難
な地形” にしている。この水溜りはマッド・マンのパワーの源でも
ある。難易度12の〈魔法学〉判定に成功したキャラクターは、水溜
りの魔法や、魔法とマッド・マンとのつながりに気付く。より詳し
い情報についてはその後の展開の項目を参照。
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その後の展開
　魔法の水溜りはその中に泥を溶かし込み、いずれは完全なマッ
ド・マンに育つ、凶暴なマッド・マンの握り潰し屋を作り出す。す
べてのマッド・マンが倒されるまで、握り潰し屋がマップ上に全く
いない状態でラウンドが開始されるたびに、1体の握り潰し屋が握
り潰し屋のターンに水溜りの中から立ち上がる。それは（1回の移動
アクションとして）3つの乾いた泥の山に隣接し、かついかなる敵
にも隣接していないマス目に出現する。
　〈魔法学〉または〈自然〉（1回の標準アクションとしてなら難易度12、
1回のマイナー・アクションとしてなら難易度19）：［原始］のパワー源
を使用するキャラクターは、〈魔法学〉判定の代わりに〈自然〉判定を
行なうことができる。判定に成功したキャラクターは、1ラウンド
の間、新しい握り潰し屋の出現を止めることができる。

結末
　キャラクターたちがこのエリアを探索できるのは、すべてのマッ
ド・マンが倒された後である。

　戦闘が終了したら、以下の文章を読み上げること：
　最後の泥のクリーチャーが崩れ落ちると、彼らを形づくっていた魔
法の力も、湿った空気の中に雲散霧消します。泥溜まりのざわつく音
も止み、きらめく光も水面から消えて、水溜りは死んだように静まり
かえります。

　この時点で、キャラクターたちは小休憩をとり、また探索を続け
ることができる。

泥の山
　水溜りの中央の泥の山に隣接するキャラクターは、簡単にそれを
砕いて、その中身を明らかにすることができる。互いに手を伸べあ
う手の生えていた2つの山の中には、クリスタルブルックのヒュー
マンの男女の亡骸が埋まっている。2人は泥の中でミイラ化してい
る。別の山の中にはハーフリングが埋まっている。これらの人々
―ケイル（男性のヒューマンの戦士）、ベラ（女性のヒューマンの
狩人）、そしてデイン（男性のハーフリングの “紳士冒険者”）―は、
最初にオルランドとジュリアナを捜しに派遣されたパーティーのメ
ンバーである。クリスタルブルック出身のキャラクターはこの不運
な人々が誰であるかわかるし、シルダイン出身のキャラクターもわ
かる可能性がある（難易度8の〈歴史〉判定）。亡骸が誰だったかわかっ
たキャラクターは、最初の探索者一行は5人組だったことを知って
いる。しかし、勇猛な戦士だったハミッシュとアーガスの双子の兄
弟はここにはいない。
　宝物：亡骸はそれぞれ背負い袋ひとつ、火打石と打ち金ひと組、
松明1本を持っている。2人のヒューマンはそれぞれアロー 15本を
持っている。ハーフリングは50フィートの麻のロープ、スリング
の弾 10 個、盗賊道具ひと組を持っている。それ以外の装備品は、
泥ですっかりだめになってしまっている。亡骸が持っている価値の
あるアイテムの中には、キャラクター 1人あたり5gpぶん、金の指
輪1個（キャラクター1人あたり5gpぶんの価値）、＋1マジック・ウェ
ポン、および君がP.3の宝物表をロールして決めるアイテムが1つ
含まれる。ハーフリングのブーツには踵のところに隠し物入れがつ
いており（難易度19の〈知覚〉判定）、宝石が1つ入っている（キャラ
クター 1人あたり20gpぶんの価値）。クリスタルブルック出身のキャ
ラクターはデインが常にこそこそしたチビ野郎だったと知っている
ので、デインの亡骸を調べる際、クリスタルブルック出身であれば

〈知覚〉判定に＋2のボーナスが得られる。

このエリアを離れる
　キャラクターたちが北の通路を通ってこの洞窟を後にしたら、君
は説明を続け、P.16の星明かりのトンネルへ進むこと。
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セッション4：妖精の輪
　前回セッションの終了時に、キャラクターたちは謎めいたトンネ
ルを抜けた先にある滝の後ろの部屋を出発した。このセッションは、
彼らが同じ道を通っていくところから始まる。

　キャラクターたちが進んでいくときに、以下の文章を読み上げること：
　森の情景を描いたフレスコ画は、水晶窟を抜けた先のトンネルの壁
にずっと描かれています。ところが、先に行くにつれ、岩はいつの間
にか本物の木の幹のようになり、最初はフレスコ画に描かれていたは
ずの森が本物になりかわってゆくのです。木の幹に似た岩の間の空間
は、木漏れ日がさすように明るく輝き始めます。
　突然洞窟は消えうせ、あなたがたは洞窟の壁に描かれていたはずの、
のどかな森の真ん中にいます。四方八方に丈高い木々が繁り、あたた
かな陽の光がはるかな梢に射し込んでいます。途切れ途切れの小道が
洞窟の中でそうだったのと同様にきらきら輝く流れに沿って続いてい
ます。あなたがたは、キノコが描く大きな輪の中央に立っています。
　あなたがたの背後には、砕ける波音のほうへ木々の間を縫って続く
小道が延びています。そして前に延びる道の彼方で、誰かがすすり泣
く声をあなたがたは聞くのです。
　〈魔法学〉（難易度12）：キノコの輪は、妖精の輪です。これは、自
然世界からフェイワイルドへと通じる妖精の渡瀬のところでよく見か
けられるものです。
　〈知覚〉（難易度12）：小型の人型生物複数と、2体のヒューマンぐ
らいの大きさの人型生物の足跡がみつかります。いくぶん古く見える
小さい足跡は鉤爪の生えた裸足で、新しく、大きいほうの足跡は靴を
履いています。古いほうの足跡は、以前クリスタルブルックで戦った
クリーチャーを彷彿とさせます。足跡はいずれも、すすり泣く声の方
角へと続いています。

　キャラクターたちがすすり泣く声のほうへ向かうなら、レプラコー
ンの森に進むこと。背後の道を下って砕ける波音のほうに行くなら、
海辺へ進むこと。

海辺
　海辺に行くには、キャラクターたちは “水晶窟から続くトンネル”
だったはずのもと来た道をたどることになる。

　キャラクターたちが海辺に向かったら、以下の文章を読み上げること：
　トンネルだったはずの道を下り、あなたがたは荒れ狂う海に臨む岩
がちな海辺にやってきます。浅瀬に叩きつけられた船の残骸が半ダー
スほども散乱しています。小道は岩穴へと続き、一方、流れのほうは
小道から別れ、岩の中の狭い裂け目へと流れ込んでゆくのです。海の
上では、濃霧を巻き込み荒れ狂う風が、船や波濤を引き裂いています。
だというのに、海辺に吹く風はやわらかくあたたかいのです。
　〈自然〉（難易度8）：海の上を吹き荒れる風は、自然世界のクリス
タルブルックやシルダインの森の周辺の、季節はずれの霧や風を思い
出させます。

　ここでこれといったことは何もできないし、見つからない。この
奇妙な土地の雰囲気を感じ取ってもらうのに時間を使うこと。
　浜辺：岸辺は狭く岩がちで、折れた木や船の残骸のほかは、これ
といったものは見つからない。浜辺の水は穏やかにうねっていると
いうのに、岸から少し離れると、海面には大きな白波が立っている。
荒れ狂う波と風は、岸を離れて海に踏み込んだものすべてに叩きつ
け、そのキャラクターを穏やかな水のほうへと投げ返す。その場合、
酷い目にあったキャラクターは1d10ダメージを被る。
　洞窟：この海の岩屋は浅瀬になっており、潮水が溜まっているほ
かには何もない。
　流れ：流れの水は小さな岩の裂け目に流れ込んでゆき、最終的に
は滝として水晶窟に戻ってゆく。とはいえ、水晶窟の妖精の渡瀬は
キャラクターたちにとっては一方通行だ―というのも、この裂け
目はちっぽけで、そうして水と共に戻ろうとするなら、そのクリー
チャーは水の中で呼吸ができねばならないから。

　キャラクターたちが海岸の探索を終えたら、レプラコーンの森に
進むこと。あるいはキャラクターたちが既に森の探索と戦闘遭遇を
終えてしまっていたなら、P.23の結末に進むこと。

レプラコーンの森
　キャラクターたちが海辺から離れて進むなら、彼らはレプラコー
ンの領域に向かうことになる。

　キャラクターたちが森へ入ったなら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたが森の中の小さな空き地へ向かう道を辿っていくと、す
すり泣きの声はだんだん大きくなってきます。クローバーの草むらの
中に一人のエルフ娘が座って、両手で顔を覆ってすすり泣いているの
です。彼女の周囲では、青白い肌と赤い髪をして、緑の帽子と上着を
身につけた背の低いノームたちが歌ったり踊ったりしています。彼ら
はそのエルフ娘を慰めようとしているようで、彼女に「カエアウィン」
と呼びかけるのです。
　娘はシルダインの守り手の装束を身につけています。彼女が顔をあ
げると、それはジュリアナです。けれどその髪は茶色ではなく黒髪な
のです。
　〈魔法学〉（難易度12）：このノームに似たクリーチャーはレプラ
コーンです。彼らはノームが落ちぶれた種族だと噂されています。ノー
ムより背の低い彼らは、悪戯好きで、そして不思議な魔法の力をもつ
種族なのです。彼らは望みが叶い、富が手に入る場所の近くに棲むと
言われています。

　レプラコーンたちはこっけいな韻を踏んではジュリアナを元気付
けようとする。そうして “カエアウィン” は、いつだってこれを喜ん
でくれたと言う。そう口にした瞬間、彼らは陽気な馬鹿騒ぎに夢中
になり、そうしてキャラクターからの質問には、謎か無意味な言葉
でしか返事をしなくなる。

　キャラクターたちが近づいたら、以下の文章を読み上げること：
　ジュリアナはあなたがたが近づいてくるのに気付き、立ち上がりま
す。彼女は小さくしゃくりあげると涙をぬぐいます。落ち着きを取り
戻すと、彼女は混乱したようにあたりを見回します。
　「こんにちは」彼女は言います「あなたがたがお友達だと信じて訊ねる
のですけれど―私たちはどこにいるんですの？」
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ジュリアナに話しかける
　キャラクターたちがここはどこだか言えずにいると、ジュリアナ
は不安そうになる。彼女は感情的な反応をするが、礼儀正しくもあ
る。シルダインの森出身のキャラクターに対しては、彼女はこころ
なしか親しげな様子を見せる。ここまで近づいたところで、キャラ
クターたちは彼女の瞳の一方が青く、一方が緑であることがわかる。
そしてジュリアナの瞳は、本来ならば緑色のはずなのだ。問いかけ
るうちに、ジュリアナは以下の情報を明らかにする。
　いつあなたはここに来たのですか？　「私の記憶が正しいなら、私は
昨夜、別の森から出発し、ぞっとするような洞窟を通り抜けました。
私は男の人と一緒にいて……ポルフェリオだわ！　だけど私はそれか
ら眠ってしまって、そうしてこんな恐ろしい夢を見ているのです」
　オルランド／ポルフェリオはどこにいるのですか？　「私たちが目覚め
たとき、あのひとは私と一緒にいました。そして、今まで見たことも
ないくらい美しい女性が私たちを輝く目でじっと見つめていたのです。
あのひとは彼女の美しさを讃えながら去ってしまいました。私をここ
に打ち捨てて。あのひとは私を忘れてしまったのかしら？」（そこで彼
女はまたすすり泣き始める。）
　どうしてレプラコーンたちはあなたをカエアウィンと呼ぶのですか？　

「ここにいる誰もが私をカエアウィンと呼びます。それが私の名前だか
ら」
　けれど、あなたはジュリアナではないですか？　「え……ええ。それは
私のもうひとつの名前……そう、思います」
　では、どちらがあなたの名前ですか？　「わからないわ。何かが私に
起こったのよね？　私はまだ夢を見ているのかしら？」
　どうすればあなたの力になれますか？　「この小さなひとたちが私に
言うには、アーチフェイの代理人としてふたつの力ある存在がこの森
にやってきているのですって。巨人の戦士ラグナルは、島のこちら側
に野営をしています。何かの理由で彼は、仲間だったはずのドライア
ドの魔女ウーマと不仲になって、彼女は東に残ったのです。この存在
のどちらかが、私を助けてくれるか、それとも私をこの夢から目覚め
させてはくれないかと思っているの。それともあなたがたが助けてく
ださる？　このレプラコーンたちにはそれはできない……する気もな
いのかもしれない」

レプラコーンと話す
　レプラコーンたちは、他のやり方で話すようにと説き伏せられる
までは、謎や詩でしか話さない。キャラクターたちが彼らの言うこ
とをわからずにいると、レプラコーンたちはキャラクターのことを
笑う。そうして、キャラクターたちに一緒に踊ったり（難易度12の

〈運動〉または〈軽業〉）、冗談を言ったり（難易度12の〈はったり〉）、
詩を吟じたり歌を歌ったり（難易度12の〈交渉〉）、面白い物語を語っ
たり（難易度12の〈歴史〉）、それとも手品をしようと（難易度12の〈盗
賊〉または〈魔法学〉）誘うのだ。ノームはレプラコーンをより上手く
理解することができるので、ノームのキャラクターはこの場面での
判定に＋4のボーナスを得る。
　キャラクターが彼らを楽しませようとした場合、その試みの成否
に関わらず、レプラコーンたちはそれを熱心に見つめ、そうしてどっ
と笑うか、あるいは君が適切と思うような反応を返す。キャラクター
のうちひとりでもレプラコーンを楽しませるのに成功したなら、彼
らはキャラクターたちとまともに会話をしてくれるようになる。
　以下は、レプラコーンたちが告げることのできる事実のリストで
ある。

　ここはどこですか？　「ここはフェイワイルドの海の中の島、守り手
無き野原だよ。おいらたちはここをポルフェリオの庭って呼んでる。
カエアウィンがそうしたのとおんなじに」
　カエアウィンとは誰ですか？「カエアウィンは “緑の君” オランの娘だ
よ。彼女と旦那さんのポルフェリオはこの庭を治めてた。二人は長い
ことずっと眠っていたけれど、戻ってきた。でも何かが間違ってる」
　間違っている？　「カエアウィンの心はジュリアナの心の一部に、ポ
ルフェリオの心はオルランドの心の一部になっちまった。ソリスが糸
を引いてこんなことになったんだけど、どうやってこんなことができた
のか誰も知らないんだ」
　ソリス？　「夢の女王ソリスだよ、この庭の今の女王様だ。彼女は邪
悪で、ハグで、恐怖の主なんだ。だけど彼女が眠っている恋人たちを
目覚めさせようとしたときに、アーチフェイの代理人がやってきてそ
の泡を弾けさせたんだ」
　アーチフェイの代理人とは？　「ラグナルはカエアウィンのご父君の
“緑の君”に仕えてる。ウーマは夏の女王ティアンドラに仕えてる。ティ
アンドラはポルフェリオのご母堂だけど、血は繋がってない。ポルフェ
リオは妖精の養い子になれた幸せな男なのさ。二人の代理人たちが
やってきたとき、眠っているご夫婦は墓の中で掻き混ぜられてるとこ
ろだった。代理人二人はハグに戦を仕掛けて、別の破滅を作り出した
のさ」
　彼らはハグと戦ったのですか？　「ウーマには、狡賢いソリスが狡賢
いやり方で、この島を盗もうとしてるのがわかったのさ。ウーマはそ
れをラグナルに言って、それでラグナルは槍と盾を引っつかんだ。彼
とウーマは邪悪な歌を止めに来た。それはほんとさ。だけど結局、歌
はあの二人も巻き込んだ。ここにいたジュリアナとオルランドはハグ
に捕まっちまった。だけど歌が狂ったときに、そこに捕まってたもの
は自由にもなったのさ」

　プレイヤーたちは、レプラコーンの話の中の手がかりを読み解こ
うと試みることができる。技能判定を行なって、キャラクターが何
を知ったか明らかにすることができる。
　〈魔法学〉（難易度8）：どうやらそのハグは儀式の最中だったが、
ラグナルとウーマが攻撃を仕掛けたときにその儀式は破壊されてし
まったようだ。ジュリアナがそこにいたとすれば、この魔法が失敗
したことがジュリアナの現状を説明できるかもしれない。
　〈魔法学〉または〈歴史〉（難易度12）：“緑の君” オランはすべての
緑の妖精族の長で、生きているアーチフェイのなかでは最も力ある
ものの1人である。気まぐれで荒々しく、直情的なこの王は、すべ
ての育ちゆくものと調和している。
　ティアンドラはその力においてオランとも比肩しうる、夏の妖精
族の女王である。彼女は “緑の君” と嵐のような恋物語を繰り広げた
が、その物語は苦い確執によって中断された。夏の女王は素晴らし
く優雅な、繊細なフェイである。彼女は自然世界から来たクリー
チャーを好む。

　キャラクターたちがさらに質問をしたり、この状況について話し
合おうとする前に、ジュリアナを捜していたソリスが現れる。次ペー
ジの戦闘遭遇、ソリス出現に進むこと。
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ソリス出現
遭遇レベル1

セットアップ
ソリス（S）
ジヴォートの切り裂き屋（X）	 3〜4体
レプラコーン（L）	 1体
ジュリアナ（J）

　キャラクターたちはスタート・エリアから開始する。ジヴォート
は彼らのターンの開始時まで見えない。

　遭遇の開始時に、以下の文章を読み上げること：
　積みあがった丸石の山の後ろから、灰色のローブに身を包んだ女が
現れた途端、レプラコーンたちは蜘蛛の子を散らすように逃げ去りま
す。女のその顔の半分は干からびたしわくちゃの老婆のそれですが、
もう半分は美しく、そしてジュリアナにそっくりです。
　「あたしから逃げられるとでも思うたかい、カエアウィン？」女は言
います「あたしの魔法からは死んだって逃げられないよ。さ、来るんだ。
やらなきゃいけないことがあるんだからね」女の手から弧を描いて光の
帯が投げつけられたと見るや、突然ジュリアナは立ちすくみ、その目
はあらぬほうを向いたまま何も映さなくなります。
　「それから、おまえたち」ハグは言って、あなたがたのほうを指差し「あ
たしのものに近寄るんじゃない、さもなきゃお代を払うんだね。関係
のないことに首を突っ込もうなんて考えるんじゃないよ」

　キャラクターたちが敵対的な行動を取るか、あるいはジュリアナ
の傍を離れるのを拒否した場合、ハグは攻撃を仕掛けてくる。彼女
がこの場にいるのは1ラウンドの間だけである。彼女のデータにつ
いてはP.62および戦術の項目を参照のこと。

　戦闘が開始されたら、以下の文章を読み上げること：
　「来るんだ、あたしの黒いちっぽけな兵士ども！」ハグは1マイル先
からでもはっきり聞き取れそうな大声で叫びます。「この島の力によっ
てあたしはあんたらを呪うよ、あたしがあんたらを片付けられるまで、
あんたはここから出られない！　この島の力によって、あたしはお前
をあたしの召使にするよ！」
　この最後の一言は、空き地から逃げそびれていた1体のレプラコー
ンに向けられたものです。彼の目はどんよりと曇ったようになります。

　ソリスが攻撃をする際に、以下の文章を読み上げること：
　ハグが体中に力を込めると、彼女の周囲の空気は震え始め、影の触
手が湧き出します。悪夢が形を取り始めるのです……

　ソリスが逃げる際に、以下の文章を読み上げること：
　こわばった笑いがハグの顔に広がったと見るや、ハグは5つの黒い
霧の塊に変わります。塊は姿を薄れさせ始めているジュリアナを取り
囲みます。ジュリアナは意識を取り戻し、絡みつく霧を振りほどこう
ともがきます。叫び声を挙げて霧をかきむしり、絡みつく影の触手の
いくつかを引き裂いて、地面に叩きつけるのです。

レプラコーン（L）	 レベル 2　奇襲役
小型・フェイ・人型生物（ノーム）
hp：30；重傷値：15	 イニシアチブ：＋8
AC16；頑健13；反応15；意志14	 〈知覚〉＋6
移動速度：5	 夜目
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）；＋7対AC
ヒット：2d4＋4ダメージ

フォールス・プレゼンス／偽りの存在（［幻］、［精神］）◆［無限回］
必要条件：レプラコーンは不可視状態でなければならない
効果：レプラコーンの偽のイメージがレプラコーンに隣接している敵に隣接す
る、占められていないマスに現れる。敵はそのイメージに対して機会攻撃を行
なわなければならず、イメージはレプラコーンの防御値を用いる。この攻撃が
ミスした場合、敵は継続的［精神］ダメージ10を受ける（セーヴ・終了）、攻撃
がヒットした場合、その敵は［精神］ダメージ10を受ける。

バニッシュ／突如消失（［幻］）◆［無限回］
効果：レプラコーンは次のターン終了時、もしくはパワーを使用するまでの間
不可視になる。

マイナー・アクション
Rユースレス・オブジェクト／武器装具無力化（［幻］）◆この攻撃がミスしたとき
再チャージ
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“意志”
ヒット：対象の［武器］や［装具］を使った攻撃は攻撃ロールに−2のペナルティ
を受けると共に弱体化状態となる（セーヴ・共に終了）

トリガー型のアクション
フェイド・アウェイ／消え失せる（［幻］）◆遭遇毎

トリガー：レプラコーンがダメージを受けたとき
効果（即応・対応）：レプラコーンはバニッシュを使用する

技能：〈魔法学〉＋7、〈はったり〉＋8、〈隠密〉＋9、〈盗賊〉＋9
【筋】8（±0）	 【敏】17（＋4）	 【判】10（＋1）
【耐】12（＋2）	 【知】12（＋2）	 【魅】15（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー

ジヴォートの切り裂き屋（S）×3または4	 レベル 1　遊撃役
小型・フェイ・人型生物
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

rダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5/10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
カニング・ステップ／ずる賢い一歩◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵に攻撃がヒットする。
効果（フリー・アクション）：このジヴォートは1マスシフトする。

シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回
トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

技能：〈隠密〉＋7、〈はったり〉＋5
【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ダガー4本
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戦術
　レプラコーン:この魔法をかけられたクリーチャーは視界に入るま
いとし、暴力沙汰からも逃げようとする。また、武器でない攻撃手
段を使おうとする。
　ソリス：このハグは、ここにはジュリアナを攫

さら

いに来ただけであ
る。ソリスはキャラクターたちに対してヴィジョンズ・オヴ・デザ
イアを使用し、その後ジュリアナをつれて逃げるためにドリーム・
ステップを使用して森の中に瞬間移動し、視界から消え失せる。必
要に迫られれば、彼女はアクション・ポイント1点を消費して、英
雄たちに邪魔だてされることなく上記のすべてを可能な限りすばや
く行なう。
　ジヴォートの切り裂き屋：このクリーチャーたちは、彼らの最初の
位置から可能な限り速く殺到してくる。それぞれはまずソリスの逃
亡を助けることに集中し、その後最も手近な、あるいは最も見た目
が弱そうな目標を攻撃する。

その後の展開
　レプラコーン：このクリーチャーは攻撃を強制されている（最初に
キャラクターがその状況を理解できていなければ、難易度8の〈看破〉
判定に成功すればそれに気付くことができる）。レプラコーンが重
傷になるとその目の曇りは消えるが、恐怖と混乱のために彼は攻撃
を続ける（難易度8の〈看破〉）。〈交渉〉もしくは〈威圧〉（難易度8）に
より、彼の攻撃をやめさせることができる。キャラクターたちが魔
法にかけられたレプラコーンに対して慈悲深く振舞ったかどうか記
録しておくこと。これはセッション12で重要になってくる。
　増援：戦いがキャラクターたちにとって既に不利になっていない
限り、第3ラウンドの開始時にジヴォートの切り裂き屋がもう1体、
丸石の後ろから現れる。

　ソリスス・ブラッドストーン：受動〈知覚〉の最も高いキャラクターは、
ジュリアナが自分の体から引き剥がした触手が、滑らかな赤い宝石
に変わるのに気付く。それはかすかに音を立てながら震えている。
これはソリスス・ブラッドストーンである（宝物参照）。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　丸石：これらの岩の高さは5フィート（上るには難易度8の〈運動〉
判定）で、遮断地形である。
　瓦礫：丸石の傍の倒木とごたごたした瓦礫は “移動困難な地形” で
ある。
　森：木々の高さは20フィート（上るには難易度8の〈運動〉判定）
である。下生えと繁った梢のために、森のエリアは軽度に隠蔽され
ている。
　幸運のシャムロックの群生：マップの中央部の木々が丸く生えてい
るところは、木々ではなく、クローバーの繁った開けた場所を表し
ている。このクローバーの中に立っているクリーチャーは、d20の
出目が1だったときは常に再ロールできる。

結末
　日はだんだんに夕暮れてゆき、キャラクターたちは戦闘の後、小
休憩を取ることができる。森の中からレプラコーンたちが現れて、
夜の間、ここに隠れて休むようにとキャラクターたちを招いてくれ
る。彼らは洞のある木のところに行くが、その下は小部屋になって
いる。そこでレプラコーンたちは物語を語り、またレプラコーンと話
すのパートと同様にキャラクターたちにも何か面白いことをしてく
れと頼む。
　レプラコーンたちは、アーチフェイの代理人やソリスの呪いにつ
いて、キャラクターたちが知りたいと望むことを何でも話してくれ
る。彼らが言うには、ソリスは百

はくとうきゅう

塔宮という見えない城に住んでい
るということである。そこに行くのは至難の業だという。その城に
行き着くには、キャラクターたちはその鍵としていくつかの木の葉、
草の葉を手に入れねばならない―1枚はシャムロックの、1枚は
オークの、1枚は薔薇の、そして1枚は宿り木の。レプラコーンた
ちはシャムロックの葉をくれる。
　この章の終わりにあたって、キャラクターたちは緑の妖精族と夏
の妖精族の、どちらのアーチフェイの代理人のもとを訪ねるべきか
を決めねばならない。

報酬
　キャラクターたちはそれぞれ、ジュリアナを見つけ、レプラコー
ンたちと交流し、ソリスと遭遇したことについて250XPを獲得する。
本シーズンのすべてのセッションに参加していたプレイヤーのキャ
ラクターは1,000XPを獲得しているはずであり、2レベルに成長で
きる。
　宝物：ソリスス・ブラッドストーンはロッド、スタッフ、あるい
はワンドにとりつけることができ、またそれ自体をオーブとして用
いることもできる。というわけで、キャラクターたちは適切な種別
の＋1装具を1つ獲得するのである。レプラコーンたちも、キャラ
クターたちに1枚のシャムロック、2本のポーション・オヴ・ヒー
リングをくれる。また、レプラコーンと話すの項目の判定においてもっ
とも高い結果を出したキャラクターに、“フェイ魔法の贈物” として
セント・オヴ・ゴールド（『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇
者』参照）を教えてくれる。
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第2章
　前回のセッションの最後で大休憩を取ってすっかり元気になった
キャラクターたちは、アーチフェイの代理人たちのどちらを訪ねる
か決めなければならない。

セッション5：試し
　セッションの開始時に、プレイヤーたちにこれまでに何が起きた
か、特にアーチフェイの代理人たちと4つの鍵のことについて思い
出させること。英雄たちは、レプラコーンたちの棲処になっている
木の中で目を覚ます。

　キャラクターたちが木から出たら、以下の文章を読み上げること：
　レプラコーンの木の外では、森は再び暖かな陽の光を浴びています。
レプラコーンたちは集まって、あなたがたの出発を見送っています。
　1体が言います「おいらたちやあんたがたの運命を動かしたいってい
うのなら、アーチフェイの代理人のどっちかを捜すんだよ。だけど気
をつけな。どっちもただでは助けちゃくれないから。ソリスの歌はあ
のひとたちもぐちゃぐちゃにして、あのひとたちは道を忘れちゃったの
さ。ひょっとしたらあのひとたち、あんたがたを試そうとするよ」
　レプラコーンたちはいっせいに姿を消し、彼らのくすくす笑いも朝
の空気の中に溶けて消えてゆきます。
　〈知覚〉（難易度8）：ソリスの手下の、鉤爪の生えた足を持つフェイ
の雑魚どもの足跡がそこらじゅうについています。どうやらレプラコー
ンたちは上手にあなたがたを隠してくれたもののようです。

　キャラクターたちは、“緑の君” の代理人ラグナルが西にいること
を知っている。夏の女王の代理人ウーマは東に住んでいる。もし、
キャラクターたちがヴァービーグのラグナルを捜すなら、緑の谷に
進むこと。茨の魔女のドライアド、ウーマに会おうとするなら、P.28
の夏の林を開始すること。

緑の谷
　ラグナルの野営地の端には、サテュロスとワイルデンが住んでい
る。

　キャラクターたちが歩いているときに、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたがラグナルの野営地に向かっていると、朝の光はいっそ
う明るく輝きます。木の笛の奏でる生き生きとした旋律が、後になり
先になりしながらあなたがたを導いてゆきます。野営の火の匂い、肉
の焼ける匂いが風に乗って届きます。ずっと流れる笛の音と歌声を、
時折、騒々しい笑い声の大合唱が打ち消します。あなたがたのゆく道
は狭い土手に続き、その先は谷になっていて、そこではサテュロスや
ワイルデンたちが数名、にぎやかに飲み食いしたり遊んだりしていま
す。道の脇には杭が並べられ、その列は谷の中へと続いています。杭
のてっぺんは丁寧に仕上げられた木工細工になっていて、そこにはオー
クの葉が彫り込まれているのです。
　谷の端から、サテュロスが1体、溢れんばかりの飲み物を満たした
フラゴン、つまり水差しをかかえてよたよたと進み出て来ます。「新入
りさんたち！」彼は陽気に叫びます。「ようこそ！」
　〈自然〉（難易度8）：ここにある木はすべてオークの木です。

　そのサテュロスは、自分はロビンといって、ラグナルの吟遊詩人
で伝令で道化だと自己紹介する。彼は谷を訪れたものを歓迎し、食
事と強い酒を振舞う。ここに住むフェイたちは飲み食いするものに
はこと欠かず、周囲には蜂蜜酒の樽が5つも転がっている。

緑の妖精族と話す
　緑の妖精族は陽気な一団で、キャラクターたちを旧知の友人のよ
うに扱う。朝も早いというのに半分酔っ払ったようになって、ロビ
ンやその友人たちは機嫌よく質問に答え、以下のような情報を明ら
かにする。
　どうしてラグナルとウーマは反目しあっているのですか？　「あの魔女
のウーマは、俺たちがここの、この場所でやらなきゃならない大事な
任務を失敗させちまうってことをラグナルが知ってるからだよ」
　その任務とは？　「俺たちはハグの汚らわしい歌を黙らせて、この島
で眠っているっていう “緑の君”の娘の魂を助けるために、戦いを挑ん
だんだ。だが俺たちは失敗した。あのハグと娘っこは俺たちの前から
消え失せ、気がついたときは俺たちはハグの呪いを喰らってここにい
たってわけだ」
　どうやってウーマはラグナルを失敗させたのですか？　「そりゃラグナ
ルが知ってることだ。俺たちは誰もわからない。が、あの魔女はこそ
こそした奴だし、ラグナルは勇敢で直截な人物だ。たぶんあの女の魔
法が失敗したんだ。あの女の目的は、夏の女王の息子のポルフェリオ
を助けることで、俺たちが失敗した代わりにあの女は成功したんだろ
うさ。あんたが聞くなら答えるが、俺はあのドライアドがいなくなっち
まって寂しいよ。そうだとも、なあ？」（フェイたちは乾杯し、どっと
笑う。）
　私たちはハグがジュリアナ／カエアウィンを攫

