
和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新不可 不可 ［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体
13

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

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

アンシーン･サーヴァント ｌｖ：1 PHB p200

12
　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、焦点 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

11
　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：真珠の粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1時間 接触 瞬間
占術

アイデンティファイ ｌｖ：1 PHB p196

10
　術者は、魔法のスクロール，魔法の文字，他人の呪文書などを、1分につき1ページぶんの文章量まで解読できる（日本語にして約750文字程度； この解読後には、この呪文は不要）。また、〈呪文学〉判定によって、グリフ系呪文およびシンボル系呪文を識別できる（本文参照）。なお、この呪文は、呪文書の参照なしで準備できる（PHB p175参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 自身 10分/ｌｖ
占術

リード･マジック ｌｖ：0 PHB p293

変成術
オープン / クローズ ｌｖ：0 PHB p213

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

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

［３.５ｅ］

［目標］　重量が30ポンド以下の、開閉できる物体1つ

占術
ディテクト･ポイズン ｌｖ：0 PHB p254

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

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体)
4

［３.５ｅ］

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

占術
ディテクト･マジック ｌｖ：0 PHB, CoC

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

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可） 不可

共通
アーケイン･マーク ｌｖ：0 PHB p195

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

音声、動作 1標準 0ｆｔ 永続 不可
1

［３.５ｅ］

［効果］　合計6文字までの自身のルーンか印、面積が1平方ｆｔの範囲内

不可
5

［３.５ｅ］

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

変成術
メッセージ ｌｖ：0 PHB, CoC

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

音声、動作、焦点 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 10分/ｌｖ 不可 不可
7

［３.５ｅ］

［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで

変成術
メンディング ｌｖ：0 PHB p290

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

音声、動作 1標準 10ｆｔ 瞬間 意志・無効(無害、物体)
8

［３.５ｅ］

［目標］　重量が1ポンド以下の物体1つ可(無害、物体)

なし なし

不可(物体) 不可(物体)

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ

不可 不可

系統 コート・ヘラルド呪文　０ｌｖ 参照 構成要素

不可(物体)

力術
ライト

※この上級クラスに関しては、英語版公式ページのエラッタも参照。

［０ｌｖ；1/1］呪文抵抗発動 距離 持続時間

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 ®

コート･ヘラルド呪文リスト 　　　 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。

不可 ［効果］　魔法の光源4つまで、どの2つをとっても10ｆｔの距離内

セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲

不可

可(物体)

不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ

［目標］　術者

［目標］　接触した物体1つ

［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射

呪文抵抗

9
［３.５ｅ］

PHB p293

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

音声、物質 1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可） 不可(物体)ｌｖ：0

6
［３.５ｅ］

［目標］　重量が5ポンド以下の、非装備中かつ非魔法の物体1つ
変成術

メイジ･ハンド ｌｖ：0 PHB p289

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

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（放棄可） 不可(物体)

3
［３.５ｅ］

力術
ダンシング･ライツ ｌｖ：0 PHB p247

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

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

系統 コート・ヘラルド呪文　１ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［１ｌｖ；1/2］

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離

距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：0 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



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［１ｌｖ；2/2］系統 コート・ヘラルド呪文　１ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

意志・無効(無害) 可(無害)

1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可）

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ

［目標］　術者なし なし
27

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

音声、動作、物質

26

　目標となった物体1つは、占術（念視）効果によっては、感知されず、知覚されず、目標にはならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 ［目標］　接触した、重量が100ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

占術
シー･インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p232

防御術
オブスキュア･オブジェクト ｌｖ：2 PHB p214

不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　接触した、面積が30平方ｆｔ/ｌｖまでの開閉する物体1つ
20

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

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、永続

防御術
アーケイン･ロック ｌｖ：2 PHB p195

19
（創造）［力場］《エーテル界呪文》　目標1体は、不可視状態の［力場］の鎧によって、ＡＣに対して＋4の鎧ボーナスを得る。また、この呪文によっては、通常の鎧の着用時のような制限は全く受けない。なお、［力場］効果の防御は、本来は適用されない種類のボーナスでも、“非実体の接触”の攻撃に対するＡＣにも適用される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点
召喚術

メイジ･アーマー ｌｖ：1 PHB p289

音声

1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 不可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

変成術
フェザー･フォール ｌｖ：1 PHB p271

　目標となったクリーチャーおよび物体は、落下速度が1ラウンドにつき60ｆｔに減速する。このことによって、“落下ダメージ（DMG p304）”を受けない。なお、この呪文の目標とする上では、大型サイズは目標2つぶん、超大型サイズは目標4つぶん、巨大サイズは目標8つぶん……として扱われる。

