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■スターター・セット　キャラクター・シート
ウィザード 1、ハイ・エルフ　受動【判断力】< 知覚 >
誤：（空白） 正：13

キャラクター・シート、クレリック裏面、4 レベル 箇条書き 2 つ
め
誤：ターン・アンデッドの難易度はそれぞれ 1 上昇する。
正：アンデッド退散の難易度はそれぞれ 1 上昇する。

キャラクター・シート、クレリック裏面、5 レベル 箇条書き 2 つ
め
誤：ターン・アンデッドの難易度はそれぞれ 1 上昇する。
正：アンデッド退散の難易度はそれぞれ 1 上昇する。

キャラクター・シート、ファイター 1、ヒューマン、貴族　技能 <
軽業 >
誤：＋ 3  正：－ 1

キャラクター・シート、ローグ 1、関わり深いもの
誤：叔母のケリン・アルダリード
正：叔母のケリン・オールダリーフ

キャラクター・シート、ローグ裏面、5 レベル 箇条書き 3 つめ
誤：・君の〈知覚〉技能の修正値が～
正：（削除）

■スターター・セット「ファンデルヴァーの失われた鉱山」
P.3「略語」
誤：XP：経験値（experience point）
正：XP：経験点（experience point）

P.19「展開」
誤：XP：有用な情報を提供してくれる (P.40 の『赤印組員が知っ
ていること』を参照 )
正：XP：有用な情報を提供してくれる (P.20 の『赤印組員が知っ
ていること』を参照 )

P.35「経験点を与える」
誤：1,250gp  正：1,250 XP

P.38「8. 暗い広間」
誤：ミスタラ（魔法の女神） 正：ミストラ（魔法の女神）

P.35「経験点を与える」
誤：1,250gp  正：1,250 XP

P.48「15．呪文の鍛冶場」宝物 ライトブリンガー
誤：発光している間、このメイスはアンデッド・クリーチャーに対
し 1d6 の追加ダメージを与える。
正：発光している間、このメイスはアンデッド・クリーチャーに対
し 1d6［光輝］の追加ダメージを与える。

■スターター・セット・ルールブック
P.10　伏せ状態
誤：君は自分の移動をまったく使わずに
正：君は自分の移動速度をまったく使わずに

P.26　サンクチュアリ
誤：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したりすると、この呪文は終
了する。
正：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したり、他のクリーチャーに
ダメージを与えたりすると、この呪文は終了する。

■プレイヤーズ・ハンドブック (2020 年 10 月第 2版発行 )
P.17　種族的特徴　「属性」の見出しと地文
記述：
属性
多くの種族には、特定の属性に偏る傾向がある。それはこの項目で
解説される。これはプレイヤー・キャラクターの属性に制限を加え
るものではない。しかし、たとえば “ ドワーフの社会は秩序を重ん
じるのに反して、私のドワーフのキャラクターは混沌属性なのだが、
これはなぜだろう ” と考えてみることは、自分のキャラクター像を
はっきりさせるのに役立つことがあるかもしれない。
更新：（削除）

P.20　エルフの特徴
記述：
属性：エルフは自由と多様性と自己表現を愛するため、混沌の穏や
かな側面に強く傾倒している。おのれの自由を尊ぶのと同じく、他
人の自由を尊び守るため、善属性であることが（善属性でないこと
よりも）多い。ただしドラウはこれと異なる。彼らは地上を離れて
長年アンダーダークに暮してきた結果、残忍な、危険な存在となっ
た。ドラウは悪属性であることが（悪属性でないことよりも）多い。
更新：（削除）
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P.21　ダーク・エルフ（ドラウ）
記述：
ドラウの祖先は黒い肌をしたエルフの亜種族であった。ドラウは女
神ロルスに従って悪と腐敗の道をたどったために地上世界を追われ
た。今や彼らは、地下世界アンダーダークの深みに、“ ロルスの道 ”
に従う独自の文明を築きあげた。ダーク・エルフとも呼ばれるドラ
ウは、磨きあげた黒曜石にも似た黒い肌と、純白や薄黄色の髪をも
つ。目の色は淡く、白と間違われることもあるほどで、そこに藤色
や銀色や桃色や赤や青の色合いが混じっている。体つきはおおかた
のエルフよりも小柄で痩せぎすの者が多い。
　ドラウの冒険者は稀である。そもそもドラウという種族自体、必
ずしもすべての世界に存在しているわけではない。それゆえ、ドラ
ウのキャラクターをプレイしてよいかどうかは DM と相談するこ
と。
更新：
ドラウの体にはアンダーダークの魔力が満ちている。地下世界アン
ダーダークには、地上ではほとんど見られない驚くべきもの、恐る
べきものがふんだんにある。君は影のうちにあって心安らぎ、内な
る魔法によって光と闇の双方を呼び出せる。ドラウの多くは純白の
髪をもち、灰色の肌の濃淡や色あいはさまざまである。
　“ 蜘蛛の女王 ” ロルスのカルト教団は、ドラウの都市の中でも特
に古いものを、いくつも堕落させた。ことに惑星オアース＝グレイ
ホーク世界と惑星トリル＝フォーゴトン・レルム世界においてそう
であった。エベロン、クリンその他の世界はロルスのカルト教団の
影響を免れている――今はまだ。この教団の潜むところ、ドラウの
英雄たちは教団との戦いの最前線に身を置き、ロルスの蜘蛛の巣を
切り裂こうとつとめる。

P.21　ドラウの闇
記述：1 人の名高い例外がなかったなら、ドラウ族はことごとく嫌
われ、さげすまれ、ののしられていたことだろう。多くの者にとっ
て、ドラウというのはデーモンをあがめ、略奪をこととする輩、ふ
だんはアンダーダークの深みに住まうが、真の闇夜に限って地上に
姿をあらわし、彼らが日ごろから見下している地上の者どもを相手
に略奪と殺戮の限りをつくす輩である。彼らの堕落した社会は蜘蛛
の女神ロルスの恩寵にあずかろうと躍起になっている。そしてロル
スはドラウの名家が覇権を巡って暗殺や他家の絶滅を図るのを奨励
してきた。 　だがこの鋳型から外れたドラウが少なくとも 1 人い
る。フォーゴトン・レルム世界において “ 北方 ” の地のレンジャー、
ドリッズト・ドゥアーデンは、弱き者、罪なき者を守る心正しい人
物として自らを証しだてた。ドリッズトは血の宿命に従うことを拒
み、地上世界に――彼を恐れとさげすみの目で見る世界に――流れ
着いた。彼と同じ道をたどり、故郷アンダーダークの邪悪な社会を
離れて生きようとする少数のドラウにとって、ドリッズトは一つの
手本である。 　だがドラウたちは、地上の諸族は劣等種族であり、
奴隷としての価値しかないと信じて育ってきた。ドラウのうち、良
心に目覚めた者や、他種族と協力せざるを得なくなった者にとって
も、この偏見に打ち勝つのは容易でない。相手がドラウを白眼視す
る場合はなおさらである。
更新：（削除）

P.25　ドワーフの特徴
記述：
属性：ほとんどのドワーフは秩序属性であり、規律正しい社会を有
益なものとかたく信じている。また多くの者は善属性であり、正々
堂々のふるまいを重んじ、公正な秩序の利益を受ける資格は万人に
あると信じている。
更新：（削除）

P.28　ハーフリングの特徴
記述：
属性：ハーフリングの多くは “ 秩序にして善 ” である。概して心優
しく親切で、他人の苦しみを見過ごせず、抑圧されるのを我慢でき
ない。たいそうきちんとしており、古くからのしきたりを重んじ、
いつでも昔ながらの安楽な暮しを守るため、共同体のために働くつ
もりでいる。
更新：（削除）

P.31　ヒューマンの特徴
記述：
属性：ヒューマンは特定の属性にのみ偏ってはいない。彼らの中に
は至善の者も極悪の者もある。
更新：（削除）

P.33　ティーフリングの特徴
記述：
属性：ティーフリングは生来悪に近しいというわけではないが、多
くの者は悪属性に行き着く。悪属性であるとないとに関わらず、強
い独立心ゆえに、多くのティーフリングは混沌属性に傾いている。
更新：（削除）

P.36　ドラゴンボーンの特徴
記述：
属性：ドラゴンボーンの性質は極端に走りがちであり、多元宇宙に
荒れ狂う善悪の戦いのなかで、しばしば進んで善（これはバハムー
トによって代表される）と悪（これはティアマトによって代表され
る）のいずれかに加担する。多くのドラゴンボーンは善属性だが、
悪を選びティアマトに味方する者は恐るべき悪役となり得る。
更新：（削除）

P.38　ノームの特徴
記述：
属性：ノームは善属性であることが最も多い。賢者、技師、研究者、
学者、調査員、発明家は秩序の性向を持つ。吟遊詩人、トリックス
ター、放浪者、奇想をこらして物を作る宝石細工師は混沌の性向を
持つ。
更新：（削除）
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P.41　ハーフエルフの特徴
記述：
属性：ハーフエルフはエルフと同じく混沌に傾いている。彼らは個
人の自由と創造的表現を重んじ、長を愛し敬うそぶりも、しもべを
従えようとするそぶりも見せない。めんどうな掟を嫌い、他人から
ああしろこうしろと言われるのを嫌う。彼らの行動は、時として信
頼を裏切り、しばしば予想を裏切る。
更新：（削除）

P.43　ハーフオークの特徴
記述：
属性：ハーフオークはオークの親から混沌寄りの性向を受け継いで
おり、善属性との結びつきは強くない。オークの間で育ち、かつオー
ク社会で生きることにした者は通常、悪属性である。
更新：（削除）

P.66　戦の領域、戦の化身
誤：非魔法的武器による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ
正：非魔法的攻撃による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ

P.66　自然の領域、自然のしもべ
誤：1 レベルの時点で、君は 1 種類のドルイド初級呪文を選択して
修得する。
正：1 レベルの時点で、君は 1 種類のドルイド初級呪文を選択して
修得する。この初級呪文は、君のクレリック初級呪文として扱うが、
君のクレリック初級呪文修得数には含まれない。

P.68　光の領域、ボーナス初級呪文
誤：1 レベルでこの領域を選択した時点で、（まだ修得済でないな
らば）ライトの初級呪文を得る。
正：1 レベルでこの領域を選択した時点で、（まだ修得済でないな
らば）ライトの初級呪文を得る。この初級呪文は、君のクレリック
初級呪文修得数には含まれない。

P.79　土地の円環、ボーナス初級呪文
誤：2 レベルでこの円環を選択した時点で、君はドルイドの初級呪
文を 1 つ追加で選択して修得する。
正：2 レベルでこの円環を選択した時点で、君はドルイドの初級呪
文を 1 つ追加で選択して修得する。その初級呪文は、君のドルイ
ド初級呪文修得数には含まれない。

P.80　ドルイドと神々、第 2 段落 5 行目
誤：ウンバーリー  正：アンバーリー

P.122　属性
記述：ゴールド・ドラゴン、パラディン、そしてほとんどのドワー
フが “ 秩序にして善 ” である。
更新：ゴールド・ドラゴンやパラディンは “ 秩序にして善 ” である
ことが多い。

P.122　属性
記述：多くのセレスチャル、一部のクラウド・ジャイアント、そし
てほとんどのノームが “ 中立にして善 ” である。
更新：多くのセレスチャルは “ 中立にして善 ” である。

P.122　属性
記述：カッパー・ドラゴン、多くのエルフ、そしてユニコーンが “ 混
沌にして善 ” である。
更新：カッパー・ドラゴンやユニコーンは “ 混沌にして善 ” である
ことが多い。

P.122　属性
記述：多くのモンクが “ 秩序にして中立 ” であり、ウィザードにも
そのような者たちがいる。
更新：モドロンは “ 秩序にして中立 ” であり、ウィザードやモンク
にもそのような者が多い。

P.122　属性
記述：リザードフォーク、ほとんどのドルイド、そして多くのヒュー
マンが “ 真なる中立 ” である。
更新：ドルイドは伝統的に “ 真なる中立 ” であり、典型的な町民も
そうである。

P.122　属性
記述：多くのバーバリアンとローグは “ 混沌にして中立 ” であり、
バードの中にもそのような者がいる。
更新：バードやローグには “ 混沌にして中立 ” の者が多い。

P.122　属性
記述：デヴィル、ブルー・ドラゴン、ホブゴブリンが “ 秩序にして
悪 ” である。
更新：デヴィルやブルー・ドラゴンは “ 秩序にして悪 ” であること
が多い。

P.122　属性
記述：多くのドラウは “ 中立にして悪 ” である。クラウド・ジャイ
アントの一部やユーゴロスもそうである。
更新：ユーゴロスは “ 中立にして悪 ” であることが多い。

P.122　属性
記述：デーモン、レッド・ドラゴン、オークが “ 混沌にして悪 ” である。
更新：デーモンやレッド・ドラゴンは “ 混沌にして悪 ” であること
が多い。
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P.122　多元宇宙における属性
記述：神話によれば、こうした種族を創造した善なる神々は自由意
志に拠らない善はすなわち奴隷化であると知っていたので、彼らに
自由意志を与え、どのような倫理をも選べるようにしたのだという。
　しかしその他の種族のなかには、悪の神々に仕えるために生み出
されたものもある。そうした種族は生まれながらにして、作り主た
る神々の性質と一致するような傾向が強い。たとえばオークのほと
んどはオークの神グルームシュの暴力的かつ残忍な性質を共有して
おり、従って悪へと傾き易いのである。善の属性を選択したある 1
体のオークがいたとして、そのオークは生涯を通じて、自らに内在
する傾向と戦い続けることになる（ハーフオークでさえも、オーク
の神の影響力がしつこく自分を引き寄せようとしているのを感じる
のだ）。
　属性は、セレスチャルやフィーンドのありようにおいて必須の部
分である。デヴィルは “ 秩序にして悪 ” であることを選びはしない。
“ 秩序にして悪 ” に向かう傾向を持ってもいない。むしろ、その本
質が “ 秩序にして悪 ” なのである。あるデヴィルが何らかの理由で
“ 秩序にして悪 ” でなくなった場合、そのデヴィルはデヴィルであ
ることをやめてしまう、ということになるだろう。
更新：神話によれば、こうした種族を創造した神々は彼らに自由意
志を与え、どのような倫理をも選べるようにしたのだという。
　いっぽう、セレスチャルやフィーンドのありようにおいて、属性
は必須の部分である。これらの種別のクリーチャーは、特定の属性
を体現する形而上的な次元界、特に外方次元界と結びついている。
たとえば大半のデヴィルは “ 秩序にして悪 ” の次元界、九層地獄の
出身である。デヴィルは “ 秩序にして悪 ” であることを選びはしな
い。“ 秩序にして悪 ” に向かう傾向を持ってもいない。むしろ、そ
の本質が “ 秩序にして悪 ” なのである。あるデヴィルが何らかの理
由で “ 秩序にして悪 ” でなくなった場合、そのデヴィルはもはやデ
ヴィルではなく、何か新しいものになる――それは伝説となるにふ
さわしい変

へ ん げ

化である。

P.134　侍祭、技能習熟
誤：〈宗教学〉 正：〈宗教〉

P.168　重装鎧の達人
誤：非魔法的武器による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ
正：非魔法的攻撃による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ

P.236　クローン
誤：中型サイズのクリーチャー 1 体を収容できる大きさで、
正：クローンの複製対象であるクリーチャーを収容できる大きさで、

誤：このクローンは密閉された容器の中に発生して成長し、
正：このクローンは発動に使用した容器の中に発生して成長し、

P.253　ディテクト・マジック
誤：効果範囲の中にあって魔法を帯びているクリーチャーや物体の
周囲にあるかすかなオーラを見ることができ
正：効果範囲の中にあって魔法を帯びていて視覚により知覚可能な
クリーチャーや物体の周囲にあるかすかなオーラを見ることができ

P.266　ファインド・ファミリアー　第 3 段落
誤：使い魔の hp が 0 になった時点で、使い魔は跡形もなく消えう
せる。この呪文を再び発動すれば使い魔は再出現する。
正：使い魔の hp が 0 になった時点で、使い魔は跡形もなく消えう
せる。この呪文を再び発動すれば使い魔は再出現する。君は 1 回
のアクションとして使い魔を一時的にポケット次元界へ退去させる
ことができる。あるいは、君は自分の使い魔を永遠に退去させるこ
ともできる。一時的に使い魔を退去させている間、君は 1 回のア
クションとして、君から 30 フィート以内の何ものにも占められて
いない場所に使い魔を再出現させることができる。使い魔の hp が
0 になるかポケット次元界へ退去する時には、使い魔が着用または
運搬していた物はすべて使い魔のいた場所に残る。

P.266　ファインド・ファミリアー　第５段落
誤：
　君は 1 回のアクションとして、自分の使い魔を一時的に退去さ
せることができる。君の使い魔はポケット次元界に消え去り、君の
呼び出しを待ち続ける。あるいは、君は自分の使い魔を永遠に退去
させることもできる。一時的に使い魔を退去させている間、君は 1
回のアクションとして、君から 30 フィート以内の何ものにも占め
られていない場所に使い魔を再出現させることができる。
正：（削除）

P.285　モルデンカイネンズ・マグニフィセント・マンション　第
3 段落
誤：この呪文が終了すると、異次元空間にいたクリーチャーたちは
皆、戸口に最も近い開けた場所に吐き出される。
正：この呪文が終了すると、異次元空間にいたクリーチャーと物体
はすべて、戸口に最も近い開けた場所に吐き出される。
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■プレイヤーズ・ハンドブック (2017 年 10 月初版発行 )
P.14　左段 二つ目の見出し
誤：ステップ 5、装備の選択 正：ステップ 5：装備の選択

P.14　右段 武器、箇条書き「遠隔武器」
誤：ハンドアックスのように “ 投擲 ” の特性を持つ武器の場合は、
正：ハンドアックスのように “ 投擲 ” の特性を持つ近接武器の場合
は、

P.15　1 レベルよりも先、3 段落中 3 行目
誤：合計の値だけ最大ヒット・ポイントを増加させること。
正：合計の値だけ最大ヒット・ポイントを増加させること（最低で
も 1 は増加する）。 

