
このアドベンチャー・シナリオは、会話型ＲＰＧ未経験者から「ダ

ンジョンズ＆ドラゴンズ 第４版」の初心者までのプレイヤーを対

象として、Ｄ＆Ｄ第４版ルールを体験してもらうことを目的とした

ものである。

プレイヤー人数は３人～６人、プレイ時間は３～８時間（遭遇

数を加減することで調整可能）。

なお『ダンジョン・マスターズ・ガイド（DMG）』121p.「レベルアッ

プの速度を変化させる」のルールを使用し、遭遇ごとに得られる経

験値は規定の２倍となっている。必要ならプレイ終了後にその旨を

説明すること。

使用するコンポーネントは、Ｄ＆Ｄ 3.5 版の『ビギナーズ・セッ

ト』のダンジョン・タイルに、5 フィート× 10 フィート（１マス

×２マス）の行き止まりを示すタイルを５枚、10 フィート（２マス）

幅の扉タイルを２枚、クイックスタートルール収録アドベンチャー

『シャドウフェル城の影』に付属の屋外マップ、および以下のミニ

チュアである。いくつかは『ビギナーズ・セット』に含まれている

ので、足りないものを集めるとよいだろう。

全体で使用するミニチュアは以下の通り。必ずしもそのもので

なくても、雰囲気で通じるものであればかまわない（厳密に言えば、

マップ上でのサイズが正しければ、ルール運用は可能である）。

・猟犬×４
・ジャイアント・ラット×７
・ダイア・ラット×２
・ラット・スウォーム×１
・ゾンビ×６
・スケルトン×２
・人間の魔道士×１
・ドラゴンボーンの兵士×１
・ゴブリン×２
・オーク×１
・ブルードラゴン×１

冒険者として名をあげようと、ドーヴェン・ストールなる人物

のもとにＰＣが集う。さまざまな状況下での遭遇を何度か解決し、

ＰＣたちは冒険者としての経験を積んでいく。

（ドーヴェン・ストールは『シャドウフェル城の影』に登場する、

冒険者たちの師匠的な存在である。アドベンチャーの終了後、ドー

ヴェンはＰＣたちの前から姿を消すので、「彼のその後の運命を知

りたい方はこの『シャドウフェル城の影』をプレイしてみてね！」

という “ 引き ” に利用できるであろう。）

必要なら「会話型ロールプレイングゲーム」の概念を説明する。

プレイヤーに以下を説明する。

この世界、いわゆる剣と魔法のファンタジーの世界ですが、
それは今薄暮に包まれています。というのも、かつて隆盛を
誇った人間の帝国『ネラス帝国』というのが１世紀ほど前に
崩壊してしまったからなのです。（なぜその帝国が崩壊したか
は定かではありません。ある賢者は失敗に終わった魔法実験
が暴走したからだと言い、別の資料によれば奈落の底から力
ある存在、デーモンロードが呼び出されたからだとも言いま
す。世界のことわりを規定する『彼岸の魔術師たち』が世界
法則を書き換えたからだ、といううわさもありますが、真実
は闇に包まれています。）

帝国の強大な兵たちは散り散りになり、荒野や街道には邪
悪なモンスター、狡猾な小鬼ゴブリンや、暴れ者のオーク鬼、
生ける屍のアンデッドモンスターなどがはびこるようになっ
てしまいました。自分の身を守るすべのない弱い人々は身を
寄せ合うように、村や町などにこもるように生活せざるを得
なくなったのです。

そんな恐怖と絶望の支配する世界にも、わずかに希望が残
されています。それは善の大儀に身を捧げた “ 冒険者 ” と呼ば
れる人たちの存在です。彼ら彼女らはその持てる力を存分に
発揮して悪の手先の野望をくじいて人々を救い、やがては伝
説の、そして神話上の存在にもなろうという素質を有した英
雄なのです。

あなたがたもそんな “ 冒険者 ” になろうという意欲を持った
者の一人です。とはいうものの、あなた方ご本人がこの暴力
と恐怖に満ちた世界の住人になるのはいささか荷が重い。と
いうわけで、今から皆さんがたに代わって、この世界を冒険
するキャラクターを作成していただきましょう。

プレイヤーにキャラクターを作成してもらう。または『シャド
ウフェル城の影』収録のプレ・ロールド・キャラクターを使用して
もよい。

作成が終わったら次を説明する。参加人数はプレイヤー数によ
り増減させること。必要に応じて DMG199p. フォールクレストの
街や、206p. ネンティア谷の地図をプレイヤーに見せる。

さて、皆さんはこの世界の住人となりましたが、はたして
どうすれば “ 冒険者 ” になれるんでしょう？　皆さんがいろい
ろ調べまわっていたところ、風のうわさで『ネンティア谷の
フォールクレストの街に住むドーヴェン・ストールという男
が冒険者の養成講座を開いているらしい』ということを聞き
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冒険者入門
つけまして、居ても立ってもいられなくなり、ありったけの
装備を背負い袋に詰め、使い慣れた武器を片手に、フォール
クレストに旅立ったのでした。

フォールクレストの街に着くと、果たして広場に立て看板
が出ていまして、

　『ドーヴェン・ストールの冒険者養成講座
先着５名

参加希望者はネンティア亭まで』　

とあります。ネンティア河を五アーチ橋で渡ると、野山の
石と堅い材木で建造された酒場兼宿屋がありまして、そこに

『ネンティア亭』という看板が出ています。
ネンティア亭に入ってみると、ハーフエルフの主人に暖か

く迎えられます。ドーヴェン・ストールについて聞いてみる
と、テーブルの一つを指します。確かに年季の入った冒険者っ
ぽい身なりの男がいて、皆さんに気がつくと、

『おっ、冒険者養成講座に参加希望の方かい？　うん、ちょ
うどこれで人数ぴったりだな！　よし、じゃあまずこの席に
ついてくれ。そして名前と、どんなことができるのか、そし
てなぜ冒険者の道を志したのかを聞こうじゃないか！』

