
和訳

新

新

―

新

新

―

新

新

―

和訳

和訳

和訳

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/4ｌｖ＋1体まで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

9
　目標となったクリーチャーは、リムーヴ・フィアー呪文（PHB p296）の効果を得る（［恐怖］効果のセーヴに対して＋4の士気ボーナスを得るとともに、これよりも前に受けていた［恐怖］効果は一時的に抑止される）。 別：〔SpC, MH〕 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 ‘1割り込み’ 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10ラウンド
防御術

ライオンハート〔ChoV〕 ｌｖ：2 ChoV p56

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
8

　目標となったクリーチャー1体は、〈聞き耳〉判定，〈視認〉判定に対して＋4の洞察ボーナスを得るとともに、“直感回避（PHB p57）”の能力を得る。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ
占術

ウォーニング ｌｖ：2 PGtF, OA

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
7

［光］　目標となったクリーチャー1体は、微かな薔薇色の、ろうそく程度の大きさの魔法の光源となる（半径5ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。また、［恐怖］効果，苦痛による効果，吐き気がする状態を与える効果，不調状態を与える効果のセーヴに対して、＋1/ｌｖ（最大＋10）の清浄ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ
防御術

ローズマントル ｌｖ：1 PGtF, MaoF

不可 可 ［目標］　クリーチャー1体
6

［力場］《エーテル界呪文》　以下の2つから選択すること。 「束の間の接吻：目標1体は、短いキスのような感覚を受ける（しばしば合図として使われる）」，「愛の噛みつき：目標1体は、1点の［力場］ダメージを受ける。また、呪文レベル2以下の接触呪文のチャージを保持していた場合、それを伝達できる（通常とは異なり、この呪文発動ではチャージ消散しない）」。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
力術

ラヴ･バイト ｌｖ：1 ChoV p56

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
5

［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、“［恐怖］効果に対する完全耐性”の能力を得る。なお、“完全耐性（MM3 p210）”の説明では、完全耐性は抑止できないとされているが、“自発的にセーヴを取りやめる（PHB p175）”では、エルフの“睡眠効果に対する完全耐性”を抑止できるとされており、可/不可をどう区別するのかは不明。 別：〔ChoV〕 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ
防御術

ライオンハート〔SpC, MH〕? ｌｖ：1 SpC, MH

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（善の数柱） 特技の追加呪文リスト

1標準

‘1割り込み’

1標準

系統

頑健・無効 不可 ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ
4

　この目標に対して、噛みつき攻撃を試みた相手は、自身の次のターンの終了時まで、“吐き気がする状態（PHB p309）”となる。また、【知力】が2以下の動物は、〈動物使い〉判定（“せきたてる”場合と同様の難易度）に成功しなければ、この目標には再度攻撃しない。なお、この呪文の効果は、毒に対する効果によっても、抵抗および除去できる。 別：〔ChoV〕 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 接触 10分/ｌｖ
変成術

ホリブル･テイスト〔SpC〕? ｌｖ：1 SpC p210

頑健・無効 不可 ［目標］　術者
3

　術者に対して、噛みつき攻撃を命中させて来た相手は、その1回毎に、自身の次のターンの終了時まで、“吐き気がする状態（PHB p309）”となる。なお、この呪文の効果は、毒に対する効果によっても、抵抗および除去できる。 別：〔SpC〕 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 自身 1ラウンド/ｌｖ
変成術

ホリブル･テイスト〔ChoV〕 ｌｖ：1 ChoV p56

不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
2

［光］　目標1体は、自身の片手に、任意の色の、ろうそく程度の大きさの魔法の光源を得る（半径5ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。また、この光源による近接接触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（アンデッドには代わりに1点/ｌｖ(最大5点)＋2ｄ6点； 合計1回/2ｌｖ(最低1回)まで使用可）。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 接触 1分/ｌｖまたはチャージ消費
力術

ハンドファイアー ｌｖ：1 PGtF, MaoF

不可 不可 ［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射
1

　この範囲内は、超小型サイズ以上の相手が合言葉なしで進入する毎に、選択したアラーム1つが作動する。ただし、併存や隣接する次元界の相手は感知できない。 「精神的アラーム：術者は、精神的に察知する（睡眠時は目覚める； 半径1マイル）」，「音声的アラーム：1ラウンドの間、ベルの音が鳴り響く（半径60ｆｔ； 半径180ｆｔまで聞こえる）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可）
防御術

アラーム ｌｖ：1 PHB p200

構成要素 発動 距離《聖なる国［仮訳/the Holy Realm］のイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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/〉　 〈v2.13〉 （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］

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

距離

セーヴ

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照 セーヴ

発動 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 距離

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

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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］
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呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

「’」⇒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 《自然のイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 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 ®
 フェイルーンの神格（自然の数柱） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

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

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

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

召喚術
モールド･タッチ ｌｖ：3 PGtF p116

（創造）　術者は、この近接接触攻撃が命中した相手1体、または接触した一地点を中心として、この呪文のチャージ消費によって、“ブラウン・モールド（DMG p75）”を創造する。なお、術者自身は、おそらくこのモールドからの害を受けない。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可 不可 ［効果］　創造された、半径5ｆｔの範囲内を覆うブラウン・モールド
10

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
ソーン･スプレー ｌｖ：4 PGtF p108

　この呪文の完成時に、1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点）ぶんのダメージを分割すること（7ｄ6点の場合、“1ｄ6点×7”，“2ｄ6点＋5ｄ6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）。また、このダメージを受けた相手は、2ｄ4ラウンドの間、“不調状態（PHB p310）”となる（頑健・無効）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 頑健・不完全 可 ［目標］　クリーチャー1体以上
11

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
ブライアータングル ｌｖ：4 PGtF p112

　術者は、エンタングル呪文（PHB p212）の効果を作り出す。また、5ｆｔ以上離れた相手に対して遮蔽、20ｆｔ以上離れた相手に対して完全遮蔽を与える。さらに、「この範囲内で移動する」，「この呪文からの“からみつかれた状態”となる」，「上記の状態からの脱出を試みる」を行った相手は、その1回毎に、1点/ｌｖ＋1ｄ8点の魔法の刺突ダメージを受ける。

音声、動作、信仰 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可） 反応・不完全 不可 ［目標］　半径40ｆｔの拡散内の、全ての樹木
12

［３.５ｅ］ (F) × ×

召喚術
ツリー･ヒーリング ｌｖ：5 PGtF p108

（治癒）〔正〕　術者は、自身よりも大きい樹木1つの中に入る（周囲の音声は聞こえる）。その後、術者は、この樹木の中で1時間を過ごす毎に、自身のキャラクター・レベルと同じ値のダメージが治癒される。また、この樹木の中で24時間を過ごした時点で、ヒール呪文（PHB p266）の効果を得る。ただし、この樹木がダメージを受けた場合、本文参照。

音声、動作、信仰 1標準 自身、接触 24時間（解除可） 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　術者および、接触した非魔法の樹木1株
13

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
ファイアーウォード ｌｖ：5 SpC, PGtF

　「効果範囲型：この範囲内の、非魔法の炎は鎮火される。また、魔法の［火］効果は抑止される（解呪判定に成功した場合、代わりに鎮火される； 本文参照）。さらに、“（火）の副種別”を持つ相手は、1ラウンドにつき1回ずつ、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを受ける」，「目標型：目標となった魔法のアイテム1つは、［火］効果の能力が抑止される」。

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1時間/ｌｖ 不可 不可 ［効果範囲/目標］　1辺が20ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの範囲内か、魔法のアイテム1つ

14

［３.５ｅ］ (F) ○ ○
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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

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

（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

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（アーヴォリーン） 特技の追加呪文リスト

変成術
ローライト･ヴィジョン ｌｖ：1 SpC, CAr… 音声、物質 1標準

　目標1体は、“夜目”の能力を得る。このことによって、“明るい照明”および“薄暗い照明”の範囲内が、通常の2倍に広がったかのように、視認を行うことができる（PHB p162参照）。また、“薄暗い照明”の範囲内にあるものでも、通常通り色彩を識別できる。ただし、魔法の暗闇に対しては、この能力は機能しない。 （…UE, SSp, MaoF）

接触 1時間/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
17

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

防御術
セイフ･クリアリング ｌｖ：3 SpC, ShS, MaoF

　術者は、動かすことのできない防護の場を作り出す。その後、「危害を加える目的で進入する」，「内部の相手を直接攻撃する（目標型効果を含む）」を試みた相手は、それらの行動が失敗して、それらを再度試みられない（意志・無効； 効果範囲型効果，効果型効果ならば攻撃できる）。ただし、この内部で“攻撃的な行動”をとった相手は、後者の利益を失う。

音声、動作 10分 30ｆｔ 1時間/ｌｖ 意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径30ｆｔの拡散
18

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
ブレード･サースト ｌｖ：3 SpC, MaoF

　目標となった斬撃武器1つは、青白い炎で包まれて、松明（PHB p162）と同様の大きさの照明を放つ。また、この武器は、＋3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、＋3の強化ボーナスを得る）。

音声 ‘1即行’ 接触 1ラウンド/ｌｖ 不可(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、斬撃ダメージを与える武器1つ
19

