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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 ®

ハーフリング･ドルイド 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。

※この種族代替クラスの収録は、『自然の種族』。

系統 ドルイドの種族代替クラス（ハーフリング・ドルイド）任意発動 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 ［1/1］

変成術
ジャンプ ' ｌｖ：1 PHB p236 音声、動作、物質 1標準 接触 1分/ｌｖ（解除可） 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　術者、または接触した術者の“動物の相棒”1体

1
　目標となったクリーチャー1体は、〈跳躍〉判定に対して＋10の強化ボーナスを得る。また、この呪文によるボーナスは、1レベルを超える4レベル毎に＋10される（9レベル以上で最大＋30）。なお、〈跳躍〉技能は、未修得の場合、5以上の差で成功しないと、伏せ状態での着地となる（PHB p77参照）。 ［３.５ｅ］

1標準 接触 10分/ｌｖ
変成術

スパイダー･クライム ' ｌｖ：2 PHB p242 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　術者、または接触した術者の“動物の相棒”1体
2

　目標となったクリーチャー1体は、“登攀移動速度20ｆｔ（MM p305）”を得る。また、逆さの天井，垂直な壁などでも、両手を貼り付けることで登攀移動できるが、この方法の登攀移動を行う場合、両手に何も持っていない状態でなければならない。 ［３.５ｅ］

音声、動作、物質

1標準 接触 10分/ｌｖまたはチャージ消費
防御術

プロテクション･フロム･エナジー ' ｌｖ：3 PHB p280 頑健・無効(無害) 可(無害) ［目標］　術者、または接触した術者の“動物の相棒”1体
3

　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。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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：4 PHB p274 意志・無効(無害) 可(無害) ［目標］　術者、または接触した術者の“動物の相棒”1体
4

　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 自身、本文参照 1時間/ｌｖまたはチャージ消費
召喚術

ツリー･ストライド ｌｖ：5 PHB p249 なし なし ［目標］　術者
5

（瞬間移動）《アストラル界呪文》　術者は、自身よりも大きい樹木1つの中に溶け込んで、その樹木の種類に対応した“転送距離（本文参照）”内にある、上記と同じ条件の樹木の、全ての存在および位置を知覚できる。また、合計1回/ｌｖまで、1回の全ラウンド・アクションによって、自身および装備品を、その樹木1つの中まで瞬間的に移動できる。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅵ ｌｖ：6 PHB p229 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

6
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。これらのクリーチャーは、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に出現して、即座に行動する。また、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅶ ｌｖ：7 PHB p229 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

7
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。これらのクリーチャーは、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に出現して、即座に行動する。また、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅷ ｌｖ：8 PHB p229 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

8
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。これらのクリーチャーは、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に出現して、即座に行動する。また、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅸ ｌｖ：9 PHB p229 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

9
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。これらのクリーチャーは、呪文の完成時（術者の次のターンの開始時）に出現して、即座に行動する。また、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行える。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動 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］

距離 持続時間 セーヴ
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　　目標 / 効果 / 効果範囲ドルイドの代案版（メタル・マスター）任意発動 参照

変成術
ラスティング･グラスプ ｌｖ：4

変成術
ヒート･メタル ｌｖ：2

変成術
トランスミュート･メタル･トゥ･ウッド ｌｖ：7

変成術
アイアンウッド ｌｖ：6

系統
呪文名 ｌｖ：　

防御術
リペル･メタル･オア･ストーン ｌｖ：8

系統
呪文名 ｌｖ：　 参照 構成要素 発動

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 ®

メタル･マスター 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。

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

系統 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 ［1/1］

変成術
チル･メタル ｌｖ：2 PHB p248 音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

10
［冷気］　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冷却されて、その運搬者は、1ラウンドにつき1回ずつ、本文中の［冷気］ダメージを受ける（［火］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］

7ラウンド 意志・無効(ク)または(物体) 不可(ク)、可(物体) ［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

PHB p266 音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
11

［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］

7ラウンド 意志・無効(ク)または(物体) 不可(ク)、可(物体) ［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

