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―不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
17

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、3ｌｖのリストのクリーチャー1体か、2ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅲ ｌｖ：3 SdS p122

不可 不可 ［目標］　大きさが10ｆｔ/ｌｖ×10ｆｔ/ｌｖ×2ｆｔ/ｌｖ（本文参照）までの砂や塵
16

［おそらく地］　以下の2つから選択すること。なお、アース・エレメンタルや、砂塵に基づくクリーチャーは、この呪文からスロー呪文（PHB p244）の効果を受ける。 「砂塵減少：この範囲内では、砂および塵の深さが、2ｆｔ/ｌｖまで低下する（最低1インチ； 落とし穴の作成は、本文参照）」，「砂塵増加：この範囲内では、砂および塵の深さが、2ｆｔ/ｌｖまで上昇する」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 10分/ｌｖ（解除可）
変成術

コントロール･サンド ｌｖ：3 SdS p112

反応・不完全 可 ［効果］　長さ10ｆｔ/ｌｖ×高さ5ｆｔ/ｌｖまでの面積を持つ風の壁（円筒形，四角柱なども選択可）

15
［風］　術者は、不可視状態の壁1つを作り出す。この障壁を通過する相手は、手に持っている物体が吹き飛ばされる（反応・無効）。また、飛行している小型サイズ以下の相手は、この障壁を通過できない（セーヴ不可）。さらに、この障壁を通過するアロー，ボルト，ブレス攻撃などは無効化されて、その他の遠隔攻撃でも30％の失敗確率を受ける。 ［３.５ｅ］

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

ウィンド･ウォール ｌｖ：3 PHB p207

頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
14

　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］

音声、動作 1標準 接触 10分/ｌｖ
防御術

レジスト･エナジー ｌｖ：2 PHB p299

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
13

　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 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

フォクセス･カニング ｌｖ：2 PHB, SSp, T&B

12
［火］　この目標は、どの2つをとっても30ｆｔの距離内に収まっていなければならない。目標となった物体は加熱されて、その運搬者は、1ラウンドにつき1回ずつ、本文中の［火］ダメージを受ける（［冷気］ダメージを減殺する； 水中では本文参照； 非装備中かつ非魔法の物体はセーヴ不可）。また、後者の方法での目標の取り方の場合、本文参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 7ラウンド
変成術

ヒート･メタル ｌｖ：2 PHB p266

11

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、2ｌｖのリストのクリーチャー1体か、1ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅱ ｌｖ：2 SdS p122

10
（招来）《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、スパイダー，バット，ラットのいずれかのスウォーム（MM p103）1つを招来する（すでに他者が存在する地点にも出現可）。その後、同じマス目内にいる生きている相手を攻撃する（それがいない場合、最も近くにいる生きている相手に移動する）。ただし、この呪文のみによっては、命令を与えることはできない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋2ラウンド
召喚術

サモン･スウォーム ｌｖ：2 PHB p228

変成術
キャッツ･グレイス ｌｖ：1 PHB p217

　目標となったクリーチャー1体は、より機敏かつ軽やかで、調和の取れた動きができるようになる。このことによって、【敏捷力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)
2

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

占術
スピーク･ウィズ･アニマルズ ｌｖ：1 PHB p242

　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。

音声、動作 1標準 自身 1分/ｌｖ なし なし
4

［３.５ｅ］

［目標］　術者

死霊術
パーチング･タッチ ｌｖ：1 SdS p118

　術者は、“干上がりの接触”の能力を得る（合計1回/ｌｖまで使用可）。この近接接触攻撃が命中した相手は、「1ｄ6点（植物，(水)のエレメンタルには代わりに1ｄ8点）の“乾燥ダメージ/Desiccation Damage（SdS p15）［仮訳］”（セーヴ不可）」，「1点の【耐久力】ダメージと、“脱水状態/Dehydrated（SdS p15）［仮訳］”（頑健・無効）」の両方の効果を受ける。

