
和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

10

［火］

［目標］　クリーチャー1体

発動 距離 持続時間

可

セーヴ 呪文抵抗

不可

不可(ク)(物体)

可

可

系統 ウー・イァン呪文　０ｌｖ 参照 構成要素

共通
アーケイン･マーク ｌｖ：0 PHB p195 永続 不可 不可 ［効果］　合計6文字までの自身のルーンか印、面積が1平方ｆｔの範囲内

［３.５ｅ］

力術
フレア ｌｖ：0 PHB p276

［光］　目標となったクリーチャー1体は、眩しい光の爆発によって、“目がくらんだ状態（PHB p311）”となる（10ラウンド持続）。なお、魔法の光源ではない、瞬間的な［光］効果は、その呪文レベル以下の魔法の暗闇の範囲内ならば、おそらく通常通り機能する。（［光］呪文は、その呪文レベル以下の［闇］効果の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。）

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 頑健・無効

9
［３.５ｅ］

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
占術

ディテクト･マジック ｌｖ：0 PHB, CoC

　術者は、魔法のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：魔法のオーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p255）”1つと、オーラが存在する数」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”； オーラの系統を識別できる（本文参照）」。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可

8
［３.５ｅ］

［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんの範囲内

占術
ディテクト･ポイズン ｌｖ：0 PHB p254

　術者は、「クリーチャー1体」，「物体1つ」，「1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんの範囲内」のいずれかの、受けている毒、持っている“毒”の能力、混入，塗布，付与されている毒などを知覚する。また、〈製作：毒作り〉，〈製作：錬金術〉判定で、詳細を識別できる（難易度20； おそらく前者は＋4のボーナス； 失敗した場合でも、【判断力】判定で再挑戦可）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可(ク)(物体)

7
［３.５ｅ］

［効果］　光線1本
死霊術

ディスラプト･アンデッド ｌｖ：0 PHB p252

〔正〕　術者は、正のエネルギーの光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中したアンデッドは、1ｄ6点のダメージを受ける。または、これが命中したデスレス（ECS p273，BoED p158）から、上記と同じ値のダメージを治癒する。なお、正のエネルギー効果は、正のエネルギー界において増強される（DMG p154参照）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可

6
［３.５ｅ］

［目標］　4ＨＤ以下の、精神を持つ人型生物1体
心術

デイズ ｌｖ：0 PHB p250

（強制）［精神作用］　目標1体は、“幻惑状態（PHB p305）”となる。なお、術者レベルは、最低限の術者レベル以上かつ可能な範囲内ならば、呪文発動時に自由に設定できる（PHB p168参照）。また、「効果範囲：半径10ｆｔ/ｌｖ」，「目標：1体/ｌｖ」などの効果は、術者レベルを下げたり、無理に目標数を確保する必要なく、任意に作用量を設定できると思われる。

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド 意志・無効

5
［火］

［効果］　魔法の光源4つまで、どの2つをとっても10ｆｔの距離内
力術

ダンシング･ライツ ｌｖ：0 PHB p247

［光］　術者は、以下のいずれかの、魔法の光源を作り出す（本文参照）。その後、これらは、1ラウンドにつき100ｆｔまで移動させることができる（アクションは不要）。ただし、距離限界を超えて離れた場合、即座に消滅する。 「ランタンまたは松明程度の大きさの光源4つまで」，「白熱した球状の光源4つまで」，「おぼろげに発光する人型の光源1つ」。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10ラウンド（解除可） 不可

4
［３.５ｅ］

［効果］　幻影の音声、人間4人/ｌｖ（最大20人）ぶんまで
幻術

ゴースト･サウンド ｌｖ：0 PHB p222

（虚像）　術者は、幻影の音声を作り出す。その後、有効距離内で音源を移動させたり、許可された範囲内で音量を上下できる。ただし、この呪文の完成時に設定した、音声の基本的な性格（足音，歌声，叫び声，鳴き声，話し声など）は、後から変更することができない。なお、どのような音声が“人間何人ぶん”に相当するのかは、本文参照。

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 意志・看破(遣取)

3
［３.５ｅ］

［目標］　重量が30ポンド以下の、開閉できる物体1つ
変成術

オープン / クローズ ｌｖ：0 PHB p213

　術者は、目標となった物体（宝箱，樽，扉，箱，ビン，袋，ポーチ，窓など）1つを、開けるか、閉める。ただし、この動きを妨害するもの（閂，鎖，錠前など）がある場合、この呪文は失敗する。

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・無効(物体)

瞬間 不可 不可
2

［水］

可(物体)

不可

不可

召喚術
アシッド･スプラッシュ ? ｌｖ：0 PHB p197

（創造）［酸］　術者は、小さな強酸の球体1つを創造する。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1ｄ3点の［酸］ダメージを受ける。なお、擬似武器呪文に関しては、CAr p72，p85を参照（原書版では、RC p132，p136、RotD p86、T&B p79などにも記載がある）。また、物体の破壊およびセーヴに関しては、PHB p163，p175を参照。

音声、動作 1標準

可
17

［水］

［効果］　光線1本
力術

レイ･オヴ･フロスト ｌｖ：0 PHB p297

［冷気］　術者は、冷たい氷および凍える空気の光線1本を発射する。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1ｄ3点の［冷気］ダメージを受ける。なお、擬似武器呪文に関しては、CAr p72，p85を参照（原書版では、RC p132，p136、RotD p86、T&B p79などにも記載がある）。また、物体の破壊およびセーヴに関しては、PHB p163，p175を参照。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可

なし
16

［３.５ｅ］

［目標］　術者
占術

リード･マジック ｌｖ：0 PHB p293

　術者は、魔法のスクロール，魔法の文字，他人の呪文書などを、1分につき1ページぶんの文章量まで解読できる（日本語にして約750文字程度； この解読後には、この呪文は不要）。また、〈呪文学〉判定によって、グリフ系呪文およびシンボル系呪文を識別できる（本文参照）。なお、この呪文は、呪文書の参照なしで準備できる（PHB p175参照）。

音声、動作、焦点 1標準 自身 10分/ｌｖ なし

不可(物体)
15

［３.５ｅ］

［目標］　接触した物体1つ
力術

ライト ｌｖ：0 PHB p293

［光］　目標となった物体1つは、魔法の光源となる（半径20ｆｔ以内が明るい照明、半径40ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。なお、これを超える呪文レベルの“魔法の暗闇”と重複している地点では、この呪文の方が抑止される（ノー・ライト呪文または同じレベルの場合、相互に抑止される）。

音声、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可） 不可(物体)

14

［３.５ｅ］

［目標］　重量が1ポンド以下の物体1つｌｖ：0 PHB p290

　術者は、目標となった物体1つの、小さな損傷を修復する（傷，裂け目，破損など； 金属製の物体の、破損1ヶ所を接合する，木製や陶磁器製の物体の、全体の傷を修復する，皮袋や水袋の、裂け目を完全に閉じるなど）。ただし、この呪文は、人造クリーチャーに対しては作用しない。

音声、動作 1標準 10ｆｔ 瞬間 意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体)

13

［３.５ｅ］

［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまでPHB, CoC

［言語依存］　目標となったクリーチャーは、有効距離内にいる場合、術者が“囁いた”言葉を聞くことができる。また、これらの目標は、術者に対して“囁き返す”ことができる。ただし、この呪文による会話は、実際に唇を動かして囁かなければならない（〈視認〉技能による“読唇術”を行える）。

音声、動作、焦点 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分/ｌｖ 不可 不可

不可(物体) 不可(物体)
12

［３.５ｅ］

［目標］　重量が5ポンド以下の、非装備中かつ非魔法の物体1つ音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（放棄可）

変成術
メンディング

PHB p279

　術者は、単純な魔法の“奇術”を行う（以下から1つ選択）。なお、道具，武器，物質要素を作り出す、精神集中を妨害するなどはできない。 「重量が1ポンド以下の物体を、ゆっくりと持ち上げる，暖める，冷やす，匂いを付ける（呪文の終了時には消滅）」，「大きさが1立方ｆｔ以下の物体を、綺麗にする，汚す，色を塗る」，「T&B p80から1つ選択」。

音声、動作 1標準 10ｆｔ 1時間 不可 不可
共通

プレスティディジテイション ｌｖ：0

変成術
メッセージ ｌｖ：0

変成術
メイジ･ハンド ｌｖ：0

　術者は、念動力によって、目標となった物体1つを持ち上げたり、距離15ｆｔずつ動かすことができる（1回の移動アクション）。ただし、術者から距離限界を超えて離れた場合、この呪文は即座に終了する。なお、“持続時間：精神集中”の呪文の、維持および解除に関しては、PHB p138，p174参照。

1
　術者は、クリーチャー1体または物体1つに対して、自身のルーンまたは印を作り出す（合計6文字まで； 可視状態または不可視状態から選択）。ただし、クリーチャーに対して作り出した場合、磨耗して約1ヶ月後に消滅する。なお、リード・マジック呪文（PHB p293）は、この文章が何らかの意味を持っている場合、自動的にその意味を明らかにする。

［目標/効果］　本文参照

PHB p289

略称： 『プレイヤーズ･ハンドブック 第3.5版（PHB）』、『フェイルーンの魔法（MaoF）』、『不浄なる暗黒の書（BoVD）』、『高貴なる行ないの書（BoED）』、『呪文大辞典（SpC）』、
『プレイヤーズ･ハンドブックⅡ（PH2）』、『魔道師大全（CM）』、『勇者大全（CCh）』、『～の種族（Ro…）』、『～･ワールドガイド（…CS）』、『～･プレイヤーズ･ガイド（PGｔ…）』、他

設定： 『フェイルーン（FRCS，PGtF，他）』(F)、『エベロン（ECS，PGtE，他）』(E)、『ドラゴンランス（WotC刊は、DLCSのみ）』(D)、『汎用（汎用サプリメントから/にも収録）』(○)
Dungeons & Dragons 3.5e ®
ウー･イァン呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.11〉 （未訳サプリメントに対応）

「’」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。 「?」⇒最新の収録以前は使用できた、“別呪文とした呪文”では使用できる、など。 「〔 〕」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。 「§」 ⇒その他の例外。

音声、動作 1標準 0ｆｔ

※「?」⇒このクラスの場合、PHBに収録の呪文は、「Dr@318のOA版ウー・イァンの第3.5版アップデートではリスト内に含まれていたが、CArではリスト内に含まれていない呪文」。また、その他の収録の呪文は、「別呪文とした呪文」。

［０ｌｖ；1/2］

［効果］　創造された、強酸の球体1本近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

11

［３.５ｅ］

　　目標 / 効果 / 効果範囲



和訳

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

有

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新不可 不可 ［効果］　創造された、直径1ｆｔ×高さ10ｆｔ/ｌｖ（最大50ｆｔ）までの樹木1株
32

（創造）　術者は、隣接するマス目内の、柔らかい地面上に、樹木1本を創造する。ただし、この樹木は、樹木に関連する魔法的効果や、自律行動能力を与える魔法的効果は、作用を受けない。 ［硬度5； 120ｈｐ； 〈登攀〉難易度5； 細い柱（DMG p63）と同様］ ［木］

音声、動作 1ラウンド 0ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可）
召喚術

クライミング･ツリー ｌｖ：1 CM p100

不可 不可 ［効果］　創造された、術者を中心とした半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する霧
31

（創造）　術者は、動かすことができない、霧のような蒸気を創造する。このことによって、5ｆｔ以内の相手に視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に完全視認困難（失敗確率50％）を与える。ただし、この霧は、強風によって吹き散らされたり、火炎によって焼き払われる可能性がある（本文参照）。 ［水］

音声、動作 1標準 20ｆｔ 1分/ｌｖ
召喚術

オブスキュアリング･ミスト ｌｖ：1 PHB, CoC

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
30

　目標となったクリーチャー1体および装備品は、冷気および熱気の環境からの害を受けない（DMG p303，FB p8，SdS p12参照）。ただし、この呪文によっては、［火］，［冷気］などのダメージを軽減することはできない。 ［全］

音声、動作 1標準 接触 24時間
防御術

エンデュア･エレメンツ ｌｖ：1 PHB p212

反応・半減/反応・無効 可 ［効果範囲］　半径10ｆｔの爆発
29

［可変］　以下から元素1つを選択すること。 「木，土，金：この範囲内にいる相手は、1ｄ8点のダメージを受ける（反応・半減）」，「火：この範囲内にいる相手は、1ｄ8点の［火］ダメージを受ける（反応・半減）」，「水：この範囲内にいる相手は、“伏せ状態”となる（反応・無効； 対突き飛ばし攻撃などと同様に、サイズ分類や安定状態などの修正値が追加される）」。 ［全］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
力術

エレメンタル･バースト ｌｖ：1 CAr, OA

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　実体を持たない音声
28

（虚像）　術者は、自身の声や、自身の口から出せるその他の音を、本来の位置の代わりに、距離内の任意の一地点から出しているように見せかける。なお、この音声を聞いた相手は、セーヴに成功すると、魔法的効果であるということがわかる（セーヴに成功しても、依然として音声は聞こえる）。 ［３.５ｅ］

音声、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可）
幻術

ヴェントリロキズム ｌｖ：1 PHB p208

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
27

（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的要素を持つ幻影を作り出す。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かすことができる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（放棄可）
幻術

イメージ, サイレント ｌｖ：1 PHB p227

不可 不可 ［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体
26

（創造）　術者は、“見えざる従者”1体を創造する。この従者は、術者の命令に従って、単純な労働をこなす（本文参照）。ただし、術者から距離限界を超えて離れた場合、即座に消滅する。 ［移動速度15ｆｔ； 6ｈｐ； セーヴを行えない； 有効【筋力】2（運搬能力に関しては、PHB p160参照）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ
召喚術

アンシーン･サーヴァント ｌｖ：1 PHB p200

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　長さ5ｆｔ/ｌｖ＋50ｆｔまでの、ロープ状の物体1把
25

　術者は、目標となったロープ1つに対して、「巻け」，「巻いて結べ」，「輪になれ」，「輪になって結べ」，「縛って結べ」，「ほどけ（上記の解除）」，「からみつけ（遠隔接触攻撃が必要； 射程単位10ｆｔ； おそらく最大5射程単位）」などの命令を与えることができる。なお、この呪文の目標とするロープが、太さ1インチとは著しく異なる場合、本文参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

アニメイト･ロープ ｌｖ：1 PHB p200

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんまでの大きさの、火元1つ
24

［火］　目標となった火1つは、小型サイズのファイアー・エレメンタル（MM p49）となる。このエレメンタルは、術者の指示に従って行動する。ただし、元となった火の場所から、距離限界を超えて離れることができない。 別：〔CAr, OA〕 ［火］

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

変成術
アニメイト･ファイアー〔SpC〕? ｌｖ：1 SpC p22

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、非装備中かつ小型サイズ以下の、木製の物体1つ
23

　目標となった木製の物体1つは、自律行動能力を得て、同じサイズ分類のアニメイテッド・オブジェクト（MM p11）となる。また、物体の硬度は5となる。この人造は、術者が最初に指定した相手1体を攻撃する（その相手が死亡するか離脱した場合、変更できる）。 ［木］

音声、動作、物質 1ラウンド 接触 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

変成術
アニメイト･ウッド ｌｖ：1 SpC, CAr, OA

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんまでの体積の水（最少でも4立方ｆｔ）
22

［水］　目標となった水は、小型サイズのウォーター・エレメンタル（MM p44）となる。このエレメンタルは、術者の指示に従って行動する。 別：〔Du@130, CAr…〕 ［水］

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

変成術
アニメイト･ウォーター〔SpC〕? ｌｖ：1 SpC p21

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんまでの体積の水（最少でも4立方ｆｔ）
21

［水］　目標となった水は、自律行動能力を得て、小型サイズのアニメイテッド・オブジェクト（MM p11）となる。これは、物体の硬度は0だが、通常の2倍（＋100％）の最大ｈｐを持つ。この人造は、術者が最初に指定した相手1体を攻撃する（その相手が死亡するか離脱した場合、変更できる）。 別：〔SpC〕 ［水］

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

変成術
アニメイト･ウォーター〔Du@130, CAr…〕 ｌｖ：1 Du@130, CAr, OA

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した、投擲武器1つ/ｌｖまでか射出武器1つ
20

　目標となった武器は、1射程単位の距離が2倍（＋100％）となる。なお、1射程単位の距離が離れる毎に、遠隔攻撃ロールに対して－2のペナルティを受ける（PHB p306参照）。また、投擲武器は最大5射程単位、射出武器は最大10射程単位となる（同頁参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

アキュラシィ ｌｖ：1 CAr, OA

不可 不可 ［目標］　クリーチャー1体
19

　術者は、視線が通っている目標1体に対して、スカーフ1つを放り投げる。この遠隔攻撃が命中した相手は、1点/ｌｖ（最大5点）＋1ｄ8点のダメージを受ける。 ※CArでは反映されていないまま採録されているが、Dr@318では、攻撃ロールに対して【対応能力値】修正値が加算されるように変更されていた。 ［金］

音声、動作、焦点

PHB p299

瞬間
変成術

アイアン･スカーフ ｌｖ：1 CAr, Dr@318, OA 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

参照

発動

［３.５ｅ］
18

［目標］　接触したクリーチャー1体

　目標1体は、セーヴに対して＋1の抵抗ボーナスを得る。なお、“目標”，“基点の位置”，“モード選択”などの、呪文の選択事項は、呪文の完成時に決定すれば良い（PHB p172参照）。ただし、物質要素，経験点消費などは、呪文の発動時に消費される（PHB p172参照）。また、犠牲コスト，腐敗コストは、呪文の終了時に消費される。

セーヴ 呪文抵抗

1標準 接触 10ラウンド

［目標 / 効果 / 効果範囲］

音声、動作、物質

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［０ｌｖ；２/2］発動 距離

可(無害)意志・無効(無害)

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離 持続時間

距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［１ｌｖ；1/3］距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統 ウー・イァン呪文　０ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：0

防御術
レジスタンス ｌｖ：0

セーヴ

系統 ウー・イァン呪文　１ｌｖ 参照 構成要素 発動

持続時間参照 構成要素



和訳

新

有

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

［目標］　術者

焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

召喚術
サモン･モンスター Ⅰ ｌｖ：1

占術
コンプリヘンド･ランゲージズ ｌｖ：1

PHB, CoC

死霊術
バックバイター ｌｖ：1 SpC, CAr, OA

変成術

PHB p244

ｌｖ：1 PHB p253

占術
ディテクト･ロー ｌｖ：1

占術
ディテクト･グッド

占術
ディテクト･ケイオス

39

［水］　術者は、自身の指先から、熱された蒸気を噴出する。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ4点/ｌｖ（最大5ｄ4点）の［火］ダメージを与える。 ［水］

可 ［効果範囲］　長さ30ｆｔの直線状音声、動作 1標準

38
［力場］《エーテル界呪文》　術者は、不可視状態の［力場］の盾1つを作り出す。その後、これを持つ必要はなく、ＡＣに対して＋4の盾ボーナスを得るとともに、マジック・ミサイル呪文（PHB p288）を自動的に無効化する。なお、［力場］効果の防御は、本来は適用されない種類のボーナスでも、“非実体の接触”の攻撃に対するＡＣにも適用される。 ［３.５ｅ］

本文参照

1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費

ｌｖ：1 CAr, OA 音声、動作、‘焦点’

不可 不可ｌｖ：1 PHB p253 音声、動作 1標準

不可 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

47
　術者は、善のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：オーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”」。 ［３.５ｅ］

60ｆｔ

48
　術者は、混沌のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：オーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）

49
　術者は、秩序のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：オーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”」。 ［３.５ｅ］

1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）PHB p255 不可不可

なし なし
50

　術者は、次の攻撃ロール1回に対して＋20の洞察ボーナスを得る。また、この攻撃は、視認困難による失敗確率を受けない。ただし、この攻撃は、次のラウンドの終了時までに行われなければならない。なお、《束ね撃ち》の特技（PHB p94）などによって、攻撃ロールをまとめて1回しか行わない場合、それが“攻撃ロール1回”として扱えるのかは不明。 ［３.５ｅ］

音声、焦点 1標準 自身トゥルー･ストライク

51
　目標となった武器1つを使用して、近接攻撃が行われる場合、この呪文のチャージ消費によって、その攻撃は、使用者自身に対して自動命中する。また、この武器の使用者は、この効果を受けた（またはこの効果を受けている）ということに気付かない。なお、他者が装備中の物体を、呪文の目標とする場合、PHB p163を参照。 ［木］

音声、動作、焦点 1標準 不可(ク)、意志・無効(物体)近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 不可(ク)、可(物体)

［１ｌｖ；2/3］

［目標］　近接武器1つ

［目標］　術者

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

［効果］　中型サイズ以下の、亡霊じみた灯り1つ

なし なし

系統 参照 構成要素 発動 距離

スモーク･ラダー

防御術
シールド

心術
シークレット･サインズ ｌｖ：1 CAr, OA

変成術
コブラズ･ブレス ｌｖ：1

死霊術
ゴースト･ライト

心術
スリープ ｌｖ：1

心術
チャーム･パースン ｌｖ：1

幻術
ディスガイズ･セルフ ｌｖ：1

ウー・イァン呪文　１ｌｖ

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（放棄可）

精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）

自身 1分/ｌｖ（解除可）

1標準 自身 10ラウンド

可
33

［恐怖、精神作用］　術者は、緑色の亡霊じみた灯り1つを作り出して、松明（PHB p162）と同様の光を放たせる。また、この灯りから半径30ｆｔ以内では、精神を持つ相手（術者自身を除く）は、“怯え状態”となる（意志・無効； 呪文の終了時まで持続）。さらに、この灯りは、1ラウンドにつき30ｆｔまで移動させたり、形状を変化できる（1回のフリー・アクション）。 ［３.５ｅ］

意志・無効CAr, OA 音声、動作、物質ｌｖ：1

Du@130, CAr, OA 動作、物質 1標準 10ｆｔ
34

　術者は、毒の唾液を放つ。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、以下の“毒”を与える。 ［頑健・無効； 初期1ｄ3点【耐久力】ダメージ、予後ダメージなし］ ［水］

瞬間 不可 不可 ［効果範囲］　円錐形の爆発

PHB p226 音声、動作、物質 1標準 自身
35

　術者は、話されている言葉や書かれている文章の、内容を理解できる。なお、この方法で文章を理解する場合、1分につき約1ページ（日本語にして約750文字）ぶんを読み進める。ただし、その相手に接触しなければならず、実際にその言語を使用できるようになるわけではない。また、魔法の文字は、そうだとは識別できるが、内容は理解できない。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖ なし なし ［目標］　術者

PHB p229 音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
36

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、1ｌｖのリストのクリーチャー1体を招来する。また、何らかの方法によって、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行うことができる。なお、発動時間の“1ラウンド”は、PHB p86，p141，p172を参照（1全とは完成時点が異なる； “1全ラウンド”の分割使用は、PHB p140を参照）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体

37

［精神作用］　術者は、目標となったクリーチャー1体に対して、日本語にして75文字以内の単純なメッセージ1つを送信する。ただし、お互いに共通の言語を持たない場合、単純かつ感情的なメッセージしか送信できない。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 不可(無害) 可(無害) ［目標］　精神を持つ（最低でも【知力】を1点以上持つ）クリーチャー1体

ｌｖ：1 PHB p233 音声、動作 1標準

力術
ジェット･オヴ･スティーム ｌｖ：1 CM p104 30ｆｔ 瞬間 反応・半減

1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可）
変成術

ジャンプ ｌｖ：1 PHB p236 ［目標］　接触したクリーチャー1体
40

　目標となったクリーチャー1体は、〈跳躍〉判定に対して＋10の強化ボーナスを得る。また、この呪文によるボーナスは、1レベルを超える4レベル毎に＋10される（9レベル以上で最大＋30）。なお、〈跳躍〉技能は、未修得の場合、5以上の差で成功しないと、伏せ状態での着地となる（PHB p77参照）。 ［３.５ｅ］

