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和訳セーヴ 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：　 参照

［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：　 参照

［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 セーヴ 呪文抵抗

持続時間 セーヴ 呪文抵抗

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

持続時間 セーヴ 呪文抵抗

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）』(○)

　　　 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。

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］参照 構成要素 発動 距離

1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

プロテクション･フロム･イーヴル ｌｖ：1 PHB p280 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
1

［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］

音声、動作、信仰

60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･ソウツ ｌｖ：2 PHB p254 意志・不完全 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
2

［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］

音声、動作、信仰

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 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
3

（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

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

4
　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 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 10分/ｌｖ

Dungeons & Dragons 3.5e ®
《監視する者》 追加呪文リスト

1標準

1標準

1標準

系統 《監視する者》 追加呪文　収録：［ECS］

不可 不可

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 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
5

（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、信仰

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 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
6

　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：信仰呪文のため必要なし］ ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
防御術

バニッシュメント ｌｖ：7 PHB p265 意志・無効 可 ［目標］　“（他次元界）の副種別”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

7
《アストラル界、影界、エーテル界、元素界呪文》　この目標は、自身の出身次元界内に転送される。この呪文は、合計2ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャーを目標にする。また、苦手な物体や物質を持っている場合、その1種類毎に、セーヴ難易度が2上昇して、有効術者レベルに対して＋1のボーナスを得る（デヴィルの苦手な物体や物質は、FC2 p32参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点

10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間
幻術

スクリーン ｌｖ：8 PHB p239 意志・看破(遣取) 不可 ［効果範囲］　1辺が30ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの範囲内
8

（幻覚）　この呪文の完成時に、どの相手が“観察可”で、どの相手が“観察不可”なのかを設定すること（本文参照； “観察不可”とした相手は、代わりに念視される幻影を設定できる）。その後、（念視）効果に対する防御を作り出して、“観察不可”とした相手に対する、念視を妨害する。ただし、最初に行った設定は、後から変更することができない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

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 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

9
（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、信仰
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呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

24時間/ｌｖ 意志・無効 可

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《緑を歌う者》 追加呪文　収録：［ECS］ 参照 構成要素

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）』(○)

　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.12〉 （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。

心術
チャーム･パースン ｌｖ：1 PHB p248

10
（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 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド
心術

デイズ･モンスター ｌｖ：2 PHB p252 意志・無効 可 ［目標］　6ＨＤ以下の、精神を持つクリーチャー1体
11

（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 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 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
12

（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

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ
心術

チャーム･モンスター ｌｖ：4 PHB p248 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
13

（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 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 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
14

（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、信仰

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 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
15

　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。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

変成術
イセリアル･ジョーント ｌｖ：7 PHB p203 自身音声、動作 1標準

［３.５ｅ］

Dungeons & Dragons 3.5e ®
《緑を歌う者》 追加呪文リスト

系統

1ラウンド/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者
16

《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）。

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］

発動 距離 持続時間 セーヴ呪文名 ｌｖ：　 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：　 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］

［対応］

構成要素 発動 距離 持続時間

［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
18

《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］

17

変成術
イセリアルネス ｌｖ：9 PHB p203 音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 不可

［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体以上

（魅惑）［精神作用］　この呪文の完成時に、「合計2ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャー、どの2体をとっても30ｆｔの距離内」，「ＨＤの制限なくクリーチャー1体」のどちらかの目標の取り方を選択すること。目標となったクリーチャーは、チャーム・モンスター呪文（PHB p248）の効果を受ける。 ［３.５ｅ］

PHB p248 音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
心術

チャーム･モンスター, マス ｌｖ：8

可

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略
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意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ

PHB p255 音声、動作 1標準
防御術

ディメンジョナル･アンカー ｌｖ：3

力術
ネイチャーズ･ラス ｌｖ：4

ｌｖ：5
防御術

バニッシュメント

防御術
ディメンジョナル･ロック ｌｖ：6

系統
呪文名

系統
呪文名

系統
呪文名

防御術
マインド･ブランク ｌｖ：8

防御術
インプリズンメント

不可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射
21

　この範囲内では、フェイ・クリーチャーは、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴに対して＋1の清浄ボーナスを得る。また、この範囲内では、異形クリーチャーは、上記と同じ判定に対して－1のペナルティを受ける。 ［３.５ｅ］ × (E) ×

20

力術
ゾーン･オヴ･ナチュラル･ピュアリティ ｌｖ：2 ECS p112 音声、動作、物質、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ 不可