さら

うのを見ました。　「あ
んたがた、あのご婦人を見たんだって？　もしハグが彼女を攫ったん
なら、彼女は隠された百

はくとうきゅう

塔宮にいるんだよ。そこにたどりつくには捩
れた迷路を抜けなきゃならん。俺たちは一度そこに踏み込んだが、ちっ
とも進めなかった。ハグは俺たちに呪いをかけて、俺たちがそこに踏
み込めないようにしたんだ。」
　ポルフェリオ／オルランドについて、何か知っていますか？　「俺たち
が攻撃を仕掛けたとき、あいつはハグと一緒にいたな。ラグナルの従
弟のバサルが今、あいつを追いかけてるよ。あいつを殺してその魂を、
ハグの手の届かない影の中に送っちまおうってことでね。あいつはう
まいこと隠されてるみたいで、バサルはまだあいつの首を持ち帰って
ないけどね」
　私たちはラグナルに会えますか？　「そこがあんた、問題なんだよ。
ラグナルはあんまり信用のおける人物ってわけでもなくてね。あんた
がたがあのドライアドの魔女と語らってここに厄介ごとを持ち込みに
来たんじゃないって、どうやってあのひとに知らせたもんかねえ。そ
うだ―ああ、俺はあんたがたを信じてるよ、もちろんね。けど、俺
があんたがたをあのひとの野営地にただ放り込んだら、あのひとは俺
をぎゅうという目に合わせそうだ。
　「そうだ、ちょいとした悪戯がひらめいたぞ。ウーマを怒らせるんだ。
ラグナルじいさんには俺も口ぞえしてやるから、そしたらラグナルも
あんたがたを気に入るだろう。どうだい？」
　どういった悪戯ですか？　「ウーマは、とある若いユニコーン2頭と
仲がいい。あの獣は俺たちを信用してないんだが、あんたがたが手助
けしてくれれば、俺たちはあいつらをラグナルの味方にすることがで
きる。となりゃあ、ウーマ婆さんも不利をさとって、で、ラグナルさ
んとウーマさんも仲直りするかもしれない。それではじめておれたち
も良い仕事と悪いいたずらに戻れるわけだ。それに、あのユニコーン
たちは、俺たちがハグに攻撃を仕掛けたとき、一緒に来なかった。だ
からあいつらは俺たちが忘れちまったことを何か知っているかもしれ
ない。どうだい？」

　キャラクターたちが同意したなら、ユニコーン泥棒に進むこと。
キャラクターたちがまずウーマと話したいといった場合でも、緑の
妖精族たちは気を悪くすることはない。この場合、P.28の夏の林に
進むこと。
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ユニコーン泥棒
　キャラクターたちが同意したら、以下の文章を読み上げること：
　ロビンは森を抜ける道を先に立ち、静かな湖のほとりを過ぎ、魔法
の流れにかかった飾り立てた橋を渡ります。森はいつしか広い草地に
かわり、そこでは2頭の若いユニコーンが不揃いな草の中で遊んでい
ます。まばらな木々、いくつかの藪、そして2つの静かな水面が草地
に点在しています。森のはずれで緑の妖精族たちは待っています。
　「俺たちが戦を避けようと思って、そして避けるとするなら、俺たち
はこれ以上進むわけにはいかないんだ」ロビンが言います。「あんたが
たがウーマの領分に踏み込んで、ユニコーンを捕まえなきゃならない。
こっそり行くか、でなきゃあいつらに、あんたたちは無害だと思わせる
んだ。それからあいつらをこっちに連れてくる。ああ、ウーマはさぞか
し怒るだろうなあ。自分の枝で自分の首を絞めちまうぜ、きっと！」

　緑の妖精族は、欲しいというキャラクターにはひとつずつ、絹の
投げ縄をくれる。これらの投げ縄は武器というより、次の技能チャ
レンジで役に立つ可能性がある。

技能チャレンジ：接近
　このチャレンジは、キャラクターたちがユニコーン目指して森か
ら出たときから開始される。
　複雑度：1（3回失敗する前に4回成功）
　時間制限：キャラクターたちはこのチャレンジにおいて、それぞ
れ1分間に1回判定ができる。
　主要技能：〈隠密〉、〈交渉〉、〈自然〉、〈はったり〉、〈魔法学〉
　〈隠密〉（難易度20）：キャラクターは身を屈め、草やその他の遮
蔽物を利用してユニコーンに近づく。
　〈交渉〉（難易度13）：キャラクターは手に何も持たずに堂々と近
づいていく。他のキャラクターはこの判定を助けるために援護を行
なうことができる。
　〈自然〉（難易度13）：自然のパワー源を使用したキャラクターは、
ユニコーンの興味を引くようなちょっとしたものを作り出し、彼ら
をおびき寄せることができる。
　〈はったり〉（難易度20）：キャラクターは堂々と近づいていくが、
その手には投げ縄が握られている。投げ縄を持っている他のキャラ
クターも、この判定を助けるために援護を行なうことができる。
　〈魔法学〉（難易度13）：このキャラクターは、ユニコーンが知性
のある魔法の野獣で、共通語を話すがエルフ語のほうを好むことを
知っている。彼らを説得することは可能であり、また彼らは秘術と
原始の力を尊敬し、自然と親和性が高い。〈魔法学〉判定の最初の成
功はチャレンジの成功とはカウントしないが、このキャラクターは
それによって彼らがエルフ語でユニコーンに話しかけられるという
ことを知る。エルフ語で話しかけたキャラクターは、このチャレン
ジにおける〈交渉〉および〈はったり〉判定に＋2のボーナスを得る。
　〈魔法学〉（難易度13）：最初の〈魔法学〉判定の成功の後、秘術の
パワー源を使用したキャラクターは、ユニコーンの興味を引くよう
なちょっとしたものを作り出すことができる。
　副次技能：〈看破〉
　看破（難易度13）：キャラクターはユニコーンがどのように反応
したか、また、隠れているであろうキャラクターに気付いたかどう
かがわかる。この判定に成功した場合、このチャレンジの終了時ま
で主要技能の判定に＋2のボーナスを与える。
　成功：キャラクターたちは良い位置取りをした。彼らは戦闘遭遇
において、君がユニコーンを配置した後に、好きな位置に自身を配
置することができる。また、チャレンジ中に〈隠密〉判定を成功させ
ていたキャラクターは、モンスターに対して隠れた状態で遭遇を開
始することができる。

　失敗：キャラクターたちは近づくときにへまをしでかし、ユニ
コーンたちは彼らを胡散臭く感じている。キャラクターたちはス
タート・エリアから遭遇を開始し、また、隠れた状態で遭遇を開始
できるものはいない。

　次ページから始まるユニコーン騒動の遭遇を開始すること。

セッションの終了
　キャラクターたちがユニコーンを味方に引き入れるのに失敗した
場合でも、ロビンは彼らに小休憩を取らせ、その後上機嫌で彼らを
緑の妖精族の野営地まで連れ帰る。

　キャラクターたちが歩きだしたら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたはラグナルの野営地さして引き上げます。ロビンはあな
たがたと一緒に走りながら大笑いし、仕事の成功を祝ってくれます。
まもなくあなたがたは野営地への入り口を守る、木の葉を彫りつけた
杭のところに戻ってきます。
　「ラグナルのところにいって、あんたがたがどれだけ勇敢だったか話
してくるよ」ロビンは言い、丁寧に一礼します。「そしたらあのひとは
絶対、あんたがたに会いたいって言うよ。それまでしばらく、飲んで食っ
て楽しくやってくれ」

　キャラクターたちがユニコーンを連れてくるのに成功していれば、
ロビンはユニコーンたちを一緒に連れていく。緑の妖精族はまた飲
み食いを再開し、また、ユニコーン泥棒の物語を面白おかしく作り
上げ始める。彼らはキャラクターたちに何か面白いことをしてくれ
と言う（難易度はすべて13で、様々な技能判定を行なうことによる）
―踊ったり、軽業を見せたり（〈運動〉または〈軽業〉）、冗談を言っ
たり（〈はったり〉）、詩や音楽を披露したり（〈交渉〉）、物語を語った
り（〈歴史〉）、あるいはちょっとした手品を見せたり（〈盗賊〉または

〈魔法学〉）、と。サテュロスは自分たちの兄弟を盛大に褒めそやす
ので、サテュロスのキャラクターは、この場面でフェイたちを楽し
ませるためのすべての判定に＋4のボーナスを得る。
　緑の妖精族たちは、キャラクターたちがこの島に着いてから見聞
きしたものにも興味を示す。この場面を、プレイヤーたちに自分た
ちが何を知っているか再確認させる機会として使用すること。

報酬
　このセッションの終了時に、キャラクターたちは各々、緑の妖精
族と話をし、ユニコーンを盗み出し、夏の妖精族と戦ったことに対
して300XPを獲得する。
　宝物：緑の妖精族が、キャラクターたちは鍵として葉を必要とし
ているのだということを知ると、1体の物静かなワイルデンがオー
クの木を指さし、キャラクターたちがきれいなオークの葉を手に入
れられるようにしてくれる。
　サテュロスたちは、キャラクターたちの中で最も陽気に騒いでい
た人物―上記の集会での判定で最も高い値を出したもの―に、
“フェイ魔法の贈物” としてフィースト・オヴ・リキュペレイション

（『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』参照）を教えてくれる。
　ロビンは戻ってくると、キャラクターたちに、あんたがたをラグ
ナルのところに連れていくよと言う。キャラクターたちが出発する
前に、ロビンはキャラクターたちに＋1マジック・アーマーあるい
はP.3の宝物表からのアイテムをひとつくれる。彼はまた、キャラ
クターたちにそれぞれ、50gpの価値のあるムーンストーンをひと
つずつくれる。
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ユニコーン騒動
遭遇レベル4

セットアップ
ハマドライアドの魔術師（H）	 1体
ピクシーの射手（P）	 	 3体
若いユニコーン（U）	 	 2体

　キャラクターたちは既に草地の中に入り込んでいる。ユニコーン
を配置し、その後、技能チャレンジの結果に応じてプレイヤーたち
にキャラクターを配置させること。他のモンスターについては、そ
れが見えるようになって初めて配置すること。

　キャラクターたちが次の行動の準備を済ませたら、以下の文章を読
み上げること：
　突然、赤いドレスをまとった黒髪の美しいニンフが空き地に踏み込
んできます。
　「よそもの、止まりなさい！」節くれだった杖を掲げて彼女は叫びま
す。「何をしているの！」
　その声に、ユニコーンたちは後ずさります。
　〈看破〉（難易度9）　ニンフの勢いに、ユニコーンたちは混乱し、あ
おりたてられています。
　〈知覚〉（難易度19）　丈高い草や茂みの間に、3体の、羽のあるちっ
ぽけな人型生物がおり、弓で武装しています。ニンフが叫び声を挙げ
ると、彼らは身構えます。

　“ニンフ” はハマドライアドで、彼女はキャラクターたちの答えを
待ちはしない。彼女は攻撃を仕掛けてくる。戦闘開始にあたって、
ピクシーたちを見つけるのに失敗したキャラクターは、戦闘の第1
ラウンドの間、このちっぽけなフェイに対して戦術的優位を与える。

技能チャレンジ：仕上げ
　このチャレンジは、戦闘遭遇の開始と同時に始まる。ユニコーン
たちに対してエルフ語で話しかけたキャラクターは、このチャレン
ジにおける〈交渉〉および〈はったり〉判定に＋2のボーナスを得る。
　複雑度：6（3回失敗する前に6回成功）
　時間制限：キャラクターたちは、このチャレンジにおいて、1回
の標準アクションとして1回の判定を行なうことができる。
　特殊：キャラクターがユニコーンのどちらかを傷つけるか、ある
いはフェイのいずれかを殺すかした場合、この事故はこのチャレン
ジにおいて1回の失敗と数える。
　主要技能：〈運動〉、〈軽業〉、〈交渉〉、〈盗賊〉、〈はったり〉
　〈運動〉または〈軽業〉（難易度13）：キャラクターはユニコーンに
投げ縄をかけるか飛び乗るか、あるいはその他の方法で物理的に影
響を与える。
　〈交渉〉（難易度13）：キャラクターは、この島の問題を解決する
ためにユニコーンたちが必要なのだ、と真実を告げる。
　〈盗賊〉（難易度13）：キャラクターはユニコーンに投げ縄をかけ
るか、あるいは曲芸を演じてユニコーンをひきつける。
　〈はったり〉（難易度20）：キャラクターは、なぜユニコーンは自
分たちと一緒に来なければならないのかという理由をでっちあげる。
　副次技能：〈自然〉、〈魔法学〉
　〈自然〉または〈魔法学〉（難易度13）：原始（〈自然〉）または秘術（〈魔
法学〉）のパワーを使用するキャラクターは、これまで述べたチャレ

ンジでちょっとした目くらましが可能である。このチャレンジの終
了時まで、主要技能の判定に＋2のボーナスを得る。
　成功：キャラクターたちはユニコーンを無理やりにおとなしくつ
いてこさせるか、あるいはユニコーンに、“ついていって、何がそ
んなに重要なのか見てみよう” と思わせ得る。ユニコーンがキャラ
クターたちについていくのに同意したなら、他のフェイたちは攻撃
をやめる。
　失敗：キャラクターたちはユニコーンのどちらかをついてこさせ
るのに失敗する。1〜2ラウンド後に、ロビンが森のはずれからキャ
ラクターたちに “退却だ！” と叫んで寄越す。敵のフェイたちは追っ
てはこない。これはなかなか厳しい挑戦だったので、失敗したとし
てもロビンはキャラクターたちをラグナルのところに連れて行くと
言ってくれる。

ハマドライアドの魔術師（H）	 レベル 3　制御役
中型・フェイ・人型生物
hp：45；重傷値：22	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、反応15、意志16	 〈知覚〉＋8
移動速度：6（森渡り）	 夜目
標準アクション
mルート・スタッフ／根の杖（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋2ダメージ
効果：ハマドライアドは対象を1マスまで横滑りさせる。

Cベガイル／騙しうち（［魅了］）◆［無限回］
攻撃：近接・噴射3（範囲内のハマドライアドが戦術的優位を得ているクリー
チャー1体）；＋6対“意志”

ヒット：ハマドライアドは対象を対象の移動速度の半分まで横滑りさせる。加
えてターゲットはハマドライアドの選択した目標に対し、1回のフリー・アクシ
ョンとして1回の基礎攻撃を行なわなければならない。

マイナー・アクション
スペルバインディング・ビューティ／目を奪う美◆再チャージ 5 6

効果：ハマドライアドを見ることのできるすべての敵は、ハマドライアドの次のタ
ーン終了時までハマドライアドに対し戦術的優位を与える。

【筋】10（＋1）	 【敏】15（＋3）	 【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）	 【知】12（＋2）	 【魅】17（＋4）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：ローブ、スタッフ

ピクシーの射手（P）×3	 レベル 2　砲撃役
極小・フェイ・人型生物
hp：30；重傷値：15	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健13、反応15、意志14	 〈知覚〉＋8
移動速度：4、飛行6（高度制限1）	 夜目
標準アクション
mレイピア（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ

rロングボウ（［武器］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ

M フェイショット（［武器］）◆再チャージ 5 6
効果：ピクシーはロングボウによる攻撃を2回行なう。

Aピクシー・ダスト（［魅了］）◆［遭遇毎］
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発の範囲内の敵）；＋7対“反応”
ヒット：対象は幻惑状態になり、隠蔽や不可視による利益を次のピクシーのタ
ーン終了時まで得ることができない。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】6（−1）	 【敏】17（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】12（＋2）	 【知】12（＋2）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、レイピア、ロングボウ、矢（20本）
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若いユニコーン（U）	 レベル 4　遊撃役
大型・フェイ・魔獣
hp：52；重傷値：26	 イニシアチブ：＋8
AC18；頑健16、反応17、意志15	 〈知覚〉＋8
移動速度：8	 夜目
標準アクション
mフーヴズ／ひづめ◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、加えてユニコーンは2マスまでのシフトを行なう

M ピアシング・チャージ／刺し貫く突撃◆［無限回］
必要条件：ユニコーンは突撃しなければならない
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：3d6＋5ダメージ、加えてユニコーンは対象を1マス押しやり、伏せ状態
にする。

移動アクション
フェイ・ステップ／フェイの一跳び（瞬間移動）◆［遭遇毎］

効果：ユニコーンは5マスまでの瞬間移動を行なう
マイナー・アクション
ホーン・タッチ／癒しの角◆［一日毎］

効果：隣接する1人の味方は10ヒット・ポイントを回復する
技能；〈自然〉＋8
【筋】16（＋5）	 【敏】18（＋6）	 【判】12（＋3）
【耐】12（＋3）	 【知】10（＋2）	 【魅】15（＋4）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語

戦術
　ハマドライアド：即座にスペルバインディング・ビューティーを使
用した後、このクリーチャーは戦術的優位を得られるように移動し、
可能な限り多くビガイルを使用しようとする。
　ピクシーの射手：この射手たちは飛行して矢を射掛け、近接戦闘
を避ける。射手たちはそれぞれ、近接攻撃を行なうものが近くに来
るか、あるいは敵の遮蔽や不可視状態を妨げるのに使用するときま
でピクシー・ダストは使わずにおく。
　ユニコーン：ハマドライアドが現れたときに、ユニコーンは混乱
してしまっている。最初のラウンド、彼らはキャラクターたちを攻
撃する（基礎攻撃のみ）が、その後は彼らがダメージを負わされるか、
もしくは英雄たちが他のフェイたちを殺そうとしないかぎりは攻撃
してはこない。

その後の展開
　ユニコーンたちは何か面白い見世物でも見るように、キャラク
ターたちが争うのを見にすぐにやってくる。であるから、彼らにつ
いてはそのようにロールプレイすること。ユニコーンは投げ縄がか
かると、フェイ・ステップを使ってそれから抜け出し、面白そうに
キャラクターたちをからかう。ユニコーンは、自分の背中から落ち
たことで相手が怪我をしないように気をつけて乗り手をそっと振り
落とし、それから走り去る。ユニコーンたちは面白い技比べを楽し
む程度には競争心が強いが、一方でキャラクターたちに、他のフェ
イたちを殺したりひどく傷つけたりしたらただではおかないという
警告もする。ユニコーンは重傷のハマドライアドやピクシーたちを
助けるために、ホーン・タッチを使う可能性もある。

　最終的に、ハマドライアドとピクシーたちは、キャラクターたち
にユニコーンを傷つける意図はなく、そして（君がそれを適切であ
ると考えたなら）攻撃の手を緩めもする。彼らはキャラクターたち
を降参させるか追い払うつもりであり、殺そうとするつもりはあま
りない。もしキャラクターのヒット・ポイントを0以下にしてしまっ
たなら、彼らはキャラクターを瀕死状態にするのではなく、単に気
絶状態にする。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　丸石：この岩の高さは5フィート（上るには難易度9の〈運動〉判
定）で、遮断地形である。
　藪：これらの植物は “移動困難な地形” であり、藪のあるマス目は
軽度に隠蔽されている。
　池：この水溜りには浅い水が溜まっており、“移動困難な地形” で
ある。
　樹木：これらの木々の高さは30フィート（上るには難易度9の〈運
動〉判定）であり、木の幹は遮断地形である。10 フィート上では、
枝葉がそのエリアを軽度に隠蔽している。

結末
　キャラクターたちが、2頭のユニコーンをつれて、あるいはユニ
コーンを連れずに退却すると、戦闘は終了である。ユニコーンがパー
ティーと同行していた場合、彼らはキャラクターたちのために（パ
ワーがまだ使用可能であれば）喜んでホーン・タッチを使用してく
れる。
　P.25のセッションの終了に進むこと。

Start

U P

H

U

P P
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夏の林
　キャラクターたちが夏の妖精族たちの野営地に平和裏に近づくこ
とを選択した場合、彼らはこの場面に到着する。

　彼らは夏の妖精族たちに近づくことにした場合、以下の文章を読み
上げること：
　夏の妖精族たちの野営地は島の反対側、魔法の流れにかかる飾り立
てた橋を超え、森を抜け、2体の若いユニコーンたちが遊んでいる広
い草地の向こうにあります。島のこちらがわの森は夏の盛りで、あた
たかな風の中に花の香が濃く立ち込めています。花の咲き乱れる林の
中の空き地にあなたがたが足を踏み入れると、はかなげな羽根を持つ
3体の妖精が飛んできてあなたがたに挨拶をします。魚の鱗のように
きらきらと輝く革を着込んで妖精たちは、軽々と空中に浮かんでいる
のです。
　「お客様だわ！」女性のひとりが言います。
　「何か面白い遊びごとをご存知に違いないわ」もうひとりの女性が言
います。
　「きっと緑の妖精族のスパイだぞ！」男性が言います。
　「乱暴はおよしなさいな、イラクサさん」美しい黒髪のニンフが空き
地に姿を現し、言います。彼女はスタッフを手にし、数え切れないほ
どの花を飾った赤いドレスをまとっています。
　〈自然〉（難易度9）ここの木々からは宿り木が下がっています。

　3 体のピクシーは、口を利いた順番に、クモノス、マメノハナ、
イラクサという名前である。“ニンフ” は、実はケリンドリアという
名のハマドライアドである。彼女とピクシーたちは、キャラクター
たちを林の中の空き地に迎え入れる。

（訳注：クモノス、マメノハナはシェイクスピアの戯曲『真夏の夜の
夢』に登場する、妖精女王ティターニアの侍女たちの名である。本
シナリオはシェイクスピア作品のいくつかのイメージを借りている
と後書きにも記載されていること、および『真夏の夜の夢』において
これらの妖精たちの名は邦訳されることが多いことから、ここでも
彼女たちの名を訳出した。）

夏の妖精族と話す
　夏の妖精族たちはキャラクターたちに夢中になり、定命の世界の
話をしてくれとせがむ。会話の間、ピクシーたちは子どもっぽく、
すぐに夢中になり、そして大げさに振舞う。彼らは思いつくままに
次から次へと質問を繰り出し、誰かの台詞を横から攫い、息つく暇
もないといった様子。ケリンドリアはそれをなだめる役目を果たし、
キャラクターたちによる質問の嵐のほとんどに答える台風の目とな
る。キャラクターたちが彼らと話すうちに、夏の妖精族たちは以下
の情報を明らかにする。
　どうしてウーマとラグナルは仲たがいしているのですか？　「あの緑の
肌の愚か者が、夢の女王ソリスの企みを完全に止められなかったのは
ウーマの責任だというんですもの。あいつは私たちの美しい女主人の
勇気を馬鹿にしたんです。私たちの失敗と嘆きはあいつの無分別が原
因だというのに」
　“完全に”とはどういうことですか？　「女王様のご子息はお墓の中で、
奥様のカエアウィン様のお隣でお休みになっているはずだったのです
けれど、その眠りが途切れがちになったのに女王様がお気づきになっ
たので、私たち、ここに参りましたの。あのハグが邪悪な儀式を執行
して、この島を我が物にするのにお二方の魂を使おうとしたんです。ラ
グナルの手下の緑の妖精族たちがじかに攻撃をしかけたものだから、
魔法は暴走し、そしてウーマが言うには、ポルフェリオ様の魂は、少
なくともその一部は、ハグに捕まっている別人の―様子のいい青年
の中に入り込んでしまったんです。魂の残りはハグの仲間で、私たち
が“角の王カルボン”と呼んでいる悪魔の中に入ってしまいました」

　その“様子のいい青年”は今、どこにいるのですか？　「私たちの目の
前からはいなくなってしまいました。魔法が暴走したときに、私たち
は島じゅうにちりぢりになってしまったのです。私たちはもう一度力を
合わせましたが、カエアウィン様とポルフェリオ様を見つけ出すだけ
の時間はありませんでした。ウーマが言うには、ラグナルはポルフェ
リオ様の魂が入った青年を殺し、ハグの手に何も残らないようにする
つもりなのだそうです。そんな人殺しの計画には乗れませんから、ウー
マはあいつと袂を分かったのです」
　この島について、もっと教えてくれますか？　「ずっと昔、この島は緑
の妖精族の長の、“緑の君” オラン様と、私たちの夏の女王ティアンド
ラ様から、カエアウィン様とポルフェリオ様に結婚祝いとして贈られ
たのです。この島は、それを治めるものに偉大な魔法の力を授けたの
です―たとえばすべての病を癒す泉や、拒まれたものは誰も入るこ
とができない目に見えない城だとか。私たちはちょうど、その城から
拒まれてしまって入れないのですけれど。カエアウィン様が亡くなっ
たとき、ポルフェリオ様は奥様の魂を留め置き、この島の物言わぬ支
配者として共にいつまでも眠ることができるお墓を建てたのです。お
二人は、あのソリスめが企んだようなことは決してなさいませんでし
た」
　ソリスの企みとは？　「ソリスの歌―儀式と呼ぶものもいますけれ
ど―は、ポルフェリオ様とカエアウィン様の魂を、あのハグの支配
下に置こうとするものでした―おそらく、あの女と、それから角の
王の体の中に閉じ込めて。ウーマが詳しいことを知っているでしょう」
　ハグはカエアウィン／ジュリアナを捕まえました。　「なんて恐ろしい
こと。なんとしてもあの女を止めなければ。私たちが失敗したことでも、
あなたがたのような勇ましい英雄ならきっとできるでしょう」
　どうすればカエアウィン／ジュリアナがみつかりますか？　「ソリスが
あの方を捕まえているなら、あの方は目に見えない百

はくとうきゅう

塔宮にいるので
す。そこはねじれた迷路を通ってしかたどり着けないのですが、あの
城の主は今はソリスで、それに私たちにはソリスの呪いがかかってい
るので私たちは迷路に入れないのです」
　ウーマに会えますか？　「ウーマはラグナルの怒りを恐れています。
それにあのひとは、ラグナルに何の与するところもないと証だてるこ
とができたものでなければ決して会いません。もしあなたがたがそれ
を私たちに行動で示してくださったなら、私たちはあなたをウーマに
会わせましょう」
　私たちには何ができますか？　「いい考えがあるよ、ケリンドリア！」
とピクシーたちは叫びます。
　「ええ」ケリンドリアは眉を上げ、言います。「ピクシーたちは自分で
はそれをすることを禁じられているのですが、あなたがたにはできる
と思います。熊を何頭か緑の妖精族の野営地におびき寄せて、あの連
中の蜂蜜酒の樽を壊させてやりたいのです」
　「蜂蜜酒がなくなったら、あいつらはさぞ嘆くだろう」イラクサが言
います。「だが、連中は嘆いた後、余計飲もうとするだけなんだ」

　キャラクターたちが同意したなら、噛み付く熊に進むこと。キャ
ラクターたちがまずラグナルと話したいといった場合でも、夏の妖
精族たちは気を悪くすることはない。この場合、P.24の緑の谷に進
むこと。

噛み付く熊
　クモノス、マメノハナ、それにイラクサは、蜂蜜と蜂蜜酒を同じ
だけ混ぜたものを入れた土の壺を、キャラクターの人数分より2個
余計に渡してくれる。

　ピクシーたちが説明する際、以下の文章を読み上げること：
　「あなたたち、これが要り用になるわ」と、マメノハナは言います。
　「洞穴から熊をおびき出すのにね」と、クモノスが言います。
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　「で、ドカン！　と。緑の妖精族どもの野営地にね！」自分の手のひ
らに拳を叩きつけながらイラクサが言います。
　「蜂蜜入りの蜂蜜酒を投げつけて。そしたら熊たちはあなたがたの後
を付いて来る」クモノスが言います。
　「でもちょっとは持ち歩かなくちゃいけない。熊が匂いをつけてこら
れるように」イラクサが言います。
　「そしたら熊はもっとほしがるから」マメノハナが言います。
　「もっと手に入れようとして蜂蜜酒の樽を壊すってわけ！」クモノス
が言います。
　「でも、気をつけて、私の大事なお友だち。本当にひっそりと動かな
きゃいけません」ケリンドリアが言います。「熊の洞穴は緑の妖精族の
領分のはずれにあるし、熊の足はあなたがたより速いのです。だから
熊を探したりおびき出したりするのは、本当に気をつけて」

　ピクシーたちはキャラクターたちに、熊の洞窟と緑の妖精族の野
営地の方角を教えてくれる。

技能チャレンジ：潜入
　このチャレンジは、キャラクターたちがウーマの領分を出て、熊
の洞窟に向かったところから始まる。
　複雑度：1（3回失敗する前に4回成功）
　時間制限：キャラクターたちはこのチャレンジにおいて、それぞ
れ1分間に1回判定ができる。
　主要技能：〈隠密〉、〈持久力〉、〈自然〉、〈知覚〉
　〈隠密〉（難易度13、集団判定）：速度はもちろん必須だが、音は
できるだけ立てないようにしなければならない。キャラクターはそ
れぞれ〈隠密〉判定を行ない、少なくとも半数が成功すればパー
ティーは1回の成功を獲得する。
　〈持久力〉（難易度8、集団判定）：キャラクターたちは緑の妖精族
の領分をすばやく効率よく通り抜けようとする。キャラクターはそ
れぞれ〈持久力〉判定を行ない、少なくとも半数が成功すればパー
ティーは1回の成功を獲得する。
　〈自然〉（難易度13）：キャラクターは森の中の歩きやすい道を選
び、同時に緑の妖精族を避け熊を見つけるために足跡を正確に判定
する。
　〈知覚〉（難易度13）：キャラクターは案内人の役割を果たし、自
然の特徴やはっきりした足跡、それに森の中の歩きやすい道を記憶
する。
　副次技能：〈運動〉、〈軽業〉
　〈運動〉または〈軽業〉（難易度20）：キャラクターはパーティーが、
熊たちの棲む深い谷間の足場の悪い道や倒木の橋、それに起伏の多
い地形をよじ登っていくのを助ける。この判定は、もし成功したな
ら、このチャレンジの終了時まで集団の〈隠密〉判定に＋2のボーナ
スを与える。
　成功：キャラクターは熊の洞窟を発見する。

　キャラクターたちがチャレンジに成功したら、以下の文章を読み上げ
ること：
　2頭の若いブラウン・ベアが、あなたがたが見ているのには気付く
様子もなく、洞穴の前で遊んでいます。洞穴は浅く、中ではひとまわ
り大きな熊―おそらく母熊―が眠っています。

　失敗：キャラクターたちは次の技能チャレンジにおける判定には、
〈威圧〉を除いて−2のペナルティを被る。〈威圧〉については、彼ら
は＋2のボーナスを得る。

　キャラクターたちがチャレンジに失敗したら、以下の文章を読み上げ
ること：

　あなたがたが近づいていくと、2頭の若いブラウン・ベアが浅い洞
窟の前で遊んでいます。あなたがたに気付いた熊たちは穴の中に逃げ
込み、おそらく彼らの母親であろう、ひとまわり大きな熊を起こします。

技能チャレンジ：熊をおびき寄せる
　このチャレンジは、キャラクターたちが熊たちをおびき寄せよう
としたときにはじまる。
　複雑度：1（3回失敗する前に4回成功）
　時間制限：キャラクターたちはこのチャレンジにおいて、それぞ
れ1分間に1回判定ができる。
　主要技能：〈威圧〉、〈運動〉、〈自然〉、〈はったり〉
　〈運動〉（難易度8）：キャラクターは正確に蜂蜜入り蜂蜜酒の壺を
投げ、複数の壺（もし適切であれば）を、上手く熊をおびき寄せるよ
うに並べられる。
　〈はったり〉（難易度13）キャラクターは蜂蜜入り蜂蜜酒の壺の口
を開けて仰ぎ、熊をおびきよせ、ついてこさせる。
　〈威圧〉（難易度20）：キャラクターは熊を怒らせ、自分を追いか
けさせる。
　成功：熊はキャラクターの後ろを、甘い餌に釣られて、のんびり
としたペースで追いかけ始める。英雄たちが森から空き地に出ると、
熊たちはキャラクターたちに近づき始める。キャラクターたちは、
この次の戦闘遭遇において不意討ちラウンドを獲得する。
　失敗：熊たちはキャラクターたちを追いかける。キャラクターた
ちはそれぞれ難易度20の〈持久力〉判定を行ない、失敗するとこの
追いかけっこのために回復力1回ぶんを失う。

　このチャレンジを終了したら、次ページの蜜漬けの大騒動の戦闘
遭遇に進むこと。

セッションの終了
　3人のピクシーたちは、キャラクターたちが戻ってくると大喜び
する。ケリンドリアが言うには、この熊絡みの遭遇の真の目的は、
ラグナルの味方になる気がまったくないことを示すことであり、英
雄たちは非常にフェイらしいやり方でそれを達成したのだそうだ。
彼女はウーマに、キャラクターたちに会ってくれるように言うという。
　皆が待っている間に、ピクシーたちは何か面白いことをしてくれ
という（P.25の、緑の妖精族のセクションのセッションの終了を参照
のこと）。この交際において、ピクシーはより好まれる。ピクシー
のキャラクターは誰でも、この場面における技能判定に＋4のボー
ナスを得る。