P.18　イラストのキャプション
誤：ドリッズド・ドゥアーデン
正：ドリッズト・ドゥアーデン

P.17　種族的特徴　「属性」の見出しと地文
記述：
属性
多くの種族には、特定の属性に偏る傾向がある。それはこの項目で
解説される。これはプレイヤー・キャラクターの属性に制限を加え
るものではない。しかし、たとえば “ ドワーフの社会は秩序を重ん
じるのに反して、私のドワーフのキャラクターは混沌属性なのだが、
これはなぜだろう ” と考えてみることは、自分のキャラクター像を
はっきりさせるのに役立つことがあるかもしれない。
更新：（削除）

P.20　エルフの特徴
記述：
属性：エルフは自由と多様性と自己表現を愛するため、混沌の穏や
かな側面に強く傾倒している。おのれの自由を尊ぶのと同じく、他
人の自由を尊び守るため、善属性であることが（善属性でないこと
よりも）多い。ただしドラウはこれと異なる。彼らは地上を離れて
長年アンダーダークに暮してきた結果、残忍な、危険な存在となっ
た。ドラウは悪属性であることが（悪属性でないことよりも）多い。
更新：（削除）

P.21　ダーク・エルフ（ドラウ）
記述：
ドラウの祖先は黒い肌をしたエルフの亜種族であった。ドラウは女
神ロルスに従って悪と腐敗の道をたどったために地上世界を追われ
た。今や彼らは、地下世界アンダーダークの深みに、“ ロルスの道 ”
に従う独自の文明を築きあげた。ダーク・エルフとも呼ばれるドラ
ウは、磨きあげた黒曜石にも似た黒い肌と、純白や薄黄色の髪をも
つ。目の色は淡く、白と間違われることもあるほどで、そこに藤色
や銀色や桃色や赤や青の色合いが混じっている。体つきはおおかた
のエルフよりも小柄で痩せぎすの者が多い。
　ドラウの冒険者は稀である。そもそもドラウという種族自体、必
ずしもすべての世界に存在しているわけではない。それゆえ、ドラ
ウのキャラクターをプレイしてよいかどうかは DM と相談するこ
と。
更新：
ドラウの体にはアンダーダークの魔力が満ちている。地下世界アン
ダーダークには、地上ではほとんど見られない驚くべきもの、恐る
べきものがふんだんにある。君は影のうちにあって心安らぎ、内な
る魔法によって光と闇の双方を呼び出せる。ドラウの多くは純白の
髪をもち、灰色の肌の濃淡や色あいはさまざまである。
　“ 蜘蛛の女王 ” ロルスのカルト教団は、ドラウの都市の中でも特
に古いものを、いくつも堕落させた。ことに惑星オアース＝グレイ
ホーク世界と惑星トリル＝フォーゴトン・レルム世界においてそう
であった。エベロン、クリンその他の世界はロルスのカルト教団の
影響を免れている――今はまだ。この教団の潜むところ、ドラウの
英雄たちは教団との戦いの最前線に身を置き、ロルスの蜘蛛の巣を
切り裂こうとつとめる。

P.21　ドラウの闇
記述：1 人の名高い例外がなかったなら、ドラウ族はことごとく嫌
われ、さげすまれ、ののしられていたことだろう。多くの者にとっ
て、ドラウというのはデーモンをあがめ、略奪をこととする輩、ふ
だんはアンダーダークの深みに住まうが、真の闇夜に限って地上に
姿をあらわし、彼らが日ごろから見下している地上の者どもを相手
に略奪と殺戮の限りをつくす輩である。彼らの堕落した社会は蜘蛛
の女神ロルスの恩寵にあずかろうと躍起になっている。そしてロル
スはドラウの名家が覇権を巡って暗殺や他家の絶滅を図るのを奨励
してきた。 　だがこの鋳型から外れたドラウが少なくとも 1 人い
る。フォーゴトン・レルム世界において “ 北方 ” の地のレンジャー、
ドリッズト・ドゥアーデンは、弱き者、罪なき者を守る心正しい人
物として自らを証しだてた。ドリッズトは血の宿命に従うことを拒
み、地上世界に――彼を恐れとさげすみの目で見る世界に――流れ
着いた。彼と同じ道をたどり、故郷アンダーダークの邪悪な社会を
離れて生きようとする少数のドラウにとって、ドリッズトは一つの
手本である。 　だがドラウたちは、地上の諸族は劣等種族であり、
奴隷としての価値しかないと信じて育ってきた。ドラウのうち、良
心に目覚めた者や、他種族と協力せざるを得なくなった者にとって
も、この偏見に打ち勝つのは容易でない。相手がドラウを白眼視す
る場合はなおさらである。
更新：（削除）
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P.25　ドワーフの特徴
記述：
属性：ほとんどのドワーフは秩序属性であり、規律正しい社会を有
益なものとかたく信じている。また多くの者は善属性であり、正々
堂々のふるまいを重んじ、公正な秩序の利益を受ける資格は万人に
あると信じている。
更新：（削除）

P.28　ハーフリングの特徴
記述：
属性：ハーフリングの多くは “ 秩序にして善 ” である。概して心優
しく親切で、他人の苦しみを見過ごせず、抑圧されるのを我慢でき
ない。たいそうきちんとしており、古くからのしきたりを重んじ、
いつでも昔ながらの安楽な暮しを守るため、共同体のために働くつ
もりでいる。
更新：（削除）

P.28　ライトフット 隠密の天性
誤：隠密の天性：君は、君は、自分よりサイズ分類が 1 段階以上
大きいクリーチャー 1 体によってのみ
正：隠密の天性：君は、自分よりサイズ分類が 1 段階以上大きい
クリーチャーによってのみ

P.31　ヒューマンの特徴
記述：
属性：ヒューマンは特定の属性にのみ偏ってはいない。彼らの中に
は至善の者も極悪の者もある。
更新：（削除）

P.33　「ティーフリングの特徴」8 項目地獄の血の遺産
誤：ソーマタージ  正：ソーマタージ―

P.33　ティーフリングの特徴
記述：
属性：ティーフリングは生来悪に近しいというわけではないが、多
くの者は悪属性に行き着く。悪属性であるとないとに関わらず、強
い独立心ゆえに、多くのティーフリングは混沌属性に傾いている。
更新：（削除）

P.33　「ティーフリングの特徴」8 項目地獄の血の遺産
誤：( 文末抜け )
正：これらの呪文の呪文発動能力値は【魅力】である。

P.34　右段　誇り高い竜の血族　1 段落 5 行目
誤：けれど数世代にわたってドラゴンボーンどうしの結婚をくりか
えした結果
正：けれど数世代にわたってうろこの色の違いを気にせずに結婚を
続けた結果

P.36　ドラゴンボーンの特徴
記述：
属性：ドラゴンボーンの性質は極端に走りがちであり、多元宇宙に
荒れ狂う善悪の戦いのなかで、しばしば進んで善（これはバハムー
トによって代表される）と悪（これはティアマトによって代表され
る）のいずれかに加担する。多くのドラゴンボーンは善属性だが、
悪を選びティアマトに味方する者は恐るべき悪役となり得る。
更新：（削除）

P.38　ノームの特徴
記述：
属性：ノームは善属性であることが最も多い。賢者、技師、研究者、
学者、調査員、発明家は秩序の性向を持つ。吟遊詩人、トリックス
ター、放浪者、奇想をこらして物を作る宝石細工師は混沌の性向を
持つ。
更新：（削除）

P.41　ハーフエルフの特徴
記述：
属性：ハーフエルフはエルフと同じく混沌に傾いている。彼らは個
人の自由と創造的表現を重んじ、長を愛し敬うそぶりも、しもべを
従えようとするそぶりも見せない。めんどうな掟を嫌い、他人から
ああしろこうしろと言われるのを嫌う。彼らの行動は、時として信
頼を裏切り、しばしば予想を裏切る。
更新：（削除）

P.41　「ハーフエルフの特徴」言語
誤：君は共通語、エルフ語、加えてもう 1 つの任意の技能の会話
と読み書きができる。
正：君は共通語、エルフ語、加えてもう 1 つの任意の言語の会話
と読み書きができる。

P.43　ハーフオークの特徴
記述：
属性：ハーフオークはオークの親から混沌寄りの性向を受け継いで
おり、善属性との結びつきは強くない。オークの間で育ち、かつオー
ク社会で生きることにした者は通常、悪属性である。
更新：（削除）

P.48　ウィザード、呪文の準備と発動 1 行目
誤：君が 1 レベル以上の呪文を発動するための呪文スロットをど
れだけ有するかは、
正：君が 1 レベル以上のウィザード呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.60　ウォーロックの妖術「鎖持つ者の声」
誤：君は使い間の口を通じて君の声で話すことができる
正：君は使い魔の口を通じて君の声で話すことができる
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P.63　クレリック、呪文の準備と発動 1 行目
誤：君が 1 レベル以上の呪文を発動するための呪文スロットをど
れだけ有するかは、
正：君が 1 レベル以上のクレリック呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.66　戦の領域、戦の化身
誤：非魔法的武器による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ
正：非魔法的攻撃による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ

P.66　自然の領域、自然のしもべ
誤：1 レベルの時点で、君は 1 種類のドルイド初級呪文を選択して
修得する。
正：1 レベルの時点で、君は 1 種類のドルイド初級呪文を選択して
修得する。この初級呪文は、君のクレリック初級呪文として扱うが、
君のクレリック初級呪文修得数には含まれない。

P.68　光の領域、ボーナス初級呪文
誤：1 レベルでこの領域を選択した時点で、（まだ修得済でないな
らば）ライトの初級呪文を得る。
正：1 レベルでこの領域を選択した時点で、（まだ修得済でないな
らば）ライトの初級呪文を得る。この初級呪文は、君のクレリック
初級呪文修得数には含まれない。

P.71　ソーサラー、呪文スロット 1 行目
誤：君が 1 レベルおよびそれ以後のレベルにおいて、呪文発動の
ための呪文スロットをどれだけ有するかは、
正：君が 1 レベル以上のソーサラー呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.71　ソーサラー、呪文発動の焦点具
誤：君は呪文発動の焦点具として秘術焦点具（第 5 章『装備』参照）
を使うことができる。
正：君はソーサラー呪文発動の焦点具として秘術焦点具（第 5 章『装
備』参照）を使うことができる。

P.77　ドルイド、呪文の準備と発動 1 行目
誤：君が 1 レベル以上の呪文を発動するための呪文スロットをど
れだけ有するかは、
正：君が 1 レベル以上のドルイド呪文発動のための呪文スロット
をどれだけ有するかは、

P.78　自然の化身
誤：君は 2 レベル以降、アクションを用いて、魔法の力により、
自分がこれまでに見たことのある野獣クリーチャーの姿をとること
ができる。
正：君は 2 レベル以降、アクションを用いて、魔法の力により、
自分がこれまでに見たことのある野獣クリーチャーの姿をとるこ
とができる（訳注：D&D デザイナーの 1 人の非公式回答によれば、
これは 1 体の野獣クリーチャーの姿をとる能力であり、スウォー
ムは 1 体の野獣ではなく多数の野獣の集団であるためスウォーム
の姿をとることはできない）。

P.79　土地の円環、ボーナス初級呪文
誤：2 レベルでこの円環を選択した時点で、君はドルイドの初級呪
文を 1 つ追加で選択して修得する。
正：2 レベルでこの円環を選択した時点で、君はドルイドの初級呪
文を 1 つ追加で選択して修得する。その初級呪文は、君のドルイ
ド初級呪文修得数には含まれない。
P.80　ドルイドと神々、第 2 段落 5 行目
誤：ウンバーリー  正：アンバーリー

P.82　バード、呪文スロット 1 行目
誤：呪文発動のための呪文スロットをどれだけ有するかは、『バード』
表に示してある。
正：バード呪文発動のための呪文スロットをどれだけ有するかは、

『バード』表に示してある。

P.83　「1 レベル以上の修得呪文」中 1 行目
誤：任意の 2 種類の 1 レベル呪文を修得している
正：任意の 4 種類の 1 レベル呪文を修得している

P.83　バード、呪文発動の焦点具
誤：君は呪文発動の焦点具として楽器（第 5 章『装備』参照）を
使うことができる。
正：君はバード呪文発動の焦点具として楽器（第 5 章『装備』参照）
を使うことができる。

P.84　バード、魔法の秘密 第 1 段落
誤：あらゆるクラス（バードも可）の呪文の中から 2 つの呪文を
選択すること。
正：任意のクラス（バードも可、複数でも可）の呪文の中から 2
つの呪文を選択すること。

P.93　パラディン、呪文の準備と発動 1 行目
誤：君が呪文スロットをどれだけ有するかは、
正：君がパラディン呪文発動のための呪文スロットをどれだけ有す
るかは、

P.93 ＆ 100 ＆ 112　戦闘スタイル、片手武器戦闘
誤：一本の手で武器を持ち、
正：一本の手で近接武器を持ち、

P.94　パラディン、神聖なる一撃 文末
誤：目標がアンデッドまたはフィーンドであるならこのダメージは
さらに 1d8 増加する。
正：目標がアンデッドまたはフィーンドであるならこのダメージは
さらに 1d8 増加する（最大で 6d8）。

P.94　パラディン、神聖なる攻撃
誤：もし君が攻撃に “ 神聖なる一撃 ” をも使用したならば、この追
加ダメージと “ 神聖なる一撃 ” の追加ダメージとを合計する。
正：（削除）
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P.96　パラディン " 古き者の誓い "、誓いの呪文の表題
誤：献身の誓いの呪文
正：古き者の誓いの呪文

P.103　ファイター、呪文スロット
誤：君が 1 レベルやもっと高いレベルの呪文スロットをどれだけ
得るかは、
正：君が 1 レベル以上のウィザード呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.106　右段 門派 文中
誤：すなわち開手門、黒影門、四大門
正：すなわち開手門、暗影門、四大門

P.109　モンク、元素同調
誤：身のまわりの元素の力を一時制御し、
正：30 フィート以内の元素の力を一時制御し、

P.112　レンジャー、呪文スロット 1 行目
誤：君が 1 レベル以上の呪文スロットをどれだけ有するかは、
正：君が 1 レベル以上のレンジャー呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.112　右段 野生の感知力 文中
誤：3 レベル移行、  正：3 レベル以降、

P.114　レンジャー、レンジャーの相棒
誤：けれども、君が命令を下さない限り、相棒がアクションをとる
ことはない。
正：（削除）

P.114　レンジャー、レンジャーの相棒
誤：また、君は君のアクションを用いて、言葉で相棒に攻撃、早足、
離脱、回避、援護アクションのいずれかの命令を下すことができる。
正：また、君は君のアクションを用いて、言葉で相棒に攻撃、早足、
離脱、援護アクションのいずれかの命令を下すことができる。君が
命令を下さなかったなら、相棒は回避アクションをとる。

P.114　レンジャー、高度訓練、文末
誤：早足、離脱、回避、援護のいずれかのアクションをとれと命令
することができる。
正：早足、離脱、援護のいずれかのアクションをとれと命令するこ
とができる。加えて、いまや野獣の相棒の攻撃は、“ 非魔法的な攻
撃やダメージ ” に対する “ 抵抗や完全耐性 ” を克服するに際しては
魔法の武器として扱われる。

P.119　ローグ、呪文スロット
誤：君が 1 レベルやもっと高いレベルの呪文スロットをどれだけ
得るかは、
正：君が 1 レベル以上のウィザード呪文発動のための呪文スロッ
トをどれだけ有するかは、

P.122　属性
記述：ゴールド・ドラゴン、パラディン、そしてほとんどのドワー
フが “ 秩序にして善 ” である。
更新：ゴールド・ドラゴンやパラディンは “ 秩序にして善 ” である
ことが多い。

P.122　属性
記述：多くのセレスチャル、一部のクラウド・ジャイアント、そし
てほとんどのノームが “ 中立にして善 ” である。
更新：多くのセレスチャルは “ 中立にして善 ” である。

P.122　属性
記述：カッパー・ドラゴン、多くのエルフ、そしてユニコーンが “ 混
沌にして善 ” である。
更新：カッパー・ドラゴンやユニコーンは “ 混沌にして善 ” である
ことが多い。

P.122　属性
記述：多くのモンクが “ 秩序にして中立 ” であり、ウィザードにも
そのような者たちがいる。
更新：モドロンは “ 秩序にして中立 ” であり、ウィザードやモンク
にもそのような者が多い。

P.122　属性
記述：リザードフォーク、ほとんどのドルイド、そして多くのヒュー
マンが “ 真なる中立 ” である。
更新：ドルイドは伝統的に “ 真なる中立 ” であり、典型的な町民も
そうである。

P.122　属性
記述：多くのバーバリアンとローグは “ 混沌にして中立 ” であり、
バードの中にもそのような者がいる。
更新：バードやローグには “ 混沌にして中立 ” の者が多い。

P.122　属性
記述：デヴィル、ブルー・ドラゴン、ホブゴブリンが “ 秩序にして
悪 ” である。
更新：デヴィルやブルー・ドラゴンは “ 秩序にして悪 ” であること
が多い。

P.122　属性
記述：多くのドラウは “ 中立にして悪 ” である。クラウド・ジャイ
アントの一部やユーゴロスもそうである。
更新：ユーゴロスは “ 中立にして悪 ” であることが多い。

