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（強制）［精神作用］　術者および目標となった仲間は、攻撃ロール，ダメージ・ロール，セーヴ，技能判定に対して、＋1の幸運ボーナスを得る。また、目標となった敵は、上記と同様の判定に対して、－1のペナルティを受ける。 ［３.５ｅ］

［目標］　術者および、術者を中心とした半径40ｆｔの爆発内の全ての精神を持つクリーチャー音声、動作、信仰 1標準
心術

プレイヤー ｌｖ：3 PHB p278

11

（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］

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

キュア･シリアス･ウーンズ ｌｖ：3 PHB p217

※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #311』[未訳]。

［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］　－1ｈｐ以下かつ瀕死状態の、生きているクリーチャー1体

可(無害)
2

［３.５ｅ］

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 ®

ベネヴォレント 任意発動呪文リスト 　　　 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。

召喚術
キュア･マイナー･ウーンズ ｌｖ：0 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)

召喚術
ステイビライズ〔PF rpg〕 ｌｖ：0 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)
3

［PF_rpg］

防御術
レジスタンス ｌｖ：0 PHB p299

　目標1体は、セーヴに対して＋1の抵抗ボーナスを得る。なお、“目標”，“基点の位置”，“モード選択”などの、呪文の選択事項は、呪文の完成時に決定すれば良い（PHB p172参照）。ただし、物質要素，経験点消費などは、呪文の発動時に消費される（PHB p172参照）。また、犠牲コスト，腐敗コストは、呪文の終了時に消費される。

音声、動作、信仰 1標準 接触 10ラウンド 意志・無効(無害)
4

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

召喚術
キュア･ライト･ウーンズ ｌｖ：1 PHB p218

（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。

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)
5

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

防御術
サンクチュアリィ ｌｖ：1 PHB p231

　目標となったクリーチャー1体に対して、直接攻撃（目標型効果を含む）を行った相手は、その攻撃が失敗するとともに、この目標には再度攻撃できなくなる（意志・無効； セーヴは最初に1回のみ行う； 効果範囲型効果，効果型効果ならば攻撃できる）。ただし、この目標が、“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。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ 意志・無効
6

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

心術
ブレス ｌｖ：1 PHB p279

（強制）［精神作用］　この目標は、攻撃ロール，［恐怖］効果のセーヴに対して＋1の士気ボーナスを得る。なお、「受け手に伴って移動する効果範囲型」，「発動地点から移動しない効果範囲型」，「効果範囲を使用するが実際は目標型」の、正確な区別の方法は不明。（この呪文は、ベイン呪文の、相殺呪文，解呪呪文，おそらく相互抑止に使用できる。）

音声、動作、信仰 1標準 50ｆｔ 1分/ｌｖ 不可(無害)

心術
エイド ｌｖ：2 PHB p211

（強制）［精神作用］　目標となったクリーチャー1体は、＋1点/ｌｖ（最大＋10点）＋1ｄ8点の一時的ｈｐを得るとともに、攻撃ロール，［恐怖］効果のセーヴに対して＋1の士気ボーナスを得る。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 不可(無害)

召喚術
キュア･モデレット･ウーンズ ｌｖ：2 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)

音声、動作 1標準 接触
1

　目標となったクリーチャー1体は、この呪文のチャージ消費によって、自身の攻撃ロール，セーヴ，技能判定のいずれか1回に対して、＋1の技量ボーナスを得ることができる。ただし、このボーナスを得る場合、そのロールの前に宣言しておかなければならない。 ［３.５ｅ］

10ラウンドまたはチャージ消費
占術

ガイダンス ｌｖ：0 PHB p216

系統 クレリックの代案版（ベネヴォレント）任意発動 参照 構成要素 呪文抵抗

可(無害)

可(無害)

可(無害)

不可

可(無害)

可(無害)

発動 距離 持続時間 セーヴ

意志・無効(無害) 可(無害)

可(無害)

9

8

7
［３.５ｅ］

14

［３.５ｅ］

［目標］　クリーチャー1体

［３.５ｅ］

［３.５ｅ］

［目標］　接触した、生きている精神を持つクリーチャー1体

［目標］　接触したクリーチャー1体

［1/2］

［目標］　術者および、術者を中心とした半径50ｆｔの爆発内の全ての精神を持つ仲間

　　目標 / 効果 / 効果範囲

防御術
シールド･アザー ｌｖ：2 PHB p233

10
　目標となったクリーチャー1体は、ＡＣに対して＋1の反発ボーナスと、セーヴに対して＋1の抵抗ボーナスを得るとともに、本来受けるはずのダメージから、1/2しか害を受けない。ただし、軽減されたぶんのダメージは、その代わりに術者に与えられる。 ［焦点具：白金の指輪2つ（50ｇｐ×2； 術者および目標は、これを身に着けていなければならない）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、‘焦点’ 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害)

