
No. 500 No. 501 No. 502

No. 503 No. 504 No. 505

No. 506 No. 507 No. 508

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

[効果]　目標となったクリーチャー2体は、お互いの位置を
交換される。

[効果]　この呪文は、使用した発動時間に対応した効果
を持つ。 「1割り込み：目標1体は、人工的武器を使用し
て攻撃を行う場合、攻撃，ダメージのロールに対して－1
のペナルティを受ける（強化ボーナスを持つ場合、その部
分から優先して減殺）。また、1レベルを超える2レベル毎
に追加で－1される（9レベル以上で最大－5）」，「1標準：
上記のペナルティが2倍」。

[効果]　目標となったクリーチャー1体は、戦闘における反
応が強化される。このことによって、イニシアチブ判定に対
して＋5のボーナスを得る。なお、イニシアチブ判定は、
【敏捷力】に基づく判定に含まれる。 ※MaoFでは、カウピ
アズ・スキティッシュ・ナーヴズ呪文として収録。 別：
〔SpC〕

［目標］　同意する、大型サイズ以下のクリーチャー2体 ［目標］　クリーチャー1体 ［目標］　接触したクリーチャー1体

　参 照： 　MaoF p90  （和訳：新）  

 呪文抵抗： 不可

　参 照： 　SpC, MH  （和訳：新）  　参 照： 　XoE p29  （和訳：―）  

 呪文抵抗： 可

 持続時間： 1分/ｌｖ

 セーヴ： 不可(無害)

 呪文抵抗： 可(無害)

 セーヴ： 不可  セーヴ： 意志・無効

 持続時間： 瞬間  持続時間： 1ラウンド

　発 動： 1標準

　距 離： 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ） 　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 　距 離： 接触

　発 動： 1標準 　発 動： 本文参照

 召喚術 （瞬間移動）《アストラル界呪文》  変成術  変成術 

 構成要素： 音声  構成要素： 音声、動作  構成要素： 音声、動作

トランスポジション, ビナイン トレチャラス･ウェポン ナーヴスキッター〔MaoF〕

 変成術  防御術  幻術 （幻覚）

ナーヴスキッター〔SpC〕

 構成要素： 音声、動作、焦点

ナイトシールド ニストゥルズ･マジック･オーラ

音声、動作

自身 接触

1標準 1標準

　距 離：

　発 動：

 持続時間： 24時間/ｌｖ（解除可）

不可(無害) なし 意志・看破(ク)、不可(物体)

1ラウンド  持続時間： 1分/ｌｖ（解除可）

 セーヴ：

［目標］　接触した、重量が5ポンド/ｌｖ以下の物体1つ

 呪文抵抗： 不可(ク)(物体) 呪文抵抗： 可(無害)  呪文抵抗： なし

　参 照： 　PHB p261  （和訳：新）  

[効果]　この呪文は、遭遇の開始時のイニシアチブ判定に
対応してのみ発動できる。目標となったクリーチャー1体
は、そのイニシアチブ判定1回に対して＋5のボーナスを得
る。なお、この呪文を発動するための割り込みアクション
は、通常とは異なり、立ちすくみ状態でも使用できる。 ※
エラッタを反映済み。 別：〔MaoF〕

音声、動作、‘焦点’ 構成要素：

 死霊術 〔負〕  死霊術 

音声、動作、物質 動作、‘物質’ 構成要素：

　距 離：

1標準　発 動：

0ｆｔ

10分/ｌｖ 持続時間：

意志・無効 セーヴ：不可

精神集中（最大1分/ｌｖ； 放棄可）

1標準

 セーヴ： 意志・半減  セーヴ：

60ｆｔ　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 　距 離：

瞬間

1標準 　発 動：

 持続時間：

［目標］　クリーチャー1体 ［目標］　術者

 セーヴ：

[効果]　術者は、影のようなエネルギーで包まれる。このこ
とによって、セーヴに対して＋1/3ｌｖ（最小でも＋1，最大
＋3）の抵抗ボーナスを得て、マジック・ミサイル呪文（PHB
p288）を自動的に無効化する。

 セーヴ：

　発 動：

 構成要素：

　距 離：

 持続時間：

 構成要素： 音声、動作

‘1割り込み’

近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）　距 離：

　発 動：

[効果]　術者は、目標となった物体1つを、魔法的感知に
対して、「非魔法の物体である」，「指定した魔法の機能，
呪文系統，オーラ強度を持つ」，「指定した呪文の目標で
ある」などに見せかける。ただし、この目標に対して、アイデ
ンティファイ呪文（PHB p196）などを使用した相手は、意
志・看破のセーヴを行える。なお、アーティファクトに対して
は作用しない。