意志・無効(無害) 可(無害)音声、動作、物質

変成術
スケイルズ･オヴ･ザ･リザード ｌｖ：1 CAr, Dr@318, OA なし なし ［目標］　術者

41

　術者は、自身の皮膚が、鱗のような強度および光沢を得る。このことによって、ＡＣの外皮ボーナスに対して、＋1/3ｌｖ（最小でも＋1，最大＋4）＋1の強化ボーナスを得る。なお、“ＡＣの外皮ボーナスの強化ボーナス”は、“ＡＣの外皮ボーナス”とはやや異なるので注意。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点

［効果］　煙の梯子1脚
42

　術者は、長さ10ｆｔ/ｌｖまでの、重量を持たない煙の梯子1つを作り出す。また、この煙の梯子に対して、この呪文を再度発動した場合、残りの持続時間を、上書きすることができる（この場合、呪文の焦点具は不要と思われる）。 ［焦点具：生木を燃やした（または類似のものを燃やした）大型サイズの火1つ］ ［火］

1ラウンド 0ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可）

1分/ｌｖ

不可不可

意志・無効 可 ［目標］　半径10ｆｔの爆発内の、全ての生きている精神を持つクリーチャー
43

（強制）［精神作用］　この目標は、即座に睡眠状態となって、“無防備状態（PHB p151）”として扱われる。この呪文は、合計4ＨＤぶんの精神を持つ生きているクリーチャーを目標にする（ＨＤが低いものから順番）。なお、魔法的な睡眠状態は、“援護（PHB p152）”（1回の標準アクション； ＡＣ10に対する近接攻撃が必要）によって起こすことができる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

PHB p248 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
44

（魅惑）［精神作用］　術者は、目標1体のNPCの態度を、“友好的（PHB p71）”以上に変化させる。ただし、術者または一行から脅威を受けている目標は、この呪文のセーヴに対して＋5のボーナスを得る。また、普通の状態ではしないことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。なお、術者または一行から攻撃を受けた場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

1時間/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体

PHB p250 音声、動作 1標準 自身
45

（幻覚）　術者は、自身の外見を変化させる。この呪文によって、何らかの身体的特徴を隠蔽したり、武器を他のものに見せかけたり、任意の身体的特徴を付け加えることができる。また、変装するために使用した場合、その〈変装〉判定に対して＋10のボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖ（解除可） なし、意志・看破(遣取) なし、不可 ［目標］　術者

1標準 60ｆｔ 精神集中（最大10分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･イーヴル ｌｖ：1 PHB p253 不可 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
46

　術者は、悪のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。 「1ラウンド目：オーラが存在するか否か」，「2ラウンド目：最も強力な“オーラ強度（PHB p253）”1つと、オーラが存在する数（“圧倒的”なオーラが存在する場合、本文参照）」，「3ラウンド目：全てのオーラの、位置または方向と“オーラ強度”」。 ［３.５ｅ］

音声、動作

音声、動作

占術
ｌｖ：1
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和訳

和訳

和訳

新

有

有

新

音声、動作、物質 1標準

音声、動作、物質

力術
アイス･ブラスト

アウルズ･ウィズダム ?
変成術

1標準 自身、60ｆｔ

1標準 接触

［１ｌｖ；3/3］

接触

防御術
プロテクション･フロム･ケイオス ｌｖ：1

防御術
プロテクション･フロム･ロー ｌｖ：1

召喚術
ヘイル･オヴ･ストーン ｌｖ：1

［２ｌｖ；1/4］

PHB, CoC

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

力術
マジック･ミサイル

防御術
ホールド･ポータル ｌｖ：1 PHB p284

変成術
マジック･ウェポン ｌｖ：1

召喚術

ｌｖ：1

力術

持続時間発動 距離

1標準 接触

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統 ウー・イァン呪文　２ｌｖ 参照 構成要素

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素 発動

持続時間

音声、動作

PHB, CoC 音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2ｄ4ラウンド（解除可） 意志・無効

発動 距離

力術
ファイアリィ･アイズ ｌｖ：1 CAr, OA

防御術
アーケイン･ロック ｌｖ：2 音声、動作、‘物質’

アイス･ナイフ ｌｖ：2 Du@130, SpC… 動作、物質

Du@130, CAr, OA

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照 距離 持続時間 セーヴ

PHB p195

［対応］
系統

距離 持続時間 セーヴ

（副系統）［補足説明］  効果概略

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］発動

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文名 ｌｖ：1 参照 構成要素

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

セーヴ構成要素 発動 距離 持続時間

心術
ヒプノティズム ｌｖ：1

系統 ウー・イァン呪文　１ｌｖ 参照 構成要素

52
（強制）［精神作用］　この目標は、“恍惚状態（PHB p305）”となる。この呪文は、合計2ｄ4ＨＤぶんのクリーチャーを目標にする（ＨＤが低いものから順番； セーヴ難易度は、本文参照）。また、この呪文のセーヴに失敗した相手は、この呪文を受けたことを覚えていない。ただし、視覚，聴覚の両方を持たない相手は、この呪文の目標にはならない。 ［３.５ｅ］

可 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

53

［火］　術者は、自身の両目が燃え上がって、“松明（PHB p162）”の1/4の大きさの光を放つ。また、1回の全ラウンド・アクションによって、半径60ｆｔ以内の任意の場所1ヶ所を発火させることができる（本文参照）。なお、この呪文によっては、生きているクリーチャーを発火させることはできない。 ［火］

10ラウンド なし なし ［目標］　術者

防御術
プロテクション･フロム･イーヴル ｌｖ：1 PHB p280 不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

54
［善］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：悪の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、善ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

防御術
プロテクション･フロム･グッド ｌｖ：1 PHB p280

55
［悪］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：善の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、悪ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

PHB p280 音声、動作、物質 1標準 接触
56

［秩序］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：秩序の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、混沌ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

PHB p281 音声、動作、物質 1標準 接触
57

［混沌］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：混沌の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、秩序ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

SpC, CAr… 音声、動作、‘物質’ 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
58

（創造）［地］　術者は、石の雨を創造する。このことによって、この範囲内のクリーチャーおよび物体は、1ｄ4点/ｌｖ（最大5ｄ4点）のダメージを受ける。なお、土や石に関わりを持つ効果は、地の次元界において増強される（DMG p151参照）。 ［物質要素：翡翠の欠片1つ（5ｇｐ）］ （…Dr@318, Und, OA） ［土］ (F) ○ ○

瞬間 不可 不可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ×高さ40ｆｔの円筒形

不可(物体) ［目標］　面積が20平方ｆｔ/ｌｖまでの、開閉する物体1つ
59

　目標となった物体1つは、しっかりと施錠されたかのように閉ざされる（宝箱，扉，引き出し，蓋，窓，門などを含む）。このことによって、開くことができず、“打ち壊す”ための難易度が＋5される（PHB p164参照）。ただし、術者自身でも、“解除”，解呪，破壊などをしなければ開くことができない。 ［３.５ｅ］

音声 1標準

接触 1分/ｌｖ

不可(物体)中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可）

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した武器1つ
60

　目標となった武器1つは、＋1の魔法の武器として扱われる（攻撃およびダメージのロールに対して、＋1の強化ボーナスを得る）。なお、攻撃およびダメージのロールに対して＋1以上の強化ボーナスを持つ武器は、硬度，ｈｐが上昇する（PHB p163，DMG p218参照； おそらく呪文などによるものを含む）。 ［金］

音声、動作 1標準

PHB p288 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
61

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、確実に命中する魔法の矢1本を放つ（本文参照）。この魔法の矢1本が命中した相手は、1ｄ4＋1点の［力場］ダメージを受ける。また、この呪文による魔法の矢は、1レベルを超える2レベル毎に＋1本される（9レベル以上で最大5本）。なお、この魔法の矢2本以上がある場合、同一の相手を複数本の目標にできる。 ［３.５ｅ］

瞬間 不可 可 ［目標］　クリーチャー1体以上、どの2体をとっても15ｆｔの距離内

メルト ｌｖ：1 CAr, OA 音声、動作、物質
62

　「目標が“（冷気）の副種別”を持つクリーチャー：この目標は、2点/ｌｖ（最大10点）のダメージを受ける（頑健・半減）」，「目標が氷：この目標は、体積が通常の1/10となる（セーヴ不可）。なお、この目標が雪である場合、通常の代わりに、1辺が10ｆｔの立方体1個ぶん/ｌｖまでの体積に作用できる」。 ※OAのエラッタでは、前者は1ｄ4点/ｌｖ（最大5ｄ4点）。 ［火］

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 頑健・半減(ク)、不可(物体)

不可(ク)(物体) ［目標］　接触した、面積が30平方ｆｔ/ｌｖまでの開閉する物体1つ

可(ク)、不可(物体) ［目標］　“（冷気）の副種別”を持つクリーチャー1体/ｌｖまでか、1辺が5ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの体積の氷

呪文抵抗

可 ［効果］　創造された、氷の矢弾1発

63
　目標となった物体1つは、この呪文のチャージ消費によって、しっかりと施錠されたかのように閉ざされる（宝箱，扉，引き出し，蓋，窓，門など）。このことによって、この目標は、開くことができず、“打ち壊す”ための難易度に＋10される（PHB p164参照）。また、術者自身は、この目標を通常通り開閉できる。 ［物質要素：金粉1/2ポンド（25ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

チャージ消散するまで無期限、永続 不可(ク)(物体)

64
（創造）［冷気］　術者は、氷のナイフ1つを発射する（攻撃ロールに対して＋2/2ｌｖのボーナス）。この遠隔攻撃が命中した相手は、1ｄ8点の［冷気］ダメージ（セーヴ不可）と、2点の【敏捷力】ダメージ（頑健・無効）を受ける（［冷気］に対する完全耐性を持つ相手は、この両方を受けない）。なお、外れた場合、本文参照。 （…CAr, Dr@318, OA, T&B） ［水］

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 頑健・不完全/反応・半減

65

［冷気］　術者は、氷の結晶の雲を吹き出す。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーは、1ｄ6点/2ｌｖ（最大10ｄ6点）の［冷気］ダメージを受けて、10ラウンドの間、“疲労状態（PHB p303）”となる。 ［水］

瞬間ｌｖ：2 ［効果範囲］　円錐形の爆発頑健・無効

1分/ｌｖ 意志・無効(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体音声、動作、物質 可(無害)

可動作、物質 1標準 30ｆｔ

66

　目標となったクリーチャー1体は、より賢明になる。このことによって、【判断力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ※OAの第3.5版用アップデート（Dragon@318； CArより先発）によって、OAのウー・イァン呪文リストに追加されたが、CArでは含まれていない呪文（？が付いている、この他のPHB収録の呪文も同様）。 ［３.５ｅ］

1標準 接触ｌｖ：2 PHB, T&B
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74
（操影）［闇、恐怖、精神作用］《影界呪文》　術者は、魔法の暗闇の壁1つを作り出す（どちらも高さ20ｆｔ； 移動は妨害しない）。この障壁は、反対側に対して、5ft以内の相手に視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に完全視認困難（失敗確率50％）を与える。また、6ＨＤ以下の精神を持つ相手が通過する場合、本文参照。 別：〔SpC〕 ［３.５ｅ］

精神集中（放棄可）＋1ラウンド/ｌｖ 不可、意志・無効 不可 ［効果］　長さ40ｆｔまでの影の幕1つか、半径15ｆｔまでの影の輪1つ

73
　以下から1つ選択すること。なお、中型サイズは目標2つぶん、大型サイズは目標4つぶん……として扱われる（複数回に分割して曲げることも可）。 「扉を曲げる：勢いよく開くか、立て付けが悪くなる（術者が選択）」，「武器を曲げる：この攻撃ロールに対して－4のペナルティ」，「船底を曲げる：勢い良く水漏れする」，「歪め直す：これらを元に戻す」。 ［木］

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

［効果範囲］　半径10ｆｔの拡散

瞬間 意志・無効(物体)ウォープ･ウッド ｌｖ：2 PHB p208 音声、動作 可(物体) ［目標］　小型サイズの木製の物体1つ/ｌｖまで、どの2つをとっても20ｆｔの距離内

67

ｌｖ：2

PHB p206 音声、動作 1標準 1マイル/ｌｖ
72

［風］　術者は、「日本語にして75文字以内のメッセージ」，「非魔法の音1ラウンドぶん」，「単なる空気のそよぎ」のいずれか1つを、良く知っている特定の場所1ヶ所まで送信する。なお、この効果は、「1時間につき1マイル～10分につき1マイル」の任意の速度で、その場所まで移動できる。ただし、音声要素，合言葉などを満たすことはできない。 ［３.５ｅ］

精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可） 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　1辺が5ｆｔの立方体1個ぶんまでの大きさの、火元1つ

［火］

不可 不可1時間/ｌｖまたはチャージ消費

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）CAr p101

幻術
アパリション

変成術
アニメイト･ファイアー〔CAr, OA〕 ｌｖ：2

［火］　目標となった火1つは、自律行動能力を得て、小型サイズのアニメイテッド・オブジェクト（MM p11）となる。これは、物体の硬度は0だが、ファイアー・エレメンタル（MM p49）と同様の“着火”の能力を持つ（反応・無効、難易度12）。この人造は、術者が最初に指定した相手1体を攻撃する（その相手が死亡するか離脱した場合、変更できる）。 別：〔SpC〕

変成術
イーグルズ･スプレンダー ? ｌｖ：2

CAr, OA 音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

CAr, OA

幻術
イメージ, マイナー ｌｖ：2

変成術
ウッド･シェイプ ｌｖ：2

変成術
ウィスパリング･ウィンド ｌｖ：2

変成術

幻術
ウォール･オヴ･グルーム〔CAr〕 ｌｖ：2

幻術
ウォール･オヴ･グルーム〔SpC〕? ｌｖ：2

防御術
オブスキュア･オブジェクト ? ｌｖ：2

変成術
オルター･セルフ ｌｖ：2

幻術
カモフラージュ ｌｖ：2

死霊術
キス･オヴ･ザ･トード ｌｖ：2

変成術
キャッツ･グレイス ｌｖ：2

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；2/4］持続時間 セーヴ 呪文抵抗距離

接触

‘1割り込み’ 自身 20分またはチャージ消費
防御術

エイミング･アット･ザ･ターゲット

系統 ウー・イァン呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動

PHB p210 音声、動作 1標準

SpC p49 音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
75

（操影）［おそらく闇］《影界呪文》　術者は、魔法の暗闇の壁1つを作り出して、反対側に対して完全視認困難を与える。なお、“魔法の照明”および“魔法の暗闇”が重複している地点では、呪文レベルの低い方が抑止される（同じレベルならば相互に抑止）。（［闇］呪文は、その呪文レベル以下の［光］効果の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。） 別：〔CAr〕 ［３.５ｅ］

精神集中（放棄可）＋1ラウンド/ｌｖ 不可 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、影の壁1つ

76
　術者は、この呪文のチャージ消費によって、目標となった木製の物体1つ（または木材の塊1つ）の形状を、別の形状に変化させる。なお、この方法で、「木製の武器，粗雑な木像，落とし戸などを作り出す」，「木製の壁に粗雑な扉を作り出す」，「木製の扉を動かなくする」などの形成を行える。ただし、動く部分がある仕掛けは、30％の確率で作動しない。 ［木］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、体積が1立方ｆｔ/ｌｖ＋10立方ｆｔまでの、木材の塊

77
　術者は、他の呪文の精神集中を維持する用途の、〈精神集中〉判定に対して＋10の状況ボーナスを得る。また、通常の呪文とは異なり、他の呪文の精神集中を維持している間でも、この呪文は発動できる（PHB p174参照）。ただし、他に精神集中を維持している呪文がなくなった場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

動作ｌｖ：2 SpC, CAr, OA なし ［目標］　術者なし

CAr, Dr@318, OA 音声、動作、焦点
変成術

エンタングリング･スカーフ ｌｖ：2

不可1ラウンド/ｌｖ（解除可）

なし

不可反応・無効

幻術
インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p203 音声、動作、物質

不可

68
（惑乱）［恐怖、精神作用］　目標1体は、自身の顔が、極めて恐ろしいものとなる（おそらくセーヴ不可）。その後、この目標を見た、精神を持つ相手（術者自身および仲間を除く）は、“怯え状態”となる（意志・無効； 呪文の終了時まで持続）。なお、接触呪文は、同意しない相手に対しては、近接接触攻撃が必要となる（PHB p139，p174，p307参照）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ 意志・不完全 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

PHB, T&B… 音声、動作、物質 1標準 接触

音声、動作、物質 1ラウンド 接触

69

　目標となったクリーチャー1体は、より落ち着きが出て、意見がはっきり言えるようになり、人格的な説得力が高められる。このことによって、【魅力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ※Dr@An5（Dragon Magazine Annual 5）では、ローズ・カリズマ呪文として収録。 （…FRCS, Dr@282, Dr@An5） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

1分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像PHB p285 音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(ク)(物体)

70

（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的，音声的要素を持つ幻影を作り出す。ただし、意味のある台詞を喋らせることはできない。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かすことができる。 ［３.５ｅ］

精神集中（放棄可）＋2ラウンド 意志・看破(遣取)

可(ク)(物体) ［目標］　接触した、重量が100ポンド/ｌｖ以下のクリーチャー1体か物体1つ
71

（幻覚）　目標1体および装備品（または目標1つ）は、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”となる（自身および既存の装備品を視認できるかは不明）。なお、足跡，音声，光源の照明，10ｆｔを超えて牽引している物体などに対しては、この呪文は作用しない。また、“攻撃的な行動（本文参照）”をとった場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

1標準 接触

78

　術者は、絹のスカーフ1つを飛ばす。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、“からみつかれた状態（PHB p303）”となる。 ［金］

［目標］　クリーチャー1体1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ

PHB p214 音声、動作、物質 1標準 接触
79

　目標となった物体1つは、占術（念視）効果によっては、感知されず、知覚されず、目標にはならない。 ［水］

8時間（解除可） 意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、重量が100ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

PHB p214 音声、動作 1標準 自身
80

（ポリモーフ）　術者は、同じ種別かつサイズ分類の差が1段階以内の、1ＨＤ/ｌｖ（最大5ＨＤ）以下のクリーチャーに変身する。また、（ポリモーフ）効果では変化しない部分に追加して、「能力値」，「クラス・レベル」，「クラス能力」，「変則的能力を除く特殊攻撃」，「基本攻撃ボーナス」，「基本セーヴ」が変化しない。ただし、一部の能力を獲得しない。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者

SpC, CAr… 音声、動作 1標準 自身
81

　術者は、自身の肌の色、および着用している装備品の色が、自動的に周囲の環境に溶け込む。このことによって、〈隠れ身〉判定に対して＋10の状況ボーナスを得る。なお、状況ボーナスは、他の状況ボーナスとも累積できる（PHB p307参照）。 ※CAr，OAでは、カメレオン呪文として収録。 （…CD, Und, GW, SSp, MotW, OA, MaoF） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

10分/ｌｖ なし なし ［目標］　術者

CAr, OA 音声、動作、焦点 1標準 接触
82

　この近接接触攻撃が、生きているクリーチャーに対して命中した場合、この呪文のチャージ消費によって、以下の“毒”を与える。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる（PHB p139，p174，p307参照）。 ［頑健・無効； 初期および予後、1ｄ6点【耐久力】ダメージ］ ［３.５ｅ］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可 可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体

PHB p217 音声、動作、物質 1標準 接触
83

　目標となったクリーチャー1体は、より機敏かつ軽やかで、調和の取れた動きができるようになる。このことによって、【敏捷力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［火］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

召喚術
サモン･モンスター Ⅱ ｌｖ：2 PHB p229 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

84

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、2ｌｖのリストのクリーチャー1体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体を招来する。なお、（招来）効果，（招請）効果は、「善，悪，秩序，混沌の属性または副種別」，「地，水，火，風の副種別」を持つクリーチャーを選択した場合、その補足説明を持つ。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

占術
シー･インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p232 ［目標］　術者

85

　術者は、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”を視認できる。また、自身の視認している相手が、「可視状態」，「不可視状態」，「エーテル状態による不可視状態」の、いずれなのかを自動的に識別できる。ただし、その他の幻術効果，視認困難などには、この呪文は何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 なし自身 10分/ｌｖ（解除可）
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新ｌｖ：2 PHB, SSp, T&B

死霊術
フォールス･ライフ ? ｌｖ：2 PHB, T&B

変成術
フォクセス･カニング ?

101

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、偉大な勇気および高い士気を受ける。このことによって、攻撃ロール，セーヴ，技能判定に対して、＋2の士気ボーナスを得る。なお、“精神を持たない（MM p316）”（【知力】が“持たない能力値”である）相手は、［精神作用］効果，士気効果などを受けない。 ［３.５ｅ］

ｌｖ：2 PHB p268 音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ

XPH p65

占術
ディテクト･ソウツ

心術
トーレント･オヴ･ティアーズ ｌｖ：2

占術

CM p109

ディテクト･サイオニクス ｌｖ：2

心術
ヒロイズム ? ［目標］　接触した、精神を持つクリーチャー1体

幻術
ヒプノティック･パターン ｌｖ：2 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋2ラウンド 可

意志・無効(無害)

Du@130, SpC…

音声、動作

1標準

占術
ディサーン･シェイプチェンジャー ｌｖ：2

変成術
スイム〔Du@130, SpC…〕 ｌｖ：2

力術
スコーチング･レイ ?