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

不可 不可 ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで
16

［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）。 ［３.５ｅ］

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

メッセージ ｌｖ：1 PHB, CoC

頑健・無効 可 ［目標］　人型生物1体
15

　目標1体および装備品は、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］

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

エンラージ･パースン ｌｖ：1 PHB p212

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/〉　 〈v2.13〉 （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 《アーヴォリーンのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

セーヴ



和訳

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

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

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

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

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 ®
 フェイルーンの神格（アモーネイター） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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 《アモーネイターのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PwoF］ 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］

なし ［目標］　術者
20

［３.５ｅ］
占術

オーギュリィ ｌｖ：2 PHB, CoC

　術者は、これからする特定の行動1つの託宣を行って、30分以内の未来に関する、「吉」，「凶」，「吉にして凶」，「いずれでもなし」の内の、いずれかの神託1つを得る。ただし、役に立つ返答の基本確率は、1％/ｌｖ（最大20％）＋70％である（ＤＭが秘密裏にロール； 本文参照）。 ［物質要素：香（25ｇｐぶん）； 焦点具：骨などのトークン1セット（25ｇｐ）］

音声、動作、‘物質、焦点’ 10ラウンド 自身 瞬間 なし

変成術
ヘイスト ｌｖ：3 PHB p281

　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。）

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 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
21

［３.５ｅ］

力術
オーダーズ･ラス ｌｖ：4 PHB p213

［秩序］　この範囲内にいる混沌のクリーチャーは、1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）のダメージを受けて（混沌の来訪者ならば代わりに1ｄ6点/ｌｖ(最大10ｄ6点)； 意志・半減）、1ラウンドの間、“幻惑状態（PHB p305）”となる（意志・無効）。また、秩序混沌どちらでもないクリーチャーは、上記のダメージの1/2のみを受ける（意志・半減）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 意志・不完全 可 ［効果範囲］　1辺が30ｆｔの立方体状の爆発
22

［３.５ｅ］

変成術
ヘイスト〔3e〕 ｌｖ：4 PHB_3e p254

　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〕

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
23

［３ｅ］

変成術
ヘイスト, マス〔3e〕 ｌｖ：7 PHB_3e p261

　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。

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

［３ｅ］

力術
サンバースト ｌｖ：8 PHB p232

［光］　この範囲内にいる相手は、“盲目状態”となって（反応・無効）、以下のダメージを受ける（反応・半減）。また、8レベル以下の［闇］効果は、解呪される。 「太陽光から害を受ける相手，太陽光に馴染みがない相手：6ｄ6点×2」，「アンデッド（追加で破壊される），スライム，粘体，ファンガス：1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）」，「その他の相手：6ｄ6点」。

音声、動作、信仰 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 反応・不完全 可 ［効果範囲］　半径80ｆｔの爆発
25

［３.５ｅ］

変成術
タイム･ストップ ｌｖ：9 PHB p246

　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）。

音声 1標準 自身 瞬間（1ｄ4＋1ラウンド） なし なし ［目標］　術者
26

［３.５ｅ］



和訳

新

―

有

和訳

和訳

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

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

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

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 ®
 フェイルーンの神格（アンハー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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 《アンハーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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］

変成術
ブレス･ウェポン ｌｖ：1 PHB p279

［おそらく善］　目標となった武器1つは、善の属性を得る（本来の属性は抑止）。また、悪の相手に対して、「それが、“ダメージ減少”の能力を持つか、“非実体状態（RC p64，MM3 p219）ならば、追加で魔法の武器として扱われる」，「クリティカル可能状態となった場合、他にそれに関する能力を持たないならば、自動的にクリティカル・ヒットとなる」の利益を得る。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、矢弾1つか射出武器ではない武器1つ
27

［３.５ｅ］

力術
サンダーストローク ｌｖ：2 ChoV p59

［電気］　目標となったクリーチャー1体または物体1つは、1ｄ6点/ｌｖ（最大5ｄ6点）の［電気］ダメージを受ける。なお、この呪文の音声は、〈聞き耳〉判定（基本の難易度は－10）によって知覚できる。

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 反応・半減 可 ［目標］　クリーチャー1体か物体1つ
28

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
スピリチュアル･ウェポン ｌｖ：2 AoM, PHB

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、［力場］の武器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回の移動アクション； 変更時は全力攻撃不可）。 ［術者の基本攻撃ボーナス＋【対応能力値】修正値で近接攻撃； 1点/3ｌｖ（最大5点）＋1ｄ8点の［力場］ダメージ］

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 可 ［効果］　魔法の［力場］の武器1つ（信仰する神格が好む武器のクリティカル情報を持つ）

29

［３.５ｅ］ ○ ○ (D)



和訳

―

―

―

和訳

和訳

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

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

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

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 ®
 フェイルーンの神格（イーリストレイー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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 《イーリストレイーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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］

可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
30

［３.５ｅ］ (F) ×
力術

イーリストレイーズ･ムーンファイアー ｌｖ：1 ChoV p55

［光、おそらく冷気］　目標1体は、月光のような炎を得る。その後、これは、照明の大きさ（ろうそく～松明程度）および色を、自由に変更できる。また、この炎による近接接触攻撃が命中した場合、1点/ｌｖ（最大5点）＋2ｄ6点の［冷気］ダメージを与えて、この呪文がチャージ消費される。さらに、ダンシング・ライツ呪文のようにも使用できる（本文参照）。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖまたはチャージ消費 不可

×

変成術
スペルソング, レッサー ｌｖ：3 ChoV p58

　術者は、習得済みの1レベル以下の呪文1つを、即座に準備する。ただし、呪文の発動などによって、その呪文レベル以上のスロットが空いていなければならない（この呪文の発動によって空いたスロットはおそらく使用不可； SpC p149のトライアドスペル呪文を参照）。なお、この呪文は、バード呪文と同様に、呪文の音声要素を省略できない。

動作、信仰、‘音声’ 1ラウンド 自身 瞬間 なし なし ［目標］　術者
31

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
スペルソング ｌｖ：6 ChoV p58

　術者は、習得済みの4レベル以下の呪文1つを、即座に準備する。ただし、呪文の発動などによって、その呪文レベル以上のスロットが空いていなければならない（この呪文の発動によって空いたスロットはおそらく使用不可； SpC p149のトライアドスペル呪文を参照）。なお、この呪文は、バード呪文と同様に、呪文の音声要素を省略できない。

動作、信仰、‘音声’ 1ラウンド 自身 瞬間 なし なし ［目標］　術者
32

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《イルメイターのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

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 ®
 フェイルーンの神格（イルメイター） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

防御術
1時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)グローリィ･オヴ･ザ･マーター ｌｖ：4 PGtF, BoED, MaoF 音声、動作、信仰、‘焦点’ 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで

33
［善］〔正〕　この目標は、シールド・アザー呪文（PHB p223）の効果を得るとともに、術者が死亡した場合、1ｄ8点のダメージが治癒される。ただし、術者から距離限界を超えて離れた目標からは、この呪文は終了する。 ［焦点具：白金の指輪1つ×（術者＋目標の人数ぶん）（各50ｇｐ； 術者および目標は、この焦点具を身に着けていなければならない）］ ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

死霊術
パクト･オヴ･マーターダム ｌｖ：4 PGtF p110

［善］　目標となったクリーチャー1体は、現在のｈｐが術者よりも少ない場合、現在のｈｐが術者と交換される。また、この目標が、満身創痍状態，気絶状態，瀕死状態，容態安定状態のいずれか1つ以上であった場合、それらの状態が除去されて、術者が代わりにその状態に変化する（PHB p143参照）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可(無害) 可(無害) ［目標］　同意するクリーチャー1体
34

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
フェイヴァー･オヴ･ザ･マーター ｌｖ：4 SpC, PGtF, MaoF

　目標1体は、“多くの不利な状態に対する完全耐性”の能力（本文参照； すでに受けていたものは抑止）と、《持久力》の特技（PHB p91）を得る。また、“瀕死状態（PHB p143）”になった場合でも、意識を保つとともに、1ラウンドにつき1回まで、ｈｐを失わずに、1回の標準アクションを行える。 ※PGｔF，MaoFでは、フェイヴァー・オヴ・イルメイター呪文として収録。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ 不可(無害) 可(無害) ［目標］　同意するクリーチャー1体
35

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

新

―

新

有

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《ヴァレイのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoR］ 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 ®
 フェイルーンの神格（ヴァレイ） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

変成術
ブラインディング･スピットル ｌｖ：2 SpC, PGtF, MaoF

　術者は、腐食性の唾液を吐き出す（攻撃ロールに対して－4の未習熟のペナルティ）。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、次に目を洗うまでの間、“盲目状態（PHB p311）”となる。 ※“ヴァレイ”の表記は、GHoｔR p72による。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可 可 ［効果］　腐食性の睡液1つ
36

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
サーペント･アロー ｌｖ：4 ChoR, SeK

　目標となった矢弾は、その遠隔攻撃後に、超小型ヴァイパー・スネーク（MM p273）に形質変化する。このことによって、クリーチャーに命中した場合、＋1点の追加ダメージと、“毒（本文参照）”を与えて、その後、その相手に対して近接戦闘を行う。なお、この矢弾が外れた場合、最も近くにいる相手（術者自身を除く）に対して近接戦闘を行う。

