
３．ＰＣ原型作成 
 

３－１．基本ＰＣ設定の決定 

 

３－１－１．名前の決定 

 まずはＰＣの名前を決めます。 

 基本的にこの「狂気乱舞」は現代日本をモデルにした世界観ですので、種族を人間にするならば普通

に身の回りにいてもおかしくない名前にするといいかもしれません。 

 また、このＡ－ＤＩＣは厨二病的成分を多分に含みますので、ライトノベルやゲームなどに出てきそ

うな名前でもいいでしょう。 

 

３―１－２．性別の決定 

 ここではＰＣの性別を決定します。 

 ＰＣが特殊な設定でない限りは、男性か女性の設定にしておけばロールプレイ（以下ＲＰ）を円滑に

行うことが出来るでしょう。 

 

３－１－３．年齢の決定 

 人間であれば１０代～５０代にしておけばよいでしょう。 

 また、ＰＣが人外であれば、実年齢と外見的な年齢を決めておいてください。 

 

３－１－４．簡単な背景設定 

 ＰＣが裏の世界に関わるようになった出来事や理由を書いてください。 

 

  



３－２．キャラクター原型の決定 

 

 プレイヤーが操るＰＣは、以下の１～３よる原型とキャラクタータイプの決定により構成されます。 

原型１：人間 or 人外 

原型２：組織 or 一匹狼 

原型３：特殊（１＋２で決まるもの） 

キャラクタータイプ：分類参照 

 

・原成功要素とは 

 「狂気乱舞」では成功要素を登録する為の登録ツリーが３本存在します。 

 この成功要素のツリーの根源と成る事柄を原成功要素と呼び、ＰＣ設定などの根幹となります。 

 それぞれのツリーに登録する成功要素は、この原成功要素を根源として成長していく事になり、原型

の選択により登録することが可能な単語が異なります。 

 また、「狂気乱舞」では初期状態の成功要素はパワーが１１，１２，１３の３つから始まり、Ｍ＊を

クリアする毎に１４，１５，１６…とパワーの大きな成功要素を新しく登録する事が出来ます。 

 ただし、成功要素の最大登録可能数はＰＣを作成した状態では５つまでですので、パワー１６の成功

要素を登録する際はパワー１１の成功要素は抹消されて行きますのでご注意下さい。 

原成功要素は【】により囲まれた単語により表示され、原型の選択により取得できるものが異なりま

すのでご注意下さい。 

 

  



 

３－２－１．原型１の決定 

 

・人間について 

 肉体的に人間に分類される者の事です。 

 PC の設定として、人外や裏社会の事を知っていて構いません。また、一般的に人間社会での活動で

は人外よりも範囲が広くなっております。 

 肉体的に人外に劣る人間ですが、技術や種族としての数では圧倒していますので組織的に人外に対応

する事が多いようです。 

原型１として種族「人間」を選択した PC は下記の中から、原成功要素を１つ選んで下さい。 

・【日常】：ＰＣは、事件に遭う時以外の普段はごく普通の生活をしています。 

・【危機】：ＰＣは、何かしらの理由で日常的に危険にさらされています。 

・【修行】：ＰＣは、過去の修行等により対人外用にも使用できる戦闘技術を習得しています。 

 