不可 ［効果］　合計6文字までの自身のルーンか印、面積が1平方ｆｔの範囲内

不可(物体) ［目標］　面積が10平方ｆｔ/ｌｖまでの、開閉する物体1つ

［効果範囲］　半径10ｆｔの拡散

なし、不可 ［目標］　術者/クリーチャー1体以上

可 ［目標］　6ＨＤ以下の、精神を持つクリーチャー1体

不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

持続時間 セーヴ 呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　２ｌｖ 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；3/4］

1ラウンド

不可

5ラウンド

1標準 60ｆｔ

SpC, RoE… なし、不可
91

　術者は、精神集中（1回の標準アクション）によって、半径60ｆｔ以内の相手1体が、「（ポリモーフ）しているか否か」，「変装しているか否か」，「変成しているか否か」，「その本来の姿は何か」を知覚できる。また、本来の姿である場合、「変身能力を持つか否か（呪文などを含む）」を知覚できる。 ［物質要素：香油（25ｇｐぶん）］ （…CAr, Dr@318, OA） ［３.５ｅ］ ○ (E) ○

音声、動作、‘物質’ 1ラウンド 自身 1ラウンド/ｌｖ

心術
デイズ･モンスター ? ｌｖ：2 PHB p252

92
（強制）［精神作用］　目標1体は、“幻惑状態（PHB p305）”となる。なお、術者レベルは、最低限の術者レベル以上かつ可能な範囲内ならば、呪文発動時に自由に設定できる（PHB p168参照）。また、「効果範囲：半径10ｆｔ/ｌｖ」，「目標：1体/ｌｖ」などの効果は、術者レベルを下げたり、無理に目標数を確保する必要なく、任意に作用量を設定できると思われる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 意志・無効中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

93

　術者は、ディテクト・サイオニクスのパワー（XPH p116）と同様に、サイオニックのオーラを知覚する。ただし、この呪文によっては、サイオニックしか知覚できない。 ※XPH p65の“サイオニックは魔法とは違う”かつ“専用の呪文やパワー”の選択ルールを採用している場合にのみ使用する。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）

94
［精神作用］　術者は、思考を知覚する。 「1ラウンド目：思考（【知力】が1以上の意識を持つ相手）が存在するか否か」，「2ラウンド目：思考が存在する数と、それぞれの【知力】値（【知力】が26以上の相手が存在する場合、本文参照）」，「3ラウンド目～：選択した思考1つの表面的思考（セーヴに成功した相手は、同一の発動からはこの効果を受けない）」。 ［３.５ｅ］

ｌｖ：2 PHB p254 音声、動作、焦点 不可精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 意志・不完全

意志・無効 可
95

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、自身の涙腺から水が溢れ出る。このことによって、“不調状態（PHB p310）”かつ“盲目状態（PHB p311）”となる。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体

不可
共通

ドラゴンアイ･ルーン ｌｖ：2 DrMa p66

音声

96
　術者は、この呪文のチャージ消費によって、アーケイン・マーク呪文（PHB p195）の効果1つを作り出す。また、「この印を通じて、占術（念視）効果を使用できる」，「1日につき1回/3ｌｖまで、この印までの直線的距離および方向を知覚できる（1回の即行アクション）」の能力を得る。なお、“竜の種別”または“（竜の血）の副種別”を持つ場合、本文参照。 ［全］

1標準 0ｆｔ チャージ消散するまで無期限、永続

変成術
ノック ｌｖ：2 PHB p262

97
　術者は、目標となった物体1つから、開かなくなっている原因2つを解除する。なお、施錠されているもの（小箱，錠前，扉）、きつく閉じているもの（枷，鎖，ゆるくなった溶接部，建て付けの悪い扉），それに類する魔法的効果などを解除できる。ただし、落とし戸，閂，蔦，ロープなどには作用しない。また、アーケイン・ロック呪文は、10分の間、抑止となる。 ［３.５ｅ］

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可(物体)

自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

変成術
ハート･オヴ･エア ｌｖ：2 CM p111 なし なし ［目標］　術者

98
［風］　術者は、〈跳躍〉判定に対して＋10の強化ボーナス，飛行移動速度に対して＋10ｆｔの強化ボーナスを得る。また、チャージ消費によって、フェザー・フォール呪文（PHB p271）の効果を追加できる（1回の割り込みアクション； 持続時間が1ラウンド/ｌｖまたは着地までに変化）。なお、この呪文は、CMのハート・オヴ・～呪文と相互作用する（本文参照）。 ［全］

音声、動作

変成術
パイロテクニクス ｌｖ：2 PHB p263 可(花火)/不可(煙) ［目標］　1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんまでの大きさの、火元1つ

99
　以下の2つから選択すること。 「花火：半径120ｆｔ以内にいる相手は、1ｄ4＋1ラウンドの間、“盲目状態”となる（意志・無効）」，「煙雲：半径20ｆｔの煙を作り出して、この範囲内にいる間と、その後1ｄ4＋1ラウンドの間、【筋力】，【敏捷力】に対して－4のペナルティを与える”（頑健・無効； 煙自体は1ラウンド/ｌｖ持続）」。 ［物質要素：火元1つ（本文参照）］ ［火］

音声、動作、‘物質’ 1標準 意志・無効(花火)/頑健・無効(煙)長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間（花火）または1ラウンド/ｌｖ（煙）

意志・無効
100

（紋様）［精神作用］　術者は、多彩な光の集まりを作り出す。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーは、“恍惚状態（PHB p305）”となる。この呪文は、合計1ＨＤ/ｌｖ（最大10ＨＤ）＋2ｄ4ＨＤぶんのクリーチャーを目標にする。ただし、視覚，精神のどちらか片方でも持たない相手は、この呪文の目標にはならない。 ［３.５ｅ］

動作、物質 1標準PHB p268

可(無害)

力術
ファイアー･シュリケン ｌｖ：2 SpC, CAr, OA 音声、動作、物質 1標準 0ｆｔ

102

［火］　術者は、炎のシュリケン1つ/3ｌｖ（最大6つ）を作り出して、この武器に対して《習熟》を得る。なお、このシュリケンは、その攻撃の解決後に消滅する。 ［射程単位10ｆｔ（投擲武器のため最大5射程単位）； 3ｄ6点の［火］ダメージ（19～20/×2）； 急所攻撃の能力などの追加ダメージも、［火］ダメージとなる］ ［火］

瞬間

103

　術者は、反生命の力を操って、＋1点/ｌｖ（最大＋10点）＋1ｄ10点の一時的ｈｐを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

104

　目標となったクリーチャー1体は、頭が良くなる。このことによって、【知力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ

1標準

意志・無効(無害) 可(無害)

なし自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費 なし

［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　術者

不可 可 ［効果］　炎のシュリケン1つ/3ｌｖ（最大6つ）

参照 構成要素 発動

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分/ｌｖ（解除可）

距離

不可(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
86

［水］　目標となったクリーチャー1体は、自身の地上移動速度と同じ速度の、“水泳移動速度（MM p305）”を得る。 （…SW, CAr, OA） 別：〔Dr@318〕 ［水］

音声、動作、物質 1ラウンド

可ｌｖ：2 PHB p240 音声、動作 1標準 ［効果］　光線1本以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
87

［火］　術者は、焦熱の光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、4ｄ6点の［火］ダメージを受ける。また、この光線は、3レベルを超える4レベルにつき＋1本される（11レベル以上で最大3本）。なお、光線呪文は、光線2本以上がある場合、同一の相手を複数本の目標にできる。 ［火］

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可

1標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

スパイダー･クライム ｌｖ：2 PHB p242 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
88

　目標となったクリーチャー1体は、“登攀移動速度20ｆｔ（MM p305）”を得る。また、逆さの天井，垂直な壁などでも、両手を貼り付けることで登攀移動できるが、この方法の登攀移動を行う場合、両手に何も持っていない状態でなければならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 0ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ
力術

ソニック･ウィップ ｌｖ：2 SpC, CAr, OA 意志・無効 不可 ［効果］　魔法のウィップ1本
89

［音波、精神作用、おそらく恐怖］　術者は、魔法のウィップ1本を作り出して、《習熟》を得る。また、この武器の命中を受けた動物は、追加で“恐れ状態（PHB p303）”となる。さらに、このウィップを鳴らすと（1回のフリー・アクション）、通常の動物は、半径30ｆｔ以内には近付かなくなる。 ※CArではフォース・ウィップ呪文，OAではウィップ呪文として収録。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 接触 10分/ｌｖ
心術

タッチ･オヴ･イディオシィ ? ｌｖ：2 PHB p247 不可 可 ［目標］　接触した、精神を持つクリーチャー1体
90

（強制）［精神作用］　この近接接触攻撃が命中した相手は、各精神系能力値に対して、－1ｄ6のペナルティを受ける（【知力】，【判断力】，【魅力】の全て）。ただし、この呪文によっては、これらの能力値は、最小でも1未満にはならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作
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（幻覚）　目標となったクリーチャー1体は、自身の輪郭が霞んで、視認困難（失敗確率20％）を得る。また、シー・インヴィジビリティ呪文（PHB p232）によっては、この呪文の効果を無視できない。なお、視認困難を得ているクリーチャーは、急所攻撃を受けない（PHB p57参照）。 ［３.５ｅ］

音声 ［目標］　接触したクリーチャー1体

105

（創造）　術者は、霧のような蒸気を創造する。この範囲内にいる相手は、5ｆｔ以内の相手に対して視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に対して完全視認困難（失敗確率50％）を得る。なお、“軟風”は4ラウンド、“疾風”は1ラウンドで、この霧を吹き散らす（風力効果に関しては、DMG p92参照）。 ［水］

10分/ｌｖ 不可PHB p272

不可 可

召喚術
フォッグ･クラウド ｌｖ：2

幻術
ブラー ｌｖ：2 PHB p273

音声、動作、物質

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ

1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害)

1標準 接触

変成術
ベアズ･エンデュアランス ｌｖ：2

防御術
プロテクション･フロム･アローズ

防御術
プロテクション･フロム･チャーム

死霊術
ブラックロット

変成術
ブルズ･ストレンクス

幻術
ミスディレクション ｌｖ：2 PHB p288

力術
ライトニング･ブレード ｌｖ：2

変成術
レイン･オヴ･ニードルズ ｌｖ：2

CAr, OA

防御術

持続時間

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；4/4］

［効果］　創造された、半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する霧

占術
アーケイン･サイト ?

ウー・イァン呪文　３ｌｖ 参照 　　目標 / 効果 / 効果範囲

音声、動作

［３ｌｖ；1/4］

不可1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

可 ［目標］　接触した、植物クリーチャー1体か、木製の殴打ダメージを与える武器1つ

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

系統 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

音声、動作、焦点 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

CM p114 音声、動作 1標準
107

　「目標が植物クリーチャー：この近接接触攻撃が命中した相手は、1ラウンドにつき1回ずつ、1ｄ8点のダメージを受ける。ただし、セーヴに成功した場合、この呪文は1ラウンド持続となる」，「目標が木製の殴打武器：この武器からダメージを受けた相手は、1ラウンドの間、追加で“不調状態”となる（頑健・無効； 毒に対する防御効果を適用可）」。 ［木］

接触 1ラウンド/ｌｖ 頑健・不完全/頑健・無効ｌｖ：2

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)ｌｖ：2 PHB p276 音声、動作、物質 1標準

PHB p280 音声、動作、焦点 1標準

108

　目標となったクリーチャー1体は、力が強くなる。このことによって、【筋力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［土］

接触

109

　目標となったクリーチャー1体は、遠隔武器に対して、“ダメージ減少10/魔法”の能力を得る。ただし、合計10点/ｌｖ（最大100点）ぶんのダメージを軽減してしまうと、この呪文はチャージ消費される。 ［金］

接触 1時間/ｌｖまたはチャージ消費 意志・無効(無害)ｌｖ：2

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］呪文抵抗
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］距離 持続時間 セーヴ

CAr, OA 音声、動作、物質 1標準 接触

呪文抵抗

1ラウンド/ｌｖ

セーヴ

系統
参照 構成要素 発動呪文名 ｌｖ：2

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］発動 距離

なし1標準

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照 構成要素

ｌｖ：3 PHB, T&B 音声、動作

110

　目標となったクリーチャー1体は、（強制）効果，（魅惑）効果のセーヴに対して、＋1/3ｌｖ（最大＋5）のボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体ｌｖ：2 意志・無効(無害) 可(無害)

PHB p281 音声、動作、物質 1標準 接触
111

　目標となったクリーチャー1体は、高いスタミナおよび生命力を得る。このことによって、【耐久力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［土］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

心術
ホールド･パースン ? ｌｖ：2 PHB p283

112

（強制）［精神作用］　目標1体は、“麻痺状態（PHB p310）”となる。このことによって、精神的なアクションしか使用できず、有効【筋力】，【敏捷力】が0となって（通常の“【筋力】が0”とは異なり、伏せ状態にはならない）、“無防備状態（PHB p151）”となる。ただし、1ラウンドにつき1回ずつ、解放されるための再セーヴを行える（1回の全ラウンド・アクション）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体

113

（幻覚）　この呪文の完成時に、距離内の物体1つを指定すること。この目標は、属性およびオーラ強度を感知する効果に対して、本来の代わりに、「指定された物体1つの属性およびオーラ強度」を持つものとして感知される（通常の樹木を指定した場合、「真なる中立」，「オーラなし」など； 属性の感知はセーヴ不可，オーラ強度の感知は意志・看破）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ 不可(ク)(物体)/意志・不完全 不可(ク)(物体)/不可 ［目標］　1辺が10ｆｔの立方体1個ぶんまでの大きさの、クリーチャー1体か物体1つ

［目標］　接触した、同意するクリーチャー1体
114

［電気］　目標1体は、軍用武器相当の、［電気］のエネルギーの刃1つを得る。この武器は、合計1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）ぶんの［電気］ダメージを、近接接触攻撃または遠隔接触攻撃（有効距離30ｆｔ）として、自由に分割して消費して使用できる。 ※CArでは反映されていないが、OAのエラッタでは、1分/ｌｖ持続，最大5ｄ6点に変更されていた。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 10ラウンドまたはチャージ消費

CAr, OA 音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
115

　この呪文の完成時に、1ｄ4点/ｌｖ（最大5ｄ4点）ぶんのダメージを分割すること（3ｄ4点の場合、1ｄ4点×3，1ｄ4点＋2ｄ4点など）。その後、上記の分割したそれぞれによって、任意のクリーチャー1体以上に対して、遠隔攻撃1回ずつを行う（セーヴ不可）。 ［金］

瞬間 不可 可 ［目標］　クリーチャー1体以上

10分/ｌｖ 頑健・無効(無害)レジスト･エナジー ｌｖ：2 PHB p299 音声、動作 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
116

　目標1体は、“エネルギー1つに対する抵抗10”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。また、この抵抗は、3レベルを超える4レベル毎に10上昇する（11レベル以上で最大30）。なお、異なる種類のエネルギーに対する防御効果は、問題なく同時に稼動できる（同一の効果の並行使用でもおそらく可； SpC p83を参照）。 ［全］

1標準 接触

変成術
ロープ･トリック ｌｖ：2 PHB p300 ［目標］　接触した、長さ5ｆｔ～30ｆｔのロープ1把

117

《異次元空間》　目標となったロープ1本は、上端が異次元空間内に固定される。その後、このロープを伝って、内部に入ることができる（最大8人）。また、このロープ自体を、異次元空間内に引き上げることもできるが、その場合、このロープも1人ぶんとして扱われる。なお、異次元空間内に、異次元空間を持ち込んだ場合の相互作用は、DMG p259，p264参照。 ［３.５ｅ］

1時間/ｌｖ（解除可） 不可(物体) 不可(物体)

占術
ロケート･オブジェクト ｌｖ：2 PHB, CoC 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径が“長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”の円

118

　術者は、「良く知っている物体」，「はっきりと視覚的に思い描ける物体」などの1つを探知する（階段などの設備，一般的なアイテム，唯一無二のアイテムなどを含む）。ただし、この呪文は、距離的に最も近い1つのみを知覚する。また、この呪文は、（ポリモーフ）効果，ノンディテクション呪文，ミスリード呪文などに偽装されて、鉛の層に遮断される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点

［目標］　術者
119

　術者は、半径120ｆｔ以内の魔法のオーラを知覚できる。精神集中は必要なく、即座にディテクト・マジック呪文（PHB p254）の3ラウンドぶんの情報を知覚する（系統を識別する〈呪文学〉判定も可）。また、精神集中（1回の標準アクション）によって、相手1体が発動できる、最大呪文レベルおよび種類（秘術，信仰； 擬呪は秘術相当）を知覚できる。 ［３.５ｅ］

自身 1分/ｌｖ（解除可） なし



和訳

新

新

新

―

新

新

新

新

新

新

新

新

新

―

有

新

新

新

新

131

（強制）［精神作用、言語依存］　術者は、目標1体に対して、1～2文程度の行動内容の示唆（または特殊行動の示唆および作動条件）1つを与えて、非常にもっともらしいものと感じさせる（これが適切である場合、ＤＭ判断で、セーヴにペナルティを与えても良い； 完了するまで持続）。ただし、明らかに害となる形での行動の示唆は、何の効果もない。 ［３.５ｅ］

可PHB, CoC 音声、物質 1標準

1ラウンド

1標準

130

（創造）　術者は、アンシーン・サーヴァント呪文（PHB p200）と同様に、“見えざる従者”1体/ｌｖ（最大15体）＋2ｄ6体を創造する。これらの従者は、術者の命令に従って、単純な労働をこなす。ただし、術者から距離限界を超えて離れた従者は、即座に消滅する。 ※RoSでは、マス・アンシーン・サーヴァント呪文として収録。 （…RoS, OA） ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 ［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体以上サーヴァント･ホード ｌｖ：3

変成術

SpC, CAr…

幻術
イメージ, メジャー

キーン･エッジ ｌｖ：3 PHB p217

召喚術
コープス･キャンドル ｌｖ：3

力術
アースボルト ｌｖ：3

幻術
イリューソリィ･スクリプト ｌｖ：3 PHB p203

力術
ウェルス･オヴ･フレイムズ ｌｖ：3 DrMa p75

変成術
ウォーター･ブリージング ｌｖ：3 PHB p208

心術
サジェスチョン ｌｖ：3

CM p98

変成術
ガシアス･フォーム

占術
エレメンタル･アイ ｌｖ：3

召喚術

召喚術
サモン･モンスター Ⅲ ｌｖ：3

変成術

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

意志・無効

距離

［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内音声、動作、焦点 1ラウンド

発動

1時間/ｌｖまたはチャージ消費

［３ｌｖ；2/4］

不可 不可

意志・無効

［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像

Dr@318 p73 音声、動作、物質

132

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、3ｌｖのリストのクリーチャー1体か、2ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「他のクリーチャーを召喚する効果（(招来)効果，(招請)効果など）」，「次元間移動能力」，「（瞬間移動）効果」を使用できない。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可

［目標］　接触したクリーチャー1体

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

133

［おそらく水］　目標となったクリーチャー1体は、自身の地上移動速度と同じ速度の、“水泳移動速度（MM p305）”を得る。 ※スイム呪文を使用できるクラスは、「Dr@318版：Drd3，Rgr3」，「その他：Drd2，Wiz/Sor2，Wjn（水）2」となっている。 別：〔Du@130, SpC…〕 ［水］

1標準 1時間/ｌｖスイム〔Dr@318〕? ｌｖ：3

系統 ウー・イァン呪文　３ｌｖ 参照 構成要素

可(無害)意志・無効(無害)

不可PHB p229

接触

心術
ディープ･スランバー ? ｌｖ：3

力術
スティーム･ブレス ｌｖ：3 Du@130, CAr, OA ［効果範囲］　円錐形のおそらく爆発

134

［火］　術者は、熱された蒸気を放つ。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）の［火］ダメージを与える。 ［水］

音声、動作、物質 30ｆｔ 瞬間

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
召喚術

スティンキング･クラウド ｌｖ：3 PHB p240

SpC, CAr, OA

［効果］　創造された、半径30ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する吐き気を催す霧
135

（創造）　この範囲内は、フォッグ・クラウド呪文（PHB p258）の効果を得る。また、この範囲内にいるクリーチャーは、進入時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、術者のターンの開始時毎に、「この範囲内にいる間と、その後1ｄ4＋1ラウンドの間、“吐き気がする状態（PHB p309）”となる（頑健・無効）」の効果を受ける。 ※エラッタを反映済み。 ［水］

音声、動作、物質 1標準

136

　術者は、自身の肌から無数の棘を生やす。その後、素手攻撃が、武装しているものとして扱われて、致傷ダメージとなるとともに、＋1ｄ6点の追加の魔法の刺突ダメージを与える。また、術者に対して、組みつき判定に成功するか、素手攻撃，肉体武器を命中させて来た相手は、その1回毎に、自動的に5点の魔法の刺突ダメージを受ける。 ［木］

音声、動作、物質 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可） ［目標］　術者

頑健・不完全 不可1ラウンド/ｌｖ

反応・半減 可

なし なし

音声、物質
占術

タンズ ｌｖ：3 10分/ｌｖ

変成術
ソーンスキン ｌｖ：3

接触

不可

1標準 自身

可24時間/ｌｖ（解除可）

なし なし

反応・半減

占術
コミューン･ウィズ･スピリット, レッサー ｌｖ：3 CAr, OA 音声、動作、‘物質’

可 ［効果範囲］　長さが“近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）”の直線状CAr, OA 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

PHB p290 音声、動作、焦点 1標準

120

［地］　この呪文は、地面の上でのみ発動できる（石の塊，石の床，砂，土，粘土など）。術者は、自身の足元から砂や土を巻き上げる。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを与える。 ［土］

瞬間

121

（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影を作り出す。ただし、意味のある台詞を喋らせることはできない。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かすことができる。 ［３.５ｅ］

長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋3ラウンド 意志・看破(遣取)ｌｖ：3

［目標］　接触した、重量が10ポンド以下の物体1つ
122

（惑乱）［精神作用］　術者は、目標となった物体1つに、“意図した相手にしか読むことができない文章”を記載する（他者には意味不明な文章となる； 幻術士には、この呪文であることは識別できる）。また、意図しない相手が、この文章を読もうとした場合、呪文の完成時に指定した示唆1つに従う（意志・無効）。 ［物質要素：鉛入りのインク（50ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1分以上 接触

［目標］　術者
123

［火］　術者は、白熱した炎で包まれて、近接攻撃が＋1ｄ6点の追加の［火］ダメージを与える。また、1ラウンドにつき1回ずつ、自身のターンの終了時毎に、隣接しているか同じマス目内にいる敵に対して、1ｄ6点の［火］ダメージを与える。なお、5レベル・ソーサラー呪文を発動できるレッド・ドラゴンは、この呪文を1回の即行アクションとして発動できる。 ［火］

音声、動作 1ラウンド/ｌｖ

［目標］　接触した、生きているクリーチャー何体でも
124

　目標となったクリーチャーは、水中呼吸能力を得る。ただし、この呪文の持続時間は、目標数によって等分される。なお、「単一の目標に対する接触呪文」，「“～の接触”の能力を得るような形式の接触呪文」の他は、“接触呪文のチャージ保持”できないと思われる（PHB p139，p174，p307を参照）。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 接触

1時間/ｌｖ、1分/ｌｖ（解除可）

可(無害)2時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)

不可 不可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
125

（おそらく念視）　この呪文の焦点具となった物体1つは、術者が命令した時点で、クレアオーディエンス/クレアヴォイアンス呪文（PHB p221）の“透視”器官と同様の、魔法的感知器官に変化する（起動するまで1時間/ｌｖ持続、起動してから1分/ｌｖ持続）。ただし、距離限界を超えて離れてしまうと、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

［目標］　接触した、同意する非実体状態ではないクリーチャー1体
126

　目標1体および装備品は、不定形の半透明なガス化形態に形質変化して、“飛行移動速度10ｆｔ（完璧）”を得る（DMG p20参照）。また、“ダメージ減少10/魔法”の能力，“クリティカル・ヒット，毒に対する完全耐性”の能力を得る。ただし、超常能力を失うとともに、攻撃を行えず、呪文の動作，物質，信仰，焦点，経験要素を満たすことができない。 ［水］

ｌｖ：3 PHB p216 動作、物質

10分/ｌｖ

不可1標準 接触 2分/ｌｖ（解除可） 不可

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　斬撃か刺突ダメージを与える、武器1つか矢弾50発まで
127

　目標となった武器1つまたは矢弾は、クリティカル可能域が2倍（＋100％）となる。ただし、矢弾をこの呪文の目標とする場合、それらはお互いに触れ合っていなければならない。なお、この呪文の目標とする上では、シュリケンは矢弾として扱われる。 ［金］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

不可 ［効果］　創造された、幽霊じみた手1つSpC, CAr, T&B 動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

1分/ｌｖ 意志・無効

128

（創造）《エーテル界呪文》　術者は、ろうそく（PHB p162）を持つ、非実体状態の手1つを創造して、その周囲を照明させる。また、この“薄暗い照明”の範囲内の、エーテル状態や不可視状態のクリーチャーおよび物体は、その輪郭が照らし出されて視認されるようになる。さらに、この手は、1ラウンドにつき50ｆｔまで移動できる（術者の精神集中は不要）。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ（解除可） 不可

不可 ［目標］　術者がその正体を知っている、4ＨＤ以下の“精霊クリーチャー”1体
129

　術者は、目標となった“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94，他）”1体に対して、「否」，「然り」で返答できる種類の、質問1つ/2ｌｖまでを行える（ただし、「定かならず」という返答の場合はある）。または、ＤＭは、上記の回答方法の代わりに、日本語にして15文字以内の短文でも回答できる。 ［物質要素：香と供え物（10ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

10分 10ｆｔ

［目標］　接触したクリーチャー1体
137

　目標1体は、あらゆる言語，種族語，方言を話すことができるとともに、この目標の声が聞こえる相手は、その喋っている内容を自動的に理解する。また、この目標は、複数の言語が同時に話されている場合でも、問題なく理解できる。ただし、この呪文のみによっては、話そうとする相手に会話の能力を与えたり、NPCの態度を変化させることはできない。 ［３.５ｅ］

意志・無効(無害)PHB p247 不可(無害)

