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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

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 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

発動 距離

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 自身 1時間/ｌｖ（解除可）
変成術

ロングストライダー ｌｖ：1 PHB p301 なし なし ［目標］　術者
1

　術者は、基本地上移動速度に対して＋10ｆｔの強化ボーナスを得る。なお、移動速度の変化は、呪文などの効果が、鎧または荷重よりも先に適用される（PHB p145参照）。また、地上移動速度が変化した場合、〈跳躍〉判定の跳躍距離が同時に変化する（PHB p77参照； 地上移動速度の30ｆｔを超える10ｆｔにつき＋4のボーナス； 低下時は本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

接触 チャージ消費まで永続
変成術

スネア ｌｖ：3 PHB p241 不可 不可 ［目標］　半径1ｆｔ/ｌｖ＋1ｆｔ以下の、非魔法のロープ状の輪1つ
2

〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、目標となった非魔法のつるやロープから、魔法の罠1つを作り出す。その後、これは周囲の風景に溶け込んで、魔法の罠として機能する（本文参照）。 ［ＡＣ7； 5ｈｐ； 破壊難易度20＋呪文レベル； 〈脱出術〉難易度20＋呪文レベル］ ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

本文参照 瞬間
占術

コミューン･ウィズ･ネイチャー ｌｖ：4 PHB p224 不可 不可 ［効果範囲］　半径1マイル/ｌｖ（屋外では）、または半径100ｆｔ/ｌｖ（地下では）

3
　この呪文は、自然環境でのみ発動できる。術者は、この範囲内の地域に関する知識および情報を、以下から3つまで得る。 「地形」，「地質」，「樹木」，「鉱物」，「水域（全ての水源の場所など）」，「自然環境の概要」，「建造物」，「生息する動物の大まかな種類と個体数」，「非自然のクリーチャー（全ての強力なアンデッドの場所など）」，「住民」。 ［３.５ｅ］

音声、動作

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ（解除可）
変成術

アニマル･シェイプス ｌｖ：8 RC, PHB 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

4
（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。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（アローナ） 特技の追加呪文リスト

1標準

10分

3ラウンド

系統 《アローナのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］
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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

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

構成要素 発動 距離

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

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 ［1/1］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統 《ウィー・ジャスのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 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 《不死の運命》 追加呪文　収録：［RoD］ 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/〉　 〈v2.11〉 （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。

頑健・無効 可 ［効果範囲］　半径40ｆｔの爆発
11

［即死］　この範囲内にいる、9ＨＤ以下の生きているクリーチャーは、即座に死亡する（頑健・無効）。この呪文は、合計1ｄ4ＨＤ/ｌｖ（最大20ｄ4ＨＤ）ぶんの生きている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）。 ［物質要素：黒真珠の粉末（500ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

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

サークル･オヴ･デス ｌｖ：6 PHB p227

可 ［目標］　クリーチャー1体
10

　術者は、自身の魂が、有効距離内の焦点具1つに入って、半径10ｆｔ/ｌｖ以内の生命力を感知する（本文参照）。また、「他者に憑依する（術者はその相手の肉体に、その相手の魂は焦点具に）」，「憑依を解除する（術者は焦点具に、その相手の魂は元の肉体に）」，「この呪文を終了して、自身の肉体に戻る」を使用できる。 ［焦点具：宝石や水晶1つ（100ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘焦点’ 1標準

1標準 自身 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
死霊術

フォールス･ライフ ｌｖ：2 PHB, T&B なし なし ［目標］　術者
5

　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

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
死霊術

ホールト･アンデッド ｌｖ：3 PHB p283 意志・無効 可 ［目標］　アンデッド3体まで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
6

　この目標は、“麻痺状態（PHB p310）”となる（精神を持たない目標はセーヴ不可）。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、“無防備状態（PHB p151）”となる。ただし、攻撃またはダメージを受けた目標からは、この呪文は終了する。なお、デスレスに対しては、この呪文は何の効果もない。 ［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

7
　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、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

フィンガー･オヴ･デス ｌｖ：7 PHB p270 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
8

［即死］　目標となったクリーチャー1体は、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25点）＋3ｄ6点のダメージを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 接触 24時間
幻術

ディスガイズ･アンデッド ｌｖ：2 Dr@342, SpC… 不可(無害)、意志・看破(遣取) 不可(無害)、不可 ［目標］　接触した、非実体状態ではないアンデッド1体
9

（幻覚）　術者は、目標となったアンデッド1体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、この呪文は、アンデッドを感知するための効果を欺くことができる（本文参照）。 （…GW, MaoF, T&B） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、焦点