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

［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］

PHB p280

19
　術者は、異形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（本文参照）”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］ ○ (E) ○

精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 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

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

占術
ディテクト･アベレーション ｌｖ：1 LoMa, ECS 音声、動作 1標準 60ｆｔ

「’」⇒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。

系統 《門を護る者》 追加呪文　収録：［ECS］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

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 ®
《門を護る者》 追加呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.13〉 （未訳サプリメントに対応）

可(ク)(物体) ［効果］　光線1本
22

《アストラル界、影界、エーテル界呪文》　この遠隔接触攻撃が命中した相手は、「他次元界への移動」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］

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ 不可(ク)(物体)

ECS, Dr@319 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
23

　この範囲内にいるクリーチャーは、自身の種族に対応した効果を受ける（本文参照）。ただし、来訪者（(地，水，火，風)の副種別のいずれか1つ以上を持つもの），エレメンタル，植物，動物，粘体，フェイ，蟲，自律行動物体は、この呪文の効果を受けない。 ［３.５ｅ］ × (E) ×

瞬間、1ラウンド 意志・不完全/意志・半減 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの爆発

PHB p265 音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
24

《アストラル界、影界、エーテル界、元素界呪文》　この目標は、自身の出身次元界内に転送される。この呪文は、合計2ＨＤ/ｌｖぶんのクリーチャーを目標にする。また、苦手な物体や物質を持っている場合、その1種類毎に、セーヴ難易度が2上昇して、有効術者レベルに対して＋1のボーナスを得る（デヴィルの苦手な物体や物質は、FC2 p32参照）。 ［３.５ｅ］

瞬間 意志・無効 可 ［目標］　“（他次元界）の副種別”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

PHB, MaoF, T&B 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
25

《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) ○ ○

24時間/ｌｖ 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

PHB p285 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
27

　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］

24時間 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体

可ｌｖ：9 PHB p205 音声、動作、‘物質’ 1標準 ［目標］　接触したクリーチャー1体
28

　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］

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・無効

呪文抵抗ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

距離 持続時間 セーヴ

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

リターン･トゥ･ネイチャー ｌｖ：7 ECS p116 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
26

　目標となったクリーチャー1体は、自身の種族に対応した効果1つを受ける（本文参照）。なお、来訪者（地，水，火，風のいずれかの副種別1つ以上を持つもののみ），エレメンタル，植物，動物，粘体，フェイ，蟲は、この呪文の効果を受けない。 ［３.５ｅ］ × (E) ×

音声、動作、信仰
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（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 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

発動 距離

発動 距離 セーヴ

（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］

音声、動作、信仰、‘経験’

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素

召喚術
プレイナー･アライ ' ｌｖ：6 PHB p276

力術
ダークネス, ディーパー ｌｖ：3 PHB p249

召喚術
ゲート ' ｌｖ：9 ［効果］　次元界間をつなぐゲート1つ

（創造）［可変］《アストラル界呪文、次元間通路》　術者は、魔法のゲート1つを創造して、現在の次元界と、“マバール”の次元界を接続する（直径5ｆｔ～20ｆｔ； 完成時に術者が選択）。 ［３.５ｅ］

PHB p222

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　死体1つ
36

［悪］　この呪文は、夜間にのみ発動できる。目標となった死体1つは、シャドウ（MM p94）に形質変化する。ただし、作成の時点では、術者の制御下に入っているわけではない。また、破壊された場合、おそらくアンデッドとしては再利用できない（PHB p199参照）。 ［物質要素：黒瑪瑙1つ（作成するＨＤ×50ｇｐ； なお、シャドウは3ＨＤ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1時間 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

クリエイト･アンデッド, グレーター ' ｌｖ：8 PHB p219

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 ®
 《夜を齎す者［仮訳/Nightbringer Initiate］》 追加呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.14〉 （未訳サプリメントに対応）

不可音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ） 不可

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
死霊術

コントロール･アンデッド ｌｖ：7

　目標となったアンデッドは、術者には攻撃を行わない。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、その命令に従う（自己破壊的な命令は無視される）。ただし、精神を持つアンデッドは、この呪文の終了時に、術者に命令されたことを覚えている。なお、デスレス（ECS p273，BoED p158）は、この呪文の効果を受けない。