PHB p249 音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
138

（強制）［精神作用］　この目標は、即座に睡眠状態となって、“無防備状態（PHB p151）”として扱われる。この呪文は、合計10ＨＤぶんの精神を持つ生きているクリーチャーを目標にする（ＨＤが低いものから順番）。なお、魔法的な睡眠状態は、“援護（PHB p152）”（1回の標準アクション； ＡＣ10に対する近接攻撃が必要）によって起こすことができる。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　半径10ｆｔの爆発内の、全ての生きている精神を持つクリーチャー
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　目標となった“レガシー・アイテム”1つは、1日の使用回数がある、使い切っている“初級レガシー能力（5ｌｖ～9ｌｖのもの）”1つの使用回数が、1回ぶん回復する。ただし、初級レガシー能力をどれも使い切っていないものや、24時間以内に同一の効果を受けたものに対しては、この呪文は作用しない。 ［全］

接触ｌｖ：3 WoLg p17 動作、物質、焦点 ［目標］　接触した、術者が運搬しているレガシー・アイテム1つ1時間/ｌｖまたはチャージ消費 不可(物体) 不可(物体)

持続時間

1標準

意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体)

チャージ消散するまで無期限、瞬間

チャージ消散するまで無期限、瞬間
155

　この目標は、この呪文のチャージ消費によって、全ての“呪い”が除去される。ただし、一定以上の術者レベルなどの、除去制限を持つ呪いも存在する。また、呪われた魔法のアイテムが持つ、“呪い”自体は除去できない（身体から離れなくなる呪いから、解放することはできる）。（この呪文は、ビストウ・カース呪文の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。） ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ

変成術
リバース･オヴ･アイアン ｌｖ：3 CM p120

　目標となった、錆によって破壊された金属製の物体1つは、全体の1/4以上が残っている場合、この呪文のチャージ消費によって、即座に修復される。ただし、この呪文によっては、破壊された魔法のアイテムに対して、魔法的能力を回復させることはできない。

頑健・無効(無害、物体) 不可(無害、物体)音声、動作 1ラウンド 接触

意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射
153

［混沌］　この範囲内では、「ⅰ：秩序の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、混沌ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触、10ｆｔ 10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ
防御術

マジック･サークル･アゲンスト･ロー ｌｖ：3 PHB p286

不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射
152

［秩序］　この範囲内では、「ⅰ：混沌の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、秩序ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］
防御術

マジック･サークル･アゲンスト･ケイオス ｌｖ：3 10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

PHB p286 音声、動作、物質 1標準

154

［金］

［目標］　接触した、金属製の物体1つ

151

［悪］　この範囲内では、「ⅰ：善の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、悪ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射接触、10ｆｔ

150

［善］　この範囲内では、「ⅰ：悪の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（PHB p280参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、善ではない相手は、この範囲内には進入できない」の効果を得る。または、術者は、「ⅳ：“内向きの力”」を選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖまたは24時間/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可/可 ［効果範囲］　接触したクリーチャー1体を中心とした、半径10ｆｔの放射

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　武器1つか矢弾50発まで

PHB p286 音声、動作、物質 1標準 接触、10ｆｔ

149

　目標となった武器1つか矢弾は、＋1/4ｌｖ（最大＋5）の魔法の武器として扱われる（攻撃およびダメージのロールに対して、同じ値の強化ボーナスを得る）。ただし、使用された矢弾からは、この呪文は終了する（使用された投擲武器からは終了しない）。 ［金］

1時間/ｌｖ

［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
144

変成術
ファイアー･ウィングズ ｌｖ：3 SpC, CAr…

力術
ファイアーボール

防御術
リムーヴ･カース ｌｖ：3 PHB p296

変成術
レヴィタライズ･レガシー, リースト

音声、動作 1標準

構成要素 ［３ｌｖ；3/4］　　目標 / 効果 / 効果範囲呪文抵抗

防御術
プロテクション･フロム･エナジー ｌｖ：3

防御術
マジック･サークル･アゲンスト･グッド ｌｖ：3

変成術
マジック･ウェポン, グレーター ｌｖ：3

変成術
ヘイスト ｌｖ：3

変成術

PHB p280

PHB p281

PHB p286 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

防御術
マジック･サークル･アゲンスト･イーヴル ｌｖ：3

距離 持続時間 セーヴ発動

PHB p286 音声、動作、物質 1標準 接触、10ｆｔ

系統 ウー・イァン呪文　３ｌｖ 参照

［対応］
系統

参照 構成要素 発動呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

距離 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
幻術

ディスプレイスメント ｌｖ：3 PHB p251 ［目標］　接触したクリーチャー1体
139

（幻覚）　目標1体は、本来の位置から2ｆｔぶん離れた位置にいるように見える。このことによって、完全視認困難（失敗確率50％）の利益を得る。ただし、攻撃の目標には、問題なくできる。なお、視認困難を得ているクリーチャーは、急所攻撃を受けない（PHB p57参照）。また、完全視認困難を得ているクリーチャーは、機会攻撃を受けない（PHB p150参照）。 ［３.５ｅ］

音声、物質 意志・無効(無害) 可(無害)

不可(ク)(物体)
防御術

ディスペル･マジック ｌｖ：3 PHB p251 音声、動作 1標準 ［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発
140

　術者は、「目標型解呪」，「効果範囲型解呪」，「呪文相殺」の内の、いずれかの解呪判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋10)）を行う。ただし、この呪文や、この呪文を参照する効果では、瞬間効果，多くの呪いの効果，一部の［力場］効果，一部の解呪制限を持つ効果などは解呪できない。また、魔法のアイテムは、解呪される代わりに、1ｄ4ラウンドの間、抑止される。 ［３.５ｅ］

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可(ク)(物体)

1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ
変成術

テラ･コッタ･ウォリアー ｌｖ：3 CAr, OA 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した小像1つ
141

　焦点具となった小像1つは、中型サイズのアニメイテッド・オブジェクト（MM p11）となって、術者が指定した敵を攻撃する（変更は1回の移動アクション）。 ［移動速度40ｆｔ； ＡＣ14； 硬度6； 35ｈｐ； 叩きつけ（＋2近接，1ｄ6＋1点の殴打ダメージ）］ ［焦点具：素焼きの小像1つ（1ｇｐ）］ ［土］

音声、動作、‘焦点’

変成術
ハート･オヴ･ウォーター ｌｖ：3 CM p111 なし ［目標］　術者

142

［水］　術者は、〈脱出術〉判定に対して＋5の強化ボーナス，水中呼吸能力，地上移動速度と同じ“水泳移動速度（MM p305）”を得る。また、チャージ消費によって、フリーダム・オヴ・ムーヴメント呪文（PHB p274）の効果を追加できる（1回の即行アクション； 持続時間が1ラウンド/ｌｖに変化）。なお、この呪文は、CMのハート・オヴ・～呪文と相互作用する。 ［水］

自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

自身 1分/ｌｖ

なし

なし なし ［目標］　術者
143

［火］　術者は、自身の両腕が“炎の翼”に変化して、肉体武器として使用でき、“飛行移動速度60ｆｔ（良好）”として行動できる（DMG p20参照）。また、自身の腕や手に着用していた物体は、能力を失わずに溶け込むが、呪文の動作要素は満たすことができない（本文参照）。なお、この呪文の終了時には、ゆっくりと落下する（本文参照）。 （…CD, OA） ［火］

音声、動作、物質、焦点 1ラウンド

ｌｖ：3 PHB p269 音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 反応・半減 可

［火］　術者は、指定した一地点で爆発する火球1つを投げる。この範囲内のクリーチャーおよび物体は、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）の［火］ダメージを受ける。また、この範囲内にある可燃物は発火して、融点の低い金属は融けてしまう。なお、狭い開口部や隙間を通して発動する場合、本文参照。 ［火］

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）/0.5マイル 瞬間
変成術

プラント･グロウス ｌｖ：3 PHB p274 不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径が“長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”の範囲内か、半径1/2マイルの円

145

　以下の2つから選択すること。 「繁茂：前者の範囲内では、樹木が生い茂って、移動コストが2倍となる。また、この呪文の効果範囲は、円，半円，四分円などから選択できる（本文参照）」，「豊穣：後者の範囲内では、来年の収穫高が、通常の4/3倍（＋33％）となる」。（この呪文は、ディミニッシュ・プランツ呪文の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。） ［木］

音声、動作

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
146

　目標1体は、“エネルギー・ダメージ1つに対する完全耐性”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。ただし、合計12点/ｌｖ（最大120点）ぶんのダメージを軽減してしまうと、この呪文はチャージ消費される。なお、この呪文を、同じ種類のレジスト・エナジー呪文（PHB p299）と併用した場合、常にこちらの効果が優先される。 ［全］

音声、動作 1標準

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ

頑健・無効(無害)接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
147

　この目標は、“加速状態”となって、攻撃ロールに対して＋1のボーナス、ＡＣ，反応セーヴに対して＋1の回避ボーナスを得る。また、全力攻撃には追加攻撃1回を得る。さらに、移動速度全般に対して「＋30ｆｔ」，「＋本来の速度」の小さい方の強化ボーナスを得る。（この呪文は、スロー呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。） ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準

1ラウンド/ｌｖ 不可、反応・無効マグネティズム ｌｖ：3 CAr, OA 音声、動作、物質 不可 ［効果］　光線1本
148

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、磁力の光線1本を発射できる。この遠隔接触攻撃が命中した物体は、有効【筋力】30の、中型サイズの直立クリーチャーに引き寄せられたかように、術者の方向に移動する（重量が8,000ポンド以下ならば引き寄せ可； PHB p160参照）。なお、他者が装備中の物体や、固体されている物体に対しては、本文参照。 ［金］

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
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新1標準 10ｆｔ
172

　術者は、動かすことができない球体1つを作り出して、3レベル以下の魔法的効果を遮断する（これ以前に使用された効果に対しては、何の効果もない）。このことによって、これ以後に3レベル以下の魔法的効果が使用された場合、この内側では効果を受けず、この範囲内に入ると抑止される。なお、この球体は、「目標型解呪」によって解呪できる。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの球体状の放射

不可 不可 ［効果］　創造された、体積が1立方ｆｔ/ｌｖ以内の非魔法の物体1つ
171

（創造）　術者は、植物製または木製の物体1つを、一時的に創造する（亜麻布，麻のロープ，木製の梯子など）。ただし、呪文の物質要素としては使用できない。また、複雑な物体を創造する場合、適切な〈製作〉判定が必要となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 0ｆｔ 1時間/ｌｖ（解除可）
召喚術

クリエイション, マイナー ｌｖ：4 PHB p285

不可 ［効果］　半径20ｆｔまで×高さ20ｆｔまでに拡散する雲
170

［闇］　術者は、魔法の暗闇の雲1つを作り出す（術者の精神集中によって、1ラウンドにつき20ｆｔまで移動可； おそらく1回の標準アクション）。この範囲内では、完全視認困難を得るが、“盲目状態（PHB p311）”かつ“聴覚喪失状態（PHB p308）”として扱われて、音声要素を含む呪文の発動，会話を行えない。なお、強い風によって吹き散らされる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 3ラウンド/ｌｖ
力術

クリーピング･ダークネス ｌｖ：4 CAr, OA

169

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、深い絶望を覚える。このことによって、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴ，技能判定，能力値判定に対して、－2の士気ペナルティを受ける。（この呪文は、グッド・ホープ呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。） ［３.５ｅ］

ｌｖ：4 PHB p219 可

168

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、明るい希望を抱く。このことによって、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴ，技能判定，能力値判定に対して、＋2の士気ボーナスを得る。（この呪文は、クラッシング・ディスペア呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。） ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効(無害)ｌｖ：4 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

60ｆｔ

1分/ｌｖ 頑健・無効

意志・無効10ラウンド

PHB p218 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

変成術
ウッド･ロット ｌｖ：4

防御術
エレメンタル･ウォード ｌｖ：4

160

（幻覚）　目標1体および装備品は、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”となる（自身および既存の装備品を視認できるかは不明）。ただし、足跡，音声，光源の照明，10ｆｔを超えて牽引している物体などに対しては、この呪文は作用しない。なお、インヴィジビリティ呪文（PHB p203）とは異なり、攻撃的な行動をとった場合でも、終了しない。 ［３.５ｅ］

接触 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害)ｌｖ：4 PHB p204 音声、動作 1標準

可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの放射
159

　術者は、不可視状態の場を作り出して、自身に伴って移動させる。その後、この範囲内には、植物クリーチャーおよび自律行動能力を持つ樹木（木製のアニメイテッド・オブジェクトなど）は、進入できない。なお、障壁系呪文の詳細に関しては、PHB p171を参照。 ［木］

1標準 10ｆｔ 10分/ｌｖ（解除可） 不可アンティプラント･シェル ｌｖ：4 PHB p201 音声、動作

158

［悪］　目標となった死体は、スケルトンまたはゾンビに形質変化する（本文参照）。なお、この呪文の発動1回毎に、2ＨＤ/ｌｖぶんのアンデッドを作成できる（ディセクレイト呪文の範囲内では、4ＨＤ/ｌｖぶん）。また、術者は、同時に4ＨＤ/ｌｖぶんのアンデッドを制御できる（威伏などは計上されない）。 ［物質要素：黒瑪瑙1つ（作成するＨＤの合計×25ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、死体いくつでも

157

［冷気］　術者は、降り注ぐ雹の場を作り出す。その後、この範囲内では、進入時に1回ずつ、2ｄ6点の［冷気］ダメージ、および3ｄ6点の魔法の殴打ダメージを受ける。また、この範囲内では、地上移動コストが2倍となるとともに、〈聞き耳〉判定に対して－4のペナルティを受ける。 ［水］

音声、動作、物質 1ラウンド 不可ｌｖ：4 可

持続時間

［効果範囲］　半径20ｆｔ×高さ40ｆｔの円筒形

［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　接触した、水1オンス/ｌｖまで

［目標］　円錐形の爆発内の、全ての精神を持つクリーチャー

［３ｌｖ；4/4］

可(無害)

不可(物体)

可

可

不可

不可

可

不可

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

構成要素 発動

距離 持続時間 セーヴ

系統 ウー・イァン呪文　４ｌｖ 参照

PHB p199

PHB p196 1標準

CAr, OA

1標準

10ラウンド

PHB p221 音声、動作、物質

音声、動作、‘物質’

　　目標 / 効果 / 効果範囲

ｌｖ：3

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［４ｌｖ；1/3］セーヴ 呪文抵抗距離 持続時間

長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

力術

死霊術
アニメイト･デッド

防御術

幻術
インヴィジビリティ, グレーター

変成術
ウォーター･トゥ･ポイズン

力術
ウォール･オヴ･アイス

ｌｖ：4

力術
アイス･ストーム

系統 ウー・イァン呪文　３ｌｖ

系統

防御術
グローブ･オヴ･インヴァルナラビリティ, レッサー ｌｖ：4

1標準 接触

参照 構成要素 発動

心術
グッド･ホープ

心術
クラッシング･ディスペア 30ｆｔ 1分/ｌｖ 意志・無効音声、動作、物質 1標準

［対応］

セーヴ 呪文抵抗構成要素 発動 距離
系統

呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

参照 セーヴ 呪文抵抗呪文名

Du@130, CAr, OA 音声、動作、‘物質’ 1ラウンド

構成要素 発動 距離 持続時間 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

参照

161

　目標となった水は、この呪文のチャージ消費によって、“摂取型の毒”となる（無味無臭； 毒のデータは下記参照）。なお、1服用ぶんは1オンスであるが、おそらく毒の効果全体を受け切るまでは、その量を超えて摂取したぶんはダメージを受けない。 ［頑健・無効； 初期および予後、1ｄ8点【耐久力】ダメージ］ ［物質要素：ブラッドストーン1つ（50ｇｐ）］ ［水］

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可(物体)ｌｖ：4

ｌｖ：4 PHB p209 音声、動作、物質 1標準 ［効果］　1辺が10ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ壁1つか、半径1ｆｔ/ｌｖ＋3ｆｔまでの半球1つ

162

［冷気］　術者は、“氷の平板”または“氷の半球”を作り出す。また、“氷の平板”の場合、破壊された部分の空間を通過した相手は、1点/ｌｖ＋1ｄ6点の［冷気］ダメージを受ける（本文参照）。ただし、この障壁が出現する地点に隣接していたクリーチャーが、1体でもこの呪文のセーヴに成功した場合、この呪文は失敗する。 ［物体のデータは本文参照］ ［水］

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ 不可、反応・無効

不可ウォール･オヴ･ファイアー ｌｖ：4 PHB p210 音声、動作、物質 ［効果］　長さ20ｆｔ/ｌｖまでの炎の幕1つか、半径5ｆｔ/2ｌｖまでの炎の輪1つ
163

［火］　術者は、青色の炎のカーテン1つを作り出す（どちらも高さ20ｆｔ）。この障壁は、出現時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、指定した片面が発熱して、下記の［火］ダメージを与える（アンデッドには2倍のダメージ）。 「炎から20ｆｔ～11ｆｔ：1ｄ4点」，「炎から10ｆｔ～1ｆｔ：2ｄ4点」，「炎の内部，および通過した相手：1点/ｌｖ（最大20点）＋2ｄ6点」。 ［火］

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋1ラウンド/ｌｖ

1標準

音声、動作、物質

SpC, CAr, OA 音声、動作、物質

変成術
エンラージ･パースン, マス ? ｌｖ：4 PHB p213

召喚術
ウォール･オヴ･ボーンズ ｌｖ：4 ［効果］　1辺が10ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、骨の壁1つ音声、動作、物質 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分 不可CAr, OA

164

（創造）　術者は、骨の壁1つを創造する。この障壁は、反対側に対して、“視認困難”かつ“遮蔽”を与える。また、この障壁を通過する相手は、本文参照。 ［厚さ6インチ/ｌｖ； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つにつき10ｈｐ/6インチ； 受ける斬撃，刺突ダメージは半減； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つを一撃で破壊する場合、【筋力】判定（難易度2/ｌｖ(最大10)＋15）が必要］ ※OAのエラッタでは、10分/ｌｖ持続。 ［３.５ｅ］

接触
165

　「非魔法の木製の物体が目標：非装備中ならば、即座に破壊する（直径6ｆｔ以内は全体、それを超えると半径3ｆｔぶん）。装備中ならば、近接接触攻撃によって、武器1つを破壊するか、鎧1つのＡＣを1ｄ6点ぶん減少させる（武器は機会攻撃を誘発する）」，「植物クリーチャーが目標：“腐敗の接触”を使用できる（合計1回/ｌｖまで； 本文参照）」。 ［木］

瞬間または1ラウンド/ｌｖ 不可 ［目標］　接触した、非魔法の木製の物体1つか、植物クリーチャー1体以上

［効果範囲］　術者を中心とした、半径60ｆｔの放射
166

《元素界呪文》　この呪文の完成時に、元素の副種別（地，水，火，風のいずれか）1つを選択すること。術者は、エレメンタルを撹乱する場を作り出して、自身に伴って移動させる。このことによって、この範囲内にいる、選択した副種別を持つエレメンタルは、可能なだけ早くこの範囲外に出て、この範囲外に出続けていなければならない（意志・無効）。 ［全］

音声、動作、物質 1標準 可

［目標］　人型生物1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
167

　この目標および装備品は、サイズ分類が1段階大きくなる（【筋力】に＋2、【敏捷力】に－2、攻撃ロール，ＡＣに－1、足払い，組みつきに＋4、〈隠れ身〉判定に－4、武器の基本ダメージが1段階上昇、接敵面，間合い，運搬能力が変化、移動速度は変化なし）。ただし、この目標から離れた装備品は、元の大きさに戻る。なお、射出武器に関しては、本文参照。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
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不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
175

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、4ｌｖのリストのクリーチャー1体か、3ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、2ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「経験点消費を持つ呪文の発動」，「呪文だとすると経験点消費を持つ擬似呪文能力の使用」は拒否する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可サモン･モンスター Ⅳ ｌｖ：4 PHB p229 音声、動作、焦点

174

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、“混乱状態（PHB p305）”となって、自身の行動を決定できない（ｄ％をロール； 本文参照）。また、最後に攻撃を行ってきた相手に対してしか、攻撃を行わない（機会攻撃を含む； 混乱状態の説明内の、“呪文の使い手”の部分を、“その相手”に置き換えるものと思われる）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　半径10ｆｔの爆発内の、全ての精神を持つクリーチャーPHB p226 音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

173

　目標となったクリーチャーは、術者の言葉を理解できるとともに、術者を攻撃せず、術者の行動や言葉を、可能な限り好意的な見方で解釈する（NPCの態度は、“友好的”以上として扱われる）。ただし、自身が明らかに危害を受けるような言葉には従わない。また、普通の状態ではしないようなことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。 ［木］

24時間/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　合計2ＨＤ/ｌｖまでの植物クリーチャー、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

セーヴ 呪文抵抗発動

PHB p223 音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

［４ｌｖ；2/3］　　目標 / 効果 / 効果範囲距離 持続時間参照 構成要素

変成術
コマンド･プランツ ｌｖ：4

系統 ウー・イァン呪文　４ｌｖ

ストーンスキン ｌｖ：4

コンフュージョン ｌｖ：4

召喚術

ｌｖ：4

心術

ｌｖ：4

占術
スクライング ｌｖ：4

182

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、［力場］の刃1つを作り出して、距離内の相手1体に対して、呪文の完成時に攻撃1回と、以後1ラウンドにつき全力攻撃1回を行わせる（変更は1回の標準アクション； 変更時は全力攻撃不可）。 ［＋1/ｌｖのボーナスで近接攻撃； ダメージおよび追加効果は本文参照； 最初に1回のみ呪文抵抗を行う］ ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可SpC, CAr, OA 音声、動作、焦点

183

（創造）　術者は、濃密な霧を創造する。この範囲内では、5ｆｔ以内の相手に対して視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に対して完全視認困難（失敗確率50％）を得るが、移動速度が5ｆｔとなって（5ｆｔステップ不可）、近接攻撃ロール，近接ダメージ・ロールに対して－2のペナルティを受けて、遠隔攻撃が無効化される（光線呪文などを除く）。 ［水］

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） ［効果］　創造された、半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する霧不可不可

［効果］　魔法の［力場］の、薄緑色の刃1つ可中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

1分/ｌｖ

1標準

PHB p246 音声、動作、物質

意志・無効(無害)

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

10分/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

召喚術
ストーム･オヴ･ニードルズ

力術
シャウト 頑健・不完全(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［効果範囲］　円錐形の爆発PHB p234 音声 1標準 30ｆｔ

音声、動作、物質、‘焦点’ 1時間 本文参照

176

［音波］　この範囲内のクリーチャーおよび物体は、5ｄ6点の［音波］ダメージを受けて（結晶質のクリーチャーや物体、脆い物体には1ｄ6点/ｌｖ(最大15ｄ6点)； 頑健・半減、手に持っている物体は反応・無効）、2ｄ6ラウンドの間、“聴覚喪失状態（PHB p308）”となる（頑健・無効）。 ［３.５ｅ］

瞬間

177

（念視）　術者は、特定のクリーチャー1体を念視して、その周囲10ｆｔ以内を見聞きできる（意志・無効； 意志セーヴ修正値を確認すること； 本文参照）。また、特定の呪文を作用させて、この知覚を行える（本文参照）。ただし、この目標が、150ｆｔを超える速度で移動した場合、この器官では見失ってしまう。 ［焦点具：おそらく銀の鏡1枚（1,000ｇｐ）］ ［全］

1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［効果］　魔法的感知器官1つ

不可 ［効果範囲］　円錐形の爆発CM p105 音声、動作、物質 1標準 30ｆｔ

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

178

（創造）　術者は、大量の針の嵐を創造する。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ4点/ｌｖ（最大15ｄ4点）のダメージを与える。 ［金］

瞬間 反応・半減

179

　目標となったクリーチャー1体は、“ダメージ減少10/アダマンティン”の能力を得る。ただし、合計10点/ｌｖ（最大150点）ぶんのダメージを軽減してしまうと、この呪文はチャージ消費される。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（250ｇｐぶん）］ ［土］

1標準 接触PHB p241 音声、動作、‘物質’