28

‘1割り込み’ 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費 意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　中型サイズ以下のクリーチャーと物体1つ/ｌｖまで、どの2つをとっても20ｆｔの距離内

18

［３.５ｅ］

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
24

［３.５ｅ］

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
23

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

(F) ○ ○

イメージ, マイナー ｌｖ：2 PHB p285 音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋2ラウンド

21

音声、動作、物質 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
22

［３.５ｅ］

変成術
アウルズ･ウィズダム ｌｖ：2 ［目標］　接触したクリーチャー1体

　目標となったクリーチャー1体は、より賢明になる。このことによって、【判断力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

PHB, T&B

25
［風］　術者は、「日本語にして75文字以内のメッセージ」，「非魔法の音1ラウンドぶん」，「単なる空気のそよぎ」のいずれか1つを、良く知っている特定の場所1ヶ所まで送信する。なお、この効果は、「1時間につき1マイル～10分につき1マイル」の任意の速度で、その場所まで移動できる。ただし、音声要素，合言葉などを満たすことはできない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1時間/ｌｖまたはチャージ消費1標準 1マイル/ｌｖ
変成術

ウィスパリング･ウィンド ｌｖ：2 PHB p206 ［効果範囲］　半径10ｆｔの拡散

1標準

不可 不可

意志・無効(物体) 可(物体)接触 8時間（解除可）

幻術
インヴィジビリティ

（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。

ｌｖ：2 PHB p203 音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(ク)(物体)

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　魔法のスクロール1巻か、文章2ページぶん（日本語にして約1,500文字）

15
　術者は、この目標から、非魔法の文字を自動的に消去できる（本文参照）。また、この目標から、魔法の文字（グリフ系呪文，ルーン系呪文など）を術者レベル判定によって消去できる（1ｄ20＋1/ｌｖ； 難易度15； 失敗だと強制作動，出目が1～2で自動失敗）。なお、この呪文では、イリューソリィ・スクリプト呪文，シンボル系呪文などは消去できない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

イレイズ ｌｖ：1 PHB p203

意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
14

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

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

イメージ, サイレント ｌｖ：1 PHB p227

幻術

変成術
イーグルズ･スプレンダー ｌｖ：2 PHB, T&B…

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

可(ク)、不可(物体) ［効果範囲］　クリーチャー1体か物体1つか空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射

なし ［目標］　術者
16

［３.５ｅ］
占術

コンプリヘンド･ランゲージズ ｌｖ：1 PHB p226

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

音声、動作、物質 1標準 自身 10分/ｌｖ なし

17

［３.５ｅ］
幻術

サイレンス ｌｖ：1 PHB p227

（幻覚）　この範囲内では、「音声要素を持つ呪文の発動」，「合言葉型，呪文解放型の起動」，「［音波］効果，［言語依存］効果」，「会話」などが機能しない。また、呪文の受け手に従って移動する。（この呪文は、アンプリファイ呪文，フォルティッシモ呪文，リサウンディング・ヴォイス呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。）

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(ク)、不可(物体)

系統 コート・ヘラルド呪文　２ｌｖ 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 ［２ｌｖ；1/2］

10分/ｌｖ 意志・無効(無害)PHB p242 音声、動作、物質 1標準 接触

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：1 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：1 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：1 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

変成術
スパイダー･クライム ｌｖ：2 ［目標］　接触したクリーチャー1体

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

可(無害)
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和訳

和訳
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新
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　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［２ｌｖ；2/2］構成要素 発動 距離 持続時間

1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）

セーヴ 呪文抵抗

1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可）
幻術

ブラー ｌｖ：2 PHB p273 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
33

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

音声

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） チャージ消費まで永続、最大10分
幻術

マジック･マウス ｌｖ：2 PHB p287 意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　クリーチャー1体か物体1つ
34

（幻覚）　術者は、魔法の口1つを作り出して、視覚的または聴覚的な作動条件1つを指定する（作動条件の感知は、有効距離15ｆｔ/ｌｖ）。その後、上記の条件が満たされた場合、この口は、術者が知っている言語の、術者が記憶させた日本語にして75文字以内の言葉を、最大10分まで使って喋る（本文参照）。 ［物質要素：翡翠の粉末（10ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ
幻術

ミスディレクション ｌｖ：2 PHB p288 不可(ク)(物体)/意志・不完全 不可(ク)(物体)/不可 ［目標］　1辺が10ｆｔの立方体1個ぶんまでの大きさの、クリーチャー1体か物体1つ