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

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］

距離構成要素 発動 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1時間/ｌｖまたは肉体に戻るまで 意志・無効
死霊術

マジック･ジャー ｌｖ：5 PHB, CoC

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（ウィー･ジャス） 特技の追加呪文リスト
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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］

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。

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］

発動 距離 持続時間 セーヴ呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ヴェクナのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

（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］参照 構成要素 発動 距離

（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］参照 構成要素 発動 距離

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《秘密の囁き》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

21
［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」。 ［３.５ｅ］

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PHB p197 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

可 ［目標］　接触した、精神を持つクリーチャー1体
20

［精神作用］　術者は、目標となったクリーチャーの精神内に、英語にして25単語＋1単語/ｌｖ以内の、メッセージ1つを埋め込む（殆どの方法では呼び出せない）。その後、この目標は、術者が指定した言葉または単語を聞いた場合、トランス状態となって、そのメッセージを話し始める。また、これを話し終わっても、それに関する記憶を持っていない。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 接触 24時間/ｌｖ 意志・無効ヴェクナズ･コウリアー ｌｖ：4 Dr@342 p56 音声、動作、信仰

不可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
19

（念視）　術者は、不可視状態の魔法的感知器官1つを作り出す。この器官は、前方の床だけを調べる場合には1ラウンドにつき30ｆｔ、床と同時に両方の壁も調べる場合には1ラウンドにつき10ｆｔの速度で移動する。また、この器官は、1インチ以上の隙間を通り抜けることができる。ただし、術者が精神集中を止めている間は、これは移動を停止する。 ［３.５ｅ］

10分 無限 1分/ｌｖ（解除可） 不可アーケイン･アイ ｌｖ：3 PHB p195 音声、動作、物質

18
　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PHB p285 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

不可(ク)(物体) ［目標］　クリーチャーと物体1つ以上
17

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、視線が通っている目標1つを調査できる（1回のフリー・アクション）。この呪文によって、稼動中の呪文と、それらの術者レベルを知覚できる。また、魔法のアイテムは、追加でアイデンティファイ呪文の情報を識別できる（呪いも自動識別）。ただし、アーティファクトには機能しない。 ［焦点具：宝石のレンズ1つ（1,500ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可(ク)、意志・無効(物体)アナライズ･ドゥウェオマー ｌｖ：6 PHB p198 音声、動作、‘焦点’

16
　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； 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＋15）； 術者から距離限界を超えて離れたものは消滅する］ ［３.５ｅ］

1時間/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　浮遊する魔法の目1つ以上PHB p273 音声、動作、物質 10ラウンド 1マイル

不可 ［効果］　魔法的感知器官1つ
15

（念視）　術者は、不可視状態の魔法的感知器官1つを作り出す。この器官は、前方の床だけを調べる場合には1ラウンドにつき30ｆｔ、床と同時に両方の壁も調べる場合には1ラウンドにつき10ｆｔの速度で移動する。また、この器官は、1インチ以上の隙間を通り抜けることができる。ただし、術者が精神集中を止めている間は、これは移動を停止する。 ［３.５ｅ］

10分 無限 1分/ｌｖ（解除可） 不可アーケイン･アイ ｌｖ：4 PHB p195 音声、動作、物質

14
　術者は、非常に巧弁かつ能弁となる。このことによって、他者を信じさせる用途の、〈はったり〉判定に対して＋30のボーナスを得る。また、術者に対して、「嘘を見破る」，「真実を話すことを強制する」などの魔法的効果を使用する場合、追加で術者レベル判定（1ｄ20＋1/ｌｖ； 難易度15＋この呪文の術者レベル）が必要となる。 ［３.５ｅ］

10分/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者PHB p220 動作 1標準 自身

［目標］　接触したクリーチャー1体
13

　目標1体は、”暗視（60ｆｔ）”の能力を得る。ただし、通常の暗視の能力（この呪文を含む）は、殆どの魔法の暗闇は見通すことができない（魔法の暗闇，非魔法の暗闇が重複していて、後者の方が暗い場合、前者の方には軽減できると思われる）。また、暗視の能力による視覚は、色彩の濃淡（白色，灰色，黒色など）しか捉えることができない。 ［３.５ｅ］