PHB p293 音声、動作、信仰 1標準 接触
12

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、“錆の接触”を使用できる。この近接接触攻撃が命中した、鉄製，鉄合金製の相手は、以下の効果を受ける。 「クリーチャー：1点/ｌｖ（最大15点）＋3ｄ6点のダメージ」，「非装備中の物体：半径3ｆｔぶんが破壊」，「装備中の武器：即座に破壊（機会攻撃を誘発する）」，「装備中の鎧：ＡＣが1ｄ6点ぶん減少」。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ、瞬間 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　接触した、鉄製，鉄合金製の、クリーチャーと非魔法の物体1つ以上

PHB p196 音声、動作、物質 1分以上 接触
13

　術者は、目標となった物体を、アイアンウッド製に形質変化させる（1ポンド毎に1分が、呪文の発動時間として必要となる）。この材質は、鉄と同様だが、鉄を目標にする効果を受けず、樹木を目標にする効果を受ける。また、ドルイドの防具の“金属の禁忌”に抵触しない。さらに、作用できる重量を1/2にすることで、＋1の魔法の武器，防具にできる。 ［３.５ｅ］

24時間/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［目標］　接触した、合計の重量が5ポンド/ｌｖ以下の、木製の物体いくつでも

PHB p260 音声、動作、信仰 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）
14

　目標となった金属製の物体は、木製に変化する。ただし、魔法のアイテムは、この効果に対して“呪文抵抗20＋1/ｌｖ”の能力を持つ。 「木製になった武器：攻撃およびダメージのロールに－2のペナルティを受ける（出目1～2で自壊する）」，「木製になった鎧：ＡＣの鎧ボーナスが2減少する（受けた攻撃が出目19～20の場合、追加で1減少する）」。 ［３.５ｅ］

瞬間 不可(物体) 可(物体) ［目標］　半径40ｆｔの爆発内の、全ての金属製の物体

PHB p295 音声、動作 1標準 60ｆｔ
15

［地］　この呪文の完成時に、“エネルギーの経路”を決定すること（後から変更できない）。この範囲内にある、固定されていない石製，金属製の物体は、1ラウンドにつき40ｆｔずつ、最長で距離限界まで押しやられる。また、直径が3インチ以下の、固定されたそれらの物体は、粉砕されて破片が押しやられる。ただし、重量が500ポンドを超える物体には作用しない。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可 ［効果範囲］　長さ60ｆｔの直線状

［目標 / 効果 / 効果範囲］参照 構成要素 発動 距離

呪文抵抗

（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］

（副系統）［補足説明］  効果概略 ［対応］

距離 持続時間 セーヴ

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
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音声、動作、信仰 1標準

変成術
トランスミュート･ロック･トゥ･マッド ｌｖ：5 PHB p260

死霊術
ブライト ｌｖ：4 PHB, MotW, DotF

系統 ドルイドの代案版（ワイルド・リーパー）任意発動

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

呪文抵抗セーヴ参照 構成要素 発動 距離 持続時間

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅱ ｌｖ：2

変成術
ウォープ･ウッド ｌｖ：2

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅲ ｌｖ：3

変成術
ソフン･アース･アンド･ストーン ｌｖ：2

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅳ ｌｖ：4

死霊術
ポイズン ｌｖ：3

変成術
ディミニッシュ･プランツ ｌｖ：3

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 ®

ワイルド･リーパー 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。

　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/2］

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅰ ｌｖ：1 PHB p228 音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）

16
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、1ｌｖのリストのクリーチャー1体を招来する。また、何らかの方法によって、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行うことができる。なお、発動時間の“1ラウンド”は、PHB p86，p141，p172を参照（1全とは完成時点が異なる； “1全ラウンド”の分割使用は、PHB p140を参照）。 ［３.５ｅ］

不可 不可 ［効果］　招来されたクリーチャー1体

［目標］　小型サイズの木製の物体1つ/ｌｖまで、どの2つをとっても20ｆｔの距離内
17

　以下から1つ選択すること。なお、中型サイズは目標2つぶん、大型サイズは目標4つぶん……として扱われる（複数回に分割して曲げることも可）。 「扉を曲げる：勢いよく開くか、立て付けが悪くなる（術者が選択）」，「武器を曲げる：この攻撃ロールに対して－4のペナルティ」，「船底を曲げる：勢い良く水漏れする」，「歪め直す：これらを元に戻す」。 ［３.５ｅ］

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間 意志・無効(物体) 可(物体)