P.122　属性
記述：デーモン、レッド・ドラゴン、オークが “ 混沌にして悪 ” である。
更新：デーモンやレッド・ドラゴンは “ 混沌にして悪 ” であること
が多い。
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P.122　多元宇宙における属性
記述：
神話によれば、こうした種族を創造した善なる神々は自由意志に拠
らない善はすなわち奴隷化であると知っていたので、彼らに自由意
志を与え、どのような倫理をも選べるようにしたのだという。
　しかしその他の種族のなかには、悪の神々に仕えるために生み出
されたものもある。そうした種族は生まれながらにして、作り主た
る神々の性質と一致するような傾向が強い。たとえばオークのほと
んどはオークの神グルームシュの暴力的かつ残忍な性質を共有して
おり、従って悪へと傾き易いのである。善の属性を選択したある 1
体のオークがいたとして、そのオークは生涯を通じて、自らに内在
する傾向と戦い続けることになる（ハーフオークでさえも、オーク
の神の影響力がしつこく自分を引き寄せようとしているのを感じる
のだ）。
　属性は、セレスチャルやフィーンドのありようにおいて必須の部
分である。デヴィルは “ 秩序にして悪 ” であることを選びはしない。
“ 秩序にして悪 ” に向かう傾向を持ってもいない。むしろ、その本
質が “ 秩序にして悪 ” なのである。あるデヴィルが何らかの理由で
“ 秩序にして悪 ” でなくなった場合、そのデヴィルはデヴィルであ
ることをやめてしまう、ということになるだろう。
更新：
神話によれば、こうした種族を創造した神々は彼らに自由意志を与
え、どのような倫理をも選べるようにしたのだという。
　いっぽう、セレスチャルやフィーンドのありようにおいて、属性
は必須の部分である。これらの種別のクリーチャーは、特定の属性
を体現する形而上的な次元界、特に外方次元界と結びついている。
たとえば大半のデヴィルは “ 秩序にして悪 ” の次元界、九層地獄の
出身である。デヴィルは “ 秩序にして悪 ” であることを選びはしな
い。“ 秩序にして悪 ” に向かう傾向を持ってもいない。むしろ、そ
の本質が “ 秩序にして悪 ” なのである。あるデヴィルが何らかの理
由で “ 秩序にして悪 ” でなくなった場合、そのデヴィルはもはやデ
ヴィルではなく、何か新しいものになる――それは伝説となるにふ
さわしい変

へ ん げ

化である。

P.128　隠者の習熟
P.130　ギルドの職人の習熟
P.137　船乗りの習熟
P.137　浮浪児の習熟
P.139　辺境育ちの習熟
誤：装備習熟：～  正：道具習熟：～

P.134　侍祭、技能習熟
誤：〈宗教学〉  正：〈宗教〉
P.143　「標準的な交換レート」表中 「銅貨 (cp)」の行の対 pp 
誤：1/10,000  正：1/1,000

P.143　「標準的な交換レート」表中 「銀貨 (sp)」の行の対 pp 
誤：1/1,000  正：1/100

P.145　防具の着脱 
誤：
　着ける：この欄は鎧を着るのにかかる時間を示す。鎧の AC の利
益を受けられるのは、鎧を着るのにきっかりこの欄にあるだけの時
間をかけた時だけである。
　外す：この欄は鎧を脱ぐのにかかる時間を示す。他人の助力を得
ている場合は、この時間を半分にすること。
正：
　着ける：この欄は防具を着けるのにかかる時間を示す。防具の
AC の利益を受けられるのは、防具を着けるのにきっかりこの欄に
あるだけの時間をかけた時だけである。
　外す：この欄は防具を外すのにかかる時間を示す。他人の助力を
得ている場合は、この時間を半分にすること。

P.146、武器の特性、重武器
誤：小型サイズのクリーチャーは “ 重武器 ” の特性を持つ武器を用
いた攻撃ロールに “ 不利 ” を被る。重武器は大きく重いため、小型
クリーチャーには使いこなせないのだ。
正：小型および超小型サイズのクリーチャーは “ 重武器 ” の特性を
持つ武器を用いた攻撃ロールに “ 不利 ” を被る。重武器は大きく重
いため、小型や超小型のクリーチャーには使いこなせないのだ。

P.168　重装鎧の達人
誤：非魔法的武器による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ
正：非魔法的攻撃による［殴打］、［刺突］、［斬撃］ダメージ

P.169　盾の使い手
誤：自分のターンに攻撃アクションを行なう際、君は 1 回のボー
ナス・アクションとして君から 5 フィート以内にいるクリーチャー
1 体に対して “ 突き飛ばし ” を試みることができる。
正：自分のターンに攻撃アクションを行なう際、君は 1 回のボー
ナス・アクションとして君から 5 フィート以内にいるクリーチャー
1 体に対して “ 突き飛ばし ” を試みることができる（訳注：D&D デ
ザイナーの 1 人の非公式回答によれば、このボーナス・アクショ
ンは攻撃アクションを行なった後に行なうものである）。

P.169　ダンジョン探検家 箇条書き 4 つめ
誤：・通常ならば “ 遅い ” ペースの時にのみ可能な罠の発見を、君
は “ 通常 ” のペースで移動しながら行なうことができる。
正：・“ 速い ” ペースで移動している時も、隠れた危険に気付くた
めの受動【判断力】〈知覚〉値に－ 5 ペナルティを受けない。

P.170　長柄の使い手
誤：そのアクションでの攻撃が、1 本のクオータースタッフ、グレ
イヴ、ハルバードのいずれかによってのみ行なわれるならば、
正：そのアクションでの攻撃が、1 本のクオータースタッフ、グレ
イヴ、スピア、ハルバードのいずれかによってのみ行なわれるなら
ば、

誤：君がクオータースタッフ、グレイヴ、パイク、ハルバードのい
ずれかを使用している際は、
正：君がクオータースタッフ、グレイヴ、スピア、パイク、ハルバー
ドのいずれかを使用している際は、
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P.173　“ 有利 ” と “ 不利 ”、4 段落
誤：何らかのゲーム的な効果（たとえば種族的特徴の “ ハーフリン
グの幸運 ”）によってその d20 を再ロールすることになった場合、
君は 2 つの d20 のうちどちらか一方だけを再ロールする。どちら
を再ロールするかは君が選択する。
正：何らかのゲーム的な効果（たとえば種族的特徴の “ ハーフリン
グの幸運 ”）によってその d20 を再ロールする／置き換えることに
なった場合、君は 2 つの d20 のうちどちらか一方だけを再ロール
する／置き換える。どちらを再ロールする／置き換えるかは君が選
択する。

P.183　暗視
誤：暗視を持つクリーチャーは、“ 薄暗い ” 光の範囲内を “ 明るい ”
光の範囲内であるかのように見ることができ、暗闇の範囲内を “ 薄
暗い ” 光の範囲内であるかのように見ることができる
正：暗視を持つクリーチャーは、その暗視の範囲内では、“ 薄暗い ”
光の範囲内を “ 明るい ” 光の範囲内であるかのように見ることがで
き、暗闇の範囲内を “ 薄暗い ” 光の範囲内であるかのように見るこ
とができる

P.185　擬似視覚
誤：ウーズなどの目を持たないクリーチャー
正：目を持たない粘体クリーチャー

P.190　伏せ状態
誤：君は自分の移動をまったく使わずに
正：君は自分の移動速度をまったく使わずに

P.191　クリーチャーのサイズ分類、スペース 3 段落目
誤：5 体の大型クリーチャーが中型サイズ以下のクリーチャー 1 体
を取り囲んでいる場合、
正：4 体の大型クリーチャーが中型サイズ以下のクリーチャー 1 体
を取り囲んでいる場合、

P.195　近接攻撃、第 3 段落
誤：君は武器を用いて近接武器攻撃を行なうかわりに、素手打撃を
行なうこともできる
正：近接武器攻撃を行なうさい、君は武器を用いるかわりに、素手
打撃を用いることもできる

P.195　戦闘中の対抗判定
誤：組みつきと突き飛ばし 正：つかみと突き飛ばし

P.195　クリーチャーをつかむ 2 段落目
誤：君の【筋力】〈運動〉判定と、目標の【筋力】〈運動〉または【敏
捷力】〈軽業〉の判定（どちらを使うかは目標が選ぶ）との対抗判
定を行なうこと。
正：君の【筋力】〈運動〉判定と、目標の【筋力】〈運動〉または【敏
捷力】〈軽業〉の判定（どちらを使うかは目標が選ぶ）との対抗判
定を行なうこと（目標が無力状態なら、君はこの対抗判定に自動的
に勝利する）。

P.195　クリーチャーを突き飛ばす　2 段落目
誤：君の【筋力】〈運動〉判定と、目標の【筋力】〈運動〉または【敏
捷力】〈軽業〉の判定（どちらを使うかは目標が選ぶ）との対抗判
定を行なう。
正：君の【筋力】〈運動〉判定と、目標の【筋力】〈運動〉または【敏
捷力】〈軽業〉の判定（どちらを使うかは目標が選ぶ）との対抗判
定を行なうこと（目標が無力状態なら、君はこの対抗判定に自動的
に勝利する）。

P.205　複数の魔法的効果を組み合わせる 1 段落末
誤：その代わり、持続時間が重複している同一の呪文同士の間で、
最も強力な効果――たとえば最大のボーナス――のみが適用される
ことになる。
正：その代わり、持続時間が重複している同一の呪文同士の間で、
最も強力な効果――たとえば最大のボーナス――のみが適用される
ことになる。効果の強力さが同じで、かつ持続時間が重複している
なら、後に発動された方の効果のみが適用されることになる。

P.207　ウィザード 3 レベル呪文 5 個め
P.208　ウォーロック 3 レベル呪文 3 個め
P.209　ソーサラー 3 レベル呪文 5 個め
誤：ガセアス・フォーム 正：ガシアス・フォーム

P.209　ソーサラー呪文 3 レベルひとつめ
誤：ヴァンピリック・タッチ（変成術）
正：ヴァンピリック・タッチ（死霊術）

P.214　アシッド・スプラッシュ
誤：射程内のクリーチャー 1 体、または射程内にいて互いに 5 フィー
ト以内にいるクリーチャー 2 体を選択すること。
正：射程内にいて君から見えるクリーチャー 1 体、または射程内
にいて君から見えかつ互いに 5 フィート以内にいるクリーチャー 2
体を選択すること。

P.214　アストラル・プロジェクション、構成要素
誤：クリーチャー 1 体ごとに、1,000p 以上の価値
正：クリーチャー 1 体ごとに、1,000gp 以上の価値

P.214　アンシーン・サーヴァント
誤：不可視で精神を持たず不定形の力場を 1 つ作り、
正：不可視で精神を持たず不定形の中型サイズの力場を 1 つ作り、

P.221　ウォール・オヴ・アイス、構成要素
誤：小さな水晶のかけら 正：小さな石英のかけら
P.221　ウオール・オブ・ストーン、持続時間
誤：集中、最大 10 分まで 正：精神集中、最大 10 分まで

P.224　エンスネアリング・ストライク
誤：1 レベル、変成術 正：1 レベル、召喚術

P.226　オットーズ・イレジスティブル・ダンス、持続時間
誤：集中、最大 1 分まで 正：精神集中、最大 1 分まで
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P.229　カラー・スプレー
誤：あるクリーチャーに作用を及ぼすためには、残りの “ 合計値 ”
がそのクリーチャーの現在ヒット・ポイントよりも多くなければな
らない。
正：あるクリーチャーに作用を及ぼすためには、残りの “ 合計値 ”
がそのクリーチャーの現在ヒット・ポイント以上でなければならな
い。

誤：この呪文の作用を受けたクリーチャーはみな、この呪文が終了
するまで盲目状態になる。
正：この呪文の作用を受けたクリーチャーはみな、次の君のターン
の終了時まで盲目状態になる。

P.234　グリフ・オヴ・ウォーディング
誤：この呪文を発動する際、君はこの呪文により、後に魔法の効果
を解き放つ秘文を刻み込むことができる。
正：この呪文を発動する際、君はこの呪文により、後に魔法の効果（こ
れは危害を与える効果でなくてもよい）を解き放つ秘文を刻み込む
ことができる。

P.236　クローン
誤：中型サイズのクリーチャー 1 体を収容できる大きさで、
正：クローンの複製対象であるクリーチャーを収容できる大きさで、

誤：このクローンは密閉された容器の中に発生して成長し、
正：このクローンは発動に使用した容器の中に発生して成長し、

P.253　ディテクト・マジック
誤：効果範囲の中にあって魔法を帯びているクリーチャーや物体の
周囲にあるかすかなオーラを見ることができ
正：効果範囲の中にあって魔法を帯びていて視覚により知覚可能な
クリーチャーや物体の周囲にあるかすかなオーラを見ることができ

P.236　コール・ライトニング、呪文レベル、系統
誤：3 レベル、力術  正：3 レベル、召喚術

誤：君の真上 100 フィートの、君から見える一点を中心とした、
正：射程内かつ君の真上にあって君から見える一点を中心とした、

誤：この呪文を発動した時、射程内の君から見える一点を選ぶ。
正：この呪文を発動した時、円筒形の嵐雲の下の、君から見える一
点を選ぶ。

P.238　コンテイジョン
誤：ヒットした場合、君はそのクリーチャーを、以下のいずれか 1
種類の病気に感染させる。
正：ヒットした場合、目標は毒状態になる。

誤：目標の各ターンの終了時に、目標は【耐久力】セーヴを行なわ
ねばならない。このセーヴに 3 回失敗した時点で、目標は以後こ
のセーヴを行なわなくなり、病気の効果が始まる。この病気の効果
はこの呪文の持続時間じゅう続く。このセーヴに 3 回成功した時
点で、目標はこの病気から完治し、この呪文は終了する。
正：毒状態の目標は、目標自身の各ターンの終了時に【耐久力】セー
ヴを行なわねばならない。このセーヴに 3 回成功した場合、目標
はもはや毒状態ではなくなり、この呪文は終了する。このセーヴに
3 回失敗した場合も、目標はもはや毒状態ではなくなるが、君は以
下のいずれか 1 種類の病気を選択する。目標はこの呪文の持続時
間じゅう、その病気の効果を受ける。

P.241　サンクチュアリ 2 段落
誤：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したりすると、この呪文は終
了する。
正：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したり、他のクリーチャーに
ダメージを与えたりすると、この呪文は終了する。

P.241　サンバースト 第 1 段落末
誤：アンデッドおよびウーズはこのセーヴに不利をこうむる。
正：アンデッドおよび粘体はこのセーヴに不利をこうむる。

P.241　サンビーム  第 1 段落末
誤：アンデッドおよびウーズはこのセーヴに不利をこうむる。
正：アンデッドおよび粘体はこのセーヴに不利をこうむる。

P.243　シミュレイクラム 1 段落
誤：この複製は元のクリーチャーそっくりに見えるが、最大 hp は
元のクリーチャーの半分であり、装備品はまったく持っていない。
正：この複製は元のクリーチャーそっくりに見えるが、クリーチャー
種別は人造で、最大 hp は元のクリーチャーの半分であり、装備品
はまったく持っていない。

P.244　シャレイリ、効果
誤：この武器から手を話した時点で～
正：この武器から手を放した時点で～

P.245　ストーム・オヴ・ヴェンジャンス 2 段落
誤：君がこの呪文への精神集中を続けている限り、この嵐は君の各
ターンに追加の効果を作り出す。
正：君がこの呪文への精神集中を続けている限り、この嵐は君のター
ンごとに、以下に示すそれぞれの効果を作り出す。
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P.248　スリート・ストーム 3 段落
誤：この呪文の範囲内で精神集中を行なっているクリーチャーは、
君の呪文セーヴ難易度に対する【耐久力】セーヴに成功しなければ
精神集中が途切れてしまう。
正：クリーチャーは、この呪文の範囲内で精神集中を行なっている
状況下で自分のターンを開始した場合、君の呪文セーヴ難易度に対
する【耐久力】セーヴに成功しなければ精神集中が途切れてしまう。

P.248　スリープ 2 段落 4 行目
誤：あるクリーチャーに作用を及ぼすためには、残りの “ 合計値 ”
がそのクリーチャーの現在ヒット・ポイントよりも多くなければな
らない。
正：あるクリーチャーに作用を及ぼすためには、残りの “ 合計値 ” が
そのクリーチャーの現在ヒット・ポイント以上でなければならない。

P.251　ディスインテグレイト 2 段落末
誤：このダメージによって目標のヒット・ポイントが 0 になった
なら、目標は分解される。
正：このダメージによって目標のヒット・ポイントが 0 になり、
そして 0 のままになったなら、目標は分解される（訳注：たとえ
ばこの呪文によって目標のハーフオークの hp が 0 になったが、種
族的特徴“ハーフオークのしぶとさ”によってhpが1になった場合、
目標は分解されない）。

P.257　トゥルー・ポリモーフ　1 段落
誤：クリーチャーを物体に変

へ ん げ

化させたり、
正：クリーチャーを非魔法的な物体に変

へ ん げ

化させたり、

P.257　トゥルー・ポリモーフ　2 段落
誤：この呪文は変身生物および現在 hp が 0 のクリーチャーには何
の効果もない。
正：この呪文は変身生物および現在 hp が 0 の目標には何の効果も
ない。

P.257　トゥルー・ポリモーフ　クリーチャーから物体へ：
誤：クリーチャーを物体に変える場合、そのクリーチャーが着用な
いし運搬していたものもすべて同時に変

へ ん げ

化する。
正：クリーチャーを物体に変える場合、その物体のサイズ分類は元
のクリーチャーのサイズ分類以下でなければならない。そのクリー
チャーが着用ないし運搬していたものもすべて同時に変

へ ん げ

化する。

P.264　ヒーローズ・フィースト
誤：この宴には（訳注：君に加えて）他のクリーチャー 12 体まで
が参加できる。
正：この宴には全部で 12 体までのクリーチャーが参加できる。

P.264　ファインド・スティード 4 段落
誤：君の乗用動物が君から 1 マイル以内にいる時、君はテレパシー
によって自分の乗用動物と意志疎通できる。
正：君の乗用動物が君から 1 マイル以内にいる時、君の乗用動物
と君はテレパシーによって互いに意志疎通できる。

P.266　ファインド・スティード 4 段落
誤：君の乗用動物が君から 1 マイル以内にいる時、君はテレパシー
によって自分の乗用動物と意志疎通できる。
正：君の乗用動物が君から 1 マイル以内にいる時、君の乗用動物
と君はテレパシーによって互いに意志疎通できる。

P.267　ファインド・ファミリアー
誤：ポイザナス  正：ポイズナス
誤：意志相通  正：意思疎通

P.267　ファインド・ファミリアー　第 3 段落
誤：使い魔の hp が 0 になった時点で、使い魔は跡形もなく消えう
せる。この呪文を再び発動すれば使い魔は再出現する。
正：使い魔の hp が 0 になった時点で、使い魔は跡形もなく消えう
せる。この呪文を再び発動すれば使い魔は再出現する。君は 1 回
のアクションとして使い魔を一時的にポケット次元界へ退去させる
ことができる。あるいは、君は自分の使い魔を永遠に退去させるこ
ともできる。一時的に使い魔を退去させている間、君は 1 回のア
クションとして、君から 30 フィート以内の何ものにも占められて
いない場所に使い魔を再出現させることができる。使い魔の hp が
0 になるかポケット次元界へ退去する時には、使い魔が着用または
運搬していた物はすべて使い魔のいた場所に残る。