接触 1時間/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害)
変成術

ダークヴィジョン ｌｖ：2 PHB p246 音声、動作、物質 1標準

なし、意志・看破(遣取) なし、不可 ［目標］　術者
12

（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］

音声、動作 1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可）
幻術

ディスガイズ･セルフ ｌｖ：1 PHB p250

変成術
グリブネス ｌｖ：3

占術

占術
プライング･アイズ ｌｖ：5

占術

ｌｖ：8

占術

系統
呪文名 ｌｖ：　

死霊術
アイバイト

防御術
マインド･ブランク
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ｌｖ：6

系統

心術

系統
呪文名 ｌｖ：　



和訳

―

―

―

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

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］

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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《エリスヌルのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

心術
レイジ, グレーター ｌｖ：6 ［目標］　同意する、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

（強制）［精神作用］　術者は、レイジ呪文（PHB p297）の効果を作り出す（この目標は、【筋力】，【耐久力】に対して＋2の士気ボーナスと、意志セーヴに対して＋1の士気ボーナスを得るが、ＡＣに対して－2のペナルティを受ける）。また、上記の呪文よりも目標数が多い。 ※レイジ呪文自体が複数目標のため、呪文名をマス・～からグレーター・～に仮変更した。 ［３.５ｅ］

Dr@342 p55

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径30ｆｔの放射
23

　この範囲内では、クリーチャーが使用している近接武器の、クリティカル可能域が2倍（＋100％）となる。また、瀕死状態から容態安定化するための、ｄ％のロールを行えない（魔法的な治癒，〈治療〉判定などによっては、通常通り容態安定化できる）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 30ｆｔ 1分/ｌｖ
変成術

エリスヌルズ･スローター ｌｖ：5 Dr@342 p53

不可音声、動作 1標準 不明 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）

心術
コーズ･フィアー, グレーター ｌｖ：2

［恐怖、精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、1ｄ4ラウンドの間、“恐れ状態（PHB p303）”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、1ラウンドの間、“怯え状態（PHB p303）”となる。（この呪文は、リムーヴ・フィアー呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。）

Dr@342 p52 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ｄ4ラウンドまたは1ラウンド 意志・不完全

24

可 ［目標］　「15ＨＤ」，「術者のＨＤ数」の小さい方以下の、生きている精神を持つクリーチャー1体

22

［３.５ｅ］

可
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和訳

―

―

―

―

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

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］

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）

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
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

構成要素 発動 距離

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

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 ［1/1］構成要素 発動 距離 持続時間

可 ［効果範囲］　半径40ｆｔのおそらく爆発

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

28
［水］　術者は、大量の塩水を呼び出す。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“非致傷ダメージ（PHB p144）”を与える（“(火)の副種別”を持つクリーチャーには、代わりに致傷ダメージ）。また、この範囲内にある、非魔法の炎，この呪文レベル未満の魔法の炎は、自動的に消えてしまう。 ［３.５ｅ］

1標準 瞬間 反応・半減ウェイヴズ･オヴ･ディストラクション ｌｖ：5 Dr@342 p56 音声、動作、信仰 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

27

（創造）［地］　この呪文は、自然の岩，砂，土などの地面上にのみ発動できる。この範囲内の地面は、“流砂（DMG p87）”となる。 ［３.５ｅ］

瞬間 反応・無効 不可 ［効果範囲］　半径5ｆｔ/2ｌｖまでの範囲内

可 ［目標］　クリーチャー1体か、可燃性の物体1つ
26

［火］　この目標は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、3ｄ6点の［火］ダメージを受ける（それぞれ反応・無効； 1回でもセーヴに成功すると終了）。なお、この目標は、1回の全ラウンド・アクションによって、次の機会のセーヴ1回に対して＋4のボーナスを得ることができる（機会攻撃を誘発する）。また、物体からこの炎を消火する場合、本文参照。 ［３.５ｅ］

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 反応・無効スポンテイニアス･コンバスチョン ｌｖ：2 Dr@342 p56 音声、動作、信仰

25
（創造）［風］　術者は、涼しいそよ風の場で包まれる。その後、この範囲内では、“熱気の環境（DMG p303，SdS p12）”内でも、その周囲の温度が、華氏20度ぶん低いものとして扱われる（「華氏20度低い」＝「摂氏11.11度低い」）。また、“鋭敏嗅覚”の能力によって、この範囲内にいる相手の位置を調べようとする場合、20％の失敗確率を受ける。 ［３.５ｅ］

Dr@342 p56 音声、信仰 1ラウンド 20ｆｔ

力術

力術

召喚術
クイックサンド ｌｖ：3

1時間/ｌｖ
召喚術

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径20ｆｔの放射サマー･ブリーゼズ ｌｖ：1

2ｄ6ラウンド
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Dr@342 p54 音声、動作、信仰 1標準