・人外について 

 肉体的に一般的な人間ではない者を差します。悪魔・化物・魔物・妖魔などとも呼ばれています。 

 生れつき人外であった者や後天的に人外になった者も含んで人外に分類されます。 

 また、ＰＣとして選択できる人外は人間への擬態能力を持つものとします。 

 人としての姿は擬態という事なので、任意のタイミングで本来の姿に戻る事も可能です。この場合の

変身にはスキル取得などは必要ありません。 

 ただし、ＰＣは人外としての種族に合った生活環境などに設定してください。その設定が認められる

か否かはＳＤの裁量によります。 

 人外の例 

・吸血鬼：主に夜間を活動時間とし、人の生き血を食料とする種族です。 

・人狼：満月に変身する必要はありませんが、初期状態で狼に限定した変化を行う事ができます。 

主に人里離れた場所に集落を持ちます。 

・夢魔：人の精を糧に活動する妖魔です。人間社会に溶け込んでいる個体が多いようです。 

・食人鬼：人肉を主食とする鬼です。食事は人肉以外でも平気ですが、この種族にとって人肉は何物に

も代え難い甘露として認識されます。 

・自動人形：名工が作成した人形に魂が宿った種族です。人間に対して強い憧憬をもつ個体が多いよう

ですが行動原理は個体ごとに異なります。 

・サイボーグ：人間の手により体の大部分を機械に変えられた者です。 

・改造人間：人間の手により生物学的に改造を受けた者です。中には人外の因子を持つ者もいる様です。 

・その他：ＰＬの好みにより他の種族（？）に設定する事も可能です。 

 

原型１として種族「人外」を選択した PC は下記の中から、原成功要素を１つ選んで下さい。 

・【幻想】：ＰＣは、神話や民話などで語られる幻想的な生き物です。 

・【機械】：ＰＣは、機械的な肉体を持つ自動人形やサイボーグなどです。 

・【特殊】：ＰＣは、上記に含まれない、特殊な存在です。（改造人間など） 

 

  



 

３－２－２．原型２の決定 

 

・組織について 

 人間・人外に関わらず特定の集団に所属するＰＣが選びます。 

 基本的に自組織の最大公約数的な利益の為に存在していますが、その為に組織は、構成員に対して規

律を課している事が多い様です。 

 以下に団体の例を挙げます。ＳＤの裁量により設定などを変更しても構いません。 

 

・退魔組織（人間側） 

 宗教的な意義などにより人外を排斥しようとする組織です。 

 その多くは人外の殲滅を目的としていますが、中には人に害を及ぼさない人外には不干渉の立場の組

織もあります。 

・利益組織（人間側） 

 人外から利益を得ている団体です。人外に関しては自分の組織の利益になるなら敵対もしますし、そ

うでなければ不干渉の立場を取ります。 

 人外側の組織がある場所においては、人外と取引などを行っている場合が多いようです。 

・闇組織（人外側） 

 人外が自分達のナワバリ等を維持する際に組織しています。 

 都市部には一つは存在する様で、その地域でもっとも力がある者を顔役として代表者になっている事

が多いようです。 

 

原型２として所属「組織」を選択した PC は下記の中から、原成功要素を１つ選んで下さい。 

・【地位】：ＰＣは、組織の中である程度の地位にいます。 

・【信用】：ＰＣは、組織に忠誠を誓い、組織から信用されています。 

・【恩恵】：ＰＣは、組織を利用して恩恵を受ける身です。 

 

・一匹狼について 

  特定の組織に属さない者達です。行動の自由はありますが、保護してくれる者もいません。 

  適応されるものは、普段は普通の生活をしている者・フリーの人外専門業者・探偵…などが上げら

れます。 

 

原型２として所属「一匹狼」を選択した PC は下記の中から、原成功要素を１つ選んで下さい。 

・【執着】：ＰＣは、何かしらの強い目的を持って行動します。 

・【享楽】：ＰＣの行動理念は、個人的な趣味・嗜好によるものです。 

・【逃避】：ＰＣは、極力、人外の存在には関知しない様にしています。 

 

 

  



 

３－２－３．原型３の決定 

 原型１と原型２の組み合わせからＰＣの設定を決定します。 

 ３つの原成功要素の中から１つを選択してください。 

 

・原型３：人間＋組織 

・【戦闘経験】：ＰＣは、組織の実行部隊です。 

・【価値】：ＰＣは、組織にとって何らかの価値がある存在です。 

・【守護】：ＰＣは、自分あるいは誰かを守るために組織に所属しています。 

 

・原型３：人間＋一匹狼 

・【第三者】：ＰＣは、冷静に状況を見極めようとする傾向にあります。 

・【 絆 】：ＰＣは、命をかけても守るべき対象があります。 

・【復讐】：ＰＣは、大切なものを奪われた復讐を行おうとしています。 

 