音声、動作 1標準 接触 瞬間 頑健・不完全

防御術
エンデュア･エレメンツ ｌｖ：1 PHB p212

　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。

音声、動作 1標準 接触 24時間 意志・無効(無害)
1

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

可
5

［３.５ｅ］

［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体以上

変成術
ベアズ･エンデュアランス ｌｖ：1 PHB p281

　目標となったクリーチャー1体は、高いスタミナおよび生命力を得る。このことによって、【耐久力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)
7

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

変成術
アウルズ･ウィズダム ｌｖ：2 PHB, T&B

　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。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)
8

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体可(無害)

不可 不可

不可 不可

意志・無効(ク)または(物体) 不可(ク)、可(物体)

系統 サンド・シェイパー追加呪文 参照 構成要素 ［1/3］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 ®

サンド･シェイパー 追加呪文リスト 　　　 CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉　  Presented by “Spellcaster.jp” 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉　 〈v2.11〉 （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。

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

可(無害)

不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体

セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲

可(無害)

可(無害)

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

［効果］　招来された、スパイダーかバットかラットのスウォーム1群

［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

［目標］　装備中の金属製の鎧1つ/2ｌｖまでか、合計の重量が25ポンド/ｌｖまでの金属製の物体

9
［３.５ｅ］ (F) ○ ○

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）

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

6
［３.５ｅ］

変成術
ブルズ･ストレンクス ｌｖ：1 PHB p276

　目標となったクリーチャー1体は、力が強くなる。このことによって、【筋力】に＋4の強化ボーナスを得る。

音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

3
［３.５ｅ］

召喚術
サモン･デザート･アライ Ⅰ ｌｖ：1 SdS p122

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、1ｌｖのリストのクリーチャー1体を招来する。また、このクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。

音声、動作 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可
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発動 距離 持続時間 セーヴ系統 サンド・シェイパー追加呪文 参照 構成要素

本文参照、反応・半減 不可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
36

［風、地］　術者は、自身から離れる方向に、“暴風”の風力効果を発生させる（時速70マイル程度； 本文参照，またはDMG p92参照）。また、この範囲内にいる相手は、吹き付けられる砂によって、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを受ける（反応・半減）。なお、《Drift Magic》の特技（SdS p49，p105）を習得している場合、4レベル呪文として使用できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1ラウンド 60ｆｔ 瞬間
力術

フレイウィンド･バースト ｌｖ：5 SdS p115

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
35

　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 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、反応・無効 不可 ［効果範囲］　1辺が10ｆｔの立方体2個/ｌｖぶんまでの範囲内
34

［地］　術者は、加工されても切り出されてもいない自然の岩を、砂に変化させる（最大で深さ10ｆｔ）。また、巨岩，天井，トンネルなどを、崩落させるためにも使用できる（本文参照）。（この呪文は、トランスミュート・サンド・トゥ・ストーン呪文の、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、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 永続
変成術

トランスミュート･ストーン･トゥ･サンド ｌｖ：5 SdS p125

不可、反応・無効 不可 ［効果範囲］　1辺が10ｆｔの立方体2個/ｌｖぶんまでの範囲内
33

［地］　術者は、砂の塊を、石の塊に変化させる。また、この範囲内にいる相手は、足が捕らえられて、“からみつかれた状態”となるとともに、移動できない（反応・無効）。 ［硬度8； 厚さ1インチ毎に15ｈｐ； 破壊難易度20＋2/1インチ］ （この呪文は、トランスミュート・ストーン・トゥ・サンド呪文の、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、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 永続
変成術

トランスミュート･サンド･トゥ･ストーン ｌｖ：5 SdS p124

頑健・無効 可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体
32

　この近接接触攻撃が命中した相手は、自身の肺が粉塵で満たされる。このことによって、自動的に呼吸を止めていられている期間なく、即座に“窒息（DMG p302）”の【耐久力】判定が開始される。ただし、1回の全ラウンド・アクションによって、解放されるための再セーヴ1回を行える。 ［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
チョーキング･サンズ ｌｖ：5 SdS p112