系統 《オーバドハイのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照



和訳

―

―

―

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

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］

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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《オリダマラのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

不可 不可 ［効果/目標］　創造された、術者を中心とした半径5ｆｔの半球状の甲羅1つ/術者

31
（創造）　この呪文は、オリダマラを信仰している場合にのみ発動できる。術者は、動かすことができない甲羅1つを、実際に創造する（ウォール・オヴ・ストーン呪文(PHB p209)と同様のデータを持つ； 瞬間効果）。また、このラウンドの間は、1回の即行アクションで、ディメンジョン・ドア呪文（PHB p255）の効果1回を使用できる（甲羅はその場に残る）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 0ｆｔ、自身 瞬間、1ラウンド
召喚術

オリダマラズ･カラペイス ｌｖ：3 Dr@342 p42

なし なし ［目標］　術者
30

　この呪文は、オリダマラを信仰している場合にのみ発動できる。術者は、合計3レベルぶんまでのバード呪文を、未使用または使用済みの呪文スロットに、信仰呪文として準備する（0レベル呪文は1/2レベルに相当； 音声要素は省略不可； 任意発動にも消費可）。ただし、PHBにない呪文は、魔法のスクロールの消費か、バードの協力が必要となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 10分 自身 瞬間
変成術

オリダマラズ･バード･スペル ｌｖ：2 Dr@342 p42

不可 不可 ［効果］　創造された1日ぶんの食料および酒、人間1人/ｌｖぶん
29

（創造）　術者は、良質な食料および、エール，ビール，ワインなどの酒類を創造する（これらによって、酩酊状態の悪影響が出ることはない）。なお、この呪文の持続時間中に消費されなかったものは、駄目になってしまうが、ピュアリファイフード・アンド・ドリンク呪文（PHB p268）を使用すれば、この呪文の持続時間を24時間に延長できる。 ［３.５ｅ］

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

フェスティヴァル･フィースト ｌｖ：1 Dr@342 p41

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（オリダマラ） 特技の追加呪文リスト



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

―

―

―

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

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］

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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《コードのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《永遠の力》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

38

　目標となったクリーチャー1体は、足払い，組みつき，蹴散らし，突き飛ばし，武器落とし，武器破壊の試みに対して、＋1/ｌｖ（最大＋10）の清浄ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

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Dr@342 p53 音声、動作、信仰 1標準 接触

37

　目標となったクリーチャー1体は、突撃による攻撃ロールのボーナスが2上昇して、突撃によるＡＣのペナルティが1減少する。ただし、突撃時に複数回攻撃を行える場合でも、上記の攻撃ロールのボーナスは、おそらく最初の攻撃1回に対してしか適用されない。 ［３.５ｅ］

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Dr@342 p54 音声、動作、信仰 1標準 接触

36

　目標となったクリーチャー1体は、コードの力の奔流を得る。このことによって、技能判定および能力値判定を行う用途の【筋力】に対して、＋2/ｌｖ（最大＋10）の強化ボーナスを得る。ただし、この呪文の終了時には、1ｄ4分の間、“疲労状態（PHB p310）”となる。 ［３.５ｅ］

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Dr@342 p54 音声、動作、信仰 1標準 接触

35

〔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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 瞬間

34

（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］

10分/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PHB p268 音声、動作 1標準 接触

可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
33

〔負〕　術者は、負のエネルギーの波を放つ。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、“疲労状態（PHB p310）”となる。ただし、すでに疲労状態であるクリーチャーに対しては、この呪文は何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 30ｆｔ 瞬間

意志・無効(無害)接触 1分/ｌｖ

不可

可(無害) ［目標］　接触した、精神を持つクリーチャー1体
32

（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］

音声、動作 1標準
心術

ヒロイズム ｌｖ：3 PHB p268

死霊術
ウェイヴズ･オヴ･ファティーグ ｌｖ：5

心術
ヒロイズム, グレーター ｌｖ：6

PHB p207

不可 可 ［効果範囲］　円錐形の爆発

変成術
コーズ･パワー･サージ ｌｖ：1

死霊術
ウェイヴズ･オヴ･イグゾースチョン ｌｖ：7 PHB p207

Dungeons & Dragons 3.5e ®
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コーズ･グリーティング ｌｖ：2

変成術
チャンピオン･オヴ･コード ｌｖ：4

変成術
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「’」⇒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。

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］

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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《聖カスバートのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《法は神聖にして犯すべからず》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

