
和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

―

新
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新

新

新

新

新

不可 不可 ［目標/効果］　本文参照
15

　術者は、単純な魔法の“奇術”を行う（以下から1つ選択）。なお、道具，武器，物質要素を作り出す、精神集中を妨害するなどはできない。 「重量が1ポンド以下の物体を、ゆっくりと持ち上げる，暖める，冷やす，匂いを付ける（呪文の終了時には消滅）」，「大きさが1立方ｆｔ以下の物体を、綺麗にする，汚す，色を塗る」，「T&B p80から1つ選択」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 10ｆｔ 1時間
共通

プレスティディジテイション ｌｖ：1 PHB p279

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

14

　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。 ［３.５ｅ］

音声 ‘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
変成術

フェザー･フォール ｌｖ：1 PHB p271

意志・無効(物体) 可(物体) ［目標］　合計の体積が1立方ｆｔ/ｌｖまでの、食糧と水
13

　術者は、目標となった、傷んでいる，腐っている，毒を含んでいるなどの、食料および飲料を浄化する。また、「邪水」，「それに類する食料および飲料」は、使い物にならなくなる（おそらく対立する属性のもののみ）。ただし、その他の魔法的物質に対しては、この呪文は何の効果もない。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 10ｆｔ 瞬間
変成術

ピュアリファイ･フード･アンド･ドリンク ｌｖ：1 PHB p268

12

　術者は、北の方角を知覚する（ただし、この後に方角を見失う可能性はある）。なお、この呪文は、物質界内でしか機能しない。また、〈生存〉技能を5ランク以上修得している人物は、この呪文の必要なく、常に北の方角を識別できる（PHB p75参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 自身 瞬間
占術

ノウ･ディレクション ｌｖ：1 PHB p262

11
　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）」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･マジック ｌｖ：1 PHB, CoC

10
（魅惑）［精神作用］　術者は、目標1体のNPCの態度を、“友好的（PHB p71）”以上に変化させる。ただし、術者または一行から脅威を受けている目標は、この呪文のセーヴに対して＋5のボーナスを得る。また、普通の状態ではしないことをさせる場合、対抗【魅力】判定が必要となる。なお、術者または一行から攻撃を受けた場合、この呪文は即座に終了する。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ
心術

チャーム･パースン ｌｖ：1 PHB p248

召喚術
アンシーン･サーヴァント ｌｖ：1 PHB p200

（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）］

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

［３.５ｅ］

［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体

変成術
エクスペディシャス･リトリート ｌｖ：1 PHB p211

　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）。

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可） なし なし
4

［３.５ｅ］

［目標］　術者

召喚術
キュア･マイナー･ウーンズ ｌｖ：1 PHB p217

（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点のダメージを治癒する。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を与える。なお、瀕死状態のクリーチャーは、1点以上のダメージの治癒を受けた場合、自動的に容態安定状態となる（PHB p143参照）。

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・無効(無害)

防御術
アラーム ｌｖ：1 PHB p200

　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）」。

音声、動作、焦点 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可） 不可
1

［３.５ｅ］

［効果範囲］　空間上の一点を中心とした、半径20ｆｔの放射

可(無害)
5

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

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 なし
7

［３.５ｅ］

［目標］　術者

防御術
シールド ｌｖ：1 PHB p233

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、不可視状態の［力場］の盾1つを作り出す。その後、これを持つ必要はなく、ＡＣに対して＋4の盾ボーナスを得るとともに、マジック・ミサイル呪文（PHB p288）を自動的に無効化する。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。

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ（解除可） なし
8

［３.５ｅ］

［目標］　術者なし

意志・無効 可

不可 不可

なし なし

系統 マーチャント・プリンス呪文　１ｌｖ 参照 構成要素

不可(物体)

召喚術
ステイビライズ〔PF rpg〕

［１ｌｖ；1/2］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 ®

マーチャント･プリンス呪文リスト 　　　 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(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）

セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲

不可

不可

不可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

可(無害) ［目標］　－1ｈｐ以下かつ瀕死状態の、生きているクリーチャー1体

［目標］　精神を持つ人型生物1体

［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射

［目標］　術者

不可 ［効果］　招来された、ライト・ホース1体かポニー1体
16

［３.５ｅ］
召喚術

マウント ｌｖ：1 PHB p285

（招来）《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、ライト・ホース（MM p279）1体またはポニー（MM p280）1体を招来する。なお、この動物は、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に、乗用鞍，手綱，はみを身に付けた状態で出現して、術者のために自発的に働く。

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可） 不可

17

［３.５ｅ］
召喚術

メイジ･アーマー ｌｖ：1 PHB p289

（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。

音声、動作、焦点 1標準 接触 1時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害)

9
［PF_rpg］

PF_rpg p348

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、“容態安定状態（PHB p143）”となる。 ※パスファインダーRPGを使用している場合、この呪文によって、キュア・マイナー・ウーンズ呪文が代替される。 別：〔Dr@299〕 〔SpC〕

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

6
［３.５ｅ］

［効果］　創造された、2ガロン/ｌｖまでの水
召喚術

クリエイト･ウォーター ｌｖ：1 PHB p219

（創造）［水］　術者は、純水2ガロン/ｌｖぶんを創造する（1ガロン＝約3.8リットル）。なお、クリーチャーの体内に、直接的に創造することはできない。また、クリーチャー1体が必要とする、1日ぶんの食料および水の量に関しては、DMG p301参照。なお、水や液体に関わりを持つ効果は、水の次元界において増強される（DMG p154参照）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可(物体)

3
［３.５ｅ］

変成術
イレイズ ｌｖ：1 PHB p203

　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。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 不可(物体)
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［目標］　接触した物体1つ
28

［光］　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、永続的なライト呪文（PHB p162）と同様の、魔法の光源となる。（［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。） ［物質要素：ルビーの粉末（50ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体)

ｌｖ：2 PHB p225 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 不可 不可

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

27

［３.５ｅ］

［目標］　接触した、重量が100ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

　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。

接触 8時間（解除可） 可(物体)

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

力術
コンティニュアル･フレイム

ｌｖ：2 PHB p218
召喚術

キュア･ライト･ウーンズ

（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）＋1ｄ8点のダメージを治癒する。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を与える。

意志・半減(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

なし なし ［目標］　術者
20

　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：1 PHB p293

不可 不可 ［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで
19

［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

不可(物体) 不可(物体) ［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
18

　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。 ［３.５ｅ］

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

メイジ･ハンド ｌｖ：1 PHB p289

ｌｖ：2 PHB p214 音声、動作、物質 1標準 意志・無効(物体)

25

［３.５ｅ］

26

［３.５ｅ］

不可 ［効果範囲］　半径10ｆｔの拡散
24

［３.５ｅ］

意志・無効(ク)(物体) 不可(ク)、可(物体) ［目標］　クリーチャー1体か物体1つ
23

［３.５ｅ］　目標となったクリーチャー1体または物体1つは、自身の属性が隠蔽されて、どのような占術効果（およびそれに相当する効果）によっても、自身の属性を感知されない。ただし、「“属性を感知できなかった”としては感知される」，「“属性なし（真なる中立）”として感知される」などの、いずれになるのかは不明（感知される属性の指定はおそらく不可）。

アンディテクタブル･アラインメント ｌｖ：2 PHB p201 音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間

21

音声、動作、‘物質’ 1時間 接触 瞬間 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した物体1つ
22

［３.５ｅ］

防御術
アーケイン･ロック ｌｖ：2 ［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

　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］

PHB p195

防御術
オブスキュア･オブジェクト

ｌｖ：2 PHB p212
防御術

エンデュア･エレメンツ

　目標となったクリーチャー1体および装備品は、冷気および熱気の環境からの害を受けない（DMG p303，FB p8，SdS p12参照）。ただし、この呪文によっては、［火］，［冷気］などのダメージを軽減することはできない。