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
31

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、5ｌｖのリストのクリーチャー1体か、4ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、3ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅴ ｌｖ：5 SdS p123

反応・半減 不可 ［効果範囲］　円錐形の爆発
30

（創造）［地］　術者は、砂の爆発を創造する。このことによって、この範囲内のクリーチャーおよび物体は、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを受ける。また、この呪文は、［音波］ダメージ，［酸］ダメージなどと同様に、物体に対しても完全なダメージを与える。なお、物体の破壊またはセーヴに関しては、PHB p163，p175を参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 30ｆｔ 瞬間
召喚術

ブラスト･オヴ･サンド ｌｖ：4 SdS p112

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
29

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、4ｌｖのリストのクリーチャー1体か、3ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、2ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅳ ｌｖ：4 SdS p123

不可 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの体積を持つ、砂の塊1つ
28

（創造）［地］　術者は、砂の塊1つを創造して、反対側に対して、完全視認困難かつ完全遮蔽を与える。また、この障壁を通過する相手は、本文参照。なお、この内部では、“盲目状態（PHB p311）”かつ“聴覚喪失状態（PHB p308）”として扱われて、会話，呼吸，音声要素を含む呪文の発動が行えず、他の呪文の発動は妨害される（本文参照）。 別：〔SdS〕 ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 精神集中（放棄可）＋1ラウンド/ｌｖ
召喚術

ウォール･オヴ･サンド〔SpC, PGtF〕? ｌｖ：4 SpC, PGtF

反応・無効、不可 不可 ［効果］　1辺が10ｆｔの正方形1個/ｌｖぶんまでの面積を持つ、砂の壁1つ
27

（創造）［地］　術者は、砂の壁1つを創造して、完全視認困難を与えて、［火］効果の効果線を遮断する。また、通過する相手は、本文参照。 ［厚さ1インチ/ｌｖ； 物理的な攻撃を受けないが、通過する攻撃には、“5ｆｔ×5ｆｔぶん1つにつき2ｈｐ/1インチ”に相当； 厚さ1/2として面積2倍にできる］ ※パーマネンシィ呪文を適用可（詳細は記載がない）。 別：〔SpC, PGtF〕 ［３.５ｅ］

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

ウォール･オヴ･サンド〔SdS〕 ｌｖ：4 SdS p127

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
26

　目標となったクリーチャー1体は、自身の身体から水分が吸収される。このことによって、1ｄ6点/ｌｖ（最大10ｄ6点； 植物クリーチャー，“(水)の副種別”を持つエレメンタルには代わりに1ｄ8点/ｌｖ(最大15ｄ8点)）の“乾燥ダメージ/Desiccation Damage（SdS p15）［仮訳］”を受けて（頑健・半減）、“脱水状態/Dehydrated（SdS p15）［仮訳］”となる（頑健・無効）。 ［３.５ｅ］

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

ウィザー ｌｖ：4 SdS p128

不可、反応・半減 不可 ［効果範囲］　半径20ｆｔ×高さ20ｆｔの範囲内
25

（創造）［風、地］　この範囲内は、フォッグ・クラウド呪文（PHB p258）の効果を得る。また、この範囲内にいるクリーチャーは、進入時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、1ｄ4点/2ｌｖ（最大5ｄ4点）のダメージを受ける（呪文の完成時のみ、反応・半減）。さらに、覆われていない炎は、自動的に消える（覆われている炎は、50％の確率で消える）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 1分/ｌｖ
召喚術

ハブーブ ｌｖ：3 SdS p117

意志・無効 可 ［目標］　精神を持つ動物1体
24

（強制）［精神作用］　術者は、目標1体と精神的にリンクされて、テレパシーによって単純な命令1つを与えることができる（内容の変更は1回の移動アクション； 自殺的な命令は無視される）。また、この目標の状態を知覚できるとともに、精神集中によって、普通の動物ではできないようなことをさせることができる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