・原型３：人外＋組織 

・【名士】：ＰＣは、人間社会での地位があります。 

・【忠誠】：ＰＣは、組織を守る為に命をかけています。 

・【領域】：ＰＣは、自分の活動領域（ナワバリ）確保の為に組織に所属しています。 

 

・原型３：人外＋一匹狼 

・【逃亡】：ＰＣは、何かから逃れています。 

・【平穏】：ＰＣは、平穏な生活を夢見ています。 

・【探索】：ＰＣは、何か探している物（者）がいます。 

 

３－２－４．成功要素の登録 

 原型１～３の原成功要素が決定しましたら、その単語を元にした成功要素を登録します。 

 ＰＣ作成時は１１，１２，１３のパワー値を持つ成功要素を、それぞれの原成功要素に３つずつ登録

してください。 

 

３－２－５．最大パワー値合計の算出 

成功要素の登録が終わりましたら、各原成功要素のもつ成功要素の内で最もパワー値が大きい成功要

素のパワー値を合計します。 

初期段階では原型１、原型２、原型３の成功要素のパワー値で最も大きい数値は１３になりますので、

最大パワー値合計は３９になります。 

この数値はＰＣの強さの目安になったり、M＊の難易度を計算する際に使用しますので、ＰＣの成長

と共に数値が変動したら、随時更新を行なってください。 

  



３－３．キャラクタータイプの決定 

 

・キャラクタータイプとは？ 

 キャラクタータイプとは、ＰＣの基本的性質を表現するものであり、どのキャラクタータイプを選択

するかにより得意、不得意が発生します。 

 こちらの選択には、原型１や２は関係しませんのでＰＣのイメージに沿ったものを選んでください。 

 

 

１．探求者：裏社会に関わる際に、一般的な技能を用いるものです。 

初期状態で任意の「一般系スキル」を１つ取得できます。 

 また、ＰＣ作成時に取得したスキルのみレベル Ex まで成長させる事が可能であり、一般系スキルは

レベル３まで取得・成長が可能になります。 

 

２．魔術師：学問化された魔術などを学ぶものです。 

初期状態で任意の「魔術系スキル」を１つ取得できます。 

 また、ＰＣ作成時に取得したスキルのみレベル Ex まで成長させる事が可能であり、魔術系スキルは

レベル３まで取得・成長が可能になります。 

 

３．異能者：先天的に特殊能力を持っているものです。 

初期状態で任意の「能力系スキル」を１つ取得できます。 

 また、ＰＣ作成時に取得したスキルのみレベル Ex まで成長させる事が可能であり、能力系スキルは

追加設定の取得根拠無しにレベル２まで取得・成長が可能になります。 

 

 上記のキャラクタータイプを選択した PC は、下記に通りスキルの適性（系統）が決定されます。 

・探求者：一般系スキル 

・魔術師：魔術系スキル 

・異能者：能力系スキル 

上記により、決定した系統以外のスキルに関しては、レベル２までしか成長させる事ができません。 

 

  



 

４．宝重使い：ＰＣは下記の中から１種類のタイプを選択した特性を持つ宝重をもちます 

A．火力タイプ（宝重のパワー値＝ＰＣの最大パワー値×２） 

使用の際は宝重のパワー値と同値分の疲労（成功要素の一時的な停止）がＰＣに発生し、一度使

用したらＳＤの許可があるまでは再度の使用ができません。（再使用をするには狂気点を１点使用して、

成功要素の全回復を行う必要があります。） 

B．通常タイプ（宝重のパワー値＝ＰＣの最大パワー値） 

使用の際は宝重のパワー値と同値分の疲労がＰＣに発生しますが、次のＭ＊には再使用が可能に

なります。 

C．継続タイプ（宝重の最大パワー値＝ＰＣの最大パワー値×50％） 

使用してもＰＣに疲労は発生せず、次のＭ＊には再使用が可能になります。 

 