35
（幻覚）　この呪文の完成時に、距離内の物体1つを指定すること。この目標は、属性およびオーラ強度を感知する効果に対して、本来の代わりに、「指定された物体1つの属性およびオーラ強度」を持つものとして感知される（通常の樹木を指定した場合、「真なる中立」，「オーラなし」など； 属性の感知はセーヴ不可，オーラ強度の感知は意志・看破）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1分/ｌｖ（解除可）
幻術

ミラー･イメージ ｌｖ：2 PHB p288 なし なし ［目標］　術者
36

（虚像）　術者は、“虚像の分身”1体/3ｌｖ＋1ｄ4体（最大8体）を作り出す。その後、術者が攻撃，呪文などの目標となる場合、“術者および分身の中のランダムな1体”が、代わりに目標となる。ただし、攻撃，呪文などが命中した分身は、即座に消滅する（効果範囲型効果では消滅しない）。 ［ＡＣ10＋サイズ修正値＋【敏捷力】修正値］ ［３.５ｅ］

音声、動作

変成術
レヴィテート ｌｖ：2 PHB, CoC 不可(物体) ［目標］　重量が100ポンド/ｌｖ以下の、同意するクリーチャー1体か物体1つ

37
　この目標は、1ラウンドにつき1回ずつ、20ｆｔまで上下に浮揚移動できる（術者の1回の移動アクション； 何らかの表面に触れている場合、この目標自身が、1/2の移動速度として移動可）。ただし、この浮揚中に行う攻撃ロールには、攻撃1回につき－1のペナルティが累積していく（最大－5； 1回の全ラウンド・アクションによって、－1からやり直せる）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準

PHB p208 音声、動作、物質 1標準

不可(物体)近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可）

参照 構成要素 発動 距離

防御術
エクスプローシヴ･ルーンズ ｌｖ：3

変成術
ウォーター･ブリージング ｌｖ：3

系統 コート・ヘラルド呪文　３ｌｖ 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［３ｌｖ；1/2］

占術
ディテクト･ソウツ ｌｖ：2 PHB p254 音声、動作、焦点

系統 コート・ヘラルド呪文　２ｌｖ 参照

音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

1標準 自身

1標準

占術
ロケート･オブジェクト ｌｖ：2 PHB, CoC

38
　術者は、「良く知っている物体」，「はっきりと視覚的に思い描ける物体」などの1つを探知する（階段などの設備，一般的なアイテム，唯一無二のアイテムなどを含む）。ただし、この呪文は、距離的に最も近い1つのみを知覚する。また、この呪文は、（ポリモーフ）効果，ノンディテクション呪文，ミスリード呪文などに偽装されて、鉛の層に遮断される。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径が“長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）”の円

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
39

　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 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋3ラウンド
幻術

イメージ, メジャー ｌｖ：3 PHB p290 意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
40

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

音声、動作、焦点

幻術
イリューソリィ･スクリプト ｌｖ：3

系統
呪文名 ｌｖ：2

接触 24時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効PHB p203 音声、動作、‘物質’

1標準 接触 1時間/ｌｖ
変成術

ダークヴィジョン ｌｖ：2 PHB p246 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
29

　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］

音声、動作、物質

1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可）
力術

ダークネス ｌｖ：2 PHB, CoC 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
30

［闇］　目標となった物体1つは、半径20ｆｔ以内に魔法の暗闇を放射して、“薄暗い照明（PHB p162）”の効果を与える（非魔法の光源，夜目，暗視は、この暗闇に対しては機能しない； この放射を遮断することで抑止できる）。なお、“魔法の照明”および“魔法の暗闇”が重複している地点では、呪文レベルの低い方が抑止される（同じレベルならば相互に抑止）。 ［３.５ｅ］

音声、物質

1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･サイオニクス ｌｖ：2 XPH p65 不可 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
31

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

音声、動作

意志・不完全 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
32

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

可(無害)

［目標］　接触した、重量が10ポンド以下の物体1つ
41

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

可1分以上

［目標］　接触した、生きているクリーチャー何体でも
42

　目標となったクリーチャーは、水中呼吸能力を得る。ただし、この呪文の持続時間は、目標数によって等分される。なお、「単一の目標に対する接触呪文」，「“～の接触”の能力を得るような形式の接触呪文」の他は、“接触呪文のチャージ保持”できないと思われる（PHB p139，p174，p307を参照）。 ［３.５ｅ］

接触 2時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)