と促してきます。

各プレイヤーに名前とクラスを聞く。演技風でも、プレイヤー

としての発言でもよい。

主要クエスト「一人前の冒険者として認められる」：このアドベン

チャーを最後までプレイするとクエストを達成し、500XP ×２

を得られる。

遭遇レベル１（５００ＸＰ×２）

セットアップ
以下を説明する。

ドーヴェン・ストールは『それじゃまず、冒険者として生
き残るために一番大事なこと、つまり戦闘についての講座か
らはじめよう。なにぶんこの恐怖と絶望にまみれた世界では
な、善なる行いをなすにも暴力と無縁ではいられないのさ。
まぁ深く考えるな、善良な人々を助けるために悪の存在に暴
力を振るうことは、この世界では度を過ぎない限り善の行為
としてみなされる。じゃあちょっと、町の外まで行こうか。』
と言って、君たちを案内して町から少し離れた街道に導きま
す。

屋外マップを広げる。『シャドウフェル城の影』の「街道で：コ

ボルドの山賊」と同様が望ましい。同遭遇では、付録のポスターマッ

プを半分に折って使っている。

プレイヤーたちに、マップの中央付近にミニチュアを配置させ

る。配置したら以下を説明する。

戦闘はこのように、マス目の書かれたマップ上で行われま
す。実際にやってみるのが手っ取り早いでしょう。

ドーヴェンが口笛を吹き鳴らすと、大きな体の猟犬が４匹
現れました。ドーヴェンは

『これは俺の愛犬一家、ペスティレンスとウォー、ファミン
にデスだ。全員大変頭が良くてな、本当は凄く強い * んだが、
君たちのレベルに合わせて戦ってくれる。ダメージもあま噛
みするからたいしたことはない。とはいえ本気でやらないと、
勝ちを認めてくれないぞ。』

そう言ってまた口笛を吹きます。４匹の猟犬は牙をむき出
しにして皆さんに襲いかかってきます！

* お話としては 11 レベル相当であるが、データは 2 レベル。

ＰＣたちが防衛役のキャラクターを配置した側のマップの端に、

猟犬を４匹配置する。

イニシアチブを決定して戦闘を開始する。この戦闘中に、以下

の戦闘のルールを説明すること。

・イニシアチブ
・標準アクション
 ・移動 ／ ・移動困難 ／ ・シフト
 ・攻撃（近接・遠隔） ／ ・突撃
 ・挟撃
 ・命中判定 ／ ・ダメージ
・マイナーアクション
・フリーアクション
・機会攻撃
・戦闘中の回復
（プレイヤーの TRPG への練度によって、クラスの役割 4 種も。）

戦闘終了後、小休憩と大休憩について説明する。記述に沿うと

同日中に次の遭遇が起こるので、大休憩をとる機会はないが、もし

ＰＣが大きなダメージを負ってリソースを使い切っているような

ら、ＤＭの判断で次の遭遇を翌日に発生するものとしてもよい。

猟犬　４体　　	 レベル２　遊撃役
中型・自然・野獣　　	 ＸＰ　１２５
イニシアチブ：＋５　　感覚：〈知覚〉＋７；夜目
ＨＰ：３８；重傷値：１９
ＡＣ１６；頑健１４、反応１４、意志１３
移動速度：８
バイト／噛み付き（標準；無限回）

＋７ 対 AC；１ｄ６＋２ダメージ。
 伏せ状態の目標に対しては２ｄ６＋２ダメージ。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
猟犬が戦術的優位を有する目標に対して行った攻撃がヒットした

なら、目標は伏せ状態になる。
属性：無属性　　言語：――

【筋】１３（＋２）【敏】１４（＋３）【判】１３（＋２）
【耐】１４（＋３）【知】　２（－３）【魅】１０（＋１）

※猟犬の能力はグレイ・ウルフ (MM31p) と同一である。

戦術
猟犬たちは突撃、挟撃、シフトなどの戦闘オプションを説明し

つつ攻撃する。マークされている場合はマークした相手を、されて

いなければウィザードなど、ＡＣの低い相手を狙う。（これにより

マークの重要さと、各役割の果たすべき役目を理解してもらう）

戦闘中に１人以上のＰＣのＨＰが０以下になった場合、猟犬た

ちは戦闘をやめる。ドーヴェン・ストールが手当てをしてくれるの

で、命に別状はない。

遭遇 1：戦闘講座
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遭遇レベル：１（５００ＸＰ×２）

セットアップ
以下を説明する。

皆さんは一通りの戦闘講座を終え、ネンティア亭に戻って
きました。ドーヴェンが『今日は優秀な生徒を迎えためでた
い日だ！　お互いの出会いを祝おうじゃないか！　大将、上
等なワインを持ってきてくれ！』と注文しますが、主人は残
念そうな顔で『それがですねえ旦那、実はワイン倉庫が害獣
に占領されちゃったんですよ、チューチュー鳴いてしっぽが
あるアレに。取りに行けないんです。』と言います。そして、『あ
んたがた、“ 冒険者 ” なんだろう？　じゃあさ、うちのワイン
セラーから害獣を追っ払っておくれよ。報酬はあんまり出せ
ないけどさ、なあに簡単なもんさ。』とも言います。」

主人は決して「ネズミ」と口には出さない。誰かが「ネズミ」と言っ

たら、悲鳴をあげて気絶してしまう。

副次クエスト「ネンティア亭のワイン倉庫から害獣を追い払う」：

遭遇３「ネズミ退治（２）」に勝利するとクエストを達成、

100XP ×２を得られる。

マップタイル３Ａを配置し、その下側にＰＣたちのミニチュア

を配置させる。下が地上（酒場）に通じており、左は行き止まり、

上には両開きの扉があると説明する。右側の怪しく光っている部分

はただの壁であると説明すること。

ＰＣたちがルーンの彫ってあるタイルに触れる

か踏むかした時に、以下を説明する。

突然、壁が青く光り、どこからともなく声が
響き渡ります。

『ここより先は “ 這い寄る王 ” の領土である。
立ち入りを望む者はおのれの知性を示すがい
い。』

そして一拍おいて、皆さんに謎かけをしてき
ました。

『汝らに問う。
（口調を変えて荘厳な感じで）
「ネンティア谷でもっとも数の多い生き物、（こ

こで一息）
ズル賢さではヒューマンをはるかに凌駕し、

（ここで一息）
みんなから嫌われつつ今日も繁栄し続ける」

（口調を元に戻す）
者は何か？』

答えはネズミである。謎かけの文章の各行の１

文字目をつなげて読むと答えとなる。

正解した場合『よろしい、汝らは “ 這い寄る王 ”

