
８．「狂気乱舞」における戦闘 
 

８－１．基本的な判定方法 

 戦闘は攻撃的なＭ＊と防御的なＭ＊が明示され、その難易度に対して、ＰＣが攻撃・防御に関する成

功要素類（成功要素、スキル、マウントアイテムなど）をそれぞれ提出する事から始めることとします。 

 戦闘のＭ＊が始まりましたら前提フェイズ、ＲＰフェイズを行い、抽出されたパワー値と難易度を比

較して判定結果を求める事とします。 

 

８－２．戦闘判定の結果 

・攻撃判定が成功した場合：敵を撃破する事が出来ました。 

・攻撃判定が失敗した場合：敵を撃破する事が出来ませんでした。 

・防御判定が成功した場合：敵の攻撃を防ぐ事が出来ました。 

・防御判定が失敗した場合：敵の攻撃によりＰＣ達は撃破されました。 

注意 

これらは、原則的な判定結果です。 

セッションにおける戦闘状況やＳＤ裁量で、必ずしも上記の通りにする必要はありません。 

 

８－３．支援効果と直接戦闘 

 「狂気乱舞」におきましては、パワータイプが“戦闘”とされたＭ＊でも前述の前提変換により、異

なるパワータイプで戦闘行為を行うことが可能です。 

 しかし、直接的な戦闘行動（攻撃する、防御する等）を含まない行為は、あくまでも支援行動として、

直接的に戦闘を行うわけではありません。 

 したがって、支援行為としての行動で難易度をクリアした場合は、戦闘結果にも影響します。 

例：直接的な攻撃行動が無い（あるいは割合が少ない）のに攻撃判定に成功した場合 

 →敵を必ず倒し切れるとは限らず、逃亡を許す場合もあります。 

 

  



８－４．集団戦ルール 

 

８－４－１．集団の設定 

 こちらは追加設定の取得による集団のサポーター化に対しての扱いのルールです。 

 追加設定により最初に集団を取得したら「戦闘タイプ」「諜報タイプ」「工作・術者・その他タイプ」

のいずれかのタイプをプレイヤーは決定します。以後、追加設定を重ねて取る事により集団の規模が大

きくなってもこのタイプは変更出来ません。 

 その後、集団に設定されたパワー値を１０で割り、タイプ毎の配分比を掛ける事によって各種能力の

パワー値を決定します。 

 各種能力の説明は下記に通りになります。 

・攻撃：戦闘時に攻撃を行う際のパワー値になります。 

・防御：戦闘時に防御を行う際のパワー値になります。 

・その他：戦闘以外の行動を取る（戦闘以外のM＊で集団を使用する）際のパワー値になります。この

能力でどの様な行動を集団が取れるかはＰＣの設定によりＳＤが判定します。 

 また、集団を扱うにはＰＣにマウントする必要がありますので、使用の際は状態をご確認ください。 

 

・戦闘タイプ 

攻撃配分比：４ 防御配分比：４ その他：２ 

説明：主に戦闘を担当する集団の配分比です、戦闘以外での能力は期待できません。 

 

・諜報タイプ 

攻撃配分比：３ 防御配分比：２ その他：５ 

説明：主に諜報を担当する集団の配分比です。情報収集・情報操作などを行えます。 

 

・工作・術者・その他タイプ 

攻撃配分比：１ 防御配分比：２ その他：７ 

説明：主に工作など（それに限りませんが）を担当する集団の配分比です。 

 この集団は、物理的・呪術的な工作作業などを行えますが、実際に集団がどの様な特殊行動を取 

る事が可能かは、ＰＣの背景設定などによりＳＤが判断するものとします。 

 

  



 

８－４－２．集団の扱い 

１．集団は原型が【組織】のＰＣしか取得出来ません。 

２．集団は狂気点により強化することは出来ません。 

３．判定時に成功要素として集団を提出した場合、集団も疲労し、成功要素として一時的に停止します。 

  成功要素が回復するまでは、集団は復帰出来ません。 

４．集団はＰＣ個人に忠誠を誓っている訳ではないので、無茶な命令には従いません。 

  （サポーターＮＰＣなどはＰＣ個人に対する好意などで動いているので無茶な命令も可能です。） 

５．集団をマウントする際にはＳＤの許可が必要になります。 

  （セッション内容などにより集団を連れ歩けない場合があります。）  

 

