蝕の時代
・年表
＜大崩壊＞前後の重要事件を一ページにまとめました。

・政治
太陽系中心部の資本主義サイバー民主制と辺境部のリバタリアン自治主義派の間で思想とミームが激しく衝突して
います。両者の違いについてはここで詳しく記述されています。

・ハビタット
地球の崩壊により、今の人類は様々な種類の宇宙ハビタットや惑星や衛星や小惑星上の入植地に住んでいます。

・経済
産業消費資本主義に基づく旧経済、公共や私有の豊穣機による移行経済、そして素材さえあればほとんどの人が
豊穣機で自由に品物を作れる新経済と、三種類の経済システムが存在します。

・宇宙巡り
宇宙のあちこちを探検しましょう。太陽系の大まかな紹介を読むもよし、宙図を見るもよし、風変わりな系外星系につ
いて調べるもよしです。

・テクノロジー
無線メッシュやミューズ（個人用ＡＩ）からバックアップやエゴ投射やモーフまで、いたるところにある最新テクノロジー
は人々の日常生活に大きな影響を及ぼしました。

・パンドラ・ゲート
この謎めいたワームホール・ゲートによって遥か彼方の星系へと瞬時に旅することができ、銀河への扉が人類に開か
れました。この装置はティターンズが置き去りにした作品だと推測されているのですが、危険と機会のどちらなのでしょ
うか？

・勢力
人類は、数多くの文化的ないし社会的経済的集団や階層に分かれている分断種族で、それぞれが自分たちの未
来への影響力をめぐって競争しています。
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この章では『エクリプス・フェイズ』世界をありとあらゆる
角度から紹介します。最初は歴史で、それから世界設定
を詳述し、各勢力を紹介し、そして太陽系ガイドで締めく
くります。