の領土に立ち入るだけの知性を示した。先へ進み、

我が民たちの歓待を受けるがよい。』 という声が聞

こえる。

不正解だった場合、あるいは答えずに先へ進もうとした場合、

『愚か者め！　“ 這い寄る王 ” は愚か者を歓迎せぬ！』

という声が聞こえ、タイルの部分が崩れて深さ 10 フィートの落

とし穴になる。落とし穴に落ちた者は１ｄ 10 ポイントのダメージ

を受ける。

「這い寄る王」の名を聞いたものは〈宗教〉判定をすること。もっ

とも高い値を出した PC は、悪の神トログ（DMG163p. 参照）につ

いての知識を得られる。

タイルを調べたキャラクターは、難易度 15 の〈知覚〉判定に成

功すれば罠を発見できる。罠を無力化するには謎かけに答えること

が必要であることがわかる。

この遭遇を終えると通常はマイルストーンに到達するため、Ｐ

Ｃたちに１点のアクションポイントを与え、アクションポイントに

ついてのルール (PHB 288p.) を説明すること。

このエリアの情報
明るさ：暗闇

扉：両開きの扉に鍵はかかっておらず、罠もない。聞き耳を立て

たものは難易度 15 の〈知覚〉判定に成功すれば、扉の向こうで

ちゅうちゅうきいきいいう音がするのが聞こえる。（ワイン倉庫

のラットがたてる物音である）

※ このエリアの罠をしかけ、次のエリアにラットを放ったのはトログの
信奉者である邪悪な死霊術士ブルースである。その魔法使いとは遭遇
４で対峙することとなる。

※ リドルがあまりにも簡単すぎると思うＤＭは、任意に自作のリドルと
入れ替えてもかまわない。

遭遇 2：ネズミ退治（１）

両開きの扉

行
き
止
ま
り
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　遭遇レベル：１（５００ＸＰ×２）

セットアップ
マップタイル１Ｂを３Ａの上につながるように配置する。ＰＣ

たちは下側から入ってくる。右と左は行き止まりである。

ＰＣたちに以下を説明する。

扉を開けると、ぷんとワインのすえたような匂いが鼻に
つきます。見るとワイン棚が一部倒れて、ワイン瓶の破片や
中身が床に散らばっています。部屋の一角にはキノコが生い
茂っているというありさま。そしてその合間に、小さなネズ
ミが１群れ、全長 75cm ほどの大きなネズミが７匹と、全長
1m50cm ほど、ひときわ大きくて凶悪そうなネズミが２匹い
るではありませんか。それらは貯蔵されていたチーズをかじ
るのをやめて、皆さんに襲いかかってきました！

ＰＣたちに〈自然〉の判定を行わせること。15 以上、あるいはもっ

とも高い値を出したＰＣに、ジャイアント・ラットは「雑魚」であり、

ルールとしての「雑魚」について説明する。またラット・スウォー

ムは群れ全体で１体のクリーチャーとして扱うことを説明し、群が

り攻撃と、抵抗と脆弱性とについても説明する（本来は難易度 25

の〈自然〉判定に成功することが必要だが、ここでは〈自然〉判定

の最も高かった者に説明すればよい）。

フィギュアはきれいに置かずに上からバラまいてもよい。

戦術
鼠たちはＰＣに押し寄せ、手当たり次第に攻撃する。

ジャイアント・ラット（Ｇ）　７体　 　レベル１　雑魚
小型・自然・野獣　　 ＸＰ　２５
イニシアチブ：＋３　　感覚：〈知覚〉＋５；夜目
HP：１；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
AC１５；頑健１３、反応１５、意志１２
移動速度：６；登攀３
バイト／噛み付き（標準；無限回）

＋６対ＡＣ；３ダメージ
属性：無属性　　言語：――

【筋】１２（＋１）【敏】１７（＋３）【判】１０（±０）
【耐】１２（＋１）【知】　２（－４）【魅】　６（－２）

ダイア・ラット（Ｄ）　２体　 レベル１　暴れ役
中型・自然・野獣　　 ＸＰ　１００
イニシアチブ：＋２　　感覚：〈知覚〉＋５；夜目
HP：３８；重傷値：１９
AC１５；頑健１５、反応１３、意志１１
移動速度６；登攀３
バイト／噛み付き（標準；無限回）

＋４対ＡＣ；１ｄ６＋２ダメージ、目標は汚穢熱（MM260p.参照）
にかかる危険性が生じる。

属性：無属性　　言語：――
【筋】１４（＋２）【敏】１５（＋２）【判】１０（＋０）
【耐】１８（＋４）【知】　３（－４）【魅】　６（－２）

ラット・スウォーム（Ｓ）　　 レベル２　奇襲役
中型・自然・野獣（群体）　　 ＸＰ１２５
イニシアチブ：＋６　　感覚：〈知覚〉＋６；夜目
群がり攻撃：オーラ１；ラット・スウォームは、このオーラの範
 囲内で自分のターンを開始したすべての敵に対して、フリー・

アクションとして１回ずつの基礎攻撃を行なう。
HP：３６；重傷値：１８
AC１５；頑健１２、反応１４、意志１１
抵抗：近接攻撃および遠隔攻撃のダメージ半減；脆弱性：近接範