 

８－４－３．集団（サポーター）の戦闘時の扱い 

 「狂気乱舞」の戦闘ルールでは、戦闘において距離と適正距離の概念が含まれます。 

 この集団を含め、マウントが可能なサポーターはその際には下記の様に扱います。 

 

１．集団（および式・サポーター）は、ＰＣと同じ接敵距離に配置されます。 

２．集団（および式・サポーター）の攻撃適正距離はＰＣのと同じとして扱います。 

３．集団（および式・サポーター）の攻撃属性や防御属性は PC と同じとして扱います。 

 

  



８－５．「狂気乱舞」用戦闘ルール 

 

８－５－１．戦闘の際の手順 

 １．ＳＤによる状況説明 

 ２．戦闘 M*の発表 

 ２．イニシアチブ判定 

 ３．接敵距離の決定 

 ４．攻撃判定および防御判定 

 ５．戦闘判定結果発表 

   ＊詳細に関しては「８－５－６．戦闘判定のまとめ」を参照してください。 

 

・戦闘Ｍ＊の表記 

 戦闘的な行動を伴うＭ＊は下記のように表記されます。 

 

例 

 Ｍ＊○：敵を倒す（パワータイプ：戦闘・接敵距離：遠距離） 

（戦闘情報：攻撃適正距離：【遠距離】／攻撃属性：物理／防御属性：なし／イニシアチブ値：25） 

  ○－１攻撃：難易:500 

  ○－２防御：難易:500 

 

 上記の難易度は”接敵距離”による修正前の基本値になります。 

 ＰＣがイニシアチブ判定に失敗した場合、下記の様に変化します。 

 

 Ｍ＊○：敵を倒す（パワータイプ：戦闘・接敵距離：遠距離） 

 （戦闘情報：攻撃適正距離：【遠距離】／攻撃属性：物理／防御属性：なし／イニシアチブ値：25） 

  ○－１攻撃：難易:500→変化無し 

  ○－２防御：難易:500→遠距離攻撃で 2.0 倍＝1,000 

 

 さらに、ＰＣは自動的に【遠距離】で接敵することになります。 

 

 上記の例では明示されていますが、敵の攻撃適正距離、攻撃属性、防御属性、イニシアチブはＳＤの

裁量により明示しなくても構いません。 

 ただし、スキル「感知」「浄眼」「読心伝心」の習得者がいた場合、ＳＤは敵の攻撃適正距離、攻撃属

性、防御属性、イニシアチブを公開しなくてはなりません。 

 

  



 

８－５－２．イニシアチブ判定 

 下記のイニシアチブ判定に成功することで、戦闘時ＰＣそれぞれの接敵距離をプレイヤーが希望する

位置にＰＣを配置できます。 

 また、判定に失敗した際は、Ｍ＊に設定された位置にＰＣが配置されます。 

 

 イニシアチブ値： ＰＣ全員の１D６合計値＋スキルや絶技の修正値合計 

 

 以上から算出された値で M＊に設定された敵のイニシアチブ値を上回れば成功として扱います。 

 また、下記スキルの取得者はダイス目に修正を得ることができます。 

 