報酬
　このセッションの終了時に、キャラクターたちそれぞれ、パー
ティーが成し遂げたことに関して300XPを獲得する。
　宝物：夏の妖精族が鍵のことについて知ると、クモノスは宿り木
を指さして教えてくれる。
　ピクシーたちは最も自分たちを楽しませてくれたキャラクター
―最も高い判定値を達成したもの―に、スパイダーシルク・サッ
クをくれる（訳註：Player's Option: Heroes of the Feywiled（原書）お
よび『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』にはこのアイテム
は収載されていない。本シナリオが当該書籍の上梓前に書かれたも
のであることから何らかの齟齬が生じたものと考えられる。DM諸氏
には何か適当なアイテムに置き換えて本シナリオを運用されたい）。
　ケリンドリアは戻ってきて、キャラクターたちをウーマのところ
につれていく。出発する前に、彼女はパーティーに＋1シルヴァン・
アーマーもしくはP.3の宝物表から魔法のアイテムをひとつくれる。
彼女はまた、キャラクターそれぞれに結び目模様の銀の指輪（50gp）
をひとつづつくれる。
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蜜漬けの大騒動
遭遇レベル5

セットアップ
サテュロスの喧嘩屋（S）	 2体　
ワイルデンの“狩る者”（W）	 2体
若いベア（Y）	 	 2体
ベア（B）	 	 	 1体
蜂蜜酒の樽（M）	 	 5個

　この場面のゴールは蜂蜜酒の樽を壊し、キャラクターたちがその
事実を知ることである。

　キャラクターたちが到着したら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたが空き地に飛び出すと、野営地で宴会の真っ最中だった
サテュロスやワイルデンたちは、びっくりして飛び上がります。フェ
イたちは酔ってぼんやりした目であなたたちを見つめ、それからあな
たがたの背後の熊に気付きます。彼らは一瞬立ちすくみ、何人かは泡
を食って逃げ出します。残って戦おうとするのはほんの数名にすぎま
せん。
　野営地の南の端にあなたがたの標的があります。5つの蜂蜜酒の樽
が、野営地のはずれに置いてあります。

　キャラクターたちが直前の技能チャレンジに成功していたなら、
彼らは不意討ちラウンドを得る。ベアたちについてはイニシアチブ
をロールしないこと（戦術参照）。

熊を操る
　キャラクターたちが以下に述べる行動のどれかをとったとき、そ
の次のターンに影響を受けたベアはそのキャラクターを追う。
　あるキャラクターを追いかけているベアは、樽に隣接するか、あ
るいは壺から流れ出した蜂蜜酒に覆われたマス目に隣接すると止ま
る。ベアは樽に隣接するマス目で止まると樽を攻撃し、蜂蜜酒で覆
われたマス目に隣接して止まると、蜂蜜酒をなめるために1ラウン
ドの間止まる。
　攻撃：ベアは、たとえ蜂蜜酒の樽に隣接している場合でも、自分
にダメージを与えたキャラクターを追いかける。もし、キャラクター
が若いベアにダメージを与えたなら、そのキャラクターは母ベアか
らも追いかけられる。
　〈はったり〉（難易度13）：1回の移動アクションの一部として、キャ
ラクターは蜂蜜入り蜂蜜酒の壺をベアに隣接するマス目まで運び、
注意をひきつける。
　〈自然〉（標準アクションの場合難易度13、マイナー・アクションの
場合難易度20）：ベアに自分を追いかけさせようとする際、そのキャ
ラクターが蜂蜜入り蜂蜜酒の壺を持っていたならその際の判定に＋
4のボーナスを得る。

蜂蜜を投げる
　キャラクターは、1回の遠隔攻撃（クリーチャーまたは物体を目標
とする際、＋5対“反応”）として、蜂蜜入り蜂蜜酒の壺を投げること
ができる。壺がヒットしたクリーチャー、物体、あるいはマス目は
すべて、この遭遇の終了時まで蜜で覆われる。壺がミスした場合、
目標に隣接し、かつ、投げたものに最も近いマス目に落ちる。どの
ような場合でも、投げられた壺は破壊される。

サテュロスの喧嘩屋×2（S）	 レベル 3　暴れ役
中型・フェイ・人型
hp：55；重傷値：27	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健16、反応15、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	 夜目
標準アクション
mゴア／突き刺し◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ

M ランニング・ゴア／疾走突き刺し◆［無限回］
必要条件：サテュロスは突撃しなければならない
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋6ダメージ、加えてサテュロスは対象を2マスまで押しやる。サテ
ュロスは自分からもっとも近い、対象に隣接するマスに移動してよい。

トリガー型のアクション
デイジング・ゴア／幻惑突き刺し◆［遭遇毎］

トリガー：サテュロスがランニング・ゴアをヒットさせた時
効果（フリーアクション）：対象は幻惑状態になる（セーヴ・終了）

スタンブリング・ブロウ／つまずき打撃◆再チャージ 5 6
トリガー：サテュロスがゴアを使用しミスをする。
効果（フリーアクション）：サテュロスは敵に隣接するマスまで3マスのシフトを
行ない再度ゴアを使用する。

技能：〈はったり〉＋8、〈自然〉＋7
【筋】16（＋4）	 【敏】15（＋3）	 【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）	 【知】10（＋1）	 【魅】15（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語

ワイルデンの “狩る者” ×2（W）	 レベル 2　奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：33；重傷値：16	 イニシアチブ：＋8
AC16；頑健13、反応15、意志14	 〈知覚〉＋9
移動速度：6	 夜目
特徴
カモフラージュ／迷彩
“狩る者”が隠れるための〈隠密〉判定を行なうためには、“良好な遮蔽”や完全
視認困難ではなく、単なる遮蔽または視認困難を得ているだけでよい。

スナイパー／狙撃手
“狩る者”が隠れている時に遠隔攻撃を行なってミスしたなら、その“狩る者”は
隠れたままである。

ヒドゥン・ショット／隠密射撃
“狩る者”は、ある敵から隠れているなら、その敵に対しては5の追加ダメージを
与える。

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）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5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）；＋7対AC
ヒット：1d10＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
パスート・オヴ・ザ・ハンター／狩る者の追跡◆遭遇毎

トリガー：1体の敵がこの“狩る者”から2マス以内の場所で移動を終える
効果（即応・対応）：この“狩る者”は3マスのシフトを行なう。この“狩る者”の
次のターンの終了時まで、トリガーを発生させた敵に対するこの“狩る者”の攻
撃は、5の追加ダメージを与え、遮蔽および視認困難を無視する。

技能：〈運動〉＋6、〈隠密〉＋9
【筋】	11（＋1）	 【敏】	16（＋4）	 【判】	17（＋4）
【耐】	15（＋3）	 【知】	11（＋1）	 【魅】	10（＋1）
属性：無属性	 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、ロングボウ、アロー20本
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若いベア（Y）×2	 レベル 2　暴れ役
中型・自然・動物
hp：45；重傷値：22	 イニシアチブ：＋3
AC14；頑健15、反応14、意志13	 〈知覚〉＋2
移動速度：7
特徴
デヴァウア／貪る
このベアのターン開始時にベアにつかまれた状態のクリーチャーは1d6＋4ダメ
ージを受ける。

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ

M ベア・グラブ◆［遭遇毎］
効果：ベアは2回のクローを同じ対象に対して行なう。両方の攻撃がヒットし
た場合、対象は伏せ状態になり、ベアがほかに掴んでいるクリーチャーがいな
い場合、ベアは対象をつかむ（つかみから逃れるための難易度は13）

【筋】17（＋4）	 【敏】14（＋3）	 【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）	 【知】2（-3）	 【魅】10（＋1）
属性：無属性	 言語：−

ベア（B）	 レベル 5　暴れ役
大型・自然・動物
hp：80；重傷値：40	 イニシアチブ：＋3
AC17；頑健19、反応16、意志16	 〈知覚〉＋3
移動速度：8
特徴
デヴァウア／貪る
このベアのターン開始時にベアにつかまれた状態のクリーチャーは1d8＋5ダメ
ージを受ける。

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋7ダメージ

M ベア・グラブ◆最初に重傷になったとき再チャージ
効果：ベアは2回のクローを同じ対象に対して行なう。両方の攻撃がヒットし
た場合、対象は伏せ状態になり、ベアがほかに掴んでいるクリーチャーがいな
い場合、ベアは対象をつかむ（つかみから逃れるための難易度は15）

【筋】20（＋7）	 【敏】13（＋3）	 【判】13（＋3）
【耐】20（＋7）	 【知】2（-2）	 【魅】12（＋3）
属性：無属性	 言語：-

戦術
　フェイたちは、この大騒動の元凶はキャラクターたちだとすぐに
気付く。彼らはキャラクターたちを攻撃し、ベアを避けようとする。
ベアがフェイを攻撃した場合（蜂蜜入り蜂蜜酒で覆われたマス目に1
体以上のサテュロスまたはワイルデンがいるような場合）、プレイ
ヤーにベアの攻撃ロールおよびダメージ・ロールをさせること。
　ベア：ベアのイニシアチブは最後で、大きな母ベアが最後に行動
する。それぞれ、蜂蜜の樽と自分との間で最も近くにいる目標、蜂
蜜入り蜂蜜酒をかぶった目標、あるいは蜂蜜入り蜂蜜酒の壺の入っ
たキャラクターを、記載した順番に攻撃する。ベアたちは食べ物に
夢中なため、機会攻撃は行なわない。彼らは蜂蜜酒が手に入るなら
目標をつかむことはない。ベアが蜂蜜入り蜂蜜酒を攻撃した場合、
この動物は遭遇の終了時あるいはダメージを被るまで、樽の隣にいる。
　サテュロス：これらのフェイはキャラクターたちを蜂蜜酒の樽か
ら遠ざけ、また、ワイルデンを守ろうとする。サテュロスはキャラ
クターを焚火の中に押しやろうとするかもしれない。
　ワイルデン：この狩人たちは木々を使ってカモフラージュし、ス
ナイパーおよび　ヒドゥン・ショットを有利に使おうとする。戦闘
の開始時に、個々のワイルデンは木に登り、開始時のポジションか
ら1マス離れたところにいる。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　藪と倒木：低木と倒木は“移動困難な地形”である。
　野営の火：移動（強制されたものであっても、そうでない場合で
も）もしくは自分のターンを火の中で終了したクリーチャーはすべ
て、［火］ダメージ5を被る。
　森の木々：これらの植物の高さは20フィート（登るには難易度9
の〈運動〉判定）である。倒木の南の大きい木の高さは40フィートで、
その幹は遮断地形である。10フィート登ったところからは、枝葉
がそのエリアを軽度に隠蔽する。
　蜂蜜酒の樽（M）：それぞれの樽は木製で、立てた高さは3フィー
トである。樽は“移動困難な地形”である。樽はAC5、“反応” 5、”頑健”
12、“意志”−および20ヒット・ポイントを有する。
　天幕：これらの仮屋は移動困難な地形であり、誰かがこの場所に
入り込んだ途端、崩れ落ちる。

結末
　すべての蜂蜜酒の樽が壊れたら、キャラクターたちは引き上げ、
小休憩を取ることができる。P.29のセッションの終了に進むこと。
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セッション6： 
フェイの代理人たち
　フェイたちのためにいたずらをしでかしてしまうと、キャラク
ターたちはフェイの代理人のラグナルとウーマのどちらかと会うこ
とができる。もし、キャラクターたちがユニコーンを盗み出してき
ていたなら、サテュロスのロビンはユニコーンたちをラグナルのも
とに連れて行く―ヴァービーグの高慢を開始すること。蜂蜜酒の
樽を壊したキャラクターたちがケリンドリアに付いて行っていたな
ら、夏の面影でウーマと会う。

ヴァービーグの高慢
　キャラクターたちが無事ユニコーンたちを緑の妖精族の野営地に
連れ帰っていたなら、このユニコーンたちはキャラクターたちがラ
グナルと面会している間、ラグナルの傍に立っている。状況説明の
際、彼らについても言及すること。

　キャラクターたちがラグナルに近づいて行く際、以下の文章を読み上
げること
　ロビンは先に立って歩いて行きながら「ラグナルは戦士だ」と話し始
めます。「緑の妖精族の英雄なんだ。だからあのひとには敬いを忘れ
ずにな。あのひとは、あんたがたの働きにはずいぶん感心してる。あ
んたがたを自分の代理戦士に取り立てようとだってなさるかもな。な
にしろ俺たちじゃあのハグには手も足も出ないんだから。すごい話じゃ
ないか、なあ？」
　ロビンは別の草地へと続く道へとあなたがたを案内し、通りやすいよ
うにと道につきだした小枝をかき分けてくれます。と、小高い岩の上に
おかれた木彫りの椅子の上に、緑の肌の巨人が王者然として座ってい
ます。編んだ豊かな黒髪の下で、黒い瞳の巨人は厳しい表情を崩しま
せん。彼は上等の革鎧を着込み、紫の毛皮の外套をまとっています。
その左にはオークの葉で描いたほほ笑む顔を浮き彫りにした木製の盾
が置かれ、右には猪狩り用の槍と木製の水差しが置かれています。しっ
かりと武装したサテュロスとワイルデンが彼につき従い、その他の者た
ちは野営の火でいいにおいのする食事を料理しています。
　「“緑の君” の戦士、ラグナル様だ」大げさな身振りで一礼し、ロビン
は言います「そなたらの望むところを述べよ」

ラグナルと会話する
　ラグナルはひねくれ者で、気分屋で、短慮で、皮肉屋で、そして
怒りっぽい。彼はソリスに自分が遅れを取ったということを引き
ずっている。彼のウーマへの怒りはお門違いなものだが、件の攻撃
についての彼の記憶はおぼろげなもので、そのせいで彼は自分のい
かなる間違いも受け入れられなくなっている。彼は以下の情報につ
いて明らかにすることができる（彼は以下の会話において、“オルラ
ンド”など、自分が知っている人物名をすべて口にする）。

　ここにはどんな由来があるのですか？ラグナルはキャラクターたち
に、P.4の冒険の背景の項目にある『フェイワイルド』と『アーチフェ
イの代理人』の情報をすべて話すことができるが、この島と自然世
界との連絡については何も知らない。しかしキャラクターたちが妖
精の渡瀬を越えてきたのだろうということは推測しており、そのこ
とに関しては「例のハグがこの島にやってくるにも、その渡瀬を使っ
たのだろうな」と言葉を結ぶ。
　そのハグについて何か知っていますか?　「そのハグ― “夢の女王”
とも呼ばれるソリスは、エラドリンの都市アストラザリアンから追放さ
れてきたのだ。あの女はこの島にやってきて、そして島を操る鍵をみつ
けた。つまり、俺のあるじ様の娘御と、その御夫君の魂を、な。夏の
妖精族の魔女ウーマが言うには、おふたかたの魂の眠る墓所に施され
た守護は、おふたかたの眠りを妨げるものがあればすぐさまアーチフェ
イに警告を送るということだった。で、ソリスがそれをやらかし、だか
ら俺はここにいる。ソリスはその守護の力をすり抜ける方法を見つけ出
し、アーチフェイのお子たちの魂を使ってこの島を支配しようとしてい
る。あの女が強力な呪文を完成させようとしているとき、俺たちはあの
女に襲いかかった。しかし勝利は俺たちには微笑まなかった。いまや
俺たちは呪われ、この島にしばりつけられ、そうしてソリスのねぐらに
再び踏み込むこともならなくなっているのだ」
　ソリスのねぐらとは？　「そうだ、茨の迷路の向こうにある、隠された
“百

はくとうきゅう

塔宮” だ」（ラグナルは、そこへ至るための鍵についてキャラク
ターたちに教えることができる）
　オルランドとジュリアナはハグのところにいたのですか？　「ああ、俺
たちが攻撃をしかけたとき、彼らはそこにいた。後でウーマが俺に言
うには、ハグの魔法はアーチフェイのお子らの魂と、あの定命のもの
たちの魂を操ろうとするものだったそうだ。俺たちの攻撃で魔法が破
れたとき、魂と心が入れ替わってしまった。俺たちはみな、この森の
中で目覚めた。俺たちは手勢を集めなおしたが、しかしお前たちの言
う者たちの姿はもうなかった」
　ジュリアナは、自分をカエアウィンだと思い込んでいました。　「うむ、
ウーマが俺に言うには、ハグの魔法が暴走した時、精神と魂の居場所
が変わってしまったのだそうだ。カエアウィンの魂の、少なくとも一
部は、そのジュリアナの中にいるのだ。ということはつまり、ポルフェ
リオの魂の一部は、件のヒューマンの男の中にあるということだ」
　どうして夏の妖精族たちと袂を別ったのですか？　「ウーマは、俺たち
の邪魔をし、俺たちを呪い、魂たちをばらばらにした例の魔法をどう
にかできるはずだった。が、失敗した。そのうえ、俺が考え付いた解
決方法にも賛成しないときた。臆病者とは一緒にやっていけない」
　あなたの計画とは？　「俺は従弟のバサルを送り出した―ポルフェ
リオになった男を殺しにな。バサルがうまくやれば魂は自由になり、
あのハグは力を失う。俺がこの計画をウーマに告げたら、あの魔女は
俺をひとごろしと呼んだ。まあ、あの女は夏の女王に呼び返されるまで、
奴の野営地で香を焚かせ、だらけさせておけばいいさ」
　どうしてアーチフェイは来ないのですか？　「あの方たちは、何が起
こったのか御存じない。あの方たちが施した守りが、今では一部ハグ
に操られてしまっているせいで、俺たちはあの方たちに連絡が取れな
いでいるんだ」

　会話の終わりに、以下の文章を読み上げること：
　ラグナルの顔を、狡猾そうな表情が掠めます。彼は初めて笑みを浮
かべ、こんなことを言います「今朝がた俺の斥候が、南西の森でポル
フェリオがニンフと抱き合っているのを見たのだそうだ。そしてバサ
ルが奴に追いついてないのも明らかだ。で、俺が今動けば、間違いな
くウーマが邪魔してくる。だが、ウーマもお前たちには気づいていまい。
もしおまえたちがそのニンフを見つけてポルフェリオをつれてきてく
れたら、この厄介事をどう解決するか、決着がつけられる。急げ。も

ヴァービーグの伝説
　魔法学（難易度13）：この間に合わせの王座の上のクリーチャー
は、フェイワイルドの巨人ヴァービーグである。ヴァービーグは通常は
戦士であるが、同時にトリックスターでもある。
　魔法学（難易度20）：ヴァービーグは、世間一般のものたちから
すれば邪だとみなされるような行動をする。ヴァービーグは狡猾で自
己中心的なクリーチャーであり、他者のありとあらゆる弱みに付け込
む。ヴァービーグが軽 し々く誓いを立てることはないが、いったん誓っ
てしまえばどんなものであれ、それを文字通り守りとおす。
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しバサルがお前たちの探す男を先に見つけたなら、そいつは間違いな
く死ぬだろうからな」

　キャラクターたちがニンフを探しに出発する準備ができたら、
P.34の戦闘遭遇バークバーに進むこと。

夏の面影
　大騒ぎしながら付いてくるピクシーたちと一緒に、ケリンドリア
はキャラクターたちをウーマに引き合わせる。

　キャラクターたちがウーマの王座に近づいて行く際、以下の文章を読
み上げること：
　ケリンドリアはいい香りのする花をいっぱいにつけた下生えを抜け
て、あなたがたを導いてゆきます。彼女が頭上の枝をかき分けると、
澄み切った空を映す湖のほとりの草地に出ます。「ウーマはあなたがた
に会えて喜ぶと思います」微笑みながらケリンドリアは言い、そのまま
進むようにとあなたがたに手で促します。
　夏の妖精族の野営地には天幕のようなものはありませんが、花をつ
けた木蔦で編んだ王座の両側に、薔薇のあずまやがひとずつ建ってい
ます。玉座の後ろにはよく茂った生垣の迷路が広がっています。この
命ある椅子の上には、花や宝石で飾った黄金のガウンをまとった、一
人の美しい女性のフェイが座っています。彼女の髪は銅色で、陽の光
が当たると金色に輝くのです。エラドリンのそれのように真っ白な、
悲しげな双つの目が、近づいてくるあなたがたをじっと見つめていま
す。ニンフやピクシーやドライアドたちが草原や水の中で歌ったり遊
んだりしていますが、その多くはあなたがたを見て、そしてあなたが
たとともに王座のちかくへとやってくるのです。
　あなたがたが近づくと、ウーマは微笑みます―ほんのわずかばか
り。けれどもそのかすかな笑みとともに周囲の空気はあたたかくなり、
近くの地面や蔦から新たな芽が吹き出すのです。「ようこそ」やわらか
な声で彼女は言います「わたしはウーマです。どうやらわたしの妖精た
ちは、あなたがたにきちんとおもてなしをしなかったようですね」彼女
はあなたがたについてきていたピクシーたちに視線をやります。そう
すると彼らは少しばかり後ずさるのです。彼女はあなたがたに視線を
戻し、こう言います「わたしのような者が、なにかお手伝いできるでしょ
うか？」

ウーマと会話する
　ウーマは情熱的で、優雅で、忍耐強い。しかし彼女はどうにも優
柔不断なのだ。彼女は島に起きている厄介事を収拾するための計画
を練り上げようとしたが、ラグナルとその好戦的なやり方には苛
立っていた。ウーマはラグナルの性急さこそがソリスへの最初の襲
撃を失敗させた元凶であると思っているが、彼女の記憶はあいまい
である。ウーマは既にジュリアナとオルランドの名前を知っている
―ソリスの呪文が暴走した時、二人がたがいをそう呼びあうのを
彼女は聞いたのだ。
　ここにはどんな由来があるのですか？　ウーマはキャラクターたち
に、P.4の冒険の背景の項目にある『フェイワイルド』と『アーチフェ
イの代理人』の情報をすべて話すことができるが、妖精の渡瀬のこ
とについては何も知らない。彼女はキャラクターたちがどうやって
ここに来たのかと不思議がっており、妖精の渡瀬について知ると、

「ティアンドラさまもオランさまもその渡瀬のことは御存じなかったに
違いありません。そしてあのハグは、その渡瀬を通ってやってきたの
でしょう」と言葉を結ぶ。
　そのハグについて何か知っていますか?　「“夢の女王” ソリスは、エ
ラドリンの都市アストラザリアンから追放されてきたのです。あの女
は本当に邪悪なクリーチャーで、この島にやってきてここを自分のも

のにしようとしたのです。その唯一の方法は、この島の真の管理者で
あるカエアウィンさまとポルフェリオさまの魂を使うこと。そして、厚
かましくもあの女は、誰も及ばぬような巧妙さでそれをやりおおせよ
うとしました。でも、アーチフェイもぬかりはありませんでした―
私の女王はこの島に守りをほどこし、それが警告を発したのですから。
女王は私たちを送り込み、何が起きているのか調べるようにとおっしゃ
いました。私たちはソリスのたくらみを明らかにし、緑の妖精族と一
緒にあの女が黒い魔法の歌を完成させてしまう間際に襲いかかりまし
た。私たちの攻撃は明らかに失敗で、私たちにはあの女を止めること
はできませんでした。今となってはハグの力は私たちをこの島にしば
りつけ、再びハグに戦いを挑むことも、ここを離れることも、また夏
の女王にことづてを送ることもできないようにしています」
　あなたにも見つからないというソリスはどこにいるのですか？　「彼女
は魔法の迷路の彼方、この島につながる小さな次元界にある “百塔宮”
にいます」（必要であれば、ウーマは、そこへ至るための鍵について
キャラクターたちに教えることができる）
　オルランドとジュリアナはハグのところにいたのですか？　「あの二人
の定命のものは、そうです、そこにいました。ソリスは彼らの魂を自
分の儀式の一部に使おうとしていました。思うに、あの女は自分と従
者の “角の王” カルボンがアーチフェイのお子らの魂をすっかり吸いこ
んでしまう間、この二人の魂を眠らせておこうとしたのでしょう。成
功していれば、彼女とカルボンがこの場所の支配者になっていたに違
いありません。私たちの攻撃は魔法を暴走させ、ソリスが操っていた
魂は思いがけないところに入り込んでしまいました。今やジュリアナ
とオルランドは他人の精神や魂の一部を抱え込んだまま、破滅の瀬戸
際にいます。とはいえ、希望はまだあります」
　希望とは？　「そうです、もし私たちが入れ替わってしまった魂を元
に戻し、ソリスを止めることができればまだ勝ち目はあります。その
ためにこそ、運命はあなたがたをここへ送ったのだと私は信じていま
す」
　どうして緑の妖精族たちと袂を別ったのですか？　「ラグナルの攻撃
はあまりに乱暴でした。もし彼が私に件の魔法を注意深く解くだけの
時間をくれていたなら、こんな厄介事はまったく起こらなかったでしょ
う。そして今、ラグナルはソリスの目的を達成させないためだといって、
単純にオルランドを殺すつもりでいます。彼は自分ののろまな従弟で、
バサルという名のヴァービーグに、オルランドを殺させようとしてい
ます。あんな怠け者の単細胞とどうしていっしょにやっていけるでしょ
う？
　「ありがたいことに、バサルはまだ仕事を終えていません。つい昨日、
混乱したオルランドは夏のニンフを追って森へ駈け込んでいったそう
です。彼が追っていったのは私の姉妹の一人なのです。でも、だから
といってどうすることもできません」

　会話の終わりに、以下の文章を読み上げること：
　ウーマは穏やかに、しかし断固とした口調で話します。「急がなけれ
ば、ラグナルの愚行は随分高くつくでしょう。どうか私の代理戦士に
なってください。あの夏のニンフを探し出し、オルランドを見つけ出し、
彼を私のところに連れてきてください。もし私が直接行動を起こした
なら、緑の妖精族との争いは避けられません。そうなれば何の罪もな
いものを傷めつけることになりかねません。私たちが暴力沙汰に巻き
込まれないで済むように、私の味方になってくださいませんか？」

　キャラクターたちがニンフを探しに出かける準備ができたなら、
次ページの戦闘遭遇バークバーに進むこと。
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バークバー
遭遇レベル2

セットアップ
ブラッドソーン・ヴァイン（B）	 2体
ヴァイン・ホラー（V）	 1体
バークバーの木（T）	 	 2体

　キャラクターたちが木立に踏み込み、クリーチャーを見るまでモ
ンスターたちを配置しないこと。ここにある脅威のいくつかは遭遇
開始前に見つけられる可能性があるが、ヴァイン・ホラーだけは視
界の外に潜んでいる。
　以下の難易度13の〈知覚〉判定に成功したキャラクターが半数を
下回ったなら、パーティーが不意討ちエリアにいるところから遭遇
を開始すること。彼らはそこを実際に歩き回って初めて、そのエリ
アの危険に気付いたことになる。判定に成功していたキャラクター
は、モンスター（ヴァイン・ホラーを除く）に対し、不意討ちラウン
ドを得る。
　キャラクターの半数以上が〈知覚〉判定に成功していた場合、マッ
プ上のスタートエリアから遭遇を開始する。この場合、不意討ちさ
れるものはいない。

　キャラクターたちが木立に近づいたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　森は小さな窪地へと下ってゆきます。そこでは歳経た木々がいっぱ
いに茂り、真夏のような島の陽光をさえぎっています。ここでは下生
えはまばらで、あたりは静まり返っています。木立の中央近くには、
ひときわ節くれだって、葉をほとんどつけていない、そうしてなにや
ら人型にみえなくもない木が2本立っています。剣が一振り、柄に埋
め込まれた宝石を陽光にきらめかせながら、幹にほど近い根の上に突
き立てられています。
　〈自然〉（難易度9）：ここに生えている木々のほとんどは歳経た
オークの木で、枝の間には宿り木がついている。
　〈知覚〉（難易度13）：この2本の木々の根の間に、赤い棘をはや
した緑の蔦が隠れている。人に似たオークの1本の枝の間には、な
にやら輝く物体がある（難易度13の〈自然〉判定に成功すれば、これ
はブラッドソーン・ヴァインだと判別できる）。
　〈知覚〉（難易度20）：人に似た木には、見えづらいところに小さ
な突起がいくつも付いている。難易度20の〈自然〉判定に成功すれ
ば、木についているのはバークバーであると判別できる。
　
　パーティーがこの場所の脅威を見つけたところで、戦闘開始とな
る。

ブラッドソーン・ヴァイン×2（B）	 レベル 2　兵士役
中型・自然・野獣（植物）	 XP125
hp：41；重傷値：20	 イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、反応12、意志14	 〈知覚〉＋3
移動速度：5（森渡り）	 擬似視覚10
標準アクション
mストライキング・ヴァイン／ツタの叩きつけ◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ

M インペイリング・ソーン／刺し貫くトゲ（回復）◆ヴァインがつかんでいるクリー
チャーがいない時点で再チャージ
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“頑健”
ヒット：1d8＋4ダメージ、加えてヴァインは対象をつかむ（脱出するための難易
度は13）

維持・標準：ブラッドソーン・ヴァインはつかみを維持し、目標は2d8＋4ダメ
ージを受け、ブラッドソーン・ヴァインは5ヒット・ポイントを回復する。

マイナー・アクション
プリング・ヴァインズ／引き寄せるツタ

効果：ブラッドソーン・ヴァインは1マスシフトし、自分がつかんでいたクリーチ
ャーを自分に隣接するマスに引き寄せる。

【筋】17（＋4）	 【敏】10（＋1）	 【判】14（＋3）
【耐】17（＋4）	 【知】2（-3）	 【魅】6（-1）
属性：無属性	 言語：―

ヴァイン・ホラー（V）	 レベル 5　制御役
中型・自然・人型（植物）
hp：63；重傷値：31	 イニシアチブ：＋6
AC19；頑健17、反応18、意志16	 〈知覚〉＋9
移動速度：6（森渡り、沼渡り）、水泳6	 擬似視覚10
特徴
マリアビリティ／柔軟な体
ヴァイン・ホラーは自分の体を変形させ、幅1インチ（約2.5cm）の隙間に無理
矢理入り込むことができる。さらに、幅が1インチよりも広い隙間であれば、通
常通りの移動速度で通り抜けることができる。

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ

Cヴィシャス・ヴァインズ／狂暴なる蔦◆初めて重傷になったとき再チャージ
攻撃：近接・噴射3（範囲内の敵のみ）；＋8対“反応”
効果：対象は拘束状態になり、継続的ダメージ10を受ける。（セーヴ・両方と
も終了）。

技能：〈隠密〉＋11
【筋】16（＋5）	 【敏】18（＋6）	 【判】14（＋4）
【耐】15（＋4）	 【知】9（＋1）	 【魅】10（＋2）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語

戦術
　この恐るべき木立に住み着いている者たちは仲間同士であり、
ヴァイン・ホラーがその頭領である。
　ブラッドソーン・ヴァイン：これらの植物は、まるで動物であるか
のように最も手近にいるキャラクターか、もしくは直前のラウンド
でヴァインに対して最大ダメージを与えたキャラクターに対して攻
撃を仕掛ける。しかしいったんヴァインが目標をつかむと、この植
物はつかみを維持し、つかんだクリーチャーをバークバーの木のほ
うに引きずっていく。ヴァイン・ホラーが生きている限り、これら
のクリーチャーはほどけない。
　ヴァイン・ホラー：ヴァイン・ホラーはすべてのキャラクターおよ
びブラッドソーン・ヴァインが行動してしまうまで見えない場所に
留まる。その後、隠れ場所から現れ、できるだけ多くのキャラクター
に対してヴィシャス・ヴァインを使用し、彼らをバークバーの木の
攻撃範囲内に拘束しておこうとする。このクリーチャーは、戦闘中
はエルフ語を駆使し、“肉体を持つ敵” をバカにする。キャラクター
がバークバーの木とブラッドソーン・ヴァインを倒してしまったら、
ヴァイン・ホラーは退却する。
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バークバーの木（T）×2	 レベル 2障害	
物体
探知：〈知覚〉難易度20、識別は〈自然〉難易度20
hp：34
AC16；頑健16、反応10
完全耐性：［毒］、すべての状態異常；脆弱性：［火］5
トリガー型のアクション
Cリグニファイイング・バークバー／バークバー木質化毒（［毒］）◆［無限回］