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10分/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　木の枝，木製のアロー，ダーツなど8発まで、どの2つをとっても40ｆｔの距離内

37

［３.５ｅ］ (F) × ×

幻術
ヴェイル ｌｖ：6 PHB p207

（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。

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） 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
38

［３.５ｅ］

変成術
アニマル･シェイプス ｌｖ：8 RC, PHB

（ポリモーフ）　目標となったクリーチャーは、“別形態（RC，または日本語版公式ページのエラッタを参照）”の能力と同様に、「1ＨＤ/ｌｖ（最大20ＨＤ）」，「目標内の最小のＨＤ数」のどちらか低い方以下の、同一の動物に変身する。また、術者自身ではなくても、1回の全ラウンド・アクションによって、自身からこの変身を解除できる。

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ（解除可） 不可(無害) 可(無害) ［目標］　同意するクリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても20ｆｔの距離内
39

［３.５ｅ］



和訳

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ガンドのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ガンド） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

占術
ウィールドスキル ｌｖ：1 PGtF, MaoF

　以下の2つから選択すること。 「目標1体は、術者が選択した技能1つの、次の技能判定1回に対して＋5の技量ボーナスを得る。また、その技能が1ランク未満でも、“習得済み”として技能判定を行える」，「目標1体は、術者が選択した武器1種類または防具1種類に対して、《習熟》を得る」。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖまたはチャージ消費 不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
40

［３.５ｅ］ (F) × ×

占術
アンダースタンド･デヴァイス ｌｖ：3 PGtF, MaoF

　術者は、有効距離内にある、全ての装置の構造を把握できる。このことによって、〈開錠〉判定，〈装置無力化〉判定に対して、＋1/ｌｖ（最大＋15）の洞察ボーナスを得る。また、〈開錠〉技能，〈装置無力化〉技能が1ランク未満でも、“習得済み”として技能判定を行える。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
41

［３.５ｅ］ (F) × ×

幻術
ファンタスティック･マシン ｌｖ：6 SpC, FRCS

（創造）　術者は、人造1体を創造する。これは、大型アニメイテッド・オブジェクト（MM p12）と同様だが、以下の点が異なる。また、日本語にして75文字以内の命令1つを与えることができる（後から変更できない）。 ［ＡＣ14； 硬度10； 22ｈｐ； 車輪移動40ｆｔ/水泳移動10ｆｔ/飛行移動10ｆｔ（劣悪）； 【筋力】，セーヴ，攻撃などは、本文参照］

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　創造された、大きさが10ｆｔの人造クリーチャー1体
42

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

―

―

―

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《グルームシュのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoR］ 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 ®
 フェイルーンの神格（グルームシュ） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

防御術
バトル･ライン ｌｖ：2 ChoR p28

［おそらく恐怖、精神作用］　術者は、可視状態の不浄なエリアを作り出す。その後、この範囲内に進入したクリーチャーは、最初の進入時に1回のみ、“怯え状態（PHB p303）”となる（意志・無効； 呪文の終了時まで持続）。なお、上記のセーヴに成功した相手は、以後24時間、同一の術者によるこの呪文の害を受けない。

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効 おそらく可 ［効果範囲］　1辺が5ｆｔのマス目2個/ｌｖ（最大10個）ぶんまでの範囲内
43

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
ブラッドスピア ｌｖ：3 ChoR p29

　目標となった武器1つは、“ウーンディング（DMG p220）”の武器の能力を得る。ただし、この呪文は、同時に1つまでしか稼動状態にはならない。また、すでにその能力を持つ武器や、アーティファクトに対しては、この呪文は作用しない。さらに、1ラウンドを超えて、術者がこの武器を手放した場合、この呪文は終了する。

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、グルームシュの好む武器1つ
44

［３.５ｅ］ (F) × ×

召喚術
ポケット･ケイヴ ｌｖ：5 ChoR p33

（創造）《異次元空間》　この呪文は、平らな地面や岩の上でのみ発動できる。術者は、異次元空間の洞窟1つを創造する（呪文の発動地点に、高さ8ｆｔ×幅4ｆｔの入り口1つが出現する）。この内部には、術者が指定した相手しか進入できず、術者自身はこの入り口を自由に開閉できる。また、この内部は暗く、幾つかの設備が付随している（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　創造された、1辺が10ｆｔの立方体2個/ｌｖぶんまでの、異次元空間の洞窟1つ

45

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
アイバイト ｌｖ：6 PHB p197

［悪］　術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、それぞれ異なるクリーチャー1体を目標にできる（呪文の完成時の他は1回の移動アクション； いずれも10分/ｌｖ持続； 本文参照）。 「3ＨＤ以下：恐慌，昏睡，不調状態の全て（おそらく［恐怖、精神作用］効果）」，「4ＨＤ～9ＨＤ：恐慌，不調状態の両方」，「10ＨＤ以上：不調状態」。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/3ｌｖ 頑健・無効 可 ［目標］　生きているクリーチャー1体以上
46

［３.５ｅ］

死霊術
ウェイヴズ･オヴ･イグゾースチョン ｌｖ：7 PHB p207

〔負〕　術者は、負のエネルギーの大波を放つ。このことによって、この範囲内にいる生きているクリーチャーは、“過労状態（PHB p303）”となる。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 瞬間 不可 可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
47

［３.５ｅ］



和訳

新

新

新
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和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ゴーナドーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoR］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ゴーナドー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

召喚術
コロウシヴ･グラスプ ｌｖ：1 SpC, MaoF

（創造）［酸］　術者は、合計1回/ｌｖまで、「この近接接触攻撃が命中した相手」，「組みつき判定によってダメージを与えることに成功した相手」，「素手攻撃または肉体武器を命中させて来た相手」のいずれかに対して、1ｄ6＋1点の［酸］ダメージを与えることができる。

音声、動作 1標準 接触 不明またはチャージ消費 不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体以上
48

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
ブラインドサイト ｌｖ：2 SpC, PGtF…

　目標1体は、“擬似視覚（30ｆｔ）”の能力を得る（DMG p291，MM p307参照）。このことによって、有効距離内の相手の、存在および位置を特定できる（エーテル状態は感知不可）。また、視覚への依存によるペナルティを無効化できる（多くの失敗確率，対不可視状態の【敏捷力】ボーナス適用不可，盲目状態の移動速度低下など）。 （…Und, SSp, MaoF）

音声、動作 1標準 接触 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
49

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
アモーファス･フォーム ｌｖ：3 SpC, Und

　目標1体および装備品は、不定形状態となる。その後、直径2インチ以上の隙間は通過でき、基本地上移動速度と同じ“水泳移動速度”と、“挟撃，クリティカル・ヒット，（ポリモーフ）効果，朦朧効果，毒に対する完全耐性”の能力を得る。ただし、超常能力と、防具のＡＣボーナスを失って、音声，動作，物質，焦点具要素を満たすことができない。

動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害) ［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
50

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

召喚術
スライム･ハール ｌｖ：5 ChoR p35

（創造）　術者は、任意の相手1体に対して、球体状のスライムの塊3つを放り投げる（全てが同一の目標のみ； 遠隔攻撃ロールは個別に行う）。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、命中した攻撃1回につき“グリーン・スライム（DMG p75）”1つに覆われる。

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可 不可 ［効果］　創造された、グリーン・スライムの塊3つ
51

［３.５ｅ］ (F) × ×

防御術
マントル･オヴ･ザ･スライム･ロード ｌｖ：7 ChoR p31

　術者は、つややかに輝く、粘着性の汚水のようなオーラを得る。その後、“モデレット・フォーティフィケイション（DMG p215）”の防具の能力の利益を得るとともに、“睡眠効果，麻痺効果，朦朧効果，（ポリモーフ）効果，毒に対する完全耐性”の能力を得る。また、精神を持たない粘体は、術者の側から攻撃しない限り、術者に対しては攻撃しない。

音声、動作、信仰 1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者
52

［３.５ｅ］ (F) × ×
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新
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新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《コスースのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoR］ 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 ®
 フェイルーンの神格（コスース） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

力術
スコーチ ｌｖ：2 SpC, FRCS

［火］　この範囲内にいるクリーチャーは、1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）の［火］ダメージを受ける。 ※FRCSでは、アガナザーズ・スコーチャー呪文として収録。

音声、動作、焦点 1標準 30ｆｔ 瞬間 反応・半減 可 ［効果範囲］　長さ30ｆｔの直線状
53

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

召喚術
ファイアー･ストライド ｌｖ：4 SpC, FRCS

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、自身の胴回り以上の炎1つの中に入ることで、“長距離（100ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”内にある、それと同じ条件の炎の、全ての存在および位置を知覚できる（［火］ダメージは通常通り受ける）。また、合計1回/ｌｖまで、1回の全ラウンド・アクションによって、自身および装備品を、その炎1つの中まで、瞬間的に移動できる。

音声、動作 1標準 自身、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 10分/ｌｖまたはチャージ消費 なし なし ［目標］　術者
54