・イニシアチブ値に修正が適用されるスキル 

【戦闘技術】【サバイバル知識】【身体強化】【隠行】【感知】【変化】【覚醒】 

 上記のスキルの取得者は下記に従ってダイス目に修正を得ることができます。 

 また、ＰＣが複数のスキルを取得していた場合、修正値は重複するものとします・ 

 ・スキルレベル１：修正値＋１ 

 ・スキルレベル２：修正値＋２ 

 ・スキルレベル３：修正値＋３ 

 ・スキルレベル Ex：修正値＋５ 

・狂気点の使用 

 狂気点を１点使用することで、イニシアチブ値に＋３の修正を得ることができます。 

 また、この効果は重複し、２点使用することで＋６、３点ならば＋９の修正を得ます。 

・絶技「黄金の翼」について 

 ・敵の中に一人でも【飛行状態】の者がいて、ＰＣ側には居なかった場合 

→イニシアチブ判定はＰＣ全員のダイス目にー2の修正が掛かります。 

  ただし、敵が全員【飛行状態】の時にはイニシアチブ判定は自動失敗します。 

 ・ＰＣ側に一人でも【飛行状態】の者がいて、敵に居なかった場合 

 →イニシアチブ判定はＰＣ全員のダイス目に＋2 の修正が掛かります。 

  ただしＰＣが全員【飛行状態】の時にはイニシアチブ判定は自動成功します。 

 ・敵味方両方に【飛行状態】の者がいた場合 

→通常通りのイニシアチブ判定が発生します。 

・絶技「神速」の使用 

 イニシアチブ判定の段階で絶技「神速」の使用を宣言したＰＣはダイス目に＋１２の修正が掛かりま

す。また、絶技「神速」を使用した PC がいた場合は、敵の【飛行状態】の効果を受けず、通常通りの

イニシアチブ判定が発生します。 

・設定的な接敵距離 

接敵距離は下記の３つに分類されます。 

 【白兵】 ：敵から 0m～10m の位置です。 

 【中距離】：敵から 10m～５0m の位置です。 

 【遠距離】：敵から５0m 以上離れた位置です。 

  



 

８－５－３．攻撃手段と適正距離 

 狂気点を使や、キャラクタータイプで「宝重使い」を選択した事で得られるマウントアイテムなどに

は適正な距離が設定され、適した状況で使用する事により真価を発揮します。 

 

 攻撃手段は【白兵】【中距離】【遠距離】の３種類のパワータイプで表現し、武器のマウントアイテム

の入手時にプレイヤーがそのアイテムに設定し、適正距離で使用した場合には、下記の修正表の倍率に

従って、ＰＣが提出する成功要素のパワー値全体を上昇させることが出来ます。 

 ただし、適正でない距離で使用した場合には、下記の修正表の倍率に従って、ＰＣが提出する成功要

素のパワー値全体にマイナスの修正がかかります。 

 

表１：攻撃手段修正表 

   白兵距離 中距離 遠距離 必要とする武器など 

白兵攻撃 2.0  1.0  0.5 【白兵】のパワータイプを持つ武器 

中距離攻撃 1.0  1.0  1.0  【中距離】のパワータイプを持つ武器 

遠距離攻撃 0.5  1.0  2.0  【遠距離】のパワータイプを持つ武器 

支援行為 0.5  0.5  0.5  マウント武器は不必要です 

肉弾戦闘 1.0  0.5  0.0  マウント武器が無い場合 

万能 特殊 特殊 特殊 絶技の使用やパワー値５０以上の武器 

 

・支援行為は、敵への直接的な攻撃にならない行動を意味します。 

 ただし、0.5 倍の修正はかかりますが、敵の防御属性に関わらず効果を発揮します。 

・マウントアイテム無しで戦闘を行う際は、（武器を持っていないので）【肉弾戦闘】として扱われます。 

・「集団」はＰＣと同じ距離に配置され、同じ攻撃適正距離として扱います。 

・【万能属性】の攻撃は、全ての距離において倍率が最低でも 1.0 になります。 

 ただし、【万能属性】を得る前の時点で倍率が 2.0 だった場合は、2.0 を優先します。 

 

・スキル「魔弾」について 

 スキル「魔弾」はスキルの取得段階で【白兵】【中距離】【遠距離】の３種類の攻撃的正距離を選択す

る必要があり、「魔弾」は武器と同様に敵との距離により威力がは表１に従って変動します。 

・「魔術系スキル」について 

 攻撃判定に「魔弾」以外でも「魔術系スキル」を使用した場合は、（前提変換の成否に関わらず）自

動的に攻撃属性が【魔力属性】に変更されます。 

 ただし、「強化」を別のスキルと併用した場合につきましては、プレイヤーの任意で攻撃属性を選択

出来る事とします。 

・絶技「未知への扉」について 

 絶技「未知への扉」が使用可能なタイミングはＳＤによる戦闘Ｍ＊の発表までになります。 

 ＳＤにより、戦闘Ｍ＊が発表された以後は、戦闘が解決するまで、新たなＭ＊を設定することができ

ません。 

  



 

８－５－４．攻撃属性について 

 