P.267　ファインド・ファミリアー　第５段落
誤：
　君は 1 回のアクションとして、自分の使い魔を一時的に退去さ
せることができる。君の使い魔はポケット次元界に消え去り、君の
呼び出しを待ち続ける。あるいは、君は自分の使い魔を永遠に退去
させることもできる。一時的に使い魔を退去させている間、君は 1
回のアクションとして、君から 30 フィート以内の何ものにも占め
られていない場所に使い魔を再出現させることができる。
正：（削除）

P.282　メイズ、持続時間
誤：集中、最大 10 分まで 正：精神集中、最大 10 分まで

P.283　モルデンカイネンズ・ソード、持続時間
誤：集中、最大 1 分まで 正：精神集中、最大 1 分まで

P.285　モルデンカイネンズ・マグニフィセント・マンション　第
3 段落
誤：この呪文が終了すると、異次元空間にいたクリーチャーたちは
皆、戸口に最も近い開けた場所に吐き出される。
正：この呪文が終了すると、異次元空間にいたクリーチャーと物体
はすべて、戸口に最も近い開けた場所に吐き出される。

P.287　レヴィテート 1 段落
誤：君は射程内にあって君が見ることのできるクリーチャー 1 体
あるいは物体 1 つを選択して
正：君は射程内にあって君が見ることのできる “ クリーチャー 1 体
あるいは固定されていない物体 1 つ ” を選択して
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P.291　消耗状態 コラム末
誤：1 回の大休憩を終了することで、クリーチャーの消耗状態の段
階は 1 減少する（ただし、そのクリーチャーがそれなりの食糧と
飲料を摂取している場合に限る）。
正：1 回の大休憩を終了することで、クリーチャーの消耗状態の段
階は 1 減少する（ただし、そのクリーチャーがそれなりの食糧と
飲料を摂取している場合に限る）。また、クリーチャーが死から復
活した時も、そのクリーチャーの消耗状態の段階は 1 減少する。

P.309　ブラウン・ベア
誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 5
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 6

誤：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 5
正：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 6

P.309　ブラック・ベア
誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 3
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 4

誤：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 3
正：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 4

P.310　ポイザナス・スネーク
誤：ポイザナス  正：ポイズナス

P.311　ライディング・ホース
誤：ひづめ：近接武器攻撃：攻撃＋ 2
正：ひづめ：近接武器攻撃：攻撃＋ 5

P.311　リーフ・シャーク（小型のサメ）、移動速度
誤：0 フィート、飛行 40 フィート
正：0 フィート、水泳 40 フィート

P.312　付録 E：おすすめ書籍、アンダースン、ポール
誤：『天駆ける十字軍』、Three Hearts and Three Lions
正：『天翔ける十字軍』、『魔界の紋章』

P.313　索引、左から 2 段 XP、経験値の項を参照
誤：XP、経験値の項を参照 正：XP、経験点の項を参照

■モンスター・マニュアル
P.3　もくじ
誤：（欠落）  正：エイザー .........35
誤：（欠落）  正：クローカー .........78
誤：（欠落）  正：ジャッカルワー .........110

誤：スードゥドラゴン .........118
正：スードゥドラゴン .........119

P.30　イラスト、データ・ブロック配置
オーカー・ジェリーとグレイ・ウーズが、イラストとデータブロッ
クが互い違い。

P.53　メニーアローズの王オブッド
誤：スパイン・オヴ・ザ・ワールド（世界の背骨）山脈
正：“ 世界の背骨 ” 山脈
誤：サヴェジ・フロンティア（荒涼辺境）
正：“ 荒涼辺境 ”

P.60　ギスヤンキ、赤竜の騎手
誤：ともあれギスは悪竜の女王の配偶者のうち一頭、レッド・ドラ
ゴンのエフェロモンを伴ってアストラル界に戻ってきた。
正：そしてヴラーキスのみが悪竜の女王の配偶者のうち一頭、レッ
ド・ドラゴンのエフェロモンを伴ってアストラル界に戻ってきた。

P.76　グレル
誤：くちばし：近接武器攻撃：攻撃＋ 4、間合い 5 フィート、クリー
チャー 1 体。
正：くちばし：近接武器攻撃：攻撃＋ 4、間合い 5 フィート、目標 1 つ。

P.92　ウィングド・コボルド、脅威度
誤：脅威度：1/4（25XP) 正：脅威度：1/4（50XP)

P.131　グレイ・スラード
誤：技能：〈知覚〉＋ 6、〈魔法学〉＋ 5
正：技能：〈知覚〉＋ 7、〈魔法学〉＋ 5

誤：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 60 フィート、受動〈知覚〉
16
正：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 60 フィート、受動〈知覚〉
17

P.145　地獄の階級制（表）
誤：13：大公および女大公
正：13：大公爵および女大公爵

P.145　九層地獄
誤：ネッソスの大公アスモデウス
正：ネッソスの大公爵アスモデウス

P.146　九層地獄の階層と君主（表）
誤：大公または女大公
正：大公爵または女大公爵
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P.147　ピット・フィーンド
誤：九層地獄の大公や女大公たち
正：九層地獄の大公爵や女大公爵たち

P.151　コラム
誤：プレゲトスの女大公フィアーナより、
正：プレゲトスの女大公爵フィアーナより、

P.174　デミリッチ
誤：hp：80（20d4）  正：hp：80（32d4）

P.174　アダルト・ブルー・ドラコリッチ
誤：セーヴ：【敏】＋ 5、【耐】＋ 11、【判】＋ 7、【魅】＋ 9
正：セーヴ：【敏】＋ 6、【耐】＋ 12、【判】＋ 8、【魅】＋ 10

誤：技能：〈隠密〉＋ 5、〈知覚〉＋ 12
正：技能：〈隠密〉＋ 6、〈知覚〉＋ 14

誤：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 120 フィート、受動〈知覚〉
22
正：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 120 フィート、受動〈知覚〉
24

誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 12
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 13

誤：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 12
正：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 13

誤：尾：近接武器攻撃：攻撃＋ 12
正：尾：近接武器攻撃：攻撃＋ 13

P.186　グリーン・ドラゴン 地文 2 段落目
誤：耳に外耳はなく、 正：耳に耳たぶはなく、

P.209　シルヴァー・ドラゴン・ワームリング、脅威度
誤：脅威度：2（4,500XP) 正：脅威度：2（450XP)

P.215　ブロンズ・ドラゴン・ワームリング、脅威度
誤：脅威度：2（700XP) 正：脅威度：2（450XP)

P.229　パープル・ワーム
誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 9
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 14

誤：尾の毒針：近接武器攻撃：攻撃＋ 9
正：尾の毒針：近接武器攻撃：攻撃＋ 14

P.251　フック・ホラー
誤：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 10 フィート、受動〈知覚〉
13
正：感覚：擬似視覚 60 フィート、暗視 120 フィート、受動〈知覚〉
13

P.271　マインド・フレイヤ― アクション、精神爆砕
誤：精神爆砕： 正：精神爆砕 ( 再チャージ 5 ～ 6)：

P.299　ライカンスロープ、プレイヤー・キャラクターとしてのラ
イカンスロープ
誤：ライカンスロピーの呪いを伝染させる攻撃のヒットを受けた人
型生物は
正：ライカンスロープでない人型生物は、ライカンスロピーの呪い
を伝染させる攻撃のヒットを受けたなら

P.300　ワーウルフ 複数回攻撃（ヒューマン形態または中間形態の
み）：
誤：2 回の攻撃（噛みつき 1 回、爪またはスピア 1 回）を行なう。
正：2 回の攻撃（ヒューマン形態時はスピア 2 回；中間形態時は噛
みつき 1 回、爪 1 回）を行なう。
P.301　ワータイガー、アクション、複数回攻撃
誤：ハイブリッド形態の場合、人型形態と同じ攻撃を行なうか、2
回の “ 爪 ” 攻撃を行なう。
正：中間形態の場合、人型形態と同じ攻撃を行なうか、2 回の “ 爪 ”
攻撃を行なう。

P.301　ワータイガー、アクション、シミター
誤：シミター（ヒューマン形態またはハイブリッド形態のみ）
正：シミター（ヒューマン形態または中間形態のみ）

P.301　ワータイガー、アクション、ロングボウ
誤：ロングボウ（ヒューマン形態またはハイブリッド形態のみ）
正：ロングボウ（ヒューマン形態または中間形態のみ）

P.308　リッチ
誤：技能：〈看破〉＋ 9、〈知覚〉＋ 9、〈魔法学〉＋ 18、〈歴史〉
＋ 12
正：技能：〈看破〉＋ 9、〈知覚〉＋ 9、〈魔法学〉＋ 19、〈歴史〉
＋ 12

P.313　レヴナント、黄泉がえり
誤：この魂は同じ次元界にある他の死体に乗り移ってこれを動かし
始め、
正：この魂は同じ次元界にある他の人型生物の死体に乗り移ってこ
れを動かし始め、

P.336　ブラウン・ベア
誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 5
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 6

誤：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 5
正：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 6

P.336　ブラック・ベア
誤：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 3
正：噛みつき：近接武器攻撃：攻撃＋ 4
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誤：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 3
正：爪：近接武器攻撃：攻撃＋ 4

P.337　ブリンク・ドッグ
誤：( イラスト・キャプション欠落 ) 正：ブリンク・ドッグ
P.341　リーフ・シャーク、移動速度
誤：飛行 40 フィート 正：水泳 40 フィート

P.346　司祭
誤：〈医術〉＋ 7、〈宗教〉＋ 4、〈説得〉＋ 3
正：〈医術〉＋ 7、〈宗教〉＋ 5、〈説得〉＋ 3

P.347　斥候、ショートソード ダメージ種別
誤：ヒット： 5（1d6 ＋ 2）［殴打］ダメージ。
正：ヒット： 5（1d6 ＋ 2）［斬撃］ダメージ。

■ダンジョン・マスターズ・ガイド
P.19　通貨、例：フォーゴトン・レルム 
誤：エクリプス・ムーン 正：エクリプスト・ムーン

P.19　通貨、例：フォーゴトン・レルム 
誤：サーイやハルーア 正：サーイやハルアー

P.19　通貨、君の貨幣を作る 
誤：エクリプス・ムーン 正：エクリプスト・ムーン

P.20　例：フォーゴトン・レルム、変った通貨
誤：シャー・リング（シャーの輪）というのはシャーの遊牧民が
正：シャール・リング（シャールの輪）というのはシャールの遊牧
民が

P.33　コラム ハープトス暦
誤：12　ナイタル月 正：12 月　ナイタル月

P.34　物語没入型、第 1 段落 1 行目
誤：覆面ロード 正：覆面執政官

P.34　物語没入型、第 1 段落 4 行目
誤：覆面ロード 正：覆面執政官

P.114　例 1：複数パートに分かれた探索
誤：各ダンジョンが個性的で面白いものでありさえすえば
正：各ダンジョンが個性的で面白いものでありさえすれば

P.125　ランダム市街地遭遇 表
誤：出目の項目に、4 がなく、5 が 2 行ある　"2 3 5 5 6 ～ " 
正："2 3 4 5 6 ～ "

P.135　魔法のアイテム、レアリティ 
誤：コモン（あまり珍しくない）、アンコモン（やや珍しい）、レア

（非常に珍しい）、レジェンダリー（伝説に名を残すほど珍しい）
正：コモン（あまり珍しくない）、アンコモン（やや珍しい）、レア（珍
しい）、ヴェリー・レア（非常に珍しい）、レジェンダリー（伝説に
名を残すほど珍しい） 

P.140　巻物
誤：巻物の魔法を解き放つには 1 回のアクションを用いて巻物を
読み上げる必要がある。
正：巻物の魔法を解き放つには巻物を読み上げる者がおらねばならない。

P.141　魔法のアイテムの起動、呪文
誤：アイテムの記述に特に書かれていない限り、その呪文は可能な
最低限の呪文レベルで発動され、
正：アイテムの記述に特に書かれていない限り、その呪文は可能な
最低限の呪文レベルと最低限の術者レベルで発動され、

P.142　「どんな細かな来歴があるか？」の右の表題 
誤：1d8 経歴  正：1d8 来歴 
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P.155　インストゥルメント・オヴ・ザ・バーズ
誤：君がこの楽器を使用して、セーヴに失敗した目標を魅了状態に
するような呪文を発動する時、目標はそのセーヴに不利を受ける。
この効果は君がこの楽器を呪文の源として使用する場合も、呪文発
動焦点具として使用する場合も、等しく適用される。
正：君は、セーヴに失敗した目標を魅了状態にするような呪文を発
動する時、この楽器を演奏することができ、そうすれば目標はその
セーヴに不利を受ける。この効果はその呪文に動作要素または物質
要素がある場合のみ適用される。

P.173　ソヴリン・グルー
誤：この物質による接着をはがすには ユニヴァーサル・ソルヴェ
ント、オイル・オヴ・スリッパリネス、またはウィッシュ呪文を用
いるしかない。
正：この物質による接着をはがすには ユニヴァーサル・ソルヴェ
ント、オイル・オヴ・イセリアルネス、またはウィッシュ呪文を用
いるしかない。

P.182　イラスト キャプション 
誤：ネックレス・オヴ・アダプテーション
正：ネックレス・オヴ・アダプテイション

P.183　ネックレス・オヴ・プレイヤー・ビーズ 
誤：1 つの首飾りに同じ種類の数珠玉が 2 個以上含まれることはな
い。
正：1 つの首飾りに同じ種類の数珠玉が 2 個以上含まれることもあ
りうる。

P.195　ポーション・オヴ・ガセアス・フォーム 
誤：ポーション・オヴ・ガセアス・フォーム
正：ポーション・オヴ・ガシアス・フォーム

誤：終了させるまでの間、ガセアス・フォーム呪文の効果を得る
正：終了させるまでの間、ガシアス・フォーム呪文の効果を得る

P.200　メイス・オヴ・ディスラプション
誤：1 行目「アンデッドまたはフィーンド」の部分に、メイス・オ
ブ・テラーのキャプションが被っている。

P.204　リング・オヴ・シューティング・スターズ、「球電：」第 3
段落 4 行目
誤：その球体はそのクリーチャーに電撃を放つ。
正：その球体はそのクリーチャーに電撃を放ってから消え失せる。

P.205　リング・オヴ・スペル・ターニング
誤：さらに、君が呪文レベル 7 以下の呪文に対するセーヴで 20 の
目をロールしたなら、
正：さらに、君がそのような呪文に対するセーヴで 20 の目をロー
ルし、かつその呪文のレベルが 7 以下だったなら、

P.206　ローブ・オヴ・アイズ 
誤：君は不可視状態のクリーチャーや物体を見ることができ、また
エーテル界を 120 フィートの範囲で見ることができる。
正：君は不可視状態のクリーチャーや物体を見ることができ、また
エーテル界の様子を見ることができる（どちらも 120 フィート先
まで）。

P.210　ロッド・オヴ・ロードリィ・マイト
誤：ボタン 1を押すと、このロッドはフレイム・タンになり、ロッ
ドのふくらんだ先端とは反対側の端から炎の刃が噴き出す。
正：ボタン 1を押すと、このロッドはフレイム・タンになり、ロッ
ドのふくらんだ先端とは反対側の端から炎の刃が噴き出す（フレイ
ム・タンの剣の種類は君が選択すること）。

P.223　オーブ・オヴ・ドラゴンカインド、第 1 段落 2 行目
誤：高位魔法の塔  正：上位魔法の塔

P.223　オーブ・オヴ・ドラゴンカインド、第 2 段落 1 行目
誤：高位魔法の塔  正：上位魔法の塔

P.232　魔法抵抗の証
誤：君は呪文その他の魔法効果に対する抵抗に有利を得る。
正：君は呪文その他の魔法効果に対するセーヴィング・スローに有
利を得る。

P.263　習熟ダイス 第２段落 1 ～ 2 行
誤：キャラクターの習熟ボーナスのが 2 倍に
正：キャラクターの習熟ボーナスが 2 倍に

P.276　ステップ 7：AC 「モンスターにふさわしい AC を決める」
在所の段落の末
誤：気に病む必要はない 正：気に病む必要はない。

P.280　「モンスターの特徴」表、「生命力吸収」
誤：ワイト― 正：ワイト／―（"―" は「脅威度への影響」列）

P.282　「NPC 用種族特徴」表、オーク
誤：猛攻   正：猛進

P.294　「ダンジョン：城塞」表 08 ～ 11
誤：祝典を開き来客をもてすための宴会ホール
正：祝典を開き来客をもてなすための宴会ホール

P.296　右段第一段落 文末
誤：かもしれない…… 正：かもしれない……。

P.302　海岸のモンスター表
誤：[ 表の網掛けパターンが逆 ]

P.302　丘陵のモンスター 表 2 行目
誤：ジャイアント・ウィーゼル
　　、
正：ジャイアント・ウィーゼル、
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18 レイアウト・DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
協力：D&D 翻訳チーム

P.304　右段 脅威度 ( 経験点 )、2(450XP) 中
誤：ライノサウルス 正：ライノセラス

P.307　脅威度 2(450XP) 中
誤：ライノサウルス 正：ライノセラス

P.308　脅威度 6、3 行目
誤：カズミー 正：チャズミー

P.317　休憩の選択ルール ページ数
誤：休憩の選択ルール…24 正：休憩の選択ルール…267

※ 「P.133　スリクリーン、噛みつき」（エラッタ原文 [New] Thri-
kreen (p. 288). Bite: the last sentence...( 略 ) は、D&D 第 5 版モン
スター・マニュアル日本語版には該当しないため削除しました）
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ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
魂を喰らう墓 日本語版 正誤表