に立ちあがろうとしなかった。干ばつがアフリカや中央ア
ジアを襲い、ヨーロッパが凍てつき、至る所で荒天が猛
威を奮っている間も、世界の指導者たちは行動を変える
ことなく自分たちの特権を確保していた。世界中の人間
が飢餓や疫病の脅威を身近に感じていたが、国境線か
以下はワルサー・ペンブローク・ステーションで壊滅的
ら浸透して自分たちの慣習や言語が清いままで食べて
な減圧事故の後に回収された音声ファイルの記録です。 いくだけなら仕事をする必要がほとんどない純粋無垢な
この音声ファイルはドノヴァン・アストライデスによって作
楽園を穢す難民の方が、主導諸国にとっては大きな関
成された、彼の未出版著作である『不運な宇宙の人民
心だった。
史』の要約だと推測されています。
石油とエネルギーを巡る戦争は、天候と水を巡る戦争
がそれに続いたことで更に悪化した。貴重な液体のため
に、不安定な体制が興っては潰れたり限度を超えたりし
た。有力な国民国家は要塞に変貌し、少しでも喉を潤そ
（マイクがこすれたり家具がきしんだりする音や女性の咳
うとしたいだけの外部の蛮族の脅威と内部の貧しい持た
払い）
ざる層に情けをかけなくなった。
何だって？
そう言えば、この時代を黄金時代、企業と金持ちの絶
（不明瞭な呟き）
頂期だとある保守派が振り返るのを実際に耳にしたこと
だからどうした。可愛い子ちゃんのカラダを着るのも悪く がある。圧制、そして収益の黄金時代だったのは確かだ
はないが、俺はやりたいようにやる。
ろう。幸運にも人口の富める１パーセント未満だったなら
（手をぬぐう音）
ばいい時代だったのは確実だろうが、人類の大半にとっ
あんたみたいな企業のパシリにはどぎつかったか？
ては恐ろしい時代だった。地球規模での不平等はこれま
返事はいい、どうせ労働者向けの記録は編集できるだろ。 でになく大きくなった。ロボットは人間の手から仕事を
さて、俺の本についてだっけ？ 歴史の本？ いいや。
奪っていった。
これは反歴史の本だ。未来について語るんだ。
多くにとっては、当時は過激化の時代だった。破綻す
（不明瞭だが訝しげな呟き）
る国家はもう国民の基本的なニーズを満たせなくなって
その本が何を語るかって？ 未来の本かって？
いた。地球化した貧民層は、生き延びるために地元の部
（曖昧な肯定）
族や原理主義集団や政治的過激派や犯罪者のネット
いや。あんたが未来を気にするとは思わない。あんた
ワークに変わっていった。反体制派が台頭したが、連中
が本当に知りたいのは、望む未来が得られるかどうかだ。 は生き延びるためにブラックマーケットに依存していて、
そしてその答えは簡単。ノーだ。そう、あんたが望む未来
あっというまにその指導者たちは変革よりも金儲けに夢
は訪れない。未来についての愚かな質問をするくらい愚
中になった。
かだから。
国民国家は、相も変わらず圧制に走った。市民の自由
（沈黙）
は制限されて監視は強まった。自動武器システムは、ま
昔、ある印刷ものの漫画のスキャンを読んだことがある。 ずはゲリラやテロ細胞を相手に、それから活動家やデモ
それの登場人物が、自分の想像の世界の想像の住民を、 隊にも展開された。最初に警察のドローンを見たときのこ
そいつらの生きている未来の世界への不満は自業自得
と、ロング・ビーチの労働者のストを応援するデモに向け
だと罵倒していた。でも本当に罵倒されていたのは、愚
られた事件を憶えている。ドローンは解散するよう俺たち
かでチンケな未来を望み愚かにも現在こそが未来だとい
に命令したが、命令はたった１回で、それから「非致死」
うことに気付いていない、愚かな連中だった。未来はい
武器をぶっ放した。非致死なんて嘘っぱちだ。その日、３
つだって今だ。でも今ではもう、そうじゃなくなった。今の
人が死んで何十人も怪我をした。ブロガー達は報道した
未来は昨日、先週、そして十年前だ。そう、特に１０年前。 が、主流メディアは無視した。
でも未来は老いぼれた地球、かつて人類が歩み去った
その一方で、特権階層の栄華は続いていた。長寿処
遺跡に戻ってきている。
理は、それを受けられる奴の寿命を延ばした。世界規模
金星の気密邸宅やリゾート・エアロスタットで歴史を習っ での平均寿命がここ数十年で初めて低下したにもかかわ
たか？ いや、何を習おうと知ったことじゃないから、口を
らず、独創的な生化学者によるノーブランド医薬品や闇
開けなくていい。それが嘘なのは間違いない。俺は中心
医療は大掛かりな摘発によって掃討された。生身の人間
部で生きてきた。治安と「国防」をお題目とした規則やペ
の教育よりもずっと速く人間と同じくらい賢いエキスパー
テンのことは知っている。
ト・システムを製造でき、ドローン技術によって単純作業
国！ 国だと？ ２１世紀初頭ですら、国家は衰退し始
を不平を言わず給料も要らない労働力にやらせることが
めていた。誰の目にもそれが明らかになるのに、それほ
できるのに、膨大な貧民の寿命を延ばす必要がどこにあ
ど時間はかからなかった。
る？ それに金持ちが寂しくなったら、高額な特注キメラ
地球上の大国について憶えているか？ 奴らが立ち上
ペットがある。
がらず、自分たちが引き起こしている気候の激変がそも
地球が餓え溺れている時に、全ての上流階級が贅沢
そも本当に起きているのかとおしゃべりしていた有様を憶 にふけっていたわけではない。変化の兆しに気付いた奴
えている位昔に産まれていたか？ 連中のほとんどが何
がいて、どうやって成功しようかと計画を立てていた。そ
かをしなきゃいけないと同意した時ですら、誰もそのため
の中に、サハラ以南のアフリカに宇宙エレベータを建て