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

力術
シュラウド･オヴ･フレイム ｌｖ：5 SpC, PGtF

［火］　目標1体は、噴出する炎で包まれて、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、2ｄ6点の［火］ダメージを受ける（水に飛び込むなどで消火できる； 本文参照）。また、松明の2倍の大きさの光を放って（半径40ｆｔ以内が明るい照明、半径80ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）、全ての視認困難が無効化される。

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 不可 可 ［目標］　クリーチャー1体
55

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

召喚術
インセンディエリィ･クラウド ｌｖ：8 PHB p204

（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）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 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
56

［３.５ｅ］
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和訳

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

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（シアリック） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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 《シアリックのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 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）』(○)

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

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

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

死霊術
ブラック･タロン ｌｖ：2 PGtF p112

　術者は、自身の腕1本がゴムのように形質変化して、“爪”の肉体武器1つを得る（命中した場合の効果は、本文参照）。また、この爪による攻撃は、間合いが＋5ｆｔされて、攻撃ロールに対して＋1の不浄ボーナスを得る。さらに、上記の攻撃ロールのボーナスは、1レベルを超える3レベル毎に1上昇する。

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
57

［３.５ｅ］ (F) × ×

幻術
スカル･オヴ･シークレッツ ｌｖ：4 PGtF, MaoF

（操影）［火］《影界呪文》　この呪文の完成時に、この呪文が持つ能力2つに対して、起動条件1つずつを設定すること（本文参照； どちらも1回ずつのみ起動可）。術者は、“非実体状態（RC p64，MM3 p219）”の頭蓋骨の映像1つを作り出して、“飛行移動速度40ｆｔ（完璧）”として行動させる（DMG p20参照； 呪文の起点から20ｆｔ以内でのみ行動可）。

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） チャージ消費まで永続 不可、反応・不完全 可 ［効果］　非実体状態の頭蓋骨1つ
58

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
ドレッド･ブラスト ｌｖ：4 PGtF, LoDa

〔負〕　この遠隔接触攻撃が命中した相手は、1点/ｌｖ（最大20点）＋4ｄ8点のダメージを受けて（意志・半減）、1ラウンドの間、“幻惑状態（PHB p305）”となる（意志・無効）。また、アンデッドに対しては、同じ値のダメージの治癒のみとなる。なお、人造に対しては作用しない。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 意志・半減 不可 ［効果］　光線1本
59

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
スカル･アイズ ｌｖ：5 PGtF, LoDa

　術者は、有効距離が“近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）”の、“凝視攻撃（DMG p291）”の能力を得る。その後、この範囲内にいるクリーチャーは、自身のターンの開始時毎に1回ずつ、以下の効果を受ける。なお、通常通り、能動的にも使用でき、自由に抑止できる。 「1ＨＤ/ｌｖ未満：チャーム系呪文の効果」，「1ＨＤ/ｌｖ以上：コンフュージョン呪文の効果」。

音声、動作 1標準 自身、近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/3ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　術者
60

［３.５ｅ］ (F) × ×

幻術
トリプル･マスク ｌｖ：7 PGtF, LoDa

（操影）《影界呪文》　術者は、自身と同じ外見，匂い，音声を持つ、半ば実体を持つ影分身3体を作り出す。その後、「影分身1体を通して知覚するように変更する（1回のフリー・アクション）」，「影分身を通して呪文発動する」，「この影分身を、アンシーン・サーヴァント呪文（PHB p200）と同様に行動させる（制御が必要）」を使用できる（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　影分身3体
61

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《シャアのイニシエイト》 追加呪文　収録：［CoSW，ChoR］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（シャア） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

幻術
ディスガイズ･セルフ ｌｖ：1 PHB p250

（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。

音声、動作 1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可） なし、意志・看破(遣取) なし、不可 ［目標］　術者
62

［３.５ｅ］

心術
クラッシング･ディスペア ｌｖ：3 PHB p219

（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。）

音声、動作、物質 1標準 30ｆｔ 1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　円錐形の爆発内の、全ての精神を持つクリーチャー
63

［３.５ｅ］

防御術
アーマー･オヴ･ダークネス ｌｖ：4 SpC, De&De, FRCS

［闇］　目標1体は、魔法の暗闇で包まれて、自身の外見的特徴が隠蔽される。また、“暗視（60ｆｔ）”の能力と、ＡＣに対して＋4の反発ボーナス（おそらく7レベルを超える3レベル毎に＋1； 19レベル以上で最大＋8）を得て、［善］効果，［光］効果のセーヴに対して＋2のボーナスを得る。さらに、アンデッドならば、“退散抵抗＋4（DMG p294）”の能力を得る。

音声、動作、信仰 1標準 接触 10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
64

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

力術
ダークボルト〔SpC, FRCS〕 ｌｖ：5 SpC, FRCS

［闇］〔負〕　術者は、暗黒の光線を発射できる（「完成時に1本と以後1ラウンド毎に1本」，「完成時に全て」のどちらか； 1回のフリー・アクション）。この遠隔接触攻撃が命中した生きている相手は、2ｄ8点のダメージを受けて（セーヴ不可）、1ラウンドの間、“幻惑状態（PHB p305）”となる（意志・無効）。ただし、アンデッドは、幻惑効果のみとなる。 別：〔LoMa, BoVD〕

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/2ｌｖ（最大7ラウンド）、瞬間 意志・不完全 可 ［効果］　光線1本/2ｌｖ（最大7本）、どの2体をとっても60ｆｔの距離内
65

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《セルーネイのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 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 ®
 フェイルーンの神格（セルーネイ） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

力術
ハンドファイアー ｌｖ：1 PGtF, MaoF

［光］　目標1体は、自身の片手に、任意の色の、ろうそく程度の大きさの魔法の光源を得る（半径5ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。また、この光源による近接接触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（アンデッドには代わりに1点/ｌｖ(最大5点)＋2ｄ6点； 合計1回/2ｌｖ(最低1回)まで使用可）。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖまたはチャージ消費 不可 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
66

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
ムーン･ブレード ｌｖ：3 SpC, FRCS

　術者は、長さ3ｆｔの光のソード1本を作り出す。この武器は、近接接触攻撃によって、1点/2ｌｖ（最大15点）＋1ｄ8点のダメージを与えて（アンデッドには2倍のダメージ）、魔法的な撹乱を引き起こす（本文参照）。ただし、この武器のダメージには、【筋力】修正値が追加されない。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可） 不可 可 ［効果］　ソードのような光線1本
67

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

力術
ウォール･オヴ･ムーンライト ｌｖ：4 PGtF p100

［善、光］　術者は、光の幕1つを作り出す（移動は妨害しない）。この障壁は、ライト呪文と同様の光を放って、周囲40ｆｔのこの呪文レベル以下の［闇］効果を解呪する。また、接触した場合、魔法のアイテムはフェアリー・ファイアー呪文の効果（1ｄ4＋1ラウンド持続）を、本文中の相手はダメージを受ける。 ※パーマネンシィ呪文を適用可（本文参照）。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 不可 可 ［効果］　1辺が5ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、光の幕1つ
68

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
ストレンクス･オヴ･ザ･ビースト ｌｖ：4 PGtF, Dr@304

　術者は、〈変身制御〉判定に対して－4のペナルティを受けるが、人型生物形態（または類似の本来の形態）である間は、「動物形態の、“鋭敏嗅覚”，“ダメージ減少”，特技を得る」，「本来の形態から動物形態になる際の、能力値差分の1/2を得る（2の倍数になるように端数切り捨て）」の効果を受ける。ただし、術者は、ライカンスロープでなければならない。

音声、焦点、‘ライカンスロープ’ 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
69

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
ムーン･パス ｌｖ：5 SpC, FRCS

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、白く輝く半透明な、［力場］の階段1つまたは橋1つを作り出す（ウォール・オヴ・フォース呪文(PHB p210)と同様だが、解呪可）。また、指定した相手1体/ｌｖまでは、この呪文の上では、サンクチュアリィ呪文（PHB p231； ただし、一部の効果が異なる）およびスパイダー・クライム呪文（PHB p242）の利益を得る。

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　長さ15ｆｔ/ｌｖまで×幅3ｆｔ～20ｆｔの、魔法の［力場］の階段1つか橋1つ
70

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

防御術
ムーンウェブ ｌｖ：5 PGtF p115

［おそらく力場］《エーテル界呪文》　術者は、「円筒形」，「正方形の平板」のどちらかの形状を持つ、［力場］の壁1つを作り出す。また、この障壁は、片側からは“透明かつ通過可”だが、もう片側からは“不透明かつ通過不可”となる。ただし、「正方形の平板」の形状が選択された場合、その1辺以上が、地面などに固定されなければならない。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 10分/ｌｖ 不可 可 ［効果］　魔法の［力場］の、高さ10ｆｔ×直径5ｆｔの円筒形1つか、高さ10ｆｔ×幅10ｆｔの平板1つ

71

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

―

―

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《タイモーラのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（タイモーラ） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

変成術
フリーティング･フォーチュン ｌｖ：1 ChoV p55

　目標となったクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、自身のいずれかの技能判定1回に対して、＋5の幸運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。

音声、動作、信仰 ‘1割り込み’ 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンドまたはチャージ消費 おそらく意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
72