最終更新：2022/01/14

■ P.4　「登場人物」表、ページ
1 行目　アータス・シンバー 　誤：P.212 　正：P.207
2 行目　アサーラック 　誤：P.235 　正：P.209
4 行目　アシャーラ 　誤：P.68 　正：P.50
5 行目　イークー 　誤：P.34 　正：P.33
6 行目　イーフォーン・タルローア 　誤：P.25 　正：P.24
7 行目　イーロック・ジャハーワン 　誤：P.67 　正：P.55
8 行目　ヴァリンドラ・シャドウマントル 　誤：P.58 　正：P.45
9 行目　ヴォーロサンプ・ゲダーム（ヴォーロ） 　誤：P.236 　正：P.214
11 行目　オーヴェクス・オクローマス 　誤：P.96 　正：P.94
13 行目　カワシャ 　誤：P.35 　正：P.33
14 行目　川の霧 　誤：P.35 　正：P.34
15 行目　クウェイオーセ 　誤：P.26 　正：P.25
16 行目　クパルーエ 　誤：P.35 　正：P.33
17 行目　グラブスタブ 　誤：P.89 　正：P.43
18 行目　ゴンドロ 　誤：P.34 　正：P.35
19 行目　サリーダ 　誤：P.35 　正：P.34
20 行目　ザムール・アル・サルヤーク 　誤：P.67 　正：P.55
21 行目　ジェサミーン 　誤：P.26 　正：P.25
22 行目　萎（シナビ） 　誤：P.145 　正：P.124
23 行目　ショーゴ 　誤：P.35 　正：P.34
25 行目　ジョンシー 　誤：P.27 　正：P.26
26 行目　ジンダー 　誤：P.238 　正：P.222
28 行目　ソージャ・ナバーザ 　誤：P.80 　正：P.48
29 行目　ゾールコーレ 　誤：P.79 　正：P.68
30 行目　ゾンダーラ 　誤：P.236 　正：P.225
31 行目　大師父ゼテンベイ 　誤：P.20 　正：P.21
32 行目　爪の袋 　誤：P.102 　正：P.100
33 行目　ドラゴンベイト 　誤：P.217 　正：P.230
34 行目　ドルフィ 　誤：P.64 　正：P.46
35 行目　ナー 　誤：P.228 　正：P.236
36 行目　ナイルズ・ブレイクボーン 　誤：P.47 　正：P.74
37 行目　ヒュー・ハッキンストーン 　誤：P.34 　正：P.35
38 行目　ファルール 　誤：P.34 　正：P.35
39 行目　プープーばあや 　誤：P.72 　正：P.80
40 行目　フェンサーザ 　誤：P.117 　正：P.109
41 行目　マウォクスエナレ 　誤：P.228 　正：P.236
42 行目　ムシャーリブ 　誤：P.34 　正：P.35
43 行目　ヨーブ 　誤：P.108 　正：P.106
44 行目　ラスキラー 　誤：P.67 　正：P.55
45 行目　ラズ・ナシー 　誤：P.229 　正：P.239
46 行目　リアーラ・ポーティア 　誤：P.227 　正：P.241
47 行目　ワインの瓶 　誤：P.35 　正：P.34
48 行目　ワカンガ・オターム 　誤：P.27 　正：P.26
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20 レイアウト・DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
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登場人物
　重要なNPC ページ
　アータス・シンバー 　207
　アサーラック 　209
　アザカ・ストームファング 　33
　アシャーラ 　50
　イークー 　33
　イーフォーン・タルローア 　24
　イーロック・ジャハーワン 　55
　ヴァリンドラ・シャドウマントル 　45
　ヴォーロサンプ・ゲダーム（ヴォーロ） 　214
　エキニアファ 　25
　オーヴェクス・オクローマス 　94
　オーテメイ 　21
　カワシャ 　33
　川の霧 　34
　クウェイオーセ 　25
　クパルーエ 　33
　グラブスタブ 　43
　ゴンドロ 　35
　サリーダ 　34
　ザムール・アル・サルヤーク 　55
　ジェサミーン 　25
　萎（シナビ） 　124
　ショーゴ 　34
　ジョボール 　26
　ジョンシー 　26
　ジンダー 　222
　シンドラ・シルヴェイン 　8
　ソージャ・ナバーザ 　48
　ゾールコーレ 　68
　ゾンダーラ 　225
　大師父ゼテンベイ 　21
　爪の袋 　100
　ドラゴンベイト 　230
　ドルフィ 　46
　ナー 　236
　ナイルズ・ブレイクボーン 　74
　ヒュー・ハッキンストーン 　35
　ファルール 　35
　プープーばあや 　80
　フェンサーザ 　109
　マウォクスエナレ 　236
　ムシャーリブ 　35
　ヨーブ 　106
　ラスキラー 　55
　ラズ・ナシー 　239
　リアーラ・ポーティア 　241
　ワインの瓶 　34
　ワカンガ・オターム 　26



ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版 日本語版製品 正誤表 ( 総合 )

21Dungeons & Dragons, D&D, their respective logos, the dragon ampersand, all other Wizards 
titles, and characters’ names and distinctive likenesses are property of Wizards of the Coast LLC 
in the USA and other countries. © 2017 Wizards of the Coast LLC.

P.31　雨水収集機　本文
誤：2 ガロン ( 約 3.8 リットル )
正：2 ガロン ( 約 7.6 リットル )

P.34　“ 川の霧 ” と “ ワインの瓶 ”
誤：彼らはお互いのことを “ カワ ”、“ ビン ” と呼ぶ。
正：彼らはお互いのことを “ キリ ”、“ ビン ” と呼ぶ。

誤：カワは身長約 5 フィート 5 インチ（約 165cm）
正：キリは身長約 5 フィート 5 インチ（約 165cm）

誤：カワは人目を忍んで動き、
正：キリは人目を忍んで動き、

誤：カワに相あいづち槌は打つ。
正：キリに相あいづち槌は打つ。

誤：カワの台詞の最後のあたりを、
正：キリの台詞の最後のあたりを、

誤：カワとビンはキャラクターたちを
正：キリとビンはキャラクターたちを

誤：手の者は、カワとビンに
正：手の者は、キリとビンに

P.36　チャルトの噂　51 ～ 55 
誤：町には何人か、“ 星の女王号 ” という～
正：町には何人か、“ 星の女神号 ” という～

P.40　狂猿熱
誤：

狂
きょうえんねつ

猿熱

チャルトのジャングルには魔法の霧が這う。何のにおいもしない、
青みがかった、薄い霧。この霧に触れた人型生物や巨人は狂猿熱
にかかる可能性がある。ディスペル・マジック呪文は、“ 呪文を発
動した者が選択した、呪文の射程内の一点 ” を中心とする一辺 20
フィートの正方形の範囲内の霧を破壊する。この霧と遭遇した場合、
霧はたいていの場合、一辺 20 フィートの正方形の範囲 1d6 個ぶん
を覆っている（400 ～ 2,400 平方フィート相当）。
　この霧に触れた人型生物や巨人は、難易度 13 の【耐久力】セー
ヴィング・スローを行なわねばならず、失敗すると狂猿熱にかか
る。狂猿熱にかかったクリーチャーはランダムに決定した 1 種類
の長期の狂気におちいる（『Dungeon Master's Guide』第 8 章の『長
期の狂気』表でロールすること）。この狂気は狂猿熱にかかってか
ら 1d6 時間後にあらわれ、通常の期間中ずっと持続する（1d10 ×
10 時間）。この狂気が（訳注：治療されることなく）持続期間の最
後まで持続したならば、狂猿熱に冒されているクリーチャーは狂気
の終了時に同じセーヴィング・スローを繰り返さねばならない。失
敗すれば、クリーチャーはまた別の長期の狂気におちいる（ふたた
び『長期の狂気』表でロールすること）。この狂気は通常の期間だ
け持続する。これらの狂気の症状群は狂猿熱が終了するまで続く。
正：

青
あおぎりねつ

霧熱

チャルトのジャングルには魔法の霧が這う。何のにおいもしない、
青みがかった、薄い霧。この霧に触れた人型生物や巨人は青霧熱
にかかる可能性がある。ディスペル・マジック呪文は、“ 呪文を発
動した者が選択した、呪文の射程内の一点 ” を中心とする一辺 20
フィートの正方形の範囲内の霧を破壊する。この霧と遭遇した場合、
霧はたいていの場合、一辺 20 フィートの正方形の範囲 1d6 個ぶん
を覆っている（400 ～ 2,400 平方フィート相当）。
　この霧に触れた人型生物や巨人は、難易度 13 の【耐久力】セー
ヴィング・スローを行なわねばならず、失敗すると青霧熱にかか
る。青霧熱にかかったクリーチャーは、セーヴ失敗の 1d6 時間後
から、青い猿の鮮やかな幻覚を見るようになる（訳注：幻覚の具体
的な影響は DM 判断に任される。P.116『ユアンティに囚われた者
たち』参照）。この幻覚は、そのクリーチャーに関してこの病気が
終了するまで持続する。クリーチャーは上記のセーヴィング・スロー
を 24 時間ごとに 1 回繰り返すことができ、成功すればそのクリー
チャーに関してこの効果は終了する。

P.69　難破船ナーワル号　右段 1 行目
誤：オラング川と " ヌシーの森 " の間に
正：オラング川と " ナシーの森 " の間に
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P.11　チャルトへようこそ　第２段落目３行目
P.30　“ 燃える拳 ” 団」　下から６行目
P.37　第 2 章：チャルトの地　 第１段落下から１行目
P.42　イーシャウ　２行目
P.46　フロスト・ジャイアントの捜索部隊　下から５行目
P.49　オラング川　下から２行目
P.71　避難湾　見出し
P.71　避難湾　１行目
P.76　ベルアリアン砦　右段第２段落４行目  
誤：避難湾
正：隠れ場湾

P.93　都市の探索　『廃墟の中身』表
誤：
51 ～ 55　崩れる床（もう一度ロールする）
56 ～ 65　狂猿熱の霧（もう一度ロールする）
正：
51 ～ 60　青霧熱の霧（もう一度ロールする）
61 ～ 65　崩れる床（もう一度ロールする）

P.93　都市の探索、狂猿熱の霧
誤：狂猿熱の霧
正：青霧熱の霧

P.93　都市の探索、狂猿熱の霧
誤：狂猿熱（P.40 の『病気』を参照）
正：青霧熱（P.40 の『病気』を参照）

P.116　ユアンティに囚われた者たち
誤：
・セヴはユアンティ・ピュアブラッドであり、その二叉になった舌
以外はヒューマンに見える。狂猿熱にかかっており、正気を取り戻
すまでここに閉じ込められている。セヴがどのような狂気に囚われ
ているか、『Dungeon Master's Guide』8 章の『長期の狂気』表でロー
ルすること。
正：
・セヴはユアンティ・ピュアブラッドであり、その二叉になった舌
以外はヒューマンに見える。青霧熱（P.40 の『病気』を参照）の
効果に苦しんでおり、彼にしか見えない青い猿の幻めがけて石を投
げている。

P.149　吠え叫ぶ風
誤：
難易度 20 の【判断力】セーヴを行なわねばならず、失敗すると

『Dungeon Master's Guide』第 8 章の『短期の狂気』表でロールし
てランダムに決定した短期の狂気に陥る。アンデッドおよび人造ク
リーチャーはこの狂気を受けない。
正：
難易度 20 の【判断力】セーヴを行なわねばならず、失敗すれば
16（3d10）［精神］ダメージ、成功すれば半分のダメージを受ける。

P.162　隠し扉、3 行目
誤：北東の角
正：南東の角

P.169　エリア 62B、読み上げ文 6 行目
誤：厚みのある紫色の太鼓が吊るされています
正：紫色の緞

どんちょう

帳が張り渡してあります

P.193　『野外の遭遇』表
誤：狂猿熱の霧
正：魔法の霧

P.199　狂猿熱の霧　見出し
誤：狂猿熱の霧
正：魔法の霧

P.199　狂猿熱の霧
誤：狂猿熱にかかる可能性がある
正：青霧熱にかかる可能性がある

P.203　ヤーチャ
誤：狂猿熱
正：青霧熱

P.239　ユアンティの “ 悪夢を囁く者 ”、悪夢具現化
誤：目標は難易度 13 の【判断力】セーヴを行なわねばならず、
正：目標は難易度 13 の【知力】セーヴを行なわねばならず、

P.247　ハンドアウト 6：サリーダ
誤：狂猿熱
正：青霧熱
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P.31　地図左上 地名
誤：大竜洞　正：大長虫洞窟

P.20　来世
誤：まったく神を信じていないのに信じていると偽った者や、ひと
かけらの信仰心も持たなかった者の魂は、死者の都の巨大な外壁で
ある “ 不信心者の壁 ” に塗りこめられ、徐々に溶けて次第に壁その
ものの一部に変わってゆく。
正：( 削除 )

P.23　エルフ・パンテオン、“ 深き ” サシェラス、領域
誤：自然　正：嵐、自然

P.31　画像キャプション
誤：ターロスの聖印　正：タロウナの聖印

P.32　画像キャプション
誤：タロウナの聖印　正：ターロスの聖印

P.48　左段、2 段落目 3 行目
誤：メスラマー・エイラシューム候が住んでいる。
正：メスラマー・エイラシューム侯が住んでいる。
　※ 候 → 侯

P.48　左段、3 段落目 4 行目
誤：アルストリエル・シルヴァーハンドはルルアーの女大候に就任
するために、
正：アルストリエル・シルヴァーハンドはルルアーの女大侯に就任
するために、
　※ 候 → 侯

P.106　シールド・ドワーフ、第 1 段落
誤：“ 北方 ”、ダマラ、インピルター、ヴァーサ、広こうや野、西ハー
トランズには、
正：“ 北方 ”、ダマラ、インピルター、ヴァサ、広こうや野、西ハー
トランズには、

P.116 ハーフエルフの選択ルール
誤：“ 君のハーフエルフのキャラクターは “ 技能の才 ” を諦める代
わりに、エルフの特徴である “ 鋭敏感覚 ” か、エルフ側の親に対応
した特徴を 1 つ得ることができる：
正：君のハーフエルフのキャラクターは “ 技能の才 ” を諦める代わ
りに、エルフ側の親に対応した特徴を 1 つ得ることができる：

P.118　見出し　ディープ・ノーム（スヴァーフネブリン）
誤：ディープ・ノーム（スヴァーネブリン）
正：ディープ・ノーム（スヴァーフネブリン）

P.118　ディープ・ノーム（スヴァーフネブリン）　地文第 1 段落
誤：スヴァーネブリンとも呼ばれるディープ・ノーム（地底ノーム）
は陰気で真面目なアンダーダークの住人だ。
正：スヴァーフネブリンとも呼ばれるディープ・ノーム（地底ノー
ム）は陰気で真面目なアンダーダークの住人だ。

P.123　刃の歌
誤：君はこの特徴を 2 度まで使用できる。小休憩または大休憩を
終了したなら、君は消費した使用回数をすべて回復する。
正：君はこの特徴を、君の習熟ボーナスに等しい回数だけ使用でき
る。大休憩を終了したなら、君は消費した使用回数をすべて回復す
る。

P.123　追加攻撃
誤：6 レベル以降、君は自分のターンに攻撃アクションをとるたび
に 1 回ではなく 2 回攻撃を行なえるようになる。
正：6 レベル以降、君は自分のターンに攻撃アクションをとるたび
に 1 回ではなく 2 回攻撃を行なえる。加えて、君はこれらの攻撃
のうち 1 回のかわりに初級呪文を 1 つ発動することもできる。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
ソードコースト冒険者ガイド 日本語版 正誤表

最終更新：2022/01/15
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P.139 陽光弾
誤：
陽光弾
3 レベルでこの門派を選んだ時点から、君は魔法の光の矢を投げる
ことができるようになる。
　君は攻撃アクションとして使用できる遠隔呪文攻撃を得る。この
攻撃は射程 30 フィートである。君はこの攻撃に習熟しており、こ
の攻撃の攻撃ロールとダメージ・ロールには君の【敏捷力】修正値
を加える。この攻撃のダメージ種別は［光輝］であり、ダメージ・
ダイスは 1d4 だ。このダイスは、君のモンク・レベルが上昇する
につれて、『モンク』表の “ 武術 ” の列に書かれたとおりに変化する。
　君が自分のターンに攻撃アクションとして陽光弾の攻撃を行なっ
た時、君は気ポイントを 1 点消費することで、（訳注：同じターン
中に）ボーナス・アクションとして陽光弾による 2 回の攻撃を行
なうことができる。
正：
陽光弾
3 レベルでこの門派を選んだ時点から、君は魔法の光の矢を投げる
ことができるようになる。
　君は攻撃アクションとして使用できる新たな攻撃オプションを得
る。この特殊な攻撃は、射程 30 フィートの遠隔呪文攻撃である。
君はこの攻撃に習熟しており、この攻撃の攻撃ロールとダメージ・
ロールには君の【敏捷力】修正値を加える。この攻撃のダメージ種
別は［光輝］であり、ダメージ・ダイスは 1d4 だ。このダイスは、
君のモンク・レベルが上昇するにつれて、『モンク』表の “ 武術 ”
の列に書かれたとおりに変化する。
　君が自分のターンに攻撃アクションの一部として陽光弾の攻撃を
行なった時、君は気ポイントを 1 点消費することで、（訳注：同じター
ン中に）ボーナス・アクションとして陽光弾による 2 回の攻撃を
行なうことができる。
　君が “ 追加攻撃 ” の特徴を得た後は、君が攻撃アクションの一部
として行なう任意の回数の攻撃において陽光弾を使用できる。

P.141 颯爽たる豪胆
誤：
颯
さっそう
爽たる豪胆

3 レベル以降、君は誰が見ても自信満々で戦場へ突入する。君は自
分のイニシアチブ判定に【魅力】修正値を加えることができる。
　また、君から 5 フィート以内に君の攻撃の目標以外のクリー
チャーが存在しないなら、君は攻撃ロールに有利を得ていなくとも
その目標に急所攻撃を行なうことができる。その際も、急所攻撃に
関する他のルールはすべて適用される。
正：
颯
さっそう
爽たる豪胆

3 レベル以降、君は自信満々で戦場へ突入する。君は自分のイニシ
アチブ判定に君の【魅力】修正値に等しいボーナスを加えることが
できる。
　また、君から 5 フィート以内にいるクリーチャーが君の攻撃の
目標 1 体のみであり、かつ君の攻撃ロールに不利がついていない
なら、君は攻撃ロールに有利を得ていなくともその目標に急所攻撃
を行なうことができる。その際も、急所攻撃に関する他のルールは
すべて適用される。