なし なし ［目標］　術者
47

　術者は、「“距離：接触”」，「効果範囲型効果」，「効果型効果」のいずれでもない、呪文，擬似呪文能力の目標となった場合、それの使用者に対して、自動的に反射する（合計1ｄ4＋6レベルぶん； ＤＭが秘密裏にロール； 両者がこの呪文の効果を得ている場合、本文参照）。また、反射する呪文レベルが不足している場合、部分的に反射する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰
防御術

スペル･ターニング ｌｖ：7 PHB p244

［目標］　術者
46

　術者は、銀色のオーラで包まれる。その後、術者に対して、隣接するマス目内から近接攻撃を命中させて来た相手は、通常とは異なり、そのことでも機会攻撃を誘発する。ただし、この呪文のみによっては、機会攻撃の回数制限は変化しない。 ［３.５ｅ］

自身 1ラウンド/ｌｖ なし なし

可 ［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体
41

（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］

1標準

40
（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］

1ラウンド音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

意志・無効

1時間/ｌｖまたはチャージ消費 意志・無効

可 ［効果範囲］　円錐形の爆発

意志・無効 可 ［目標］　6ＨＤ以下の、精神を持つクリーチャー1体

音声、動作、物質 1標準 15ｆｔ
39

（紋様）［精神作用］　この範囲内にいる、視覚，精神の両方を持つクリーチャーは、自身のＨＤ数に対応した効果1つを受ける（本文参照）。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）。 ［３.５ｅ］

瞬間

心術
サジェスチョン, マス ｌｖ：6

心術
パワー･ワード･スタン ｌｖ：8

死霊術
マーク･オヴ･ジャスティス, レッサー ｌｖ：2

防御術
リトリビューティヴ･ストライク ｌｖ：3

ｌｖ：3 PHB, CoC

幻術
カラー･スプレー ｌｖ：1

心術
デイズ･モンスター ｌｖ：2

PHB p216

PHB p252

1時間/ｌｖ（解除可） 不可

音声、物質

変成術
パスウォール ｌｖ：5 PHB p264 音声、動作、物質

心術
サジェスチョン

不可 ［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
42

　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］

1標準 接触

PHB p227 音声、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
43

（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］

1時間/ｌｖまたはチャージ消費 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

PHB p265 音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
44

（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］

本文参照 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

Dr@342 p54 音声、動作、信仰 10分 接触
45

〔呪い〕　術者は、目標となったクリーチャー1体に対して、マーク・オヴ・ジャスティス呪文（PHB p285）の効果を作り出す。ただし、以下のリスト内の呪いしか選択できない。 「能力値1つに対して－3のペナルティ（最小で1）」，「攻撃ロール，セーヴ，技能判定，能力値判定に対して－2のペナルティ」，「毎ターン、25％の確率で行動不可」。 ［３.５ｅ］

チャージ消費まで永続、永続 不可、不可 可、不可 ［目標］　接触したクリーチャー1体

Dr@342 p55 音声、動作、信仰 1標準

1標準 自身 10分/ｌｖまたはチャージ消費

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（聖カスバート） 特技の追加呪文リスト



和訳

―

―

新

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

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）

距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗ｌｖ：　 参照 構成要素 発動

（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］参照 構成要素 発動 距離

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ネルルのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

可 ［効果範囲］　半径40ｆｔの拡散
50

［音波、即死］　術者は、恐ろしい叫び声を上げる。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（術者自身を除く）は、この叫び声を聞いた場合、即座に死亡する。この呪文は、合計で生きているクリーチャー1体/ｌｖぶんを目標にする（起点の近くにいるものから順番）。 ［３.５ｅ］

PHB p208 音声 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

不可0ｆｔ 1分/ｌｖ

頑健・無効

不可 ［効果］　創造された、サイズ1本
49

（創造）　術者は、おそらく自身と同じサイズ分類用の、サイズ1つを創造する（おそらく他者にも使用可）。この武器は、ネルルを信仰している相手が使用する場合、“キーン（DMG p220）”の武器の能力を持つ＋1の魔法のサイズとして扱われる。ただし、そうではない場合、非魔法のサイズとして扱われる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準
召喚術

ネルルズ･サイズ ｌｖ：3 Dr@342 p54

意志・不完全 可 ［目標］　「15ＨＤ」，「術者のＨＤ数」の小さい方以下の、生きている精神を持つクリーチャー1体

48

［恐怖、精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、1ｄ4ラウンドの間、“恐れ状態（PHB p303）”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、1ラウンドの間、“怯え状態（PHB p303）”となる。（この呪文は、リムーヴ・フィアー呪文の、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
心術