 上記のA タイプの宝重については、使用の際にアイテム自体が持つ成功要素も一時的に停止しますが、

B．C タイプの宝重は使用してもアイテム自体の成功要素は停止しません。 

 また、通常のマウントアイテムのパワー値はＰＣのもつ成功要素の中で最大のパワー値までに制限さ

れますが、キャラクタータイプ「宝重使い」の選択によって得られた火力タイプの宝重はこの制限を受

けません。 

 

ここでのＰＣの最大パワー値とは、ＰＣが保有する最もパワー値が大きい成功要素のパワー値になり、

PC の成長と共にアイテムのパワー値も上昇することになります。 

マウントアイテムの扱いについての詳細は「６．マウントアイテムの扱い」を参照してください。 

また、ＰＣの最大パワー値を宝重の「基本パワー値」と呼称します。 

こちらのキャラクタータイプは、基本的には系統を問わずスキルをレベル２までしか成長させること

が出来ません。（追加設定「ダブルキャスト」の習得で制限が解除されるスキルはあります。） 

 

・宝重とは？ 

 宝重とは、伝説に残るような強力なマジックアイテムの総称です。 

 「本来であればＰＣの能力を上回るパワー値を持っているが、ＰＣが宝重の能力を生かしきれてい

ない」もしくは「宝重自体がＰＣと共に成長する」などの理由によりＰＣが強くなる事で宝重のパワー

値が上昇する事になります。（一般的にはパワー値 50 を超えたアイテムを宝重と呼びます。） 

 

・宝重のパワー値上昇について 

 このキャラクタータイプの選択により取得した宝重は最大パワー値が５上昇するごとにスキルを取

得することが可能になります。 

 スキルが取得可能になるパワー値はＰＣと同様に 15,20,25,30,35,40,45,50…です。 

 これにより取得可能になるスキルには人間や人外かによる種族制限はありません。能力系のスキルも

１種類に限り取得出来ます。ただし、取得レベル制限は２のままですのでご注意ください。 

  



 

５．式使い：現在の自分ＰＣの最大パワー値と同じパワー値構成の成功要素ツリーをもつサポーターが

おり、PC の成長と共にサポーターのパワー値も上昇することになります。 

例：ＰＣがもつ最も大きいパワー値の成功要素が 30 だった場合 

 →サポーターの成功要素はパワー値 26,27,28,29,30 の５つを登録することが可能です。 

  ＰＣが成功要素の登録数を増やす追加設定を１つでも取得した場合は、サポーターも成功要素を１

０まで登録する事が可能になります。 

 

 また、このサポーターがもつ原成功要素は下記の内から１つ選択してください。 

 【従属】：サポーターは、何らかの理由でＰＣに従っています。 

 【忠誠】：サポーターは、ＰＣに対して忠誠を誓った存在です。 

 【好意】：サポーターは、ＰＣに好意を抱いて協力しております。 

こちらのキャラクタータイプは、系統を問わずスキルをレベル２までしか成長させることが出来ません。 

（追加設定「ダブルキャスト」の習得で制限が解除されるスキルはあります。） 

 

・式とは？ 

 式とは、ＰＣの傍に常に寄り添う様な存在のサポーターです。 

 通常、式と呼ばれる存在は守護霊や守護天使、あるいは使い魔や式神などの総称ですが、「狂気乱舞」

におきましては相棒的な存在や、護衛などの人間でも構いません。 

 このキャラクタータイプを選択したプレイヤーは、式の分のロールプレイも行うとＰＣと式の関係が

他の方に分かりやすくなる事でしょう。 

 

・式（サポーター）の成長について 

 このキャラクタータイプの選択により取得した式（サポーター）は最大パワー値が５上昇するごとに

スキルを取得することが可能になります。 

 スキルが取得可能になるパワー値はＰＣと同様に 15,20,25,30,35,40,45,50…です。 

 これにより取得可能になるスキルには人間や人外かによる種族制限はありません。 

 ただし、スキルの取得レベル制限は２のままですのでご注意ください。 

 