［３.５ｅ］ (F) × ×

防御術
フェイヴァー･オヴ･タイモーラ ｌｖ：2 ChoV p55

　目標となったクリーチャー1体は、黄金色のエネルギーで包まれる。このことによって、ＡＣに対して＋2の幸運ボーナスを得る。

音声、動作、焦点 ‘1割り込み’ 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/3ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
73

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《チャズザーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［DroF］ 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 ®
 フェイルーンの神格（チャズザー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

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 可 ［目標］　クリーチャー1体
74

［３.５ｅ］

力術
パラランダスクス･ファイアー･ブレス ｌｖ：2 CoSW p150

［火］　術者は、この呪文のチャージ消費によって、ブレス攻撃1回を行える（この呪文の完成時に1回のフリー・アクションで使用するか、この呪文の持続時間中に1回の標準アクションで使用可）。この範囲内にいる相手は、1ｄ6点/ｌｖ（最大5ｄ6点）の［火］ダメージを受ける。

音声、動作 1標準 10ｆｔ 1時間またはチャージ消費 反応・半減 可 ［効果範囲］　円錐形のおそらく爆発
75

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
フレイム･ブレード ｌｖ：2 PHB p278

［火］　術者は、長さ3ｆｔの光輝くビーム1つを作り出す。この武器は、シミター（片手武器）として使用でき、近接接触攻撃によって、1点/2ｌｖ（最大10点）＋1ｄ8点の［火］ダメージを与える。ただし、この武器のダメージには、【筋力】修正値が追加されない。また、この呪文は、水中では機能しない。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可） 不可 可 ［効果］　シミターのような炎のビーム1本
76

［３.５ｅ］

力術
ファイアーボール ｌｖ：3 PHB p269

［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。

音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 反応・半減 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
77

［３.５ｅ］

変成術
マジック･ヴェストメント ｌｖ：3 PHB p285

　目標となった防具1つまたは衣服1つは、＋1/4ｌｖ（最大＋5）の魔法の防具として扱われる（ＡＣの盾ボーナスまたは鎧ボーナスに対して、同じ値の強化ボーナスを得る）。なお、ＡＣに対して＋1以上の強化ボーナスを持つ防具は、硬度およびｈｐが上昇する（PHB p163，DMG p213参照； おそらく呪文などによるものを含む）。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1時間/ｌｖ 意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した、衣服，盾，鎧のいずれか1つ
78

［３.５ｅ］

力術
ファイアー･シールド ｌｖ：4 PHB p268

［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」。

音声、動作、信仰 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可） なし、不可 なし、可 ［目標］　術者
79

［３.５ｅ］



和訳

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ティアのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ティア） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

力術
ソード･アンド･ハンマー ｌｖ：4 PGtF p107

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、スピリチュアル・ウェポン呪文（PHB p242）と同様に、特定の［力場］の武器2つを作り出す。 ［術者の攻撃ボーナス＋【対応能力値】修正値＋1で近接攻撃； 1点/3ｌｖ（最大5点）＋1点＋1ｄ8点の［力場］ダメージ； 挟撃可； クリティカル情報はその武器と同様； 最初に1回のみ呪文抵抗を行う］

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 可 ［効果］　魔法の［力場］の、ウォーハンマー1本とロングソード1本
80

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
ソード･アンド･ハンマー, グレーター ｌｖ：6 PGtF p102

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、スピリチュアル・ウェポン呪文（PHB p242）と同様に、特定の［力場］の武器2つを作り出す。 ［術者の攻撃ボーナス＋【対応能力値】修正値＋2で近接攻撃； 1点/3ｌｖ（最大＋10）＋2ｄ6点の［力場］ダメージ； 挟撃可； クリティカル情報はその武器と同様； 《クリティカル強化》の特技の利益； 最初に1回のみ呪文抵抗を行う］

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 可 ［効果］　魔法の［力場］の、大型サイズのウォーハンマー1本とロングソード1本
81

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《トームのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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 ®
 フェイルーンの神格（トーム） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

心術
コマンド ｌｖ：1 PHB p223

（強制）［精神作用、言語依存］　目標となったクリーチャー1体は、術者が使用した言語を理解できる場合、可能なだけ早く、術者の命令1つに従わなければならない。 「来い：術者に近付く」，「落とせ：持っているものを落とす」，「倒れろ：“伏せ状態（PHB p310）”となる」，「逃げろ：術者から離れる」，「止まれ：その場に立ちつくす」。

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド 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
82

［３.５ｅ］

変成術
ブレス･ウェポン ｌｖ：1 PHB p279

［おそらく善］　目標となった武器1つは、善の属性を得る（本来の属性は抑止）。また、悪の相手に対して、「それが、“ダメージ減少”の能力を持つか、“非実体状態（RC p64，MM3 p219）ならば、追加で魔法の武器として扱われる」，「クリティカル可能状態となった場合、他にそれに関する能力を持たないならば、自動的にクリティカル・ヒットとなる」の利益を得る。

音声、動作 1標準 接触 1分/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、矢弾1つか射出武器ではない武器1つ
83

［３.５ｅ］

防御術
ハンド･オヴ･ザ･フェイスフル ｌｖ：4 SpC, Dr@333, MaoF

［可変］　この範囲内では、「術者と信仰する神格が共通している」，「その神格の聖印を持つ」のどちらでもない相手は、この範囲内への進入，内部での移動を試みた場合、1ラウンドの間、“朦朧状態”となる（1回でもセーヴに成功すると無効化； 内部からの脱出に専念するならば、セーヴ不要）。 ※Dr@333，MaoFでは、ハンド・オヴ・トーム呪文として収録。

音声、動作、信仰 10ラウンド 10ｆｔ 1時間/ｌｖ 頑健・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
84

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

新

新

―

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ノバニオンのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ノバニオン） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

防御術
ライオンハート〔SpC, MH〕? ｌｖ：1 SpC, MH

［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、“［恐怖］効果に対する完全耐性”の能力を得る。なお、“完全耐性（MM3 p210）”の説明では、完全耐性は抑止できないとされているが、“自発的にセーヴを取りやめる（PHB p175）”では、エルフの“睡眠効果に対する完全耐性”を抑止できるとされており、可/不可をどう区別するのかは不明。 別：〔ChoV〕

音声、動作、物質 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 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
85

［３.５ｅ］

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅱ ' ｌｖ：2 PHB p228

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、3ｌｖのリストのライオン（MM p282）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。

音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　招来された、ライオン1体
86

［３.５ｅ］

防御術
ライオンハート〔ChoV〕 ｌｖ：2 ChoV p56

　目標となったクリーチャーは、リムーヴ・フィアー呪文（PHB p296）の効果を得る（［恐怖］効果のセーヴに対して＋4の士気ボーナスを得るとともに、これよりも前に受けていた［恐怖］効果は一時的に抑止される）。 別：〔SpC, MH〕

音声、動作 ‘1割り込み’ 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10ラウンド 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/4ｌｖ＋1体まで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
87

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
シャウト ｌｖ：4 PHB p234

［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）。

音声 1標準 30ｆｔ 瞬間 頑健・不完全(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［効果範囲］　円錐形の爆発
88

［３.５ｅ］



和訳

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《ベアラヴァールのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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 ®
 フェイルーンの神格（ベアラヴァール） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

変成術
カモフラージュ ｌｖ：1 SpC, CAr…

　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）

音声、動作 1標準 自身 10分/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
89

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

幻術
インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p203

（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。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(ク)(物体) 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
90

［３.５ｅ］

幻術
インヴィジビリティ, スウィフト ｌｖ：2 SpC, ChoV…

（幻覚）　術者および装備品は、“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）。なお、自身の足跡，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（PHB p203参照）”をとった場合、即座に終了する。 （…CAd, MH）

音声 ‘1即行’ 自身 1ラウンド なし なし ［目標］　術者
91

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

幻術
ディスプレイスメント ｌｖ：3 PHB p251

（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）。

音声、物質 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
92

［３.５ｅ］

召喚術
ディメンジョン･ドア ｌｖ：4 PHB p255

（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。

音声 1標準 接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 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/3ｌｖまで（中型サイズ以下ならば）

93

［３.５ｅ］



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ベインのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ベイン） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

力術
ミスティック･ラッシュ ｌｖ：3 PGtF, LoDa, MaoF

［悪、電気］　術者は、赤色のウイップ1本を作り出して、《習熟》を得る。この武器は、遠隔接触攻撃によって、“1ｄ6点/3ｌｖ（最大4ｄ6点）＋【対応能力値】修正値”ぶんの［電気］ダメージを与えて（セーヴ不可）、1ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”とさせる（頑健・無効）。また、この武器による自動攻撃に関しては、本文参照。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ 頑健・不完全 可 ［効果］　長さ15ｆｔの、電撃のウィップ1本
94

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
バトルタイド ｌｖ：5 PGtF, LoDa, MaoF

　目標となったクリーチャーは、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴに対して、－2のペナルティを受ける。また、術者は、目標1体以上が作用を受けている間は、幾つかの利益を得る（本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効 可 ［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
95