 戦闘時（攻撃判定時）に前提変換ルールを使用するなどしてパワータイプ「魔術」で成功要素を提出

した場合、攻撃属性は【魔力属性】になります。 

 （「魔術系スキル」を使用した場合は自動的に【魔力属性】になります。） 

 パワータイプ「魔術以外」で成功要素を提出した攻撃は【物理属性】になります。 

 【物理属性】【魔力属性】の【攻撃属性】は相手の防御用パワータイプ【防御属性】によって、判定

時にパワー値の抽出制限がかかる場合があります。（ただし、全ての者が【防御属性】を持っていると

いう訳ではありません。） 

 また、戦闘時の前提変換に失敗した場合は、攻撃属性は自動的に【物理属性】となります。 

 （「魔術系スキル」を使用した場合は、前提変換の成否に関係なく自動的に【魔力属性】となります。） 

 

 絶技の使用などにより、攻撃時に【万能属性】を得た場合は、相手が【防御属性】を持っていても影

響を受けずにパワー値の抽出が行われます。 

  



 

８－５－５．防御属性について 

 

 追加設定の取得や、防具アイテムのパワー値が 25 以上になった場合には、下記の内いずれか一つの

防御属性を得ることが出来ます。 

 

１．【物理防御】 

敵の攻撃が【物理属性】だった場合、防御判定で提出したパワー値が 1.5倍されます。 

 敵の攻撃が【魔力属性】だった場合には、パワー値は 1.0 倍のままです。 

 この防御属性を持っている敵に【物理属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に-50％の修正がか

かります。【魔力属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に制限はかかりません。 

 

２．【魔力防御】 

敵の攻撃が【魔力属性】だった場合、防御判定で提出したパワー値が 1.5倍されます。 

敵の攻撃が【物理属性】だった場合には、パワー値は 1.0倍のままです。 

 この防御属性を持っている敵に【魔力属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に-50％の修正がか

かります。【物理属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に制限はかかりません。 

 

 また、上記の防御属性を得たアイテムの強化が重なり、パワー値が 50以上になった防具アイテムに

は下記のどちらかの防御属性を得ることが出来ます。（【物理防御】を持ったアイテムには【物理耐性】、

【魔力防御】を持ったアイテムには【魔力耐性】しか付与できません。） 

 

１．【物理耐性】 

敵の攻撃が【物理属性】だった場合、防御判定で提出したパワー値が 2.0倍されます。 

敵の攻撃が【魔力属性】だった場合には、パワー値は 1.0倍のままです。 

 この防御属性を持っている敵に【物理属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に-100％の修正が

かかります。【魔力属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に制限はかかりません。 

 

２．【魔力耐性】 

敵の攻撃が【魔力属性】だった場合、防御判定で提出したパワー値が 2.0倍されます。 

 敵の攻撃が【物理属性】だった場合には、パワー値は 1.0 倍のままです。 

 この属性を持っている敵に【魔力属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に-100％の修正がかか

ります。【物理属性】で攻撃した場合は、パワー値の抽出に制限はかかりません。 

 

 また、戦闘時の前提変換に失敗した場合でも、防具アイテムがあれば防御判定時のパワー値の抽出は

100％となり、防御属性の効果も発揮します。 

 

・万能属性について 

 絶技などにより攻撃に万能属性が付与された場合は、上記の防御属性は効果を発揮しません。 

  



 

８－５－６．戦闘判定のまとめ 

 戦闘判定を行う際の手順は下記の通りになります。 

 

 １．ＳＤによる状況説明 

 ２．ＳＤによる難易度の発表 

 ３．イニシアチブ判定の実施 

 

・イニシアチブ判定に成功した場合 

 ４A．ＰＣの接敵距離の決定 

 ５A．攻撃判定での前提変換の実施 

 ６A．プレイヤーによる攻撃判定の成功要素提出 

 ７A．武器の攻撃適正距離によるパワー値の修正 

 ８A．ＰＣの攻撃属性によるパワー値の修正 

 ９A．プレイヤーによる絶技使用の申請 

１０A．ＳＤによるパワー値の抽出と判定結果の発表 

１．攻撃判定に成功した場合は、防御判定を行わずに戦闘終了（勝利）になります。 

   ２．攻撃判定が中間判定や失敗だった場合は、防御判定が発生します。 

     下記の５B 以降の手順で判定を行なってください。 

   また、この状況での防御判定時の接敵距離は４A で決定した位置になります。 

   ３．戦闘結果は防御判定の結果により、ＳＤ裁量で判定します。 

 