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

ドミネイト･アニマル ｌｖ：3 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
23

（強制）［精神作用］　目標1体は、治まらない渇きに苛まれて、水を飲み続けなければならない（視界内に水の容器がある場合、それを奪って飲み干す； それがなくなった場合、最も近くの水源まで移動して、飲み続ける）。また、それを妨害した相手（仲間を含む）には、“激怒”の能力の効果を得て攻撃するが、必ずしも致命的な攻撃方法を選ぶわけではない。 ［３.５ｅ］

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

トーメンティング･サースト ｌｖ：3 SdS p124

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
22

　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 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

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
21

　目標1体は、1ｄ6点/2ｌｖ（最大5ｄ6点）の“乾燥ダメージ/Desiccation Damage（SdS p15）［仮訳］”を受けて（頑健・半減）、“脱水状態/Dehydrated（SdS p15）［仮訳］”となる（頑健・無効）。なお、植物，“（水）の副種別”を持つエレメンタルには1ｄ8点/ｌｖ（最大10ｄ8点）、“（地）の副種別”を持つエレメンタルには1ｄ4点/2ｌｖ（最大5ｄ4点）に変化する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

ディシケイト ｌｖ：3 SdS p114

本文参照 不可 ［効果範囲］　1辺が10ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの範囲内
20

〔魔法の罠（難易度25＋呪文レベル； 発見のみ）〕　この範囲内では、自然の砂が、“スリップサンド/Slipsand（SdS p25）［仮訳］”となる。なお、通常の魔法の罠とは異なり、“罠探し”を持たない〈生存〉判定でも発見でき、その場合には、呪文のセーヴ難易度が必要となる。また、砂製の建造物を崩落させるためにも使用できる（“落盤と崩落”は、DMG p65参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 永続
変成術

スリップサンド ｌｖ：3 SdS p121

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
19

　目標1体は、日射病のようになる。このことによって、2ｄ6点の“非致傷ダメージ（PHB p144）”を受けて（セーヴ不可）、“疲労状態（PHB p310）”となる（すでに疲労状態である場合、過労状態となる； 頑健・無効）。また、このダメージおよび状態は、熱気の環境からのものと同様の、除去制限を持つ（DMG p302，SdS p13参照）。 別：〔Du@120〕 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

サンストローク〔SdS〕 ｌｖ：3 SdS p123

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
18

　目標となったクリーチャー1体は、日射病のようになる。このことによって、2ｄ6点の“非致傷ダメージ（PHB p144）”を受けて（セーヴ不可）、“疲労状態（PHB p310）”となる（すでに疲労状態である場合、過労状態となる； 頑健・無効）。ただし、この呪文のダメージおよび効果は、熱気の環境からのものとは異なり、通常通り治癒できる。 別：〔SdS〕 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 瞬間
変成術

サンストローク〔Du@120〕? ｌｖ：3 Du@120 p27

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［2/3］
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不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
46

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、9ｌｖのリストのクリーチャー1体か、8ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、7ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅸ ｌｖ：9 SdS p123

反応・無効 可 ［効果］　半径5ｆｔ（底部）×半径15ｆｔ（頭部）×高さ30ｆｔの旋風1つ
45

［風］　術者は、旋風1つを作り出して、1ラウンドにつき60ｆｔまで移動させる（指示は1回の移動アクション，行動プログラムの変更は1回の標準アクション； 本文参照）。 「大型サイズ以下：3ｄ6点のダメージを受ける（反応・無効）」，「中型サイズ以下：上記と同様のダメージを受けて（反応・無効）、この旋風内に捕らわれる（反応・無効； 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）
力術

ワールウィンド ｌｖ：8 PHB p301

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
44

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、8ｌｖのリストのクリーチャー1体か、7ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、6ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅷ ｌｖ：8 SdS p123