［３.５ｅ］ (F) × ×

召喚術
ストーン･ウォーク ｌｖ：6 PGtF, LoDa, MaoF

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、1辺が5ｆｔのマス目1つ以上の大きさを持つ石2つを、魔法的にリンクする（それぞれ、準備には1時間および宝石のペースト2,500ｇｐぶんが必要； 再利用可）。その後、合計1回/4ｌｖまで、この上で合言葉を唱えた相手は、もう片方の上まで瞬間移動できる（本文参照）。 ［物質要素：ダイアモンド1つ（2,500ｇｐ）］

音声、動作、‘物質’ 10分 接触 チャージ消費まで永続 意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した石1つ
96

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
アンデス･アフター･デス ｌｖ：7 PGtF, MaoF

［悪］〔負〕　目標1体は、負のエネルギーによって腐敗する。その後、治癒困難な2点の【耐久力】減少を受けて（除去方法は不明だが、SpC，CD，MaoFのデス・パクト呪文程度だと思われる）、次に死亡した場合、その日没時にクリプト・スポーン（MaoF p182）に形質変化して、自律行動能力を得る。 ［物質要素：黒瑪瑙1つ（作成するＨＤ×50ｇｐ）］

音声、動作、‘物質’ 10分 接触 チャージ消費まで永続 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
97

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《ヘルムのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 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 ®
 フェイルーンの神格（ヘルム） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

占術
ウォーニング ｌｖ：2 PGtF, OA

　目標となったクリーチャー1体は、〈聞き耳〉判定，〈視認〉判定に対して＋4の洞察ボーナスを得るとともに、“直感回避（PHB p57）”の能力を得る。

音声、動作 1標準 接触 10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
98

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

防御術
フォースウォード〔PGtF, MaoF〕 ｌｖ：3 PGtF, MaoF

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、動かすことができない球体1つを作り出して、松明（PHB p162）の1/4の大きさの光を放たせる。また、敵は、この範囲内には進入できない（意志・無効）。さらに、術者および仲間は、この球体を自由に出入りでき、この範囲内では、悪の相手が発生させた効果のセーヴに対して＋2の清浄ボーナスを得る。 別：〔SpC〕

音声、動作、信仰 1ラウンド 10ｆｔ 1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの球体1つ
99

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
メイス･オヴ･オド ｌｖ：3 PGtF, MaoF

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、光輝くメイス1つを作り出す（以下の効果を、どちらか1回のみ使用可）。 「この近接接触攻撃が命中した相手は、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）（アンデッドには追加で＋1点/ｌｖ(最大＋10点)）の［力場］ダメージを受けて（セーヴ不可）、1ラウンドの間、“麻痺状態”となる（頑健・無効）」，「呪文1つを吸収する（本文参照）」。

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ 頑健・不完全 可 ［効果］　魔法の［力場］のメイス1本
100

［３.５ｅ］ (F) × ×

防御術
フォースウォード〔SpC〕? ｌｖ：4 SpC p182

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、［力場］の球体1つを作り出して、自身に伴って移動させる。この範囲内は、“非実体状態（RC p64，MM3 p219）”の相手および、［力場］効果を得ている相手には、進入できない（意志・無効； 本文参照）。また、［力場］効果は、この範囲内には作用できず、この範囲内に進入した場合、解呪される。 別：〔PGtF, MaoF〕

音声、動作 1ラウンド 15ｆｔ 1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径15ｆｔの球体1つ
101

［３.５ｅ］



和訳

新
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新

新

新
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新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ホルス＝ラーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ホルス＝ラー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

心術
コマンド ｌｖ：1 PHB p223

（強制）［精神作用、言語依存］　目標となったクリーチャー1体は、術者が使用した言語を理解できる場合、可能なだけ早く、術者の命令1つに従わなければならない。 「来い：術者に近付く」，「落とせ：持っているものを落とす」，「倒れろ：“伏せ状態（PHB p310）”となる」，「逃げろ：術者から離れる」，「止まれ：その場に立ちつくす」。

音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド 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
102

［３.５ｅ］

力術
ディスク･オヴ･ソーラー･ヴェンジャンス ｌｖ：1 ChoV p54

［火］　術者は、“［冷気］に対する抵抗5”の能力を得る。また、「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に対して、その解決後に、1点/ｌｖ（最大5点）＋1ｄ6点の［火］ダメージを与える」，「近接接触攻撃によって、上記のダメージを与える」を使用できるが、成功するとチャージ消費される。

音声、動作、信仰 ‘1即行’ 自身 1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費（解除可） なし、不可 なし、おそらく可 ［目標］　術者
103

［３.５ｅ］ (F) × ×

心術
ヘラルズ･コール〔MaoF〕 ｌｖ：1 MaoF p128

（強制）［音波、精神作用］　目標となったクリーチャー（おそらく術者自身を除く）は、“幻惑状態（PHB p305）”となる。なお、効果範囲型効果の基点には、“グリッドの交差点”が用いられる（PHB p173参照）。また、効果範囲が“爆発”または“放射”の効果は、その基点に対して完全遮蔽を得ている場合、無効化できる（同頁参照）。 別：〔SpC, CAd〕

音声、動作 1標準 30ｆｔ 1ラウンド 意志・無効 可 ［目標］　術者を中心とした半径30ｆｔの爆発内の、5ＨＤ以下の全ての精神を持つクリーチャー

104

［３ｅ］ (F) × ×

心術
ヘラルズ･コール〔SpC, CAd〕? ｌｖ：1 SpC, CAd

（強制）［音波、精神作用］　目標となったクリーチャー（おそらく術者自身を除く）は、“減速状態（PHB p244）”となる。また、この目標が、“加速状態（PHB p281）”である場合、通常の“加速状態”および“減速状態”の相互作用とは異なり、その“加速状態”のみが抑止される。 別：〔MaoF〕

音声、動作 ‘1即行’ 20ｆｔ 1ラウンド 意志・無効 可 ［目標］　術者を中心とした半径20ｆｔの爆発内の、5ＨＤ以下の全ての精神を持つクリーチャー

105

［３.５ｅ］

変成術
ライノズ･ラッシュ〔SpC, Dr@323〕? ｌｖ：1 SpC, Dr@323

　術者は、次の突撃攻撃1回が、通常の2倍（＋100％）のダメージを与える。ただし、この攻撃は、このラウンドの終了時までに行われなければならない。また、このダメージの増加は、突撃時に複数回攻撃を行える場合でも、おそらく最初の攻撃1回にしか適用されない。 別：〔MH〕

音声、動作 ‘1即行’ 自身 本文参照 なし なし ［目標］　術者
106

［３.５ｅ］

力術
ストームヴォイス ｌｖ：2 ChoV p59

［音波］　術者は、自身の声量が増幅される。このことによって、〈威圧〉判定に対して＋2の技量ボーナスを得るとともに、術者の会話は、聞き取るための〈聞き耳〉判定の難易度が10低下する。また、術者は、この呪文のチャージ消費によって、長さ15ｆｔの円錐形の爆発の範囲内を作り出せる（1回の即行アクション； 本文参照）。

音声、動作、信仰 1標準 自身 1分/ｌｖまたはチャージ消費（解除可） 頑健・不完全 おそらく不可 ［目標］　術者
107

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
ライノズ･ラッシュ〔MH〕? ｌｖ：2 MH p38

［善］　目標1体は、突撃攻撃が、通常の2倍のダメージを与える。ただし、突撃時に複数回攻撃を行える場合でも、最初の攻撃1回にしか適用されない。 ※MHでは、ライチャス・フューリィ〔MH〕呪文として収録； ライノズ・ラッシュ呪文を使用できるクラスは、「MH版：Pal2」，「Dr@323版：Clr1，Drd1，Rgr1」，「SpC版：Pal1，Rgr1」となっている。 別：〔SpC, Dr@323〕

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
108

［３.５ｅ］

力術
シアリング･ライト ｌｖ：3 PHB p232

　術者は、聖なる光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した相手は、以下のダメージを受ける。 「アンデッド：1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）」，「太陽光から害を受けるアンデッド：1ｄ8点/ｌｖ（最大10ｄ8点）」，「物体，人造，デスレス：1ｄ6点/2ｌｖ（最大5ｄ6点）」，「その他の相手：1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）」。

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可 可 ［効果］　光線1本
109

［３.５ｅ］

変成術
ライチャス･フューリィ〔MaoF〕 ｌｖ：3 MaoF p134

　術者は、「＋1ｄ4点/ｌｖ（最大＋10ｄ4点）の一時的ｈｐ」，「【筋力】，【敏捷力】に＋2の強化ボーナス」，「ＡＣに＋2の外皮ボーナス」，「頑健セーヴに＋2の清浄ボーナス」の利益を得る。また、術者に対して、近接攻撃を試みたアンデッドは、その1回毎に、キュア・マイナー・ウーンズ呪文（PHB p217）の効果を受ける（正のエネルギー効果）。 別：〔SpC〕

音声、動作、信仰 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
110

［３ｅ］ (F) × ×

変成術
ライチャス･フューリィ〔SpC〕? ｌｖ：3 SpC p222

　術者は、＋5点/ｌｖ（最大＋50点）の一時的ｈｐ（1時間持続）と、【筋力】に対して＋4の清浄ボーナス（1分/ｌｖ持続）の利益を得る。 ※MHでは、ライノズ・ラッシュ〔MH〕呪文も、ライチャス・フューリィ呪文として収録されていた。 別：〔MaoF〕