トリガー：敵がバークバーの幹から4マス以内でターンを終了する
攻撃（機会アクション）：近接・爆発4（範囲内のトリガーとなった敵）；＋8対
“反応”

ヒット：1d10ダメージ、加えて対象は減速状態となり5点の継続的［毒］ダメー
ジを受ける（セーヴ共に終了）

セーヴ失敗・1回目：5点の継続的［毒］ダメージ及び動けない状態になる（セ
ーヴ共に終了）

セーヴ失敗・2回目：対象は以下の条件を一つでも満たすまで石化状態とな
る。
◆ホーリィ・クレンジング等のパワーで対象を解放する
◆丸一日が経過する前に、対象を石化させたバークバーを破壊し、その樹液を
目標の額に塗布する。

対抗手段
◆無力化：〈自然〉難易度21（マイナー・アクションで行なう場合）、難易度13（標
準アクションで行なう場合）；3回の成功で木の攻撃を無力化することができ
る。5以下の差で失敗した場合、木はフリー・アクションとして攻撃を行なう。
◆遅延：〈自然〉難易度13（マイナー・アクション）；バークバーはこのターン
に攻撃を行なわない。

バークバー
　バークバーは近づきすぎた犠牲者に木化の毒を注ぎ込む、知覚を
持たない移動する植物である。単体のバークバーは、三角形の突起
型の木の固まりに見える。バークバーは通常の木に寄生し、その木
をバークバーの木に変えてしまう。近くにいる植物でないクリー
チャーが近くの植物に対して暴力行為を働いたなら、バークバーは
それに反応して植物でないクリーチャーを攻撃し、そのクリー
チャーを木に変えてしまう毒を注入する。そのようなクリーチャー
が木化（石化）してしまうと、それは節くれだった木へと育つ。バー
クバーはそのようにして新しい木を作ると、近くの通常の木ではな
く新しい木の方に寄生する。
　〈自然〉を習得済みのものはバークバーの木に触れ、思いを通わせ
てバークバーに攻撃をしないようにさせることができる。バーク
バーが寄生している木が破壊されると、バークバーはあっという間
に潰れてしまう。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　藪と岩：下生えや瓦礫を含むマス目は“移動困難な地形”である。
　木々：バークバーの木でない木々の高さは30フィートであり（上
るには難易度9の〈運動〉判定）、幹は遮断地形である。10フィート
より高いところでは、枝葉が軽度な隠蔽を提供する。
　バークバーの木：これらの木々は、かつてこの木立の中の通常の
木に寄生していたバークバーと戦い、木化した人型生物である。高
さ15フィートのバークバーの木は、その葉が全く隠れ場所を提供
しないということ以外は、他のオークの木と同じである。

セッションの終了
　キャラクターたちが植物を制圧したなら、この場所の宝物を回収
し、小休憩を取り、セッションを終了する。

報酬
　セッションの終了時に、個々のキャラクターはオルランドを探す
という任務を引き受け、また恐るべき植物を制圧したことに対して
200XPを獲得する。
　宝物：キャラクターたちはここで育ったオークの葉と宿り木を手
に入れることができる。この時点で彼らはシャムロック、宿り木、
オークの葉を手に入れているはずである。
　木の根の間の剣は＋1ラックブレード―パーティ内のキャラク
ターにふさわしい、重刀剣類ないし軽刀剣類の任意の武器（DMが決
定すること）―である。あるいは、枝の間の光る物体が何か魔法
のアイテムであるとし、P.3の宝物表でロールすることにしてもよ
い。どちらにせよ、この2つのアイテムのうち魔法のものでなかっ
たほうは、キャラクター 1人あたり75gpぶんの価値のある、宝石
で飾られた品物である。

Surprised
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B
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セッション7： 
オルランドを探して
　キャラクターたちは旅をつづける。ほどなく出くわす2体のクリー
チャーは、この島に住む、もっとも力ある者たちである。

ロザラインの丘
　始める準備が整ったら、以下の文章を読み上げること：

　あなたがたは悪夢の窪地を後にして、森がますます深くなる中を登っ
ていきます。登り終えると、登ってきた丘の頂きにある、ぽかりと開
けた草地に出ます。
　ここは天気も木々の葉も、夏の盛りにあるようです。
　草地の真ん中には木が一本立っています。突然、木から大昔の女神
のようなフェイの女性が現れました。彼女の目は双子の太陽のように
輝いています。その姿をみてあなたがたが思い出すのは、ジュリアナ
の言った、誰より美しい女性の話です。
　「お静かに」彼女は言います。「少し、皆様とお話がしたいわ」

　このクリーチャーは夏のニンフ（『MM III』P.165）であり、名をロ
ザラインという。この島における他のクリーチャーよりも古くて力
ある存在として、彼女は多元宇宙におけるより大きな問題にかか
わっている。ほとんどのクリーチャーを宇宙的なゲームのコマとみ
なしており、彼女にとってはこの島における事態の展開はしかるべ
きものなのである。ロザラインはソリスの計画を察知したものの、
“百

はくとうきゅう

塔宮” の中にいるハグを止めることができなかった。そこでオル
ランドをジュリアナから引き離したのだ。
　ロザラインは温厚だが謎めいている。そして教えてくれる以上の
ことを知っているように見えるのだ。彼女はP.4の冒険の背景にあ
る材料に加えて、下記の情報を明かす。

　オルランドはどこにいるのですか？　「オルランドでありながら同時に
ポルフェリオでもある者は、昨日、森の中で私を追いかけていました。
でもこれは、少しも不真面目なことではないのですよ。私はソリスか
ら彼を守る方法を求め、誰かが彼を追ってくるのを予見していました。
それは英雄たち。いまお会いしているあなたたちです。今朝早く、私
は彼をオークスタッフのもとに連れていきました。トリエントのオーク
スタッフは私の友。皆さんの行ないが正しければ、あなたがたの友に
もなるでしょう」
　ジュリアナについては？　「彼女の運命は……異なっています。妖精
の輪のそば、レプラコーンの森であなたがたとお話ししたことで、彼
女に関する私の意図は果たされました。私は、ソリスがこんなにも早
く彼女を見つけだすことは予見できませんでしたけれど。でも、彼女
の安否を決められるのは、まだあなたがたなのですよ」
　あなたの意図は何ですか？　「ソリスはオルランドにしてポルフェリ
オなる彼をその鉤爪に再び捕えるのを、息を殺して待ちかまえていま
す。そのとき、かの黒の歌はふたたび歌われることでしょう。ですから、
オルランドが安全な間はジュリアナも安全です。そしてオークスタッ
フがあなたがたにお話しするでしょうが、オルランドは今のところ安
全なのです」
　なぜあなたがソリスを排除できないのですか？　「私といえども、島
の主が留守でないときには百塔宮に入るのを妨げられてしまうからで
す。それにもしできたとしても、私はそうはしません。それは私の運
命ではなく、私の偉大さに通じる道でもありません。私のなすべき事
は他のどこかにあるのですよ」

　ソリスと対決するのは我々の運命なのでしょうか？　「あるいは。あな
たがたは、本当はご自分たちの運命について知りたい訳ではないでしょ
う？　その運命はまだやって来てもいないのに。違いますか？　私に
言えるのは、あなたがたが始めたのは容易ならぬ大事だということ。
皆さんが結末まで見届けられることを祈っていますよ」
　結局のところ、私たちを助けてくれるのですか？　「もう助けたでは
ありませんか？　でも、あなたがたのおっしゃることはわかります。
ずいぶんと率直なことね。
　「ええ、お助けできますとも。でも、それには約束していただかなけ
ればなりませんよ。まずオークスタッフとお話しすること。それに彼
の言いつけに従うこと。大丈夫、彼の導きで道をはずれてしまう心配
はありません。私の言う通りになさいますか？」

　キャラクターたちがオークスタッフを訪ねることに同意したら、以下を
読み上げること：
　ロザラインは水晶の容器を二つ取り出しました。その中には蒸気が
渦をまいています。彼女は再び暖かくほほえんで言います。「これが必
要になったら、その時はわかるはずです。そう先のことではないでしょ
う」

　パーティは小瓶2本分のホースス・ブレスを手に入れる。さらに
ロザラインは、追加でパーティーにいるハマドライアド1人につき
小瓶1本分のホースス・ブレスをくれる。彼女はこれを「姉妹への
贈り物」と呼ぶ。

ホースス・ブレス
Horse’s	Breath／馬の息吹	 レベル6　アンコモン
消費型	 75gp
汎用パワー◆［消費型］（マイナー・アクション）
　効果：使用者が乗っている乗騎あるいは乗り物は、追加の移動アク
ションを得る。

　ロザラインは丘の頂から出かけてオークスタッフを見つけられる
道筋を教えてくれる。続いてオークスタッフの木立へと進むこと。

オークスタッフの木立
　キャラクターたちがオークスタッフを探しに出発したら、以下の文章を
読み上げること：
　ロザラインの丘の斜面を下っていくと、森の中でも鬱蒼とした処に、
歳ふりた木々の木立があります。そしてそこの木々はどれも、なんだ
か人みたいな姿をしているのです。あなたがたが近づいていくと、一
番高くて一番どっしりした木の幹に、しわだらけの顔が現れます。二
つの小さな木のうろが目になり、こぶだらけの枝は鼻、苔は口の周り
に生えた緑の髭です。近づいていくと、樹全体が身をひねってこちら
を向きます。

「誰かな？　そんなに暗い顔をして大胆にも、老いたるオークスタッフ
に会おうというのは？」そう言うと、彼はこちらへと一歩踏み出します。

　これはトリエントのオークスタッフ（『モンスター・マニュアル第
4版』 P.182）である。彼はしゃべり好きで、頑固で、正直者だ。か
つては緑の妖精族の中にあって騎士であった。ロザラインから聞き
知ったラグナルのことは認めていない。オークスタッフは時々、フォ
モールや他の邪悪なフェイと戦った昔の戦物語を郷愁とともに繰り
返すことがある。
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　キャラクターたちが自己紹介を終えたら、以下の文章を読み上げること：
　「待て、待て」木の生き物はがらがら声で言います。「ついてきなされ。
話しをする間、ゆっくりとできる所へ行こう」オークスタッフはあなた
がたを、座り心地のよい岩がある、小川が流れる洞窟に案内します。

　オークスタッフは島で起きている出来事についてよく知っている。
それは以下の通りである。
　オルランドはあなたの所にいるのですか？　オークスタッフはウィン
クして言います。「このあたりの日陰になった木立やこの洞窟の中では、
わしらはまっすぐ話ができる。“夢の女王” にはまだ知られておらんで
な。ポルフェリオ……オルランドは今朝わしがあの丘の天辺の樹もな
い原っぱから連れてきた。ロザラインの所からな。あれには会ったは
ずだ」
　彼はどこです？　「あの人の子は、湖の上にある“水の宮殿”まで安全
に送っていったよ。あそこにはポルフェリオのほんとの秘密が眠っと
る。あそこは邪悪から守られとるんだ。あの忌々しい怪物や、その汚
れた女主人であるハグみたいな奴らからはな。
　「ロザラインは、誰かが彼を探しにくるだろうと言っておったが、あ
んた方がそれに違いない。それで思い出したのが、わしがサー・オー
クスタッフだった頃に引き受けた探索のことよ……」
　我々はオルランドを連れにいかなければならないのです。　「なぜだ？
　あの宮殿より安全な場所に彼を連れていけるというのかな？」
　我々はラグナル（もしくはウーマ）の所に彼を連れていかなければなら
ないのです。　「考えてもみよ、我が肉の身のともがらよ。この争いの
どちらかの側を選ぶのも無益なことだぞ。ソリスの力がこの島を覆っ
ておるから、島の元の住人は誰も、奴のねぐらに入って奴を止めるこ
とができぬ。外からきたフェイたちがムダに議論したり怒り狂ったり
してる間も、ソリスはわしらを破滅させるべく働いておるんだ。わし
が “百塔宮” に行って奴をノしてしまえればいいんだがな。もちろんそ
れはできぬ。言ったとおり、その道はわしには閉ざされておる。……
だが待てよ、わしの騎士遍歴の日々は、実は終わってはいなかったの
かもしれんな。
　「こういうのはどうかな？　あんたがたは島へと下り、頼まれた通り
にフェイたちの所にあの子を連れて戻る。わしはその若い連中に物の
道理をわからせてやれるかどうかやってみよう。全部がうまくいくの
が早いだけ、戻って本物の悪党どもと戦えるのも早くなる道理よ。ど
うだな？」
　「ああ、あのころが蘇るようだ。わしがスラムボルグのしもべに対抗
すべく、同盟を結成せんとしていた頃がな……」
　他に何か助けてもらえますか？　「荒事ならお門違いだよ」オークス
タッフはウィンクして言います。「だが、おまえさんがたはわしの葉っ
ぱよりもまだ若いようだ。もう少しは手伝えるだろう」
　約1時間かそれ以上かけて、あなたがたがくつろいでいる間に、オー
クスタッフは木で小瓶をこしらえます。一人に一本ずつです。そして、
なんだかよくわからないことををぶつぶつ呟きながら、泡立つ小川の
水を小瓶に詰めます。
　「さあ持っていくがいい」彼は言います。「これは確かに役に立ってく
れるはずだ。立派な大木の根の間や、この島の地下深くを流れてきた
水だ。物を成長させる魔法の力がこもっておるこの水に、成すべきこ
とを話しておいた」
　「ううん、これはどうも、シナイレストラにいた頃のことを思い出さ
せるな･･･」

　各キャラクターは、1人1服のライダーズ・ウォーターを手に入
れる。オークスタッフは、ハマドライアドのキャラクターに「親愛
なる従兄弟への贈り物」と称して、余計に1服のライダーズ・ウォー
ターをくれる。

ライダーズ・ウォーター
Riders	Water／騎手の水	 レベル3　アンコモン
　この魔法の水は、小さな動物から乗騎を作り出す。
消費型	 30gp
汎用パワー◆［消費型］（マイナー・アクション）
　効果：使用者がこの水をかけた超小型の自然の野獣あるいは超小
型のフェイ・クリーチャーは、［乗騎］のキーワードを有する大型クリー
チャーになる。この効果は使用者が次に大休憩を取るときまで持続
する。DMの判断が異なったものでない限り、このクリーチャーはホー
ス（『モンスター・マニュアル第4版』	P.232）と同じデータを有する。

　キャラクターたちに出発の準備ができたら、オークスタッフは“水
の宮殿”の見い出し方を教えてくれる。湖に進むこと。

湖
　湖はオークスタッフの木立から遠くない。

　キャラクターたちが湖に着いたら、以下の文章を読み上げること：
　穏やかな湖の真ん中には小さな森に覆われた島があり、白亜の小宮
殿が建っています。水は水晶のように透明で、底の砂利まで見通せま
す。水面下では多彩な色を帯びた小魚がいくつもの群をなし、上空を
飛ぶ虹色のトンボたちを追って、トンボの動きを鏡に映すように泳い
でいます。湖の深みでは、カワウソの仔たちがはしゃぎ、浮いては沈
みながら無邪気に遊んでいます。岸に沿って小道が延び、小さな木製
の桟橋の隣に、幅広く底の浅い筏

 いかだ

がとめてあります。筏のそばには水
上で舟を操る長い竿が横たえてあります。
　〈魔法学〉（難易度20）：湖水は魔法のオーラを帯びている。何ら
かの守りの魔法がかけられているのだ。
 キャラクターたちは、岸から島まで筏を使って移動できる。ある
いは泳いでみることもできる（難易度9の〈運動〉判定）。もしくは、
キャラクターがカワウソを引きつけることができれば（難易度13の

〈自然〉判定）、この小動物にライダーズ・ウォーターを使うことも
できる。パーティーが筏を使う場合、一人は竿を使って筏を操縦し
なければならず、そのキャラクターは両手が空いていなければなら
ない。
　キャラクターたちが岸を離れたら、次ページのエアリエルの襲撃
に進む。

エアリエルの尋問
　キャラクターたちがエアリエルの命を奪わず、戦闘の後で彼に質
問をするのなら、このピクシーは攻撃したことを詫び、彼は“角の王”
カルボンの力の支配化にあったのだと主張する（難易度9の〈看破〉
判定に成功すれば、彼が自分の言ったことを本当だと信じているこ
とがわかる）。
　エアリエルが話せるのは、カルボンがオルランドを取り戻すため
に自分を送り込んだということだ（キャラクターたちの中に飛び込
んでしまったのは偶然である）。エアリエルはさらに、カルボンと
ソリスが自分を送り込んだのは、この2人はまだ “水の宮殿” を邪悪
から守護するポルフェリオの守りの術を突破できないからだ、とい
うことも明かすことができる。
　また、彼はソリスの計画や島の魔法に関してはほとんど知らない
が、ジュリアナが“百塔宮”にいることは知っている。
　吐けるだけのことを吐いてしまうと、エアリエルは悪党どもから
身を隠し、他のフェイにはキャラクターたちの慈悲について話すこ
とを誓う。
　P.39のセッションの終了に進む。
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エアリエルの襲撃
遭遇レベル2

セットアップ
エアリエル、ピクシーのウィンド・メイジ（A）
ウォーター・スパウト（W）	 4体
ちっちゃなカワウソたち（O）

　キャラクターたちは岸から離れてマップ上に示されたスタート・
エリアの中の6マスにいて、そこから遭遇を開始する。キャラクター
たちが筏

いかだ

を使っている場合、この6マスが筏をあらわす。

　遭遇が始まったら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたが湖水に乗り出すと、雷のような声が轟きます。
　「この島は我

われ

の物だ、愚か者ども！　すでにソリスと我が勝ち取った
のだぞ！」
　あなたがたが離れたばかりの岸には青いローブを着たピクシーの男
が草のすぐ上を飛んでおり、彼の上には、巨大な角を生やし牙を持つ
男の、暗い幻が浮かんでいます。幻はまるで、黒い煙でできた像のよ
うです。
　悪魔めいた幻影はピクシーに向かって言います。「この島の主たるカ
ルボンが命ずる。戦え、僕

しもべ

よ。貴様が呼ぶ風で侵入者を打ち砕き、オ
ルランドを我が元へ連れてこい！」
　その顔はさらに続けてわめき散らそうとしたようでしたが、ピクシー
が湖の上を動き始めると空気は霞み、見えない風に乗った煙のように
邪悪な幻は消え去ります。
　「はい」とだけピクシーが言うと、小さなウォーター・スパウトが4体、
彼のそばに現れ、狩りをする獣のように向かってきます。
　〈魔法学〉（難易度13）：湖水にかけられた何らかの魔法的な効果

（おそらくは防御的なもの）によって、魔物の送った超自然のメッ
セージが中断された。
　〈看破〉（難易度13）：この距離からでも、ピクシーの瞳がどんよ
りと曇っているのがはっきりとわかる。

戦術
　エアリエル：この奴隷化されたピクシーは、まずテンペストをキャ
ラクターたちに使用する。その後、彼はこのパワーを維持し、その
後の攻撃にはウィンド・ガストを好んで用いる。ピクシー・ダスト
は接近戦を挑んできそうな敵に対して使用できるまでとっておく。 
その後の展開も参照のこと。
　ウォーター・スパウト：敵に向かって渦巻きながら飛びかかり、ス
ピニング・スパウトを使用して敵を水中に叩き込もうとする。成功
したら、同じパワーを使って水中の敵にダメージを与え続ける。エ
アリエルとは異なり、このエレメンタルは破壊されるまで攻撃をや
めない。

その後の展開
　エアリエル：このピクシーは完全に自由意志で行動しているわけ
ではない（難易度13の〈看破〉判定）。重傷になると彼の目の曇りは
なくなるが、混乱と恐怖のために戦い続ける（難易度9の〈看破〉判
定）。〈はったり〉、〈交渉〉および〈威圧〉〈はったり〉〈交渉〉〈威圧〉の
いずれかの判定（難易度13）に成功すれば、彼は戦いをやめる。また
重傷になった後でダメージを受けると、彼は降伏し、慈悲を請う。

エアリエル、ピクシーのウィンド・メイジ（A）	 レベル 4　制御役
極小・フェイ・人型、ピクシー
hp：54；重傷値：27	 イニシアチブ：＋6
AC18；頑健15、反応17、意志16	 〈知覚〉＋7
移動速度：4、飛行6（高度制限1）	 夜目
標準アクション
mウィンド・スピア／風の槍（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、加えてエアリエルは対象を1マス横滑りさせる。

Cウインド・ガスト／突風◆［無限回］
攻撃：近接・噴射3（範囲内のクリーチャー全て）；＋7対“反応”
ヒット：1d10＋4ダメージ
効果：エアリエルは対象を2マスまで横滑りさせる

Cテンペスト／暴風域（［区域］）◆［遭遇毎］
攻撃：近接・噴射5（範囲内の敵全て）；＋7対“反応”
ヒット：2d6＋5ダメージ、加えてエアリエルは対象を3マスまで押しやる
ミス：半減ダメージ
効果：噴射の範囲内はエアリエルの次のターン終了時まで“強風で満たされ
た区域”となる。区域内でターンを開始した敵はエアリエルの次のターン終了
時まで減速状態となる。

維持・マイナー：区域はエアリエルの次のターン終了時まで持続する。加え
てエアリエルはゾーンを2マスまで動かしてよい。

Aピクシー・ダスト（［魅了］）◆［遭遇毎］
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発の範囲内の敵）；＋7対“反応”
ヒット：対象は幻惑状態になり、隠蔽や不可視による利益を次のピクシーのタ
ーン終了時まで得ることができない。

技能：〈魔法学〉＋8、〈隠密〉＋11
【筋】＋6（±0）	 【敏】18（＋6）	 【判】10（＋2）
【耐】14（＋4）	 【知】12（＋3）	 【魅】16（＋5）
属性：無属性	 言語：コモン、エルフ語
装備：ローブ

ウォータースパウト×4（W）	 レベル 2　遊撃役
小型・エレメンタル	魔獣（風、水）
hp：36；重傷値：18	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13	 〈知覚〉＋3
移動速度：4、飛行移動6（高度制限1）
特徴
インサブスタンシャル・シフティング／非物質的シフト
シフト中、スパウトは［冷気］ダメージを与える攻撃以外からはすべて、半減ダメ
ージをうける。

センシティヴ・トゥ・コールド／冷気への過敏
［冷気］ダメージを受けたなら、そのスパウトは次の自分のターン終了時まで、イ

ンサブスタンシャル・シフティングを失うと同時に、“次の命中した攻撃に対
する脆弱性5”を得る

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）；＋7対AC
ヒット：2d6＋3ダメージ

M スピニング・スパウト／回転噴出◆初めて重傷になった時に再チャージ
効果：スパウトは4マスまでのシフトを行ない、移動中に隣接したすべての敵に
以下の攻撃を行なう

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“頑健”
ヒット：スパウトは対象を2マスまで横滑りさせ伏せ状態にする。水中にいる
敵は伏せ状態になる代わりに2d6＋3ダメージを受ける。

移動アクション
シフティング・ウィンド／滑る風◆［無限回］

効果：スパウトは2マスまでのシフトを行なう
【筋】10（＋1）	 【敏】17（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】12（＋2）	 【知】5（-2）	 【魅】8（±0）
属性：無属性	 言語：原始語
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カワウソたち
　カワウソは超小型の野獣であり、キャラクター 1人につき1体い
る。基本的にはバカ騒ぎには関わらず、マップ上の自分たちがいる
場所から動かないが、DM かキャラクターが何かすれば別である。
キャラクターはカワウソを筏の方に引き寄せてみてもいい（難易度
20の〈自然〉判定）し、好奇心旺盛なこの動物が逃げ出さないように
気をつけながら、泳いで近づいてみてもいい（難易度13の〈運動〉判
定）。モンスターはちっちゃなカワウソを敵とは見なさない。カワ
ウソは、ライダーズ・ウォーターを使用すれば下記の乗騎に変身さ
せることができる。それ以外にはキャラクターの役には立たない。

大カワウソ	 レベル 1　遊撃役
大型・自然・野獣（乗騎）
hp：28；重傷値：14	 イニシアチブ：＋5
AC15；頑健12、反応14、意志11	 〈知覚〉＋5
移動速度：6、水泳6
特徴
アクアティック・アドヴァンテージ／水中戦優位（騎乗）
水中戦闘において、大カワウソと騎乗者は水棲クリーチャーでない相手に対し
て＋2の攻撃ロールへのボーナスを得る。[水棲]キーワードを持つクリーチャ
ーは大カワウソと騎乗者にとって水棲クリーチャーと見なされる

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）；＋6対AC
ヒット：2d4＋4ダメージ
移動アクション
M プレイフル・スライド／じゃれつき横滑り◆［無限回］

効果：大カワウソは3マスまでのシフトを行ない、シフトによる移動の任意の地
点で以下の攻撃を1回行なう

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋4対“頑健”
ヒット：対象は伏せ状態になる

【筋】14（＋2）	 【敏】16（＋3）	 【判】11（±0）
【耐】12（＋1）	 【知】2（−4）	 【魅】12（＋1）
属性：無属性	 言語：−

　カワウソを変身させたが乗騎として使用しない場合、彼らは戦闘
に加わってくれるわけではない。だがキャラクターが工夫すれば、
別の役に立たせることはできるだろう。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光
　湖水：水深8フィートで穏やかである（泳ぐには難易度9の〈運動〉
判定）
　筏

いかだ

：ヒット・ポイントが0になると沈む。人力で進むので、エア
リエルのテンペストで減速する可能性がある。

いかだ（Raft）	 大型・乗物
hp：45
AC10；頑健10、反応5
完全耐性：［死霊］、［毒］、すべての状態異常
移動速度：水泳3
操縦手
操縦手は船尾に立っていなければならず、12フィートの竿を持たなければなら
ない

積載量
中型クリーチャー6体；600ポンドの荷物

制御不能
操縦がなされていない場合、いかだはランダムに1d3−1マス方向へ進む（最
低0マス）

結末
　エアリエルの命を助け、彼と話したのなら、P.37のエアリエルの
尋問を参照すること。エアリエルはまた財宝も持っている（下記参
照）。キャラクターがエアリエルに対して慈悲深く接したかどうか
を記録しておくこと。これはセッション 12 で重要になる。また、
カワウソを巨大化させていた場合、その獣はセッションの終了まで
乗騎の姿を保つ。

セッションの終了
　遭遇を解決し（そしておそらくはエアリエルと話をし）、“水の宮殿”
のある小島に上陸したところでセッションは終了する。

報酬
　セッションの終了時に、ロザラインおよびオークスタッフと取引
をし、エアリエルと戦った報酬として各キャラクターは250XPを
得る。
　財宝：エアリエルは、フェイの昆虫が閉じこめられた琥珀を磨い
たもの（30gp）をキャラクター 1人につき1個持っている。かれは自
分の命を購うためなら躊躇なくこれを手放す。
　キャラクターたちは、受け取ったものの使用しなかったホース
ス・ブレスとライダーズ・ウォーターについては、持っておいてよ
い。
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セッション8：水の宮殿
　エアリエルとの遭遇の後、キャラクターたちはポルフェリオの水
の宮殿が立つ島の岸辺にたどり着く。周囲を簡単に偵察した後、キャ
ラクターたちは宮殿外部の探検を始める。

　いずれかのキャラクターの受動〈知覚〉達成値が20に達している場
合、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたが岸までやってくると、向こう岸の森のはずれを、緑の
肌の巨人が注意深げに移動しているのが見えます。巨人は槍と楯を
持っており、髪は麦わらのような明るい金髪です。

宮殿外部
　キャラクターたちが島の奥へと移動していくなら、以下の文章を読み
上げること：
　島は向こう岸から見た感じよりも、もっと小さいようです。おそらく、
端から端まで200ペース（約500フィート）ほどでしょうか。島内の宮
殿やその周りの建物のそばには密生した落葉樹の木立があり、その木
陰には薔薇が咲き、小さな埠頭には筏が水に浮いています。
　宮殿は汚れひとつない白大理石の大きなトンネルに似て、円天井に
は金属の飾りが嵌

は

め込まれています。ガラスをはめた巨大な窓が、建
物の正面と背面の大きなアーチを埋め尽くしています。宮殿の長辺を
なす側面には、外に向かって開かれた、柱の並ぶアーケードがあります。
　ドーム状の屋根からは水が流れ落ち、側面の水路を流れて別の宮殿
を取り巻く水路へとつながっています。この水路は宮殿の両側でふた
たび合流し、湖に流れ込んでいます。水路をわたる踏み石があり、さ
らに水路から上の階のベランダに向かって彫刻された石の階段が延び
ています。

　DMの解説をもとに情景をイメージしつつ、キャラクターたちは
島を探検することができる。
　水路：踏み石を渡れば、簡単に水を渡ってベランダへと移動でき
る。
　筏

いかだ

：この筏は埠頭につけてあり、船を操る竿が筏のそばに横たえ
てある。
　薔薇：ここに咲く薔薇はさらなる手がかりをもたらす。P.41の宝
物の項目を参照のこと。
　階段：階段は水路から登ってベランダへと続いている。そこから
宮殿内部に入ることができる。
　〈知覚〉（難易度８）：ブーツを履いた人型生物の足跡が草地から階
段へと続いている。しかし、下の方の段にある足跡は泥ではっきり
しているものの、泥の跡は足跡が登っていくにつれて薄れていく。
　木立：奇妙な痕跡が木立のそばの岸辺まで続いている。これは
オークスタッフの足跡で（難易度8の〈自然〉判定）、水から上がって
島へと上陸し、それからぐるりと向きを変えている。足跡が向きを
変えた場所で、ブーツを履いた人型生物の足跡が見つかる可能性が
ある（難易度13の〈知覚〉判定）。この足跡は階段の方に向かっている。

宮殿内部
　キャラクターたちが宮殿内部に入ったら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　明るい陽光の中に立つ宮殿内部は、透明な丸天井を抜けてくる白い
輝きに満ちています。あたかも建物全体が水晶でできているかのよう
です。どこともしれぬ水源からあふれる水が天井から流れ落ち、宮殿
内を不思議な、聞いたことのあるような音楽で満たしています。ベラ
ンダから短い数段の階段を下り、大きな長円形の部屋に出ると、そこ
には上質なテーブルがあり、その両端に豪華な椅子が据えてあります。
どちらの席にも水晶のグラスが置かれ、階段から遠い側の椅子の傍に
は、小さな銀の盆の上に水晶の水差しが置かれています。壁には額に
入った2枚の絵がかかり、絵に挟まれる形で長い石造りの書棚があり
ます。書棚には書物や雑貨が入っています。
　〈魔法学〉（難易度13）：建築自体は魔法的なものではない。しか
しながら、ドームの頂にある水源は魔法的である。
　〈地下探検〉（難易度20）：この部屋一帯の石床は非常に分厚い様
に見える。
　〈知覚〉（難易度8）：聞こえてくる音楽は、水晶窟の中にある水晶
の音楽と同じものである。
　〈知覚〉（難易度13）：一組の足跡が階段を下りて部屋を横切って
いる（この足跡は宮殿の外で見つかるものと同じである）。

　キャラクターたちは部屋を自由に探索することができる。
　落とし戸：上記の足跡が途切れるまでたどると、この落とし戸が
見つかる。さもなければ、捜索することで発見できる（〈捜索〉難易
度13）。キャラクターたちが落とし戸をあけたら、オルランドに進む
こと。
　調度：この部屋の調度品は通常のものだが、装飾ゆたかな作りで
ある。
　グラス、水差し、盆：これらは見事な細工の品である（P.3の宝物
表を参照）。水差しには半ばまで水が入っており、落とし戸に近い
方のグラスにも少し水が入っている。グラスに近づいたキャラク
ターは、水がテーブルの上と落とし戸近くの床にこぼれているのが
わかる。これらを手掛かりにして、その近くを捜索したキャラクター
はすぐに落とし戸を発見する。
　絵：それぞれの絵には一人の人物が描かれている。それぞれ別の
絵であるにも関わらず、お互いを優しく見つめあっているように見
える。一枚は銀髪で豪奢な衣服を身につけたハンサムな男性である。
大きな力を表す輝きに包まれており、笑った目には鋭い知性の閃き
が宿っている。もう一枚に描かれているのは、美しい女性のフェイ
であり、黒髪で、最高級の衣装に身を包んでいる。彼女の姿は穏や
かさを醸し出している。
　書物：すべてポルフェリオが書いたものである。1番〜194番の
番号が振られており、一冊ごとにこの島での日々のうち1年間が記
されている。194冊目にはポルフェリオが自分の魂を埋葬する決意
について書かれている。日誌の最後の行はこう読める：私の命と力
を、カエアウィンの魂とともに墓に封じる。以後は、私たちの愛情は
この永遠の庭の中に留め置かれよう。この庭が残る限り永久に、私た
ちの眠りは楽しきものとなるだろう。
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オルランド
　キャラクターが落とし戸を開いたら、以下の文章を読み上げること：
　扉を開けると、レイピアの先が突き出し、男性の叫び声が飛び出し
ます。「さがれ！　僕を生きてここから連れ出すことはできないぞ！」
　隠れ場所を満たした光に彼の目が慣れると、若い男は刃をおろす。
彼の言葉は決然たる怒りから、混乱した人のものに変わります。「僕は
君を知っているのか？　君はジュリアナを知っているか？」