囲攻撃および遠隔範囲攻撃から受けるダメージが＋５される
移動速度４、登攀２
スウォーム・オヴ・ティース／群れなす歯（標準；無限回）

＋６対ＡＣ；１ｄ６＋３ダメージおよび継続的ダメージ３（セー
ヴ・終了）。

属性：無属性　　言語：――
【筋】１２（＋１）【敏】１７（＋３）【判】１０（＋０）
【耐】１２（＋１）【知】　２（－４）【魅】　９（±０）

このエリアの情報
明るさ：暗闇

キノコ：キノコが大きく描かれたマス目はキノコが生い茂ってお

り、移動困難な地形である。

こぼたワイン：水が大きく描かれたマス目はワインが流出して水

たまりになっている。詳細を聞かれた場合、「特に移動に支障が

あるようには見えません。」と告げる。実際、特に支障はない。

テーブル：テーブルの描かれたマス目は、小型以下のクリーチャー

とラット・スウォームは自由に通行できる。中型以上のクリー

チャーには障害物である。

穴：ネズミを片付けると、部屋を捜索できる。難易度１５の〈知

覚〉に成功したＰＣは、壁にネズミ穴が空いているのがわかる。

小型サイズのＰＣさえ通れない小さな穴だが、ネズミなら通れ

るだろう。

報酬
ネズミをすべて退治して酒場に戻ってくると、主人から感謝の

言葉を受け取る。そしてネンティア亭でのワイン飲み放題と、今後

の宿泊費半額（2gp → 1gp）の特典を得る。さらにパーティーに

120gp と、マジック・ダガー＋１、マジック・モール＋１をもらえる。

遭遇 3：ネズミ退治（２）
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冒険者入門
これはネンティア亭の忘れ物であるが、持ち主が取りに来ないので

よかったら使ってくれ、と言われる。マジック・ウェポン＋１は攻

撃ロールおよびダメージ・ロールに＋１のボーナスが付き、さらに

クリティカル時に追加の＋１ｄ６ダメージを与える。ダガーを投擲

した場合、自動的に使用者の手に戻ってくる。

※プレイヤー・キャラクターの装備にあわせて変更してもよい。

副次クエスト「ネンティア亭のワイン倉庫から害獣を追い払う」

を解決したので全員に２００ＸＰずつを与える。

報酬を使って買い物をしてもよい。ポーション・オブ・ヒーリ

ングは１本 50gp で、ナエルマー輸入商会にて購入できることを

ドーヴェン・ストールから説明する。

この遭遇を終えるともう日も暮れ、ＰＣたちのリソースも減っ

ていることだろう。大休憩をとるのによいタイミングである。

汚穢熱にかかった PC は、キュア・ディジーズ の儀式をエラティ

ス寺院で執行してもらえる。費用はネンティア亭の主人が出してく

れる。

遭遇レベル：２（６２８ＸＰ×２）

セットアップ
　以下を説明する。

さて、みなさんの活躍によりネンティア亭では再びワイン
が飲めるようになり、お客さんもだんだん増えてきました。
おしゃべりな主人はことあるごとにみなさんの活躍を吹聴し
ます。そんなある日、ドーヴェンの訓練を終えてネンティア
亭に戻ってくると、町の衛兵が待っていました。彼はアンディ
と名乗り、衛兵では対応しきれない事件が起きたので、有力
な英雄である皆さんに対応をお願いしたい、と言います。

アンディによると、この町には亡くなられた人の遺体を安
置するカタコンベ、地下墳墓があるのですが、最近そこで奇
妙なことが起きているというのです。遺族が命日に墓参に向
かったところ、遺体がひとりでに歩き出し、遺族を襲ったと
いうではありませんか。今のところ遺体が地下墳墓の外に出
てきたという話はありませんが、このままほおっておくわけ
にはいきません。しかし町の衛兵はそういった超自然のでき
ごとに対処できず、みんな怖気づいてしまっています。ちょ
うどネンティア亭に、腕利きの冒険者たちが滞在していると
いうので、なんとかしてもらおうと思ってやってきた、とい
うのです。もちろん町から報酬が出るとのこと。事件を解決
してくれれば金貨１００枚と、あと地下墳墓内で手に入った
もののうち、『町に所属する公共物と、副葬品以外』はすべて
あなたがたのものにしていいそうです。また、遺体は敬意を
もって扱っていただきたいが、アンデッドとなってさまよい
歩かれるよりはレイヴン・クイーンの名の下に破壊されたほ
うがましだ、とも言います。

善なる冒険者たるみなさんは当然その依頼を受け、アンディ
に案内されて勢い込んで地下墳墓の入り口ま
でやってきたところです。

副次クエスト「地下墳墓を探査し、アンデッド

化の原因を探る :この遭遇に勝利するとクエス

トを達成、100XP ×２を得られる。

なお、この遭遇にはドーヴェン・ストールは

同行しない。

地下墳墓の入り口には鍵がかかっているが、

アンディが鍵を持っており、開けてくれる。

マップタイル４Ａを配置すること、ＰＣたち

は下から入る。右は行き止まり、上と左は両開

きの扉である。

中央の祭壇は儀式用のもので、特に怪しい様

子は見られない。

この部屋の壁の窪みには、身分の低い人の遺

体が安置されており、それらはおおむね白骨化

している。特に動き出す気配はない。

奥に通じる扉は両方とも鍵も罠もかかってい

ない。聞き耳をたてても物音はしない。（奥には

ゾンビがいるが、それらは物音を立てずじっと

している。）

奥に通じる扉のどちらかを開いたら、以下を

説明する。

遭遇 4：地下墳墓探索

行
き
止
ま
り

両開きの扉

両
開
き
の
扉



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

�

冒険者入門

この部屋には半ば崩れかかった遺体が３体、チェーンメイ
ルを着てロングソードとライトシールドを持った骸骨が１体、
部屋の中央付近に立っています。さらに奥から、『亡者どもよ、
侵入者を排除せよ！』という声が聞こえたかと思うと、それ
らはいっせいにこちらに襲いかかってきます！

