
和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新意志・半減(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
13

（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）＋3ｄ8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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
キュア･シリアス･ウーンズ ｌｖ：2 PHB p217

12

　目標となった武器1つまたは矢弾は、クリティカル可能域が2倍（＋100％）となる。ただし、矢弾をこの呪文の目標とする場合、それらはお互いに触れ合っていなければならない。なお、この呪文の目標とする上では、シュリケンは矢弾として扱われる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 10分/ｌｖ
変成術

キーン･エッジ ｌｖ：2 PHB p217

11
（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。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可）
幻術

インヴィジビリティ ｌｖ：2 PHB p203

10
　目標1体は、“夜目”の能力を得る。このことによって、“明るい照明”および“薄暗い照明”の範囲内が、通常の2倍に広がったかのように、視認を行うことができる（PHB p162参照）。また、“薄暗い照明”の範囲内にあるものでも、通常通り色彩を識別できる。ただし、魔法の暗闇に対しては、この能力は機能しない。 （…UE, SSp, MaoF） ［３.５ｅ］ (F) ○ ○

音声、物質 1標準 接触 1時間/ｌｖ
変成術

ローライト･ヴィジョン ｌｖ：1 SpC, CAr…

占術
シー･インヴィジビリティ ｌｖ：1 PHB p232

　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。

音声、動作、物質 1標準 自身 10分/ｌｖ（解除可） なし
2

［３.５ｅ］

［目標］　術者

占術
トゥルー･ストライク ｌｖ：1 PHB, CoC

　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。

音声、焦点 1標準 自身 本文参照 なし なし
4

［３.５ｅ］

［目標］　術者

防御術
プロテクション･フロム･イーヴル ｌｖ：1 PHB p280

［善］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：悪の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、善ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

召喚術
キュア･モデレット･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/ｌｖ（最大10点）＋2ｄ8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。

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)
1

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

不可/不可/可
5

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

防御術
プロテクション･フロム･ケイオス ｌｖ：1 PHB p280

［秩序］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：秩序の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、混沌ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可 不可/不可/可
7

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

防御術
プロテクション･フロム･ロー ｌｖ：1 PHB p281

［混沌］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：混沌の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性の、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、秩序ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可
8

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

意志・無効(無害) 可(無害)

意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体)

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ 呪文抵抗

意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体)

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素

不可/不可/可

防御術
レジスト･エナジー

不可/不可/可

［１ｌｖ；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 ®

ルーンスカード･バーサーカー呪文リスト 　　　 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。

なし ［目標］　術者

セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲

可(無害)

なし

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

［目標］　接触したクリーチャー1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

［目標］　斬撃か刺突ダメージを与える、武器1つか矢弾50発まで

9
［３.５ｅ］

PHB p299

　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）。

音声、動作、信仰 1標準 接触 10分/ｌｖ 頑健・無効(無害)ｌｖ：1

6
［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体
防御術

プロテクション･フロム･グッド ｌｖ：1 PHB p280

［悪］　目標1体は、以下の効果を得る。 「ⅰ：善の相手に対して、ＡＣに＋2の反発ボーナス，セーヴに＋2の抵抗ボーナスを得る」，「ⅱ：全ての属性に対して、精神制御，憑依を遮断する（本文参照）」，「ⅲ：（招来）効果の、悪ではない相手は、この目標に接触できない（セーヴ不可）。ただし、この目標の側から攻撃した場合、この効果のみが終了する」。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)、不可

3
［３.５ｅ］

力術
ディヴァイン･フェイヴァー ｌｖ：1 PHB p249

　術者は、自身が信仰する神格の知恵や力を呼び降ろして、攻撃，ダメージのロールに対して＋1/3ｌｖ（最小でも＋1，最大＋3）の幸運ボーナスを得る。なお、基本的には、単に“ダメージ・ロールへのボーナス”とされている場合、行う武器攻撃，肉体武器攻撃のダメージに対してのみ適用される（発動する呪文などには適用されない）。

音声、動作、信仰 1標準 自身 10ラウンド なし

持続時間
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

持続時間
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

持続時間
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

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　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］



和訳

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

発動 距離 持続時間

発動 距離 持続時間

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害) 可(無害)

なし なし ［目標］　術者

系統
呪文名 ｌｖ：2 参照

（副系統）［補足説明］  効果概略

構成要素 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

20

　術者は、自身が信仰する神格の力を呼び降ろす。このことによって、＋1点/ｌｖの一時的ｈｐを得るとともに、【筋力】に対して＋6の強化ボーナスを得て、基本攻撃ボーナスが“良好（ファイター，パラディンなどと同様）”に変化する。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ
力術

ディヴァイン･パワー ｌｖ：3 PHB p249

意志・半減(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
19

（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20点）＋4ｄ8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。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
キュア･クリティカル･ウーンズ ｌｖ：3 PHB p217