音声、動作、信仰 1標準 自身 1時間、1分/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
111

［３.５ｅ］



和訳

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《マラーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 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 ®
 フェイルーンの神格（マラー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

召喚術
スペクトラル･スタッグ ｌｖ：2 PGtF, MaoF

（創造）　術者は、大型サイズの幻の雄鹿1体を、自身の隣またはすでに自身が騎乗した状態で創造する（制御は1回のフリー・アクション）。 ［ＡＣ18； 1ｈｐ/ｌｖ＋7ｈｐ； 移動速度60ｆｔ； 運搬能力は騎乗者に追加して10ポンド/ｌｖ； “突き飛ばし”の能力を持つ（本文参照）； 術者レベル12以上のファントム・スティード呪文（PHB p270）と同様に、空中歩行可］

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ 不可、頑健・無効 可 ［効果］　創造された、半ば実体を持つ雄鹿のようなクリーチャー1体
112

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
ポゼス･アニマル ｌｖ：3 PGtF, OA

《エーテル界呪文》　術者は、自身の精神のみが抜け出して、目標1体の身体を制御して行動する。また、精神系能力値，クラス・レベル，基本攻撃ボーナス，基本セーヴなどは、自身のものを保持する（本文参照）。ただし、この目標の身体がダメージを受けた場合、術者の本体も1/2のダメージを受ける。また、この目標が死亡した場合、本文参照。

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 意志・無効 可 ［目標］　1ＨＤ/ｌｖ以下の動物1体
113

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
ストレンクス･オヴ･ザ･ビースト ｌｖ：4 PGtF, Dr@304

　術者は、〈変身制御〉判定に対して－4のペナルティを受けるが、人型生物形態（または類似の本来の形態）である間は、「動物形態の、“鋭敏嗅覚”，“ダメージ減少”，特技を得る」，「本来の形態から動物形態になる際の、能力値差分の1/2を得る（2の倍数になるように端数切り捨て）」の効果を受ける。ただし、術者は、ライカンスロープでなければならない。

音声、焦点、‘ライカンスロープ’ 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ なし なし ［目標］　術者
114

［３.５ｅ］ (F) × ×



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ミストラのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ミストラ） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

防御術
スペル･シールド ｌｖ：2 PGtF, MaoF

　目標となったクリーチャー1体は、呪文および擬似呪文能力のセーヴに対して、＋3の抵抗ボーナスを得る。また、この呪文は、術者レベル11以上である場合、術者自身に対してのみ、1回のフリー・アクションとして発動できる。

音声、動作、信仰 1標準 接触 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
115

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
エニィスペル ｌｖ：3 SpC, FRCS

　術者は、2レベル以下の秘術呪文1つを、3レベル以上の領域呪文スロット1つに準備する（この呪文の発動によって空いたスロットでも可）。また、その呪文は、【対応能力値】に基づいて準備および発動されて、価格のない物質要素を信仰焦点具で代用できる。ただし、外部の呪文源が必要となる（魔法のスクロールの消費，呪文書の参照など）。

音声、動作、信仰、他 15分 自身 瞬間 なし なし ［目標］　術者
116

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

変成術
スペル･フィラクタリィ ｌｖ：5 PGtF, MaoF

　術者は、自身のみに効果を与える、1レベル/4ｌｖ（最大5レベル）以下の魔法のスクロール1つに対して、作動条件1つを設定して、自身の腕または額に固定する（本文参照）。その後、上記の条件が満たされた場合、この魔法のスクロールは、自動的に起動される。

音声、動作、信仰 10分 接触 おそらくチャージ消費まで永続（解除可） 不可(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、魔法のスクロール1巻
117

［３.５ｅ］ (F) × ×

変成術
エニィスペル, グレーター ｌｖ：6 SpC, FRCS

　術者は、5レベル以下の秘術呪文1つを、6レベル以上の領域呪文スロット1つに準備する（この呪文の発動によって空いたスロットでも可）。また、その呪文は、【対応能力値】に基づいて準備および発動されて、価格のない物質要素を信仰焦点具で代用できる。ただし、外部の呪文源が必要となる（魔法のスクロールの消費，呪文書の参照など）。

音声、動作、信仰、他 15分 自身 瞬間 なし なし ［目標］　術者
118

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

防御術
スペルマントル ｌｖ：6 PGtF, MaoF

　この呪文の完成時に、接触攻撃によって与えられるものではない、4レベル以下の呪文1つ/4ｌｖを指定すること。目標1体は、指定された呪文が、合計1レベル/4ｌｖ＋1ｄ4レベル（最大9レベル）ぶんまで吸収されて、それらの呪文に対する完全耐性を得る（効果範囲型効果の場合、進入時に吸収する）。また、この吸収が行われた場合、本文参照。

音声、動作 1ラウンド 接触 10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
119

［３.５ｅ］ (F) × ×

防御術
ホーリィ･スター〔PGtF, SSp…〕 ｌｖ：7 PGtF, SSp, MaoF

　術者は、ろうそく程度の光を放つ星1つを作り出す。この星は、以下の能力1つを与える（自身のターンの1回のフリー・アクションで変更可）。 「防御：ＡＣに対して＋10の状況ボーナスを得る」，「呪文反射：合計1ｄ4＋3レベルぶんの呪文を反射する」，「火の矢：遠隔接触攻撃で、1ｄ6点/2ｌｖ（最大10ｄ6点）の［火］ダメージを与える（有効距離90ｆｔ）」。 別：〔SpC〕

音声、動作 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可） なし、不可 なし、おそらく可 ［目標］　術者、該当するイニシエイト特技を習得していること
120

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

新

新

有
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新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《メリルのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoV］ 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 ®
 フェイルーンの神格（メリル） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

心術
インスピレイショナル･ブースト〔PGtF〕 ｌｖ：1 PGtF p110

（強制）［音波、精神作用］　術者は、次の“勇気鼓舞の呪歌”の能力1回の、（魅惑）効果，［恐怖］効果のセーヴに対する士気ボーナスが2上昇して、攻撃，ダメージのロールに対する士気ボーナスが1上昇する。 ※PGtF，GW，MaoFでは、ハーモニィ呪文として収録。 別：〔GW, MaoF〕 〔SpC, CAd〕

音声、動作 1標準 自身 10ラウンド＋呪歌の終了時まで なし なし ［目標］　術者
121

［３.５ｅ］ (F) × ×

心術
インスピレイショナル･ブースト〔SpC, CAd〕? ｌｖ：1 SpC, CAd

（強制）［音波、精神作用］　術者は、次の“勇気鼓舞の呪歌”の能力1回の、（魅惑）効果，［恐怖］効果のセーヴに対する士気ボーナスが1上昇して、攻撃，ダメージのロールに対する士気ボーナスが1上昇する。なお、この呪文は、その“勇気鼓舞の呪歌”と同時に終了する。 別：〔GW, MaoF〕 〔PGtF〕

音声、動作 ‘1即行’ 自身 1ラウンド＋呪歌の終了時まで なし なし ［目標］　術者
122

［３.５ｅ］

心術
インスピレイショナル･ブースト〔GW, MaoF〕 ｌｖ：2 GW, MaoF

（強制）［音波、精神作用］　術者は、次の“勇気鼓舞の呪歌”の能力1回の、（魅惑）効果，［恐怖］効果のセーヴに対する士気ボーナスが4上昇して、攻撃，ダメージのロールに対する士気ボーナスが2上昇する。 ※PGtF，GW，MaoFでは、ハーモニィ呪文として収録； SpC，CAd版、PGtF版よりも強力なため、呪文レベルを1上昇した。 別：〔PGtF〕 〔SpC, CAd〕

音声、動作 1標準 自身 10ラウンド＋呪歌の終了時まで なし なし ［目標］　術者
123

［３.５ｅ］ (F) ○ ○

防御術
ディスペル･サイレンス ｌｖ：2 ChoV p54

　術者は、ディスペル・マジック呪文（PHB p251）と同様に、「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、サイレンス呪文（PHB p227）および、それに類する効果しか解呪できない。なお、術者は、この呪文が準備済みである間は、〈聞き耳〉判定に対して＋2の技量ボーナスを得る。

動作、信仰 ‘1割り込み’ 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間 不可 不可 ［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
124

［３.５ｅ］ (F) × ×

死霊術
レヴァリ ｌｖ：2 SpC, MaoF

［言語依存］　目標となった死体1つは、自身の死因に関して、自身の母国語で、日本語にして40文字程度ずつ話す。 「1ラウンド目：最後に見たもの」，「2ラウンド目：最後の望み」，「3ラウンド目：どのような攻撃で殺されたか」，「4ラウンド目～：本文参照」。

音声、動作 1ラウンド 接触 1ラウンド/ｌｖ 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、3日以内に死亡したクリーチャーの死体1つ
125

［３.５ｅ］ (F) ○ ○



和訳

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 《ラサンダーのイニシエイト》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 フェイルーンの神格（ラサンダー） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

「’」⇒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。

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）』(○)

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］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