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体音声、動作 1標準 接触 24時間

変成術
ウィスパリング･ウィンド

［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。

ｌｖ：2 PHB p206 音声、動作 1標準 1マイル/ｌｖ 1時間/ｌｖまたはチャージ消費 不可

防御術

占術
アイデンティファイ ｌｖ：2 PHB p196

　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）］

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
29

　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

60ｆｔ 精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）
占術

ディテクト･ソウツ ｌｖ：2 PHB p254 不可 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射
30

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

音声、動作、焦点 1標準

力術
テンサーズ･フローティング･ディスク ｌｖ：2 PHB p258

31

［力場］《エーテル界呪文》　術者は、［力場］の円盤1つを作り出す。この円盤は、重量が100ポンド/ｌｖまでを支えることができ、中心のくぼみに2ガロンまでの液体を入れることができる。また、地上から約3ｆｔ，術者から5ｆｔ以内の距離を保って、術者自身に伴って移動する（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ

幻術
ニストゥルズ･マジック･オーラ ｌｖ：2 PHB p261

32
（幻覚）　術者は、目標となった物体1つを、魔法的感知に対して、「非魔法の物体である」，「指定した魔法の機能，呪文系統，オーラ強度を持つ」，「指定した呪文の目標である」などに見せかける。ただし、この目標に対して、アイデンティファイ呪文（PHB p196）などを使用した相手は、意志・看破のセーヴを行える。なお、アーティファクトに対しては作用しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 接触 24時間/ｌｖ（解除可）

［２ｌｖ；1/2］

意志・看破(ク)、不可(物体) 不可(ク)(物体)

　　目標 / 効果 / 効果範囲

［目標］　接触した、重量が5ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

不可 不可 ［効果］　大きさが直径3ｆｔの、［力場］の円盤1つ

意志・不完全

セーヴ 呪文抵抗

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

系統
呪文名 ｌｖ：1 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 セーヴ 呪文抵抗持続時間

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［１ｌｖ；2/2］

系統 マーチャント・プリンス呪文　２ｌｖ 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 マーチャント・プリンス呪文　１ｌｖ 参照 構成要素



和訳

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

有

新

新

新

新

新

新

新

1標準 接触 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

プロテクション･フロム･アローズ ｌｖ：2 PHB p280 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
33

　目標となったクリーチャー1体は、遠隔武器に対して、“ダメージ減少10/魔法”の能力を得る。ただし、合計10点/ｌｖ（最大100点）ぶんのダメージを軽減してしまうと、この呪文はチャージ消費される。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点

1標準 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

34
（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標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
変成術

メイク･ホウル ｌｖ：2 PHB p289 意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　体積が10立方ｆｔ/ｌｖまでの物体1つ
35

　術者は、目標となった物体1つが受けた破損を修復する。このことによって、新品同様の強度およびｈｐにまで戻る。ただし、破壊された魔法のアイテムからは、魔法的能力は回復できない。また、蒸発された，磨り潰された，融かされた，分解された，燃やされた，歪められたなどの物体は修復できず、人造クリーチャーに対しては作用しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 20ｆｔ 2時間/ｌｖ（解除可）
力術

レオムンズ･タイニィ･ハット ｌｖ：2 PHB p299 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
36

［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 接触 永続（解除可）
幻術

レオムンズ･トラップ ｌｖ：2 PHB p299 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　接触した物体1つ
37

（幻覚）　目標となった装置1つ（コルク栓，錠前，蝶番，留め金などを含む）を調べた相手は、罠が仕掛けられていると確信する。なお、この呪文によって、魔法的感知，〈捜索〉判定などを欺くことができる。ただし、半径50ｆｔ以内で、すでに同一の呪文が稼動していた場合、この呪文の発動は失敗する。 ［物質要素：特殊な粉末（50ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ
占術

ロケート･オブジェクト ｌｖ：2 PHB, CoC 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
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］

