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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

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：　 参照

自身 瞬間 なし

発動 距離 持続時間 セーヴ

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）

音声、動作、物質 1標準 接触

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
10

　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）］ ［追加］

音声、動作、‘焦点’
占術

アナライズ･ドゥウェオマー ｌｖ：6 PHB p198

［追加］

［1/1］

［目標］　接触した、面積が3平方ｆｔまでのページ1つ

　　目標 / 効果 / 効果範囲

［効果範囲］　術者を中心とした、半径40ｆｔの放射

［軽減］

可(無害)

不可

不可(無害)

不可(物体)

可

9

8

7
［追加］

［目標］　接触したクリーチャー1体

不可(物体)

発動 距離 持続時間 セーヴ

不可 不可

不可

系統 構成要素クレリックの代案版（世捨てクレリック［仮訳/Cloistered Cleric］）追加・レベル軽減呪文 呪文抵抗

変成術
メッセージ ｌｖ：0 PHB, CoC 音声、動作、焦点 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

1
［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）。 ［追加］

10分/ｌｖ

占術
ディテクト･スクライング ｌｖ：4 PHB p254

　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。

音声、動作、物質 1標準 40ｆｔ 24時間 不可

占術
タンズ ｌｖ：3 PHB p247

　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。

音声、信仰 1標準 接触 10分/ｌｖ 意志・無効(無害)

変成術
シークレット･ページ ｌｖ：3 PHB p232

　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）。

音声、動作、物質 10分 接触 永続 不可(物体)

6
［追加］

［目標］　接触した、重量が10ポンド以下の物体1つ
幻術

イリューソリィ･スクリプト ｌｖ：3 PHB p203

（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）］

音声、動作、‘物質’ 1分以上 接触 24時間/ｌｖ（解除可） 意志・無効

5
［追加］

［目標］　接触したクリーチャー1体
変成術

フォクセス･カニング ｌｖ：2 PHB, SSp, T&B

　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。

音声、動作、信仰 1標準 接触 1分/ｌｖ 意志・無効(無害)

4
［追加］

［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）

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)

3
［追加］

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

占術
アイデンティファイ ｌｖ：1 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：信仰呪文のため必要なし］

音声、動作、信仰 1時間 接触 瞬間 不可(物体)

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 ®

世捨てクレリック 追加 / レベル軽減呪文リスト 　　　 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。

※この代案版クラスの収録は、『Unearthed Arcana』[未訳]。

［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで

［目標］　接触した物体1つ

［効果］　創造された、精神を持たない不可視状態の従者1体

不可(物体)
2

［追加］

防御術
シクウェスター ｌｖ：7 PHB p234

11
　この目標は、“不可視状態（PHB p203，p310，DMG p297）”となるとともに、占術効果（およびそれに相当する効果）によっては感知されない。また、扉などが目標となった場合、不可視状態となる代わりに、通常の視覚によっては発見されない状態となる。ただし、クリーチャーが目標となった場合、追加で“活動停止状態（PHB p258）”となる。 ［追加］

［目標］　接触した、クリーチャー1体か、1辺が2ｆｔの立方体1個/ｌｖぶんまでの大きさの物体1つ24時間/ｌｖ（解除可） 不可(ク)、意志・無効(物体) 不可(ク)、可(物体)

占術
ヴィジョン ｌｖ：9 PHB p206 なし

12
　術者は、術者レベル判定（1ｄ20＋1/ｌｖ(最大＋25)； 難易度は以下参照）に成功した場合、レジェンド・ローア呪文（PHB p299）と同様に、人物，物品，場所などの指定した1つに関する情報を得る。 「噂を聞いただけ（30）：曖昧な情報」，「詳しい知識を得ている（25）：不完全な情報」，「付近にいるなど（20）：詳細な情報」。 ［経験点消費：100XP］ ［追加］

［目標］　術者音声、動作、物質、‘経験’ 1標準