不運な宇宙の人民史

て太陽系を詳しく調査する探査ロボットを送り込むことで
勢力圏を拡大しようという連中がいた。連中は、＜大崩
壊＞の５０年以上も前に、ルナや火星に最初のステー
ションを建設してのけた。
しかし、権力者がどれだけ無視しようとしても、環境崩
壊はなくならなかった。厳寒と干ばつは俺たちを苛み続
けた。海面の上昇によって世界中の海岸線が大洪水に
見舞われた。土壇場での巨大規模の天体工学プロジェ
クトは、問題を修理する一方で新たな問題を生み出した。
こうしたプロジェクトには地球外開発に向けて準備されて
いたテラフォーミング技術のテストだってバレバレなのも
のもあったから、どの道期待はされていなかった。
時々、運のいい奴はもう地上ではなく天空に注意を向
けていたんじゃないかと思う時がある。最初の宇宙エレ
ベータの完成と月での最初のマスドライバーが、新たな
宇宙レースと太陽系全域の領有をめぐる競争の幕開け
を告げた。こうした新たな拡張は皆、大量生産され始め
た高性能な核融合炉とヘリウム３採掘事業の確立に支え
られていた。
だが地球に戻ると、鉄槌が遂に下ろされていた。反体
制派は第五世代戦争の技術を身に付け、オープンソー
スの抵抗手法を共有し、致命的な脆弱点に集中砲火を
加えていた。圧政の元に何年も押し潰されていた人民が
その隙に立ちあがり、自分たちを抑えつけていた国家や
企業の手先を粉々に砕いた。燃料や水源やパンを巡っ
た何千という小さな戦争の経験者によって構成された反
体制派によって、幾つもの国家が崩壊した。
殆どの国家はより全体主義的で抑圧的になることで対
応したが、いくつかの前線基地とステーションが地上の
同胞への共感を表明し太陽系開発へのより人道的なア
プローチを求めるマニフェストを宣言したことで、叛乱の
波は宇宙にも広がった。それまでは企業の拡張の手駒と
して働いてきた数多くの科学者やエンジニアですら、テク
ノ進歩主義的な姿勢を選んだ。そう、これがアルゴノーツ
誕生のあらましで、その名前はかつて科学と政策の分野
でアメリカ政府とペンタゴンに助言していたジェイソンズと
いう科学者集団にちなんでいる。企業の支配者の報復
に直面して何人かのアルゴノーツがハイパーコーポから
逃亡したが、その中には重要なリソースと研究成果を持
ち出した奴もいれば地下に身を隠した奴もいる。
だが、これがハイパーコーポ、あのサメみたいなクソ野
郎が本当に進化した時でもある。連中は、旧世代の国民
国家や鈍重な多国籍企業が地球全土で暴動と襲撃で
打ちのめされるのを放置していた。そして人体実験に対
する古臭い道徳や倫理の枷と所属国の法的権限から逃
れるために、この混迷を活用した。連中は様々な新技術
によって可能になったチャンスと宇宙への進出を受け入
れた。最初の知性ある人工知能や遺伝子工学による最
初の人間のクローンや最初の真の動物知性化（チンパン
ジーやイルカが企業の実験体や奴隷としての自意識を
与えられた）を実現したのは、連中の研究所だった。
旧世代の国家の最後の生き残りが権力と土地を離すま
いと一層なりふり構わなくなると、ハイパーコーポが手を
差し伸べた。企業のコロニーやステーションでの奉公人
として働くために人権と人間性を売り渡す意志のある者
に、借金奴隷契約を申し出たのだ。何十万人もが、地球