図のようにマップタイルを配置する。

2A 3B

1A 4A

マップ外に通じる通路は、4A の入り口を除いてすべて行き止ま

りである。

ゾンビとスケルトンを配置し、イニシアチブを決定する。

ゾンビのできそこない（Ｒ）６体　 　レベル３　雑魚
中型・自然・自律体（アンデッド）　 　ＸＰ３８
イニチアチブ：－２　感覚：〈知覚〉－１；暗視
ＨＰ：１；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない。
ＡＣ１３；頑健１３、反応９、意志１０
完全耐性：［毒］、［病気］
移動速度４
スラム／叩きつけ（標準；無限回）

＋６対ＡＣ；５ダメージ
属性：無属性　　言語：――

【筋】１４（＋３）【敏】　６（－１）【判】　８（±０）
【耐】１０（＋１）【知】　１（－４）【魅】　３（－３）

両開きの扉

両
開
き
の
扉

行き止まり行き止まり

行
き
止
ま
り

行
き
止
ま
り

行
き
止
ま
り

S

S Z

ZZ

M
Z

Z Z



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版

DUNGEONS & DRAGONS, the Wizards of the Coast logo, the D20 System logo, and all Wizards characters, character names, and the distinctive likenesses 

thereof are trademarks owned by Wizards of the Coast, Inc. ©2009 Wizards of the Coast, Inc. �

冒険者入門
スケルトンの戦士（Ｓ）２体　　	 レベル３　兵士役
中型・自然・自律体（アンデッド）　　 ＸＰ１５０
イニチアチブ：＋６　感覚：〈知覚〉＋３；暗視
ＨＰ：４５；重傷値：２２
ＡＣ１８；頑健１５、反応１６、意志１５
完全耐性：［毒］、［病気］；抵抗：［死霊］１０；脆弱性：［光輝］５
移動速度５
ロングソード（標準；無限回）◆［武器］

＋１０対ＡＣ；１ｄ８＋２ダメージ。目標はスケルトンの戦士の
次のターンの終了時までマークされた状態となる；

 下記のスピード・オヴ・ザ・デッドも参照のこと。
スピード・オヴ・ザ・デッド／死者の素早さ
スケルトンの戦士は機会攻撃を行う際に、攻撃ロールに＋２のボ

ーナスを得、＋１ｄ６のダメージを与える。
属性：無属性　　言語：――

【筋】１５（＋３）【敏】１７（＋４）【判】１４（＋３）
【耐】１３（＋２）【知】　３（－３）【魅】　３（－３）
装備品：チェインメイル、ロングソード、ライト・シールド

人間の魔道士（Ｍ）　　	 レベル４　砲撃役
中型・自然・人型　　	 ＸＰ１７５
イニシアチブ：＋４　　感覚：〈知覚〉＋５
ＨＰ：４２；重傷値：２１
ＡＣ：１７；頑健１４、反応１５、意志１６
移動速度６
	マジック・クォータースタッフ＋１（標準；無限回）◆［武器］

＋５対ＡＣ；１ｄ８＋１ダメージ
 マジック・ミサイル／魔法の矢（標準；無限回）◆［力場］

遠隔２０；＋８対“反応”；２ｄ４＋５［力場］ダメージ
 ダンシング・ライトニング／踊る稲妻（標準；遭遇毎）◆［電撃］

魔道士は３体の別々の目標に大して１回ずつ攻撃を行う。
遠隔１０；＋８対“反応”；１ｄ６＋５［電撃］ダメージ
	サンダー・バースト／雷鳴爆発（標準；遭遇毎）◆［雷鳴］

遠隔範囲・爆発１・１０マス以内；＋８対“頑健”；１ｄ８＋５［雷
鳴］ダメージ。目標は幻惑状態になる（セーヴ・終了）。

属性：悪　　言語：共通語、竜語
技能：〈魔法学〉＋１１

【筋】１０（＋２）【敏】１４（＋４）【判】１７（＋５）
【耐】１２（＋３）【知】１８（＋６）【魅】１２（＋３）
装備品：ローブ、マジック・クォータースタッフ＋１、ワンド、マ

ジック・ホーリィ・シンボル＋１

戦術
スケルトンの戦士とゾンビのできそこないはＰＣに殺到して手

当たり次第に攻撃する。ＰＣたちが扉を開けなかったほうの部屋に

いるアンデッドは、扉を開けて 4A の部屋に向かい、ＰＣたちをは

さみ討ちにしようとする。人間の魔道士は魔法円の上からマジック・

ミサイルを連発する。ゾンビが全滅し、ＰＣたちが 2A の部屋に入っ

てきたら遭遇毎パワーを使用する。

モンスターたちは決して降伏せず、死ぬまで戦う。

このエリアの情報
明るさ：壁に “ 消えずの松明 ” がかけられており、明るい光。消

えずの松明は「町に所属する公共物」である。

がれき、石棺：これらはすべて “ 移動困難な地形 ” である。

魔法円：魔法円上にいるクリーチャーは攻撃ロールに＋１のボー

ナスを得る。

人間の魔道士を倒し、全員が 2A の部屋に入ると、突然両方の扉

が閉まって施錠され、天井が下がりはじめる。

技能チャレンジ「罠の部屋からの脱出」
初期条件：無事脱出するために、鍵を解除したり罠の機構を無力

化させる。天井が下がりきるまで３ラウンドしかない。

レベル：１

複雑度：１（３回失敗する前に４回成功しなければならない）

主要技能：〈運動〉〈知覚〉〈地下探検〉〈盗賊〉
〈運動〉（難易度：１０）：下がる天井を力づくで支えたり、扉に体

当たりして開けようとする。失敗すると筋を傷め、回復力使用
回数を１回分失う。

〈知覚〉（難易度：１０）：天井が下がる仕組みを調べようとする。
〈地下探検（難易度：１０）：天井が下がる仕組みを調べようとする。
〈盗賊〉（難易度：２０）：扉の鍵を外そうとする。判定に成功すれ