不可(無害) 可(無害) ［目標］　接触した、超大型サイズ以下のクリーチャー1体
18

［風］　目標となったクリーチャー1体は、空気の上を歩行する能力を得る。このことによって、通常の地上移動速度で、水平な床のように移動したり、地上移動速度の1/2で、角度が45度の階段のように昇降できる。また、この呪文の終了時には、ゆっくりと落下する（本文参照）。なお、乗騎に対して、この方法の移動を教えることができる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

エア･ウォーク ｌｖ：3 PHB p210

21

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

呪文抵抗

死霊術
デス･ウォード ｌｖ：3 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体

　目標となったクリーチャー1体は、“負のエネルギー効果，［即死］効果，生命力吸収効果に対する完全耐性”の能力を得る。ただし、すでに受けている負のレベル（およびそのレベル吸収）や、上記には含まれない結果的に死亡してしまうような効果（石化状態，毒，ダメージなど）に対しては、この呪文は何の効果もない。 ［３.５ｅ］

PHB p256

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

構成要素 持続時間発動 距離
系統

呪文名 ｌｖ：2 参照 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動

セーヴ 呪文抵抗

セーヴ距離 持続時間

系統
呪文名

（副系統）［補足説明］  効果概略

ｌｖ：2 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
15

　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。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ
変成術

ブルズ･ストレンクス ｌｖ：2 PHB p276

意志・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、”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 1時間/ｌｖ
変成術

ダークヴィジョン ｌｖ：2 PHB p246

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

呪文抵抗

16

［３.５ｅ］
防御術

プロテクション･フロム･エナジー ｌｖ：2 PHB p280

　目標1体は、“エネルギー・ダメージ1つに対する完全耐性”の能力を得る（［音波］，［酸］，［電気］，［火］，［冷気］のいずれか）。ただし、合計12点/ｌｖ（最大120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。なお、この呪文を、同じ種類のレジスト・エナジー呪文（PHB p299）と併用した場合、常にこちらの効果が優先される。

音声、動作、信仰 1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費 頑健・無効(無害)

17

［３.５ｅ］
変成術

ベアズ･エンデュアランス ｌｖ：2 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、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

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 セーヴ距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：3 参照

系統
呪文名 ｌｖ：3 参照

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　２ｌｖ 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 ［２ｌｖ；2/2］

系統
呪文名 ｌｖ：3 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 セーヴ 呪文抵抗

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 ルーンスカード・バーサーカー呪文　３ｌｖ 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 ［３ｌｖ；1/1］

1標準 接触 10分/ｌｖ
防御術

フリーダム･オヴ･ムーヴメント ｌｖ：3 PHB p274 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
22

　目標1体は、“行動を阻害される魔法的効果（本文参照）”を受けている場合でも、攻撃，移動などの行動を、通常の阻害なく使用できる。また、組みつきから逃れるための試みには、自動成功する。さらに、水の中でも、攻撃（投擲武器攻撃を除く），移動などの行動を、通常の阻害なく使用できる。ただし、この呪文のみによっては、水中呼吸能力までは得ない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

ヘイスト ｌｖ：3 PHB p281 頑健・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
23

　この目標は、“加速状態”となって、攻撃ロールに対して＋1のボーナス、ＡＣ，反応セーヴに対して＋1の回避ボーナスを得る。また、全力攻撃には追加攻撃1回を得る。さらに、移動速度全般に対して「＋30ｆｔ」，「＋本来の速度」の小さい方の強化ボーナスを得る。（この呪文は、スロー呪文の、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、物質

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ
変成術

マジック･ウェポン, グレーター ｌｖ：3 PHB p286 意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) ［目標］　武器1つか矢弾50発まで
24

　目標となった武器1つか矢弾は、＋1/4ｌｖ（最大＋5）の魔法の武器として扱われる（攻撃およびダメージのロールに対して、同じ値の強化ボーナスを得る）。ただし、使用された矢弾からは、この呪文は終了する（使用された投擲武器からは終了しない）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰



和訳

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

和訳

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
幻術

インヴィジビリティ, グレーター ｌｖ：4 PHB p204 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
25

（幻覚）　目標1体および装備品は、“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）。ただし、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。なお、インヴィジビリティ呪文（PHB p203）とは異なり、攻撃的な行動をとった場合でも、終了しない。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

ストーンスキン ｌｖ：4 PHB p241 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
26

　目標となったクリーチャー1体は、“ダメージ減少10/アダマンティン”の能力を得る。ただし、合計10点/ｌｖ（最大150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。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（250ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

1標準 接触 10分/ｌｖ
防御術

スペル･イミュニティ ｌｖ：4 PHB p243 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
27

　この呪文の完成時に、4レベル以下の呪文1つ/4ｌｖまでを指定すること（呪文抵抗を行えない呪文に対しては、何の効果もない）。目標1体は、指定された呪文に対して完全耐性を得る。なお、スペル・イミュニティ系呪文は、1体につき同時に1つまでしか稼動状態にはならない（後のものが上書き，レベルの高いものが優先、などだと思われるが不明）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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
28

（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、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ
変成術