PHB p225 音声、動作、物質 1標準 1分/ｌｖ 意志・無効

37

可 ［目標］　合計2ＨＤ/ｌｖまでのアンデッド、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
35

［３.５ｅ］

「’」⇒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。

系統 《夜を齎す者［仮訳/Nightbringer Initiate］》 追加呪文　収録：［FaoE］ 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 ［1/1］

死霊術
インフリクト･ライト･ウーンズ ｌｖ：1 PHB p205 音声、動作 1標準 接触

29

〔負〕　この近接接触攻撃が命中した生きているクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、1点/ｌｖ（最大5点）＋1ｄ8点のダメージを受ける。または、接触したアンデッド1体から、上記と同じ値のダメージを治癒する。 ［３.５ｅ］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・半減 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

力術
ダークネス ｌｖ：2 PHB, CoC 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ

30
［闇］　目標となった物体1つは、半径20ｆｔ以内に魔法の暗闇を放射して、“薄暗い照明（PHB p162）”の効果を与える（非魔法の光源，夜目，暗視は、この暗闇に対しては機能しない； この放射を遮断することで抑止できる）。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）。 ［３.５ｅ］

音声、信仰 1標準

接触 24時間/ｌｖ（解除可）

不可(物体)接触 10分/ｌｖ（解除可）

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
31

［闇］　目標となった物体1つは、半径60ｆｔ以内に魔法の暗闇を放射して、“薄暗い照明（PHB p162）”の効果を与える（非魔法の光源，夜目，暗視は、この暗闇に対しては機能しない）。なお、これを超える呪文レベルの“魔法の照明”と重複している地点では、この呪文の方が抑止される（デイライト呪文または同じレベルの場合、相互に抑止される）。 ［３.５ｅ］

音声、信仰 1標準

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

エナヴェイション ｌｖ：4 PHB p211 不可 可 ［効果］　光線1本
32

〔負〕　術者は、生命力吸収の光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した生きている相手は、“負のレベル（PHB p310）”1ｄ4つを受ける。ただし、この呪文による負のレベルは、1時間/ｌｖ（最大15時間）後には、レベル吸収なしで自動的に除去される。なお、アンデッドは、上記の効果の代わりに、＋1ｄ4×5点の一時的ｈｐを得る（1時間持続）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

召喚術
サモン･モンスター Ⅴ ' ｌｖ：5 PHB p230 ［効果］　招来された、シャドウ・マスティフ1体

33

（招来）［悪］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、5ｌｖのリストのシャドウ・マスティフ1体を招来する。このクリーチャーは、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に出現して、即座に行動する。また、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

不可

不可 不可1ラウンド/ｌｖ（解除可）

不可 ［効果］　招請された、合計12ＨＤ以内のエレメンタルか来訪者2体まで
34

（招請）［可変］《アストラル界呪文》　術者は、自身の信仰する神格が選択した、エレメンタルまたは来訪者を招請する（特定の個体を指定可）。その後、意思の疎通を行える場合、奉仕の契約を結ぶことができる（1分/ｌｖ以内に終了できる仕事の報酬は、ＨＤ数×100ｇｐ程度； 所要時間や危険度によって変化； 本文参照）。 ［経験点消費：250XP］ ［３.５ｅ］

10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
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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 ®
 《境を歩む者の歩哨［仮訳/Edgewalker Sentinel］》 追加呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.14〉 （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。

系統 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 ［1/1］

防御術
プロテクション･フロム･イーヴル ｌｖ：1 PHB p280 音声、動作、信仰 1標準 接触

《境を歩む者の歩哨［仮訳/Edgewalker Sentinel］》 追加呪文　収録：［SoS］
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［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 不可/不可/可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

プロテクション･フロム･グッド ｌｖ：1 PHB p280 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
39

［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］

音声、動作、信仰

1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

プロテクション･フロム･ケイオス ｌｖ：1 PHB p280 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
40

［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］

音声、動作、信仰

1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

プロテクション･フロム･ロー ｌｖ：1 PHB p281 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
41

［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］

音声、動作、信仰

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･イーヴル ｌｖ：3 PHB p286 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
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［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］

音声、動作、信仰

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･グッド ｌｖ：3 PHB p286 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
43

［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］

音声、動作、信仰

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･ケイオス ｌｖ：3 PHB p286 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
44

［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］

音声、動作、信仰

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 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
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［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、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
防御術

ディスミサル ｌｖ：4 PHB, CoC 意志・無効 可 ［目標］　“（他次元界）の副種別（MM p311）”を持つクリーチャー1体
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　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、信仰

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

（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：　 参照

（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：　 参照

（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

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］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］