P.142　グリーンフレイム・ブレード
以下と差し替え。

グリーンフレイム・ブレード
Green-Flame Blade ／緑の炎の剣
初級呪文、力術
発動時間：1 アクション
射程：自身（半径 5 フィート）
構成要素：音声、物質（1sp 以上の価値のある近接武器 1 つ）
持続時間：瞬間
君はこの呪文の発動に用いる武器をうち振り、その武器で 5 フィー
ト以内のクリーチャー 1 体に 1 回の近接攻撃を行なう。この攻撃
がヒットすると、目標はその攻撃の通常どおりの効果を受け、かつ
君は目標から 5 フィート以内にいて君が見ることのできる別のク
リーチャー 1 体（君が選ぶ）へ目標から緑色の炎を飛ばすことが
できる。この 2 体目のクリーチャーは君の呪文発動能力修正値に
等しい［火］ダメージを受ける。
　この呪文のダメージは君のレベルが特定の値に上昇するごとに増
加する。5 レベルの時点で、この呪文による近接攻撃は目標に追加
で 1d8 の［火］ダメージを与え、2 体目のクリーチャーが受ける［火］
ダメージは（1d8 ＋呪文発動能力修正値）に増加する。いずれのダ
メージ・ロールも、11 レベルで 1d8 増加し（2d8 と 2d8 になる）、
17 レベルでふたたび 1d8 増加する（3d8 と 3d8 になる）。

P.142　ソード・バースト
誤：射程：5 フィート
正：射程：自身（半径 5 フィート）

誤：射程内のクリーチャー（君自身を除く）はみな【敏捷力】セー
ヴを行なわねばならず、
正：君から 5 フィート以内のクリーチャー（君自身を除く）はみな【敏
捷力】セーヴを行なわねばならず、
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P.142　ブーミング・ブレード
以下と差し替え。

ブーミング・ブレード
Booming Blade ／唸る剣
初級呪文、力術
発動時間：1 アクション
射程：自身（半径 5 フィート）
構成要素：音声、物質（1sp 以上の価値のある近接武器 1 つ）
持続時間：1 ラウンド
君はこの呪文の発動に用いる武器をうち振り、その武器で 5 フィー
ト以内のクリーチャー 1 体に 1 回の近接攻撃を行なう。この攻撃
がヒットすると、目標はその武器攻撃の通常どおりの効果を受けた
上、君の次のターンの開始時まで重低音に鳴り響くエネルギーに包
まれる。君の次のターンの開始時までに目標が自分の意志で移動し
たとき、目標は 1d8［雷鳴］ダメージを受け、この呪文は終了する。
　この呪文のダメージは君のレベルが特定の値に上昇するごとに増
加する。5 レベルの時点で、この呪文による近接攻撃は目標に追加
で 1d8 の［雷鳴］ダメージを与え、目標が移動したことによって
受けるダメージは 2d8 に増加する。いずれのダメージ・ロールも、
11 レベルで 1d8 増加し（2d8 と 3d8 になる）、17 レベルでふた
たび 1d8 増加する（3d8 と 4d8 になる）。

P.143　ライトニング・ルアー
誤：射程：15 フィート
正：射程：自身（半径 15 フィート）

P.147　ウスガートの部族民 文末
誤：詳細は第 2 章の『Uthgardt Lands』にある。
正：詳細は第 2 章の『ウスガートの地』にある。

P.155　付録：他の世界におけるクラス・オプション、ソーサラー
誤：嵐の魔法は当然リランダー家にふさわしい。リランダー家の嵐
のソーサラーは、この家のドラゴンマークが与えてくれる力を引き
出し、空中や海上で船を導く。こうしたソーサラーは危険な天候の
中でも安全な移動を可能にするため、家の中でも特別な選良として
扱われる。
正：嵐の魔法は当然リランダー氏族にふさわしい。リランダー氏族
の嵐のソーサラーは、氏族のドラゴンマークが与えてくれる力を引
き出し、空中や海上で船を導く。こうしたソーサラーは危険な天候
の中でも安全な移動を可能にするため、氏族中でも特別な選良とし
て扱われる。
　※ 家 → 氏族

P.159 索引 " ノーム " 下位項目
誤：ディープ・ノーム（スヴァーネブリン）…8、99、101、118
正：ディープ・ノーム（スヴァーフネブリン）…8、99、101、
118
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■呪文カード：秘術
アシッド・スプラッシュ
誤：射程内のクリーチャー 1 体、または射程内にいて互いに 5 フィー
ト以内にいるクリーチャー 2 体を選択すること。
正：射程内にいて君から見えるクリーチャー 1 体、または射程内
にいて君から見えかつ互いに 5 フィート以内にいるクリーチャー 2
体を選択すること。

カラー・スプレー
誤：この呪文の作用を受けたクリーチャーはみな、この呪文が終了
するまで盲目状態になる。
正：この呪文の作用を受けたクリーチャーはみな、次の君のターン
の終了時まで盲目状態になる。

アンシーン・サーヴァント
誤：不可視で精神を持たず不定形の力場を 1 つ作り、
正：不可視で精神を持たず不定形の中型サイズの力場を 1 つ作り、

レヴィテート
誤：君は射程内にあって君が見ることのできるクリーチャー 1 体
あるいは物体 1 つを選択して
正：君は射程内にあって君が見ることのできる “ クリーチャー 1 体
あるいは固定されていない物体 1 つ ” を選択して

グリフ・オヴ・ウォーディング
誤：この呪文を発動する際、君はこの呪文により、後に魔法の効果
を解き放つ秘文を刻み込むことができる。
正：この呪文を発動する際、君はこの呪文により、後に魔法の効果（こ
れは危害を与える効果でなくてもよい）を解き放つ秘文を刻み込む
ことができる。

スリート・ストーム
誤：この呪文の範囲内で精神集中を行なっているクリーチャーは、
君の呪文セーヴ難易度に対する【耐久力】セーヴに成功しなければ
精神集中が途切れてしまう。
正：クリーチャーは、この呪文の範囲内で精神集中を行なっている
状況下で自分のターンを開始した場合、君の呪文セーヴ難易度に対
する【耐久力】セーヴに成功しなければ精神集中が途切れてしまう。

コンテイジョン
誤：ヒットした場合、君はそのクリーチャーを、以下のいずれか 1
種類の病気に感染させる。
正：ヒットした場合、目標は毒状態になる。

誤：目標の各ターンの終了時に、目標は【耐久力】セーヴを行なわ
ねばならない。このセーヴに 3 回失敗した時点で、目標は以後こ
のセーヴを行なわなくなり、病気の効果が始まる。この病気の効果
はこの呪文の持続時間じゅう続く。このセーヴに 3 回成功した時
点で、目標はこの病気から完治し、この呪文は終了する。
正：毒状態の目標は、目標自身の各ターンの終了時に【耐久力】セー
ヴを行なわねばならない。このセーヴに 3 回成功した場合、目標
はもはや毒状態ではなくなり、この呪文は終了する。このセーヴに
3 回失敗した場合も、目標はもはや毒状態ではなくなるが、君は以
下のいずれか 1 種類の病気を選択する。目標はこの呪文の持続時
間じゅう、その病気の効果を受ける。

ディスインテグレイト
誤：このダメージによって目標のヒット・ポイントが 0 になった
なら、目標は分解される。
正：このダメージによって目標のヒット・ポイントが 0 になり、
そして 0 のままになったなら、目標は分解される（訳注：たとえ
ばこの呪文によって目標のハーフオークの hp が 0 になったが、種
族的特徴“ハーフオークのしぶとさ”によってhpが1になった場合、
目標は分解されない）。

サンビーム
誤：アンデッドおよびウーズはこのセーヴに不利をこうむる。
正：アンデッドおよび粘体はこのセーヴに不利をこうむる。

シミュレイクラム
誤：この複製は元のクリーチャーそっくりに見えるが、最大 hp は
元のクリーチャーの半分であり、装備品はまったく持っていない。
正：この複製は元のクリーチャーそっくりに見えるが、クリーチャー
種別は人造で、最大 hp は元のクリーチャーの半分であり、装備品
はまったく持っていない。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
呪文カード製品 日本語版 正誤表
[ 呪文カード製品のエラッタについてのお断り ]

1. このページに掲載しました呪文カード製品のエラッタは「Player's Handbook 日本語版」「Dungeon Master’s Guide 日本語版」
のエラッタから、日本語版について独自に公開するものです。Spellbook Cards シリーズについてのエラッタは公開されてい
ないため、厳密な意味で公式エラッタに当たらないことをご承知ください。

2. 呪文カード／ Spellbook Cards には、「Player's Handbook」をはじめとした呪文の説明すべてがそのまま記載されているわけ
ではありません。そのため、それぞれの元の呪文の説明、エラッタと同一ではないものがあります。

最終更新：2020-09-28
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サンバースト
誤：アンデッドおよびウーズはこのセーヴに不利をこうむる。
正：アンデッドおよび粘体はこのセーヴに不利をこうむる。

トゥルー・ポリモーフ
誤：クリーチャーを物体に変

へ ん げ

化させたり、
正：クリーチャーを非魔法的な物体に変

へ ん げ

化させたり、

誤：この呪文は変身生物および現在 hp が 0 のクリーチャーには何
の効果もない。
正：この呪文は変身生物および現在 hp が 0 の目標には何の効果も
ない。

■呪文カード：クレリック
サンクチュアリ
誤：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したりすると、この呪文は終
了する。
正：この呪文で守られているクリーチャーが攻撃を行なったり、敵
のクリーチャーに作用する呪文を発動したり、他のクリーチャーに
ダメージを与えたりすると、この呪文は終了する。

ハーム
誤：発動時間 1 分
正：発動時間 1 アクション

ヒーローズ・フィースト
誤：この宴には（訳注：君に加えて）他のクリーチャー 12 体まで
が参加できる。
正：この宴には全部で 12 体までのクリーチャーが参加できる。

テレポーテーション・サークル（カード背面）
誤：7 レベル
正：5 レベル

■呪文カード：ドルイド
コール・ライトニング
誤：君の真上 100 フィートの、君から見える一点を中心とした、
正：射程内かつ君の真上にあって君から見える一点を中心とした、

誤：この呪文を発動した時、射程内の君から見える一点を選ぶ。
正：この呪文を発動した時、円筒形の嵐雲の下の、君から見える一
点を選ぶ。

スリート・ストーム
誤：この呪文の範囲内で精神集中を行なっているクリーチャーは、
君の呪文セーヴ難易度に対する【耐久力】セーヴに成功しなければ
精神集中が途切れてしまう。
正：クリーチャーは、この呪文の範囲内で精神集中を行なっている
状況下で自分のターンを開始した場合、君の呪文セーヴ難易度に対
する【耐久力】セーヴに成功しなければ精神集中が途切れてしまう。

ヒーローズ・フィースト
誤：この宴には（訳注：君に加えて）他のクリーチャー 12 体まで
が参加できる。
正：この宴には全部で 12 体までのクリーチャーが参加できる。

■呪文カード：パラディン
ディメンジョン・ドア（カード背面）
誤：5 レベル
正：4 レベル

■魔法のアイテムカード
リング・オヴ・スペル・ターニング
誤：さらに、君が呪文レベル 7 以下の呪文に対するセーヴで 20 の
目をロールしたなら、
正：さらに、君がそのような呪文に対するセーヴで 20 の目をロー
ルし、かつその呪文のレベルが 7 以下だったなら、
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P.45　秘術射撃
誤：1 ターンに 1 回、君が攻撃アクションの一部としてショートボ
ウまたはロングボウから魔法のアローを放った時、
正：1 ターンに 1 回、君が攻撃アクションの一部としてショートボ
ウまたはロングボウからアローを放った時、

P.120　「猛毒大噴出」の能動要素の中の「大噴出（イニシアチブ
10）」
誤：罠から風とガスが溢れだしてくる。￥ 1d6 し、以下の表を参
照すること。
正：罠から風とガスが溢れだしてくる。1d6 し、以下の表を参照す
ること。
※ 見出しが “「猛毒大噴出」の能動要素の中の「大噴出（イニシア
チブ 20）」” でしたが、正しくは「大噴出（イニシアチブ 10）」です。
エラッタ内容は変更ありません。

P.130　調査の処理の項目内
誤：この判定には最初の 100gp を超えて費やした 100gp ごとに＋
1 のボーナスを得る（最大＋ 6）。
正：この判定には最初の 50gp を超えて費やした 50gp ごとに＋ 1
のボーナスを得る（最大＋ 6）。

P.130　調査の結果の判定結果
誤：21+　正：21 以上

P.138、トーキング・ドール
誤：1 文 18 文字以内の文章を 6 つ教えこみ、そしてどのような状
況になったらどの文章を話すかを設定できる。
正：1 文 18 文字以内の文章を最大で 6 つまで教えこみ、それぞれ
の文章について 1 つずつ、どのような条件が満たされた時にその
文章を話すかを設定できる。その条件は普通に知覚可能なものでな
ければならない。

P.148　呪文リスト ウィザード 9 レベル
誤：インヴァルネラビリティ（防御術）
正：インヴァルナラビリティ（防御術）

P.166　ヒーリング・スピリット
誤：この精霊の姿は野獣またはフェイのいずれか（君が選択するこ
と）のように見える。
正：この精霊は透明であり、その姿は野獣またはフェイのいずれか

（君が選択すること）のように見える。

誤：君は精霊にそのクリーチャーのヒット・ポイントを 1d6 回復
させることができる（アクション不要）。この精霊は人造やアンデッ
ドを回復させることはできない。

正：君は精霊にそのクリーチャーのヒット・ポイントを 1d6 回復
させることができる（アクション不要）。この精霊は人造やアンデッ
ドを回復させることはできない。精霊は（1 ＋君の呪文発動能力修
正値）回だけ回復を行なえる（最低 2 回）。その回数だけ回復を行なっ
たなら精霊は消え去る。

P.168　フロストバイト 下から 2 行目
誤：1d8 ずつ増加する、すなわち
正：1d6 ずつ増加する、すなわち

P.168　ホーリィ・ウェポン
誤：君の 30 フィート以内にいて君から見えるクリーチャーのうち、
君の選択したもの（何体でも可）はみな【耐久力】セーヴィング・
スローを行なわねばならない。
正：その武器の 30 フィート以内にいて君から見えるクリーチャー
のうち、君の選択したもの（何体でも可）はみな【耐久力】セーヴィ
ング・スローを行なわねばならない。

P.169　マインド・スパイク、高レベル版
誤：スロットのレベルが 2 レベルを 1 上回るごとに、ダメージが
1d6 上昇する。
正：スロットのレベルが 2 レベルを 1 上回るごとに、ダメージが
1d8 上昇する。

P.171　ライフ・トランスファランス
誤：君は 4d8［死霊］ダメージを受け、
正：君は 4d8［死霊］ダメージを受け（このダメージはいかなる方
法によっても減少させることはできない）、

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
ザナザーの百科全書 日本語版 正誤表

最終更新：2020/05/07
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P.129　マップ 5.5：上級魔道士たちの領域
以下と差し替え。

P.246　変成術士、呪文発動能力
誤：5 レべル（3 スロット）
正：5 レべル（1 スロット）

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
大口亭綺譚 日本語版 正誤表

最終更新：2021/05/12
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30 レイアウト・DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
協力：D&D 翻訳チーム

■ウォーターディープ：ドラゴン金貨を追え
P.57　舞台設定　カサランター家
誤：
・メインの悪役がカサランター家なら、石はウォーターディープの

墓地である “ 死者の都 ” 内のカサランター家の霊廟に置かれてい
る。カサランターよりもキャラクターたちよりも先に、とある
ハーフリングの死霊術士がこの石を見つけてしまう。

正：
・メインの悪役がカサランター家なら、石はウォーターディープの

墓地である “ 死者の都 ” 内のカサランター家の霊廟に運びこまれ
た。

※ この部分は原文通り翻訳してありますが、ハーフリングの死霊
術士は P.58「遭遇セット」の説明において、メインの悪役がザ
ナサーである「春の遭遇セット」に登場します。カサランター
家の「夏の遭遇セット」には登場しません。

P.87　マップ見出し
誤：マップ 4.7：地下構造物群
正：マップ 4.8：転用された風車小屋

P.162 右段 “ 死冬日 ” の祝宴 文中 4 行目
誤：（P.### の『ギルド代表の例』を参照）
正：（P.41 の『ギルド代表の例』を参照）

■ウォーターディープ：ドラゴン金貨を追え ダンジョン・マスター
ズ・スクリーン

「宿泊・飲食ガイド」中 表見出し
誤：スリ取った品物
正：酒場と水商売の店

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
ウォーターディープ：ドラゴン金貨を追え 日本語版 正誤表

ウォーターディープ：ドラゴン金貨を追え ダンジョン・マスターズ・スクリーン日本語版 正誤表
最終更新：2021/05/14
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P.41　26a. 第 2 段落 3 行目
誤：ポット・オヴ・アウェイクニング（目覚めのつぼ）
正：ポット・オヴ・アウェイクニング（覚醒の植木鉢）

P.58　スカルポートへの道
誤：アズロク軍団はいまやスカルポートからの進行を恐れている。
正：アズロク軍団はいまやスカルポートからの侵攻を恐れている。

P.125　15b. アルカナロスの住処、財宝、5 行目
誤：すなわちトリルやオアース、アサスその他の世界の
正：すなわちトリルやオアース、アーサスその他の世界の

P.308　エリア 27. 毒を綴る羽ペン
誤：彼はスカルポートから
正：この女はスカルポートから

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
ウォーターディープ：狂える魔道士の迷宮 日本語版 正誤表

最終更新：2021/07/20
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32 レイアウト・DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
協力：D&D 翻訳チーム

P.5　第 1 章：モンスター博物誌
記述：
　「なぜあのモンスターを差し置いてこいつを選んだ？」と訝しむ
人もいるだろう。ドラゴンとギスヤンキはどこだ？　なぜフィーン
ドもアンデッドも載っていない？　他のモンスターに関しては他の
製品で取り扱っていきたいと考えている。その “ 他の製品 ” が出る
までは、階段の下に隠れているコボルドを警戒し、妖しい贈り物を
差し出すハグに注意したまえ。
更新：
　本章の記述はヴォーロの物の見方にもとづくものであり、おおむ
ねフォーゴトン・レルム世界の話に限られる。そしてフォーゴトン・
レルムでも、D&D の多元宇宙のどこでも、現実は本章に示された
ヴォーロ個人の観念よりもずっと多様である。DM は本章の記述の
うち面白いと感じたものだけを採用し、それ以外は無視してかまわ
ない。