不可(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体/5ｌｖまで
130

［善］〔正〕　この目標は、デス・ウォード呪文（PHB p256）の効果を得る。また、アンデッドには、「ＡＣに対して＋4の清浄ボーナス」，「それが発生させた“［恐怖］効果，麻痺効果，能力値ダメージ，能力値吸収，毒，病気に対する完全耐性”」，「その非実体状態には、使用する武器が追加で“ゴースト・タッチ（DMG p221）”の武器の能力」の利益を得る。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

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

アンデスス･エターナル･フォー ｌｖ：9 SpC, PGtF, MaoF

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
129

　目標となったクリーチャー1体は、“ダメージ減少20/-”の能力と、“エネルギー5つに対する抵抗20”の能力（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］の全て）、および“負のエネルギー効果および生命力吸収効果に対する完全耐性”の能力を得る。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド
防御術

シールド･オヴ･ラサンダー, グレーター ｌｖ：7 PGtF p102

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
128

　目標となったクリーチャー1体は、“ダメージ減少15/-”の能力を得る。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド
防御術

シールド･オヴ･ラサンダー ｌｖ：5 PGtF p104

反応・不完全 可 ［効果範囲］　半径5ｆｔの爆発
127

［光］　この範囲内にいる相手は、“盲目状態”となって（反応・無効）、以下のダメージを受ける（反応・半減）。また、この範囲内の3レベル以下の［闇］効果は、自動的に解呪される。 「太陽光から害を受けるか、太陽光に馴染みのない相手：4ｄ6点」，「アンデッド，スライム，粘体，ファンガス：1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）」，「その他の相手：4ｄ6点の1/2」。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間

防御術
ローズマントル ｌｖ：1 PGtF, MaoF

［光］　目標となったクリーチャー1体は、微かな薔薇色の、ろうそく程度の大きさの魔法の光源となる（半径5ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。また、［恐怖］効果，苦痛による効果，吐き気がする状態を与える効果，不調状態を与える効果のセーヴに対して、＋1/ｌｖ（最大＋10）の清浄ボーナスを得る。

音声、動作 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
126

［３.５ｅ］ (F) × ×

力術
サンライズ ｌｖ：3 PGtF p103



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

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］

「’」⇒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 《ロウヴィーエイターのイニシエイト》 追加呪文　収録：［ChoR，ShS］ 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 ®
 フェイルーンの神格（ロウヴィーエイター） 特技の追加呪文リスト 　　　 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）

構成要素 発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：　 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：　 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：　 参照

頑健・不完全 可 ［目標］　クリーチャー1体
134

　目標となったクリーチャー1体は、自身の骨格を捻じ曲げられて、1ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”となる（セーヴ不可）。また、次のラウンドには、「1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを受けて、1ｄ4＋2ラウンドの間、“吐き気がする状態（PHB p309）”となる」の効果を受ける（頑健・無効）。 ※SpC版よりも強力なため、呪文レベルを2上昇した。 別：〔SpC〕 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

フレッシュシヴァー〔PGtF〕 ｌｖ：6 PGtF p113

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
133

　目標となったクリーチャー1体は、1ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”となる（頑健・無効； 1ＨＤ/ｌｖ以下ならばセーヴ不可）。また、次のラウンドには、「1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを受けて、1ｄ4＋2ラウンドの間、“吐き気がする状態（PHB p309）”となる」の効果を受ける（頑健・無効）。 別：〔PGtF〕 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

フレッシュシヴァー〔SpC〕? ｌｖ：5 SpC p199

頑健・不完全 可 ［効果］　長さ15ｆｔの、電撃のウィップ1本
132

［悪、電気］　術者は、赤色のウイップ1本を作り出して、《習熟》を得る。この武器は、遠隔接触攻撃によって、“1ｄ6点/3ｌｖ（最大4ｄ6点）＋【対応能力値】修正値”ぶんの［電気］ダメージを与えて（セーヴ不可）、1ラウンドの間、“朦朧状態（PHB p311）”とさせる（頑健・無効）。また、この武器による自動攻撃に関しては、本文参照。 ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作、信仰 1標準 0ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ
力術

ミスティック･ラッシュ ｌｖ：3 PGtF, LoDa, MaoF

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
131

（強制）［恐怖、精神作用］〔苦痛〕　目標1体は、“幻惑状態（PHB p305）”となる（1ラウンド持続）。また、“怯え状態（PHB p303）”となるとともに、呪文を発動する場合、追加で〈精神集中〉判定が必要となる（本文参照； 呪文の終了時まで持続）。 ※PGｔFまでは、ナイバーズ・ジェントル・リマインダー呪文として収録。 （…UE, MaoF） 別：〔OA〕 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

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

リビューク 〔SpC, PGtF…〕 ｌｖ：2 SpC, PGtF…



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

距離 持続時間《七姉妹に祝福されし者》 追加呪文　収録：［PGtF］ 参照 構成要素 発動 セーヴ 呪文抵抗

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 《七姉妹に祝福されし者》 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）

「’」⇒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］系統

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）』(○)

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

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

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

意志・不完全 可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
143

［善］　この範囲内にいる悪のクリーチャーは、1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点）のダメージを受けて（悪の来訪者ならば代わりに1ｄ8点/ｌｖ(最大20ｄ8点)； 意志・半減）、1ｄ4ラウンドの間、“盲目状態（PHB p311）”となる（意志・無効）。また、善悪どちらでもないクリーチャーは、上記のダメージの1/2のみを受ける（意志・半減）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
力術

ライチャス･スマイト ｌｖ：7 BoED p109

頑健・不完全、意志・無効 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径20ｆｔの放射
142

［善、光］　術者は、近接戦闘を行った相手を、1ｄ4ラウンドの間、“盲目状態”とする（頑健・無効）。また、上記のセーヴに成功するか、上記の状態が終了した場合でも、術者との近接戦闘を行っている間は、“目がくらんだ状態”とする（セーヴ不可）。なお、アンデッドおよび光から害を受ける相手には、本文参照。 ［物質要素：オパール1つ（100ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質、アルコン’ 1ラウンド 20ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ
力術

クラウン･オヴ･ブリリアンス ｌｖ：6 BoED p96

不可(無害) 可(無害) ［目標］　接触した、同意するクリーチャー1体か物体1つ
141

　術者は、目標となったクリーチャー1体または物体1つから、ステイタス呪文（PHB p240）と同様の情報を得る。また、この目標に対して、「スクライング系呪文（PHB p239）が、セーヴ不可となる」，「その場所に、“訪れたことがある”として（瞬間移動）効果を使用できる」の効果を得る。さらに、この目標が他次元界内にいる場合でも、問題なく機能する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、‘セレスチャル’ 1標準 接触 24時間/ｌｖ
占術

セイクリッド･ガーディアン ｌｖ：5 BoED p100

不可 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの放射
140

［善］　術者は、善の神々のかがり火となる。このことによって、この範囲内にいる悪のアンデッド，悪のフェイ，悪の来訪者は、進入時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、2ｄ6点のダメージを受ける。ただし、術者は、アルコンでなければならない（“(アルコン)の副種別”を持っていること； 呪文によるものでもおそらく可）。 ［３.５ｅ］

音声、‘アルコン’ 1標準 10ｆｔ 1分/ｌｖ
力術

クラウン･オヴ･フレイム ｌｖ：5 BoED p96

意志・無効 可 ［目標］　悪の属性の、精神を持つクリーチャー1体
139

（強制）［善、精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、強い良心の呵責に苛まれる。このことによって、自身の“悪の程度”に対応した、【判断力】ダメージ，【魅力】ダメージを受ける（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声（、信仰） 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
心術

ソード･オヴ･コンシャス ｌｖ：4 BoED p102

なし、不可 なし、不可 ［目標］　術者
138

　術者は、自身の両目が光を放って、ディテクト・イーヴル呪文（PHB p253）と同様に、“悪のオーラ”を知覚できる。また、上記の呪文とは異なり、精神集中による維持は必要なく、目にした時点で、その呪文の3ラウンドぶんの情報を識別できる。さらに、半径120ｆｔ以内の全方向を知覚できると思われる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身、120ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可）
占術

ブレシド･サイト ｌｖ：3 BoED p107

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
137

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、全ての“苦痛による効果”が除去される。ただし、単なる持続ダメージを与える部分の効果（メルフス・アシッド・アロー呪文など）に対しては、この呪文は作用しない。 ［３.５ｅ］

動作（、信仰） 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
イーズ･ペイン ｌｖ：2 BoED p91

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
136

（強制）［善、精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、非常に強い希望を持つ。このことによって、攻撃ロール，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。なお、この呪文は、光線効果ではない。（この呪文は、ソロウ呪文(BoVD p97)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 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
心術

レイ･オヴ･ホープ ｌｖ：1 BoED p111

意志・無効 可 ［目標］　悪の属性の、精神を持つクリーチャー1体
135

［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、天上界の祝福を垣間見て、自身の過去の行いを一瞬は後悔する。このことによって、“幻惑状態（PHB p305）”となる（1ラウンド持続）。また、この目標は、“改心（BoED p28）”のセーヴに対して－1のペナルティを受ける（24時間持続）。 ［３.５ｅ］

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

ヴィジョン･オヴ･へヴン ｌｖ：1 BoED p92