ば鍵は外れるが、罠と連動しているためそれだけでは扉は開か
ない。この判定は１度成功したら２度はチャレンジできない。
特別：この技能チャレンジは３ラウンド以内に解決しなければな

らない。全員が１回の技能判定を行ったら１ラウンド経過する。
成功：天井の降下が止まり、部屋の扉が開く。
失敗：天井の降下は止まらず、もうだめだ！となった時、扉を蹴

破ってドーヴェン・ストールが突入してくる。全員脱出できるが、
宝物は手紙以外手に入らない。

財宝
人間の魔道士は悪の神格であるトログの聖印を持っている。難

易度１５の〈宗教〉判定に成功したＰＣは、これがトログの聖印で

あること、トログの別名は “ 這い寄る王 ” であることを知っている。

なおこれはマジック・ホーリィ・シンボル＋１である。プレイヤー

は使用を躊躇するかもしれないが、その場合はフォールクレスト寺

院の司祭が善神のシンボルに作りかえてくれることをドーヴェンが

説明する。

人間の魔道士の体を調べると他に、マジック・スタッフ＋１、

マジック・ホーリィ・シンボル＋１、「遺体をアンデッドにする儀式」

と「通路に謎かけの罠を仕掛ける儀式」が書かれた儀式書（大変に

邪悪なものなので買い手はつかない）、１４０ｇｐを手に入れる。

※プレイヤー・キャラクターの装備にあわせて変更してもよい。

さらに彼は竜語で書かれた手紙を持っている。差出人は “ 竜
匠 ” ローガンなる者で、“ 邪悪なる死霊術士 ” ブルースに宛て
た手紙のようだ。内容は、『まもなく “ コシュウルハー ” が単
独で戦えるようになるが、それまでにフォールクレストに十
分な混乱をもたらし、防衛力を低下させておくように。こち
らにも「ブラッドリーヴァーズ」の助力があるとはいえ、“ コ
シュウルハー ” の初陣に万が一があってはならぬゆえ。』とい
うもの。地図もついていて、“ コシュウルハー ” のねぐらが
フォールクレストの街の近く、月山山地にある洞窟であるこ
とが判明する。

副次クエスト「地下墳墓を探査し、アンデッド化の原因を探る」

を解決したので全員に２００ＸＰずつを与える。

ここで各キャラクターは 1,000XP 以上得ているので、レベルアッ

プする。『シャドウフェル城の影』のキャラクターを使っているなら、

2 レベルのデータを確認し、更新すること。

※「ブラッドリーヴァーズ」は H2『雷鳴山の迷宮』に登場。
※ “ コシュウルハー (kosjulhar)” ＝竜語で「小さい - 青」（『ドラコノミ

コン：クロマティック・ドラゴン』より）
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遭遇レベル：２（６００ＸＰ×２）

セッティング
以下を説明する。あるいはＰＣたちが独力で竜のねぐらに向か

うならそれでも良い。

ドーヴェンはみなさんを集めてこう言います。
『この手紙を見たところ、“ コシュウルハー ” っていうのが

なんかすごい強いモンスターらしい。でローガンなる者がそ
れを世話してる。“ 竜匠 ”、ドラゴンマスターっていうぐらい
だから、もしかしたらそれはドラゴンかもしれない。で、そ
いつはまもなく初陣を迎えるらしいんだが、その標的はこの
街、フォールクレストだっていうんだ。そこまでわかってて、
俺たち冒険者のやることといったら一つしかないよな。そう
だ、こちらからねぐらに乗り込むんだ！』

善なる冒険者たる皆さんも当然そう思い、月山山地の洞窟
に向かうのでした。

副次クエスト「竜匠の企みを止める」：この遭遇を最後までプレイ
するとクエストを達成することで、100XP ×２を得られる。
マップタイル 2B を配置し、オークの遊撃兵を配置する。ＰＣた

ちは左側から進入する。右と下は行き止まり、上は 4B につながっ
ている。

ＰＣたちが 4B の部屋を見られる位置に着いたなら、ドラゴン
ボーンの兵士１体を配置する。ゴブリンの狙撃手は隠れている。射
撃が命中するか、ＰＣが知覚するまで配置しない。左右は行き止ま
りである。

イニシアチブを決定し、戦闘を開始する。

ドラゴンボーンの兵士（Ｄ）　　	 レベル５　兵士役
中型・自然・人型　　	 ＸＰ200
イニシアチブ：＋６　　感覚：〈知覚〉＋３
ＨＰ：６３；重傷：３１；ドラゴンボーン・フューリィ も参照
ＡＣ２０；頑健１８、反応１６、意志１５
移動速度５
ロングソード（標準；無限回）◆［武器］

＋10 対AC（重傷になっている間は＋11）；1d8＋3ダメージ。
 ドラゴン・ブレス／竜の吐息（マイナー；遭遇毎）◆［冷気］

近接範囲・噴射３；＋６対“反応”（重傷になっている間は＋7）；
1d6＋2［冷気］ダメージ。

ドラゴンボーン・フューリィ／ドラゴンボーンの怒り
（重傷になっている間のみ）

ドラゴンボーンは攻撃ロールに＋１の種族ボーナスを得る。
インペチュアス・スピリット／迅急なる闘志（即応・対応、

１体の敵が自分に隣接するマスを離れた時点；無限回）◆［武器］
ドラゴンボーンの兵士はその敵に対して１回の近接基礎攻撃を行

う。これは敵がシフトを行った場合でも使用できる。
マーシャル・リカバリィ／修練は身を助く
 （フリー、ドラゴンボーンの兵士が近接攻撃をミスした時点；
 このドラゴンボーンの兵士がインペチュアス・スピリット
 を使用した時点で再チャージ）◆［武器］
このドラゴンボーンの兵士は同一の目標に対してもう１回近接攻