　この若い男は（そうしろと言われなかった場合でも）落とし戸の中
の穴を登って出てくると、混乱したようにキャラクターたちを見つ
める。クリスタルブルックの者なら、この男がオルランド・タモラ
だとわかる。しかし、今の彼はこの部屋にある絵の人物のような銀
髪で、そうであった筈の黒髪ではない。彼の目は片方が青く、もう
片方は緑だ。しかしオルランドの両目は緑色だったはずなのだ。

オルランドと話す
　オルランドはパーティーにクリスタルブルックの者がいればそれ
とわかる。だが、彼は自分の記憶の全てをきちんと把握しているわ
けではない。だが彼は一度ジュリアナの苦境について知れば、彼女
を救う以外には何も求めない。キャラクターたちとの会話の中で、
オルランドは以下のようなことを話す可能性がある。
　あなたに何が起きたのか？：「僕は森で目覚め、何が起きたのかわか
る間もなく、太陽のような瞳をした貴婦人に連れていかれた。彼女は
僕を裸の丘の頂に一本だけ木が生えている場所に連れて行った。それ
から歩く木のサー・オークスタッフ･･････僕の古い友人が来て、また
僕を連れだした。彼が僕をここに運んだのが今朝だ。彼は、僕はもう
安全だと言っていた。その後で、君たちが来るのが聞こえたから僕は
隠れていたんだ。そう、そこにだよ」
　あなたの古い友人？　あなたの秘密の場所？　「そうだ、ここは僕の
“水の宮殿”だよ。豪勢なものだろう？」
　あなたは自分のことをポルフェリオだと思っているのか？　「思う、だっ
て？　僕はポルフェリオだ。違うかい？ 一体何を言ってるんだ？」
　なぜカエアウィン／ジュリアナのところを離れた？　「僕はそんなこと
はしない！　彼女はどこだ？　君たちと一緒なのか？」
　あなたが彼女のことを置いていったのではないですか？　「彼女を見
たことを思い出せない。目覚めてから見たのはロザラインだけだ。ジュ
リアナがいたのか？　彼女は今どこにいる？　彼女を見つけなけれ
ば！」
　あのハグが彼女を連れいていったのです：「何だって？　ハグ？　で
は彼女を助けなければ！　僕と一緒に来るものはいるか？」
　自分がハグの儀式の一部になっていることを覚えていないのですか？
　「覚えていない。でも何日か前の夜に、悪い夢を見たことは覚えてい
る。僕はまだ夢を見ているのか？」

　オルランドの言うことは、ジュリアナに比べると首尾一貫しては
いない。キャラクターたちは、彼の記憶の一部を呼び戻す鍵を持っ
ているだろう。セッション3で手に入れたロケットだ。プレイヤー
が覚えていなくても、キャラクターは覚えているのだから、DMは
これを思い出させてあげてよい。
　オルランドのロケット：キャラクターたちがオルランドに彼のロ
ケットを見せると、彼は即座にクリスタルブルックの者のことを思
い出す。さらに、なにが起きたのかをもっと思い出す。彼の記憶に
よれば、3〜4日前に水晶窟から出てきた直後に、彼とジュリアナ

はカルボンとソリスに捕らわれた。悪党どもは二人を秘密の宮殿に
つれていき、一日かそこら閉じこめていた。それから魔物は彼らを
縛ると宮殿の屋根の上にある東屋へつれていった。ハグが奇妙な言
葉で歌い始めたが、すぐに緑色の巨人が無数のフェイとともに乱入
してきた。乱闘の中でオルランドは自由になったが、そこでまた彼
の記憶が途切れている。
　オルランドの中のポルフェリオでもある部分は、ソリスが試みて
いること（そして、島での1日は外界の1週間にあたること）を、教
えることができる。かれは自分がカエアウィンとともに死んでいる
はずだということは知っている。だが、彼の魂は今やオルランドと
カルボンの中で生きている。ポルフェリオは、湖の岸でエアリエル
に命令していたあの魔物がカルボンだということを確証してくれる。
　オルランド／ポルフェリオはカエアウィン／ジュリアナの救出を
最優先する。パーティが、自分たちが取り引きしたアーチフェイの
代理人の要望を伝えると、彼はウーマもしくはラグナルと会うため
に喜んで同行する。
　会話の終わり：キャラクターたちがオルランドにロケットを渡す
ことができなくても、彼はパーティが力を貸しているアーチフェイ
の代理人の所まで同行することには同意する。これまでの、そして
これからの助力に感謝して、ポルフェリオはキャラクターたちがこ
の場所から持っていってよい宝物を示してくれる。さらに宮殿の庭
に生えている薔薇を持っていくように、と言った彼が先を続けよう
としたその時、ラグナルの従兄弟であるバサルがオルランドを殺し
にやってくる。P.42ヴァービーグのジレンマに進むこと。

セッションの終了
　バサルがオルランドを殺したのなら、バサルはラグナルへの証拠
の品としてオルランドの首を持っていく。キャラクターたちは休息
し、報酬を得た後で、次のセッションを始めるために、取り引きし
たアーチフェイの代理人のところへ戻ることになる。

報酬
　各キャラクターは、オルランドを見つけ、それ以上のことを知り、
バサルと戦ったことによる報酬として350XPを得る。オルランド
の命を救った場合は追加で150XPを得る。このシーズンのセッショ
ンに毎回参加していたプレイヤーのキャラクターは2100XP（オル
ランドを救った場合は2250XP）を獲得している。2250XP を得た
キャラクターは3レベルに成長する。
　宝物：キャラクターたちはここを離れる前に、宮殿に生えている
薔薇の葉を一枚、摘んでいかなければならない。オルランドが遭遇
を生き延びていれば、彼がこのことをキャラクターたちに思い出さ
せる。彼の中のポルフェリオである部分が、キャラクターたちが薔
薇の葉を必要とするのを知っているからである。ただし、キャラク
ターたちがそれを必要とする理由まで分かっているのは、彼がロ
ケットを持っている場合に限る。キャラクターたちは今や、セッショ
ン10で“百

はくとうきゅう

塔宮”に入るための葉を全て持っているはずである。
　“水の宮殿”には水晶のグラスと水差し（20gp）のほかにも、いくつ
か価値ある品がある。キャラクターたちがオルランドが指し示す財
宝の在処を探せば、ポーション・オヴ・ヒーリング 1 本に加えて、
キャラクターのうち誰か1人に会わせてDMが選んだアイテムか、P.3
の宝物表でロールしたアイテムを見つけることができる。
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ヴァービーグのジレンマ
遭遇レベル4

セットアップ
バサル(B)
オルランド(O)
落とし戸(T)

　バサルは身を隠しながらやってくるが、彼は実際に不意討ちをす
るためというより、印象的な登場を意図してそうする。受動〈知覚〉
が20以上のキャラクターは、巨人が話し始める直前に彼に気づく。

　バサルが到着したら、以下の文章を読み上げること：
　「さあ、求める獲物を見つけたり。宴の客もまさしくお揃いだな！」
　こう言って階段の最上段に現れたのは、気取った笑いを浮かべた細
身の巨人。その緑の肌に尖った耳、髪と瞳は麦わらと同じ小麦色です。
槍に身をもたせ、ゆるく構えた盾は笑うエルフの顔みたいな形をして
います。毛を内側に向けた皮鎧は、何やら青い獣の毛皮でできています。
　「ラグナルよりのご挨拶を申し上げよう。私は緑の妖精族のバサル。
宴を台無しにして申し訳ないが、ここで諸君は死なねばならん」
　オルランドはぎょっとした様子ですが、バサルには、即座に動く様
子は見えません。

　キャラクターたちは落とし戸から2マス以内に配置する。バサル
がラグナルと同種のクリーチャーであることは、キャラクターたち
にもわかる。キャラクターたちがセッション6でラグナルに会って
いれば、彼らはヴァービーグについてすでに知っているかもしれな
い。まだ会っていなければ、この時点で〈魔法学〉判定を行なってバ
サルについて下記の情報が判明するかどうかを判定する。
　〈魔法学〉（難易度13）：これはフェイの巨人ヴァービーグである。
ヴァービーグとしては若い。ヴァービーグたちは戦士であり、また
トリックスター（道化者）でもある。
　〈魔法学〉（難易度20）：ヴァービーグは時として狡猾なゴロツキ
として有名である。彼らはゲームを愛するが、同時にいつでもルー
ルの抜け穴を探している。

その後の展開
　オルランドを殺すのがバサルの任務である。しかし、彼としても
まず話し合うのは望むところである。キャラクターたちが話し合い
を拒否しても（ウーマの手助けをしている場合など）、パーティーが
ラグナルに送り込まれたのだと説明しても、パーティーが攻撃する
前にバサルは取引を持ちかける。

　バサルが取引を持ちかけたら、以下の文章を読み上げること：
　バサルは片手を上げてあなたがたに向けると、言います。
　「私には果たすべき使命がある。見たところそちらも同様の様だ。そ
こで賞品をかけて競争といこう。いいかな？　これが私の提案だ。い
ずれかが倒れるか屈服するまで戦う。勝った側がオルランドを得るの
だ。見たところ、公平のためには諸君全部と一度に戦うぐらいでちょ
うどよかろう」
　「どうかな？　戦い以外の手段があれば、ぜひ聞きたいものだ」
　〈看破〉（難易度19）：この巨人は信用できなさそうです。

　プレイヤーたちに、キャラクターに異なるルールを提案させるよ
う促すこと（おそらく致死的ではないバージョンのルールなどだろ
う）。ヴァービーグは死ぬまでではなく戦闘不能になるまで戦うと
いう条件や、バサルがキャラクターたちを倒すまでオルランドを攻
撃しないという条件には賛成する。キャラクターたちがルールを提
案しないなら、バサルは自分のルールにのみ従って戦う（戦術の項
を参照）
　バサルは、戦いにおいてオルランドがキャラクターたちの側に
入って戦う事については、オルランドを目標としてよい（ルール上
オルランドを攻撃してもよい）のでない限りは良しとしない。キャ
ラクターたちが提案を拒むなら、オルランドはバサルの最優先攻撃
目標となる。オルランドにとっては戦いから除外されるのは面白く
ないが、彼はキャラクターたちが決めた条件には従う。

バサル、ヴァービーグの狩人（B）	 レベル 4　単独　遊撃役
大型・フェイ・人型（ジャイアント）
hp：220；重傷値：110	 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健18、反応16、意志15	 〈知覚〉＋8
移動速度：8	 夜目
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
特徴
ハンターズ・アジリティ／狩人の俊敏さ
バサルは1回のマイナー・アクションで伏せ状態から立ち上がることができる。

ハンターズ・レジリアンス／狩人のしぶとさ
バサルのターン終了時、すべての幻惑状態、朦朧状態、支配状態は効果を終
了する。

ヴァービーグ・ステルス／ヴァービーグの隠れ身
バサルが占めているマスのうち少なくとも1つが、あるクリーチャーに対して“良
好な遮蔽”または完全視認困難を有しているなら、バサルはそのクリーチャー
から隠れるための〈隠密〉判定を行なうことができる。

標準アクション
mスピア（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋7ダメージ、加えてバサルは1マスのシフトを行なう

rビウィルダリング・ボルト／惑わしの矢（［精神］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：2d6＋5［精神］ダメージ、加えて対象は自身の次のターン開始時まで
バサルを攻撃することができない。

M ハンターズ・モーメンタム／好機得た狩人◆［無限回］
効果：バサルは3回の基礎攻撃を行なう。
移動アクション
バウンド／跳躍移動◆［無限回］

効果：バサルは4マスまでシフトを行なう。この移動中は移動困難地形を無視
し、敵の占めているマスを通過することができる。

マイナー・アクション
Cランジング・スウィープ／払い突き込み（［武器］）◆バサルがハンターズ・モ

ーメンタムでそれぞれ異なる目標3体にヒットを与えた時に再チャージ
攻撃：近接・噴射3（噴射内のクリーチャー全て）；＋7対“反応”
ヒット：1d8＋5ダメージ、バサルは対象を伏せ状態にし、1マスのシフトを行
なうことができる

トリガー型のアクション
M スウィーピング・リポスト／突き返し薙払い（［武器］）◆［無限回］（1回／ラウ
ンド）
トリガー：敵がバサルに攻撃をヒットさせる
効果（フリー・アクション）：バサルはトリガーとなった対象にスピアを使用する。
ヒットしたなら目標は伏せ状態になる

技能：〈運動〉＋12、〈はったり〉＋9、〈隠密〉＋10
【筋】20（＋7）	 【敏】16（＋5）	 【判】12（＋3）
【耐】15（＋4）	 【知】11（＋2）	 【魅】14（＋4）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語、巨人語
装備：ハイド・アーマー、ライト・シールド、スピア
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オルランド（O）	 レベル 2　遊撃役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：40；重傷値：20	 イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応14、意志14	 〈知覚〉＋4
移動速度：6
特徴
スカーミッシュ／機動戦闘
オルランドが自分のターンにおいて、移動開始時にいた場所から4マス以上離
れた場所まで移動したなら、次の自分のターンの開始時までに行なうすべての
近接攻撃は＋1d6ダメージを与える。

標準アクション
mレイピア（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ、加えてオルランドは1マスのシフトを行なう

技能：〈運動〉＋8、〈交渉〉＋9
【筋】14（＋3）	 【敏】16（＋4）	 【判】10（＋1）
【耐】16（＋4）	 【知】10（＋1）	 【魅】17（＋4）
属性：善	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、レイピア

戦術
　バサル：ヴァービーグの狩人は、オルランドが戦闘に加わってい
るなら、まず彼を片付けようとする。もしバサルがオルランドを殺
してよいというルールになっているなら、バサルは彼を殺し次第、
戦闘をやめることを提案する。
　複数の敵に対しては、バサルは攻撃を分割する。そうすることで
ランジング・スウィープの再使用が可能になるという優位を生かそ
うとするのである。バサルは、キャラクターたちが別の条件を提案
していない限り、相手を殺すまで戦う。
　バサルはその機動力を使ってキャラクターたちを分断し、防衛役
をすり抜けようとする。彼はなるべくスウィーピング・リポストを
温存し、バサルのターンにバサルを敢えて攻撃しようとするキャラ
クターに対して使用する。スキューアー（訳注：このパワーをバサ
ルは持っていない、記述ミスと思われる）も同様に、面倒な敵を遠
ざける役に立つ。
　バサルは敵を伏せ状態にすることで戦術的優位を得る。彼は自分
に戦術的優位を与える敵を攻撃できるならば、常にそうする。この
際、重傷でないならば、機会攻撃を受けることも厭わない。彼は机
の下に無理やり入り込んでヴァービーグ・ステルスを使用し、戦術
的優位を得ることもできる。しかし、この小細工は1回しか使えない。
キャラクターがこれに気付けば、机の下をのぞきこんで無効化する
ことができるからである。
　バサルが重傷になったら、キャラクターの提案したルールによっ
てそれが不可能でない限り、オルランドを殺そうとする（バサルの
基本ルールは勝者がオルランドを獲得するというものだが、その際
のオルランドの状態については明言していない）。〈交渉〉および〈威
圧〉（難易度20）を使えば、彼を止めることができる。〈威圧〉判定（難
易度 20）によって重傷のバサルを屈服させることもできる。残り
ヒット・ポイントが 45 ポイントになったら、バサルは屈服する。
屈服してもバサルは降伏はせず、単に敵意を抑えるだけである。キャ
ラクターが同様にしなければ、彼は攻撃を再開する。
　オルランド：オルランドがキャラクターたちとともに戦う場合、プ
レイヤーの1人がオルランドの行動を決定し、命中ロール、ダメー
ジ・ロール、その他の判定を行なう。バサルの攻撃を受けた場合、
オルランドは自分を守ろうとする。

このエリアの情報
　照明：“明るい”光。
　書棚：石造りの書棚は高さ15フィート（よじ登るには難易度9の

〈運動〉判定）で、壁から削り出されているので動かすことはできない。
　椅子とテーブル：これらの家具を含むマス目は“移動困難な地形”で
ある。
　階段：階段は“移動困難な地形”である。
　落とし戸：キャラクターたちが落とし戸を閉じない限り、このマ
スは深さ10フィートの落とし穴となる。内部には梯子が下りている。

結末
　遭遇が終了したら、P.41のセッションの終了に進むこと。

T

O
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セッション9：和解
　オルランドを見つけた後、キャラクターたちは彼らが手助けをす
ることにしたアーチフェイの元へ戻る。以下を手がかりとしてこの
シーンのロールプレイをすること。

こんな月夜に貴様に会うとは
　キャラクターたちがアーチフェイの元に戻ったら、以下の文章を読み
上げること：
　黄昏が再びポルフェリオの庭に下りてきます。満月が昇り始めます。
フェイの野営地へ向かう途上で、あなたがたは、この島にやって来た
ときに通り抜けた、キノコの輪のところに来かかります。青白い光の中、
フェイたちの大集団が見えます。東の岸にはニンフとピクシーに囲ま
れたウーマがいます。反対側にはサテュロスとワイルデンを従えたラ
グナルがいます。ずっと向こうで、オークスタッフが流れをまたいで
立っています。
　「こんな月夜に貴様に会うとはな、高慢ちきなウーマ」ラグナルが言
います。「あの老いぼれ騎士が俺たちを呼びつけて、話し合えだとさ」
　「何を話せと？　厚かましいラグナル」ウーマが言います。「あなたの
傲慢極まりない怒りが文明の守りを台無しにして、私たちの間の戦の
火を煽り立てたのでしょうに」
　「よそものたちがやってきた」ラグナルが言います。「あいつらに話さ
せよう。それから決着をつけようじゃないか」
　「争うな」オークスタッフが言います。「静粛に」

　オルランドが生きていたら、以下の文章を読み上げること：
　全員の視線がオルランドに注がれます。
　「いらっしゃい、かわいい子」ウーマが言います。「私たちはあなたを
守ります」ドライアドはオルランドへと手を差し伸べますが、ラグナル
はその盾に槍を打ちつけます。
　「貴様が奴を守るだと？」巨人はわめきたてます。「奴をこっちに連れ
て来い！」
　「争うな！」オークスタッフの声が轟きます。「静粛に！」

　どのように会話を進めるかはプレイヤーたちが決めてよい。オル
ランドが死んでいた場合、彼の首はバサルの手の中にある。バサル
がキャラクターたちとの遭遇で生き延び、かつオルランドを殺して
いなかった場合、彼はラグナルの傍にいる。オルランドが死んでい
た場合、英雄たちは彼の亡骸を運んできているだろう。もしオルラ
ンドが死んでいて、そして誰もその亡骸を運んできていなかった場
合、ウーマは部下のフェイに亡骸を運んでこさせる。もしバサルも

オルランドもこの場にいなかった場合、オルランドの言葉に進む前に
コラム死と栄光を参照すること。

オルランドの言葉
　もしオルランドが生きており、ロケットを手にしていた場合、彼
はより正気に戻る。ロケットを手にしていない場合は、彼はまだ混
乱したままである。ウーマは数分かけて彼をなだめ、彼とポルフェ
リオが協力して一人の人格になり、話せるようにと励ます。オルラ
ンドが死んでいた場合、ラグナルは数分かけて闇の儀式を執行し、
オルランドの首に言葉を発させる。
　オルランドは死んでいる（もしくは死んでいた）場合でも、自分の
入り混じった魂は、ポルフェリオが自身とカエアウィンのために建
てた墓の中へと逃げ込んでいくのだということを明らかにする。オ
ルランドの中に入り込んでいる、オルランド自身とポルフェリオの
二人ぶんの魂は不完全なものである―即ち、二人のそれぞれ一部
分ずつが忌まわしきカルボンの中に残っているのだ。この自然なら
ざる事態と、そしてポルフェリオ自身が紡いだ古い魔法のために、
混ざり合った魂のいずれもがこの世界に繋ぎとめられている。それ
ゆえ、カルボンとソリスを殺しても、彼らの中にある魂のかけらが
失われる心配はない。
　オルランドが生きていた場合ラグナルは、魂が島に留まっている
ことが分かった以上、この若いヒューマンを殺そうというのは誤っ
た思い付きであったことを口に出して認める。もしオルランドが殺
されていた場合、ソリスとカルボンが墓の中の魂を見つけ出すのは
時間の問題である。また、ウーマは、混じりあった魂がシャドウフェ
ルに取り込まれず無事である以上、真の死に至ることはなく、そう
であれば “百

はくりょうせん

療泉” がすべてを然るべき様に戻してくれるだろうと付
け加える。

　オルランドが話し終わったら、以下の文章を読み上げること：
　ウーマとラグナルは、オルランドの言葉を聞き終わると、長いこと
黙ったまま立ちすくんでいます。
　「私たちはあまりにも不注意でしたね」とうとうウーマが言います。
　「そしてあのハグめに、いいように馬鹿にされたのだな」ラグナルが
言います。
　「愚かな争いをしていたのが残念だわ」ウーマが言います。
　「復讐してやる。そうすればこの恥も少しは薄れるだろう」ラグナル
が言います。彼はあなたがたのほうを振り返ります。「このよそものた
ちは俺たちの目を開かせてくれた。そうして自分達が抜け目のない代
理戦士だということも証明した」
　「そうして素晴らしい英雄たちだということも」ウーマが言います。

「今は私たちでは踏み込めないあの場所に入れるだろう、素晴らしい
英雄たちなのだ、と」
　ラグナルはその言葉に同意し、そうして残忍な笑みを浮かべます。

「“百
はくとうきゅう

塔宮” に、俺たちは踏み込めない。だがこの勇敢な連中は、俺たち
にはかなわなかったあの裂け目に橋を掛けてくれるかもしれん」
　「そうね。さあ、あなたがた、」ウーマは言い、微笑みながらあなたが
たのほうに手を差し伸べます。「私たちの頼みを聞き入れていただける
かしら？」

　キャラクターたちがソリスと戦うことを承知すると、代理人たち
は、任務を完遂した折には素晴らしい恵みがあることを約束する
―すべてのキャラクターが“百療泉”から水を飲むことができる（し
かも通常の副作用なしに）というのだ。泉はその水を口にしたもの
を死ぬまで島に繋ぎとめるが、ウーマは自分ならその呪いを跳ね返
せるというのである。

死と栄光
　オルランドの死：もしオルランドが水の宮殿のところで死んでいる
なら、続く会話はその事実を反映したものになる。ウーマは自分の決
断の遅さが招いた事態の重さを悲しげに認める。いったん真実が
明らかになると、ラグナルは自分の“あの坊主を殺せ”という乱暴な決
断を呪う。アーチフェイの代理人たちは和解し、この悲劇の元凶と
なった悪党どもの息の根を止めるために手を組むと誓う。
　バサルの運命：もしキャラクターたちがバサルを殺していた場合、
ラグナルは何が起きたのか説明せよと迫る。キャラクターたちが戦
闘の最中に公正でないことをしていたなら、ラグナルはキャラクター
たちが何を言おうとも彼らを疑ってかかるようになる。キャラクターた
ちが何か隠し立てをした場合、オルランドがラグナルに本当は何が
あったかを話す。アーチフェイは怒るが、ソリスを倒すまで復讐は待っ
てやろうと言う。
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任務の相談
　キャラクターたちがソリスと戦うことに同意すると、ラグナルと
ウーマは仲間のフェイたちと共に、この任務についてキャラクター
たちに説明する。

◆ P.4の冒険の背景について、プレイヤーたちが知らない事実があ
ればそれを繰り返す。特に、どうやってソリスがこの島を支配
する力を得たかということについては詳しく話す。もし、彼女
とカルボンが魂を完全に吸い込んでしまえば、彼らは島全体と、
そして “百療泉” を支配する力を獲得してしまう。そうなれば、
宇宙の在り様すら脅かすことに繋がりかねない。

◆ “百塔宮” は擬似次元界である。夏の妖精族、緑の妖精族、そし
てこの島で生まれ育ったものはそこに入ることはできない。入
るには、キャラクターたちは宮殿の茨の迷路を抜けてその中心
まで行き、そこにある日時計に 4 つの鍵を使わねばならない。
これはパーティーがどの鍵を持っているか確認するよい機会と
なる（宝物参照）。

◆ 経験上、どうやらソリスは島で生まれ育ったもののいくぶんか
に影響を及ぼすことができるようである。彼女が “百塔宮” にい
るときにはその力が強まっているということも十分に考えうる。

◆ アーチフェイは2人とも、あらゆる邪悪なフェイ―例えばソ
リスのジヴォートなど―は排除すべき敵とみなす。ウーマは、
宮殿内にいる魔法をかけられたクリーチャーはすべて見逃して
やってくれとキャラクターたちに頼み込むが、ラグナルはその
考えを鼻で笑い飛ばす。「戦争は戦争だ」彼は唸り声を上げる。（も
しキャラクターたちがバサルを殺していた場合、彼はこの “不必
要な死”を例として持ち出す）

◆ キャラクターたちがソリスを倒したら、この島へと続くフェイ
のための道が再び開く。そうしたら彼らは可能な限り速くやっ
てきて、キャラクターたちを“百療泉”へと連れて行く。

　相談が終わったら、以下の文章を読み上げること：
　「この任務を引き受けてくれるとは、なんて命知らずなんだ」ラグナ
ルは言います。「ソリスと戦って生き延びるのは難しいぞ」
　「でもあなたたちはこの島の最後の希望なのです」ウーマが言います。

「ああ、一度でもあのハグの手に落ちたもの、一度でもあのハグが持っ
ていたものが何かあればいいのに。どんなに小さなものでもいいから。
それさえあれば、あの女を倒すのもずっと楽になるのだけれど」
　「あいにくそんなものはないのだよ、魔女よ」ラグナルはそう言うの
です。

　キャラクターたちは、セッション4で手に入れたソリスス・ブラッ
ドストーンを持っている。プレイヤーたちが覚えていないようなら、
その遭遇に居合わせたレプラコーンの1体が今の会話を聞いていて、
そのことを指摘する。

　ソリスス・ブラッドストーンが目の前に出されると、オークス
タッフ、ウーマ、そしてラグナルはそれに魔法をかける。
　その後ウーマは石をキャラクターたちに返し、こう言う。「再び
月が昇るまで、あなたがたがこの小さなしるしをソリスの前で持って
いるなら、あの女はあなたがたを苦しめるのにずいぶんと骨を折るこ
とになるでしょう。あの女にこれが見えるように差し出しなさい。そう
したらあの女はあなたがたに打たれるまでもなく、恐怖を知ることに
なるでしょう」

ソリスス・ブラッドストーン
　この真紅の石は、フェイの力に満ちて微かな唸りを上げ続けている。
特性：使用者および使用者から10マス以内にいる味方すべては、［魅
了］、［恐怖］および［幻］の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。使用者およびボーナスを得る味方は、互いに対す
る攻撃ロールに−2のペナルティを負う。

汎用パワー（［恐怖］）◆［一日毎］（マイナー・アクション）
　効果：次の使用者のターンの終了時まで、使用者から10マス以内に
いて［魅了］、［恐怖］および［幻］のキーワードを持つパワーを使用する
敵すべては、そのパワーを使用した攻撃ロールに−4のペナルティを負
い、さらにクリティカル・ヒットにすることはできなくなる。

宝物
　キャラクターたちの英雄的な働きに対し、ウーマとラグナルは
パーティーに魔法のアイテムをくれる。もしキャラクターたちがバ
サルを負かしつつも殺していなかった場合、ラグナルは従弟に向
かって魔法のアイテムを提供するように言う。P.3の宝物表から特
定のキャラクターのためにアイテムを選ぶか、あるいは表をロール
すること。フェイたちはさらにキャラクターたちにポーション・オ
ヴ・ヒーリング1本と、欠けている鍵をすべてくれる。

その後の展開
　アーチフェイの代理人たちが相談を済ませ、キャラクターたちに
報酬を与えてしまうと、フェイたちはその場所で野営の準備をし始
める。ウーマとラグナルは今後のあれこれを相談し、またこれまで
の諍いを改めるためにオークスタッフとともに引っ込む。フェイの
小さな一団が “百塔宮” へと続く迷路の際までキャラクターたちを案
内し、キャラクターたちが起きたらすぐに出かけられるように取り
計らってくれる。フェイたちはパーティーを手伝って天幕をふたつ
建てると、立ち去っていく。
　キャラクターたちに、どのように野営の準備をしたか、また見張
りを立てるかどうか―いつ、誰を立てるのかを確認すること。ま
た、彼らが火やその他の光源を点しておくかどうかも重要である。
パーティーが大休憩を取りにかかったところで、ソリスのジヴォー
トたちが攻撃をしかけてくる。次ページの戦闘遭遇夢盗人に進むこ
と。

セッションの終了
　遭遇の決着がついたら、キャラクターたちは大休憩を取り終える。
次のセッションは、迷路の中に入っていくところから開始される。

報酬
　セッションの終了時に、それぞれのキャラクターはアーチフェイ
の代理人の間に和解をもたらしたこと、任務の計画を立てたこと、
そしてソリスのジヴォートどもを倒したことに対して200XPを獲
得する。まだ3レベルになっていなかったキャラクターも、この時
点で、レベル3になるだけの経験点を得ていることだろう。

オルランドの役割
　もしオルランドが生きていたなら、宮殿に侵入するための準備の
間、彼はそこに同席し、愛する人を助け出すための計画に自分も加え
てくれと言う。ウーマとラグナルは、彼はソリスの手が届かないよう自
分たちと一緒にいなければならない、と説得する。ただしソリスが倒
されたら一緒に宮殿に連れていくという約束もする。
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夢盗人
遭遇レベル2

セットアップ
ジヴォートの影呼び（C）	 1体
ジヴォートの網使い（N）	 1体
ジヴォートの切り裂き屋（S）	 3体
ジヴォートの投げ矢使い（D）	 2体
転がる丸太（L）	 	 2本

　真夜中、ジヴォートどもはひっそりと迷路を抜けて、キャラクター
たちの野営のすぐ傍まで音もなく忍び寄る。受動知覚17以上のキャ
ラクターが見張りをしていた場合、必ず彼らの接近に気付く。彼ら
は他のキャラクターに警告しつつ立ち上がることができるが、眠っ
ていたキャラクターは伏せ状態で戦闘を開始する。
　モンスターの接近に誰も気付かなかった場合、ジヴォートは不意
討ちラウンドを得る。この場合、すべてのキャラクターは伏せ状態
で戦闘を開始する。

　ジヴォートが攻撃を仕掛ける際、以下の文章を読み上げること：
　青い肌と橙色の目をしたちっぽけなクリーチャーが、金切り声やと
きの声を挙げながら闇の中から湧き出してきます。正面の数体は何や
ら熱狂的にしゃべりたてながら、迷路の入り口近くの森から丸太を転
がし落してくるのです。

　2体のジヴォートの切り裂き屋は、転がる丸太を支えている（戦術
参照）。イニシアチブをロールする際、切り裂き屋についてはまと
めて一団としてロールするのではなく、個々にイニシアチブをロー
ルすること。

ジヴォートの切り裂き屋×3（S）	 レベル 1　遊撃役
小型・フェイ・人型生物
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

rダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5/10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
カニング・ステップ／ずる賢い一歩◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵に攻撃がヒットする。
効果（フリー・アクション）：このジヴォートは1マスシフトする。

シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回
トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