音声、動作、焦点

1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

アウルズ･ウィズダム ｌｖ：3 PHB, T&B 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
39

　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］

音声、動作、物質

10ラウンド 60ｆｔ 精神集中（最大1ラウンド/ｌｖ； 放棄可）

占術
アナライズ･ポータル ｌｖ：3 XtUM, XtDP… 不可 不可 ［効果範囲］　円錐形の放射

40

　術者は、この範囲内に、ゲート呪文および魔法のポータルが存在するかどうかを知覚する。また、1ラウンドの観察によって、その位置および大きさを特定できる。さらに、その後の観察によって、その詳細な情報を知覚できる（本文参照）。 （…SpC, PlH, MotP, FRCS） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、物質

1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

イーグルズ･スプレンダー ｌｖ：3 PHB, T&B… 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
41

　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） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、物質

10分 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 24時間
召喚術

クリエイト･フード･アンド･ウォーター ｌｖ：3 PHB p220 不可 不可 ［効果］　創造された1日ぶんの食料および水、人間3人/ｌｖぶん
42

（創造）　術者は、食料および水を創造する。この食料は、味は薄いが栄養満点である（この食料は24時間で腐ってしまうが、ピュアリファイ・フード・アンド・ドリンク呪文(PHB p268)などを使用すれば、鮮度を保つことができる； 水はすぐには悪くならない）。なお、この呪文に関しては、馬1頭は、人間3人ぶんの食料および水が必要となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可）
占術

シー･インヴィジビリティ ｌｖ：3 PHB p232 なし なし ［目標］　術者
43

　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

10分 接触 永続
変成術

シークレット･ページ ｌｖ：3 PHB p232 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
44

　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］

音声、動作、物質

1ラウンド 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費
召喚術

ジェムボム ｌｖ：3 SpC, FRCS 反応・半減 可 ［目標］　接触した、宝石（1ｇｐ以上）1顆
45

［力場］《エーテル界呪文》　目標となった宝石1つは、宝石爆弾となる（術者自身のみ使用可； 使用した宝石は再利用不可）。 ［使用は1回の標準アクション； 有効距離60ｆｔ； 半径5ｆｔの爆発； 1ｄ8点/2ｌｖ（最大5ｄ8点）の［力場］ダメージ］ ※スクロール，ワンドなどの作成時に変なため、物質要素ではないように仮変更した。 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作

1標準 自身 1分/ｌｖ
占術

スピーク･ウィズ･アニマルズ ｌｖ：3 PHB p242 なし なし ［目標］　術者
46

　術者は、動物と意思の疎通を行う能力を得る。このことによって、術者および動物は、お互いに相手の言っていることが理解できる。また、その動物の、NPCの態度が“友好的”以上である場合、術者たちのために何かをしてくれる場合がある（ＤＭが判断）。ただし、この呪文のみによっては、その動物のNPCの態度は変化しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 接触 10分/ｌｖ
占術

タンズ ｌｖ：3 PHB p247 意志・無効(無害) 不可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
47

　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］

音声、物質

［３ｌｖ；1/2］発動 距離 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲系統 マーチャント・プリンス呪文　３ｌｖ 参照 構成要素

系統 マーチャント・プリンス呪文　２ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 ［２ｌｖ；2/2］持続時間 セーヴ 呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

持続時間 セーヴ

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：2 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：2 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：2 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



和訳

新

新

―

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

ノック ｌｖ：3 PHB p262 不可(物体) 不可(物体) ［目標］　面積が10平方ｆｔ/ｌｖまでの、開閉する物体1つ
48

　術者は、目標となった物体1つから、開かなくなっている原因2つを解除する。なお、施錠されているもの（小箱，錠前，扉）、きつく閉じているもの（枷，鎖，ゆるくなった溶接部，建て付けの悪い扉），それに類する魔法的効果などを解除できる。ただし、落とし戸，閂，蔦，ロープなどには作用しない。また、アーケイン・ロック呪文は、10分の間、抑止となる。 ［３.５ｅ］