PHB p211 音声、動作 1標準 接触
43

［力場］《エーテル界呪文》〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　目標となった、文字情報を含む物体1つは、魔法のルーンを得る。その後、この文字情報を読んだ相手があった場合、「この相手」，「この物体から半径10ｆｔ以内にいる相手」，「この物体自身」に対して、6ｄ6点の［力場］ダメージを与える（このすぐ付近にいたものは、セーヴ不可）。 ［３.５ｅ］

チャージ消費まで永続（解除可） 反応・半減(ク)、不可(物体) 可(ク)、不可(物体) ［目標］　接触した、重量が10ポンド以下の、地図，本，魔法のスクロールなどの物体1つ

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：2 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：2 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

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］
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呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［３ｌｖ；2/2］系統 コート・ヘラルド呪文　３ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［４ｌｖ；1/2］

心術
サジェスチョン ｌｖ：3

占術
クレアオーディエンス / クレアヴォイアンス ｌｖ：3

変成術
シュリンク･アイテム ｌｖ：3

変成術
シークレット･ページ ｌｖ：3

占術
アーケイン･アイ ｌｖ：4

占術
タンズ ｌｖ：3

系統 コート・ヘラルド呪文　４ｌｖ

召喚術
クリエイション, マイナー ｌｖ：4

幻術
イリューソリィ･ウォール ｌｖ：4

占術
スクライング ｌｖ：4

心術
コンフュージョン ｌｖ：4

防御術
ディメンジョナル･アンカー ｌｖ：4

52

　目標となったクリーチャー1体または物体1つは、「これに対して占術効果を使用する相手は、追加で術者レベル判定が必要となる（難易度11＋1/ｌｖ； この目標が、術者自身または術者の所持品である場合、難易度に＋4される）」の効果を得る。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（50ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’ 1標準 接触 1時間/ｌｖ 可(ク)(物体) ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ
防御術

ノンディテクション ｌｖ：3 PHB p262

1分/ｌｖ（解除可）PHB p195 音声、動作、物質 10分 無限

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

占術
ディテクト･スクライング ｌｖ：3

意志・無効(ク)(物体)

不可

PHB p221 音声、動作、焦点 10分 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）
44

（念視）　術者は、同一の次元界内の、良く知っている場所か分かりやすい場所1ヶ所に、魔法的感知器官1つを作り出して、その周囲の「映像を見る」，「音声を聞く」のどちらかを行う（呪文の完成時に選択）。なお、これは移動できないが、回転させて全方向を見ることができ、その地点が非魔法の暗闇に包まれている場合でも、半径10ｆｔの範囲内は視認できる。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果］　魔法的感知器官1つ

PHB, CoC 音声、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
45

（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

PHB p232 音声、動作、物質 10分 接触
46

　術者は、目標となったページ1つの内容を変化させて、全く違うものに見せかける（地図をどうでもいい文章に、重要な文章を一時的な伝言に、呪文書のページを宿帳に、呪文書のページを他の呪文に、など）。また、合言葉によって、この効果自体を除去したり、元の内容に戻したり、最初に指定した内容に再変化できる（除去しない限りは回数無制限）。 ［３.５ｅ］

永続 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、面積が3平方ｆｔまでのページ1つ

PHB p236 音声、動作 1標準 接触
47

　目標となった物体1つは、高さ，幅，奥行きが1/16に、体積，重量が約1/4,000に縮小化して、サイズ分類が4段階小さくなる。その後、硬い表面にぶつけるか、合言葉を唱えることで、元に戻すことができる。また、術者は、この呪文の完成時に、「縮小後の材質を、布のように変化させる」ことも選択できる。 ［３.５ｅ］

24時間/ｌｖ 意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　接触した、体積が2立方ｆｔ/ｌｖまでの物体1つ

PHB p247 音声、物質 1標準 接触
48

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

10分/ｌｖ 意志・無効(無害) 不可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
防御術

ディスペル･マジック ｌｖ：3 PHB p251 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発
49

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

音声、動作

PHB p254 音声、動作、物質 1標準 40ｆｔ
50

　術者は、占術（念視）効果の目標となった場合、自動的にそれに気付く。また、この範囲内に、その魔法的感知器官または念視者が存在する場合、自動的に位置を特定できる。さらに、この範囲外に、その念視者が存在する場合、対抗術者レベル判定（1ｄ20＋1/ｌｖ）を行って、この判定に成功した場合、その念視者の姿，距離，方向を知覚できる。 ［３.５ｅ］