コーズ･フィアー, グレーター ｌｖ：2 Dr@342 p52

死霊術
ウェイル･オヴ･ザ･バンシー 瞬間

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ｄ4ラウンドまたは1ラウンド

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（ネルル） 特技の追加呪文リスト

ｌｖ：9

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名



和訳

―

―

―

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

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）

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

（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］参照 構成要素 発動 距離

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ハイローニアスのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

53

　術者は、《ハイローニアスのイニシエイト/Initiate of Heironeous》の特技（Dr@342 p51）［仮訳］による追加ダメージが、通常の2倍（＋100％）となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 自身 1分/ｌｖ ［目標］　術者

52

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、攻撃ロール，［恐怖］効果のセーヴに対して＋1/3ｌｖ（最大＋5）の士気ボーナスを得る。（この呪文は、グレーター・ベイン呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。） ［３.５ｅ］

Dr@342 p52 ［目標］　術者および、術者を中心とした半径50ｆｔの爆発内の全ての精神を持つ仲間1分/ｌｖ

可、不可不可、不可

なし なし

不可(無害) 可(無害)

接触 チャージ消費まで永続、永続

音声、動作、信仰 1標準 50ｆｔ

Dr@342 p54 音声、動作、信仰 ［目標］　接触したクリーチャー1体
51

〔呪い〕　術者は、目標となったクリーチャー1体に対して、マーク・オヴ・ジャスティス呪文（PHB p285）の効果を作り出す。ただし、以下のリスト内の呪いしか選択できない。 「能力値1つに対して－3のペナルティ（最小で1）」，「攻撃ロール，セーヴ，技能判定，能力値判定に対して－2のペナルティ」，「毎ターン、25％の確率で行動不可」。 ［３.５ｅ］

10分

変成術

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名 ｌｖ：　

死霊術

心術
ブレス, グレーター ｌｖ：3

マーク･オヴ･ジャスティス, レッサー ｌｖ：2

ライチャスネス･オヴ･ハイローニアス ｌｖ：4 Dr@342 p55

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（ハイローニアス） 特技の追加呪文リスト



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

「’」⇒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。

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］

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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ファラングンのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《遥かなる地平》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

不可 不可 ［効果］　高さ8ｆｔ×幅5ｆｔ×深さ5ｆｔ/ｌｖ＋10ｆｔの、エーテル状態の開口部1つ
61

（創造）《エーテル界呪文》　術者は、石製，漆喰製，木製などの壁1つに、エーテル状態かつ不可視状態の、通路1つを創造する（術者自身は、通常通り視認可）。その後、術者自身のみが、合計1回/2ｌｖまで、この通路を使用できる。また、その他のクリーチャーを連れて通過したり、他者にも使用できるように作動条件を設定できる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声 1標準 0ｆｔ チャージ消費まで永続
召喚術

フェイズ･ドア ｌｖ：7 PHB p271

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）

60
（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。 ［３.５ｅ］

1標準 接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間 不可(ク)、意志・無効(物体)ディメンジョン･ドア ｌｖ：4 PHB p255 音声

59
　術者は、基本地上移動速度に対して＋30ｆｔの強化ボーナスを得る。なお、移動速度の変化は、呪文などの効果が、鎧または荷重よりも先に適用される（PHB p145参照）。また、地上移動速度が変化した場合、〈跳躍〉判定の跳躍距離が同時に変化する（PHB p77参照； 地上移動速度の30ｆｔを超える10ｆｔにつき＋4のボーナス； 低下時は本文参照）。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ（解除可） なし なし ［目標］　術者PHB p211 音声、動作 1標準 自身

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
58

　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

［目標］　接触したクリーチャー1体/ｌｖまで
57

（操影）《影界呪文、次元間通路》　この呪文は、薄暗い暗闇内でのみ発動できる。この目標は、影界内に入り込んで、以後1時間につき、物質界の距離にして50マイルぶんを移動できる。ただし、この呪文の終了時には、意図した目的地から離れた場所に再出現する（本文参照）。なお、影界に併存や隣接する次元界に移動するためにも使用できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可）

なし1時間/ｌｖ なし

意志・無効 可

［目標］　術者
56

　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 1標準 自身

55
［力場］《エーテル界呪文》　術者は、任意の色の、不透明な［力場］の球体1つを作り出す（移動は妨害しない； 中型サイズだと10体程度を収容可）。この内部では、この範囲外に対して完全視認困難（失敗確率50％）を得て、“冷気および熱気の環境からの害（DMG p303，FB p8，SdS p12）”と、“台風（DMG p93）”以下の風力効果が遮断される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 20ｆｔ 2時間/ｌｖ（解除可）