瞬間
変成術

スネーク･ダーツ ｌｖ：4 CAr, OA 不可 可 ［目標］　クリーチャー2体まで
180

　術者は、自身の腕にある蛇の刺青が、蛇2体に変化する。これらの蛇は、自動命中によって、3ｄ6点のダメージ、および以下の“毒”を与える。ただし、この蛇を刺青に戻すためには、1回の標準アクションによって、呑み込まなければならない（本文参照）。 ［頑健・無効； 初期および予後、1ｄ6点【筋力】ダメージ］ ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点

瞬間、24時間/ｌｖ
召喚術

スピリット･バインディング, レッサー ｌｖ：4 CAr, Dr@318, OA 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 意志・無効 不可、可 ［効果］　招請された、8ＨＤ以下（Dr@318では6ＨＤ以下）の“精霊クリーチャー”1体
181

（招請）［可変］《アストラル界呪文》　この呪文の発動前に、マジック・サークル系呪文によって、魔法陣を作成しておくこと。術者は、プレイナー・バインディング系呪文（PHB p277）と同様に、指定した種類の“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94）”1体を招請して、仕事1つに同意するか、脱出に成功するまで、この魔法陣に捕らえ続ける（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

力術
ソード･オヴ･ディセプション ｌｖ：4

召喚術
ソリッド･フォッグ ｌｖ：4

死霊術
ハート･リッパー〔CAr〕 ｌｖ：4

189

［おそらく即死］　目標となったクリーチャーは、即座に死亡する（頑健・無効）。この呪文は、4ＨＤ以下の、合計1ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャーを目標にする（ＨＤ数が低いものから順番，同じだと起点に近いものから順番）。ただし、解剖学的組織構造を持たないクリーチャー（アンデッド，人造，粘体など）は、この呪文の目標にはならない。 別：〔OA〕 〔SpC〕 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ
変成術

ダンシング･ブレード〔CAr, OA〕 ｌｖ：4 CAr, OA 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　おそらく刃を持つ近接武器1つ
184

　目標となった武器1つは、術者が指定した相手1体の、周囲5ｆｔ以内に伴って浮遊移動する。その後、この相手と同じ基本攻撃ボーナス，イニシアチブ・カウントを得て、「この相手が全力攻撃を行った場合、同時に全力攻撃を行う（未習熟のペナルティは受ける）」，「この相手が挟撃された場合、その内の1体を妨害する（本文参照）」を行う。 別：〔PH2〕 ［金］

音声、動作、物質

心術
チャーム･モンスター ｌｖ：4 PHB p248 可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体

185

（魅惑）［精神作用］　術者は、目標1体のNPCの態度を、“友好的（PHB p71）”以上に変化させる。ただし、術者または一行から脅威を受けている目標は、この呪文のセーヴに対して＋5のボーナスを得る。また、普通の状態ではしないことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。なお、術者または一行から攻撃を受けた場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 意志・無効近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ

意志・無効近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 可 ［目標］　“（他次元界）の副種別（MM p311）”を持つクリーチャー1体
186

　目標1体は、その出身次元界内に転送される。なお、この呪文のセーヴ難易度には、「通常のセーヴ難易度＋術者の術者レベル－この目標のＨＤ数」が使用される。ただし、この転送に成功した場合でも、20％の確率で、代わりにランダムな次元界内に転送してしまう（DMG p147，SpC p226：GH用、PGｔF p138：FR用、ECS p92：EB用が記載あり）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準

召喚術
ディメンジョン･ドア ｌｖ：4

1ラウンド

10分

PHB p239

瞬間音声

瞬間
防御術

1標準 接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

ディスミサル ｌｖ：4 PHB, CoC

［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャーと物体1つ/3ｌｖまで（中型サイズ以下ならば）

187

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、自身および最大荷重以下の装備品を、距離内の一地点まで、瞬間的に移動する。また、この目標（最大荷重以下の装備品を含む）および物体を、同時に移動させることができる。なお、目的地の指定方法に関しては、本文参照。ただし、術者は、この移動後、自身の次のターンの開始時まで、行動できない。 ［土］

不可(ク)、可(物体)不可(ク)、意志・無効(物体)PHB p255

1標準 自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

変成術
ハート･オヴ･アース ｌｖ：4 CM p111 なし なし ［目標］　術者

188

［地］　術者は、＋2点/ｌｖ（最大＋30点）の一時的ｈｐと、足払い，蹴散らし，突き飛ばしの対抗判定に対して＋8のボーナスを得る。また、チャージ消費によって、ストーンスキン呪文（PHB p241）の効果を追加できる（1回の即行アクション； 持続時間が1ラウンド/ｌｖまたは消費までに変化）。なお、この呪文は、CMのハート・オヴ・～呪文と相互作用する。 ［土］

音声、動作

CAr p118 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 頑健・無効 可 ［目標］　クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

ハート･リッパー〔SpC〕? ｌｖ：4 SpC p160 頑健・無効 可 ［目標］　生きている（最低でも【耐久力】を1点以上持つ）クリーチャー1体
190

［即死］　目標となったクリーチャー1体は、自身のＨＤ数に対応した、以下の効果を受ける（頑健・無効）。 「1ＨＤ/ｌｖ＋1ＨＤ未満の目標：即座に死亡する」，「1ＨＤ/ｌｖ＋1ＨＤ以上の目標：1ｄ4ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”となる」。 別：〔CAr〕 〔OA〕 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
力術

ファイアー･シールド ｌｖ：4 PHB p268 なし、不可 なし、可 ［目標］　術者
191

［火または冷気］　「暖かい盾：術者に対して、手持ち武器（間合いの長い武器を除く），肉体武器，素手攻撃を命中させて来た相手は、その1回毎に、自動的に1点/ｌｖ（最大15点）＋1ｄ6点の［火］ダメージを受ける。また、術者は、［冷気］ダメージが半減する（反応・半減ならば、セーヴに成功すると無効化）」，「冷たい盾：エネルギーの種類が逆」。 ［火］

音声、動作、物質
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変成術
ラスティング･グラスプ ｌｖ：4

死霊術
ペイン ｌｖ：4

変成術
ポリモーフ ｌｖ：4

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［５ｌｖ；1/3］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

持続時間

距離 持続時間

ウー・イァン呪文　４ｌｖ 参照

参照 構成要素 セーヴ 呪文抵抗発動

変成術
リデュース･パースン, マス ? ｌｖ：4

召喚術
レイン･オヴ･スパインズ ｌｖ：4

系統 ウー・イァン呪文　５ｌｖ

構成要素 発動 距離

［対応］

呪文抵抗

防御術

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 距離 持続時間 セーヴ発動

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

系統

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；3/3］

可(ク)、不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間

音声、動作、焦点、‘物質’

変成術
アニマル･グロウス ｌｖ：5

幻術
イメージ, パーシステント ｌｖ：5 PHB p262

ファイアー･トラップ ｌｖ：4 PHB p269 音声、動作、‘物質’
192

［火］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　目標となった物体1つ（本，箱，ビン，宝箱，金庫，棺，扉，抽斗など）は、次に開かれた場合、この呪文のチャージ消費によって、この物体の一点を中心とした、半径5ｆｔの爆発内にいるクリーチャーに対して、1点/ｌｖ（最大20点）＋1ｄ4点の［火］ダメージを与える。 ［物質要素：金粉1/2ポンド（25ｇｐ）］ ［火］

10分 接触 チャージ消費まで永続（解除可） 反応・半減(ク)、不可(物体)

1標準 30ｆｔ 瞬間
召喚・力

ファイアーストライド･エクシャレイション ｌｖ：4 DrMa p67 反応・半減 可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
193

（瞬間移動）［火］《アストラル界呪文》　術者は、炎のブレスを吐き出して、この範囲内のクリーチャーおよび物体に対して、8ｄ6点の［火］ダメージを与える。また、この呪文の完成時に、「上記のダメージの解決後に、自身および最大荷重以下の装備品を、この範囲内の空いている任意のマス目まで、瞬間的に移動する」ことを選択できる。 ［火］

音声、動作

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

ヘイスト〔3e〕 ｌｖ：4 PHB_3e p254 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
194

　目標1体は、1ラウンドにつき1回ずつ、追加の標準アクション1回を得る（追加の呪文の発動なども可）。また、ＡＣに対して＋4の加速ボーナスを得て、跳躍距離が通常の1.5倍となる（＝判定結果が通常の1.5倍となる）。 ※版上げによって効果が変更された呪文であるため、呪文レベルを1上昇した。 別：〔PHB〕 ［３ｅ］

音声、動作、物質

CAr, OA 音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
195

〔苦痛〕　目標となったクリーチャーは、攻撃ロール，技能判定，能力値判定に対して－4のペナルティを受ける。ただし、セーヴに成功した目標は、ペナルティが－2に軽減される。この呪文は、合計1ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャーを目標にする。 ［３.５ｅ］

10ラウンド 頑健・不完全 可 ［目標］　クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

PHB, Dr@280 音声、動作、物質 1標準 接触
196

（ポリモーフ）　目標1体は、「1ＨＤ/ｌｖ（最大15ＨＤ）」，「自身のＨＤ数」の低い方以下の、生きているクリーチャーに変身して、1日の休息ぶんのダメージが治癒される。また、（ポリモーフ）効果では変化しない部分に追加して、精神系能力値が変化しない。ただし、一部の能力を獲得できず、極小サイズ，非実体状態，ガス化形態には変身できない。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［目標］　接触した、同意する生きているクリーチャー1体

PHB p293 音声、動作 1標準 接触
197

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、“錆の接触”を使用できる。この近接接触攻撃が命中した、鉄製，鉄合金製の相手は、以下の効果を受ける。 「クリーチャー：1点/ｌｖ（最大15点）＋3ｄ6点のダメージ」，「非装備中の物体：半径3ｆｔぶんが破壊」，「装備中の武器：即座に破壊（機会攻撃を誘発する）」，「装備中の鎧：ＡＣが1ｄ6点ぶん減少」。 ［金］

1ラウンド/ｌｖ、瞬間 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　接触した、鉄製，鉄合金製の、クリーチャーと非魔法の物体1つ以上

1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
変成術

ラステッド･ブレード ｌｖ：4 CM p119 頑健・無効(ク)、意志・無効(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触した武器1つ
198

　目標となった武器1つは、錆および緑青に覆われる（材質は関係ない）。このことによって、この武器からダメージを受けた生きているクリーチャーは、“汚穢熱（DMG p297）”に感染して（呪文のセーヴ難易度を使用； 頑健・無効）、即座に発症してダメージを受ける（おそらくセーヴ不可）。なお、毎日のセーヴには、病気のセーヴ難易度が使用される。 ［金］

音声、動作

PHB p295 音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
199

　この目標および装備品は、サイズ分類が1段階小さくなる（【筋力】に－2、【敏捷力】に＋2、攻撃ロール，ＡＣに＋1、足払い，組みつきに－4、〈隠れ身〉判定に＋4、武器の基本ダメージが1段階低下、接敵面，間合い，運搬能力が変化、移動速度は変化なし）。ただし、この目標から離れた装備品は、元の大きさに戻る。なお、射出武器に関しては、本文参照。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 頑健・無効 可 ［目標］　人型生物1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

CM p121 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
200

（創造）［地］　この範囲内にいる相手は、6ｄ6点のダメージを受けて（反応・半減； 瞬間効果）、地面に釘付けにされて“動けない状態”かつ“伏せ状態”となる（反応・無効； 1ラウンド/ｌｖ持続）。なお、この呪文の“動けない状態”は、移動できない点の他は、“からみつかれた状態（PHB p303）”と同様に扱われる（組みつき判定または〈脱出術〉判定の難易度20）。 ［土］

瞬間 反応・不完全 可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ×高さ20ｆｔの円筒形

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10分/ｌｖ
防御術

レジスト･エナジー, マス ｌｖ：4 SpC, CAr, T&B 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
201

　この目標は、“エネルギー1つに対する抵抗10”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。また、この抵抗は、3レベルを超える4レベル毎に10上昇する（11レベル以上で最大30）。なお、異なる種類のエネルギーに対する防御効果は、問題なく同時に稼動できる（同一の効果の並行使用でもおそらく可； SpC p83を参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 10分/ｌｖ
占術

ロケート･クリーチャー ｌｖ：4 PHB, CoC 不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径が“長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”の円
202

　術者は、指定したクリーチャー1種類を探知する（距離30ｆｔ以内から見たことがある種類のみ； その移動方向の情報を含む）。ただし、この呪文は、距離的に最も近い1体のみを知覚する。なお、この呪文は、（ポリモーフ）効果，ノンディテクション呪文，ミスリード呪文などに偽装されて、流れる水に遮断される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
召喚術

アーク･オヴ･ライトニング ｌｖ：5 SpC, CAr, MH 反応・半減 不可 ［目標/効果範囲］　クリーチャー2体/これらのクリーチャーを結ぶ直線状
203

（創造）［電気］　目標となったクリーチャー2体は、お互いの間に電気を放出する。このことによって、「この目標2体」，「この範囲内の全てのクリーチャーおよび物体」の両方は、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）の［電気］ダメージを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

可 ［目標］　動物1体/2ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内PHB p198 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

1分/ｌｖ（解除可） 意志・看破(遣取)

204

　この目標は、“ダメージ減少10/魔法”の能力と、セーヴに＋4の抵抗ボーナスを得て、サイズ分類が1段階大きくなる（ＡＣの外皮が2上昇、【筋力】に＋8、【耐久力】に＋4、【敏捷力】に－2、攻撃ロール，ＡＣに－1、足払い，組みつきに＋4、〈隠れ身〉判定に－4、武器の基本ダメージが1段階上昇、接敵面，間合い，運搬能力が変化、移動速度は変化なし）。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 頑健・無効

不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
205

（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影を作り出す。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かして、何らかの意味がある台詞を喋らせることができる（最初に設定した筋書きに従ってか、術者の精神集中(おそらく1回の標準アクション)で行動できる）。 ［物質要素：翡翠の粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
召喚術

ヴィトリアリック･スフィアー ｌｖ：5 SpC, CAr 反応・不完全 不可 ［効果範囲］　半径10ｆｔの爆発
206

（創造）［酸］　術者は、エメラルド色の強酸の球体1つを創造する。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーは、6ｄ6点の［酸］ダメージを受ける（反応・半減）。また、上記のセーヴに失敗した相手は、追加で「以後1ラウンドの経過毎に1回、6ｄ6点の［酸］ダメージを受ける（反応・半減； 2ラウンド持続）」の効果を受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質
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反応・無効、不可 不可
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［力場］《エーテル界呪文》　術者は、不可視状態の［力場］の壁1つを作り出す。この障壁は、殆どの物理的効果，魔法的効果を受けない（アンティマジック・フィールド呪文，ディスペル・マジック呪文などを含む； 凝視攻撃，(瞬間移動)効果は通過可； 本文参照）。なお、［力場］効果の障壁は、エーテル状態，非実体状態の移動でも妨害する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）ｌｖ：5 PHB p210

ウォール･オヴ･ストーン ｌｖ：5 PHB p209
207

（創造）［地］　術者は、石製の壁1つを創造する。また、相手を囲んだ状態でも出現できて、形状を自由に決定できる（橋，銃眼なども作成可； 本文参照）。 ［厚さ1インチ/4ｌｖ； 硬度8； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つにつき15ｈｐ/1インチ； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つを一撃で破壊する場合、【筋力】判定（難易度20＋2/1インチ）が必要； 厚さ1/2として面積2倍にできる］ ［土］

音声、動作、物質 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［５ｌｖ；2/3］

召喚術
クリエイション, メジャー

CAr, OA 音声、動作、‘焦点’

音声

音声、動作

音声、動作

220

［目標］　接触した小像1つ

［土］

死霊術

　焦点具となった小像1つは、超大型サイズのアニメイテッド・オブジェクト（MM p11）となって、術者が指定した敵を攻撃する（変更は1回の移動アクション）。 ［移動速度30ｆｔ； ＡＣ13； 硬度6； 90ｈｐ； 叩きつけ（＋9近接，2ｄ6＋7点の殴打ダメージ）］ ［焦点具：素焼きの狛犬の小像1つ（10ｇｐ）］

WoLg p18

1ラウンド/ｌｖ

不可(物体)

瞬間
変成術

サモニング･ウィンド ｌｖ：5 ［目標］　クリーチャー10体/ｌｖまで

距離

不可(物体)

発動

1標準

PHB p290 音声、動作、物質 10分

PHB p223

10分

PHB p213

CAr, OA

不可

不可

不可

可

頑健・無効 可

変成術
テラ･コッタ･ライオン ｌｖ：5

参照 構成要素

力術
コーン･オヴ･コールド ｌｖ：5

ｌｖ：5

召喚術

力術
ウォール･オヴ･フォース

変成術
ダンシング･ブレード〔PH2〕?

死霊術
スピリット･セルフ ｌｖ：5

ｌｖ：5

系統 ウー・イァン呪文　５ｌｖ

209

　術者は、“飛行移動速度40ｆｔ（標準）”を得る（DMG p20参照）。また、この方法では、速歩相当の“野外移動（PHB p161）”を、非致傷ダメージを受けずに行える（強行軍の害は受ける）。さらに、この呪文の終了時に、ゆっくりと落下する（PHB p273参照）。ただし、中～重装鎧を着用しているか、中～重荷重を受けている場合、この速度は30ｆｔとなる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 ［目標］　術者1標準 自身

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
210

（創造）　術者は、植物製，木製，金属製，鉱物製などの物体1つを、一時的に創造する。ただし、呪文の物質要素としては使用できない。また、複雑な物体を創造する場合、適切な〈製作〉判定が必要となる。 ［持続時間：樹木（2時間/ｌｖ）； 石，水晶，卑金属（1時間/ｌｖ）； 貴金属（20分/ｌｖ）； 宝石（10分/ｌｖ）； 希少金属（1ラウンド/ｌｖ）］ ［３.５ｅ］

本文参照 不可 不可 ［効果］　創造された、体積が1立方ｆｔ/ｌｖ以内の非魔法の物体1つ

211

［冷気］　術者は、自身の手から強烈な寒波を放つ。このことによって、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）の［冷気］ダメージを与える。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 60ｆｔ ［効果範囲］　円錐形の爆発

なしなし

［効果］　1辺が5ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、石製の壁1つ

［効果］　1辺が10ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、魔法の［力場］の壁1つ

反応・半減 可

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ

1時間/ｌｖ

瞬間

変成術
オーヴァーランド･フライト ? ｌｖ：5

212

　目標となったクリーチャー1体は、“レガシー・アイテム”1つから得ている利益が、一時的に抑止される（武器の能力，防具の能力などは除くと思われる）。なお、それらの2つ以上から得ている利益がある場合、ランダムな1つから得ている利益が抑止される。 ［全］

サプレス･レガシー ｌｖ：5 ［目標］　クリーチャー1体可

213

　術者は、クラス・レベルや種族ではない条件で指定できる目標に、「日本語にして75文字以内のメッセージ」，「非魔法の音1ラウンドぶん」，「単なる空気のそよぎ」のいずれか1つを送信する。なお、この効果は、「1時間につき1マイル～10分につき1マイル」の任意の速度で、目標まで移動できる。ただし、完全に密閉された空間は、通過できない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 10マイル/ｌｖ

1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･モンスター Ⅴ ｌｖ：5 PHB p230 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
214

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、5ｌｖのリストのクリーチャー1体か、4ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、3ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、0ｈｐ以下になるか終了すると、元の次元界に戻って、使用した呪文および擬似呪文能力が同時に終了する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
心術

シンボル･オヴ･スリープ ｌｖ：5 PHB p237 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
215

（強制）［精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、これが“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つ相手は、この範囲内に進入した1回につき、「以後3ｄ6×10分、特殊な“睡眠状態”となる」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ

死霊術
シンボル･オヴ･ペイン ｌｖ：5 PHB p239 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発

216

［悪］〔苦痛〕〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいるクリーチャーは、この範囲内に進入した1回につき、「この範囲内にいる間と、その後1時間、“苦痛”を受ける」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

変成術
ストーン･シェイプ ｌｖ：5 PHB p241 不可(物体) ［目標］　接触した、体積が1立方ｆｔ/ｌｖ＋10立方ｆｔまでの、石製の物体と石の塊

217

［地］　術者は、この呪文のチャージ消費によって、目標となった石製の物体1つ（または石の塊1つ）の形状を、別の形状に変化させる。なお、この方法で、「石製の武器，粗雑な石像，落とし戸を作り出す」，「石製の壁に粗雑な扉を作り出す」，「石製の扉を動かなくする」などの形成を行える。ただし、動く部分がある仕掛けは、30％の確率で作動しない。 ［土］

音声、動作、物質 1標準

CAr, OA 音声、動作、物質 1標準 自身
218

《アストラル界呪文》　術者は、自身の精神が肉体から抜け出して、非実体状態の“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94）”として行動する。この状態では、移動速度90ｆｔを持ち、肉体も部分的に行動できるが、肉体から200ｆｔを超えて離れることができず、呪文は音声要素しか満たすことができない。なお、1回の標準アクションによって、肉体に戻ることができる。 ［３.５ｅ］

10ラウンド（解除可） なし なし ［目標］　術者

PH2 p116 音声、動作、‘焦点’ 1標準 接触
219

　目標となった近接武器1つは、自立行動能力を得て、術者と同じマス目内に留まって、1ラウンドにつき1回ずつ、近接攻撃1回を行う（指示は1回のフリー・アクション； 基本攻撃ボーナスは＋1/ｌｖ； 攻撃，ダメージには【対応能力値】を使用； 武器の能力なども攻撃に適用）。ただし、機会攻撃は行わない。 ［焦点具：その近接武器1つ］ 別：〔CAr, OA〕 ［金］

1ラウンド/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、近接武器1つ

1標準 接触

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）
変成術

テレキネシス ｌｖ：5 PHB p256
221

　以下から1つ選択すること。 「持続的な力：重量が25ポンド/ｌｖ（最大375ポンド）以下の物体1つに対して、“1ラウンドにつき20ｆｔまで移動させる”，“【知力】判定を使用して細かい作業をする”などを行う（本文参照）」，「激しく押す力：本文参照（瞬間効果）」，「戦闘用の技：他の相手に対して、突き飛ばし，武器落としなどの試みを行う（本文参照）」。 ［３.５ｅ］

精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ）、または瞬間 不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)、可(物体) ［目標］　本文参照

召喚術
テレポート ｌｖ：5 PHB, MaoF, T&B ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャーと物体1つ/3ｌｖまで（中型サイズ以下ならば）

222

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、指定した目的地1ヶ所まで、瞬間的に移動する（距離100マイル/ｌｖ以内； 本文参照）。また、この目標（最大荷重以下の装備品を含む）および物体を、同時に移動させることができる。ただし、他次元界には移動できない。 ※目標数のエラッタを適用済み； T&B，MaoFでは、マス・テレポート呪文として収録。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

1標準 自身、接触 不可(ク)、意志・無効(物体)

ドミネイト･パースン ｌｖ：5 PHB, CoC

不可(ク)、可(物体)

可

瞬間

［目標］　精神を持つ人型生物1体
223

（強制）［精神作用］　術者は、目標1体と精神的にリンクされて、同じ次元界内ならば、命令1つを与えられる（変更は1回の移動アクション）。また、この目標の状態を知覚でき、精神集中でその知覚を傍受できる。ただし、性質に反する命令を受けた目標は、＋2のボーナスを得た上で、解放されるための再セーヴ1回を行える（自殺的な命令は単に無視）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ

不可音声、動作

幻術
ナイトメア ｌｖ：5 PHB, CoC

意志・無効

不可

不可

意志・無効

不可(物体)

幻術
ドリーム ｌｖ：5 10ラウンド 無限 本文参照PHB p261

意志・無効
心術

瞬間 意志・無効

［目標］　接触した、生きている精神を持つクリーチャー1体
224

（惑乱）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、トランス状態となって、睡眠状態の相手1体に対して、メッセージ1つを届けることができる（この相手が起きている場合、本文参照）。ただし、睡眠しない相手に対しては、これは届けられない。また、術者は、何らかの方法（名前，称号など）によって、この相手を明確に指定できなければならない。 ［３.５ｅ］