技能：〈隠密〉＋7、〈はったり〉＋5
【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ダガー4本

ジヴォートの投げ矢使い×2（D）	 レベル 1　砲撃役
小型・フェイ・人型
hp：22；重傷値：11	 イニシアチブ：＋2
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 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）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

rダーツ（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ。

Rダート・ヴォレー／ダーツ連射（［武器］）◆無限回
効果：ダートを2回使用する。

Rドリーム・ヴェノム・ダート／夢毒のダーツ（［毒］、［武器］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d4＋3ダメージ、目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

トリガー型のアクション
ダーターズ・ステップ／投げ矢使いの一跳び（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートは2マス瞬間移動する。

【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー、ダーツ4本

ジヴォートの網使い（N）	 レベル 1　制御役
小型・フェイ・人型
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
特徴
クルーエル・スラッシャー／残忍なる加虐
ジヴォートの網使いは、伏せ状態、動けない状態、減速状態、拘束状態のいず
れかである敵に対して、ダメージ・ロールに＋2ボーナスを得る。

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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

Aネット（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発の範囲内のクリーチャーすべて）；
＋5対“反応”

ヒット：目標は拘束状態になる（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
Rボーラ（［武器］）◆無限回

攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：目標は伏せ状態になり、この網使いの次のターンの終了時まで伏せ状
態から立ち上がることができない。

トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

【筋】	13（＋1）	 【敏】	16（＋3）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ボーラ×2、ネット×4
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ジヴォートの影呼び（C）	 レベル 2　砲撃役（指揮）
小型・フェイ・人型
hp：32；重傷値：16	 イニシアチブ：＋2
AC14；頑健14、反応14、意志13	 〈知覚〉＋5
移動速度：5	 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）；＋7対AC
ヒット：1d4＋4ダメージ。

rシャドウ・ファントムズ／数多の影像（［恐怖］、［精神］、［装具］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”、目標に隣接しているクリ
ーチャー1体ごとに＋1ボーナス

ヒット：1d8＋4の［精神］ダメージ、目標はこの影呼びの次のターンの終了時ま
で戦術的優位を与える。

Rデスマーク・ボルト／死を招く魔弾（［死霊］、［装具］）◆再チャージ 4 5 
6
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d8＋4の［死霊］ダメージ、目標に隣接するこの影呼びの味方1体は、
フリー・アクションとして目標に1回の近接基礎攻撃を行なえる。

Rシャドウ・ストラングラー／絞め殺す影（［装具］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：目標は動けない状態になり、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・両方
とも終了）。

トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

【筋】	11（＋1）	 【敏】	14（＋3）	 【判】	11（＋1）
【耐】	14（＋3）	 【知】	17（＋4）	 【魅】	16（＋4）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー、ワンド

戦術
　ジヴォートたちは自発的に降伏することはないが、敗色が濃く
なってくると、生き残っているものは逃げ出そうとする。
　ジヴォートの影呼び：後方から指揮を執る影呼びは、味方の攻撃を
しやすくすることを第一義としてパワーを使用する。
　ジヴォートの切り裂き屋：最初のターンに、丸太（Log）に隣接して
いるそれぞれの切り裂き屋は、キャラクターたちに、あるいは野営
に向かって丸太を転がす。それから彼らは乱戦に参加し、戦術的優
位を与えているキャラクターか、もしくは投げ矢使いや影呼びの脅
威となっているキャラクターに対して攻撃を行なう。

転がる丸太	 2本	
1 回限りの地形
標準アクション

　特殊：丸太1本の幅は1マス、長さは3マスである。その占めるマス目は“移
動困難な地形”である。
前提条件：1体のクリーチャーが丸太に隣接し、長辺側から丸太を押し上げね
ばならない。攻撃は、丸太が目標に隣接したマス目を起点とする。

攻撃：近接・噴射3（噴射範囲内のクリーチャーすべて）；＋4対“反応”
ヒット：2d4＋4ダメージ、および目標は伏せ状態になる。
効果：丸太は噴射範囲の橋の、起点から最も下になるマス目に留まる。

　ジヴォートの網使い：このジヴォートは明らかに防衛役に見えるも
のを最初に狙ってそのキャラクターを絡めとり、他のジヴォートの
動きを制限するというそのキャラクターの能力が発揮できないよう
にする。
　ジヴォートの投げ矢使い：これらのクリーチャーは近接戦闘を避け
る。近接攻撃を行なうものがあまりに近づいてきた場合、彼らはシ
フトしてはドリーム・ヴェノムを使用する。

このエリアの情報
　照明：野営の火が燃えていない限り、“薄暗い” 月光である。野営
の火は6マス以内に“明るい”照明を提供する。
　藪と倒木：低木と倒木は“移動困難な地形”である。
　野営の火：移動（強制されたものであっても、そうでない場合で
も）もしくは自分のターンを火の中で終了したクリーチャーはすべ
て、［火］ダメージ5を被る。
　森：これらの木々の高さは20フィート（登るには難易度9の〈運
動〉判定）である。下生えや繁った樹冠は、森のエリアを軽度に隠蔽
する。
　天幕：これらの仮屋は移動困難な地形であり、誰かがこの場所に
入り込んだ途端、崩れ落ちる。

結末
　ジヴォートたちが倒されるとセッションは終了である。P.45のセッ
ションの終了に進むこと。

Start
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第3章
　島に朝が訪れ、大休憩を取ってすっかり回復したキャラクターた
ちは起きだし、迷路へと向かう準備を整える。

セッション10：迷路
　迷路の生垣の壁の高さは15フィート、厚みは10フィート以上で
ある。この生垣はぱっと見には絡み合った棘のある薔薇の藪なのだ
が、ダメージに対して完全耐性を持つ。生垣によじ登ろうとした（難
易度13の〈運動〉判定）キャラクター、もしくは生垣の上に留まろう
としたキャラクターは、そうしようとするラウンドごとに1d6のダ
メージを負う。壁の天辺や上部に登ったキャラクターにも、迷路の
抜け方を見通すことはできない。
　キャラクターたちは、分かれ道で選択をすることで迷路を進んで
いくことができる。技能判定を行なうことで、よりよい経路を選択
することもできる。キャラクターたちがレッサー・トゥアハン・
ロード・ホイッスルをセッション2で得ていたなら、その笛に込め
られたフェイの魔法は迷路に対して有効に干渉する。この笛は、キャ
ラクターたちが運んでいる道具類の間から転がり落ちてくる。キャ
ラクターたちがこの笛のパワーを使うことに気付くまで、笛はし
まってもしまっても転がり落ち続ける。彼らが笛を使ったなら、彼
らは折に触れて輝く道というヒントを見ることになり、よって迷路
を抜けるための技能判定に＋2のボーナスを得る。

　キャラクターたちが迷路に踏み込んだら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　迷路は12フィートを越す高さの分厚い生垣で、針のような棘が突き
出しています。見捨てられたちっぽけな赤い薔薇、黄色い薔薇、そし
て白い薔薇が生垣に花をつけ、茨の回廊はどこも甘い香に満たされて
います。まもなく大きな道は3つのそれぞれ異なった小道に枝分かれ
します。東の道を白薔薇が、北の道を黄薔薇が、そして南の道を赤薔
薇が縁取っています。

三つの道
　ここでキャラクターたちは、東の道か、北の道か、南の道かを選
ぶことができる。選んだ道の行く先がはっきりしたなら、障害物へ
進むこと。
　〈自然〉（難易度13）：赤と白の薔薇は濃厚な香を放っている。黄
薔薇の香りは単に甘いだけだ（キャラクターは、赤薔薇の香があま
りに濃厚なので、白薔薇もその香を放っていると間違えたのである）。
　〈自然〉（難易度20）：赤薔薇の圧倒的な香は、白薔薇がそれと分
かる香をまったく放っていないということを隠してしまっている。

東の道（白）
　キャラクターがこの道を選んだなら、以下の文章を読み上げること：
　生垣に沿って進む東の道は、迷路の周辺部を巡り続けています。道
沿いの白薔薇は目を楽しませはしますが、何の香もありません。

　キャラクターたちは、白薔薇からは何の有害な影響も受けない。

北の道（黄）
　キャラクターがこの道を選んだなら、以下の文章を読み上げること：
　迷路の中心へと向かう北の道には、黄色い薔薇がいっぱいに咲き乱
れています。歩いていくうちに、黄薔薇の香りはあなたがたの心を惑
わせ、あなたがたの進む道をも惑わせます。

　キャラクターたちは進むべき道を見いだす前に堂々巡りの道に迷
い込む。キャラクターたちはそれぞれ回復力を1回分ずつ失い、さ
らに難易度13の〈持久力〉判定を行なわねばならない。失敗した場
合、そのキャラクターは黄色い薔薇の香の影響を受ける。

黄薔薇の香
効果：目標は次の遭遇の終了時まで〈知覚〉判定に−2のペナルティを負う。
また、次の遭遇の終了時まで、目標は重傷になると常に減速状態になる（セー
ヴ・終了）。

南の道（赤）
　キャラクターがこの道を選んだなら、以下の文章を読み上げること：
　始めのうち、赤い薔薇の道は迷路の中心部にまっすぐ向かっている
ように見えます。しかし歩いていくうちに、濃厚な甘い香があなたが
たの感覚を圧倒し、あなたがたは道から外れてしまいます。

　行き止まりやさっき通ったような道がキャラクターたちを混乱さ
せる。キャラクターたちはそれぞれ回復力を1回分ずつ失い、さら
に難易度13の〈持久力〉判定を行なわねばならない。失敗した場合、
そのキャラクターは赤い薔薇の香の影響を受ける。

赤薔薇の香
効果：目標は次の遭遇の終了時まで〈知覚〉判定に−2のペナルティを負う。
また、次の遭遇の終了時まで、目標は重傷になると常に継続ダメージ5を被る
（セーヴ・終了）。

障害物
　薔薇の道の決着が付いた後、以下の文章を読み上げること：
　道は分厚い壁で行き止まりになっています。枯れた棘だらけの枝の
ためにその先には進めません。枝の隙間から、壁の向こうにまだ道が
続いているのが見えます。右側には、生垣の壁にいびつな穴が空いて
います。まるでモンスターが生垣を抜けるために、いくつかの回廊の
壁を切り取ったかのようです。
　魔法学（難易度13）：枯れた枝からは魔法的なオーラが放たれて
いるが、生垣の穴からはそのオーラは感じられない。
　魔法学（難易度21）：魔法はどのようなものか分類が難しく、そ
れはおそらくその魔法が精神に影響を及ぼすものだからである。お
そらく枯れた枝は、見た目ほど物理的な障害にはならないだろう。

　キャラクターたちは枯れた壁を抜けるか、もしくは生垣の穴に賭
けることもできる。
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枯れた壁を抜ける
　茨の枯れた壁は実体を持った幻影であり、その存在を信じたもの
に対してのみ有害なものとなる。キャラクターたちがこれを横切る
にはいくつか方法がある―個々のキャラクターは判定を行なわね
ばならない。また、枯れた壁を飛行あるいは瞬間移動で抜けようと
したものは、〈看破〉判定を行なわねばならない。
　〈運動〉（難易度21）：棘を避けながら、キャラクターは壁を登っ
て超える。
　〈軽業〉（難易度21）棘を避けながら、キャラクターは枝の隙間を
無理やり通り抜ける。
　〈看破〉（難易度13）：心を強くもって、キャラクターは壁にまっ
すぐ歩み入り、通り抜ける。飛行や瞬間移動の際にこの判定に失敗
したキャラクターは騙されてしまい、壁を抜けたことについて誤っ
た感覚を持ったままになる。
　〈魔法学〉（難易度21）壁の魔法を操りつつ、キャラクターは壁を
抜ける。この時点から壁を抜けるための技能判定に＋2のボーナス
を与える。
　成功：キャラクターはかすり傷ひとつ負わずに枯れた壁を抜け、
迷路の中心にたどり着く。
　失敗：ひどい引っかき傷を負ったキャラクターは、回復力を1回
ぶん失う。

　日時計に続く。

生垣の穴
　キャラクターたちがこの経路をとった場合、最初の数分間は楽に
抜けられるとわかる。しかし次の穴に来ると、生垣はキャラクター
の周囲に迫り始める。個々のキャラクターは回復力を1回ぶんずつ
失う。
　迷路はそれ自身がキャラクターたちに対して悪意を持っている。
キャラクターたちはその脅威に対して、いくつかの方法で対応する
ことができる。個々のキャラクターは1回の判定を試みなければな
らないが、〈持久力〉判定だけは、他の判定が少なくとも1回成功し
たあとでなければ決して成功しない。もしパーティーが難易度21
の判定3種にすべて成功したならば、それ以後は〈持久力〉判定に＋
2のボーナスを得て判定を行なうことができるようになる。
　〈看破〉（難易度21）：悪意に満ちた知性的存在が生垣を動かして
いるようだ。そしてこう見抜いた以上、そのキャラクターは生垣の
動きを予測することができる。
　〈持久力〉（難易度13）：キャラクターは正しい道の跡を走り抜け
る。
　〈知覚〉（難易度21）：迷路の移動につれて、草ぼうぼうの地面の
上にそのキャラクターは古い道のあとを見いだし、正しい道を見つ
け出す。
　〈魔法学〉（難易度21）：キャラクターは迷路の魔法を操り、生垣
の形が変わる速度を遅くする。よって、そのキャラクターが生垣を
抜けるときの妨害はより少なくなる。
　成功：キャラクターはかすり傷ひとつ負わないままに動き回る道
を抜け出し、迷路の中心に到達する。
　失敗：努力の結果そのキャラクターは疲れ果て、回復力をもう1
回ぶん失う。

　日時計に続く。

日時計
　キャラクターたちが迷路の中心に到達したら、以下の文章を読み上
げること：
　迷路の中心は空き地になっています。空き地の中心に、ドラゴンの
爪の形をかたどった、短い石の柱が立ち、四角い石の日時計を支えて
います。日時計のそれぞれの角には、別々の植物―すなわちシャム
ロック、オーク、宿り木、そして薔薇の形が彫り込まれ、日時計を飾っ
ているのです。

　キャラクターたちが荷物から “鍵” を取り出すと、それぞれの植物
について、その中のひとつが銀に変わり、しかも日時計に彫り込ま
れたそれと全く同じ形になっていることに気付く。

　キャラクターたちが鍵を置いたら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたが溝にそれぞれの葉を置くと、植物は輝き、いっせいに
響きを放ち始めます。それから紫の光の中に黒い穴がふたつ、空中に
現れ、鉤爪の生えた青灰色の手が、それぞれの穴から伸びてくるので
す。手はそれぞれに異なった鍵をひとつづつつかみます。鼓動がいく
つか打った後に、あなたがたにはそのクリーチャーの、手以外の部分
も見えるようになります。それぞれの穴にはいやらしい小さなゴブリ
ンのようなモンスターがいて、その腕を空中の別の穴へと伸ばしてい
るのです。彼らは共に腕を引っ込め、鍵を引っつかむと迷路の中に飛
び出してきて、愉快そうに笑い転げます。
　魔法学（難易度13）：これらのクリーチャーはボーグルで、人々
をいじめるのが大好きな邪悪なフェイである。

ボーグルを追って
　このボーグルたちは、キャラクターたちを仲間が待ち伏せしてい
る場所までおびき寄せようとしている。キャラクターたちはボーグ
ルを追う場合、特殊な難易度13の集団技能判定を行なわねばなら
ない。個々のキャラクターは〈運動〉、〈持久力〉、〈看破〉および〈知覚〉
のいずれかの技能を選択することができる。
　この集団判定の結果に応じて、戦闘遭遇ボーグルの待ち伏せを調
整すること。
　すべてのキャラクターが成功した：英雄たちはボーグルにぴったり
と付いてきたため、このクリーチャーどもは見込みよりもずっと早
くに戦わざるを得なくなる。遭遇から“瞬くトリックスター”と“しず
く羊歯”を取り除くこと。
　キャラクターの半数以上が成功した：ボーグルはほぼ成功したが、
パーティーが追いつくのはあまりに早すぎた。遭遇から“しずく羊歯”
を取り除くこと。
　成功したのはキャラクターの半数未満だった：ボーグルはキャラク
ターたちを待ち構えている。記載どおりの遭遇を運営すること。

　次ページのボーグルの待ち伏せに進むこと。

セッションの終了
　パーティーが再び鍵をはめ込んだら、以下の文章を読み上げること：
　最後の葉が正しいくぼみにはめ込まれると、空き地の周囲の迷路が
回転を始めます。それは次第に早くなり、生垣の壁はもはや緑の霞に
しか見えません。まもなく、迷路の回転があまりに速くなって壁は完全
に消え去り……そうして残りの迷路もすっかり消え去ってしまいます。

　冒険はセッション11へと続く。
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ボーグルの待ち伏せ
遭遇レベル2、3または5

セットアップ
ボーグルの瞬くトリックスター（B）	 1体
ボーグルの眼盗人（S）	 	 1体
ボーグルの追いかけるトリックスター（C）	 3体
しずく羊歯	1つ（D）

　ボーグルを追っての結果次第で、この遭遇の敵の数は変わってく
る。キャラクターに見えるモンスターのみを配置すること。

　キャラクターたちがボーグルに追いついたら、以下の文章を読み上げ
ること：
　クリーチャーどもはついにあなたがたから逃げるのを諦めます。笑
いながら、彼らはあなたがたと戦うというように身構えます。迷路の
別の部分から彼らの笑い声のこだまが響きます―どうやら彼らの友
人が近くにいるようです。

　しずく羊歯が見えるようになったら、以下の文章を読み上げること：
　長い、いくつにも分かれた剣のような羊歯が、血の紅の実をつけて、
迷路のその一角を占めています。
　〈自然〉（難易度14）：この植物はしずく羊歯で、近くをクリー
チャーが通りかかったら、その葉で切りつけたりつかみかかったり
してくる捕食者である。そうしておいてこの植物は血をすするのだ。
　〈自然〉（難易度21）：しずく羊歯は火に対して脆弱であり、また
逃げそこなったものを切り刻む習性がある。

ボーグルの瞬くトリックスター（B）	 レベル 4　砲撃役
小型・フェイ・人型
hp：43；重傷値：21	 イニシアチブ：＋7
AC18；頑健16、反応18、意志14	 〈知覚〉＋9
移動速度：6、登攀6	 暗視
抵抗：［火］5
特徴
ディメンジョナル・ウィンドウ／次元の窓
ボーグルは自身が認識している10マス以内のあらゆるクリーチャーに対して〈盗
賊〉判定を試みることができる

標準アクション
mディメンジョン・クロー／次元爪◆［無限回］

攻撃：近接・10（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ

Rダブル・ディヴァージョン・トリック／二枚ひっかけの妙技◆初めて重傷にな
った時に再チャージ
効果：ボーグルはディメンジョン・クローを2回使用する

移動アクション
ディメンジョン・ホップ／次元跳躍（［瞬間移動］）◆［無限回］

効果：ボーグルは3マスまでの瞬間移動を行なう
トリガー型のアクション
テレポート・トリック／瞬間移動の妙技◆［遭遇毎］

トリガー：ボーグルが近接攻撃によってダメージを受ける
効果（即応・対応）：ボーグルは3マスまで瞬間移動を行なう

技能：〈運動〉＋9、〈隠密〉＋12、〈盗賊〉＋12
【筋】15（＋4）	 【敏】20（＋7）	 【判】14（＋4）
【耐】13（＋3）	 【知】5（−1）	 【魅】6（±0）
属性：悪		 言語：共通語、ゴブリン語

ボーグルの追いかけるトリックスター×3（C）	 レベル 4　遊撃役
小型・フェイ・人型
hp：53；重傷値：26	 イニシアチブ：＋9
AC18；頑健16、反応18、意志14	 〈知覚〉＋9
移動速度：6、登攀6	 暗視
抵抗：［火］5
特徴
ディメンジョナル・ウィンドウ／次元の窓
ボーグルは自身が認識している10マス以内のあらゆるクリーチャーに対して〈盗
賊〉判定を試みることができる

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・2（クリーチャー1対）；＋9対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ
移動アクション
ディメンジョン・ホップ／次元跳躍（［瞬間移動］）◆［無限回］

効果：ボーグルは3マスまでの瞬間移動を行なう
マイナー・アクション
M フットスネアー・トリック／足引っかけの妙技◆［無限回］（1回／ラウンド）

効果：近接・1（ボーグルに挟撃されているクリーチャー1体）、目標が自身の
次のターンに3マス以上の移動を行った場合、目標はターン終了時に伏せ状
態になる

トリガー型のアクション
チェイス・トリック／追っかけっこの妙技（［魅了］）◆初めて重傷になった時に再
チャージ
トリガー：クリーチャーがこのボーグルに対して近接攻撃をミスしたとき
効果（即応・対応）：ボーグルは3マスまでシフトを行った後トリガーを発生さ
せたクリーチャーを隣接するマスまで引き寄せる。トリガーを発生させたクリー
チャーによるこの移動は機会攻撃を誘発する。この移動が終了した時、クリー
チャーが機会攻撃によるダメージを受けていなかったなら、そのクリーチャーは
このボーグルに対し1回のフリー・アクションとして近接基礎攻撃を行なうこと
ができる。

技能：〈運動〉＋9、〈隠密〉＋12、〈盗賊〉＋12
【筋】15（＋4）	 【敏】20（＋7）	 【判】14（＋4）
【耐】13（＋3）	 【知】5（−1）	 【魅】6（±0）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語

しずく羊歯	 レベル 4　障害物型
物体
感知：自動的に存在に気づく；識別するには〈自然〉判定難易度14
hp：40	
AC16；頑健16、反応10
完全耐性：［精神］、強制移動、全ての状態異常
脆弱性：［火］5
トリガー型のアクション
M グラスピング・フロンド／からみつく羊歯◆［無限回］

必要条件：しずく羊歯は3体以上のクリーチャーをつかんでいてはならない
トリガー：しずく羊歯から2マス以内で、つかまれた状態でないクリーチャーが
ターンを開始する。

攻撃（機会アクション）：近接・2（トリガーとなったクリーチャー）；＋9対AC
ヒット：2d6ダメージ、しずく羊歯は目標をつかみ（脱出するための難易度14；
下記の対抗手段も参照せよ）、目標がつかみから脱出するまでの間、継続的ダ
メージ5を与える。

対抗手段
◆遅延：〈自然〉難易度21（フリー・アクション、1回／ラウンド）；しずく羊歯は
このターンに攻撃を行なわない
◆解放：〈自然〉難易度21（マイナー・アクション）もしくは〈自然〉難易度14（標
準アクション）；しずく羊歯は1体のクリーチャーをつかみから解放する
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ボーグルの眼盗人（S）	 レベル 3　奇襲役
小型・フェイ・人型
hp：37；重傷値：18	 イニチアチブ＋10
AC17；頑健15、反応17、意志13	 〈知覚〉＋8
移動速度：6、登攀6	 暗視
抵抗：［火］5
特徴
ディメンジョナル・ウィンドウ／次元の窓
ボーグルは自身が認識している10マス以内のあらゆるクリーチャーに対して〈盗
賊〉判定を試みることができる

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・2（クリーチャー1対）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4ダメージ

M ネック・バイト／首噛みつき◆［無限回］
攻撃：近接・2（ボーグルにつかまれているクリーチャー1身体）；＋6対“反応”
ヒット：4d6＋8ダメージ
ミス：半減ダメージ

Rピー・カ・ブー・トリック／いないいないばあの妙技（［瞬間移動］）◆［無限回］
必要条件：ボーグルがクリーチャーをつかんでいない
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：目標はボーグルから2マス以内の何ものも占めていないマスへと瞬間
移動する。加えて目標はつかまれた状態となり（脱出するための難易度13）、
つかみから脱出するまでの間盲目状態となる。ボーグルは目標から2マス以内
に居なければつかみを維持することはできない。

移動アクション
ディメンジョン・ホップ／次元跳躍（［瞬間移動］）◆［無限回］

効果：ボーグルは3マスまでの瞬間移動を行なう
トリガー型のアクション
M フェイス・リップ／顔面かきむしり（［瞬間移動］）◆［遭遇毎］

トリガー：ボーグルにつかまれたクリーチャーがつかみから脱出する
効果（即応・対応）：近接・2（トリガーとなったクリーチャー）目標は1d8＋5ダ
メージを受け、このボーグルは3マスまでの瞬間移動を行なう

技能：〈運動〉＋8、〈隠密〉＋11、〈盗賊〉＋11
【筋】15（＋3）	 【敏】20（＋6）	 【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）	 【知】5（−2）	 【魅】6（−1）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語

戦術
　ボーグルどもはみな、しずく羊歯の近接攻撃の間合いについて承
知している。彼らは自分からそこに近づくことはない。
　瞬くトリックスター :このクリーチャーは動き続けるためにディメン
ジョン・ホップを使用し、可能な限り異なった方向から攻撃を仕掛
け続ける。
　追いかけるトリックスター：これらのクリーチャーは他のボーグル
と協働して攻撃を仕掛け、フット・スネア・トリックを使っては後
ろに逃げ、チェイス・トリックを使っては敵をしずく羊歯の近くの
ような不利な立ち位置に追い込む。
　眼盗人：このクリーチャーは追いかけるトリックスターと組んで
挟撃を行なうことを好み、また可能な限りピー・カ・ブー・トリッ
クを使用する。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　生垣の壁：マップ上の木々や茨は生垣の壁をあらわす。これらは
遮断地形であり、高さは14フィートで棘が突き出している。登ろ
うとしたクリーチャー（難易度13の〈運動〉判定）もしくは壁のてっ
ぺんに留まろうとしたクリーチャーは、そうするラウンドごとに
1d6のダメージを負う。クリーチャーが生垣のあるマス目に強制移
動させられた場合、そのクリーチャーは1d6ダメージを負い、その
移動は生垣の壁に突っ込む直前のマス目で停止する。

結末
　キャラクターたちがボーグルを倒した後、パーティーは小休憩を
取り、宝物を捜し（報酬を参照のこと）、ボーグルから鍵を取り戻し
て日時計のところに戻る。再び日時計に鍵を置いたら、P.49のセッ
ションの終了に進むこと。

報酬
　個々のキャラクターは、迷路を抜けボーグルと戦ったことに対し
て、300XPを獲得する。
　宝物：鍵は銀製で（キャラクター 1 人あたり 20gp ぶんの価値）、
キャラクターたちが迷路を抜けた後もキャラクターの手に留まる。
ボーグルの1体は魔法のアイテムを持っており、それがなんだった
かについては君がP.3の宝物表を使用して決定すること。
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セッション11：庭園
　前回のセッションで、キャラクターたちは生垣の迷路をたどり、
日時計を使って迷路を抜けだし、見知らぬ場所へと旅立った。この
セッションでは、彼らは宮殿の庭に到着する。そこで庭の守護者た
ちをなんとかしたうえ、宮殿に入り込む方法を見出さねばならない。

　全員の始める準備が整ったなら、以下の文章を読み上げること：
　回転が止まると、あなたがたは自分たちが白い石でできた短いトン
ネルの中にいることに気付きます。あなたがたの背後には精緻な迷宮
をかたどった両開きの鉄細工の門があり、その門の向こうには草地と
湖、そして水の宮殿が見えます。前方には壁に囲まれた緑豊かな庭が
広がり、そこにはありとあらゆる色があふれています。数えきれない
ほどの蝶が飛び交うその下で、まるで夢のような色合いの、ありとあ
らゆる花々が咲き乱れています。花々の香りは静謐な空気の中にまる
で幻のように漂い、庭の壁の影のあずまやからは、やわらかな音楽が
流れてきます。
　庭の中央には、金色の魚たちが泳ぎ回る、浅い、鏡のような池があ
ります。池の両側に向かって丸石や平たい石を敷き詰めた歩道が伸び、
花壇をめぐるまっすぐな小道となって、池の向こう側のもう一つの門
の前へと続いています。向こう側の門は大理石の階段への入り口を閉
ざす形になっており、その階段はというと、堂々たる塔をいくつも聳
えさせた素晴らしい宮殿の、両開きの銀の大扉へと続いているのです。
　突然、この庭の中にいるのはあなたがただけではないということが
明らかになります。

　P.54の戦闘遭遇、庭園を守る者たちを開始すること。

ハミッシュとアーガス
　この2体の狂戦士の兄弟は、もし彼らが共にこの遭遇を生き延び
たなら、情報源となり得る。兄弟の一方でも死んだなら、生き残っ
た方の心を和らげることはできない。彼は、何らかの手段で話すこ
とを強制されない限りパーティーを無視し、オルランドの探索の過
程で皆にこのような悲劇が降りかかればいいと言う。兄弟が両方と
も生き延びたなら、彼らは話すべき情報を持っており、それは以下
のようなものである。
　クリスタルブルックから派遣された捜索隊は水晶窟を見つけ出し、
どうやらオーカー・ジェリーとの遭遇を回避した（彼らはエコー・
スピリットとは遭遇していない）。一行が泥の洞窟にやってきたと
き、マッド・マンが彼らを分断し、圧倒した。他の連中とはぐれた
ハミッシュとアーガスは洞窟の奥へと逃げ込んだ。そうして彼らは
無事、水晶窟の滝をくぐりぬけた。
　妖精の輪のところに来かかった彼らは、さらに先に進んだ。間も
なく彼らはカルボンと出くわした。カルボンは彼らを不意討ちした
うえ、たった一人で彼らを打ち倒してしまった。それから件の魔物
は彼らをハグのところに連れて行った。彼女は 2 人に魔法をかけ、
それからというものは悪夢の中にいるようで記憶がはっきりしない
のだ。
　兄弟たちはカルボン（P.58）について説明することができる。カル
ボンは通常は宮殿の大広間に潜んでいる。酷い傷を負っても（重傷
になっても）さらに強くなり、敵をたたきのめして気絶させるとい
う恐るべき戦士について、彼らは警告する。彼は傷を負うと、周囲
の空気に火をつける能力を発揮するようになるのだという。

この庭の特徴
　庭は以下の特徴を有する。キャラクターたちが庭を探索する過程
で、それらを取り上げること。入り口のトンネルを戻ろうとすると、
宮殿の敷地の外へと続く鉄の門は魔法で閉ざされている。現時点で
は、キャラクターたちはこれを開けることはできない。

花壇
　池の両側の花壇には、ありとあらゆる色、思いつく限りの種類の
花々が咲き乱れている。花々はいかにも美しく配置され、そしてそ
の上を蝶が乱れ飛んでいる。もし花壇を調べたなら、キャラクター
たちは次のセッションでの助けとなる特別な花を見つけるだろう。
　〈知覚〉（難易度21）：花壇のひとつに、ゆっくりと色を変えてい
く特別な花が1輪咲いている。ウーマのガウンの飾りにはそのよう
な花がついていた。
　〈魔法学〉（難易度13）：この花は、夏の女王の宮廷に咲くといわ
れる、非常に珍しいセナリエッセ菊である。この花を目につくよう
に身につけている人物は、しばしば夏の女王の友人であるとみなさ
れる。

楽の音のあずまや
　庭の片隅の水晶のあずまやから、やわらかな音楽が流れてくる。
そのあずまやの壁には、小さな水晶が埋め込まれているのだ。壁に
はちょうど座れるように彫り込まれたくぼみがあって、そこには詰
め物がしてあり、休息と眠りへと誘っている。
　〈知覚〉（難易度13）：ここで響いている音楽は、水晶窟の水晶が
奏でていた歌とそっくりだが、ここフェイワイルドではそれは水晶
のちりちりという音ではなく、同じメロディーをハミングするかす
かな声のコーラスのように聞こえる。
　〈魔法学〉（難易度13）:この音楽は魔法的なもので、ほっとする
ような、癒しの力を含んでいる。ここで少し休息するなら、君や君
の仲間たちは活力を得ることができるだろう。

　もしパーティーがここで小休憩を取るなら、個々のキャラクター
は回復力1回ぶんを消費するごとに5ヒット・ポイントを追加で回
復する。小休憩の終了時に、個々のキャラクターは〈持久力〉判定（難
易度9）を行なわねばならない。
　半数以上のキャラクターが成功したなら：ここでもっと休んでいき
たいという誘惑は強かったが、キャラクターたちはどうにか身体を
起こす。
　成功したキャラクターが全体の半数未満だったら：あずまやの音楽
はキャラクターたちに強烈な眠気を催させる。キャラクターたちは
みな、セッション12の戦闘遭遇、角の王におけるそれぞれの最初
のターンの終了時まで、戦術的優位を与える。