の圧倒的な貧困や混迷と比較してこの申し出を受け入
れた。はるばるカイパーベルトまでステーションが建設さ
れ、太陽系全域で資源採取事業が爆発的に広まった。
ハイパーコーポが様々な惑星や衛星を意のままに作り変
えようと苦心しているせいで、生物の多様性や自然のエ
コロジーを尊重しようという声は無視された。
これが＜大崩壊＞の約２０年前だった。古い圧制国家
の多くは倒れたが、新しい圧制国家も生まれ、様々な地
球規模の反体制派は劇的な変化と昔ながらの地元紛争
という陥穽への転落との間で揺れ動いていた。地球の反
動的な宗教勢力や政治的勢力もハイパーコーポの方針
を非難し、それがテロや破壊工作、そして最終的には宇
宙エレベータを停止させようというイスラム系自殺テロ細
胞によるテロ未遂に至った。ハイパーコーポの報復は迅
速で、いくつかの重要な敵リーダーの本部や邸宅に対
する高密度物体による軌道爆撃が命令された。幾つもの
テロリスト・ネットワークの排除には効果的だったが、それ
による大量破壊はハイパーコーポに対する反発をもたら
し、地球権益と地球外権益の間の溝を更に深くした。
ハイパーコーポは安全な場所にいたが、地球のトラブ
ルから完全に無傷というわけでもなかった。地球から来た
労働者や植民は倫理や政治や社会に絡む確執も持ち
込んでいて、それによってハビタットや軌道ステーション
で暴動がいくつも発生したのだ。それに保全主義者や宗
教テロリストの散発的な活動みたいな、ハイパーコーポに
対抗する思想を抱く連中もいた。そして様々な犯罪ネット
ワークも相乗りし、人類の行くところ全てにそのブラック
マーケットと裏商売を広めていた。
ハイパーコーポの拡張に伴い、無政府主義者や社会
主義者やアルゴノーツに独自の独立状態を築こうと熱心
な連中も、主にハイパーコーポの手が届かない辺境部
へと拡張した。ハイパーコーポ自身ですら、身内の犯罪
者や不適切分子を火星よりも遠くに放逐することでそれ
に貢献した。
両者とも、研究と新技術に大きな投資をした。医学やナ
ノテクやＡＩや認知科学は、毎年のように大きなブレーク
スルーが発生するくらい大進歩した。ある分野での開発
が別の分野を再帰的に促進し、フィードバックの繰り返し
が圧倒的な技術的発達となった。地球外では、遺伝子
改造が広く行われ、新しいトランスヒューマン適応は珍し
くもなくなった。半ば生物で半ば機械である、新種の合
成生命体ですら産み出された。こうした生命体を嫌悪す
るあまり「ポッド人間」と渾名する連中もいたが、それで
ポッドがあっという間に企業の作業場や娼館に広まった
り、多くの人間がポッドに同情して知性体である以上は
独自の公民権を持っているはずだと主張したりするのも
止まらなかった。
この時期には、特に俺たちヒューマン、いや今やトラン
スヒューマン社会への衝撃が大きいために注目に値する
ブレークスルーは二つある。最初のナノテク合成機の開
発は経済上のパラダイム・シフトの幕を開いた。当初はハ
イパーコーポの上流階級にしか手に入らず、そいつらエ
リートは、殆どどんなものでも分子から組み立てることが
できるこの機械を、厳重に管理していた。麻薬や武器な
どの禁制品を組み立てる能力は厳しい管理を必要とす
る保安上のリスクだと連中は主張し、使い道と使う機会に