可

可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
225

（惑乱）［悪、精神作用］　目標1体は、悪夢を見て、1ｄ10点のダメージを受けて、“疲労状態（PHB p310）”となって、以後24時間、秘術呪文の使用回数を回復できない（セーヴ難易度は、本文参照； この目標が起きている場合、本文参照）。なお、術者は、何らかの方法（名前，称号など）によって、この相手を明確に指定できなければならない。 ［３.５ｅ］

10分 無限
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和訳

和訳

和訳

新不可 不可 ［目標］　接触した、合計の重量が5ポンド/ｌｖ以下の、木製の物体いくつでも
240

　術者は、目標となった物体を、アイアンウッド製に形質変化させる（1ポンド毎に1分が、呪文の発動時間として必要となる）。この材質は、鉄と同様だが、鉄を目標にする効果を受けず、樹木を目標にする効果を受ける。また、ドルイドの防具の“金属の禁忌”に抵触しない。さらに、作用できる重量を1/2にすることで、＋1の魔法の武器，防具にできる。 ［木］

音声、動作、物質 1分以上 接触 24時間/ｌｖ（解除可）
変成術

アイアンウッド ｌｖ：6 PHB p196

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、術者が運搬しているレガシー・アイテム1つ
239

　目標となった“レガシー・アイテム”1つは、1日の使用回数がある、使い切っている“中級レガシー能力（10ｌｖ～16ｌｖのもの）”1つの使用回数が、1回ぶん回復する。ただし、中級レガシー能力をどれも使い切っていないものや、24時間以内に同一の効果を受けたものに対しては、この呪文は作用しない。 ［全］

動作、物質、焦点 1標準 接触 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
変成術

レヴィタライズ･レガシー, レッサー ｌｖ：5 WoLg p17

不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
238

　術者は、自身の皮膚が、金属的な光沢および強靭な硬度を得る。このことによって、ＡＣに対して＋8の外皮ボーナスを得るが、【敏捷力】に対して－2のペナルティを受ける。 ［金］

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

メタル･スキン ｌｖ：5 CAr, OA

頑健・無効、意志・不完全 可 ［目標］　クリーチャー1体
237

（ポリモーフ）　目標1体は、1ＨＤ以下かつ小型サイズ以下の、動物1体に変身して、装備品が外されて、「ｈｐ」，「属性」，「習得言語」，「有効ＨＤ」の他のデータが変化する（変身自体が致命的な場合、このセーヴに＋4のボーナス）。また、以後24時間につき1回ずつ、意志セーヴを行う（本文参照）。 ※RCまたは日本語版公式ページのエラッタを参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 永続
変成術

ポリモーフ, ベイルフル ｌｖ：5 RC, PHB

意志・無効 可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
236

（強制）［精神作用］　目標1体は、“麻痺状態（PHB p310）”となる。このことによって、精神的なアクションしか使用できず、有効【筋力】，【敏捷力】が0となって（通常の“【筋力】が0”とは異なり、伏せ状態にはならない）、“無防備状態（PHB p151）”となる。ただし、1ラウンドにつき1回ずつ、1回の全ラウンド・アクションで、解放されるための再セーヴを行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
心術

ホールド･モンスター ｌｖ：5 PHB p284

［目標］　未加工の素材1種類
232

　術者は、素材1種類から、“完成品”を作り出す（木材から木製の橋を、麻布からロープを、麻，木綿，羊毛から衣類を、など）。 「目標が金属：体積が1立方ｆｔ/ｌｖまでを目標にでき、1立方ｆｔにつき1ラウンドが呪文の発動時間となる」，「目標が金属ではない：体積が10立方ｆｔ/ｌｖまでを目標にでき、10立方ｆｔにつき1ラウンドが呪文の発動時間となる」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 本文参照 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間

不可瞬間 頑健・不完全

不可(物体) 不可(物体)

［目標］　クリーチャー1体
231

（創造）［火］　目標となったクリーチャー1体は、創造された硫黄の炎で包まれる。このことによって、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）の［火］ダメージを受けて（頑健・半減）、5ラウンドの間、“不調状態（PHB p309）”となる（頑健・無効）。 ［火］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

［効果］　接触した一地点を中心とした、高さ8ｆｔ×幅5ｆｔの空洞1つ
230

　術者は、目標となった壁などの表面1つに、深さ10ｆｔまでの一時的な空洞を作り出す（薄い壁の場合、通路を作成可； 複数回の発動によって、トンネルも作成可）。また、この呪文による空洞の深さは、9レベルを超える3レベルにつき＋5ｆｔされる（18レベル以上で最大25ｆｔ）。ただし、金属および金属よりも硬い物質に対しては、この呪文は作用しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可）

不可(ク)(物体)永続 不可(ク)(物体)

不可 不可

［目標/効果/効果範囲］　本文参照
229

　術者は、本文中のリスト内（PHB p262，GW p40，SSp p60，T&B p84，他）に記載があるか、“適用可”だと記載があるか、ＤＭに許可を受けた呪文1つを、「自身」，「場所1ヶ所」，「目標1体」のいずれかに永続化する（本文参照）。なお、自身に対して永続化した場合、発動時の術者レベルを超える相手にしか解呪されない。 ［経験点消費：本文参照］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘経験’ 2ラウンド 本文参照

可 ［目標］　1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんの範囲内の、全てのクリーチャー
228

［おそらく即死］　この目標は、即座に死亡する（頑健・無効）。この呪文は、4ＨＤ以下の、合計1ｄ4体/ｌｖ＋1体のクリーチャーを目標にする（ＨＤが低いものから順番）。ただし、解剖学的組織構造を持たないクリーチャー（アンデッド，人造，粘体など）は、この呪文の目標にはならない。 ※CAr版よりも強力なため、呪文レベルを1上昇した。 別：〔CAr〕 〔SpC〕 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間

なし自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

頑健・無効

227

［火］　術者は、基本地上移動速度に対して＋10ｆｔの強化ボーナス，“［火］に対する抵抗20”の能力を得る。また、チャージ消費によって、ファイアー・シールド呪文（PHB p268； 暖かい盾のみ）の効果を追加できる（1回の即行アクション； 持続時間が1ラウンド/ｌｖに変化）。なお、この呪文は、CMのハート・オヴ・～呪文と相互作用する（本文参照）。 ［火］

音声、動作 1標準

［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発

変成術
ハート･オヴ･ファイアー ｌｖ：5 CM p111 なし ［目標］　術者

ネゲイト･サイオニクス
226

　術者は、「目標型解呪」，「効果範囲型解呪」の内の、どちらかの解呪判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋10)）を行う。ただし、この呪文は、サイオニックにしか作用せず、有効術者レベルに対して－2のペナルティを受ける。 ※XPH p65の“サイオニックは魔法とは違う”かつ“専用の呪文やパワー”の選択ルールを採用している場合にのみ使用する。 ［３.５ｅ］

瞬間

［５ｌｖ；3/3］

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［６ｌｖ；1/4］

不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体)

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

変成術
ファブリケイト

変成術
パスウォール

死霊術
ハート･リッパー〔OA〕

ｌｖ：5 PHB p270

召喚術
ファイアー･アンド･ブリムストーン ｌｖ：5 CM p112

ｌｖ：5 PHB p264

共通
パーマネンシィ ｌｖ：5 PHB p262

OA p105

構成要素参照

系統 ウー・イァン呪文　６ｌｖ

系統 ウー・イァン呪文　５ｌｖ

防御術

ｌｖ：5

系統

参照 構成要素

［対応］

呪文名 ｌｖ：5 呪文抵抗構成要素参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

発動 距離 持続時間 セーヴ ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗持続時間

系統
呪文名 ｌｖ：5

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離
系統

呪文名 ｌｖ：5 参照

ｌｖ：5 XPH p65 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
心術

フィーブルマインド ｌｖ：5 PHB p270 意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ（最低でも【知力】を1点以上持つ）クリーチャー1体
233

（強制）［精神作用］　目標1体は、「【知力】，【魅力】が1に低下」，「【知力】，【魅力】に基づく判定や、言語の理解，呪文の発動，会話などが不可」となる（誰が仲間かという程度は分かる）。また、秘術呪文の使い手は、このセーヴに対して－4のペナルティを受ける。さらに、“瞬間”効果であるため、実質的に解呪されず、一部の効果でしか治癒できない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

死霊術
ブライト ? ｌｖ：5 PHB, MotW, DotF 頑健・半減(ク)、不可(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触した、樹木1株か植物クリーチャー1体

234

　この近接接触攻撃が命中した相手は、この呪文のチャージ消費によって、以下の効果を受ける。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる（PHB p139，p174，p307参照）。 「目標が樹木：即座に枯れる（セーヴ不可）」，「目標が植物クリーチャー：1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを受ける（頑健・半減）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

ポイズン･ニードルズ ｌｖ：5 CAr, OA 不可 可 ［目標］　クリーチャー1体
235

　術者は、毒の針を発射する。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1ｄ4点/ｌｖ（最大5ｄ4点）のダメージと、以下の“毒”1つを受ける（いずれの毒も、この呪文のセーヴ難易度で頑健セーヴ）。 「初期および予後、1ｄ8点【筋力】ダメージ」，「初期および予後、1ｄ10点【敏捷力】ダメージ」，「初期2ｄ6分の“麻痺状態（PHB p310）”、予後ダメージなし」。 ［金］

音声、動作、物質
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新頑健・無効(物体) 可(物体) ［目標］　クリーチャー1体か、高さ10ｆｔ×直径1ｆｔ～3ｆｔの円筒形までの石1つ
259

　目標となった、“石化状態（PHB p307）”のクリーチャー1体および装備品は、石化状態から回復する。ただし、この目標は、頑健セーヴ（難易度15）に失敗した場合、この形質変化に耐えられずに死亡する。なお、この呪文によって、すでにある石の塊を、肉の塊に変化させることもできる。 ［土］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

ストーン･トゥ･フレッシュ ｌｖ：6 PHB p241

反応・半減 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔ×高さ40ｆｔの円筒形
258

［火、冷気］　術者は、雹および溶岩が降り注ぐ場を作り出す。その後、この範囲内では、進入時に1回ずつ、それぞれ6ｄ6点ずつの［火］ダメージ，［冷気］ダメージを受ける。また、この範囲内では、5ｆｔ以内の相手に視認困難、5ｆｔを超えて離れた相手に完全視認困難を得るが、〈聞き耳〉判定に対して－4のペナルティを受けて、移動コストが2倍となる。 ［火、水］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド
力術

ストーム･オヴ･ファイアー･アンド･アイス ｌｖ：6 CM p105

意志・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
257

［恐怖、精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つ相手は、この範囲内に進入した1回につき、「以後1ラウンド/ｌｖの間、“恐慌状態”となる」の効果1回を受ける（合計150ｈｐまで）。 ［物質要素：特殊な粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
死霊術

シンボル･オヴ･フィアー ｌｖ：6 PHB p239

意志・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
256

（魅惑）［精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つ相手は、この範囲内に進入した1回につき、「以後1時間/ｌｖ、術者に対して魅惑される」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
心術

シンボル･オヴ･パースウェイジョン ｌｖ：6 PHB p238

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
255

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、6ｌｖのリストのクリーチャー1体か、5ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、4ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、（招来）効果のクリーチャーは、破壊されると消滅して、以後24時間、同一個体は招来できない。ただし、アンティマジックの場の抑止は、抵抗できる場合がある。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･モンスター Ⅵ ｌｖ：6 PHB p231

意志・無効 可 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

254

（強制）［精神作用、言語依存］　術者は、この目標に対して、1～2文程度の行動内容の示唆（または特殊行動の示唆および作動条件）1つを与えて、非常にもっともらしいものと感じさせる（これが適切である場合、ＤＭ判断で、セーヴにペナルティを与えても良い； 完了するまで持続）。ただし、明らかに害となる形での行動の示唆は、何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
心術

サジェスチョン, マス ｌｖ：6 PHB p227

不可 不可 ［目標］　大きさが10ｆｔ/ｌｖ×10ｆｔ/ｌｖ×2ｆｔ/ｌｖ（本文参照）までの水
253

［水］　以下の2つから選択すること。なお、ウォーター・エレメンタルや、水棲クリーチャーは、この呪文からスロー呪文（PHB p244）の効果を受ける。 「水位低下：この範囲内の水面は、2ｆｔ/ｌｖまで低下する（水面が窪んだ状態となる； または渦巻きが発生する）」，「水位上昇：この範囲内の水面は、2ｆｔ/ｌｖまで上昇する（水面が膨らんだ状態となる）」。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 10分/ｌｖ（解除可）
変成術

コントロール･ウォーター ｌｖ：6 PHB p226

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径2マイル（＝半径10,560ｆｔ）の円
252

　術者は、この範囲内の、“天気（DMG p92，環境シリーズなどを参照）”を除去するか、本文中の指定した1種類以上に変化させる（季節および地形によって、選択できる天気が変化； 大まかな傾向は決定可； 本文参照）。また、1回の標準アクションによって、上記を再設定できる。ただし、いずれの場合でも、この天候変化には10分が必要となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 2マイル 4ｄ12時間
変成術

コントロール･ウェザー ｌｖ：6 PHB, CoC

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの球体状の放射
251

　術者は、動かすことができない球体1つを作り出して、4レベル以下の魔法的効果を遮断する（これ以前に使用された効果に対しては、何の効果もない）。このことによって、これ以後に4レベル以下の魔法的効果が使用された場合、この内側では効果を受けず、この範囲内に入ると抑止される。なお、この球体は、「目標型解呪」によって解呪できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 10ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
防御術

グローブ･オヴ･インヴァルナラビリティ ｌｖ：6 PHB p221

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
250

　目標となったクリーチャーは、より機敏かつ軽やかで、調和の取れた動きができるようになる。このことによって、【敏捷力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［火］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

キャッツ･グレイス, マス ? ｌｖ：6 PHB p217

不可、頑健・無効 可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
249

（強制）［精神作用、言語依存］〔呪い〕　術者は、目標1体に命令1つを与える（セーヴ不可； 一部の効果でしか解呪できない）。この命令は、自殺的なものや、確実な死をもたらすものであってはならない。なお、24時間を通じて命令に従わなかった場合、3ｄ6点のダメージを受けて、“不調状態（PHB p310）”となる（頑健・無効； 復帰するまで持続）。 ［３.５ｅ］

音声 10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

心術
ギアス / クエスト ｌｖ：6 PHB p217

不可、反応・無効 不可 ［効果］　1辺が5ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、鉄製の壁1つ
248

（創造）　術者は、鉄製の壁1つを創造する。なお、この障壁は、地面に固定していない状態でも出現できる（本文参照）。 ［厚さ1インチ/4ｌｖ； 硬度10； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つにつき30ｈｐ/1インチ； 5ｆｔ×5ｆｔぶん1つを一撃で破壊する場合、【筋力】判定（難易度25＋2/1インチ）が必要； 厚さ1/2として面積2倍にできる］ ［物質要素：金粉1ポンド（50ｇｐ）］ ［金］

音声、動作、‘物質’ 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
召喚術

ウォール･オヴ･アイアン ｌｖ：6 PHB p209

意志・無効、意志・看破(遣取) 可、不可 ［目標］　クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
247

（幻覚）　目標となったクリーチャーは、術者が選択した、任意の外見，匂い，雰囲気を得る（死亡した目標からは解除される）。また、術者は、この目標を変装させようとする場合、〈変装〉判定が必要となるが、〈変装〉判定に対して＋10のボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋1時間/ｌｖ（解除可）

幻術
ヴェイル ｌｖ：6 PHB p207

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんまでの区画の虚像
246

（虚像）　この呪文の完成時に、作動条件（本文参照）を設定すること。その後、この条件が満たされた場合、術者が思い描いておいた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影が作り出される。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かして、何らかの意味がある台詞を喋らせることができる。 ［物質要素：翡翠の粉末（25ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） チャージ消費まで永続、1ラウンド/ｌｖ

幻術
イメージ, プログラムド ｌｖ：6 PHB p279

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんまでの区画の虚像
245

（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影を作り出す。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かして、何らかの意味がある台詞を喋らせることができる。ただし、術者が精神集中（おそらく1回の標準アクション）をしていない間は、これは行動を停止する。 ［物質要素：翡翠の粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点、‘物質’ 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 永続（解除可）
幻術

イメージ, パーマネント ｌｖ：6 PHB p263

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
244

　目標となったクリーチャーは、より落ち着きが出て、意見がはっきり言えるようになり、人格的な説得力が高められる。このことによって、【魅力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

イーグルズ･スプレンダー, マス ? ｌｖ：6 PHB p203

意志・無効 可 ［効果範囲］　半径40ｆｔの爆発
243

　この範囲内にいる8ＨＤ以下のアンデッドおよびデスレスは、即座に破壊される。この呪文は、合計1ｄ4ＨＤ/ｌｖ（最大20ｄ4ＨＤ）ぶんの、アンデッドおよびデスレスを目標にする（ＨＤ数が低いものから順番，同じだと起点に近いものから順番）。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（500ｇｐぶん）］ （…F&P, De&De, MaoF） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、‘物質’ 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
死霊術

アンデス･トゥ･デス ? ｌｖ：6 PHB, GW…

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
242

　目標となったクリーチャーは、より賢明になる。このことによって、【判断力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

アウルズ･ウィズダム, マス ? ｌｖ：6 PHB p197

なし なし ［目標］　術者
241

　術者は、ＡＣおよび反応セーヴに＋2の洞察ボーナスを得る。また、自身のターンの終了時毎に、アクションの必要なく、1回の標準アクションを“待機（PHB p158）”できる。ただし、この標準アクションが行われてしまうと、この呪文はチャージ消費される。なお、“竜の種別”または“（竜の血）の副種別”を持つ場合、洞察ボーナスが1ずつ上昇する。 ［全］

音声、動作、物質 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費
占術

アイズ･オヴ･ジ･オラクル ｌｖ：6 DrMa p66

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［６ｌｖ；2/4］参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　６ｌｖ
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反応・半減 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
276

［火］　術者は、ファイアーボール呪文（PHB p269）に似た、指定した地点で燃焼し続ける火球1つを作り出す。この範囲内では、クリーチャーおよび物体は、進入時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、1ｄ6点/ｌｖ(最大15ｄ6点)の［火］ダメージを受ける。なお、狭い開口部や隙間を通して発動する場合、PHB p269を参照。 ［火］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 3ラウンド
力術

リンガリング･フレイムズ ｌｖ：6 CM p121

不可 不可 ［効果範囲］　長さ60ｆｔの直線状
275

　この呪文の完成時に、“エネルギーの経路”を決定すること（後から変更できない）。この範囲内にある、固定されていない木製の物体は、1ラウンドにつき40ｆｔずつ、最長で距離限界まで押しやられる。また、直径が3インチ以下の、固定された木製の物体は、粉砕されて破片が押しやられる。 ［木］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可）
変成術

リペル･ウッド ｌｖ：6 PHB p295

意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔ/ｌｖまでの放射
274

　術者は、半径10ｆｔ/ｌｖまでの、不可視状態の障壁1つを作り出して、自身に伴って移動させる。その後、この範囲内は、「他者は進入できない」，「術者の側から近付いたならば進入できるが、この内部では、術者に近付くようには移動できない」の効果を持つ（意志・無効）。 ［秘術呪文焦点具：鉄棒1対（50ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 10ｆｔ/ｌｖ 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
防御術

リパルション ｌｖ：6 PHB p295

不可 不可 ［効果範囲］　深さ10ｆｔまで×1辺が150ｆｔの正方形25個ぶんまでの範囲内
273

［地］　術者は、この範囲内の土を動かして、「砂丘を移す」，「塚を移動させる」，「堤防を崩す」などを行える。ただし、「トンネルを掘る」，「岩を動かす」などは行えない。なお、この呪文の発動時間は、1辺が150ｆｔの正方形1個ぶんの面積につき、10分が必要となる。また、アースグライド呪文，ゾーン・ムーヴメント呪文の目標に対しては、各呪文を参照。 ［土］

音声、動作、物質 本文参照 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
変成術

ムーヴ･アース ｌｖ：6 PHB p289

反応・半減 可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
272

［火］　この範囲内にいる相手は、4ｄ6点の魔法の殴打ダメージ、および8ｄ6点の［火］ダメージを受ける。また、術者の次のターンの終了時までに、この呪文を再度発動した場合、両方のダメージに＋1ｄ6点される。なお、この呪文を臨機応変に発動できる場合、“［火］に対する抵抗3”の能力を得る（その他と累積する）。 ［火］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 瞬間
力術

ヘイズ･オヴ･スモールダリング･ストーン ｌｖ：6 DrMa p68

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
271

　目標となったクリーチャーは、高いスタミナおよび生命力を得る。このことによって、【耐久力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［土］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

ベアズ･エンデュアランス, マス ? ｌｖ：6 PHB p281

頑健・無効 可 ［目標］　肉の肉体を持つ、クリーチャー1体
270

　目標となったクリーチャー1体および装備品は、“石化状態（PHB p307）”となる。なお、この状態では、死亡状態ではないが、デスウォッチ呪文（PHB p256）などに、生きているクリーチャーとしては反応しない。また、“瞬間”効果であるため、実質的に解呪されず、ブレイク・エンチャント呪文（PHB p276）などによってしか治癒できない。 ［土］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

フレッシュ･トゥ･ストーン ｌｖ：6 PHB p279

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
269

　目標となったクリーチャーは、力が強くなる。このことによって、【筋力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ※Dr@275では、マス・ストレンクス呪文として収録。 ［土］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

ブルズ･ストレンクス, マス ? ｌｖ：6 PHB, Dr@275

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
268

　目標となったクリーチャーは、頭が良くなる。このことによって、【知力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

フォクセス･カニング, マス ? ｌｖ：6 PHB p272

なし なし ［目標］　術者
267

［火］　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、1回の標準アクションによって、炎を吐くことができる（有効距離15ｆｔ）。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1ｄ8点/ｌｖ（最大15ｄ8点）の［火］ダメージを受ける。また、この相手までの間にある、可燃物は発火して、融点の低い金属は融けてしまう。 ［火］

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ
力術

ファイアー･ブレス ｌｖ：6 CAr, OA

反応・半減 可 ［目標］　接触した、どんぐり4つまでかヒイラギの実8つまで
266

（創造）［火］　「ドングリ手榴弾：1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点）ぶんのダメージを、4つまでで分割すること。この遠隔接触攻撃が命中した相手はその値、半径10ｆｔ以内の他者は1点/ｄ数のダメージ（直接命中はセーヴ不可）」，「ヒイラギの実爆弾：半径200ｆｔ以内から合言葉を唱えると、8つまでが半径5ｆｔの爆発を起こして、各1点/ｌｖ＋1ｄ8点の［火］ダメージ」。 ［火］

音声、動作、物質 1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費
召喚術

ファイアー･シーズ ｌｖ：6 PHB p268

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触した、精神を持つクリーチャー1体
265

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、偉大な勇気および高い士気を受ける。このことによって、＋1点/ｌｖ（最大＋20点）の一時的ｈｐと、攻撃ロール，セーヴ，技能判定に対して＋4の士気ボーナス、および“［恐怖］効果に対する完全耐性”の能力を得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ
心術

ヒロイズム, グレーター ? ｌｖ：6 PHB p268

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
264

　目標1体は、有効距離120ｆｔの視覚を得て、「あらゆる暗闇を見通す」，「魔法的な隠し扉，幻術効果（視認困難，不可視状態などを含む）を看破する」，「形質変化，変身した相手の正体を知覚する」，「エーテル界を視認する」などを行える。ただし、非魔法による、変装，障害物などは無視できない。 ［物質要素：特殊な軟膏（250ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 1分/ｌｖ
占術