撃を行なう。
属性：悪　　言語：共通語、竜語
技能：〈威圧〉＋８、〈持久力〉＋９、〈歴史〉＋４

【筋】１６（＋５）【敏】１５（＋４）【判】１２（＋３）
【耐】１５（＋４）【知】１１（＋２）【魅】　９（＋１）
装備：スケール・アーマー、ライト・シールド、ロングソード

ゴブリンの狙撃手（Ｇ）　２体　	 レベル２　砲撃役
小型・自然・人型　	 ＸＰ125
イニシアチブ：＋５　感覚：〈知覚〉＋２；夜目
ＨＰ：３１；重傷値：１５
ＡＣ：１６；頑健１４、反応１６、意志１３
移動速度６

 ショート・ソード（標準；無限回）◆［武器］
＋６対ＡＣ；1d6＋2ダメージ。

 ハンド・クロスボウ（標準；無限回）◆［武器］
射程10 ／ 20；＋９対ＡＣ；1d6＋4ダメージ。
スナイパー／狙撃手
ゴブリンの狙撃手は、隠れている時に行なった遠隔攻撃がミスし

ても、隠れたままでいるものとみなされる。
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
ゴブリンの狙撃手が戦術的優位を有する目標に対して行なうすべ

ての攻撃は＋1d6のダメージを与える。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法

（即応・対応、自分に対する１回の近接攻撃がミスした際；無限回）
ゴブリンは１マスのシフトを行う。
属性：悪　　言語：共通語、ゴブリン語
技能：〈隠密〉＋１２、〈盗賊〉＋１２

【筋】１４（＋３）【敏】１８（＋５）【判】１３（＋２）
【耐】１３（＋２）【知】　８（±０）【魅】　８（±０）
装備：ショート・ソード、レザー・アーマー、クロスボウとボルト20本

オークの遊撃兵（Ｏ）　　	 レベル３　遊撃役
中型・自然・人型　	 ＸＰ150
イニシアチブ：＋５　感覚：〈知覚〉＋１；夜目
ＨＰ：４６；重傷値：２３；ウォリアーズ・サージ も参照のこと。
ＡＣ：１７；頑健１５、反応１４、意志１２
移動速度６（突撃時は８）
グレートアックス（標準；無限回）◆［武器］

＋８対AC；1d12＋3ダメージ（クリティカル1d12＋15）。
 ハンドアックス（標準；無限回）◆［武器］

射程5 ／ 10；＋７対AC；1d6＋3ダメージ。キラーズ・アイ も参
照のこと。

 ウォリアーズ・サージ／戦士の回復力
（標準；重傷 の時のみ使用可能；遭遇毎）◆［回復］［武器］

オークの遊撃兵は１回の近接基礎攻撃を行い、かつ11点のヒット・
ポイントを回復する。

キラーズ・アイ／殺し屋の目
遠隔攻撃を行う際、目標がオークの襲撃兵から５マス以内にいるな

ら、襲撃兵は遮蔽および視認困難を無視する
 （完全視認困難は無視できない）。
属性：混沌にして悪　　言語：共通語、巨人語
技能：〈威圧〉＋５、〈持久力〉＋８

【筋】１７（＋４）【敏】１５（＋３）【判】１０（＋１）
【耐】１４（＋３）【知】　８（±０）【魅】　９（±０）

装備：レザー・アーマー、グレートアックス、ハンドアックス×４

戦術
オークの遊撃兵はＰＣたちを洞穴の奥に誘うように立ち回る。

ゴブリンの狙撃手は隠れたまま射撃を行う。

ドラゴンボーンの兵士はＰＣの中でもっとも強そうな相手を攻

撃する。マークされればそちらを攻撃する。

ドラゴンボーンの兵士ローガンは倒されるまでに、フリー・ア

クションで以下の情報を告げる。

・青竜コシュウルハーは食事に出かけてるが、満腹になったら意
気揚々とフォールクレストに向かうだろう。明後日には町は壊
滅だ！ （最初にダメージを受けたとき。）

・わが盟友の死霊術士が、フォールクレストに混乱と恐怖と絶
望を蔓延させて弱体化させる手はずとなっている。弱体化した
フォールクレストごとき、コシュウルハーの爪にかかればひと
たまりもあるまい。（最初に重傷になったとき。）

・成長したコシュウルハーが暴れるのを見れないのが残念だ… 
（hp が 0 になったとき）

遭遇５：竜のねぐら
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冒険者入門
モンスターたちは決して降伏せず、死ぬまで戦う。

このエリアの情報
明るさ：壁に松明がかけられており、明るい光。

がれき：移動困難な地形。

ねぐら：4B の蜘蛛の巣状の部分はこはく片と毛皮の切れ端が積ま

れており、これはコシュウルハー（ヤング・ブルー・ドラゴン）

の寝床である。

財宝：寝床のこはく片と毛皮の切れ端は全部で 360gp 相当の価値

がある。その他に、ドラゴンスレイヤー・ロングソード＋１と「竜

の埋葬地」について書かれた羊皮紙が埋もれている。

遭遇レベル：６（１２５０ＸＰ×２）

セッティング
　以下を説明する。

ドラゴンが襲ってくる。町にその情報を持ち帰ったところ、
衛兵隊が速やかに行動を開始しました。すなわち若者は武器
を手に城壁へ、女子供と年寄りは安全な領主の館の本丸へ、
といった次第です。やがて城壁に立つ見張りから、皆さんの
もとへ知らせが届きます。ドラゴンがやって来た、と。みな
さんはこの街と人々を守るべく、城壁の外でドラゴンに立ち
向います。

屋外マップを広げて設置する。ＰＣたちを左側に、ヤング・ブ

ルー・ドラゴンを右端に置く。

イニシアチブを決定し、戦闘を開始する。

ヤング・ブルー・ドラゴン　　	 レベル６　単独　砲撃役
大型・自然・魔獣（竜）　	 ＸＰ1,250
イニシアチブ：＋５　感覚：〈知覚〉＋１０；暗視
ＨＰ２９６；重傷値１４８；ブラッディド・ブレス も参照
ＡＣ２３；頑健２４；反応２１；意志２１
抵抗：１５［電撃］
セーヴィング・スロー：＋５
移動速度８；飛行１０（ホバリング）、野外飛行１５
アクション・ポイント：２