24時間 不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径40ｆｔの放射

1標準 接触 10分/ｌｖ（解除可）
力術

デイライト ｌｖ：3 PHB p256 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
51

［光］　目標となった物体1つは、魔法の光源となる（半径60ｆｔ以内が明るい照明、半径120ｆｔ以内が薄暗い照明以上となる； PHB p162参照）。なお、これを超える呪文レベルの“魔法の暗闇”と重複している地点では、この呪文の方が抑止される（ディーパー・ダークネス呪文または同じレベルの場合、相互に抑止される）。 ［３.５ｅ］

音声、動作

［効果］　魔法的感知器官1つ
53

（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］

不可

PHB p203 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
54

（虚像）　術者は、視覚的要素を持つ、何らかの表面の幻影1つを作り出す（壁，天井，床など； 移動は妨害しない）。なお、この呪文を、通路や罠（落とし穴，空洞，扉などを含む）を隠蔽するために使用した場合でも、それらを発見するための視覚が不要な探知手段は、通常通り機能する。 ［３.５ｅ］

永続 意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　厚さ1ｆｔ×幅10ｆｔ×長さ10ｆｔの、何らかの表面の幻影1つ

PHB p285 音声、動作、物質 10ラウンド 0ｆｔ
55

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

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

PHB p226 音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
56

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

1ラウンド/ｌｖ 意志・無効 可 ［目標］　半径10ｆｔの爆発内の、全ての精神を持つクリーチャー

PHB p239 音声、動作、物質、‘焦点’ 1時間 本文参照
57

（念視）　術者は、特定のクリーチャー1体を念視して、その周囲10ｆｔ以内を見聞きできる（意志・無効； 意志セーヴ修正値を確認すること； 本文参照）。また、特定の呪文を作用させて、この知覚を行える（本文参照）。ただし、この目標が、150ｆｔを超える速度で移動した場合、この器官では見失ってしまう。 ［焦点具：おそらく銀の鏡1枚（1,000ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 意志・無効 可 ［効果］　魔法的感知器官1つ

PHB p255 音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）
58

《アストラル界、影界、エーテル界呪文》　この遠隔接触攻撃が命中した相手は、「他次元界への移動」ができない（アストラル・プロジェクション呪文，イセリアル・ジョーント呪文，イセリアルネス呪文，ゲート呪文，シャドウ・ウォーク呪文，ディメンジョン・ドア呪文，テレポート呪文，ブリンク呪文，プレイン・シフト呪文，メイズ呪文などを含む）。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 不可(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［効果］　光線1本

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：3 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：3 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：3 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



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；2/2］系統 コート・ヘラルド呪文　４ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［５ｌｖ；1/2］系統 コート・ヘラルド呪文　５ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

ｌｖ：4

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

64

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

音声、動作、物質 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

ｌｖ：5 PHB p262

不可 不可10分/ｌｖ

不可長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ（解除可）

発動 距離

［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋4個ぶんまでの区画の虚像
65

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

音声、動作、焦点、‘物質’ 1標準 意志・看破(遣取)

不可 不可 ［効果］　創造された、体積が1立方ｆｔ/ｌｖ以内の非魔法の物体1つ
66

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

音声、動作、物質クリエイション, メジャー
召喚術

ｌｖ：5 PHB p290

幻術
イメージ, パーシステント

音声、動作、‘物質’

12時間（解除可）

10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 本文参照

心術
シンボル･オヴ･スリープ ｌｖ：5 PHB p237

動作、物質、焦点

意志・無効(ク)(物体)

音声、動作

召喚術
ディメンジョン･ドア

幻術
レインボウ･パターン ｌｖ：4 PHB p298

幻術
シーミング ｌｖ：5 PHB p232 ［目標］　クリーチャー1体/2ｌｖまで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

67
（幻覚）　術者は、ディスガイズ・セルフ呪文（PHB p250）と同様に、この目標の外見を変化させる（死亡した目標からは終了）。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、変装させ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 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

68
（強制）［精神作用］〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、これが“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいる精神を持つ相手は、この範囲内に進入した1回につき、「以後3ｄ6×10分、特殊な“睡眠状態”となる」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ 意志・無効

69
［悪］〔苦痛〕〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル）〕　術者は、魔法のルーン1つを描く。その後、この呪文が“作動（PHB p238参照）”した場合、この範囲内にいるクリーチャーは、この範囲内に進入した1回につき、「この範囲内にいる間と、その後1時間、“苦痛”を受ける」の効果1回を受ける（ｈｐ制限なし）。 ［物質要素：特殊な粉末（1,000ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ 頑健・無効

PHB p255 音声 1標準 接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）
59

（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］

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）

1標準 接触 10分/ｌｖ
召喚術

ニュートラライズ･ポイズン ｌｖ：4 PHB p261 意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触した、体積が1立方ｆｔ/ｌｖまでのクリーチャー1体か物体1つ
60