宮殿の扉
　池の、キャラクターたちが入ってきたのとは反対側に立つ鏡張り
の扉は、百

はくとうきゅう

塔宮へと続く、目に見える唯一の道である。庭のこちら
側に面した宮殿の二階部分（登るには難易度25の〈登攀〉判定）には、
数十もの長い窓がついているが、作りは非常に武骨であり、窓から
入り込むことはできそうにない。
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　キャラクターたちが扉に近づいたら、以下の文章を読み上げること：
　扉の表面の磨き上げられた鏡のような金属は美しい庭と池を映し、
一方で池は宮殿の上半分を映しこんでいます。しかし扉にはあなたが
たの姿が映ることはなく、また、扉には取っ手も鍵穴もありません。
扉の上の石の枠には、エルフ語でこんな言葉が記されています―“汝
にとっては汝自身こそが真実”
　2本の高い柱―それぞれにはシミターを手にした女性のエルフの
戦士の姿が彫り込まれています―が、まるで扉を守るかのように立っ
ているのが目につきます。
　受動知覚（難易度13）：池の反射には、まるで池が扉そのもので
あるかのように君たちの姿が映り込んでいる。
　〈魔法学〉（難易度9）：扉は魔法的に閉ざされており、こじ開ける
ことはできそうにない。これを開けるには、なんらかの魔法的なきっ
かけが必要である。
　〈魔法学〉（難易度21）：柱の戦乙女は魔法のものだ―おそらく
ある種の守護者である。宮殿が攻撃を受けた時のみ、彼女たちは刃
をふるうのだろう。

　扉には鍵がかかっている。これを開けるには、キャラクターたち
はパズルを解かなければならない。それには姿見の池に記述されて
いることを成し遂げる必要がある。この庭にいるクリーチャーで、
扉を開けるための秘密を知っているものはいない。ソリスはその秘
密を自分の直接の僕

しもべ

にも教えようとせず、ましてや奴隷になど決し
て教えてはいないのである。

姿見の池
　浅い池には金色の魚たちがいっぱいに泳いでいる。水面を乱さな
い限り、池はまるで鏡のようにあたりを映しだす。

　キャラクターたちが池を調べたら、以下の文章を読み上げること：
　池は宮殿を完全に映し出しています。あなたがたの姿も確かにおな
じみのものですが、しかしそれはあなたがたが、肖像画を描くならこ
のように描いてほしいと願うような、理想化された姿でもあります。
それを見ているうちに、あなたがたはまるで自分が、他の実在の人物
と競うための人気コンテストにでも向かうような気分になってきます。

　水に映った姿はキャラクターたちの行動を正確に映し出すが、発
した言葉をまねることだけはできない。彼らは質問や要求には、う
なずく等の身振りや動きで答える。キャラクターが自身の反映に、
扉を抜けて宮殿に入ってほしい、などとどこか別の場所に移動する
ように言うと、彼らはそうする。それは水に映った宮殿の扉を開け
―そうすると現実世界の宮殿の扉も開くのである。

　キャラクターたちの水に映った姿が適切な指示に従って適切な行動を
し終えたなら、以下の文章を読み上げること：
　あなたがたの反映はうなずくと、水面から消え失せます。そうして
今度は宮殿の、鏡の扉の上に再び現れます。一礼すると、反映はそれ
ぞれの扉の取っ手をつかもうとでもするかのように手を前にのばしま
す。一瞬後、宮殿の扉は大きく開きます。
　戦乙女の像が、声をそろえて言います。
　「入れ、争うことなく」

　キャラクターたちがさらに探索を進めようとしたら、それを許可
すること。準備ができたら、セッションの終了に進むこと。

セッションの終了
　本セッションは、キャラクターたちの反映が宮殿の鏡の扉を開け
たところで終了する。

報酬
　個々のキャラクターは、庭園の守り手たちと戦ったことで350XP
を獲得する。彼らがハミッシュとアーガスの命を助け、兄弟から情
報を得ていたなら、キャラクターたちはさらに100XPずつを得る。
この慈悲深い行動について記録しておくこと―これはセッション
12で重要になってくる。
　宝物：ハミッシュとアーガスが身につけていた黄金のサークレッ
トはエラドリンの手になる逸品で、キャラクター 1人当たり50gp
ぶんの価値がある。兄弟たちが生き延びていたなら、彼らはよろこ
んでこのアイテムをキャラクターたちにくれる。そうでなければ、
キャラクターたちは単にこのサークレットを回収することになる。
兄弟たちの一方だけが生き残った場合、彼はこの宝飾品に注意を払
うだけの気力もない。

黄金のサークレット
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庭園を守る者たち
遭遇レベル4

セットアップ
ボーグルの体盗み（B）	 1体
ヒューマンの狂戦士（H）	 2体
ジヴォートの影呼び（C）	 1体
ジヴォートの切り裂き屋（S）	 2体
楽の音のあずまや（M）	 4つ

　キャラクターたちが踏み込んできたら、以下の文章を読み上げること：
　がっしりした赤毛のヒューマンが2体、門の方に近づいてきます。
それぞれが革をまとい、頭に黄金づくりのサークレットをつけていま
すが、そのサークレットはいかにも場違いです。二人とも一丁ずつい
かつい斧を握り、そちらはいかにも似合っています。
　ソリスの僕の青い肌のジヴォートのお調子者が3体、灰色の肌のボー
グルと一緒にこれまたここに潜んでいます。ヒューマンたちを先に立
てながら、このフェイどもはしゃべったりはしゃいだりしています。
　〈看破〉（難易度13）：ヒューマンたちの何も言わない様子はやや
不自然で、まるで彼らは夢の中をさまよっているようにも見える。
彼らの眼はどんよりと濁っている。

　キャラクターたちはスタート・エリアから遭遇を開始する。ク
リーチャーたちは即座に攻撃を仕掛けてくるが、ただしその後の展
開を参照しておくこと。

ボーグルの体盗み（B）	 レベル 5	制御役
小型・フェイ・人型
hp：61；重傷値：30	 イニシアチブ：＋7
AC19；頑健17、反応19、意志15	 〈知覚〉＋9
移動速度：6、登攀6	 暗視
抵抗：［火］5
特徴
ディメンジョナル・ウィンドウ／次元の窓
ボーグルは自身が認識している10マス以内のあらゆるクリーチャーに対して〈盗
賊〉判定を試みることができる

標準アクション
mクロー／爪◆［無限回］

攻撃：近接・2（クリーチャー1体）＋8対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ
	Rボディ・スナッチ／身体盗み（［魅了］）◆再チャージ 4 5 6

攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：目標は支配状態になる（セーヴ・終了）。目標がセーヴに成功するま
でボーグルはゲームから除外され、目標は命中とダメージロールに＋2のボーナ
スを得る。効果の終了時、ボーグルは目標から5マス以内の何者も占めてい
ないマスに出現する。

移動アクション
ディメンジョン・ホップ／次元跳躍（［瞬間移動］）◆［無限回］

効果：ボーグルは3マスまでの瞬間移動を行なう
マイナー・アクション
ボーグル・スウェット・ステイン／ボーグルの汗染み◆［無限回］（1回／ラウンド）

効果：ボーグルが現在占めているマスは遭遇終了時まで油脂に覆われる。ボ
ーグル以外のクリーチャーが自発的にこのマスに侵入した場合、そのクリーチ
ャーは伏せ状態となる

技能：〈運動〉＋9、〈隠密〉＋12、〈盗賊〉＋12
【筋】15（＋4）	 【敏】20（＋7）	 【判】14（＋4）
【耐】13（＋3）	 【知】5（−1）	 【魅】6（±0）
属性：悪	 言語：共通語、ゴブリン語

さらなる展開
　ヒューマンの狂戦士：この兄弟はハミッシュとアーガスといって、
クリスタルブルックの住民で、ソリスのフェイの魔法に操られてい
る。クリスタルブルック出身のキャラクターは、この2人は最初の
捜索隊のメンバーだったが泥の洞窟（P.18)で死体の見つからなかっ
た連中だと気づく。シルダイン出身のキャラクターも、この2人が
誰だかわかるかもしれない（難易度9の〈歴史〉判定）。
　ハミッシュとアーガスは最初に重傷になった際に魔法が解け、以
後は〈はったり〉、〈交渉〉、および〈威圧〉（いずれも難易度15）の判
定によって戦いをやめさせることができる。兄弟たちはクリスタル
ブルック出身のキャラクターにはすぐに気付くため、そのキャラク
ターが上記の判定を行なう際には＋4のボーナスを得る。トゥアハ
ンおよびバーバリアンに対しては、この兄弟は親近感を感じるため、
そのようなキャラクターは上記の判定に＋2のボーナスを得る。
　いかなる場合においても、ソリスの魔法はハミッシュとアーガス
がキャラクターたちの側に立って戦闘に参加することを許さない。
しかし適切に干渉することにより、彼らは戦いをやめ、乱戦の場か
ら退場する。

戦術
　ボーグルの体盗み：このクリーチャーは、もっとも強力そうな冒
険者に対してボディ・スナッチを使用しようとする。また、敵が通
過しそうなありとあらゆる場所にボーグル・スウェット・ステイン
を残す。
　ヒューマンの狂戦士：ハミッシュとアーガスは状況が変化するま
で（上記の “さらなる展開”を参照）顔を突き合わせての戦闘を仕掛け
てくる。
　ジヴォートの影呼び：このクリーチャーは、敵と自分との間に常に
味方がいるように動く。
　ジヴォートの切り裂き屋：これらのクリーチャーは、他の近接攻撃
者に対して挟撃を提供しようとする。

人間の狂戦士×2（H）　レベル4　暴れ役
中型・自然・人型、ヒューマン
hp：66；重傷値：33	 イニシアチブ＋4
AC16；頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋2
移動速度7
標準アクション
mグレートアックス◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）：＋9対AC
ヒット：1d12＋9ダメージ（クリティカルヒット時は1d12＋21ダメージ）

Rハンドアックス◆［無限回］
攻撃：遠隔・5／10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d6＋6ダメージ

トリガー型のアクション
バトル・フューリィ／戦の怒り◆［遭遇毎］

トリガー：このバーサーカーが初めて重傷になったとき
効果（フリー・アクション）：バーサーカーは突撃を行なうことができる。突撃
を行なうか否かに関わらず、バーサーカーはグレートアックスを、攻撃ロールと
ダメージ・ロール＋4のボーナスを得て使用する。

技能：〈運動〉＋11、〈持久力〉＋10
【筋】18（＋6）	 【敏】14（＋4）	 【判】11（＋2）
【耐】16（＋5）	 【知】10（＋2）	 【魅】12（＋3）
属性：無属性	 言語：共通語
装備：レザー・アーマー、グレートアックス、ハンドアックス×2
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ジヴォートの影呼び（C）	 レベル 2　砲撃役（指揮）
小型・フェイ・人型
hp：32；重傷値：16	 イニシアチブ：＋3
AC16；頑健14、反応14、意志13	 〈知覚〉＋6
移動速度：5	 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）；＋7対AC
ヒット：1d4＋4ダメージ。

rシャドウ・ファントムズ／数多の影像（［恐怖］、［精神］、［装具］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”、目標に隣接しているクリ
ーチャー1体ごとに＋1ボーナス

ヒット：1d8＋4の［精神］ダメージ、目標はこの影呼びの次のターンの終了時ま
で戦術的優位を与える。

Rデスマーク・ボルト／死を招く魔弾（［死霊］、［装具］）◆再チャージ 4 5 
6
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d8＋4の［死霊］ダメージ、目標に隣接するこの影呼びの味方1体は、
フリー・アクションとして目標に1回の近接基礎攻撃を行なえる。

Rシャドウ・ストラングラー／絞め殺す影（［装具］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：目標は動けない状態になり、継続的ダメージ5を受ける（セーヴ・両方
とも終了）。

トリガー型のアクション
シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

【筋】11（＋1）	 【敏】14（＋3）	 【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）	 【知】17（＋4）	 【魅】16（＋4）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語
装備：ダガー、ワンド

ジヴォートの切り裂き屋×2（S）	 レベル 1　遊撃役
小型・フェイ・人型生物
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

rダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5/10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
カニング・ステップ／ずる賢い一歩◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵に攻撃がヒットする。
効果（フリー・アクション）：このジヴォートは1マスシフトする。

シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回
トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

技能：〈隠密〉＋7、〈はったり〉＋5
【筋】13（＋1）	 【敏】14（＋2）	 【判】12（＋1）
【耐】10（±0）	 【知】10（±0）	 【魅】11（±0）
属性：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、ダガー4本

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　楽の音のあずまや（M）：角のあずまやからは、甘い、眠気を誘う
ような音楽が流れてくる。あずまやに隣接するか、あるいはあずま
やに入り込んだすべてのクリーチャーは一時的ヒット・ポイント5
を得ることができるが、そうした場合、自身の次のターンの終了時
まで戦術的優位を与える。
　花壇：花壇ひとつにつき1回、最初にクリーチャーが花壇に入り
込んだ際、数十もの蝶が舞いあがり、トリガーとなったクリーチャー
の次のターンの終了時までそのエリアに軽度な隠蔽を提供する。
　池：この浅い水は“移動困難な地形”である。
　壁：庭の壁の高さは30フィートであり、なめらかな白い石でで
きている（上るには難易度25の〈運動〉判定）。壁を乗り越えて外に
出ようとしたものは誰でも、再び庭に戻っている。

結末
　キャラクターたちは庭の探索を続けることができる。小休憩を取
る前に、彼らに庭の探索を続けさせる（P.52のハミッシュとアーガスに
戻る）こと。
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セッション12：大広間
　本セッションは、キャラクターたちが正統な方法で宮殿に入ろう
としているところから始まる。本セッションでは、プレイヤーたち
はマップを使用し、自分たちが大広間のどの部分を探索しているか
を可視化することができる。

広間の謎を解く
　このセッションには、あるエリアを開放したりイベントを解決し
たりするためのパズルがいくつか含まれる。以下は、キャラクター
たちがやらなければならないことの概略である。
◆ 宮殿に入るために、玄関の間で武器や装具をしまう。
◆ 主の寝室にて、鳥たちに水晶の歌を教える。
◆ 管理者の小部屋にて、太陽のモザイク画から煤と血を取り除く。

　キャラクターたちが、後に述べた2つの仕事のうち1つめを終え
て玄関の間に戻ってきたら、P.58の戦闘遭遇角の王を開始すること。
後ろの2つの仕事を両方とも成し遂げた場合に起こることについて
は、噴水に詳述する。

玄関の間
　キャラクターたちが、百

はくとうきゅう

塔宮のすぐ外にいるところから開始する。

　全員が開始の準備を整えたら、以下の文章を読み上げること：
　鏡の扉に続く階段の一番上には、ひとまわり小さな階段があって、
奥の大広間へと続いています。宮殿の外からでさえ、その広間が風と
光の間であるということはあなたがたにもわかります。ずっと上の天
窓から陽光が大きな滝のように降り注ぎ、白い大理石はその光を受け
て輝いています。部屋の中には、華やかな装飾が施された大きな絨毯
が敷かれ、テーブルの周りには4つの椅子が並んでいます。そしてテー
ブルの上には水晶の水差しと、グラスが4つあるのです。広間の反対
側の端では、円形の噴水から2筋の水流が噴きあがって空中にらせん
を描き、それはまるで水に命があるかのようにも見えます。部屋には
扉がふたつ切られており、一方は左に、もう一方は右に出られるよう
になっています。左の扉からは鳥のにぎやかにさえずる声が聞こえて
きます。
　あなたがたが広間に入ろうとすると、扉をはさむエルフの戦乙女の
像が、再び、声を完全にそろえて「平和のうちに入れ」と言うのです。

　武器や装具を構えたまま入ろうとしたキャラクターは、目に見え
ない力場の障壁に阻まれる。それらの品をすべて鞘や袋、その他何
かの入れ物にしまったキャラクターは自由に城に入ることができる。
歩くための支えの杖のみが例外である。誰かがそれらの禁じられた
アイテムを構えたまま入城を試みようとするたびに、戦士の像は「平
和のうちに入れ」と繰り返す。

　キャラクターたちが大広間に入ったなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　この部屋の中の家具調度は、水晶窟や水の宮殿にあったものと同じ
手になるものです。テーブルの上では、水差しとグラスが、水晶窟の
中で響いていたのと同じ、ちりんちりんという音で音楽を奏でています。
　〈地下探検〉（難易度9）：この水差しとグラスは、水晶窟にあった
水晶の結晶から削りだされたものに違いない。

　歌う水差しとグラスは価値ある品物である（キャラクター 1人あ
たり50gpぶんの価値）。この品々は主の寝室にいる鳥たちに歌を教
えるときの“岩”として仕える（後述の噴水を参照）。

噴水
　キャラクターたちが噴水に近づいて行くとき、以下の文章を読み上げ
ること：
　あなたがたが噴水に近づくと、うすぎぬのガウンをまとった美しい
ニンフの半透明の姿が二人、流れる水の中に見えてきます。この水の
精霊は空中に入り組んだ螺旋を描きながら互いに互いを追いかけ、そ
うすると水は、上空にあるもうひとつの水面へと、重力に逆らって噴
きあがるのです。
　〈知覚〉（難易度13）：高く噴きあがる水の彼方から、かすかな歌
声が響いてくるのが聞こえる。
　〈魔法学〉（難易度13）：この精霊たちは本当のニンフではない。
彼女たちは姿を与えられた元素の精霊である。

　ソリスは自分の力で精霊たちをこの噴水にしばりつけた。本来な
ら、彼女たちは訪問者たちを建物の上階に連れていく存在である。
現在、誰かが適切な儀式を施してくれないかぎり彼女たちは仕事が
できなくなっており、そうして儀式を執行すればハグに気付かれて
しまう。
　キャラクターたちが話しかければ、ニンフはこう答える：

　「昼が夜を征服し、岩が鳥たちに歌を教えるまで、ソリスは私たちを
しばりつけ、道を閉ざすようにさせたのです」

　精霊たちはそれ以外のことは何も言わないが、話しかければ何度
でもこの言葉を繰り返す。そしてこう話す以外には、攻撃をしかけ
られでもしない限り追いかけっこを続けるばかりである。精霊たち
はダメージに対して完全耐性を有する。もしキャラクターたちが彼
女らを攻撃した場合は、精霊たちは水の中に潜り、数秒後、また浮
き上がってきて追いかけっこを続ける。
　キャラクターたちは、上下さかさまの水のある30フィートの地
点までは壁を登ることもできる（難易度30の〈登攀〉判定）が、それ
は無益である。上空の水は障壁になっており、噴水の下から精霊た
ちが “訪問者である” として連れてきたものでなければ、通り抜ける
ことはできない。
　ニンフの言葉は、主の寝室および管理者の小部屋にあるパズルを
解くためのヒントとなる。パズルを両方とも解いたキャラクターた
ちは、噴水のところに戻ってくることができる。

　キャラクターたちが無事戻ってきたら、以下の文章を読み上げること：
　「ようやくあなたがたのお役に立つことができます」ニンフは言いま
す。彼女たちは水を、上空の水面までずっと続いて行く螺旋階段の形
にします。

　ニンフたちが水の階段を作ったら、セッションの終了へ進むこと。
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主の寝室
　キャラクターたちが大広間にいる間から、この部屋からはにぎや
かにさえずる声が聞こえてくる。

　キャラクターたちが扉を開けたら、以下の文章を読み上げること：
　この豪華な寝室の中で目を奪うのは、上等の寝台や豪奢なビロード
張りの長椅子、それに華やかに飾り立てられた家具だけではありませ
ん。床の上にはモザイク画で巡る四季の様子が描かれています。天井
は透明なドームになっていて、歌い鳥たちが黄金の止まり木に止まっ
ています。しかしこの鳥たちは歌うかわりに、ただやかましくさえず
るばかりです。背後の壁は、林の中の水晶の前に立つポルフェリオと
カエアウィンを描き出した、素晴らしいタペストリーで覆われていま
す。恋人たちの周囲には、牡鹿や獅子に始まってユニコーンやアウル
ベアにいたるまで、自然世界とフェイワイルドのクリーチャーたちが
描かれています。すべてのクリーチャーが頭を挙げ、口を開けていて、
それはまるで皆が合唱しているかのようです。
　〈魔法学〉（難易度13）：鳥たちは魔法のもので、おそらく人造か、
あるいは非常に現実味のある幻影だろう。
　〈自然〉（難易度13）：鳥たちの中に歌っているものはいない。彼
らはみな不自然にさえずっているばかりだ。

　キャラクターたちは歌い鳥たちに、この冒険中あらゆるところで
聞いた水晶の歌を歌うことを教えなければならない。キャラクター
の誰かが庭のあずまやや水の宮殿、水晶窟、あるいは玄関の間にあっ
た水晶造りのアイテムの音楽を思い出しさえすればこれはできる。
キャラクターたちがこれを成し遂げるには、いくつかの方法がある。
　〈魔法学〉（難易度21）：初期秘術呪文のゴースト・サウンド（あ
るいはその他、君が適切だと思う別のパワー）を使うキャラクター
は、音楽を再現することができる。
　〈交渉〉（難易度21）：キャラクターは正しい旋律を歌うなり口笛
でふくなりする。
　水晶の水差しとグラス：キャラクターたちが玄関の間から水晶の
水差しとグラスを持ってきていたなら、鳥たちはすぐに音楽を真似
し始める。

　鳥たちが正しい音楽を聴いたなら、以下の文章を読み上げること：
　一羽、また一羽、歌い鳥たちは正しい音を取り始めます。めちゃくちゃ
なさえずりの中から、震えるような優しい鳥の歌が響き始めます。

　宝物：衣装箪笥の中には、P.3の宝物表を使って決定した魔法の
アイテムが1つ入っている。

管理者の小部屋
　キャラクターたちが扉を開けたら、以下の文章を読み上げること：
　開いた扉の中から、硫黄と燃える木の匂いが流れだしてきます。そ
して部屋の中には、広間からの光では追い払えない闇が滞っています。
ここにも上等の家具調度があります―机、本棚、その他諸々―そ
れらはみな、黒こげになり、叩き壊されています。床の上では、煤の
しみと闇の秘術のルーンが、太陽のモザイク画を隠しています。後ろ
の壁には、婚礼の装束に身を包んでこの宮殿の正面に立つ、ポルフェ
リオとカエアウィンを描き出したタペストリーがかかっています。この
部屋の丸天井は、夜の星空のように輝いています。

　〈魔法学〉（難易度9）：ここにあるルーンこそ、この部屋の闇と硫
黄の匂いの原因である。これを元に戻すことは可能だが、モザイク
画からこれらを取り除くには十分注意せねばならない。
　〈治療〉（難易度9）：ルーンは血で描かれている。
　〈宗教〉（難易度21）：ここで使用されている魔法は非常に邪悪な
性質のものであり、よって対抗するには信仰の力をもってするのが
最も良い。

　この部屋では、キャラクターたちは太陽のモザイク画から煤と血
を取り除かねばならない。彼らは、以下の方法のどれかで、注意深
く魔法を解いてしまわねばならない―1人のキャラクターが判定
を行ない、他のキャラクターはリスト内の他の技能で判定を行なっ
てこれを掩護すること。
　〈秘術〉（難易度21）：キャラクターは魔法を制御し、無効にして
しまう。
　〈信仰〉（難易度13）：キャラクターは祈りを捧げるか魔法円の中
に信仰のエネルギーを伝導し、その邪悪に対抗する。
　〈盗賊〉（難易度21）：キャラクターはルーンと煤を注意深く拭い
とり、魔法の力を弱めてしまう。
　成功：魔法の暗闇は追い払われる。
　失敗：ルーンの魔法は消え去るが、その時に地獄の炎が炸裂する。
爆発により、キャラクターはそれぞれ1d10の［火］ダメージを被る。

　魔法が無効化されたら、以下の文章を読み上げること：
　モザイク画から穢れが取り除かれ、太陽が現れるとすぐに、透明な
丸天井から光が流れ込んできます。

　これが噴水を解放するのに必要な行動の1つである、“昼が夜を征
服する”である。
　宝物：キャラクターたちは、机の中に金で象嵌された象牙の箱を
見つける（キャラクター 1人あたり20gpぶんの価値）。その中には
2本の瓶が入っている（2本のポーション・オヴ・ヒーリング）。

セッションの終了
　セッションを終了するには、以下の文章を読み上げること：
　水の階段が現れて上空の “さかさまの水”につながると、さかさまの
水は揺らめき、消え失せます。上の方のどこかで、あなたがたは女性
の悲鳴を聞きます。

　キャラクターたちが屋上庭園さして水の階段を上りはじめたとこ
ろで、本セッションは終了する。

報酬
　個々のキャラクターたちは、パズルを解き、カルボンを倒したこ
とに対して450XPを獲得する。もし彼らがピクシーを助けていた
なら、キャラクターたちにそれぞれ 100XP を追加で与えること。
このアドベンチャー内で獲得可能な経験点をすべて獲得していた
キャラクターは、3,750XPを有するはずである。経験点が3,750XP
となったキャラクターはすべて、4レベルに成長する。
　宝物：価値のある品物は、上記の玄関の間、主の寝室、そして管
理者の小部屋で見つかる。



58

角の王
遭遇レベル4または5

セットアップ
“角の王”カルボン（K）
カリアティッド・コラム（C）	 2体
ピクシーの射手（P）	 	 2体

　ソリスは、侵入者たちが噴水を縛っていた魔法に干渉しているの
に気付いている。何が起きているのか調べさせるため、彼女はカル
ボンを送り出し、そしてカルボンとカルボンの下僕たちはキャラク
ターたちが最初のパズルを解いて玄関の間に再度入るとすぐにそこ
に到着する。カリアティッド・コラム（女人像柱の意、すなわち宮
殿の入口の両脇のエルフの戦乙女の石像のことである）は、キャラ
クターの誰かが武器か装具を取りだした直後の、“彼女たち” が行動
するときに現れる―戦術を参照のこと。

　キャラクターたちが玄関の間に戻ってきた直後に、以下の文章を読み
上げること：
　上空のさかさまの水の表から、黒い姿が広間へと出てきます。この、
オレンジ色の肌をしたがっしりとした人型生物から、硫黄の匂いが立
ち上ります。その生物には力強い腕、コウモリのような翼を持ち、身
体の皮は棘だらけです。床に飛び降りると、彼は燃えるような目であ
なたがたをにらみます。
　「手遅れだったな、愚か者ども」彼は言います。「だが、俺は貴様ら
を歓迎する。貴様らは死ぬには間に合ったぞ」
　弓で武装したピクシーたちも、彼に続いて水の中から飛び出してき
ます。噴水の水に巻き込まれ、水から抜け出したピクシーたちは、床
のすぐ上を飛んでいます。
　〈看破〉（難易度9）：ピクシーたちは、カルボンとソリスに奴隷に
された他のフェイたちと同様に、どんよりと濁った眼をしている。

　カリアティッド・コラムが動き出したなら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　宮殿の扉の両脇に立っていた彫刻の柱は、石像からまるで血の通う
人型生物のような姿に変わります。それぞれのシミターも鋼のそれに
変わります。石像だったものは、あなたがたのほうに向ってきます。

このエリアの情報
　照明：“明るい”光。
　扉：外へ続く扉は開いている；部屋と部屋とをつなぐ扉は、キャ
ラクターたちが開けたなら開いたままに、閉めたなら閉まったまま
になっている。
　噴水：噴水は “移動困難な地形” である。らせんを描く水について
は、噴水の中にいるクリーチャーは噴水の外側のすべてのマス目に
対して軽度に隠蔽されているものとして扱うこと。
　家具：家具のあるマス目は“移動困難な地形”である。
　石像：これらの彫像は遮断地形である。

その後の展開
　ピクシー：キャラクターたちはセッション4のレプラコーンに対
して、セッション7のエアリエルに対して、あるいはセッション11
のハミッシュとアーガスに対して慈悲深く振舞っているかもしれな
い。また、セッション11のセナリエッセ・クリサンセマムを身に
つけているキャラクターがいるかもしれない。前述のうち少なくと
も2つの条件が満たされていたなら、ピクシーにかかった魔法は戦
闘の開始前に解ける。彼らはキャラクターたちを “フェイの友達” と
呼び、遭遇から逃げ出そうとするが、“角の王” は彼らを捕まえて食
べてしまおうとする。
　あるいは、それぞれのピクシーが最初に重傷になったときに、彼
らは魔法から目が覚める（気づくには難易度9の〈看破〉判定）。カル
ボンが恐ろしいため、彼らは戦闘を続ける。難易度13の〈はったり〉、

〈交渉〉あるいは〈威圧〉判定に成功したキャラクターは、ピクシーに
戦いをやめさせることができる。しかし、ソリスの力のためにピク
シーたちはキャラクターたちの手助けはできない。
　戦闘をやめると、ピクシーたちは広間から庭へと飛んで逃げてい
く。

“角の王” カルボン（K）	 レベル 4　精鋭　暴れ役（指揮）
中型・永劫・人型（デヴィル）、カンビオン
hp：132；重傷値：66	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、反応16、意志15	 〈知覚〉＋8
移動速度：6、飛行6	 暗視
抵抗：［火］10
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
Oバーニング・アンガー／燃えさかる怒り◆オーラ1
カルボンが重傷の間、オーラの範囲内でターンを終了した敵は5点の［火］ダメ
ージを受ける。

クラムジー・フライアー／飛行時劣悪
カルボンは飛行している間、攻撃ロールに−2のペナルティを負う。

デヴィリッシュ・タクティクス／悪魔の戦術
カルボンと挟撃を行っている味方は1d6の追加ダメージを得る。

トライアンファント・サージ／勝利の高揚
カルボンは敵のhpを0以下にしたときに一時的hp10を得る
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）；＋9対AC
ヒット：2d8＋6ダメージ

M ゴア／突き刺し◆［無限回］
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d10＋4ダメージ、およびカルボンは目標を2マスまで押しやる

M リレントレス・アドヴァンス／飽くなき侵攻◆［無限回］
効果：カルボンはゴアを使用した後、敵に隣接するように2マスまでのシフトを
行ない、その後スラムを使用する。この二つの攻撃を同じ目標に行ない両方
がヒットした場合、目標は伏せ状態になる

Cホーンド・キングズ・アソールト／角の王の猛攻◆初めて重傷になった時に
再チャージ
必要条件：カルボンはこのパワーを使用する際には、同じターンの間中にこの
噴射の起点マスに隣接したマスへと移動しなければならない。

攻撃：近接・噴射3（噴射内の敵全て）；＋9対AC
ヒット：2d10＋4ダメージ及びカルボンは目標を2マスまで押しやり伏せ状態に
する

効果：カルボンは噴射の範囲に隣接する攻撃の起点マスから最低3マス離れ
たマスへとシフトする

技能：〈軽業〉＋9、〈運動〉＋11、〈威圧〉＋10
【筋】18（＋6）	 【敏】15（＋4）	 【判】12（＋3）
【耐】16（＋5）	 【知】12（＋3）	 【魅】17（＋5）
属性：悪	 言語：共通語、神界語
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ピクシーの射手（P）×2	 レベル 2　砲撃役
極小・フェイ・人型生物
hp：30；重傷値：15	 イニシアチブ：＋4
AC16；頑健13、反応15、意志14	 〈知覚〉＋8
移動速度：4、飛行6（高度制限1）	 夜目
標準アクション
mレイピア（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ

rロングボウ（［武器］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d10＋4ダメージ

M フェイショット（［武器］）◆再チャージ 5 6
効果：ピクシーはロングボウによる攻撃を2回行なう。

Aピクシー・ダスト（［魅了］）◆［遭遇毎］
攻撃：遠隔範囲・爆発1・5マス以内（爆発の範囲内の敵）；＋7対“反応”
ヒット：対象は幻惑状態になり、隠蔽や不可視による利益を次のピクシーのタ
ーン終了時まで得ることができない。

技能：〈隠密〉＋9
【筋】6（−1）	 【敏】17（＋4）	 【判】14（＋3）
【耐】12（＋2）	 【知】12（＋2）	 【魅】12（＋2）
属性：無属性	 言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、レイピア、ロングボウ、矢（20本）