P.11　オークのロールプレイ
記述：
ほとんどのオークは、破壊と殺戮の一生を送るよう吹き込まれて育
つ。だが、ノールのように本性そのものが邪悪なクリーチャーとは
異なり、オーク文化の外で成長したオークであれば、共感や愛や同
情がわずかなりとも芽生える可能性はある。
　どれほど “ 文明的 ” に見えるオークであっても、一皮むけば血の
飢えに満ちている。オークが文明圏のもろもろの制約に適合して暮
らし続けようとしても、戦いを愛する本能と、己の力を誇示したい
という欲求のせいで困難に見舞われることだろう。
更新：
君がオークのロールプレイをする際、以下の表は面白い発想の元に
なるかもしれない。表は個々のオークにどんな性質があるかを示唆
するもの。

PP.11　手下としてのオーク
記述：
手下としてのオーク
オークの文化には並外れた力を持つ者に服従する性質が深く染みつ
いているため、オークは強くカリスマ的な人物に服従させられるこ
とがある。悪属性のヒューマンの呪文の使い手や君主は特に好んで
オークを奴隷化したり、騙して仕えさせたりする。君主は強大な軍
事力を背景に部族を急襲して、その指導者層を殺害し、生き残りの
オークたちを脅して屈服させる。
　呪文の使い手は普通、より悪辣な方法をとる。魔法で偽りの啓示
を引き起こして部族を恐怖に陥れ、従順にするのだ。ウィザードで
あれば、戦闘酋長のすぐ下の階級のオークたちをそそのかして手下
にし、彼らが長を打ち倒す手助けをするかも知れない。そのウィザー
ドは、神々から届けられた啓示（実際には幻術をいくつか使ってう
まいことやったに過ぎない）を根拠に指導者変更の正当性を立証す
る。そして部族を新たな指導者の命令に嬉々として従う襲撃隊に変
えてしまうのである。
　また、敗北によって離散した部族の生き残りたちの中には、戦闘
力を頼りに、個人または少人数のグループで働き口を探す者もいる。
彼らは雇ってくれるなら相手が誰でも構わない。こうした傭兵たち
は、（実際はどうあれ）独立不羈の生き方に誇りを持っていて、契
約満了まで任務をまっとうしようとするかも知れない。それは契約
を破ってお尋ね者になるよりは、雇い主から給料をもらっていた方
が良いからである。
更新：（削除）

P.12　ハーフオーク
記述：
ハーフオーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヒューマンが語るオークの姿は、略奪好きの魔物で、自分たちの数
を増やすために他の人型生物と子をなそうとする輩といったもの。
だが実際のところ、オークが異種族と子作りをするのは、それが部
族の強化につながると思われた場合だけである。戦闘力と凶暴さに
かけてはオークに引けを取らないようなヒューマンとオークが出会
い、両者が互いの血統をまじりあわせることによって同盟を結ぶこ
とはそこまで珍しくない。
　オークの部族にいるハーフオークは、力においては純血のオーク
に劣らず、知恵においては大きく勝ることが多い。ゆえにハーフオー
クは同年代の仲間に比べて部族内での出世が速く、部族の指導者に
まで昇りつめることもある。
更新：（削除）

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
ヴォーロのモンスター見聞録 日本語版 正誤表

最終更新：2022/01/15
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P.31　コボルドのロールプレイ
記述：
コボルドのロールプレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コボルドは知っている。世界はきびしく、これに立ち向うにはコボ
ルドの力はいかにも弱い。コボルドは知っている。コボルドは小さ
く弱々しく、大きなクリーチャーはそこにつけこんでくる。コボル
ドは子供のうちに死ぬかもしれない。コボルドの一生はつらい骨折
り続きだ。
　この人生観は暗いものに見えるかもしれない。だがコボルドは自
分の仕事に、部族の生存に、そして自分が最強の竜と同じ血をひい
ていることに満足を見出す。
　コボルドは特に賢いわけではないが、オークのように愚かでもな
い。よく回る舌や機転でコボルドを丸めこむことはできるだろう。
だがコボルドは「だまされた！」と気づいたならその恥を決して忘
れない。機会があれば相手に何とかして少しでもしかえしをする。
　コボルドは追いつめられるのや孤立するのが嫌いだ。安全な逃げ
道があればそれが一番だが、ないならせめて味方の近くにいて、生
き残る公算を高めようとする。逃げ道も味方もないとコボルドはび
くびくし、さっきまでおとなしく黙っていたかと思うと急にかん
しゃくをおこす。
更新：（削除）

P.49　請け戻し
記述：
請け戻し
ファイアー・ジャイアントがつかまえた者を謝礼と引きかえに元の
家族や共同体のもとへ返してやった例は多い。これはつまり、「こ
いつは特に役立つ技術を持っているわけではない。しかも他の連中
が、こいつを返せば金を払うと言っておる」と判断した結果である。
商人や貴族など、口の立つ囚人がこの種の救済にあずかりやすいの
は言うまでもない。
　ファイアー・ジャイアントの要求する謝礼に、黄金や宝石などと
いったつまらぬものが含まれる例は少ない。彼らはむしろミスラル、
アダマンティン、特別な奴隷（＝特別有用な技術や特別丈夫な体を
持つ奴隷）での支払いを好む。
更新：（削除）

P.54　ノールおよび、イーノグフのカルト教団員のロールプレイ
記述：
ノールおよび、イーノグフのカルト教団員のロールプレイ　　　　
ノールの性格や外見はバリエーションが少ない。集団として見た時
のノールは、デーモン・ロードから死と破壊をまき散らせと命じら
れるままに動きまわる原始的な力そのものである。
　ノールと（殺し合いでなく）話をする唯一の現実的な機会は、ノー
ルの戦闘集団に同行しているカルト教団員に仲介してもらうこと
だ。こういった人間のクズが、キャラクターたちに必要な情報を
知っている場合もあるだろう。ことによると、元はキャラクターの
友人だったがイーノグフ崇拝に染まってしまったという可能性すら
ある。標準よりも知的なノールや社交的なノールを演出する際には、
イーノグフのカルト教団員に持たせるのと同様の設定を持たせてみ
よう。
更新：
君がノールやイーノグフのカルト教団員のロールプレイをする

際、以下の表は面白い発想の元になるかもしれない。表はこうした
NPC にどんな性質があるかを示唆するもの。

P.65　ハグの住処アクション、第 2 段落 3 行目
誤：“ 叔母様 ”
正：“ 伯母様 ”

P.72　ビホルダーのロールプレイ
記述：
ビホルダーはいつも我が身の安全を心配し、自分の下僕以外のあら
ゆるクリーチャーを警戒し、脅威とみなした相手には攻撃的な対処
を取る。ビホルダーの前で謙虚にふるまい、私の力などビホルダー
様には及ぶべくもありませんとへつらう相手に対しては、好意を見
せる場合もある。だがビホルダーの前で自分の業績を誇ったり、自
分は強いと言い張るような輩には、即座に攻撃をしかける。そのよ
うな輩は脅威か馬鹿のいずれかであり、どちらにしろ情けをかける
理由はないのだ。
　すべてのビホルダーは “ 自分こそがビホルダーの理想像であり、
他のすべてのビホルダーは自分より劣っている ” と信じる一方で、
他のビホルダーは自分の最強の敵であるとも思っている。冒険者が
他のビホルダーの住処や活動に関する情報を提示したなら、ビホル
ダーがその冒険者に協力することもありうる。あなたこそ完璧にし
て究極、ビホルダーの中のビホルダーですとお世辞を言うだけでも、
ビホルダーと敵対せずに済む可能性はある。
　1 体 1 体のビホルダーに個性を持たせるために、以下の各表を
使ってさまざまな特徴を与えてみよう。
更新：
君がビホルダーのロールプレイをする際、以下の表は面白い発想の
元になるかもしれない。表は個々のビホルダーにどんな性質がある
かを示唆するもの。

P.84　マインド・フレイヤーのロールプレイ
記述：
典型的なマインド・フレイヤーはコロニーの集合知性の一部として
存在する人ならざる化け物だ。だが、イリシッドはエルダー・ブレ
インに遠隔操縦される人形ではない。1 体 1 体のマインド・フレイ
ヤーは固有の鋭敏な知性と人格と動機を備えているのだ。
更新：
君がマインド・フレイヤーのロールプレイをする際、以下の表は面
白い発想の元になるかもしれない。表は個々のマインド・フレイヤー
にどんな性質があるかを示唆するもの。
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P.98　ユアンティのロールプレイ
記述：
ユアンティは無感情だが、しかし（ヒューマンが得てして自分のこ
とを鶏や兎うさぎよりすぐれていると感じるのと同じように）自分
は人型生物よりすぐれていると確信している。この確信は彼らの中
では事実上、完全に客観的なものであって異論を許さない。ユア
ンティにとってあらゆるクリーチャーは 3 種に大別される。脅威、
ユアンティ、肉。“ 脅威 ” というのはデーモン、ドラゴン、ジンニー
等の強力なクリーチャーである。“ ユアンティ ” というのはカース
トを問わずすべての同族を指す。もちろん敵対するユアンティは危
険であり、弱いユアンティや死んだユアンティは食料になることも
あるが、やはりユアンティは同胞であって、一定の尊敬に値する。
“ 肉 ” というのは脅威でもユアンティでもないクリーチャー全部を
指す。これは卑しいつまらぬ役には立つがそれ以上気を配る価値は
ない。
　ほとんどのユアンティは、肉に話しかけるのは卑しいことと思っ
ている。アボミネーションやマリズンは緊急時（戦闘で指令を与え
る時など）以外、奴隷と直接に意思を疎通することはめったにない。
緊急時以外は、奴隷はあるじの機嫌に気を配り、あるじの望みを予
測して動き、命令を示す手や頭部や尾の小さな仕草を見逃さぬよう
にせねばならない。
　ピュアブラッドは人型生物に混じって活動するため、人型生物と
礼儀正しく話すことを学ぶ必要がある。従ってピュアブラッドだけ
は “ 肉 ” のクリーチャーとのやりとりのしかたを訓練する。訓練の
中には、下等な者どもを対等な相手として話しかけるのが内心イヤ
でもそれを表に出さぬ訓練や、自分が単なる助言役に過ぎぬかの
ように人型生物の支配者に頭を下げこびへつらう訓練も含まれる。
ピュアブラッドの間者は “ 肉 ” のクリーチャーに一種冷然たる軽蔑
を抱きつつも、つとめて愛想よく接し、弁舌さわやかに本心を隠す
ことができる。
　ふつうの時は、ユアンティは目上の者にはいつも穏やかにうやう
やしく接する。目下の者にはそっけなく形式ばった態度をとる。身
分の高低が怒りやさげすみにつながることはない（そもそもユアン
ティは怒りやさげすみを感じない）。身分は単に自然な秩序に属す
るものである。彼らの文明はずっと昔、「低いカーストの者には距
離を置いて一定の敬意を払っておくのが、反乱を防ぎ、ユアンティ
族全体の大義をおしすすめることになる」と気づいたのだ。
更新：
君がユアンティのロールプレイをする際、以下の表は面白い発想の
元になるかもしれない。表は個々のユアンティにどんな性質がある
かを示唆するもの。

P.99　同族食いと生贄
記述：
同族食いと生贄
最初のユアンティたちを生み出した儀式は、蛇の神々を崇める
ヒューマンに「奴隷や囚人のヒューマンを殺して食え」と命じるも
のだった。この同族食いはさまざまな結果を生んだ。それは文明的
な人型生物が長らく守ってきたタブーを打ち壊し、ユアンティを他
の文明から “ 道義的価値を重んじないクリーチャー ” として隔絶さ
せた。それはユアンティの肉体をけがし、ユアンティを黒い魔法を
受け入れやすい存在にした。そしてそれは爬虫類の精神の冷酷非情
ぶりを、ユアンティの尊ぶ性質を、まねるものでもあった。
　今日、ユアンティを崇めるカルト教団員の中でも特に熱狂的な者
は同族食いをする。「自分もユアンティになろう」と思っている者も、
これに含まれる。ユアンティの都市でもヒューマンを生贄に捧げて
食うという行為は続いているが、ユアンティはヒューマンではない
のでもはや同族食いとはいえない。それでもやはり、ヒューマンで
あることを拒絶し、ユアンティであることを賞揚する行ないには違
いない。
　ユアンティにとってユアンティを食べることはタブーではない。
ユアンティは飢えに苦しんだなら目下の者をためらいなく殺して食
べる。ユアンティの集団が飢えに苦しんだなら自分たちの中で一
番弱い者を殺して食べる。飢えていない平常の時は、死んだユアン
ティは食べずに土葬や火葬にするのが普通だが、大英雄や高貴な者
が死んだ時は尊敬の念をあらわすために儀式のなかで食べることも
ある。 
更新：（削除）

P.105　アアシマールの特徴
記述：
属性：天界の力を吹きこまれているため、ほとんどのアアシマール
は善属性である。一方、道を外れたアアシマールは中立または悪属
性の者がほとんどだ。
更新：（削除）

P.107　ケンクの特徴
記述：
属性：ケンクは混沌の生き物であり、長続きする共同体を築くこと
はめったになく、もっぱら自分の身の安全ばかりを気にかける。ケ
ンクのものの見方はおおむね “ 混沌にして中立 ” である。
更新：（削除）

P.109　ゴライアスの特徴
記述：
属性：個々人に明確な役割と任務を持たせるゴライアスの社会は秩
序の傾向が強い。公正さを重んじる感覚と、何事も他人を頼るな自
分でやれという気風とが釣り合った結果、ゴライアスは（訳注：善
と悪に関しては）中立の傾向にある。
更新：（削除）
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P.111　タバクシーの特徴
記述：
属性：タバクシーは衝動や気分によって判断を下しがちであり、混
沌寄りの傾向を持つ。強欲その他のよこしまな衝動ではなく好奇心
に突き動かされる者がほとんどなので、悪属性のタバクシーは稀だ。
更新：（削除）

P.113　トリトンの特徴
記述：
属性：トリトンは “ 秩序にして善 ” の傾向を持つ。大洋の最深部の
守護者である彼らの文化は、規律と慈悲を重んじる。
更新：（削除）

P.115　フィルボルグの特徴
記述：
属性：大自然の周期に従い、大自然の番人を自認するゆえに、フィ
ルボルグは “ 中立にして善 ” の者が多い。悪属性のフィルボルグは
稀であり、他のフィルボルグからは強く敵視される。
更新：（削除）

P.117　リザードフォークの特徴
記述：
属性：ほとんどのリザードフォークは “ 真なる中立 ” だ。彼らにとっ
てこの世界は狩る者と狩られる者の場所であり、生と死は世界の自
然な一部である。彼らは生き続けること以外何も欲さず、他のクリー
チャーも各人の好きなようにやればいいと思っている。
更新：（削除）

P.119　オークの特徴
誤：（「移動速度」と「猛進」の間に追加）
正：暗視：君は “ 薄暗い ” 光の中では自分から 60 フィートまでを “ 明
るい ” 光の中であるかのように見通せる。また、同じ範囲の暗闇の
中を “ 薄暗い ” 光の中であるかのように見通せる。暗闇の中で物の
色を見分けることはできず、ただ白黒の濃淡のみが見える。

P.119　オークの特徴
記述：
属性：オークは “ この世界は俺たちのためにある ” と信じている獰
猛な略奪者である。彼らは何よりも力を尊び、弱さという病が広が
るのを防ぐために強い者は弱い者を虐げるべきだと信じている。た
いていのオークは “ 混沌にして悪 ” である。
更新：（削除）

P.119　ゴブリンの特徴
記述：
属性：典型的なゴブリンは自分の利益しか気にかけないため、“ 中
立にして悪 ” である。悪でないゴブリンもいないことはないが、か
なり珍しい。
更新：（削除）

P.119　コボルドの特徴
記述：
属性：コボルドは本質的に利己主義であるため悪属性である。また、
集団の力に頼ることから秩序属性の傾向がある。
更新：（削除）

P.119　バグベアの特徴
記述：
属性：バグベアは仲間を犠牲にしてでも自分の力だけで生き延びね
ばならない過酷な境遇を甘受しており、“ 混沌にして悪 ” の傾向が
ある。
更新：（削除）

P.120　ホブゴブリンの特徴
記述：
属性：ホブゴブリンの社会は厳格で情け容赦のない行動規範に基づ
いているため、ホブゴブリンは “ 秩序にして悪 ” の傾向がある。
更新：（削除）

P.120　ユアンティ・ピュアブラッドの特徴
記述：
属性：ユアンティ・ピュアブラッドは感情を持たず、他者を利用す
るべき道具とみなす。秩序や混沌はほとんど気にかけない。彼らは
おおむね “ 中立にして悪 ” である。
更新：（削除）

P.139　グラング、左段第 5 段落
誤：グラングの原野の術士
正：グラングの自然の御子

P.140　グラングの原野の術士
誤：グラングの原野の術士
正：グラングの自然の御子

P.221　クリーチャー種別別のデータ・ブロック、中段、人型生物
誤：グラングの原野の術士
正：グラングの自然の御子

P.222　環境別のデータ・ブロック、左段、脅威度 1
誤：グラングの原野の術士
正：グラングの自然の御子

P.224　環境別のクリーチャー、右段、森のクリーチャー
誤：グラングの原野の術士
正：グラングの自然の御子

P.205　レッドキャップ
誤：AC：13（レザー・アーマー）
正：AC：13（外皮）
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P.159　コラム『古き邪悪』、第 3 段落
誤：“ 死して生まれし世界 ” アトロポス、
正：“ 死して生まれし世界 ” アトロパス、

P.204　オルクス、住処アクション
誤：彼が選んだ 1 体のクリーチャーはパワー・ワード・キル呪文
の対象になる（セーヴ難易度 23）（訳注：パワー・ワード・キル呪
文に本来セーヴはないが DM は望むならばこの住処アクションに
対してはセーヴを許可してもよい）。
正：彼が選んだ 1 体のクリーチャーはパワー・ワード・キル呪文
の対象になる。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
モルデンカイネンの敵対者大全 日本語版 正誤表