ありとあらゆる規制をかけていた。もちろん、オープンソー
スは設計図の規制を無力化しようという試みを提唱して
いたから、独自のオープンソースな設計を産み出した。
同様に、数カ月の間に犯罪者や無政府主義者も自前の
合成機を入手し、あっという間に経済的紛争が発生した。
ブラックマーケット向け商品を作る奴もいれば、もはや富
にも所有権にも物欲にも依存しないポスト欠乏経済で動
くハビタットやコロニーを建設するために使う奴もいた。
同じ頃、人間の脳をマッピングして精神と記憶をデジタ
ル再現し、精神の「アップロード」を可能にする技術が完
成し、そのすぐ後には別の人間の脳にダウンロードする
技術も当然完成した。既に寿命の長かったハイパーコー
ポの支配者はもう、事故や怪我による死を恐れる必要が
無くなった。この技術は、その費用にも関わらず他の連
中にも広がった。他の肉体（生物と機械を問わず）の体
験は新たな文化の実験場になった。それと、仮想生活を
経験して自分が夢見る世界に深く埋没するために肉の
桎梏を自ら断ち切った連中がいることも忘れちゃいけな
い。
だが、俺たちみんなが新しいおもちゃで遊んでいる間
に、地球は、哀れな地球は、ゆっくりと死を味わい続けて
いた。地球環境が完全に崩壊するまでには何世紀もか
かるだろうという推測を、今でも思い出せる。どこに行って
も故郷の現状を悼む奴がいるというのは悔しかったが、
誰も行動を起こそうとしなかった。金がかかり過ぎ、目標
が遠すぎ、そして危険すぎたのだ。俺たちの全員の手は、
その時から血塗られている。同胞を取り巻く世界が燃え
上がるのを、軌道からただ立って見ていたのだ。自分た
ちには時間があると、地球が死ぬのは先の話で治療法
を見つけることができると、俺たちは思っていた。俺たち
はティターンズのことは計算していなかった。
俺たちは皆、＜大崩壊＞を憶えている。ほんの１０年前
の事件だったが、当時の人々の記憶がどれだけ混乱し
ているかには今でも驚かされる。もちろんあんたみたいな
連中が定着させたプロパガンダも一因だが、俺たち人類
がどんだけ酷くしくじったのかを本気で振り返って検証し
たがる奴がほとんどいないのも一因だ。
俺たちは、ティターンズがいきなり登場し、世界を崩壊
させ、そしていきなり退場したかのように思いたがってい
る。当然ながら真実はもっと複雑だ。ティターンズ（TITA
Ns）は軍のネット戦争システムが何らかの理由で予想外
の進化を遂げたとかいった理屈を知っていると、俺たち
は思っている。奴らの名前は総合情報戦術認識ネット
ワーク（TITAN）の頭文字を略したものだ。だが、あいつ
ら最初の繁殖ＡＩの起源は誰も知らないか、知っていても
黙っている。ティターンズは再帰的に自己改良する自意
識を持つデジタル知性として意図的に設計されたのかも
しれない。軍の科学者はそうしたデジタル知性を支配し
続けることができると考え、自分たちに必要な戦力になる
と考えたのかもしれない。最初は１体しか存在しなかった
のが、あっという間に何千とは行かなくとも何百という自ら
のコピーを産み出したのかもしれない。奴らがどれだけ
いるのかは、知っていそうな奴すらいない。
表向きの歴史（もちろんハイパーコーポが検閲済み）に
よれば、ティターンズが「目覚め」て周囲の世界を認識し
俺たちのことを知るのに何日かかかったと、今では分

かっている。初期段階では比較的無害で、ネットワークの
力とリソースの余りだけを吸収して地球の揺りかごの彼方
に視線を延ばしていた。あるいは、俺たちを理解しようと
吸収できる物は何でも吸収していたのかもしれない。人
類に関心が無かったのかもしれない。ひょっとしたら、ビ
デオがみんな言うように、本当は俺たちを滅ぼそうと計画
を練っていたのかもしれない。
俺はあの時代を憶えている。繁殖ＡＩやティターンズの
影は見えなかったが、地球で新たな紛争がまた始まった。
何ヶ月もの間は、単なる敵意のエスカレーションだった。
ネット軍事作戦や大規模な侵入があったという発表があ
り、警戒と報復攻撃につながった。攻撃的な姿勢は有罪
の証拠とみなされ、国境紛争と襲撃、そしてミサイル攻撃
や完全な敵意につながった。昔の遺恨や眠っていた敵
が突然目を覚まし、昔の敵に新たな怒りを向けた。至る
所で暴動と反乱が突如として発生し、局地戦や企業間の
対立や思想上の論争が始まった。そして今度は、別に異
常なわけでもない量の暴力だったはずものが激変し、
あっという間に制御がきかなくなっていった。
公式見解によれば、これは皆ティターンズの計画の第
一段階で、慎重に練り上げられた陰謀だった。そうかもし
れないが、ある軍の高官が、ティターンズは（この暴力の
前ではなく）この暴力によってオンラインになったと発言
し、それがあっという間に封殺されたのを憶えている。
もっとも、俺たちは実際には手玉に取られていたのかもし
れない。俺たちが互いに殺し合い絶滅させ合おうと熱中
していた時に、わざわざ俺たちの相手をする必要なんて
殆どない、人類よりも偉大な知性によって。
奇妙な自動工場がロボット兵器システムを大量に生産
しているという報告が初めて広まった時、誰のせいなの
か誰も知らなかったが、何かがおかしいことは明らかだっ
た。これは人類全体が新しい敵に遭遇したことを認識す
るターニングポイントだったが、非難と直接の紛争は止ま
なかった。破綻しかけていた最重要な主要システムを
ティターンズが公然と攻撃し、不可欠なインフラを掌握し
て破壊と殺戮を繰り広げた時ですら、俺たちはそれを戦
争の別の戦線だと見なして、互いに撃ち合うのをやめな
かった。
ティターンズに交渉を試みるべきだったか、奴らに話を
聞く気があったかどうか、そもそも俺たちにとってのネズミ
やゴキブリみたいな害虫害獣よりもましな認識を奴らが俺
たちに持っていたかどうかの議論は今でも続いている。
でもそんなのは全部学者の仮説だ。現実はというと、交
渉を試みなかった。その時には全てが懸かっていた、決
断する立場の奴らは、ティターンズを脅威とみなした。そ
してそれに応じて行動し、自分たちのシステムから排除
したり将来の研究のために捕まえたりしようとした。
かつてトマス・ホッブスという哲学者が、万人の万人に
対する闘争について語ったことがある。ホッブスが何を想
像していたにしろ、ティターンズが引き金になった紛争と
は似ても似つかないものだったろう。俺たちは核の炎と
バイオ疫病の静かな死を放ち、無差別に何百万人も殺
し合った。ティターンズはその災禍の中を歩き回り、俺た
ちが無力な子供かのように機械の支配権を奪い、得体の
しれない理由で何百万人もの精神を強制アップロードし
た。ティターンズに対する攻撃ですら、手持ちの策略や