・式の表記方法 

例：原成功要素【好意】でパワー値１１～１５の成功要素を持つ式の名前が中村君だった場合 

  表記方法は下記の通りになります。 

  －中村君【式】・【好意】（足が臭い：1１）（臭いに敏感：1２）（臭いが好き：1３） 

（靴下にこだわる：1４）（靴下に関する観察力：1５） 

 

  



 

６．分御魂：強力な力を持つ存在の分身的なものです。基本的には本体の指令により動きますが、個々

の意志は備わっており、必ずしも本体の命令に絶対服従するわけではありません。 

 また、分御魂は下記の特性を持ちます。 

 

１．成功要素の最大登録数は３つまでになります。 

（追加設定の取得により登録数を増やす事は可能です。） 

 

２．スキルや絶技の習得に種族制限を受けません。 

（人間専用／人外専用と表示されるものを原型１に関係なく取得できます） 

 

３．全てのスキルのレベルを３まで成長させる事ができます。 

（能力系スキルを取得する場合でも、取得条件を満たす”追加設定を取得する”必要がありません。） 

 

４．死亡したらどの様な手段を使用しても復活できません。 

（スキル”不死性”による復活は起きません。絶技”あさきゆめみし”であれば可能です。） 

 

  



３－４．アイテム、サポーターなどのマウント 

 

 マウントとは、判定時にプレイヤーが提出する成功要素とは別に、１PC につき、初期では１つのみ

認められるアイテムやサポーターなどの成功要素を提出可能とする権利の様なものです。 

 これはキャラクター作成時に所持している数であり、PC の成長時に追加設定の取得をすることで、

増やす事が可能です。 

 アイテムは、通常はパワーを保持する成功要素として扱い、ＰＣにマウントさせる事が可能です。 

 しかし、そのためには狂気点を使用してで武器等を取得する必要があります。 

また、サポーター（ＮＰＣ）もマウントアイテムと同様に扱います。 

  

・マウントアイテムについて 

 マウントアイテムは入手時にアイテム名を決定したら以後はアイテム名が成功要素として登録され、

以後の変更は出来ません。 

狂気点の使用により得られたマウントアイテムは、狂気点の使用により成長が可能です。 

（ただし、アイテムのパワー値は、PC の最大パワー値までに制限されます。） 

 しかし、”宝重使い”で得たマウントアイテムにつきましては狂気点での成長は不可とします。 

 ＊アイテムルールの詳細につきましては「６．マウントアイテムの扱い」にて解説します。 

 

・サポーターについて 

 狂気点の使用によって得られたサポーターにつきましてはパワー値を持つ単一の成功要素として扱

います。（キャラクタータイプ“式使い”で得るサポーターとは別の扱いになります。） 

 狂気点の使用により得られたサポーターは、狂気点の使用により成長が可能です。 

（ただし、サポーターのパワー値は、PC の最大パワー値までに制限されます。） 

しかし、”式使い”で得たサポーターにつきましては狂気点での成長は不可とします。 

例：パワー値１０の成功要素【奇妙な踊り】を持つサポーターの名前が岩田君だった場合 

  表記方法は下記の通りになります。（成功要素はセッション毎に変更可能です。） 

  －岩田君【サポーター】（奇妙な踊り：１０） 

 

・マウントツリーについて 

 「狂気乱舞」ではアイテムやサポーターをマウントするためのマウントツリーというものが存在し、

この数だけＰＣはアイテムやサポーターを常時使用できる状態にしておく事が可能であり、これをアイ

テムなどをマウントした状態と呼びます。 

 アイテムなどは、このマウントした状態にしておかなければ判定時に使用する（提出する）事は出来

ませんが、保有しておくだけであれば数に制限はありません。 

 （設定上は、マウントしたものは持ち歩いており、そうでないものは保管しているなどとすると良い

でしょう。） 

 ＰＣ作成段階では、マウントツリーは１つしかありませんが、ＰＣの成長による追加設定の取得によ

り、この数は増やすことが可能です。 

 