・イニシアチブ判定に失敗した場合 

 ４B．ＰＣの接敵位置はＭ＊で表記した位置に決定 

 ５B．敵による攻撃適正距離によるパワー値の修正 

 ６B．防御判定での前提変換の実施 

 ７B．プレイヤーによる防御判定の成功要素提出 

 ８B．ＰＣの防御属性によるパワー値の修正 

 ９B．プレイヤーによる絶技使用の申請 

１０B．ＳＤによるパワー値の抽出と判定結果の発表 

１．防御判定が中間判定や成功だった場合は、ＰＣ側の攻撃判定が発生します。 

     また、この状況での攻撃判定時の接敵距離は４Bで決定した位置になります。 

     攻撃を行う際は、５A から手順に従って判定を行なってください。 

   ２．防御判定が失敗だった場合は、防御判定を行わずに戦闘終了（敗北）になります。 

   ３．戦闘結果は攻撃判定の結果により、ＳＤ裁量で判定します。 

 

  



 

８－５－７．戦闘の運用例 

 

１．ＰＣの攻撃適性距離が【遠距離】なのに、接敵距離が【白兵】になってしまった場合。 

 →攻撃判定時のパワー値は５0%になります。 

 

２．戦闘時の前提変換に失敗し、ＰＣの攻撃属性が【物理属性】、攻撃適正距離が【白兵】なのに、接

敵距離が【遠距離】、敵の防御属性が【物理防御】という状況になってしまった場合。 

 →１．前提変換の失敗により抽出率 50％ 

  ２．攻撃適正距離が【白兵】なのに接敵距離が【遠距離】で 50％ 

  ３．攻撃属性が【物理属性】なのに敵の防御属性が【物理防御】で 50％ 

  上記により、50％×50％×50％で 12.5％にまでパワー値の抽出率は低下します。 

 

３．敵の攻撃適正距離が【白兵】なのに、ＰＣが【白兵距離】に一人を残して全員【遠距離】に行って

しまった場合。 

 →白兵距離に残った一人で防御判定を行います。 

  「魔術系スキル」や「絶技」を使用すれば【遠距離】にいるＰＣでも成功要素の提出が可能です。 

 

４．敵の攻撃適正距離が【遠距離】なのに、ＰＣが【遠距離】に一人を残して全員【白兵距離】に行っ

てしまった場合。 

 →白兵距離にいるＰＣ全員で防御判定を行います。（敵は白兵距離のＰＣを攻撃します。） 

  （「魔術系スキル」や「絶技」を使用すれば【遠距離】にいるＰＣでも成功要素の提出が可能です。） 

 ＊敵は特殊な事情がない限りは、敵に近い者から優先的に攻撃します。 

 

５．PC が戦闘技術 Lv3、サバイバル技術 Lv2の場合のイニシアチブ値 

 →戦闘技術 Lv3 で+3の修正値、サバイバル技術 Lv2で+2 の修正値を得て、1D6+5 でイニシアチ

ブ判定を行います。 

 

  



 

８－５－８．選択ルール（戦闘） 

 

 ここでは、戦闘判定における追加ルールを紹介します。 

 こちらに関しましては、上記の通常戦闘ルールでは、物足りない方やセッションのバランス調整を行

いたい SD の方にご利用して頂ければ幸いです。 

 

・攻撃・防御の同時判定（選択ルール） 

 通常戦闘ルールでは、イニシアチブ判定後に PC 側と敵側は、先攻・後攻に別れて順番に攻撃判定や

防御判定を行いますが、こちらの同時判定を行う場合は、イニシアチブ判定の結果により、PC の接敵

位置が決まった段階で、攻撃判定と防御判定を同時に行います。 

 通常ルールでは、PC 側からの攻撃判定だけで戦闘が終了する場面が多くなると思いますが、こちら

の選択ルールを用いることで、距離や属性などを用いた戦闘における駆け引きを楽しむことができるで

しょう。 

 

・貫徹ダメージ（選択ルール） 

 戦闘Ｍ＊が発生した際は、結果が防御難易度の 150％以上である”大成功”であった場合を除き、

攻撃難易度の１０％の数値のダメージが全ＰＣに発生します。 

 貫徹ダメージはスキルの疲労と同様にパワー値（成功要素）の停止として扱います。 

 また、防御判定が発生しなかった場合でもこちらのルールを用いてダメージを発生させる事で、PC

達に対して、敵からの攻撃があったことを表現することができるでしょう。 

 