（治癒）〔正〕　以下の2つから選択すること。 「目標1体は、“毒に対する完全耐性”の能力を得るとともに、受けている毒が中和される。ただし、すでに受けている害（能力値ダメージなど）に対しては、この呪文は何の効果もない」，「この目標は、毒の能力，塗られている毒，混ぜられている毒などの、持っている毒が中和（毒の能力ならば抑止）される」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

チャージ消散するまで無期限、永続 意志・無効
死霊術

ビストウ･カース ｌｖ：4 PHB p267 可 ［目標］　接触したクリーチャー1体
61

〔呪い〕　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、呪い1つを受ける（特定の効果でしか解呪できない）。 「能力値1つに対して－6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－4のペナルティ」，「毎ターン、50％の確率で行動不可」，「Dr@348 p35，BoVD p28から1つ選択」。 ［３.５ｅ］

1標準 接触

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

防御術
リムーヴ･カース ｌｖ：4 PHB p296 可(ク)(物体) ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ

62
　この目標は、この呪文のチャージ消費によって、全ての“呪い”が除去される。ただし、一定以上の術者レベルなどの、除去制限を持つ呪いも存在する。また、呪われた魔法のアイテムが持つ、“呪い”自体は除去できない（身体から離れなくなる呪いから、解放することはできる）。（この呪文は、ビストウ・カース呪文の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。） ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準

63
（紋様）［精神作用］　この範囲内にいるクリーチャーは、“恍惚状態（PHB p305）”となる。この呪文は、合計24ＨＤぶんの精神を持つクリーチャーを目標にする（ＨＤが低いものから順番）。また、この呪文の効果範囲は、1ラウンドにつき30ｆｔまで移動させることができ（1回のフリー・アクション）、作用を受けている相手は、これを追って移動する（本文参照）。 ［３.５ｅ］

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

ｌｖ：5 PHB p239

可 ［効果範囲］　半径20ｆｔの拡散

可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発

可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発

意志・無効(目標)、意志・看破(遣取) 可(目標)、不可

1ラウンド 不可

音声、動作、‘物質’

力術
センディング ｌｖ：5 PHB p245 音声、動作、物質

死霊術
シンボル･オヴ･ペイン

不可 ［目標］　クリーチャー1体
70

　術者は、自身が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（術者からのメッセージであることは、自動的に識別される）。また、この目標は、同じ文字数制限のメッセージ1つを即座に返信できる。ただし、この目標が他次元界内にいる場合、この呪文は5％の確率で失敗する。 ［３.５ｅ］

10分 無限

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ）、または瞬間

変成術
テレキネシス ｌｖ：5 PHB p256 不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)、可(物体) ［目標］　本文参照

71
　以下から1つ選択すること。 「持続的な力：重量が25ポンド/ｌｖ（最大375ポンド）以下の物体1つに対して、“1ラウンドにつき20ｆｔまで移動させる”，“【知力】判定を使用して細かい作業をする”などを行う（本文参照）」，「激しく押す力：本文参照（瞬間効果）」，「戦闘用の技：他の相手に対して、突き飛ばし，武器落としなどの試みを行う（本文参照）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間/ｌｖ
心術

ドミネイト･パースン ｌｖ：5 PHB, CoC 意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ人型生物1体
72

（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

10ラウンド 無限 本文参照
幻術

ドリーム ｌｖ：5 PHB p261 不可 可 ［目標］　接触した、生きている精神を持つクリーチャー1体
73

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

音声、動作

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：4 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：4 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：4 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



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

新

新

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［５ｌｖ；2/2］発動 距離 持続時間 セーヴ系統 コート・ヘラルド呪文　５ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［６ｌｖ；1/2］系統 コート・ヘラルド呪文　６ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

10分 無限 瞬間
幻術

ナイトメア ｌｖ：5 PHB, CoC 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
74

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

音声、動作

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
防御術

ネゲイト･サイオニクス ｌｖ：5 XPH p65 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標/効果範囲］　クリーチャー1体か、物体1つか、半径20ｆｔの爆発
75

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

音声、動作

2ラウンド 本文参照 永続
共通

パーマネンシィ ｌｖ：5 PHB p262 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標/効果/効果範囲］　本文参照
76

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

音声、動作、‘経験’

本文参照 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

ファブリケイト ｌｖ：5 PHB p270 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　未加工の素材1種類
77