 ゴア／突き刺し（標準；無限回）◆［電撃］
間合い２；＋11 対 AC；1d6＋５に加えて1d6［電撃］ダメージ

 クロー／爪（標準；無限回）
間合い２；＋９対 AC；1d4＋５ダメージ

 ドラゴニック・フューリー／竜の怒り（標準；無限回）
ドラゴンは１回のゴア攻撃と２回のクロー攻撃を行なう。
 ブレス・ウェポン／ブレス攻撃（標準；再チャージy・z）◆［電撃］
このドラゴンが放つ電撃のブレスは、３体までのクリーチャーを

目標とすることができる；第１目標はこのドラゴンから10マ
 ス以内にいなければならない。第２目標は第１目標の10マス
 以内に、第３目標は第２目標の10マス以内にいなければなら
 ない；＋11 対 反応；1d12＋５［電撃］ダメージ。
 ミス：半減ダメージ。この攻撃は機会攻撃を誘発しない。
 ブラッディド・ブレス／重傷時ブレス攻撃
 （フリー；最初に重傷状態になった時点；遭遇毎）◆［電撃］
ドラゴンはブレス・ウェポンを再チャージし、即座にそれを使用する。

 フライトフル・プレゼンス／畏怖すべき存在
（標準；遭遇毎）◆［恐怖］

近接範囲・爆発５；目標は敵のみ；＋11 対 意志；目標はこのド
ラゴンの次のターンが終了するまで朦朧状態となる。

 後効果：目標は攻撃ロールに－２のペナルティを受ける（セ
ーブ・終了）。

 ライトニング・バースト／電撃爆発（標準；無限回）
遠隔範囲・爆発２・20マス以内；＋11 対 反応；1d6＋４［電撃］

ダメージ。ミス：半減ダメージ。
属性：悪　　言語：共通語、竜語
技能：〈運動〉＋１８、〈看破〉＋１０、〈自然〉＋１０

【筋】２０（＋５）【敏】１５（＋５）【判】１４（＋２）
【耐】１８（＋４）【知】１２（＋１）【魅】１３（＋１）

戦術
最初のターンにブレス・ウェポン を使用し、その後はライトニ

ング・バーストを使用しようとする。PC たちと距離をおけない場合、

ドラゴニック・フューリーを使用する。ドラゴンは死ぬまで戦う。

ドラゴンを倒したなら、副次クエスト「竜匠の企みを止める」
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冒険者入門
(200XP) と主要クエスト「一人前の冒険者として認められる」

(1000XP) を達成する。

冒険の結末
以下を説明する。

ドラゴンを撃退したみなさんはフォールクレストの英雄で
す。街のどこに行っても、下にも置かぬ歓待を受けます。そ
の日は町のいたるところで祝宴が開かれており、どんちゃん
騒ぎは夜遅くまで続きました

。
翌日、二日酔いで痛む頭を抱えているあなたがたのところ

に、ドーヴェン・ストールの奥さんがやってきました。彼女
の話によると、ドーヴェンが１通の手紙を残していなくなっ
てしまったのだそうです。手紙には、『竜の埋葬地』を発掘す
るために、冬越村に向けて旅立つとのこと。３ヶ月したら戻
るので心配しないでほしい旨と、プレイヤーキャラクターに
向けた言葉が。

『君たちはもう立派に一人前の冒険者だ。これからは自分た
ちだけで冒険を続けていけるだろう。君たちの前途にアヴァ
ンドラの祝福がありますように！』

君たちの冒険の物語はまだこれからずっと続いていくわけ
ですが、今日語られるのはここまで。お疲れ様でした！

D&D第４版	H1	英雄級アドべンチャー・シナリオ 1

『シャドウフェル城の影』
・クイックスタート・ルール	＆	プ

レロールド・キャラクター収録

・96 ページフルカラー	＆	両面カ

ラーのバトルマップ 3枚

定価：3,990 円（3800 円＋税）

D&D第 3.5 版

『ビギナーズ・セット』
価格：5,040 円

（4,800 円＋税）

「D&D ビギナーズセット」は、初

めて D&D をプレイする方に最適の

商品です。セットの中には、ゲーム

に必要なルールブック、シナリオ、

ダイスセット、マップタイル、そし

て公式ミニチュア 12 体が含まれて

いて、このセット単独ですぐにゲー

ムを始めることが可能です。

■クレジット／	Credit

1 レベル・キャラクター用アドベンチャー

『冒険者入門」

著者：飯岡 健太

編集 /DTP	:	上田	明（HobbyJAPAN）

HobbyJAPAN	輸入事業課

http://www.hobbyjapan.co.jp/dd/

〒 151-0053

東京都渋谷区代々木 2-15-8 新宿 Hobby ビル

カスタマーサービス	TEL:03-5304-9286

受付時間 : 月～金	13:00	～	18:00( 土日祝日除く )

■「冒険者入門」は、2008 年 12 月～ 2009 年 9 月の期間に開

催された、HobbyJAPAN D&D コンベンションの「初心者対応

コース」、および「レディスパーティー」にて用いられたアド

ベンチャーに、ダウンロード・サービスにあたって更新した

ものです。

● ルールやシナリオの内容に関するご質問につきましては、お

電話ではお答えできません。お手紙、ユーザーサポートへの

電子メール（cardgame@hobbyjapan.co.jp）にてお寄せくだ

さい。

● 本冊子に掲載のダンジョン・マップ、ハンドアウトについて

はセッションに用いる個人的用途に限りコピーして使用でき

ます。

● 本冊子に掲載されたイラスト、図版、文章などの無断転載、

複写、複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

● 本アドベンチャーを含め、WotC による製作物の翻訳ではな

い場合、公式なサプリメントに記述されていない設定、人物、

クリーチャー、事件、事象などは、オフィシャルなものでは

ありません。
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