　SpC p154  （和訳：新）  　参 照： 　SpC p155  （和訳：新）  　参 照：

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

ネガティヴ･エナジー･レイ ネクロティック･アウェアネス ネザー･トレイル

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

 召喚術 （創造）

 呪文抵抗： 可  呪文抵抗： 不可  呪文抵抗： 不可

　発 動：

 持続時間：

 構成要素：

　BoVD p102  （和訳：新）  

[効果]　術者は、自身の指先から、負のエネルギーの光
線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した生きている
相手は、1ｄ6点のダメージを受ける。また、この呪文による
ダメージは、1レベルを超える2レベル毎に＋1ｄ6点される
（9レベル以上で最大5ｄ6点）。または、これが命中したア
ンデッドから、上記と同じ値のダメージを治癒する。

[効果]　術者は、すでにネクロティック・シスト呪文（LbM
p68）の効果を受けている相手を知覚する。なお、術者
は、《母嚢腫/Mother Cyst》の特技（LbM p28）［仮訳］を
習得していなければならない。 「1ラウンド目：それらが存
在するか否か」，「2ラウンド目：それらが存在する数」，「3
ラウンド目：それらの位置または方向」。

[効果]　術者は、不可視状態の粉を創造して、痕跡を足
跡のように地面に撒いていく。その後、下方次元界出身の
相手は、この痕跡の周囲10ｆｔ以内に近付いた場合、その
終点までの道筋を辿る（向かう方向は自動的に判別され
る； 意志・無効）。ただし、不可視状態を見られる相手
は、この痕跡を破壊できる。 ［物質要素：聖印1つの粉末
（PHB p124）］

　T&B p93  （和訳：―）  　参 照： 　LbM p67  （和訳：―）  　参 照：　参 照：

［効果］　光線1本 ［効果範囲］　一部の障壁を通過できる、円錐形の放射 ［効果］　創造された、長さ20ｆｔ/ｌｖまでの、足跡のような
痕跡の道筋

  ［３ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　



No. 509 No. 510 No. 511

No. 512 No. 513 No. 514

No. 515 No. 516 No. 517

［目標］　クリーチャー1体 ［効果範囲］　術者の位置から伸びる、1辺が5ｆｔのマス目
1個/ｌｖぶんまでの範囲内

［目標］　近接武器1つ

　参 照： 　DrMa p71  （和訳：―）  

 呪文抵抗： 不可(ク)、可(物体)

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

　参 照： 　SpC, CAr, OA  （和訳：新）  

[効果]　目標1体は、創造されたやかましい蜂に付きまと
われて、〈忍び足〉判定に対して－10のペナルティを受け
るとともに、精神集中が妨害される（本文参照）。ただし、
この蜂は、この呪文の効距離外には出ることができず、
“飛行移動速度180ｆｔ（完璧）”を超える移動速度ならば
引き離せる。 ※MHでは、モルデンカイネンズ・～呪文とし
て収録。

[効果]　この範囲内では、1ラウンドにつき1回ずつ、〈平衡
感覚〉判定（難易度10）が必要となる（失敗すると、移動コ
ストが2倍； 5以上の差で失敗すると、伏せ状態； セーヴ
不可）。また、自身のターンの開始時毎に1点と、通過した
マス目1つ毎に1点、［冷気］ダメージを受ける（反応・無
効）。なお、この効果を重複させた場合、本文参照。ま
た、竜は、本文参照。

[効果]　目標となった武器1つを使用して、近接攻撃が行
われる場合、この呪文のチャージ消費によって、その攻撃
は、使用者自身に対して自動命中する。また、この武器の
使用者は、この効果を受けた（またはこの効果を受けてい
る）ということに気付かない。なお、他者が装備中の物体
を、呪文の目標とする場合、PHB p163を参照。

　参 照： 　SpC, MH  （和訳：新）  

 呪文抵抗： 不可

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

 呪文抵抗： 可

 セーヴ： 不可(ク)、意志・無効(物体)