PHB p228 音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

PHB p208 音声、動作 1標準

18

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。なお、（招来）効果，（招請）効果は、「善，悪，秩序，混沌の属性または副種別」，「地，水，火，風の副種別」を持つクリーチャーを選択した場合、その補足説明を持つ。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 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

PHB p245 音声、動作、信仰 1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
19

［地］　この範囲内の土および石の地面は、通常よりも軟らかくなる（湿った土は泥に、乾いた土はゆるい砂や土に、石は軟らかい粘土に）。その後、この範囲内に進入した相手は、自身の足を取られて、1ｄ2ラウンドの間、移動，攻撃，呪文の発動を行うことができない（反応・無効）。また、この範囲内では、移動コストが2倍となる（本文参照）。 ［３.５ｅ］

瞬間 不可 不可 ［効果範囲］　1辺が10ｆｔのマス目1個/ｌｖぶんまでの範囲内

PHB p229 音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）
20

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「他のクリーチャーを召喚する効果（(招来)効果，(招請)効果など）」，「次元間移動能力」，「（瞬間移動）効果」を使用できない。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 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

PHB p255 音声、動作、信仰 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）/0.5マイル

21
　以下の2つから選択すること。 「剪定：前者の範囲内の樹木は、大きさが1/3となって、剪定されたように見える。また、この呪文の効果範囲は、円，半円，四分円などから選択できる（本文参照）」，「成長阻害：後者の範囲内では、来年の収穫高が、通常の2/3倍（－33％）となる」。（この呪文は、プラント・グロウス呪文の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。） ［３.５ｅ］

瞬間 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）”の範囲内か、半径1/2マイルの円

PHB p282 音声、動作、信仰 1標準 接触
22

　この近接接触攻撃が、生きているクリーチャーに対して命中した場合、この呪文のチャージ消費によって、以下の“毒”を与える。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる（PHB p139，p174，p307参照）。 ［頑健・無効、難易度10＋【対応能力値】修正値＋1/2ｌｖ； 初期および予後、1ｄ10点【耐久力】ダメージ］ ［３.５ｅ］

チャージ消散するまで無期限、瞬間 不可 可 ［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体

［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PHB p229 音声、動作、信仰 1ラウンド 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

可(ク)(物体)

23
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。なお、（招来）効果のクリーチャーは、「経験点消費を持つ呪文の発動」，「呪文だとすると経験点消費を持つ擬似呪文能力の使用」は拒否する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

1ラウンド/ｌｖ（解除可） 不可 不可

［目標］　接触した、樹木1株か植物クリーチャー1体
24

　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、以下の効果を受ける。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる（PHB p139，p174，p307参照）。 「目標が樹木：即座に枯れる（セーヴ不可）」，「目標が植物クリーチャー：1ｄ6点/ｌｖ（最大15ｄ6点）のダメージを受ける（頑健・半減）」。 ［３.５ｅ］

接触 チャージ消散するまで無期限、瞬間 頑健・半減(ク)、不可(物体)

1標準 接触 1ラウンド/ｌｖ、瞬間
変成術

ラスティング･グラスプ ｌｖ：4 PHB p293 不可(ク)(物体) 不可(ク)(物体) ［目標］　接触した、鉄製，鉄合金製の、クリーチャーと非魔法の物体1つ以上
25

　術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、“錆の接触”を使用できる。この近接接触攻撃が命中した、鉄製，鉄合金製の相手は、以下の効果を受ける。 「クリーチャー：1点/ｌｖ（最大15点）＋3ｄ6点のダメージ」，「非装備中の物体：半径3ｆｔぶんが破壊」，「装備中の武器：即座に破壊（機会攻撃を誘発する）」，「装備中の鎧：ＡＣが1ｄ6点ぶん減少」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

召喚術
サモン･ネイチャーズ･アライ Ⅴ ｌｖ：5 PHB p229

26
（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。なお、（招来）効果のクリーチャーは、0ｈｐ以下になるか終了すると、元の次元界に戻って、使用した呪文および擬似呪文能力が同時に終了する（PHB p171を参照）。 ［３.５ｅ］

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

不可 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
27

［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、泥に変化させる（最大深さ10ｆｔ）。この範囲内では、腰や胸の深さにまで沈んで、ＡＣ，攻撃ロールに対して－2のペナルティを受けて、移動速度が5fｔとなる。また、天井には、本文参照。（この呪文は、トランスミュート・マッド・トゥ・ロック呪文の、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、信仰 1標準 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 永続