頑健・不完全 可 ［目標］　肉の肉体を持つクリーチャー1体/4ｌｖ（最大5体）まで、どの2体をとっても30ｆｔの距離内

43
　この目標は、1ｄ6点/2ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを受ける（セーヴ不可）。また、この呪文から、“現在のｈｐ”の1/2を超えるダメージを受けた相手は、フレッシュ・トゥ・ストーン呪文（PHB p279）と似た効果で、自身の肉体が岩塩に形質変化する（頑健・無効； 装備品には作用しない）。 ［岩塩：硬度2； 厚さ1インチにつき5ｈｐ； 水に対しては本文参照］ ［３.５ｅ］

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

フレッシュ･トゥ･ソルト, マス ｌｖ：7 SdS p116

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
42

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、7ｌｖのリストのクリーチャー1体か、6ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、5ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅶ ｌｖ：7 SdS p123

頑健・不完全 可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体
41

　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、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、6ｄ6点の“乾燥ダメージ/Desiccation Damage（SdS p15）［仮訳］”を受けて、“脱水状態/Dehydrated（SdS p15）［仮訳］”となる。なお、この呪文によって死亡した相手は、その死体がミイラのようになる。 ［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
マミーファイ ｌｖ：6 SdS p118

頑健・無効 不可 ［効果範囲］　半径40ｆｔ/ｌｖまで×高さ40ｆｔの円筒形
40

（創造）［風、地］　術者は、コントロール・ウィンズ呪文（PHB p225）の効果を作り出す（風向き4種類から1つ選択可，“風力効果(DMG p93)”を1段階/3ｌｖまで増減可，半径40ｆｔまでの“台風の目”を作成可，再設定可）。また、風力効果を“強風”以上にした場合、その風力効果に対応した段階の“砂嵐”が発生する（本文参照，およびSdS p16参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 40ｆｔ/ｌｖ 10分/ｌｖ
召喚術

サンドストーム ｌｖ：6 SdS p119

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
39

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、この呪文用のリストの、6ｌｖのリストのクリーチャー1体か、5ｌｖのリストのクリーチャー1ｄ3体か、4ｌｖ以下のリストのクリーチャー1ｄ4＋1体を招来する。また、これらのクリーチャーは、ダストフォーム・クリーチャー・テンプレート（SdS p161）を持つ。 ［３.５ｅ］

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

サモン･デザート･アライ Ⅵ ｌｖ：6 SdS p123

不可(物体) 不可(物体) ［目標］　接触した、半径15ｆｔの範囲内の砂
38

　術者は、この呪文の発動時に、意志セーヴ（難易度18）に成功しなければならない。目標となった砂または類する材質は、人型生物のような形状のクリーチャー1体に形質変化する（術者に対する初期態度は、“友好的”）。これは、超大型アニメイトテッド・オブジェクト（MM p11）に似ているが、一部が異なる（本文参照）。 ［経験点消費：500XP］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘経験’ 24時間 接触 瞬間
変成術

アウェクン･サンド ｌｖ：6 SdS p111

頑健・不完全 可 ［目標］　肉の肉体を持つ、クリーチャー1体
37

　目標1体は、1ｄ6点/2ｌｖ（最大10ｄ6点）のダメージを受ける（セーヴ不可）。また、この呪文から、“現在のｈｐ”の1/2を超えるダメージを受けた場合、フレッシュ・トゥ・ストーン呪文（PHB p279）と似た効果で、自身の肉体が岩塩に形質変化する（頑健・無効； 装備品には作用しない）。 ［岩塩：硬度2； 厚さ1インチにつき5ｈｐ； 水に対しては本文参照］ ［３.５ｅ］

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

フレッシュ･トゥ･ソルト ｌｖ：5 SdS p116

持続時間 セーヴ 呪文抵抗

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 発動 距離
系統

呪文名 ｌｖ：　 参照

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［3/3］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：　 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