音声

召喚術
ファントム･スティード ｌｖ：3 PHB p270 ［効果］　創造された、半ば実体を持つ馬のようなクリーチャー1体

49

（創造）　術者は、大型サイズの馬のようなクリーチャー1体を創造して、自身または指定した騎手1体の乗騎とさせる。 ［ＡＣ18； 7ｈｐ＋1ｈｐ/ｌｖ； 移動速度20ｆｔ/ｌｖ（最大240ｆｔ）； 運搬能力は騎乗者に追加して10ポンド/ｌｖ； 術者レベルに対応して能力が追加（本文参照）； 戦闘を行わないが、通常の動物はこれを避ける］ ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 0ｆｔ

幻術
フールズ･ゴールド ｌｖ：3 PwoF p72 ［目標］　接触した、1辺が10インチの立方体1個/ｌｖぶんまでの金属製の物体

50

（幻覚）　術者は、金属製の物体を、黄金製の物体に見せかける（銅貨を金貨に、青銅像を黄金像に、など）。なお、この呪文に関しては、“1辺が10インチの立方体1個ぶん”は、“硬貨150枚ぶん”または“金属製の物体の重量3ポンドぶん”に相当する。 ［物質要素：宝石の粉末（5ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］ (F) × ×

音声、動作、‘物質’ 1ラウンド 不可

PHB, SSp, T&B

意志・看破(遣取)接触 1時間/ｌｖ

意志・無効(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
51

　目標となったクリーチャー1体は、頭が良くなる。このことによって、【知力】に＋4の強化ボーナスを得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質フォクセス･カニング ｌｖ：3

音声、動作、物質、焦点

1標準 接触 1分/ｌｖ

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） チャージ消費まで永続、最大10分

召喚術
レオムンズ･セキュアー･シェルター ｌｖ：3 PHB p298

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［３ｌｖ；2/2］系統 マーチャント・プリンス呪文　３ｌｖ 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

不可 不可1時間/ｌｖ（解除可）

幻術
マジック･マウス ｌｖ：3 PHB p287 可(ク)(物体)

変成術
可(無害)

［目標］　クリーチャー1体か物体1つ
52

（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’ 1標準

［効果］　創造された、1辺が20ｆｔの立方体1個ぶんの建造物1つ

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

53

（創造）　術者は、周囲一帯にありふれた材料から、コテージ1つまたはロッジ1つを創造する（どの材料でも強度は変化しない）。また、この建造物に対しては、アーケイン・ロック呪文（PHB p195），アラーム呪文（PHB p200），アンシーン・サーヴァント呪文（PHB p200）の効果が付随している（本文参照）。 ［３.５ｅ］

10分

54
　目標1体は、“エネルギー1つに対する抵抗10”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。また、この抵抗は、3レベルを超える4レベル毎に10上昇する（11レベル以上で最大30）。なお、異なる種類のエネルギーに対する防御効果は、問題なく同時に稼動できる（同一の効果の並行使用でもおそらく可； SpC p83を参照）。 ［３.５ｅ］

1標準 接触 10分/ｌｖ 頑健・無効(無害)ｌｖ：3 PHB p299

不可近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 2時間/ｌｖ（解除可） 不可

意志・無効(ク)(物体)

持続時間 セーヴ

音声、動作

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照 構成要素

防御術
レジスト･エナジー

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

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

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

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

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 距離

系統 マーチャント・プリンス呪文 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 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
系統

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：3 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：3 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：3 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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：3 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 マーチャント・プリンス呪文　３ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

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］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：2 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 マーチャント・プリンス呪文　２ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：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 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［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

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］

　　目標 / 効果 / 効果範囲

系統
呪文名 ｌｖ：1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗系統 マーチャント・プリンス呪文　１ｌｖ 参照 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］

セーヴ呪文名 ｌｖ：3 参照 構成要素 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動