1ラウンド 10ｆｔ 10分/ｌｖ（解除可）
防御術

アンティライフ･シェル ｌｖ：6 PHB p201 不可 可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径10ｆｔの放射
28

　術者は、半球状のエネルギーを作り出して、自身に伴って移動させる。その後、この範囲内には、「アンデッド，エレメンタル，人造，来訪者，おそらくデスレス」のいずれでもないクリーチャーは、進入できない（通常の“生きているクリーチャー”の定義とは異なるので注意； MM3 p208を参照）。なお、障壁系呪文の詳細に関しては、PHB p171を参照。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅵ ｌｖ：6 PHB p229 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、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。なお、（招来）効果のクリーチャーは、破壊されると消滅して、以後24時間、同一個体は招来できない。ただし、アンティマジックの場の抑止は、抵抗できる場合がある。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅶ ｌｖ：7 PHB p229 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
30

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。なお、呪文の選択事項は、完成時に決定すれば良い（PHB p172を参照）。ただし、“特定の補足説明に利益”の適用のために、発動時（前）に決定できるのかは不明。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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･ネイチャーズ･アライ Ⅷ ｌｖ：8 PHB p229 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、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。 ※注釈まとめ：「詳細な指示には意思の疎通が必要」，「発動時間の“1ラウンド”」，「補足説明の変化」，「使用能力に制限」，「消滅時の処理」，「完成時に選択可」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

1標準 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 瞬間
死霊術

フィンガー･オヴ･デス ｌｖ：8 PHB p270 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
32

［即死］　目標となったクリーチャー1体は、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、1点/ｌｖ（最大25点）＋3ｄ6点のダメージを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作



和訳

新

和訳

和訳

和訳

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名 ｌｖ：　

呪文抵抗発動 距離系統 ドルイドの代案版（ワイルド・リーパー）任意発動 参照 構成要素 持続時間 セーヴ 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［2/2］

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･ネイチャーズ･アライ Ⅸ ｌｖ：9 PHB p229 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
33

（招来）［可変］《アストラル界、影界、元素界呪文》　術者は、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。 ※注釈まとめ：「詳細な指示には意思の疎通が必要」，「発動時間の“1ラウンド”」，「補足説明の変化」，「使用能力に制限」，「消滅時の処理」，「完成時に選択可」。 ［３.５ｅ］

音声、動作、信仰

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］

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］

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］



和訳

新

新

新

新

新

新

新

新

新

和訳

和訳

和訳

系統
呪文名 ｌｖ：　

系統
呪文名 ｌｖ：　

変成術
エア･ウォーク ｌｖ：4

系統
呪文名 ｌｖ：　

力術
コール･ライトニング･ストーム ｌｖ：5

コントロール･ウェザー '

力術
ガスト･オヴ･ウィンド ｌｖ：2

力術
コール･ライトニング ｌｖ：3

音声、動作PHB, MotW

召喚術
ストーム･オヴ･ヴェンジャンス ｌｖ：9 PHB p240

力術
ワールウィンド ｌｖ：8 PHB p301

変成術
ｌｖ：7 PHB, CoC

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）』(○)

発動 距離 持続時間 セーヴ系統 ドルイドの代案版（嵐のドルイド［仮訳/Storm Druid］）任意発動 参照 構成要素

力術
チェイン･ライトニング ｌｖ：6 PHB p247

Dungeons & Dragons 3.5e ®
嵐のドルイド 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。

※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #328』[未訳]。

呪文抵抗 　　目標 / 効果 / 効果範囲 ［1/1］

召喚術
オブスキュアリング･ミスト ｌｖ：1 PHB, CoC 音声、動作 1標準 20ｆｔ 不可 ［効果］　創造された、術者を中心とした半径20ｆｔ×高さ20ｆｔに拡散する霧

34

（創造）　術者は、動かすことができない、霧のような蒸気を創造する。このことによって、5ｆｔ以内の相手に視認困難（失敗確率20％）、5ｆｔを超えて離れた相手に完全視認困難（失敗確率50％）を与える。ただし、この霧は、強風によって吹き散らされたり、火炎によって焼き払われる可能性がある（本文参照）。 ［３.５ｅ］