［目標］　術者なし なし

不可 不可 ［効果］　術者を中心とした、半径20ｆｔの魔法の［力場］の球体1つ

54
　術者は、基本地上移動速度に対して＋30ｆｔの強化ボーナスを得る。なお、移動速度の変化は、呪文などの効果が、鎧または荷重よりも先に適用される（PHB p145参照）。また、地上移動速度が変化した場合、〈跳躍〉判定の跳躍距離が同時に変化する（PHB p77参照； 地上移動速度の30ｆｔを超える10ｆｔにつき＋4のボーナス； 低下時は本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可）

召喚術

変成術
エクスペディシャス･リトリート ｌｖ：1

変成術
オーヴァーランド･フライト ｌｖ：5 PHB p213

幻術
シャドウ･ウォーク ｌｖ：6 PHB p235

PHB p299
力術
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変成術
エクスペディシャス･リトリート ｌｖ：1 PHB p211

レオムンズ･タイニィ･ハット ｌｖ：3
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「’」⇒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）』(○)

　　　 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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ペイロアのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《輝く火》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

不可 可 ［目標］　術者
65

［火］　術者は、アンデッドに対して、“アンデッド退散”の試みに成功した場合、通常の効果に追加して、1ｄ6点/3ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを与える（［火］および無属性のダメージが半分ずつ）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ
力術

イマレイト･ザ･ウィキッド ｌｖ：4 Dr@342 p54

不可(無害) 可(無害) ［目標］　術者および、術者を中心とした半径50ｆｔの爆発内の全ての精神を持つ仲間

64

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャーは、攻撃ロール，［恐怖］効果のセーヴに対して＋1/3ｌｖ（最大＋5）の士気ボーナスを得る。（この呪文は、グレーター・ベイン呪文の、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、信仰 1標準 50ｆｔ 1分/ｌｖ
心術

ブレス, グレーター ｌｖ：3 Dr@342 p52

なし なし ［目標］　術者
63

　術者は、自身の次のアンデッド退散の試み1回の、退散判定に対して＋4の洞察ボーナスを得るとともに、「その退散ダメージに対して、自身の1クレリック・レベルにつき＋2（最大＋10）のボーナスを得る」ことを選択できる。ただし、このアンデッド退散の試みは、自身の次のターンの終了時までに行われなければならない。 ［３.５ｅ］

音声、信仰 1標準 自身 本文参照
占術

トゥルー･ターニング ｌｖ：1 Dr@342 p56

不可 可 ［効果］　光線1本以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
62

［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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
力術

スコーチング･レイ ｌｖ：2 PHB p240
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「’」⇒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。

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

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）

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

セーヴ

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］

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ヘクストアのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《恐ろしい専制》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

なし なし ［目標］　術者
74

　術者は、《ヘクストアのイニシエイト/Initiate of Hextor》の特技（Dr@342 p51）［仮訳］による追加ダメージが、通常の2倍（＋100％）となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 自身 1分/ｌｖ
変成術

ラス･オヴ･へクストア ｌｖ：4 Dr@342 p56

意志・無効 可 ［目標］　半径50ｆｔの範囲内の、全ての精神を持つ敵
73

（強制）［精神作用、おそらく恐怖］　目標となったクリーチャーは、［恐怖］効果のセーヴと、攻撃ロールに対して－1/3ｌｖ（最大－5）のペナルティを受ける。（この呪文は、グレーター・ブレス呪文の、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、信仰 1標準 50ｆｔ 1分/ｌｖ
心術

ベイン, グレーター ｌｖ：3 Dr@342 p52

不可/意志・不完全 可 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー1体/3ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

72

［恐怖、精神作用］　目標となったクリーチャーは、以下の効果を受ける。 「6ＨＤ未満（セーヴ不可）、およびセーヴに失敗した6ＨＤ以上：1ｄ4ラウンドの間、“恐れ状態（PHB p303）”となる」，「セーヴに成功した6ＨＤ以上：1ラウンドの間、“怯え状態（PHB p303）”となる」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ｄ4ラウンドまたは1ラウンド
死霊術

スケアー ｌｖ：2 PHB p240

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
71

（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 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