　距 離： 30ｆｔ 　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

 持続時間： 1ラウンド/ｌｖまたはチャージ消費 持続時間： 1ラウンド/ｌｖ

 セーヴ： 反応・不完全 セーヴ： 不可

　距 離： 中距離（10ｆｔ/ｌｖ＋100ｆｔ）

 持続時間： 1分/ｌｖ（解除可）

 構成要素： 音声、動作、焦点

　発 動： 1標準 　発 動： 1標準 　発 動： 1標準

 構成要素： 音声、動作、物質  構成要素： 音声、動作

バジング･ビー パス･オヴ･フロスト バックバイター

 召喚術 （創造）  変成術 ［冷気］  死霊術 

［目標］　接触した、生きているクリーチャー1体以上 ［効果範囲］　円錐形の爆発 ［目標］　クリーチャー1体

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

　参 照： 　PH2 p120  （和訳：新）  

[効果]　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。

[効果]　術者は、自身の掌から炎を放つ。このことによっ
て、この範囲内にいるクリーチャーに対して、1ｄ4点/ｌｖ
（最大5ｄ4点）の［火］ダメージを与える。また、この範囲内
にある可燃物は発火する（本文参照）。なお、熱や火に関
わりを持つ効果は、火の次元界において増強される（DMG
p152参照）。

[効果]　目標となったクリーチャー1体は、攻撃ロールに対
して＋1のボーナスと、ダメージ・ロールに対して＋2のボー
ナス、および“ダメージ減少2/-”の能力を得る。ただし、1
ラウンドにつき1回ずつ、自身のターンの開始時毎に、4点
の［火］ダメージを受ける。

　参 照： 　SdS p118  （和訳：―）  　参 照： 　PHB p262  （和訳：新）  

 呪文抵抗： 可

 セーヴ： 頑健・不完全

 呪文抵抗： 可  呪文抵抗： 可

 セーヴ： 反応・半減

　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

 持続時間： 1ラウンド/ｌｖ（解除可）

 セーヴ： 意志・無効

 持続時間： 瞬間  持続時間： 瞬間

　距 離： 接触 　距 離： 15ｆｔ

 構成要素： 音声、動作

　発 動： 1標準 　発 動： 1標準 　発 動： 1標準

 構成要素： 音声、動作  構成要素： 音声、動作

パーチング･タッチ バーニング･ハンズ バーニング･レイジ

 死霊術  力術 ［火］  変成術 

［目標］　クリーチャー1体/ｌｖまで、どの2体をとっても25ｆｔ
の距離内

［目標］　クリーチャー1体 ［効果］　魔法の［力場］のダガー1挺

  ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　   ［３.５ｅ］  ウィザード / ソーサラー呪文   1ｌｖ　

　参 照： 　SpC, MaoF  （和訳：新）  

[効果]　この目標は、魔法の暗闇の網で包まれて、半径5
ｆｔ以内しか視認できない。ただし、この魔法の暗闇を通し
た攻撃には、視認困難（失敗確率20％）の影響を受け
る。なお、通常の暗視の能力は、魔法の暗闇に対しては
機能しない。（［闇］呪文は、その呪文レベル以下の［光］
効果の、相殺呪文，解呪呪文に使用できる。）

[効果]　術者は、目標となったクリーチャー1体の、「エネ
ルギーに対する完全耐性」，「エネルギーに対する抵
抗」，「ダメージ減少」，「呪文抵抗」の能力の、全ての詳
細を知覚する。

[効果]　術者は、このダガーに、出現時に攻撃1回と、以
後1ラウンドにつき全力攻撃1回を行わせる（変更は1回の
標準アクション； 移動時，変更時は全力攻撃不可）。 ［飛
行40ｆｔ（完璧）； 近接攻撃のボーナスは本文参照； ダ
メージは本文参照； 挟撃可； 最初に1回のみ呪文抵抗を
行う］ ※MaoFでは、シェルガーンズ・～呪文として収録。

　参 照： 　SpC, ItDL, MaoF  （和訳：新）  　参 照： 　MaoF p119  （和訳：新）  

 呪文抵抗： 可

 セーヴ： 意志・無効

 呪文抵抗： 可  呪文抵抗： 可

 セーヴ： 意志・無効

　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

 持続時間： 1ラウンド/ｌｖ

 セーヴ： 不可

 持続時間： 1ｄ6ラウンド  持続時間： 瞬間

　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ） 　距 離： 近距離（5ｆｔ/2ｌｖ＋25ｆｔ）

 構成要素： 音声、動作、焦点

　発 動： 1標準 　発 動： 1標準 　発 動： 1標準

 構成要素： 音声、動作  構成要素： 音声、動作

ネット･オヴ･シャドウズ ノウ･プロテクションズ パーシステント･ブレード

 幻術 （操影）［闇］《影界呪文》  占術  力術 ［力場］《エーテル界呪文》