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

音声、動作、物質

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
心術

フィーブルマインド ｌｖ：5 PHB p270 意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ（最低でも【知力】を1点以上持つ）クリーチャー1体
78

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

音声、動作、物質

1標準 接触、40ｆｔ 1分/ｌｖ（解除可）
幻術

フォールス･ヴィジョン ｌｖ：5 PHB p272 不可 不可 ［効果範囲］　接触した一地点を中心とした、半径40ｆｔの放射
79

（幻覚）　この範囲内が、占術（念視）効果の目標となった場合、この範囲内は念視されず、その代わりに、術者が設定したメジャー・イメージ呪文（PHB p290）と同様の幻影が念視される。ただし、術者が精神集中を止めている間は、この幻影は停止する。 ［秘術呪文物質要素：翡翠の粉末（250ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

10ラウンド 1マイル 1時間/ｌｖ（解除可）
占術

プライング･アイズ ｌｖ：5 PHB p273 不可 不可 ［効果］　浮遊する魔法の目1つ以上
80

　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］

音声、動作、物質

10ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
防御術

ブレイク･エンチャントメント ｌｖ：5 PHB p276 不可(無害) 不可(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
81

　術者は、この目標の心術効果，変成術効果，石化状態などの有害な効果それぞれに対して、解呪判定1回ずつを行う（1ｄ20＋1/ｌｖ（最大＋15）； 難易度11＋その術者レベル； 呪われた魔法のアイテムからの解放は難易度25）。また、ディスペル・マジック呪文では解呪できない効果（一部の瞬間効果，呪いなど）でも、呪文レベル5以下ならば解呪できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
占術

アナライズ･ドゥウェオマー ｌｖ：6 PHB p198 不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　クリーチャーと物体1つ以上
82

　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］

音声、動作、‘焦点’

1標準 10ｆｔ 10分/ｌｖ（解除可）
防御術

アンティマジック･フィールド ｌｖ：6 PHB p201 不可 本文参照 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの放射
83

　術者は、不可視状態の“アンティマジックの場（PHB p201，DMG p290）”を作り出して、自身に伴って移動させる。ただし、一部の魔法的効果および能力は、アンティマジックの場からの抑止を受けないか、その抑止に抵抗できる場合がある（本文参照）。また、この呪文によるアンティマジックの場は、アーティファクトおよび神格に対しては作用しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1分/ｌｖ
変成術

イーグルズ･スプレンダー, マス ｌｖ：6 PHB p203 意志・無効(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
84

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

音声、動作、物質

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 永続（解除可）
幻術

イメージ, パーマネント ｌｖ：6 PHB p263 意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんまでの区画の虚像

85
（虚像）　術者は、自身が思い描いた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影を作り出す。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かして、何らかの意味がある台詞を喋らせることができる。ただし、術者が精神集中（おそらく1回の標準アクション）をしていない間は、これは行動を停止する。 ［物質要素：翡翠の粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点、‘物質’

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

幻術
イメージ, プログラムド ｌｖ：6 PHB p279 意志・看破(遣取) 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖ＋1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんまでの区画の虚像

86
（虚像）　この呪文の完成時に、作動条件（本文参照）を設定すること。その後、この条件が満たされた場合、術者が思い描いておいた、視覚的，音声的，嗅覚的，温度的要素を持つ幻影が作り出される。また、この呪文の区画内であれば、この幻影を動かして、何らかの意味がある台詞を喋らせることができる。 ［物質要素：翡翠の粉末（25ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

30分 本文参照 2時間/ｌｖ（解除可）
防御術

ガーズ･アンド･ウォーズ ｌｖ：6 PHB p215 さまざま さまざま ［効果範囲］　高さ20ｆｔ×面積が200平方ｆｔ/ｌｖまでの範囲内
87

　術者は、“魔法効果”1つと、“追加の魔法効果”1つを作り出す（複数階に面積を分割可）。 「魔法効果：アーケイン・ロック（全ての扉），ウェブ（全ての階段），霧（全ての通路），混乱（本文参照），扉の消失（扉1つ/ｌｖ）」，「追加の魔法効果：ガスト・オヴ・ウィンド（1ヶ所），サジェスチョン（1ヶ所），ダンシング・ライツ（4ヶ所），マジック・マウス（2ヶ所）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質、焦点

10分以上 自身 24時間/ｌｖまたはチャージ消費（解除可）

力術
コンティンジェンシィ ｌｖ：6 PHB p225 なし なし ［目標］　術者

88

　術者は、1レベル/3ｌｖ（最大6レベル）以下の、自身に作用する呪文1つを発動して、作動条件1つを設定する。その後、上記の作動条件が満たされた場合、その呪文が効果を発揮する。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。 ［焦点具：術者の小像1つ（1,500ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、物質、‘焦点’