トゥルー･シーイング ｌｖ：6 PHB p258

不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発
263

　術者は、「目標型解呪」，「効果範囲型解呪」，「呪文相殺」の内の、いずれかの解呪判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋20)）を行う。また、この呪文は、その解呪判定に成功した場合、「ディスペル・マジック呪文（PHB p251）では解呪できないが、リムーヴ・カース呪文（PHB p296）では解呪できる効果」にも作用する。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
防御術

ディスペル･マジック, グレーター ｌｖ：6 PHB p252

意志・無効 不可、可 ［効果］　招請された、合計16ＨＤ以内（Dr@318では12ＨＤ以内）の“精霊クリーチャー”3体まで

262

（招請）［可変］《アストラル界呪文》　この呪文の発動前に、マジック・サークル系呪文によって、魔法陣を作成しておくこと。術者は、プレイナー・バインディング系呪文（PHB p277）と同様に、指定した種類の“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94）”を招請して、仕事1つに同意するか、脱出に成功するまで、この魔法陣に捕らえ続ける（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間、24時間/ｌｖ
召喚術

スピリット･バインディング ｌｖ：6 CAr, Dr@318, OA

不可 可 ［目標］　“精霊クリーチャー”1体
261

《アストラル界呪文》　この遠隔攻撃が命中した“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94）”は、魔法の針1本が刺さる。この状態では、非実体状態の利点を失って、魔法的な能力を含めて移動できず、ＡＣの【敏捷力】ボーナスを失って、受ける攻撃ロールに＋4される。なお、この目標の他は、1回の標準アクションによって、この針を抜くことができる。 ［金］

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

スピリット･ニードル ｌｖ：6 CAr, OA

意志・無効(物体) 不可(物体) ［目標］　死体1つ
260

［言語依存］〔負〕　目標1つは、術者の質問1つ/2ｌｖまでに、生前の言語，知識で回答する（術者と詳細な属性が異なる死体は、生前と同様にセーヴ可； 魂とは無関係に、“魂の痕跡”が回答）。なお、アンデッドにされて破壊された死体や、1週間以内にこの呪文を受けた死体には、この呪文は作用しない。 ※CPsにより、負のエネルギー分類を追加。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 10ｆｔ 1分/ｌｖ
死霊術

スピーク･ウィズ･デッド ｌｖ：6 PHB, CoC

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［６ｌｖ；3/4］呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　６ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［対応］

呪文抵抗セーヴ
系統

構成要素

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：6 呪文抵抗発動

発動 距離

（副系統）［補足説明］  効果概略

セーヴ

（副系統）［補足説明］  効果概略

呪文名 ｌｖ：6 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

参照 構成要素 持続時間

参照 距離 持続時間
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新意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
293

　目標となったクリーチャー1体および装備品は、石像に形質変化して、“硬度8（PHB p163）”の能力を得る。また、この呪文によって石像となっている間は、本来の姿の、視覚，聴覚，嗅覚を使用できる。さらに、1回のフリー・アクションによって、本来の姿に戻ったり、石像に形質変化できる。 ［土］

音声、動作、物質 1ラウンド 接触 1時間/ｌｖ（解除可）
変成術

スタチュー ｌｖ：7 PHB p240

意志・無効 可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
292

（念視）　術者は、特定のクリーチャー1体を念視して、その周囲10ｆｔ以内を見聞きできる（意志・無効； 意志セーヴ修正値を確認すること； 本文参照）。また、特定の呪文を作用させて、この知覚を行える（本文参照）。ただし、この目標が、1ラウンドにつき150ｆｔを超える速度で移動した場合、この器官では見失ってしまう。 ［全］

音声、動作 1標準 本文参照 1時間/ｌｖ
占術

スクライング, グレーター ｌｖ：7 PHB p239

頑健・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
291

（強制）［精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、これが“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つ相手は、この範囲内に進入した1回につき、「この呪文の終了時まで、“朦朧状態”となる」の効果1回を受ける（合計150ｈｐまで）。 ［物質要素：特殊な粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
心術

シンボル･オヴ･スタニング ｌｖ：7 PHB p237

頑健・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
290

〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいるクリーチャーは、この範囲内に進入した1回につき、「3ｄ6点の【筋力】ダメージを受ける」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
死霊術

シンボル･オヴ･ウィークネス ｌｖ：7 PHB p237

なし なし ［目標］　術者
289

　術者および装備品は、術者レベルに対応したサイズ分類以下の、下記のサイズ分類1つに巨大化する。なお、サイズ分類の変更による、術者が受ける修正値は、本文参照。また、サイズ分類の変更による、武器の基本ダメージの変化は、PHB p112，DMG p28，A&EG p4を参照。 「条件なし：超大型」，「16ｌｖ～18ｌｖ：巨大」，「19ｌｖ以上：超巨大」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 自身 10ラウンド
変成術

ジャイアント･サイズ ｌｖ：7 CAr, OA

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
288

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、7ｌｖのリストのクリーチャー1体か、6ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、5ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。なお、呪文の選択事項は、完成時に決定すれば良い（PHB p172を参照）。ただし、“特定の補足説明に利益”の適用のために、発動時（前）に決定できるのかは不明。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･モンスター Ⅶ ｌｖ：7 PHB p231

意志・無効 不可 ［目標］　術者がその正体を知っている、“精霊クリーチャー”1体
287

　術者は、目標となった“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94，他）”1体に対して、「否」，「然り」で返答できる種類の、質問1つ/2ｌｖまでを行える（ただし、「定かならず」という返答の場合はある）。または、ＤＭは、上記の回答方法の代わりに、日本語にして15文字以内の短文でも回答できる。 ［物質要素：香と供え物（25ｇｐ）； 経験点消費：100XP］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質、経験’ 10分 10ｆｔ 1分/ｌｖ
占術

コミューン･ウィズ･スピリット, グレーター ｌｖ：7 CAr, OA

反応・不完全 可 ［目標/効果］　クリーチャー1体/創造された、巨大なワームの顎1つ
286

（創造）［地］　目標となった、厚さ10ｆｔ以上の地面から地上5ｆｔ以内にいるクリーチャー1体は、巨大な顎1つに飲み込まれて、地中に引きずり込まれる（本文参照）。ただし、その他の相手は、この目標を援護できる（本文参照）。また、この顎から脱出した場合、この呪文は終了する。なお、セーヴに成功した場合、4ｄ6点のダメージのみとなる。 ［土］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費
召喚術

グレート･ワーム･オヴ･ジ･アース ｌｖ：7 CM p101

不可(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
285

　目標1体および装備品は、“エネルギー・ダメージ1つに対する完全耐性”の能力を得る。なお、この呪文を、レジスト・エナジー呪文，プロテクション・フロム・エナジー呪文と併用した場合、常にこちらの効果が優先される。 ※この呪文の記述から、この種類の呪文の“完全耐性”は、基本的にはダメージしか防御しないと思われる。 （…Dra, T&B） ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 24時間
防御術

エナジー･イミュニティ ｌｖ：7 SpC, CAr…

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
284

　目標1体は、“エネルギー5つに対する抵抗10”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］の全て）。また、この目標は、この呪文のチャージ消費によって（1回の割り込みアクション）、エネルギーの攻撃1回に対して、「“エネルギー・ダメージ5つに対する完全耐性”の能力を得て、軽減したダメージの1/2ぶんの値が治癒される」を使用できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

エナジー･アブソープション ｌｖ：7 CM p98

さまざま/不可 さまざま/可 ［目標/効果/効果範囲］　さまざま
283

（可変）［可変］　以下から1つ選択すること。 「“ウィザード/ソーサラー呪文リスト内（自身のクラスの呪文リスト内?）”から、6レベル以下の呪文1つを再現する（禁止系統は5レベル以下）」，「“上記の呪文リスト外”から、5レベル以下の呪文1つを再現する（禁止系統は4レベル以下）」，「一部の有害な呪文の効果を除去する」，「上記と同等の効果」。 ［経験点消費：300XP］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘経験’ 1標準 さまざま さまざま
共通

ウィッシュ, リミテッド ｌｖ：7 PHB p296

頑健・無効 可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体
282

　この近接接触攻撃が命中した相手は、この呪文のチャージ消費によって、1点/2ｌｖ（最大10点）ずつの【筋力】，【耐久力】ダメージを受ける。なお、この呪文の攻撃がクリティカル・ヒットとなった場合、能力値ダメージが2倍となる代わりに、能力値ダメージではなく能力値吸収を与える。 （…ECS, OA） ［３.５ｅ］ ○ (E) ○

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

死霊術
ウィザリング･パーム ｌｖ：7 SpC, CAr…

なし なし ［目標］　術者
281

《エーテル界呪文、次元間通路》　術者は、“エーテル状態（PHB p203，DMG p290）”となって、「物質界側から感知不可」，「個体を通過して移動可（1/2で上下にも）」，「物質界側は半径60ｆｔのみ知覚可」などとなる。なお、防御術効果，［力場］効果，凝視攻撃は、物質界側からエーテル界側にも通常通り作用する（その逆では作用しない）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
変成術

イセリアル･ジョーント ｌｖ：7 PHB p203

不可 不可 ［目標］　“近距離”の拡散内の全ての樹木か、大型サイズ以下の樹木1株/3ｌｖまで
280

　「からみつき：エンタングル呪文（PHB p212）と同様」，「植物を動かす：目標となった樹木は、アニメイテッド・オブジェクト（MM p11）と同様の、自律行動能力を得る。その後、術者は、指定した相手を攻撃させることができる（指示の変更は1回の移動アクション）。なお、超大型サイズは目標2つぶん、巨大サイズは目標4つぶん……として扱われる」。 ［木］

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖまたは1時間/ｌｖ
変成術

アニメイト･プランツ ? ｌｖ：7 PHB p200

なし なし ［目標］　術者
279

　術者は、アダマンティン製の翼1対が生えて、“飛行移動速度60ｆｔ（良好）”を得る（DMG p20参照）。ただし、中～重装鎧を装備しているか、中～重荷重を受けている場合、この速度は40ｆｔとなる。また、「1回の即行アクションで、翼を一斉に発射する」，「この方法では飛行していない場合、翼を肉体武器として使用する」を使用できる（本文参照）。 ［金］

音声、動作 1標準 自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

変成術
アダマンティン･ウィングズ ｌｖ：7 CM p95

なし なし ［目標］　術者
278

　術者は、秘術呪文の発動時間が、自動的に短縮される（2～10ラウンドは1ラウンドぶん短縮，1ラウンドは1標準に短縮，1標準は1即行に短縮される； 臨機応変に発動するクラスの、呪文修正特技の適用時にも、延長した上で短縮される）。なお、“竜の種別”または“（竜の血）の副種別”を持つ場合、この呪文を1回の即行アクションとして発動できる。 ［全］

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ
共通

アーケイン･スペルサージ ｌｖ：7 DrMa p64

なし なし ［目標］　術者
277

　術者は、半径120ｆｔ以内の魔法のオーラを知覚できる。精神集中は必要なく、即座にディテクト・マジック呪文（PHB p254）の3ラウンドぶんの情報（系統を識別する〈呪文学〉判定も可）、および稼動している魔法的効果を知覚する。また、精神集中（1回の標準アクション）によって、相手1体が発動できる、最大呪文レベルおよび種類を知覚できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可）
占術

アーケイン･サイト, グレーター ? ｌｖ：7 PHB p195

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［７ｌｖ；1/2］呪文抵抗

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［６ｌｖ；4/4］

系統 ウー・イァン呪文　７ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

系統 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

参照 構成要素 発動 距離
系統

（副系統）［補足説明］  効果概略

呪文名 ｌｖ：6

ウー・イァン呪文　６ｌｖ



和訳

新

―

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新不可、さまざま 不可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ～80ｆｔの拡散
308

［地］　術者は、局所的な地震を引き起こして、地割れを作り、建造物を倒壊させる。このことによって、この範囲内の地面上にいる相手は、攻撃や移動を行うことができず、呪文を発動する場合、追加で〈精神集中〉判定（難易度20＋その呪文レベル）が必要となる。また、この呪文は、その周囲の地形によって効果が変化する（本文参照）。 ［土］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド
力術

アースクウェイク ｌｖ：8 PHB p196

不可(無害) 可(無害) ［目標］　接触した、1日/ｌｖ以内に死亡したクリーチャーの死体1つ
307

（治癒）〔正〕　目標1体は、一時的に蘇生される（この蘇生の間は、蘇生呪文を受けられ、蘇生の時間制限が減少せず、腐敗しない）。ただし、最大ｈｐが1となって、1回の移動アクションしか使用できず、話し方が不明瞭となって、記憶が曖昧となる。なお、おそらく呪文，レベル，【耐久力】は失わないが、おそらく蘇生制限は受ける（PHB p169，p297参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質、焦点 1ラウンド 接触 24時間/ｌｖ
召喚術

リアニメイション ｌｖ：7 CAr, OA

不可 不可 ［効果］　創造された、術者の複製クリーチャー1体/5ｌｖまで
306

（創造）　術者は、自身の複製1体/5ｌｖまでを創造する。この複製は、術者の最大ｈｐの1/4、術者と同様の記憶，能力値，クラス・レベル，技能，特技を持つ（ただし、呪文能力は持たない）。また、術者と同様の装備品の、非魔法版を装備している。さらに、この複製は、自殺的な命令にも従うが、死亡した1体につき、術者は10点のダメージを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 10ｆｔ 1分
召喚術

ボディ･アウトサイド･ボディ ｌｖ：7 CAr, OA

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
305

（強制）［精神作用］　この目標は、“麻痺状態（PHB p310）”となる。このことによって、精神的なアクションしか使用できず、有効【筋力】，【敏捷力】が0となって（通常の“【筋力】が0”とは異なり、伏せ状態にはならない）、“無防備状態（PHB p151）”となる。ただし、1ラウンドにつき1回ずつ、解放されるための再セーヴを行える（1回の全ラウンド・アクション）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
心術

ホールド･パースン, マス ? ｌｖ：7 PHB p284

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
304

　この目標は、1ラウンドにつき1回ずつ、追加の標準アクション1回を得る（追加の呪文の発動なども可）。また、ＡＣに対して＋4の加速ボーナスを得て、跳躍距離が通常の1.5倍となる（＝判定結果が通常の1.5倍となる）。 ※版上げによって効果が変更された呪文であるため、呪文レベルを1上昇した。 ［３ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

ヘイスト, マス〔3e〕 ｌｖ：7 PHB_3e p261

反応・半減 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
303

［火］　術者は、ファイアーボール呪文（PHB p269）と同様に、爆発する火球1つを作り出す。また、この火球の爆発は、最大5ラウンドまで遅らせることができる（完成時に術者が選択； 投擲武器として使用可； 本文参照）。その後、この火球が爆発した場合、この範囲内のクリーチャーおよび物体は、1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点）の［火］ダメージを受ける。 ［火］

音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 5ラウンドまで、瞬間
力術

ファイアーボール, ディレイド･ブラスト ｌｖ：7 PHB p256

不可 可 ［目標］　現在のｈｐが201ｈｐ未満の、精神を持つクリーチャー1体
302

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、“盲目状態（PHB p311）”となる（最初の残りｈｐに対応した時間だけ持続）。なお、術者の言葉を聞いていなかった場合でも、この呪文は通常通り作用する。 「201ｈｐ以上：効果なし」，「200ｈｐ～101ｈｐ：1ｄ4＋1ラウンド」，「100ｈｐ～51ｈｐ：1ｄ4＋1分」，「51ｈｐ未満：永続」。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 本文参照
心術

パワー･ワード･ブラインド ｌｖ：7 PHB p265

不可(物体) 可(物体) ［目標］　半径40ｆｔの爆発内の、全ての金属製の物体
301

　目標となった金属製の物体は、木製に変化する。ただし、魔法のアイテムは、この効果に対して“呪文抵抗20＋1/ｌｖ”の能力を持つ。 「木製になった武器：攻撃およびダメージのロールに－2のペナルティを受ける（出目1～2で自壊する）」，「木製になった鎧：ＡＣの鎧ボーナスが2減少する（受けた攻撃が出目19～20の場合、追加で1減少する）」。 ［木］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
変成術

トランスミュート･メタル･トゥ･ウッド ｌｖ：7 PHB p260

意志・無効 可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径10ｆｔの放射
300

（強制）［精神作用］　この呪文の完成時に、終了条件1つを指定すること。この範囲内に進入した、中型サイズ以下の精神を持つ人型生物は、“麻痺状態”となるが、同時に終了条件を知覚する（意志・無効； 麻痺状態のため、通常は伝えられない）。ただし、1時間の経過毎に1回と、攻撃を受ける毎に1回ずつ、解放されるための再セーヴを行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1時間/ｌｖ
心術

トランスフィクス ｌｖ：7 SpC, CAr, OA

意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、体積が3立方ｆｔ/ｌｖ以内かつ重量が50ポンド/ｌｖ以下の、物体1つ
299

（瞬間移動）《アストラル界、エーテル界呪文》　術者は、この呪文のチャージ消費によって、テレポート呪文（PHB p257）と同様に、目標となった物体1つを、半径100マイル/ｌｖ以内の目的地1ヶ所まで転送する（この目的地を良く知っているかどうかによって、転送の精度が変化）。また、「エーテル界内に出現させる」ことを選択できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
テレポート･オブジェクト ｌｖ：7 PHB p258

不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)、可(物体) ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャーと物体1つ/ｌｖまで（中型サイズ以下ならば）

298

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、自身が指定した目的地1ヶ所まで、瞬間的に移動する（距離無制限，失敗確率なし）。また、目標となったクリーチャー（最大荷重以下の装備品を含む）および物体を、同時に移動させることができる。ただし、この呪文によっては、他次元界には移動できない。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 自身、接触 瞬間
召喚術

テレポート, グレーター ｌｖ：7 PHB p258

頑健・不完全(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［効果］　光線1本
297

　いずれの場合も、セーヴに成功した相手には、5ｄ6点のダメージとなる。 「目標がクリーチャー：この遠隔接触攻撃が命中した相手は、2ｄ6点/ｌｖ（最大40ｄ6点）のダメージを受けて、この方法で0ｈｐ以下になった場合、装備品を残して分解される」，「物体が目標：この目標は、1辺が10ｆｔの立方体1個ぶんの範囲内が分解される（［力場］効果を含む）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

ディスインテグレイト ｌｖ：7 PHB p250

頑健・不完全 不可 ［目標］　クリーチャー1体
296

　術者は、スカーフ1つを放り投げる。この遠隔攻撃が命中した相手は、自身の首を切り落とされる。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、1ｄ4点/ｌｖ（最大20ｄ4点）のダメージを受ける。なお、アンデッドおよび人造は、セーヴには関係なく、6ｄ4点のダメージを受ける。また、頭を持たない相手および粘体は、この呪文の効果を受けない。 ［金］

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

ディキャピテイティング･スカーフ ｌｖ：7 CAr, OA

さまざま 不可 ［目標］　術者
295

　術者は、自身の選択元素1種類に対応した、ドラゴンの能力2つを得る（本文参照）。 「ブレス攻撃（1回の標準アクション； 長さ30ｆｔの円錐形の爆発； 再チャージ時間は1ｄ4ラウンド）」，「防御的能力（“ダメージ減少5/アダマンティン”または“対応したエネルギー1つに対する抵抗30”）」。 ［全］

音声、動作 1ラウンド 自身 1ラウンド/ｌｖ
変成術

チャネル･ザ･ドラゴン ｌｖ：7 DrMa p65

不可 可 ［効果］　負のエネルギーの刃1つ
294

［悪］〔負〕　術者は、刃1つを作り出して、距離内の相手1体に対して、呪文の完成時に攻撃1回と、以後1ラウンドにつき全力攻撃1回を行わせる（変更は1回の標準アクション； 変更時は全力攻撃不可）。 ［近接攻撃のボーナスは＋1/ｌｖ； 生きている相手に、負のレベル1つ（19～20/×2）； 最初に1回のみ呪文抵抗］ ※OAのエラッタでは、接触攻撃，100ｇｐの物質要素。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
死霊術

ソード･オヴ･ダークネス ｌｖ：7 SpC, CAr, OA

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［８ｌｖ；1/3］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［７ｌｖ；2/2］

系統 ウー・イァン呪文　８ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　７ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

呪文抵抗
系統

呪文名 ｌｖ：7

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

構成要素
系統

呪文名 ｌｖ：7 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ 呪文抵抗
系統

呪文名 ｌｖ：7 参照 構成要素 発動 距離 持続時間
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新頑健・半減 可 ［目標］　生きているクリーチャー何体でも、どの2体をとっても60ｆｔの距離内
327

　目標となったクリーチャーは、自身の身体から水分が蒸発する。このことによって、1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点； 植物クリーチャー，“(水)の副種別”を持つエレメンタルには代わりに1ｄ8点/ｌｖ(最大20ｄ8点)）のダメージを受ける。ただし、この呪文のダメージに対しては、“乾燥ダメージ/Desiccation Damage（SdS p15）［仮訳］”に対する防御効果を適用できる。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
死霊術

ホリッド･ウィルティング ｌｖ：8 PHB p284

不可 可 ［効果］　光線1本
326

［冷気］　術者は、青白い光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1ｄ6点/ｌｖ（最大25ｄ6点）の［冷気］ダメージを受ける。 ［水］

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
力術

ポーラー･レイ ? ｌｖ：8 PHB p282

不可 不可 ［効果］　浮遊する魔法の目1つ以上
325

　術者は、半ば実体を持つ魔法の目1つ/ｌｖ＋1ｄ4つを作り出す。これらは、日本語にして75文字以内の命令1つに従う（本文参照）。 ［微小サイズの人造； トゥルー・シーイング付きの有効距離120ｆｔの視覚； 飛行30ｆｔ（完璧）； ＡＣ18（＋8サイズ）； 1ｈｐ； 〈隠れ身〉修正値＋16； 〈視認〉修正値＋1/ｌｖ（最大＋25）； 距離限界を超えて離れたものは消滅する］ ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 10ラウンド 1マイル 1時間/ｌｖ（解除可）
占術

プライング･アイズ, グレーター ? ｌｖ：8 PHB p273

なし なし ［目標］　術者
324

　術者は、他の呪文の精神集中を維持する用途の、〈精神集中〉判定に対して自動的に成功する。また、通常の呪文とは異なり、他の呪文の精神集中を維持している間でも、この呪文は発動できる（PHB p174参照）。ただし、他に精神集中を維持している呪文がなくなった場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

動作 ‘1割り込み’ 自身 10分またはチャージ消費（解除可）
防御術

ファインディング･ザ･センター ｌｖ：8 CAr, OA

不可 可 ［目標］　現在のｈｐが151ｈｐ未満の、精神を持つクリーチャー1体
323

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、“朦朧状態（PHB p311）”となる（最初の残りｈｐに対応した時間だけ持続）。なお、術者の言葉を聞いていなかった場合でも、この呪文は通常通り作用する。 「151ｈｐ以上：効果なし」，「150ｈｐ～101ｈｐ：1ｄ4ラウンド」，「100ｈｐ～51ｈｐ：2ｄ4ラウンド」，「51ｈｐ未満：4ｄ4ラウンド」。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 本文参照
心術

パワー･ワード･スタン ｌｖ：8 PHB p265

頑健・不完全 不可 ［効果範囲］　円錐形の拡散
322

［地、火］　この範囲内にいるクリーチャーは、10ｄ6点の［火］ダメージを受けて（頑健・半減）、粘着性の物体に覆われた状態となる（頑健・無効）。その後、この状態の相手は、「“減速状態（PHB p244）”となるとともに、1ラウンドの経過毎に、5ｄ6点の［火］ダメージを受ける（セーヴ不可； 3ラウンド持続）」の効果を受ける。 ［土、火］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 瞬間
召喚術

デッドリィ･ラハール ｌｖ：8 CM p108

不可 可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射
321

《アストラル界、影界、エーテル界呪文》　この範囲内では、「他次元界への移動」，「他次元界からの移動」ができない（アストラル・プロジェクション呪文，イセリアル・ジョーント呪文，イセリアルネス呪文，ゲート呪文，シャドウ・ウォーク呪文，ディメンジョン・ドア呪文，テレポート呪文，ブリンク呪文，プレイン・シフト呪文，メイズ呪文などを含む）。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 24時間/ｌｖ
防御術