1分/ｌｖ 不可

［効果範囲］　長さ60ｆｔの直線状
35

［風］　術者は、“強風”の風力効果を発生させる（時速50マイル程度； 本文参照，またはDMG p92参照）。このことによって、この範囲内では、自身のサイズ分類に対応した効果を受けるとともに、〈聞き耳〉判定，遠隔攻撃ロールに対して－4のペナルティを受ける。また、覆いのない炎は、自動的に消える（覆いのある炎は、50％の確率で消える）。 ［３.５ｅ］

PHB p216 音声、動作 1標準

音声、動作 1ラウンド 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

可60ｆｔ 1ラウンド 頑健・無効

1分/ｌｖ 反応・半減

接触

可 ［効果］　幅5ｆｔ×長さ30ｆｔの、垂直な雷1本以上
36

［電気］　術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、距離内にいる相手1体に対して、垂直の雷1本を落とすことができる（呪文の完成時の他は1回の標準アクション； 3ｄ6点の［電気］ダメージ； 合計1本/ｌｖ(最大10本)）。また、この周囲が嵐の天候である場合、ｄ10に上昇する。なお、この呪文は、地下や屋内でも問題なく機能する。 ［３.５ｅ］

PHB p223

［目標］　接触した、超大型サイズ以下のクリーチャー1体
37

［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］

PHB p210 音声、動作、信仰 1標準

反応・半減

不可(無害) 可(無害)10分/ｌｖ

可 ［効果］　幅5ｆｔ×長さ30ｆｔの、垂直な雷1本以上
38

［電気］　術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、距離内にいる相手1体に対して、垂直の雷1本を落とすことができる（呪文の完成時の他は1回の標準アクション； 5ｄ6点の［電気］ダメージ； 合計1本/ｌｖ(最大15本)）。また、この周囲が嵐の天候である場合、ｄ10に上昇する。なお、この呪文は、地下や屋内でも問題なく機能する。 ［３.５ｅ］

1ラウンド 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1分/ｌｖ

［目標］　主目標1体および、主目標から30ｆｔ以内の副次目標1体/2ｌｖ（最大10体）まで

39

［電気］　術者は、連鎖電撃を放つ。このことによって、主目標となったクリーチャー1体は、1ｄ6点/ｌｖ（最大20ｄ6点）の［電気］ダメージを受ける。また、副次目標となったクリーチャーは、上記の1/2（切り捨て）の［電気］ダメージを受ける。 ［３.５ｅ］

音声、動作、焦点 1標準 長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ）

4ｄ12時間×2

可瞬間 反応・半減

不可 不可 ［効果範囲］　術者を中心とした、半径3マイル（＝半径15,840ｆｔ）の円
40

　術者は、この範囲内の、“天気（DMG p92，環境シリーズなどを参照）”を除去するか、本文中の指定した1種類以上に変化させる（季節および地形によって、選択できる天気が変化； 大まかな傾向は決定可； 本文参照）。また、1回の標準アクションによって、上記を再設定できる。ただし、いずれの場合でも、この天候変化には10分が必要となる。 ［３.５ｅ］

音声、動作 10分 3マイル

可 ［効果］　半径5ｆｔ（底部）×半径15ｆｔ（頭部）×高さ30ｆｔの旋風1つ
41

［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、信仰 1標準

長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 精神集中（最大10ラウンド； 放棄可）

反応・無効長距離（40ｆｔ/ｌｖ＋400ｆｔ） 1ラウンド/ｌｖ（解除可）

本文参照 可 ［効果］　招来された、半径360ｆｔの嵐雲1つ
42

（招来）《元素界呪文》　術者は、大きな黒雲1つを招来する。 「1ラウンド目（雷鳴）：1ｄ4×10分の、“聴覚喪失状態”（頑健・無効）」，「2ラウンド目（雨）：1ｄ6点の［酸］ダメージ（セーヴ不可）」，「3ラウンド目（雷×6）：各10ｄ6点の［電気］ダメージ（反応・半減）」，「4ラウンド目（雹）：5ｄ6点の［冷気］ダメージ（セーヴ不可）」，「5ラウンド目～：本文参照」。 ［３.５ｅ］

音声、動作 1ラウンド

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］

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］

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］