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：5 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：5 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：5 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



和訳

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 ［６ｌｖ；2/2］系統 コート・ヘラルド呪文　６ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間

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

サジェスチョン, マス ｌｖ：6 PHB p227 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

89
（強制）［精神作用、言語依存］　術者は、この目標に対して、1～2文程度の行動内容の示唆（または特殊行動の示唆および作動条件）1つを与えて、非常にもっともらしいものと感じさせる（これが適切である場合、ＤＭ判断で、セーヴにペナルティを与えても良い； 完了するまで持続）。ただし、明らかに害となる形での行動の示唆は、何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、物質

10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
心術

シンボル･オヴ･パースウェイジョン ｌｖ：6 PHB p238 意志・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
90

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

音声、動作、‘物質’

10分 0ｆｔ チャージ消費まで永続、10分/ｌｖ
死霊術

シンボル･オヴ･フィアー ｌｖ：6 PHB p239 意志・無効 可 ［効果/効果範囲］　魔法の印形1つ/半径60ｆｔの爆発
91

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

音声、動作、‘物質’

1標準 接触 1分/ｌｖ
占術

トゥルー･シーイング ｌｖ：6 PHB p258 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
92

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

音声、動作、‘物質’

1標準 自身、近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ、精神集中＋3ラウンド
幻術

ミスリード ｌｖ：6 PHB p288 不可(イ)/意志・看破(メ、遣取) 不可 ［目標/効果］　術者/幻の分身1体
93

（虚像、幻覚）　術者は、グレーター・インヴィジビリティ呪文（PHB p204）と同様に、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”となる（1ラウンド/ｌｖ持続）。また、上記と同時に、この呪文の距離内に、メジャー・イメージ呪文（PHB p290）と同様の、自身の幻影1体を作り出す（精神集中＋3ラウンド持続）。 ［３.５ｅ］

動作

本文参照 自身 本文参照
占術

レジェンド･ローア ｌｖ：6 PHB p299 なし なし ［目標］　術者
94

　術者は、重要な人物，物品，場所などの、任意の対象1つに関する知識を得る（本文参照）。なお、この呪文の発動には、以下の発動時間が必要となる。 「発動時間：噂を聞いたことがあるだけ（2ｄ6週間），詳しい情報を知っている（1ｄ10日），この対象のすぐ近くにいるなど（1ｄ4×10分）」。 ［物質要素：香（250ｇｐぶん）； 焦点具：象牙4つ（各50ｇｐ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質、焦点’

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：6 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：6 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：6 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



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳セーヴ 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 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 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 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

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

（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］構成要素 発動 距離

系統

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照

コート・ヘラルド呪文 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

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

セーヴ



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

［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

セーヴ 呪文抵抗

呪文抵抗

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 発動 距離
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

［目標 / 効果 / 効果範囲］

持続時間 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統 コート・ヘラルド呪文　３ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

　　目標 / 効果 / 効果範囲

参照 構成要素 発動

セーヴ

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

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

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

系統 コート・ヘラルド呪文　２ｌｖ 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［０ｌｖ；1/1］呪文抵抗

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

系統 コート・ヘラルド呪文　１ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：1

（副系統）［補足説明］  効果概略

　　目標 / 効果 / 効果範囲呪文抵抗参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照 セーヴ

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

［０ｌｖ；1/1］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

セーヴ

［０ｌｖ；1/1］　　目標 / 効果 / 効果範囲呪文抵抗セーヴ

［対応］

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

構成要素

呪文抵抗

発動

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動

構成要素 呪文抵抗

距離 持続時間

（副系統）［補足説明］  効果概略

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動 距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照

［対応］

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：1 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

（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：1 参照 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］

［対応］

［０ｌｖ；1/1］発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素
系統

呪文名 ｌｖ：0 参照 発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間系統 コート・ヘラルド呪文　０ｌｖ 参照 構成要素



和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

和訳

系統 コート・ヘラルド呪文　４ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統 コート・ヘラルド呪文　５ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：5 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］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：5 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

呪文名 ｌｖ：5

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：5 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］

　　目標 / 効果 / 効果範囲

発動 距離 持続時間系統 コート・ヘラルド呪文　６ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗

［０ｌｖ；1/1］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［０ｌｖ；1/1］

呪文抵抗

系統
呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離 セーヴ

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［０ｌｖ；1/1］セーヴ

持続時間

系統
呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］

系統
呪文名 ｌｖ：6 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

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

［対応］