ディメンジョナル･ロック ? ｌｖ：8 PHB, MaoF, T&B

意志・無効 可 ［目標］　クリーチャー1体
320

　目標1体は、全ての“レガシー・アイテム”との接続が、断ち切られる（レガシー儀式による、《初級レガシー》の特技などを全て失う； 本文参照）。ただし、術者レベルよりもＨＤ数が高い相手は、その差の1ＨＤにつき、この呪文のセーヴに対して＋1のボーナスを得る。また、セーヴに成功した相手は、この呪文に対する完全耐性を得る（24時間持続）。 ［全］

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 永続
死霊術

セヴァー･レガシー ｌｖ：8 WoLg p18

意志・無効 不可、可 ［効果］　招請された、合計24ＨＤ以内（Dr@318では18ＨＤ以内）の“精霊クリーチャー”3体まで

319

（招請）［可変］《アストラル界呪文》　この呪文の発動前に、マジック・サークル系呪文によって、魔法陣を作成しておくこと。術者は、プレイナー・バインディング系呪文（PHB p277）と同様に、指定した種類の“精霊クリーチャー（CD p12，CAr p94）”を招請して、仕事1つに同意するか、脱出に成功するまで、この魔法陣に捕らえ続ける（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間、24時間/ｌｖ
召喚術

スピリット･バインディング, グレーター ｌｖ：8 CAr, Dr@318, OA

頑健・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
318

［即死］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいるクリーチャーは、この範囲内に進入した1回につき、「即座に死亡する」の効果1回を受ける（合計150ｈｐまで）。 ［物質要素：特殊な粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
死霊術

シンボル･オヴ･デス ｌｖ：8 PHB p237

意志・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
317

（強制）［精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つクリーチャーは、この範囲内に進入した1回につき、「永続的な“混乱状態”となる」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
心術

シンボル･オヴ･インサニティ ｌｖ：8 PHB p237

意志・不完全 可 ［目標/効果範囲］　物体1つか、1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの範囲内
316

（強制）［精神作用］　この呪文の完成時に、詳細な属性1つまたは特定の種族1種類を指定すること。目標となった物体1つまたは効果範囲は、指定された精神を持つ相手を惹き付けて、近付いたり接触したり留まったりされる（意志・無効）。また、セーヴに成功しても、1ｄ6×10分後に再セーヴが必要となる。 ［物質要素：真珠の粉末（1,500ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1時間 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可）
心術

シンパシィ ｌｖ：8 PHB p237

なし なし ［目標］　術者
315

　術者は、自身が指定した、自然現象または非魔法の原因による、致命的な状況1つからの害を受けない（雪崩に埋まる，煮え立つ溶岩に浸かるなど）。ただし、魔法的効果，武器攻撃，ブレス攻撃などは指定できない。また、術者自身の装備品は、この呪文の効果を得ない。 （…GW, F&P, De&De, OA） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、物質 1ラウンド 自身 1分/ｌｖ
防御術

シュアライフ ｌｖ：8 SdS, PGtF…

頑健・不完全(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［効果範囲］　円錐形の爆発
314

［音波］　この範囲内のクリーチャーおよび物体は、10ｄ6点の［音波］ダメージを受けて（結晶質のクリーチャーや物体、脆い物体には1ｄ6点/ｌｖ(最大20ｄ6点)； 頑健・半減、手に持っている物体は反応・無効）、1ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”となって（頑健・無効）、4ｄ6ラウンドの間、“聴覚喪失状態（PHB p308）”となる（頑健・半減）。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声 1標準 60ｆｔ 瞬間
力術

シャウト, グレーター ? ｌｖ：8 PHB, T&B, FRCS

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
313

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、8ｌｖのリストのクリーチャー1体か、7ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、6ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。 ※注釈まとめ：「詳細な指示には意思の疎通が必要」，「発動時間の“1ラウンド”」，「補足説明の変化」，「使用能力に制限」，「消滅時の処理」，「完成時に選択可」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･モンスター Ⅷ ｌｖ：8 PHB p231

意志・無効 不可 ［目標］　植物クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
312

　目標となった植物クリーチャーは、術者に対しては攻撃を行わない。また、術者がいかなる言語で喋っていたとしても、その内容を理解して、術者の口頭の命令に従う（ただし、自己破壊的，自殺的な命令は無視される）。この呪文は、合計2ＨＤ/ｌｖぶんの植物クリーチャーを目標にする。 ［木］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

コントロール･プランツ ｌｖ：8 PHB p226

不可 不可 ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャー1体/4ｌｖまで
311

（創造）［水］　術者は、雲の乗り物1つを創造して、自身および中型サイズ以下の目標を搭乗させる（最大荷重以下の装備品を含む； 大型サイズ以上の目標には、本文参照）。その後、これは、悪天候による害を受けず、1ラウンドにつき1マイルの距離を飛行できる。また、この呪文の終了時には、搭乗していた目標は、ゆっくりと落下する（本文参照）。 ［水］

音声、動作、物質 1標準 自身、接触 10分（解除可）
召喚術

クラウド･チャリオット ｌｖ：8 CAr, OA

不可、反応・半減 可 ［効果］　創造された、半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する熱気の霧
310

（創造）［火］　この範囲内は、フォッグ・クラウド呪文（PHB p258）の効果を得る。また、この範囲内の相手は、進入時に1回と、自身のターンの開始時毎に1回ずつ、4ｄ6点の［火］ダメージを受ける。さらに、この霧は、術者から離れる方向に、1ラウンドにつき10ｆｔずつ移動していく（術者が精神集中すると、60ｆｔまで移動可； 距離限界を超えて離れた部分は消滅）。 ［火］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
召喚術

インセンディエリィ･クラウド ｌｖ：8 PHB p204

意志・不完全 可 ［目標/効果範囲］　物体1つか、1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの範囲内
309

（強制）［精神作用］　この呪文の完成時に、詳細な属性1つまたは特定の種族1種類を指定すること。目標となった物体1つまたは効果範囲は、指定された精神を持つ相手には、忌避されて近付かれない（意志・無効）。なお、セーヴに成功した相手は、近付いたり接触したり留まったりできるが、その間は、【敏捷力】に対して－4のペナルティを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1時間 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可）
心術

アンティパシィ ｌｖ：8 PHB p201

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［８ｌｖ；2/3］系統 ウー・イァン呪文　８ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間
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新不可 不可 ［効果］　招請されたクリーチャー1体/次元界間をつなぐゲート1つ
342

（招請または創造）［可変］《アストラル界呪文、次元間通路》　以下の2つから選択すること。 「（招請）効果：術者は、特定の種族1種類か、特定の個体1体を招請する（本文参照）」，「（創造）効果：術者は、魔法のゲート1つを創造して、現在の次元界と、異なる次元界を接続する（直径5ｆｔ～20ｆｔ）」。 ［経験点消費：1,000XP（(招請)効果のみ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作（、‘経験’） 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間/精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ）

召喚術
ゲート ｌｖ：9 PHB p222

さまざま/不可 さまざま/可 ［目標/効果/効果範囲］　さまざま
341

（可変）［可変］　以下から1つ選択すること。 「“ウィザード/ソーサラー呪文リスト内（自身のクラスの呪文リスト内?）”から、8レベル以下の呪文1つを再現する（禁止系統は7レベル以下）」，「“上記の呪文リスト外”から、6レベル以下の呪文1つを再現する（禁止系統は5レベル以下）」，「本文中から1つ選択、または同等の効果」，「儀式（SSp p147，p150）」。 ［経験点消費：5,000XP］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘経験’ 1標準 さまざま さまざま
共通

ウィッシュ ｌｖ：9 PHB p296

意志・無効 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
340

　この近接接触攻撃が命中した相手は、この呪文のチャージ消費によって、魔法の球体1つに閉じ込められて“活動停止状態（PHB p258）”となって、地下深くに埋葬される（本文参照）。また、この相手に関する知識（生涯の一部，名前など）を得ている場合、このセーヴに対して－4のペナルティを与えられる。 ［物質要素：宝石の粉末（5,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

防御術
インプリズンメント ｌｖ：9 PHB p205

頑健・不完全 可 ［目標］　クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
339

［火］　目標となったクリーチャーは、自身の内臓（または相当する器官）が高熱を発して、即座に死亡する。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、1点/ｌｖ（最大20点）＋6ｄ6点の［火］ダメージを受ける。この呪文は、合計1ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャーを目標にする（ＨＤ数が低いものから順番，同じだと起点に近いものから順番）。 ［火］

音声、動作、焦点 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
力術

インターナル･ファイアー ｌｖ：9 CAr, OA

不可 可 ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャー1体/3ｌｖまで
338

《エーテル界呪文、次元間通路》　この目標は、“エーテル状態（PHB p203，DMG p290）”となって、「物質界側から感知不可」，「個体を通過して移動可（1/2で上下にも）」，「物質界側は半径60ｆｔのみ知覚可」などとなる。なお、防御術効果，［力場］効果，凝視攻撃は、物質界側からエーテル界側にも通常通り作用する（その逆では作用しない）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可）
変成術

イセリアルネス ｌｖ：9 PHB p203

頑健・不完全 可 ［目標］　生きている（最低でも【耐久力】を1点以上持つ）クリーチャー1体
337

　目標となったクリーチャー1体は、超大型のオークの木に形質変化して、自律行動能力を得て、術者の命令に従う（ライヴオーク呪文(PHB p292)の目標としても使用できる； 24時間/ｌｖ持続）。その後、この目標は、永続的に通常の樹木となる。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、スロー呪文（PHB p244）の効果のみを受ける。 ［木］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖおよび永続
変成術

アルボレアル･トランスフォーメーション ｌｖ：9 CM p96

なし なし ［目標］　術者
336

　術者は、自身が目標となった遠隔呪文および遠隔擬似呪文能力を、自動的に吸収して無効化する（合計1ｄ4＋6レベルぶんまで； ＤＭが秘密裏にロール）。また、術者は、上記の方法によって吸収したエネルギーを消費することで、呪文の消費なく呪文を発動できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 10分/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

アブソープション ｌｖ：9 SpC, CAr, T&B

不可 可 ［目標］　術者および、接触した同意するクリーチャー1体/2ｌｖまで
335

《アストラル界呪文、次元間通路》　術者および目標は、精神のみがアストラル界（DMG p150）に投射される（本文参照）。なお、アストラル形態が破壊されると、元の肉体に戻る。また、“シルヴァー・コード（XPH p167，MotP p49）”が切断されると、肉体ともども破壊される。 ［物質要素：ヒヤシンス1つ（1,000ｇｐ）と、鉄棒1つ×同行する人数（各5ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 30分 接触 本文参照
死霊術

アストラル･プロジェクション ｌｖ：9 PHB p197

反応・無効 可 ［効果］　半径5ｆｔ（底部）×半径15ｆｔ（頭部）×高さ30ｆｔの旋風1つ
334

［風］　術者は、旋風1つを作り出して、1ラウンドにつき60ｆｔまで移動させる（指示は1回の移動アクション，行動プログラムの変更は1回の標準アクション； 本文参照）。 「大型サイズ以下：3ｄ6点のダメージを受ける（反応・無効）」，「中型サイズ以下：上記と同様のダメージを受けて（反応・無効）、この旋風内に捕らわれる（反応・無効； 本文参照）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
力術

ワールウィンド ｌｖ：8 PHB p301

不可 不可 ［効果範囲］　長さ60ｆｔの直線状
333

［地］　この呪文の完成時に、“エネルギーの経路”を決定すること（後から変更できない）。この範囲内にある、固定されていない石製，金属製の物体は、1ラウンドにつき40ｆｔずつ、最長で距離限界まで押しやられる。また、直径が3インチ以下の、固定されたそれらの物体は、粉砕されて破片が押しやられる。ただし、重量が500ポンドを超える物体には作用しない。 ［金］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
防御術

リペル･メタル･オア･ストーン ｌｖ：8 PHB p295

なし なし ［目標］　術者
332

　術者は、この呪文のチャージ消費によって、自身の攻撃ロール，セーヴ，対抗技能判定，対抗能力値判定のいずれか1回に対して、＋1/ｌｖ（最大＋25）の洞察ボーナスを得ることができる。ただし、この能力を使用する場合、そのロールの前に宣言しておかなければならない。また、この呪文は、同時に1つまでしか稼動状態にはならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
占術

モーメント･オヴ･プレシャンス ? ｌｖ：8 PHB p291

意志・不完全 可 ［目標］　術者
331

　術者に対して、人工的武器，肉体武器の攻撃を行う相手は、50％の確率で、攻撃目標が“術者に隣接している他者”に変更される（意志・無効； セーヴは最初に1回のみ行う； 適切な変更先がいないと、攻撃失敗）。また、術者は、この呪文のチャージ消費によって（1回の割り込みアクション）、攻撃目標の変更先を、“攻撃者自身”に変更できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 ‘1即行’ 自身 5ラウンドまたはチャージ消費
防御術

ミステリアス･リダイレクション ｌｖ：8 CM p117

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
330

　目標となったクリーチャー1体は、「感情や思考に影響する」，「感情や思考を感知する」，「感情や思考を識別する」などの効果を受けない（占術効果による情報収集，(念視)効果による探知および知覚，［精神作用］効果などを含む； 本文参照）。ただし、メタファカルティのパワー（XPH p136）によっては、この効果は無視され得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間
防御術

マインド･ブランク ｌｖ：8 PHB p285

なし なし ［目標］　術者
329

　術者および装備品は、術者レベルに対応したサイズ分類以上の、下記のサイズ分類1つに縮小化する。なお、サイズ分類の変更による、術者が受ける修正値は、本文参照。また、サイズ分類の変更による、武器の基本ダメージの変化は、PHB p112，DMG p28，A&EG p4を参照。 「条件なし：超小型」，「16ｌｖ～18ｌｖ：微小」，「19ｌｖ以上：極小」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 自身 1分/ｌｖ
変成術

マイニュート･フォーム ｌｖ：8 CAr, OA

頑健・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　クリーチャー1体か、体積が100立方ｆｔ/ｌｖ以下の非魔法の物体1つ
328

（ポリモーフ）　この目標は、ポリモーフ呪文（PHB p284）と同様に、別のクリーチャーに変身して（ただし、精神系能力値も変化する； ＨＤ数の制限は不明）、1日の休息ぶんのダメージが治癒される。また、物体をクリーチャーに変身させたり、その逆を行うことができる（本文参照）。さらに、本文中の呪文を再現する方法でも、発動できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 本文参照
変成術

ポリモーフ･エニィ･オブジェクト ｌｖ：8 PHB p284

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［９ｌｖ；1/2］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［８ｌｖ；3/3］

系統 ウー・イァン呪文　９ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　８ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：8 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：8 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：8 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ



和訳

有

新

有

新

新

新

新

新

新

新

新

新

―

和訳

和訳

和訳

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、術者が運搬しているレガシー・アイテム1つ
355

　目標となった“レガシー・アイテム”1つは、1日の使用回数がある、使い切っている“上級レガシー能力（17ｌｖ以上のもの）”1つの使用回数が、1回ぶん回復する。ただし、上級レガシー能力をどれも使い切っていないものや、24時間以内に同一の効果を受けたものに対しては、この呪文は作用しない。 ［全］

動作、物質、焦点 1標準 接触 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
変成術

レヴィタライズ･レガシー, グレーター ｌｖ：9 WoLg p17

意志・無効 可 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
354

（強制）［精神作用］　この目標は、“麻痺状態（PHB p310）”となる。このことによって、精神的なアクションしか使用できず、有効【筋力】，【敏捷力】が0となって（通常の“【筋力】が0”とは異なり、伏せ状態にはならない）、“無防備状態（PHB p151）”となる。ただし、1ラウンドにつき1回ずつ、1回の全ラウンド・アクションで、解放されるための再セーヴを行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
心術

ホールド･モンスター, マス ? ｌｖ：9 PHB p284

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
353

　目標となったクリーチャー1体は、行動を制限される呪文および効果から、自動的に解放される（ウェブ，エンタングル，テンポラル・ステイシス，バインディング呪文など、組みつき状態，押さえ込まれた状態など、減速，睡眠，石化，麻痺，朦朧状態などが含まれる）。ただし、インプリズンメント，メイズ呪文などの目標を解放する場合、本文参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
防御術

フリーダム ｌｖ：9 PHB p274

不可 可 ［目標］　現在のｈｐが101ｈｐ未満の、生きている精神を持つクリーチャー1体
352

（強制）［精神作用、即死］　目標となったクリーチャー1体は、即座に死亡する。なお、術者の言葉を聞いていなかった場合でも、この呪文は通常通り作用する。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
心術

パワー･ワード･キル ｌｖ：9 PHB p265

なし なし ［目標］　術者
351

　術者は、数多くの比類なき能力を得る（本文参照）。ただし、この呪文の終了時には、装備品を残して分解される（通常通り蘇生できる）。なお、“呪文の終了時”には、呪文の持続時間が終了した場合，解除した場合，解呪された場合が含まれる（FC2 p100を参照； 抑止された場合は、終了時には含まれないが、抑止中に終了した場合は不明）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 ‘1割り込み’ 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
変成術

トランセンド･モータリティ ｌｖ：9 CM p110

反応・半減 不可 ［効果範囲］　1辺が10ｆｔの立方体1個ぶんの範囲内
350

［地、火］　術者は、加工されても切り出されてもいない自然の岩を、溶岩に変化させる（洞窟に対する発動は、本文参照）。 「セーヴに成功して、次のラウンドには脱出できる相手：6ｄ6点の［火］ダメージ」，「セーヴに成功したが、次のラウンドには脱出できない相手，およびセーヴに失敗した相手：本文参照」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

トランスミュート･ロック･トゥ･ラヴァ ｌｖ：9 SpC, CAr, Dr@292

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ（最低でも【知力】を1点以上持つ）クリーチャー1体
349

（強制）［精神作用］　術者は、目標1体と精神的にリンクされて、同じ次元界内ならば、命令1つを与えられる（変更は1回の移動アクション）。また、この目標の状態を知覚でき、精神集中でその知覚を傍受できる。ただし、性質に反する命令を受けた目標は、＋2のボーナスを得た上で、解放されるための再セーヴ1回を行える（自殺的な命令は単に無視）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ
心術

ドミネイト･モンスター ｌｖ：9 PHB p259

不可 可 ［効果］　半径5ｆｔまでの円陣1つ
348

（瞬間移動）《アストラル界呪文》〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、水平な表面上に魔法陣1つを描く。この範囲内に踏み込んだ相手は、グレーター・テレポート呪文（PHB p258）と同様に、術者が指定した場所1ヶ所まで転送される（距離無制限，失敗確率なし； 他次元界には転送不可）。 ［物質要素：琥珀の粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、‘物質’ 10分 0ｆｔ 10分/ｌｖ（解除可）
召喚術

テレポーテーション･サークル ｌｖ：9 PHB p257

頑健・不完全 可 ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても25ｆｔの距離内
347

［火］　目標となったクリーチャーは、1ｄ6点/ｌｖ（最大25ｄ6点）の［火］ダメージを受ける（アンデッド，植物には1.5倍(＋50％)； 頑健・半減）。また、生きているクリーチャーは、追加で“疲労状態”となる（頑健・無効）。なお、華氏90度以上の温度内（「華氏90度」＝「摂氏32.22度」）で発動された場合、ｄ8に上昇するとともに、代わりに“過労状態”とする。 ［火］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
力術

デッドリィ･サンストローク ｌｖ：9 CM p108

なし なし ［目標］　術者
346

　術者は、非常に高速で行動して、周囲の時間が止まったかのようになる。このことによって、1ｄ4＋1ラウンドの間、術者のみが自由に行動できる。ただし、アンティマジックの場には入ることができず、［火］，［冷気］，ガスなどからは通常通りの害を受ける。また、その他のクリーチャーに対しては、攻撃および呪文を作用させることができない（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 自身 瞬間（1ｄ4＋1ラウンド）
変成術

タイム･ストップ ｌｖ：9 PHB p246

なし なし ［目標］　術者
345

（ポリモーフ）　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、1ＨＤ/ｌｖ（最大25ＨＤ）以下のクリーチャーに変身できる（自身のターンの1回のフリー・アクション）。また、この変身を行う毎に、1日の休息ぶんのダメージが治癒される。さらに、（ポリモーフ）効果では変化しない部分に追加して、精神系能力値が変化しない。 ［焦点具：翡翠のサークレット1つ（1,500ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 自身 10分/ｌｖ
変成術

シェイプチェンジ ｌｖ：9 RC, PHB

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
344

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、9ｌｖのリストのクリーチャー1体か、8ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、7ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。 ※注釈まとめ：「詳細な指示には意思の疎通が必要」，「発動時間の“1ラウンド”」，「補足説明の変化」，「使用能力に制限」，「消滅時の処理」，「完成時に選択可」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
召喚術

サモン･モンスター Ⅸ ｌｖ：9 PHB p231

不可 不可 ［効果］　招来された、エレメンタル・モノリス1体
343

（招来）［可変］《元素界呪文》　術者は、自身が選択したエレメンタル・モノリス（CAr p156）1体、またはパラエレメンタル・モノリス（Dr@347 ｐ54）1体を招来して、1回のフリー・アクションによって、命令を与えることができる（意思の疎通を行える場合、詳細に指示できる）。 ［秘術呪文物質要素：宝石1つ（100ｇｐ； 招来するエレメンタルによって変化）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

召喚術
サモン･エレメンタル･モノリス ｌｖ：9 Dr@347, SpC, CAr

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［９ｌｖ；2/2］発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　９ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：9 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［対応］

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］
系統

呪文名 ｌｖ：9 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

［対応］

呪文抵抗距離 持続時間 セーヴ構成要素 発動

（副系統）［補足説明］  効果概略

［目標 / 効果 / 効果範囲］
系統

呪文名 ｌｖ：9 参照



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文 参照 構成要素



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　４lv 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　３lv 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　２lv 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動

発動 距離 持続時間

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ

系統
呪文名 ｌｖ：0

　　目標 / 効果 / 効果範囲系統 ウー・イァン呪文　１lv 参照 構成要素

参照

呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間 セーヴ

発動 距離

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］セーヴ構成要素

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］セーヴ構成要素 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動

持続時間

距離 持続時間

系統
呪文名 ｌｖ：0 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

セーヴ 呪文抵抗構成要素 発動 距離

参照 構成要素 　　目標 / 効果 / 効果範囲セーヴ 呪文抵抗系統 ウー・イァン呪文　０lv



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

セーヴ

セーヴ

発動 距離 持続時間 セーヴ

発動 距離

構成要素 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動 距離

セーヴ持続時間

セーヴ持続時間

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：9

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：9

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

持続時間 セーヴ

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：9 参照 構成要素 発動 距離

持続時間参照 構成要素 発動 距離系統 ウー・イァン呪文　９lv

［対応］

セーヴ構成要素 発動
系統

呪文名 ｌｖ：8 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

距離 持続時間 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：8 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：8 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

系統 ウー・イァン呪文　８lv 参照 構成要素

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ持続時間発動 距離

距離発動
系統

呪文名 ｌｖ：7 参照

系統
呪文名 ｌｖ：7 参照

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素

構成要素

持続時間 セーヴ 呪文抵抗

持続時間 セーヴ 呪文抵抗

呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ

　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：7 参照

系統 ウー・イァン呪文　７lv 参照 構成要素

持続時間

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：6 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

持続時間 セーヴ系統 ウー・イァン呪文　６lv 参照 構成要素 発動 距離

［対応］

参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］
系統

呪文名 ｌｖ：5

系統 ウー・イァン呪文　５lv

系統
呪文名 ｌｖ：5

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］持続時間参照 構成要素 発動 距離

［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

セーヴ 呪文抵抗構成要素 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：5 参照 発動 距離

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲発動 距離参照 構成要素


