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不可(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　接触した、1時間/ｌｖ以内に死亡したクリーチャーの死体1つ
10

（治癒）〔正〕　術者は、目標1体を蘇生させる（ダメージ，能力値ダメージ，毒，病気などは治癒するが、失われた身体の一部，魔法の病気，呪いは治癒しない）。また、レベル，【耐久力】，おそらく呪文は失わないが、蘇生後に1ｄ6ラウンドの間、“朦朧状態”となる。なお、［即死］効果，アンデッドにされて破壊された相手の、蘇生制限は無視できる。 ［３.５ｅ］

音声、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
ライフ･スプリング ｌｖ：6 Dr@345 p78

9
［冷気］　目標1体は、「1ラウンドにつき1回ずつ、4ｄ6点の［冷気］ダメージを受ける」，「移動速度が1/2となる」，「自身のターンの間に、1回の移動アクション，1回の標準アクションのどちらか片方しか行えない」の全ての害を受ける（セーヴに成功したラウンドは無効化）。また、上記のセーヴに2回以上失敗した場合、凍って閉じ込められる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ

［目標］　接触したクリーチャー1体

頑健・不完全 不可 ［目標］　クリーチャー1体

防御術
ディスジョイン･ポゼッション ｌｖ：3

8
（治癒）〔正〕　術者は、この呪文のチャージ消費によって、接触した生きているクリーチャー1体から、1点/ｌｖ（最大15点）＋9ｄ8点のダメージを治癒するとともに、疲労状態，過労状態，不調状態，吐き気がする状態，麻痺状態の全てを除去する。または、この近接接触攻撃が命中したアンデッド1体に対して、上記と同じ値のダメージのみを与える。 ［３.５ｅ］ × (E) ×

召喚術
リニュー, グレーター ｌｖ：3 可(無害)SoX p146 音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・半減(無害)

(E) ×

意志・半減(無害) 可(無害)

召喚・力
ハイビュランティクス･カース ｌｖ：4 Dr@345 p77

4
［風］　術者は、魂でできた大竜巻1つを作り出して、1ラウンドにつき100ｆｔまで移動させる（水面上などでも移動可； 行動プログラムの変更，直接の指示は1回の標準アクション； 本文参照）。これに接触した、超大型サイズ以下の相手は、“負のレベル”1つを受ける（反応・無効）。また、大型サイズ以下の相手は、追加で巻き上げられる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

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

エスケリアズ･ソウル･サイクロン ｌｖ：6 Dr@345 p77

変成・力
アシディック･イラプション ｌｖ：5

3
［酸］　術者は、強酸の柱1つを噴き出させる。この範囲内にいるクリーチャーは、1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）の［酸］ダメージを受けて（反応・半減）、高さ50ｆｔまで噴き上げられる（反応・無効； 通常通り、落下ダメージを受ける）。なお、その高さまでに、天井などにぶつかった場合、噴き上げられた高さ10ｆｔにつき1ｄ6点のダメージを受けてから落下する。 ［３.５ｅ］ × (E) ×

SoX p146

1ラウンド/ｌｖ 意志・無効
2

［３.５ｅ］

(E) ×

心・占
テレパシック･ストライク ｌｖ：3 Dr@345 p78

（おそらく念視）［精神作用］　この呪文の完成時に、特定の人物1人を指定すること。術者は、その相手が同一の次元界内にいる場合、その相手の視覚情報および聴覚情報を傍受できる（意志・無効）。また、途中で1回のみ、その相手から視線が通っている相手（その相手自身を含む）1体に対して、念動波によって攻撃1回を行える（本文参照）。

音声 1標準 無限

力術
インフェルノ･スパイラル ｌｖ：3 SoX p146

［火］　この範囲内のクリーチャーおよび物体は、1ｄ8点/ｌｖ（最大10ｄ8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する。なお、物理的な障害物を破壊した場合、この呪文の効果範囲は、可能な地点まで延びる。

音声、動作 1標準 60ｆｔ 瞬間 反応・半減

反応・不完全

可

可

反応・無効、頑健・不完全 可

系統 アーティファクト呪文 〔秘術〕 参照 構成要素

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間

7
［３.５ｅ］

Dr@345 p77

　この範囲内にいる“憑依（本文参照）”している相手は、その“宿主”から追い出される（意志・無効； 瞬間効果）。また、この範囲内は、プロテクション・フロム・イーヴル系呪文（PHB p280）の、効果2つ目の利益を得る（セーヴ不可； 1時間/ｌｖ持続）。ただし、前者の効果の克服に成功した“憑依”している相手は、その“宿主”が、後者の効果を得ない。

音声、動作、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間、1時間/ｌｖ 意志・無効 ［効果範囲］　半径50ｆｔの拡散可

1標準 接触

音声、動作 1標準

（治癒）〔正〕　術者は、この呪文のチャージ消費によって、接触した生きているクリーチャー1体から、1点/ｌｖ（最大5点）＋3ｄ8点のダメージを治癒するとともに、疲労状態，過労状態の両方を除去する。または、この近接接触攻撃が命中したアンデッド1体に対して、上記と同じ値のダメージのみを与える。

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 ［目標］　接触したクリーチャー1体

［３.５ｅ］ ×

召喚術
リニュー ｌｖ：2 SoX p146

（治癒）〔正〕　術者は、この呪文のチャージ消費によって、接触した生きているクリーチャー1体から、1点/ｌｖ（最大10点）＋6ｄ8点のダメージを治癒するとともに、疲労状態，過労状態，不調状態，吐き気がする状態の全てを除去する。または、この近接接触攻撃が命中したアンデッド1体に対して、上記と同じ値のダメージのみを与える。

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

召喚術
リニュー, レッサー ｌｖ：1 SoX p146

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 ®

アーティファクト呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.11〉 （未訳サプリメントに対応）

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

［効果範囲］　長さ60ｆｔの直線状

［目標］　生きている、精神を持つクリーチャー1体

［効果範囲］　半径20ｆｔ×高さ50ｆｔの円筒形

　　目標 / 効果 / 効果範囲発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

発動 距離 持続時間

［効果］　高さ100ｆｔ×基底部の幅30ｆｔ×頂上部の幅80ｆｔの、竜巻1つ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］構成要素
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

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 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

系統 アーティファクト呪文 〔信仰〕 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［秘術；1/1］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［信仰；1/1］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

5

6

不可

1
［３.５ｅ］ ×

［３.５ｅ］ × (E) ×