カリアティッド・コラム×2（C）	 レベル 3　精鋭　暴れ役
中型・自然・自律体（人造）
hp：110；重傷値：55	 イニシアチブ：＋1
AC15；頑健16、反応13、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：6	 暗視
完全耐性：病気、［毒］
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント：1
特徴
ボディ・オブ・ストーン／石の身体
カリアティッド・コラムは最初のターンを迎えるまでの間、“全てのダメージに対
する抵抗25”を持っている。一度動き出すと、カリアティッド・コラムは遭遇の
終了時までこの抵抗を失う

標準アクション
mシミター（［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ（クリティカル時1d8＋20ダメージ）

M ダブルアタック／2回攻撃◆［無限回］
効果：カリアティッド・コラムはシミターを2回使用する

トリガー型のアクション
ガーディアンズ・パスート／追いすがる守護者◆［無限回］

トリガー：敵がカリアティッド・コラムに隣接するマスから自発的に離れる
効果（即応・対応）：カリアティッド・コラムはトリガーとなった敵に近づくように
3マスまでのシフトを行なう

【筋】17（＋4）	 【敏】10（＋1）	 【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）	 【知】3（−3）	 【魅】3（−3）
属性：無属性	 言語：−

戦術
　カルボン：この魔物を動かしているのは、彼の残忍さと憤怒であ
る。カルボンは最初のターンに、もしそれが機会攻撃を誘発する場
合でも、ホーンド・キングス・アソールトを使用する。敵に対して
はゴアの使用を好み、可能であればスラムやリレントレス・アド
ヴァンスも組み合わせる。重傷にできるとか、気絶させられると彼
がみなしたキャラクターは特にこの攻撃を受ける危険性が高い。
バーニング・アンガーを使用した後は、カルボンはさらに多くの敵
の近くにいようとする。彼は死ぬまで戦い、倒れる際には、ソリス
が必ず恐ろしい復讐をするぞと捨て台詞を吐く。

　カリアティッド・コラム：カリアティッド・コラムはボディ・オヴ・
ストーンの形態を維持し、キャラクターたちがスタッフ以外の武器
または装具を取りだすまでイニシアチブをロールしない。彼女たち
はカルボンを味方として扱う。スタッフ以外の武器や装具を構えて
いるキャラクターが誰もいない状況になれば、カリアティッド・コ
ラムたちは持ち場に戻り、ボディ・オヴ・ストーンの状態に戻る。
プレイヤーがそれを理解できなかった場合は、〈看破〉判定（難易度9）
を行なわせ、それを教えること。
　ピクシーの射手：このフェイたちは乱戦の周囲を飛び回りながら
矢を放つ。味方を巻き込まない状況においてのみ、彼らはピクシー・
ダストを使用する。

結末
　カルボンが倒されると、キャラクターたちは大広間の残りを探索
することができる。P.56もしくは57の適切な項目に戻ること。
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セッション13： 
めでたしめでたし
　前回のセッションで、キャラクターたちはカルボンを倒した。こ
のセッションは、彼らが百

はくとうきゅう

塔宮の上階へと上っていくところから始
まる。

　全員が開始の準備を整えたら、以下の文章を読み上げること：
　水の螺旋階段を上りつめたすぐ先で、若々しい顔立ちの黒髪のハー
フエルフの女性が、透明な丸天井を持つ部屋の中、石像の間を優雅に
歩いています。彼女の息をのむような美しさと、彼女のまとう何の飾
りもない灰色のローブや手にしたねじ曲がったスタッフは、いかにも
不似合いです。
　部屋の両側の扉は開け放たれ、宮殿の屋上庭園へと続いています。
左側の扉の先には盛り土がされ、その上にはぴくりとも動かないジュ
リアナが横たえられています。
　フェイの女性は、あなたがたが階段を上り終えて床に足を置くのに
気付くと、その唇を苦々しげにゆがめます。「今となっては争う理由も
ないわね、勇敢な冒険者さんたち。私はもう望むものを手に入れたの
だから、あなたがたがここに侵入したことは許してあげましょう。私
に仕えると言いなさい。そうすればあなたがたの最大の望みをかなえ
てあげましょう」

　望んでいたカエアウィンとジュリアナの魂を手に入れた以上、彼
女は決して退こうとはしない。彼女は、必要とあらば自分はカルボ
ンを生き返らせることができると知っている。キャラクターたちが
彼女の仲間になる気はないと表明するか、あるいは暴力が避けられ
ない状態となった時点で、P.62の遭遇ソリスの帰還へと進むこと。

空中庭園
　キャラクターたちがソリスを倒すと、ジュリアナはまだ生きてい
て、その魂は自身の身体に戻ってくる。

　キャラクターたちがソリスを倒したら、以下の文章を読み上げること：
　庭の一番高いところには、赤薔薇と白薔薇の花壇が玉石を敷き詰め
た道を挟んでおり、その道は白い石でできたドーム状の建物へと続い
ています。ソリスから放たれた光は、そのドームへと飛んでいきます。
　近くにあったキノコの輪の中に、ラグナルとウーマが突然実体化し
ます。
　「あなたがたは、私たちが望んでいた以上の成功を収めてくれました」
ウーマが言います。「ハグの力が破られた時、あの女の魔法はすべて
解け、わたしたちは再びこの宮殿に来られるようになったのです」
　「こんちくしょう、やりとげたな」にやりと笑ってラグナルが言います。

「さて、それじゃあお前たちに褒美をやらなきゃならんな」

　オルランドが死んでいた場合、代理人たちはその亡骸を一緒に連
れてきている。ラグナルはバサルを殺したキャラクターたちに対す
る復讐の誓いを忘れてはいないが、とりあえずこの時点ではそれは
置いておくことにしている。屋上庭園から逃げ出したジヴォートた
ちを 1 体残らず殺してしまうと、緑の妖精族と夏の妖精族たちは、
ウーマとラグナルがキャラクターたちと話している大広間へと入っ
てくる。彼らの間にはおなじみの―たとえばロビン、イラクサ、
クモノス、ケリンドリア、そしてマメノハナたちの、さらに（おそ
らくは）エアリエル、ハミッシュ、そしてアーガスの―顔が見える。
オルランドもまた、生きていたならば、階段を上がってくる。

　ジュリアナはその後すぐに目覚め、オルランドと再会する。オル
ランドが死んでいた場合、彼女は嘆き悲しむ。ウーマはこんなこと
を言って彼女を慰める。「怖がらないで、いとしい子。百療泉があな
たの恋人を生き返らせてくれますよ。さあ、行きましょう」
　すべてが一段落したら、ラグナルとウーマはキャラクターたちを
墓所へ連れていく。

墓所
　キャラクターたちが墓所に入ったら、以下の文章を読み上げること：
　フェイたちはあなたがたを白いドームの中に導きます。内側から見
ると、ドームは透明です。この墓所に眠るものは、太陽と星々の下で
永久の安息を得ることになるのです。円形の台座の上に、白い大理石
の石棺が2つ―ひとつにはポルフェリオの、もうひとつにはカエア
ウィンの姿が姿が彫りつけられたもの―寄り添っています。優雅な
噴水がひとつ水を噴き上げ、その水は石棺の間を流れて小さな水路を
抜け、宮殿の裏を落ちる滝となって墓所から出て行くのです。

　キャラクターたちが石棺に触れたなら、それは透明になり、その
中にある、生前の姿を完全に保ったポルフェリオとカエアウィンの
亡骸が見えるようになる。墓所の水こそが、百療泉と呼ばれるもの
である。

百
はくり ょ う せ ん

療泉
　準備ができたら、以下の文章を読み上げること：
　ウーマは石棺の間で泡立つ清らかな水を指差します。「これが、百
療泉です」彼女は言います。「望むならここから水を飲みなさい。それ
から願いを言うのです。でも、最初に私に水を飲ませてください。そ
うしたら、約束通り、泉があなたがたを島にしばりつけることのない
ようにしますから」
　ウーマは水をひとくち飲むと、大声でこう言います。「“緑の君” オラ
ンと “夏の女王” ティアンドラの二人のアーチフェイが、ここで何が起
こったかを知り、そうしてお二人が望むなら、ここにきて私たちに加
わりますように」
　墓所の中に、2つの姿が実体化します。ひとつは深い森の香りの中
から現れます。その堂々たるエラドリンの男性は緑の葉をつづった仮
面をつけ、身につけた服はというと生きた植物のように見えるのです。
彼の黒い瞳が、部屋の中を鋭く見まわします。もうひとつは温かな光
の中から現れます。その輝くような女性のエラドリンは、金と宝石と
咲きこぼれる花のドレスをまとっています。彼女が微笑むと、部屋中
が温かくなります。
　すべてのフェイが、新しくやってきた二人に対して深々と頭を下げ
ます。
　「すべてはあるべき姿となった。そなたらは素晴らしい働きをしてく
れた」オランはあなたがたを見て言います。
　「そうです」ティアンドラが言います。「本当に素晴らしい。あなたが
たはこの泉から飲む権利を勝ち得たのです。そうして島に縛られない
自由も」
　「だが順番がある。ウーマはもう水を飲んだ。ラグナル、水を飲め、
そして願いを言うのだ」
　ラグナルは微笑むと水を飲み、こう言います。「俺は武勇の力と、そ
してフェイの中での権勢がほしい」
　「望みのままに」ティアンドラが言います。
　「だが、自由はやらんぞ」オランが声を張り上げます。「ラグナル、お
まえはこの島に留められ、この島の最も偉大なる主人にして最も偉大
なる僕

しもべ

となるのだ。であるから、この島を故郷とするものの間で、お
まえは “緑の巨人” として知られ、ラグナルの名は忘れられよう。では、
行け！」
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　木の葉が吹き飛ぶかのように、ラグナルは消え失せます。
　「ウーマ、」ティアンドラが言います。「そなたはあの禿山のロザライ
ンの代わりとなって、わたしのためにこの島のフェイたちの世話をし
てあげてください」ティアンドラは微笑みます。「それがそなたの望み
でしょう？」
　一礼し、悲しげな笑みを浮かべてウーマは言います。「はい、女王
さま。わたしはしばらくの間、ここに留まりたいと願っていました」
　「では、英雄たちよ」オランが言います。「水を飲め。泉の代価は気
にせずともよいぞ」
　「さあ、望みはなんですか？」ティアンドラが尋ねます。

　泉から水を飲めば、キャラクターたちは完全に健康になり、大休
憩を取ったのと同じ効果が得られる。この泉は命を復活させること
もできるので、死んだキャラクターがいれば、アーチフェイたちは
彼らのために泉の力を使ってくれる。もしオルランドが死んでいれ
ば、ティアンドラはジュリアナにも望みを言わせ―彼女が泉の力
を使うと、オルランドの身体はすっかり元通りになり、彼は生き返
る。彼の魂も完全なものになっている。
　泉はある種の解釈能力を持っており、過去を変えたり経験点をく
れたりすることはない。もしそれを望むプレイヤーがいたなら、そ
のプレイヤーはどうやってその望みがかなえられたかという物語を
つくりあげ、それを他の人たちに話さねばならない。以下は、叶え
られ得る望みと、どのようにそれが実現されるかというリストであ
る。
　能力値の上昇：キャラクターのもっとも低い能力値が2上昇する
―この泉は長所を伸ばすのではなく、短所を治してくれるのであ
る。
　富：1か月以内に、キャラクターは、一般人には幸運としか思え
ない方法で3,400gpを受け取る。
　魔法のアイテム：1 か月以内に、キャラクターは自身のキャラク
ター・レベルから4レベル上までのアンコモンの魔法のアイテムを
ひとつ受け取る。
　影響力：1か月以内に、キャラクターは自分が望む地域において
影響力のある地位を得る。その地域では、そのキャラクターは、キャ
ラクターの地位をよく知っている敵対的でないすべてのクリー
チャーに対して、【魅力】にもとづくすべての判定に関して＋2のボー
ナスを得る。
　幸福：1か月以内に、そのキャラクターは、プレイヤーが選択し
た無形かつじゅうぶんな報酬を受け取る。その出来事以来、心が満
たされたそのキャラクターは、［精神］に対する抵抗5を得る。
　長寿：泉はそのキャラクターの通常の寿命にさらに100年を加え
る。また、そのキャラクターは死亡セーヴおよび［毒］に対するセー
ヴィング・スロー、さらに病気に対するセーヴィング・スローに＋
2のボーナスを得る。
　それ以外：それ以外のことをキャラクターが望んだら、上記を参
考にして即興で対応すること。その望みが、望んだ者以外の誰かを
利するものだった場合、それはさらに実現しやすくなる。ティアン
ドラとオランは、クリスタルブルックの捜索団を生き返らせること
など、真に無私の望みを評価し、恩恵を与える。この恩恵は、キャ
ラクター・レベルから5レベル上までの “フェイ魔法の贈物” である。
“フェイ魔法の贈物” について、詳しくは『プレイヤーズ・オプショ
ン：妖精郷の勇者』を参照のこと。
　キャラクターたちが、捜索団の殺されたメンバーの復活を望んだ
場合、ティアンドラは「その望みはかなえられました」と言う。一度
死んだはずの人たちは、キャラクターたちが戻ってきたときにはす
でにクリスタルブルックにいる。

冒険の結末
　パーティーの一同が望みを言い終えたなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　「お別れの時がやってきました」ティアンドラが言います。
　「そなたらは、そなたらの国に帰らねばならん」オランが言います。
　「オルランドとジュリアナは」ティアンドラは言います。「あなたがた
は汚れのないひとたちですから、望むならここに留まってもかまいま
せん」
　「ここを治めるにしろ、ここで静かに暮らすにしろ、」オランは二人に
言います。「この宮殿はそなたたちのものだ」

　もう決めるべきことは多くは残っていない。プレイヤーたちが解
き明かせなかったこのアドベンチャー内の謎について、アーチフェ
イたちは解説してくれる。オルランドとジュリアナはここに残りた
いと言う。しかし彼らは英雄たちに感謝の気持ちを表したいと思っ
ており―もしキャラクターたちが家に帰るよう説いたなら、恋人
たちは自然世界に帰る。ハミッシュとアーガスは、もし生きていた
なら、二人の従僕としてオルランドとジュリアナのもとに留まりた
いと言う。二人が帰るというなら、兄弟たちもみなと一緒に自然世
界に帰る。

　恋人たちがこれからどうするかを決めたなら、以下の文章を読み上げ
ること：
　ティアンドラはあなたがたに言います。「目覚めたら、すべては夢だっ
たように思うことでしょう。水晶窟の予言は自然世界への贈り物とし
てこれからもずっと残りますが、渡瀬は閉じ、汚れなきものたちが逃
げ場所を求めた時以外に開くことはないでしょう。いずれあなたがた
と相まみえることもありましょうが、でも今は、お眠りなさい、お眠り
なさい……」
　あなたがたは、シルダインの森のはずれの、野生の花が咲き乱れる
草地で目を覚まします。あたたかな陽光が草地を包みこんでいます。
クリスタルブルックが見え―その門は大きく開かれています。

　キャラクターたちが水晶窟の探索にでかけてから、3週間が経過
している。数日前に、この1年間この地域を苦しめてきた天候は完
全に消え去った。レディ・タモラとカリック卿は仲直りをしはじめ、
クリスタルブルックの住民たちの間にはシルダインのフェイたちの
姿も見える。関係がすっかり回復するには少々時間を要するだろう
が、ともあれその過程は既に始まってはいる。
　オルランドとジュリアナは、自然世界に戻ってきたなら大喜びで
迎えられ、お祭り騒ぎとなる。そうでなかった場合には、恋人たち
はすでに百塔宮から魔法を使い、レディ・タモラとカリック卿に連
絡を取っている。2人の指導者たちは、あの島での出来事にキャラ
クターたちが関与したことを信じており、パーティー一行の栄誉を
たたえて祝宴を催す（必要とあれば、最初の捜索団の遺体を探すた
め、2人は狩人や森番を送り出す）。キャラクターたちはクリスタル
ブルックとシルダインの森の英雄となる。
　キャラクターたちの帰還に際して、ヴァリス伯も約束を守る。伯
はキャラクター 1人につき50gpを与え、また、彼らの勲

いさおし

を公に称
えるために、それぞれに銀のメダルを贈る。キャラクターたちのた
めに、サイバーでも祝宴が開かれる。

報酬
　セッションの終了時に、個々のキャラクターは、ソリスを倒し、
恋人たちを再会させ、アーチフェイたちと会話し、クリスタルブルッ
クを元通りにしてこの地域に平和をもたらしたことに対し、500XP
を獲得する。
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ソリスの帰還
遭遇レベル5

セットアップ
ソリス（S）
ジヴォートの切り裂き屋（X）	 2体

　キャラクターたちは、マップ上では池として表されている水の階
段から、1マス以内の場所で遭遇を開始する。

　戦闘の開始時に、以下の文章を読み上げること：
　満ち溢れる力により光り輝きつつ、いまや美しい姿を得たハグはそ
のスタッフを高々と掲げます。「愛と信仰が、今は私が治めるこの場所
へのかつての鍵だった」彼女は言います。「今は私がこの島の主だ。哀
れな愚か者め、おまえたちを動かすいかなる良い感情も、今となって
は何の価値もなくなろうぞ！」
　屋上庭園の豊かに茂った枝葉の中から、剣を構えたソリスのジ
ヴォートどもがあなたがためがけて飛び出してきます。彼らの真ん丸
なオレンジ色の瞳は、悪意に満ちてぎらぎらと光っています。

　ソリスはトゥイグ・ブライトの軍勢を素早く呼び寄せる（戦術参
照）。

　彼女が行動を起こしたら、以下の文章を読み上げること：
　ハグは高々と笑い、庭園中に忌まわしいエネルギーを放ちます。枯
れた枝や根、そして木の葉は、ちいさな、そしていかにも邪悪そうな
植物クリーチャーに変わります。

　ソリスス・ブラッドストーンを持っているキャラクターのターン
が開始するとすぐに、キャラクターがそれを外に出していようがし
まいこんでいようが、ソリスはその事実に気付く。

　ソリスがブラッドストーンに感づいたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
　疑いの影が、ソリスの若々しい回を曇らせ、そうしてまじまじとあ
なたをみたハグは叫びます。「忌まわしいがらくた！」彼女は言います。

「私の血に、忌々しいフェイのいたずらなどしかけおって。おまえたち
を完全にたたきのめしたら、この始末をつけてくれる！」

トゥィグ・ブライトの若苗	 レベル 3　雑魚　遊撃役
小型・フェイ・人型（植物）
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：＋6
AC17；頑健13、反応16、意志14	 〈知覚〉＋2
移動速度：5（森渡り）、登攀5	 夜目
標準アクション
mクロー／爪（毒）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：［毒］ダメージ5、目標が戦術的優位を与えているならば追加で2の［毒］
ダメージを与える

トリガー型のアクション
ブライターズ・ドッジ／枯らすものの回避◆［無限回］

トリガー：このトゥィグ・ブライトへの攻撃がミスしたとき
効果（即応・対応）：このトゥィグ・ブライトは1マスまでのシフトを行なう

技能：〈隠密〉＋9
【筋】8（±0）	 【敏】17（＋4）	 【判】12（＋2）
【耐】10（＋1）	 【知】6（−1）	 【魅】10（＋1）
属性：混沌にして悪	 言語：エルフ語

“夢の女王” ソリス（S）	 レベル 5　単独　制御役（指揮）
中型・フェイ・人型、ハグ
hp：252；重傷値：126	 イニシアチブ：＋4
AC19；頑健16、反応17、意志18	 〈知覚〉＋9
移動速度：6	 夜目
セーヴィング・スロー：＋5；アクション・ポイント：2
標準アクション
mコンペリング・スタッフ／抗えぬ杖（［魅了］、［精神］、［武器］）◆［無限回］

攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d8＋2ダメージ、さらに目標はこのハグの選択したクリーチャーに対し
て1回の近接基礎攻撃もしくは遠隔基礎攻撃を行なう。これによる遠隔基礎
攻撃は機会攻撃を誘発しない。目標がその攻撃をミスしたなら、目標は［精神］
ダメージ5をうける。

rナイトメア・チャーム／悪夢の魅了（［魅了］、［恐怖］、［精神］）◆［無限回］
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対“意志”
ヒット：2d8＋4［精神］ダメージ及びソリスは目標を4マスまで横滑りさせる

ナイトメア・コンパルジョン／悪夢が強いる◆再チャージ 5 6
効果：ソリスは2回の基礎攻撃を行なう

Aヴィジョンズ・オブ・デザイア／欲望の幻視（［魅了］、［幻］、［精神］）◆［遭
遇毎］
必要条件：ソリスは重傷であってはならない
攻撃：遠隔・爆発2・10マス以内（爆発内のすべての敵）；＋8対“意志”
ヒット：2d8＋6［精神］ダメージ、ソリスは目標を爆発の起点マスへ向けて4マ
スまでの横滑りさせる。爆発の起点マス、およびそのマスへ隣接するマスに横
滑りさせられた目標は動けない状態になる（セーヴ・終了）

ミス：半減ダメージおよびソリスは目標を爆発の起点マスへ向かって2マス横滑
りさせる。爆発の起点マス、および隣接するマスに横滑りさせられた目標は動
けない減速になる（セーヴ・終了）

移動アクション
ドリーム・ステップ／夢の歩み（［瞬間移動］）◆最初に重傷になったとき再チャ

ージ
効果：ソリスと5マス以内のクリーチャー1体は10マスまでの瞬間移動を行なう。
ソリスの次のターン終了時までソリスと目標のクリーチャーはお互い以外に対し
て不可視となる。

マイナー・アクション
ドリーム・シード／夢の種◆トゥィグ・ブライトが1体も居ないとき再チャージ

効果：4体のトゥィグ・ブライトの若苗がソリスから10マス以内に現れる。これ
らは敵に隣接するように現れることは出来ず、また自然の地形にしか現れるこ
とができない。トゥィグ・ブライトはソリスのターン終了後にイニシアチブが設
定され即座に行動を開始する。

トリガー型のアクション
フィールド・オヴ・デリュージョン（［魅了］、［幻］、［精神］）◆［無限回］

トリガー：ソリスに意識がある間に敵が3マス以内でターンを開始したとき
効果（アクションではない）：ソリスは目標を2マスまで横滑りさせ、目標はもっと
も近い味方に対して近接基礎攻撃もしくは遠隔基礎攻撃を行なう。この遠隔
基礎攻撃は機会攻撃を誘発しない。この攻撃が外れた場合、目標は［精神］
ダメージ5を受ける

技能：〈魔法学〉＋10、〈はったり〉＋11、〈看破〉＋9、〈隠密〉＋9
【筋】15（＋4）	 【敏】14（＋4）	 【判】15（＋4）
【耐】15（＋4）	 【知】16（＋5）	 【魅】19（＋6）
属性：悪	 言語：共通語、エルフ語、巨人語
装備：ローブ、スタッフ

戦術
　すべてのモンスターは、マップの端のことを知っている（このエリ
アの情報を参照）。
　ソリス：ハグはまずヴィジョンズ・オヴ・デザイアを使用し、そ
の後、ドリーム・シードを使用してトゥイグ・ブライトたちにパー
ティーの妨害をさせる。また、機会があればいつでもナイトメア・
コンパルジョンを使用し、ナイトメア・チャームによって自分に隣
接するマス目に横滑りさせたキャラクターを攻撃し、続いてコンペ
リング・スタッフを使用する。また、ドリーム・ステップを使用し
て、あるキャラクターをパーティーから分断しようとするかもしれ
ない。そうでない場合は、彼女はためらわずに近接戦闘に突入し、
敵に対してフィールド・デリュージョンを使用しては自分のオーラ
で味方を助けようとする。
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　トゥイグ・ブライトとジヴォート：これらのクリーチャーは協働して、
戦術的優位を得たうえで攻撃し、またソリスを守ろうとする。ソリ
スが倒されると、トゥイグ・ブライトは死に、ジヴォートは逃走す
る。

このエリアの情報
　照明：“明るい”陽光。
　藪：これらの植物は “移動困難な地形” であり、藪のあるマス目は
軽度に隠蔽されている。
　マップの端：ソリスが生きている間、マップの端の部分に移動し
たクリーチャーは、それが部屋の中であっても、マップの反対側の
端に隣接するマス目に瞬間移動する。クリーチャーはそこから移動
を継続する。
　盛り土：盛り土を上る場合、“移動困難な地形”として扱う。
　石像：中型の石像は遮断地形である。大型の石像は “移動困難な
地形” であり、またクリーチャーはこの石像を部分遮蔽として使用
することができる。
　木：この歳経たオークの木の高さは30フィートで（登るには難易
度9の〈運動〉判定）、幹は遮断地形である。10フィート以上上では、
枝葉がこのエリアを軽度に隠蔽する。
　水の階段：この“池”は、戦闘の間、しっかりした地面となる。

その後の展開
　ジュリアナ：ジュリアナは気絶状態である。
　〈治療〉（難易度13）：彼女の命は急速に消えようとしている。
　〈宗教〉（難易度21）：彼女の魂は、彼女の身体の中にはない。

ジヴォートの切り裂き屋×2（X）	 レベル 1　遊撃役
小型・フェイ・人型生物
hp：26；重傷値：13	 イニシアチブ：＋4
AC15；頑健12、反応13、意志13	 〈知覚〉＋1
移動速度：5	 暗視
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）；＋6対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。

rダガー（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・5/10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d4＋3ダメージ。

トリガー型のアクション
カニング・ステップ／ずる賢い一歩◆無限回

トリガー：このジヴォートに隣接する敵に攻撃がヒットする。
効果（フリー・アクション）：このジヴォートは1マスシフトする。

シャドウ・ステップ／影渡り（［瞬間移動］）◆無限回
トリガー：このジヴォートに隣接する敵がこのジヴォートにヒットを与える。
効果（即応・対応）：このジヴォートはトリガーを発生させた敵に隣接する別の
マスまで瞬間移動する。

技能：〈隠密〉＋7、〈はったり〉＋5
【筋】	13（＋1）	 【敏】	14（＋2）	 【判】	12（＋1）
【耐】	10（±0）	 【知】	10（±0）	 【魅】	11（±0）
属性：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、ダガー4本

結末
　キャラクターたちがソリスを倒したら、以下の文章を読み上げること：
　ハグはがっくりと膝をつき、彼女の完璧な顔には敗北の悔しさがはっ
きりと現れます。「ああ、カルボン、」彼女は言います。「私がデヴィルだっ
たなら、地獄でまた一緒になれるものを」
　ハグの美しい姿ははがれおちて純粋な光にと変わり、彼女は悲鳴を
上げます。光はすっかり自由になると、まずジュリアナを包み込み、
それから庭の傍の白いドームへと飛んでいきます。再び醜い老婆の姿
に戻ったソリスだけが、物言わぬまま残されます。

　P.60の空中庭園に進むこと。

X
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後書き：先駆的なアドベンチャー
スティーブ・タウンゼンドによるデザイナーズ・ノート

　30年近く昔、UK1:Beyond the Crystal Caveは、ある種のダンジョ
ンズ・アンド・ドラゴンズの冒険の第1作として現れた。英国人ラ
イターのデイヴ・J・ブラウン、トム・キールビー、そしてグレア
ム・モリスによってデザインされたこの作品は、最近TSR, Incの英
国子会社となったTSR Ltd.による最初のモジュールでもある。
　UKシリーズのモジュールは、初期のD&Dアドベンチャーの、一
般的な戦闘中心のスタイルとは異なったプレイ経験に焦点を合わせ
たものとなっていた。ロールプレイング、問題解決、そしてフォー
クロアがUKモジュールの重要な要素であり、いくつかのアドベン
チャー―オリジナル版の Beyond the Crystal Caveなど―では、
戦闘はむしろ厳しく罰されてしまうこともあった。オリジナルのア
ドベンチャーは『ロミオとジュリエット』の物語を、グレイホーク世
界のある島にある、“ポルフェリオの庭” と呼ばれるいかにも妖精風
の準次元に移植したものであった。このアドベンチャーのキャラク
ターたちは、いかにもシェイクスピア風の名前と動機を与えられて
いた。悪党らしきものは存在せず、“ポルフェリオの庭” に続く洞窟
内に存在するいくつかの危険を別にすれば、このアドベンチャーに
は真の敵対者は存在しない。このBeyond the Crystal Caveで“勝つ”
方法とは、ただ庭に仕掛けられたパズルを解き、フェイの悪戯を避
け、戦闘を回避し、そして恋人たちに、家に帰るようにと頼むこと
だった。
　新版のBeyond the Crystal Caveこと『水晶窟を越えて』には、オ
リジナル版の多くの遭遇や場所が引き継がれているが、一方でD&D
エンカウンターズ TM のシーズンでの使用にあわせて調整も加えてあ
る。オリジナル版のモジュール同様、今回の版も人間関係やパズル
を解くこと、情景、雰囲気、そして物語の要素にはこだわった。オ
リジナル版の構造に従いはしたが、今回の版には悪党たちの存在も
大いに混ぜ込まれている。

　ある種の調整を施された結果、このアドベンチャーは、これまで
に行なわれたD&Dエンカウンターズのシーズンとはやや趣を異に
している。また、最も成功するのは、おなじみの各週の戦闘を楽し
むよりも、むしろプレイヤーもDMもより深く没入して、この世界
や謎や物語を堪能することに重きを置くグループだろう。UK1がそ
うだったのだから、修正版の Beyond the Crystal Caveもそのよう
なものになったのだ。

ダンジョン・マスターのためのスペシャル・ノート
　オリジナル版のアドベンチャーの導入より：

　DMは、これが普通のアドベンチャーではまったくないということにすぐに気付くだろう。これは1レベルキャラクターの一団であれば庭を静かに逍
遥して成功するだろうが、8レベルの血の気の多い一団では失敗してしまうだろうというようなものだ。交渉と機転が勝利を収め、暴力や攻撃性は
敗北するのだ。
　通常、DMはどのようなモンスターをどれだけ殺したかということに応じて経験点を与えるものだ。しかし、今回のアドベンチャーにおいては、まった
く異なった尺度で経験点を与えることを強く推奨する。庭の中での遭遇の成功は、戦ったり、特定の個人や集団と対立したりすることなく、どれだけ
情報や助力を得られたかということで判断されるだろう。ある場合には、これは非常に難しいものとなるだろう。成功した遭遇の後（通常、遭遇が
成功したとみなされるのは、パーティーがモンスターと友好的な状態で分かれた場合である）、プレイヤーはそのモンスターを打ち倒したのと同様の
経験点を獲得する。判断を行なうにあたって、DMは慣習的な尺度を使用するのが望ましい。例えば遭遇中のプレイヤーの態度を尺度として使う、
などというようなものである。
　……このシナリオはどこをとっても、攻撃的なやり方―目に入るモンスターを片っ端から殺し、宝物を取り上げる―で振舞ってきた多くのプレイ
ヤーにとっては、非常に苛立たしいものになるだろう。このアドベンチャーでは、そのようなやり方ではほとんど何も手に入らない。
　……この導入の結論として、筆者一同は君がこの“Beyond	the	Crystal	Cave”を上手く運用できることを望む。また、君が楽しんでそうしてくれる
ことを心より願う。このアドベンチャーは、プレイヤーを楽しませ、また苛立たせることの双方を目的としてデザインされているが、ダンジョン・マスター
については、ただ楽しんでもらえるようにデザインしたのだ。
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　モンスターたちがクリスタルブルックの町を脅かしてお
り、冒険者たちはそれらがどこからやって来ているかを突
き止めた。その探索は異なる次元界への旅へと彼らを導く。
フェイワイルド（「荒ぶる妖精の世界」の意）において英雄た
ちは魔法の島を探検し、醜悪なハグと彼女が連れている魔
物が、この島を手中とする儀式を執行する前に、その悪意
あるたくらみを防がなくてはならない。

　『水晶窟を越えて』は、公式プレイ・プログラムである
D&D エンカウンターズ TM の2011 年冬シーズン用にデザイ
ンされた『ダンジョンズ＆ドラゴンズ®・ロールプレイング

・ゲーム』用のアドべンチャーである。このD&D アドべ
ンチャーには『プレイヤーズ・オプション：妖精郷の勇者』
に収録されたキャラクター・オプションが組み込まれ、フ
ルカラーの折りたたみ式バトルマップが3枚、すぐに遊べ
る遭遇が13回、そしてこのプログラムに必要な情報がすべ
て含まれている。

未踏の
魅惑の領域へ