  



３－５．パワータイプの取得 

 

 「狂気乱舞」におけるパワータイプは下記の１０種類で構成され、ＰＣは初期状態で２つ、それ以降

はＰＣの成長による追加設定の取得により増やすことが可能になっております。 

 

３－５－１．パワータイプを使用した判定方法 

 前提フェイズでは、判定の際にＭ＊に設定されたパワータイプを取得していれば、Ｍ＊の内容に適さ

ない成功要素以外はパワー値が１００％まで抽出され、取得していなければ最大でも５０％までしか抽

出されません。 

 しかし、ＲＰフェイズにおきましては、適したパワータイプを取得していなくとも説得力がある提出

理由があれば１００％までパワー値が抽出される事とします。 

 

３－５－２．パワータイプの種類 

 「狂気乱舞」では下記の１０種類のパワータイプが存在します。 

 パワータイプの種類が多いと判断されたＳＤの方はＭ＊毎に複数のパワータイプを設定するなどの

措置を行ってセッションデザインを行って下さい。 

 

 １．【日常】：血生臭い事件が関係しない平和的なＭ＊に使用します。 

 ２．【戦闘】：戦闘のＭ＊に使用します。 

 ３．【魔術】：魔法的な能力が必要なＭ＊に使用します。 

 ４．【情報】：情報収集や分析などのＭ＊に使用します。 

 ５．【捜索】：屋内外での捜索に関するＭ＊に使用します。 

 ６．【知識】：必要な事を知っているか否かのＭ＊に使用します。 

 ７．【知覚】：感覚的なことに気付けるかのＭ＊に使用します。 

 ８．【運動】：身体能力を必要とするＭ＊に使用します。 

 ９．【交渉】：ＮＰＣとの交渉に関するＭ＊に使用します。 

１０．【意志】：意志の強さに関するＭ＊に使用します。 

 

  



３－６．その他 

 

・狂気点の初期保有値について 

 PC は作成段階で５の狂気を持っています。 

 

・ＰＣが保有可能な成功要素の最大登録数について 

 「狂気乱舞」では１つの原成功要素につき、（初期状態では）最大で５つまで成功要素を登録するこ

とが可能です。（PC 作成段階では１１，１２，１３の３つです。） 

 セッションを重ねてＰＣが成長した（成功要素の登録数が増えた）場合はパワーの低いものから抹消

して、１つのツリーの成功要素の登録数が常に５になるようにしてください。 

 ただし、ＲＰ修正表の使用により最大登録数が減少した際は、その事を明記し、その後のＰＣは最大

登録数が減少した状態で使用してください。 

 また、成功要素の最大登録数はＰＣの成長による追加設定の取得により増やす事が可能です。 

 

・根源力について 

 以前のバージョンで存在しました根源力を現バージョンに適用させるには下記の換算式を使用して

ください。 

 根源力＝（最大パワー値合計数-30）×200 → 最大パワー値合計数＝（根源力÷200）+30 

 

  



３－７．ＰＣ設定記録用紙 

 

名前：  

性別：  

年齢：  

簡単な設定：  

 

原型１：【】  

原型２：【】  

原型３：【】  

キャラクタータイプ：【】  

 

成功要素（枝番号：【原成功要素】：成功要素：最大登録数）  

１：【】：（：11）（：12）（：13）:5  

２：【】：（：11）（：12）（：13）:5  

３：【】：（：11）（：12）（：13）:5  

取得パワータイプ：【】【】  

狂気点：【】  

 

【最大パワー値合計：】  

【根源力換算：】根源力＝（最大パワー値合計数-30）×200  

 

〇イニシアチブ値（１D６＋修正値） 

修正値： 

 

○マウント  

 －  

 

○取得スキル  

 ・  

 

○取得絶技  

 ・  

 

○追加設定  

 ・  

 

 