意志・不完全 可 ［目標］　クリーチャー1体
70

　術者は、センディング呪文（PHB p245）と同様に、良く知っている目標1体に対して、日本語にして75文字以内のメッセージ1つを送信する（他次元界には5％の確率で失敗； 術者からとして、自動的に識別される）。また、サジェスチョン呪文（PHB p227）の効果を付与できる。さらに、この目標は、即座に同じ文字数制限のメッセージ1つを返信できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 無限 1ラウンド
心術

ディマンド ｌｖ：8 PHB p255

頑健・無効 可 ［目標］　生きているクリーチャー1体以上
69

［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」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/3ｌｖ
死霊術

アイバイト ｌｖ：6 PHB p197

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体
68

（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 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ
心術

ドミネイト･パースン ｌｖ：5 PHB, CoC

不可 不可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散
67

（創造）　術者は、数多の長さ10ｆｔの触手を創造して、出現時にこの範囲内にいるか、出現後に進入するクリーチャーに対して、組みつきの試み1回を行わせる（組みつき対抗判定のボーナスは＋1/ｌｖ＋8； すでに組みついている場合、1ｄ6＋4点の魔法の殴打ダメージ）。また、この範囲内では、組みつかれていない場合でも、移動コストが2倍となる。 ［３.５ｅ］

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

エヴァーズ･ブラック･テンタクルズ ｌｖ：4 PHB p211

不可/意志・不完全 可 ［目標］　生きている精神を持つクリーチャー1体/3ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

66

［恐怖、精神作用］　目標となったクリーチャーは、以下の効果を受ける。 「6ＨＤ未満（セーヴ不可）、およびセーヴに失敗した6ＨＤ以上：1ｄ4ラウンドの間、“恐れ状態（PHB p303）”となる」，「セーヴに成功した6ＨＤ以上：1ラウンドの間、“怯え状態（PHB p303）”となる」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ｄ4ラウンドまたは1ラウンド
死霊術

スケアー ｌｖ：2 PHB p240
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「’」⇒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）』(○)

　　　 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）

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《ボカブのイニシエイト》 追加呪文　収録：［Dr@342］ 参照 構成要素

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

（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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 《秘術の洞察》 追加呪文　収録：［RoD］ 参照 構成要素

なし なし ［目標］　術者
82

　術者は、「魔法のアイテムを作成するための、必要な期間が通常の1/2となる」，「アイデンティファイ呪文（PHB p196），レジェンド・ローア呪文（PHB p299）の、発動時間が通常の1/2となる」，「“オリジナル呪文を研究する（DMG p194）”の、必要な期間が通常の1/2となるとともに、その〈呪文学〉判定に対して＋5の技量ボーナスを得る」の利益を得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1時間 自身 24時間/ｌｖ
変成術

リサーチ･エイド ｌｖ：4 Dr@342 p55

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
81

　術者は、目標となった物体1つが持つ、全ての魔法的機能を明らかにする（強化ボーナス，残りチャージ数，全ての魔法的能力，全ての起動方法など）。ただし、呪われた魔法のアイテムは、1％/ｌｖの確率でしか見破れない。また、この呪文は、アーティファクトに対しては機能しない。 ［秘術呪文物質要素：信仰呪文のため必要なし］ ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1時間 接触 瞬間
占術

アイデンティファイ ｌｖ：2 PHB p196

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
80

　目標となったクリーチャー1体は、過去1分以内に失敗した、〈知識〉判定1回に対して、再挑戦できる。また、上記の方法の判定を含めて、“知識に基づく判定”（〈知識〉技能，“バードの知識”の能力など）に対して、＋1/2ｌｖ（最大＋5）の技量ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

メモリィ･ジャー ｌｖ：1 Dr@342 p54

なし なし ［目標］　術者
79

　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

なし なし ［目標］　術者
78

　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

不可 不可 ［目標］　術者および、同意する【知力】が3以上のクリーチャー1体/3ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
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［おそらく精神作用］　術者および目標は、精神的なリンクを得る。このことによって、距離無制限のテレパシーを使用して、お互いに意思の疎通を行うことができる（共通の言語は不要； 他次元界には作用しない）。また、この呪文の完成時に、「術者自身は、このリンクから除外する」ことも選択できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10分/ｌｖ（解除可）
占術

レアリーズ･テレパシック･ボンド ｌｖ：5 PHB p296

なし なし ［目標］　術者
76

　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］

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 ｌｖ：3 PHB, T&B

なし なし ［目標］　術者
75

　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 本文参照
占術

トゥルー･ストライク ｌｖ：1 PHB, CoC

Dungeons & Dragons 3.5e ®
 グレイホークの神格（ボカブ） 特技の追加呪文リスト