ヘイスト〔3e〕 ｌｖ：4 PHB_3e p254 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー1体
29

　目標1体は、1ラウンドにつき1回ずつ、追加の標準アクション1回を得る（追加の呪文の発動なども可）。また、ＡＣに対して＋4の加速ボーナスを得て、跳躍距離が通常の1.5倍となる（＝判定結果が通常の1.5倍となる）。 ※版上げによって効果が変更された呪文であるため、呪文レベルを1上昇した。 別：〔PHB〕 ［３ｅ］

音声、動作、物質

1標準 自身 1ラウンド/ｌｖ（解除可）
変成術

ライチャス･マイト ｌｖ：4 PHB p292 なし なし ［目標］　術者
30

　術者は、サイズ分類が1段階大きくなる（【筋力】に＋4、【耐久力】に＋2、攻撃ロール，ＡＣに－1、足払い，組みつきに＋4、〈隠れ身〉判定に－4、武器の基本ダメージが1段階上昇、接敵面，間合い，運搬能力が変化、移動速度は変化なし）。また、ＡＣの外皮に＋2の強化ボーナス、“ダメージ減少3/悪（または善）”（9ｌｖを超える3ｌｖ毎に＋3； 最大9）を得る。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

3ラウンド 接触 瞬間
召喚術

レストレーション ｌｖ：4 PHB p300 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体
31

（治癒）〔正〕　目標となったクリーチャー1体は、「全ての能力値ダメージ」，「能力値1つに対する全ての能力値吸収」，「負のレベル1つ」，「疲労状態」，「過労状態」の全てが治癒される。また、過去24時間以内に失われた、レベル1つを取り戻す（生命力吸収効果などによるもの； 死によるものは不可）。 ［物質要素：ダイアモンドの粉末（100ｇｐぶん）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘物質’

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：5 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
32

　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、信仰

1標準 接触 1分/ｌｖ
防御術

スペル･レジスタンス ｌｖ：5 PHB p244 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、“呪文抵抗12＋1/ｌｖ”の能力を得る。なお、“呪文抵抗”の能力は、1回の標準アクションによって、自身の次のターンの開始時まで、非作動状態にできる（DMG p292参照）。また、同一の効果に対しては、基本的には、最初に1回のみ呪文抵抗判定が行われる（同頁参照）。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

1標準 接触、長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 瞬間
召喚術

ディメンジョン･ドア ｌｖ：5 PHB p255 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）

34
（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］

音声

1標準 接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間

召喚術
ヒール ｌｖ：5 PHB p266 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

35
（治癒）〔正〕　目標となった生きているクリーチャーは、この呪文のチャージ消費によって、10点/ｌｖ（最大150点）のダメージと、全ての能力値ダメージ、および多くの不利な状態が治癒される（本文参照）。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、正のエネルギーによって、ハーム呪文（PHB p263）の効果を与える。 ［３.５ｅ］

音声、動作

1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可）
変成術

ポリモーフ ｌｖ：5 PHB, Dr@280 不可 不可 ［目標］　接触した、同意する生きているクリーチャー1体
36

（ポリモーフ）　目標1体は、「1ＨＤ/ｌｖ（最大15ＨＤ）」，「自身のＨＤ数」の低い方以下の、生きているクリーチャーに変身して、1日の休息ぶんのダメージが治癒される。また、（ポリモーフ）効果では変化しない部分に追加して、精神系能力値が変化しない。ただし、一部の能力を獲得できず、極小サイズ，非実体状態，ガス化形態には変身できない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　４ｌｖ 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 ［４ｌｖ；1/1］

系統
呪文名 ｌｖ：4 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］

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

距離 持続時間
系統

呪文名 ｌｖ：5 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

系統
呪文名 ｌｖ：5 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

系統
呪文名 ｌｖ：5 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

ルーンスカード・バーサーカー呪文　５ｌｖ 参照 構成要素

セーヴ距離 持続時間

セーヴ距離 持続時間

セーヴ

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［４ｌｖ；1/1］発動 距離 持続時間 セーヴ系統
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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］

セーヴ 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 ルーンスカード・バーサーカー呪文 参照 構成要素 発動 距離 持続時間
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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

（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

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

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

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

（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

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　１ｌｖ 参照 構成要素

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

発動 距離 持続時間 セーヴ

距離 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

セーヴ

ｌｖ：4 参照 構成要素 発動

持続時間 セーヴ

［対応］

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］

［目標 / 効果 / 効果範囲］

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 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

呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

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］

［対応］
系統

呪文名 ｌｖ：2

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　４ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：4

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離

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

［対応］

持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［目標 / 効果 / 効果範囲］

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　３ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：3

（副系統）［補足説明］  効果概略

参照 構成要素 発動 距離

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

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　２ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：4 参照 構成要素 発動 距離

系統
呪文名

（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］

系統 ルーンスカード・バーサーカー呪文　５ｌｖ

系統
呪文名 ｌｖ：5

（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 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗

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