音声、動作 1標準 接触

40ｆｔ 1ラウンド/ｌｖ 不可

防御術
リムーヴ･カース ｌｖ：3 PHB p296 音声、動作 1標準 接触

13
　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］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 意志・無効(ク)(物体) 可(ク)(物体) ［目標］　接触したクリーチャー1体か物体1つ

召喚術
キュア･クリティカル･ウーンズ ｌｖ：4 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。

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) 可(無害) ［目標］　接触したクリーチャー1体

1標準 接触 10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
防御術

スペル･イミュニティ ｌｖ：4 PHB p243
15

　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

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
16

（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’

防御術
アトーンメント ｌｖ：5 PHB p198

17
　以下から1つ選択すること（本文参照）。 「魔法的な属性変化を元に戻す」，「元クラス化から復帰させる」，「信仰呪文能力を復帰させる」，「救済または誘惑（対立する属性の要素を持つ目標1体を、術者と同じ詳細な属性に属性変化させる）」。 ［焦点具：祈祷用具（500ｇｐ）； 経験点消費：500XP（故意の場合のみ）］ ［３.５ｅ］

音声、動作、物質、信仰、‘焦点’ 1時間 接触 瞬間 不可 可 ［目標］　接触した、おそらく同意する生きているクリーチャー1体
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意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　クリーチャー何体でも、どの2体をとっても30ｆｔの距離内
24

（治癒）〔正〕　目標となった生きているクリーチャーは、10点/ｌｖ（最大250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（PHB p266参照）。また、目標となったアンデッドに対しては、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 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
召喚術

ヒール, マス ｌｖ：9 PHB p266

召喚術
キュア･ライト･ウーンズ, マス ｌｖ：5 PHB p218

（治癒）〔正〕　術者は、目標となった生きているクリーチャーから、1点/ｌｖ（最大25点）＋1ｄ8点のダメージを治癒する。また、アンデッドには、上記と同じ値のダメージを与える。なお、目標型効果は、特記がない限り、同一の相手を複数回の目標にはできない（“目標数の確保”や“術者レベルの低下”の必要なく、作用数は調整できると思われる）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・半減(無害) 可(無害)
18

［３.５ｅ］

［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

召喚術
キュア･モデレット･ウーンズ, マス ｌｖ：6 PHB p218

（治癒）〔正〕　術者は、目標となった生きているクリーチャーから、1点/ｌｖ（最大30点）＋2ｄ8点のダメージを治癒する。また、アンデッドには、上記と同じ値のダメージを与える。なお、目標型効果は、特記がない限り、同一の相手を複数回の目標にはできない（“目標数の確保”や“術者レベルの低下”の必要なく、作用数は調整できると思われる）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・半減(無害) 可(無害)
19

［３.５ｅ］

［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

召喚術
ヒール ｌｖ：6 PHB p266

（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。

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) 可(無害)
20

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

召喚術
キュア･シリアス･ウーンズ, マス ｌｖ：7 PHB p217

（治癒）〔正〕　術者は、目標となった生きているクリーチャーから、1点/ｌｖ（最大35点）＋3ｄ8点のダメージを治癒する。また、アンデッドには、上記と同じ値のダメージを与える。なお、目標型効果は、特記がない限り、同一の相手を複数回の目標にはできない（“目標数の確保”や“術者レベルの低下”の必要なく、作用数は調整できると思われる）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・半減(無害) 可(無害)
21

［３.５ｅ］

［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

召喚術
レストレーション, グレーター ｌｖ：7 PHB p300

（治癒）〔正〕　目標1体は、「全ての能力値ダメージ」，「全ての能力値吸収」，「全ての負のレベル」，「混乱，狂気，疲労，過労状態」の全てが治癒される。また、過去1週間以内に失われた、全てのレベルを取り戻して（死によるものは不可）、全ての能力値ペナルティを与えている効果と、全ての有害な精神的効果が解呪される。 ［経験点消費：500XP］

音声、動作、‘経験’ 10分 接触 瞬間 意志・無効(無害) 可(無害)
22

［３.５ｅ］

［目標］　接触したクリーチャー1体

召喚術
キュア･クリティカル･ウーンズ, マス ｌｖ：8 PHB p217

（治癒）〔正〕　術者は、目標となった生きているクリーチャーから、1点/ｌｖ（最大40点）＋4ｄ8点のダメージを治癒する。また、アンデッドには、上記と同じ値のダメージを与える。なお、目標型効果は、特記がない限り、同一の相手を複数回の目標にはできない（“目標数の確保”や“術者レベルの低下”の必要なく、作用数は調整できると思われる）。

音声、動作 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・半減(無害) 可(無害)
23

［３.５ｅ］

［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

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［2/2］発動 距離 持続時間 セーヴ系統 クレリックの代案版（ベネヴォレント）任意発動 参照 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