最終更新：2020/08/04
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P.2　日本語版クレジット
誤：2019 年 1 月 初版発行　正：2020 年 6 月 初版発行

P.184　門、崖門 1 行目
誤：あばら屋地区　正：タンブルダウン（あばら家）地区

P.226　フェインイーター、同調情報閉じ括弧抜け
誤：（要同調；悪属性のクレリックまたはパラディンのみ同調可
正：（要同調；悪属性のクレリックまたはパラディンのみ同調可）

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 5 版
バルダーズ・ゲート：地獄の戦場アヴェルヌス 日本語版 正誤表

最終更新：2020/08/04
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P.11　移動手段、運送サービス
誤：

サービス 料金 速度
ライトニング・レイル

（オリエン氏族）
マイルごとに

5sp
30 マイル／時

正：
サービス 料金 速度

ライトニング・レイル、ビ
ジネスクラス

（オリエン氏族）

1 マイルごとに
2sp

30 マイル／時

ラ イ ト ニ ン グ・ レ イ ル、
ファーストクラス

（オリエン氏族）

1 マイルごとに
5sp

30 マイル／時

ライトニング・レイル、エ
コノミークラス

（オリエン氏族）

1 マイルごとに
3cp

30 マイル／時

P.22　ハーフオークとドラゴンマーク
誤：発見のマークは、タラシュク氏族のハーフオークに出現する。
奇妙なことに、この氏族に属するオークにマークは顕れない。その
結果、ドラゴンマーク持ちのハーフオークは氏族の任務である賞金
首の追跡や調査や探鉱のために、
正：発見のマークは、タラシュク氏族のハーフオークとヒューマン
に出現する。奇妙なことに、この氏族に属するオークにマークは顕
れない。ドラゴンマーク持ちのハーフオークは氏族の任務である賞
金首の追跡や調査や探鉱のために、

P.30　チェンジリングの特徴、能力値上昇
誤：【魅力】値が 2 上昇する。さらに、君が選んだ任意の能力値 1
つが 1 上昇する（訳注：D&D デザイナーの 1 人の非公式回答によ
れば、【魅力】は最大＋ 3 できる）。
正：【魅力】値が 2 上昇し、君が選んだ他の能力値 1 つが 1 上昇する。

P.40　リランダー氏族
誤：エスラヴァシュ男爵は野心的な男であり、全ハーフエルフの利
益になる（と彼が考えた）方向へ
正：エスラヴァシュ男爵は野心的な女であり、全ハーフエルフの利
益になる（と彼女が考えた）方向へ。

P.47　ハーフエルフの選択ルール：探知のマーク、探知魔法
誤：これらの呪文に関して君の呪文発動能力値は【知力】であり、
正：これらの呪文に関して君の呪文発動能力値は【判断力】であり、

P.52　特技：特異型ドラゴンマーク
誤：この呪文を 1 度発動すると、君が大休憩を終えるまで、自分
のマークによってその呪文を発動することはできなくなる。
正：この呪文を 1 度発動すると、君が小休憩または大休憩を終え
るまで、自分のマークによってその呪文を発動することはできなく
なる。

P.55　魔法の小発明
誤：よろず修理屋道具かその他の職人道具を手に持っている必要が
ある。
正：盗賊道具または何らかの職人道具を手に持っている必要がある。

P.55　呪文発動、必要な道具
誤：呪文発動焦点具を――正確に言えば、盗賊道具または何らかの
職人道具を――手に持っている必要がある。
正：呪文発動焦点具を――正確に言えば、盗賊道具または何らかの
職人道具を――手に持っている必要がある（つまり、君がこのよう
にして呪文を発動する際、その呪文には物質要素があるということ
だ）。

P.57　魔具化、アイテムの魔具化
誤：魔具化できるアイテム数の上限を越えようとした場合、最も昔
に付与した魔具化式が即座に終了し、その後で新たな魔具化式が適
用される。
正：魔具化できるアイテム数の上限を越えようとした場合、最も昔
に付与した魔具化式が即座に終了し、その後で新たな魔具化式が適
用される。
　魔具化したアイテム（たとえばバッグ・オヴ・ホールディング）
の中に他の物が入っている時に魔具化が終了したなら、中の物はそ
のアイテムと同じスペースやその周囲に無事出現する。

P.57　仕事道具作成
誤：よろず修理屋道具を手にした君は、
正：君は、盗賊道具または何らかの職人道具を手に持っているなら、

P.59　魔導砲、第 2 段落
誤：魔導砲を 1 基作った後、再び魔導砲を作るには、そのために 1
レベル以上の呪文スロットを 1 つ消費するか大休憩を終える必要
がある。
正：魔導砲を 1 基作った後、再び魔導砲を作るには、そのために
呪文スロットを 1 つ消費するか大休憩を終える必要がある。

P.61　スチール・ディフェンダー、第 1 段落
誤：ゲーム的なデータに関してはこの見開きにあるデータ・ブロッ
クを参照のこと。
正：ゲーム的なデータに関してはこの見開きにあるデータ・ブロッ
クを参照のこと（数ヶ所で君の習熟ボーナス（PB と略）の値を用
いることに注意）。
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39Dungeons & Dragons, D&D, their respective logos, the dragon ampersand, all other Wizards 
titles, and characters’ names and distinctive likenesses are property of Wizards of the Coast LLC 
in the USA and other countries. © 2017 Wizards of the Coast LLC.

P.61　スチール・ディフェンダー、第 2 段落
誤：君は 1 回のボーナス・アクションとしてこのクリーチャーに
命令し、以下のアクションのどれか 1 つを行なわせることができる：
データ・ブロックに書かれたアクション、援護、隠れ身、捜索、速
足、離脱。
正：君は君のターンに 1 回のボーナス・アクションとしてこのクリー
チャーに命令し、“ 回避 ” 以外のアクションを行なわせることがで
きる。そのアクションはデータ・ブロックに書かれたアクションで
も、その他のアクションでもよい。君が無力状態の間は、このクリー
チャーは “ 回避 ” だけでなく、どのアクションでも行なえる。

P.61　スチール・ディフェンダー、第 4 段落
誤：新たな個体を作成した時点で古いほうの個体は即座に死亡する。
正：新たな個体を作成した時点で古いほうの個体は即座に死亡する。
また、君が死亡した場合もスチール・ディフェンダーは死亡する。

P.61　スチール・ディフェンダーのデータ・ブロック
以下と差し替え。

P.62　ホムンクルスのしもべ
誤：前提条件：アーティフィサー 6 レベル
正：（削除）

P.62　ホムンクルスのしもべ
誤：アイテム：100gp 以上の価値のある宝石 1 つ、またはドラゴ
ンシャード 1 つ
正：アイテム：宝石 1 つかクリスタル 1 つ（いずれも 100gp 以上
の価値のあるものに限る）

P.62　ホムンクルスのしもべ、第 3 段落
誤：ゲーム的なデータに関してはこの見開きにあるデータ・ブロッ
クを参照のこと。
正：ゲーム的なデータに関してはこの見開きにあるデータ・ブロッ
クを参照のこと（数ヶ所で君の習熟ボーナス（PB と略）の値を用
いることに注意）。

P.62　ホムンクルスのしもべ、第 4 段落
誤：君は 1 回のボーナス・アクションとしてこのクリーチャーに
命令し、以下のアクションのどれか 1 つを行なわせることができる：
データ・ブロックに書かれたアクション、援護、隠れ身、捜索、速
足、離脱。
正：君は君のターンに 1 回のボーナス・アクションとしてこのクリー
チャーに命令し、“ 回避 ” 以外のアクションを行なわせることがで
きる。そのアクションはデータ・ブロックに書かれたアクションで
も、その他のアクションでもよい。君が無力状態の間は、このクリー
チャーは “ 回避 ” だけでなく、どのアクションでも行なえる。

P.62　ホムンクルスのしもべのデータ・ブロック
以下と差し替え。

スチール・ディフェンダー
中型・人造

AC：15（外皮）
hp：2＋君の【知力】修正値＋（君のアーティフィサー・レベル×5）。この
スチール・ディフェンダーは君のアーティフィサー・レベルに等しい
数のヒット・ダイス（d8）を有する。
移動速度：40フィート

	 	 【筋】	 【敏】	 【耐】	 【知】	 【判】	 【魅】
	 	14（＋2）	 12（＋1）	 14（＋2）	 4（－4）	 10（±0）	 6（－2）

セーヴ：【敏】＋1＋PB、【耐】＋2＋PB
技能：〈運動〉＋2＋PB、〈知覚〉±0＋（PB×2）
ダメージ完全耐性：［毒］
状態完全耐性：消耗状態、毒状態、魅了状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10＋（PB×2）
言語：君が話す言葉を理解する
脅威度：――	 習熟ボーナス（PB）：君のPBに等しい

警戒：このスチール・ディフェンダーは不意を討たれることがない。

アクション（君のボーナス・アクションが必要）
力場のかきむしり：近接武器攻撃：攻撃＋（君の呪文攻撃修正値）、間合
い5フィート、君が見ることのできる目標1つ。ヒット：1d8＋PB［力場］
ダメージ。

修理（3回／日）：このスチール・ディフェンダーは体内に組み込まれた
魔法装置によって、（1）自分、（2）5フィート以内の人造クリーチャー1
体、または（3）5フィート以内の物体1つ、のヒット・ポイントを2d8＋
PBだけ回復する。

リアクション
攻撃そらし：このスチール・ディフェンダーは、5フィート以内にいて自
分が見ることのできるクリーチャーの1回の攻撃ロールに不利をつける。
ただし、その攻撃ロールの目標はこのスチール・ディフェンダー以外の
クリーチャーでなければならない。

ホムンクルスのしもべ
超小型・人造

AC：13（外皮）
hp：1＋君の【知力】修正値＋君のアーティフィサー・レベル。このホム
ンクルスは君のアーティフィサー・レベルに等しい数のヒット・ダイ
ス（d4）を有する。
移動速度：20フィート、飛行30フィート

	 	 【筋】	 【敏】	 【耐】	 【知】	 【判】	 【魅】
	 	 4（－3）	 15（＋2）	 12（＋1）	 10（±0）	 10（±0）	 7（－2）

セーヴ：【敏】＋2＋PB
技能：〈隠密〉＋2＋PB、〈知覚〉±0＋（PB×2）
ダメージ完全耐性：［毒］
状態完全耐性：消耗状態、毒状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10＋（PB×2）
言語：君が話す言葉を理解する
脅威度：――	 習熟ボーナス（PB）：君のPBに等しい

身かわし：このホムンクルスは、“【敏捷力】セーヴィング・スローに成功
すれば半分のダメージですむような効果”にさらされた場合、そのセー
ヴィング・スローに成功すれば一切ダメージを受けず、失敗しても半分
のダメージですむ。この特徴は、このホムンクルスが無力状態の時には
使えない。

アクション（君のボーナス・アクションが必要）
力場弾：遠隔武器攻撃：攻撃＋（君の呪文攻撃修正値）、射程30フィート、
君が見ることのできる目標1つ。ヒット：1d4＋PB［力場］ダメージ。

リアクション
魔法伝達：このホムンクルスは、君から120フィート以内にいるなら、君
が発動する“射程：接触”の呪文を伝達できる。

スチール・ディフェンダー
中型・人造

AC：15（外皮）
hp：2＋君の【知力】修正値＋（君のアーティフィサー・レベル×5）。この
スチール・ディフェンダーは君のアーティフィサー・レベルに等しい
数のヒット・ダイス（d8）を有する。
移動速度：40フィート

	 	 【筋】	 【敏】	 【耐】	 【知】	 【判】	 【魅】
	 	14（＋2）	 12（＋1）	 14（＋2）	 4（－4）	 10（±0）	 6（－2）

セーヴ：【敏】＋1＋PB、【耐】＋2＋PB
技能：〈運動〉＋2＋PB、〈知覚〉±0＋（PB×2）
ダメージ完全耐性：［毒］
状態完全耐性：消耗状態、毒状態、魅了状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10＋（PB×2）
言語：君が話す言葉を理解する
脅威度：――	 習熟ボーナス（PB）：君のPBに等しい

警戒：このスチール・ディフェンダーは不意を討たれることがない。

アクション（君のボーナス・アクションが必要）
力場のかきむしり：近接武器攻撃：攻撃＋（君の呪文攻撃修正値）、間合
い5フィート、君が見ることのできる目標1つ。ヒット：1d8＋PB［力場］
ダメージ。

修理（3回／日）：このスチール・ディフェンダーは体内に組み込まれた
魔法装置によって、（1）自分、（2）5フィート以内の人造クリーチャー1
体、または（3）5フィート以内の物体1つ、のヒット・ポイントを2d8＋
PBだけ回復する。

リアクション
攻撃そらし：このスチール・ディフェンダーは、5フィート以内にいて自
分が見ることのできるクリーチャーの1回の攻撃ロールに不利をつける。
ただし、その攻撃ロールの目標はこのスチール・ディフェンダー以外の
クリーチャーでなければならない。

ホムンクルスのしもべ
超小型・人造

AC：13（外皮）
hp：1＋君の【知力】修正値＋君のアーティフィサー・レベル。このホム
ンクルスは君のアーティフィサー・レベルに等しい数のヒット・ダイ
ス（d4）を有する。
移動速度：20フィート、飛行30フィート

	 	 【筋】	 【敏】	 【耐】	 【知】	 【判】	 【魅】
	 	 4（－3）	 15（＋2）	 12（＋1）	 10（±0）	 10（±0）	 7（－2）

セーヴ：【敏】＋2＋PB
技能：〈隠密〉＋2＋PB、〈知覚〉±0＋（PB×2）
ダメージ完全耐性：［毒］
状態完全耐性：消耗状態、毒状態
感覚：暗視60フィート、受動〈知覚〉10＋（PB×2）
言語：君が話す言葉を理解する
脅威度：――	 習熟ボーナス（PB）：君のPBに等しい

身かわし：このホムンクルスは、“【敏捷力】セーヴィング・スローに成功
すれば半分のダメージですむような効果”にさらされた場合、そのセー
ヴィング・スローに成功すれば一切ダメージを受けず、失敗しても半分
のダメージですむ。この特徴は、このホムンクルスが無力状態の時には
使えない。

アクション（君のボーナス・アクションが必要）
力場弾：遠隔武器攻撃：攻撃＋（君の呪文攻撃修正値）、射程30フィート、
君が見ることのできる目標1つ。ヒット：1d4＋PB［力場］ダメージ。

リアクション
魔法伝達：このホムンクルスは、君から120フィート以内にいるなら、君
が発動する“射程：接触”の呪文を伝達できる。
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40 レイアウト・DTP：上田 明 (HobbyJAPAN)
協力：D&D 翻訳チーム

P.63　魔法のアイテム模造
誤：ある表のアイテムを選ぶためには、君がその表に書かれたアー
ティフィサー・レベルに達している必要がある。
正：ある表のアイテムを選ぶためには、君がその表に書かれたアー
ティフィサー・レベルに達している必要がある。また、君は “D&D
に登場するコモンの魔法のアイテムのうち、ポーションでもなけれ
ば巻物でもないもの ” を選ぶこともできる。

誤：君が『ザナサーの百科全書』を持っているなら、この魔具化式
で模造する魔法のアイテムを選ぶ際に『ザナサーの百科全書』所収
のコモンの魔法のアイテムを選ぶこともできる。
正：（削除）

P.63　模造可能なアイテム（アーティフィサー 2 レベル）
誤：アームブレード（本書第 5 章で説明） 要
正：（削除）

誤：プロセティック・リム（本書第 5 章で説明）
正：（削除）

P.63　模造可能なアイテム（アーティフィサー 6 レベル）
誤：ワンド・シース（本書第 5 章で説明） 要
正：（削除）

P.63　模造可能なアイテム（アーティフィサー 10 レベル）
誤：
スリッパーズ・オヴ・スパイダー・クライミング 要
パイプス・オヴ・ザ・スーアーズ 要
正：
スリッパーズ・オヴ・スパイダー・クライミング 要
ネックレス・オヴ・アダプテイション 要
パイプス・オヴ・ザ・スーアーズ 要

P.75　コランベルグ・クロニクル、オリエン氏族
誤：（通常の 1gp ／日でなく）8sp ／日の割引運賃で利用できる。
正：（通常の 2sp ／マイルでなく）15cp ／マイルの割引運賃で利
用できる。

P.105 コーヴェア大陸 地図　カルナスとタレンタ平原の境にある
ライトニングレイルの分岐点の都市 " ヴェディカー "
誤：ヴェディカー
正：ヴルヤール

P.228　存在の諸次元界、第 2 段落
誤：周回軌道上に 13 の月が浮いている。
正：周回軌道上に 12 の月が浮いている。

P.253　タルカナン氏族の NPC
誤：“ 腐れの ” バルはソーラの腹心のひとり。エルフの男であり、
正：“ 腐れの ” バルはソーラの腹心のひとり。ヒューマンの男であり、

P.267　右段、2 行目
誤：そこへ行くにはスカイコーチが一番早い」ど言う。
正：そこへ行くにはスカイコーチが一番早い」と言う。

P.272　ロート行きライトニング・レイル、列車内の探索
誤：15gp（切符代＋手数料）
正：15gp（“ 第一の塔 ” 駅までの切符代＋高額の罰金）

P.278　プロセティック・リム
以下と差し替え。
プロセティック・リム
Prosthetic Limb ／義肢
その他の魔法のアイテム、コモン
この義肢は失ったか取り外された手、腕、足、脚、その他類似の器
官を置き換える。この義肢が君に取り付けられると、それは置き換
えるべき部位と同じ機能を果す。君は 1 回のアクションとしてこ
の義肢を取り外すことも再び付けることもできる。この義肢が君の
意志に反して取り外されることはない。君が死ぬとこの義肢は外れ
る。

P.295　ツコラ・クォーリ、針
誤：10（3d10）［精神］ダメージ
正：10（3d6）［精神］ダメージ

P.311　リヴィング・クラウドキル、【耐】
誤：14（＋ 2）
正：20（＋ 5）

付録 ポスターマップ コーヴェア大陸 地図　カルナスとタレンタ平
原の境にあるライトニングレイルの分岐点の都市 " ヴェディカー "
誤：ヴェディカー
正：ヴルヤール