装置がどれもこれも必要な時に反逆を起こしたせいで、
圧倒的な災害と破滅に終わった。
＜大崩壊＞は悲惨だった。地上でも一番荒廃し無人と
なった場所には病のように工場が建設され、おぞましい
戦争機械の軍団を生産した。人類の技術よりも遥かに発
達した先端ナノスウォームが至る所を侵食し、出くわした
脅威に対応するために変異した。生物ナノウィルスが人
類の人口を間引きし、取り返しのつかない神経の損傷を
引き起こした。強力な情報戦ワームは防御されたシステ
ムにすら浸透し、人類の重要なネットワークをたやすく引
き裂いた。捕虜は精神を強制エミュレートするために狩り
集められたが、それでも首狩りドローンに首を刎ねられた
り神経走査用の長い鼻を持つロボットに突き殺されたり
するよりはましな運命だった。神経性ウィルスによって
ティターンズの操り人形になり、俺たちの敵になる人間も
いた。奇怪で非人間的な事件や想像もできない恐怖に
ついての報告は他にもある。俺たちは、自分たちの戦い
は来るべき絶滅に対する引き延ばしに過ぎないと気が付
いた。機械の手による人類の絶滅という、数多くの小説
や映画のプロットが、俺たちの時代に現実となったのだ。
奴らは、一年以上にわたって俺たちを追い、狩りたてた。
奴らは俺たちを急いで滅ぼそうとはしていなかったし、急
ぐ必要がどこにある？ 奴らに対してできることは何もな
かった。奴らはデータと情報で、思考と神経のインパルス
で、どこにでもいてどこにもいず、俺たちにできて奴らに
できないことはなかった。奴らの影響は地球に留まらず、
軌道やルナや火星など様々な場所に及んだ。人類の拠
点があるところでティターンズのいない場所はなかった。
人類が滅ぶかもしれないことが明らかになったときのこ
とを憶えているだろうか。俺は憶えている。何百万人もが
その予兆を見た。そして、膨大な大衆が地球から逃げだ

すためなら手段を選ばない、大離散が始まった。宇宙へ
の切符を買えなかった連中は、新しい肉体が手に入るか
もしれないというわずかな希望を胸に、自身のデジタル・
バックアップを送信するのに全力を注いだ。逃げ延びた
のは十人に一人といったところだろう。
この脅威を止めるため団結した話、絶滅に直面した最
悪の時代に古い確執や煮えたぎる怒りを捨てたという話
を聞いたことがあるかもしれない。だが脱出中に北米の
軍に撃墜された一万人やライバルがティターンズの攻撃
を防ぐのに必死な隙を突かれて競合企業にネットワー
ク・セキュリティを突破された２ダース以上ものラグラン
ジュ点のハビタットという証拠がある以上は、そんなのは
嘘っぱちだ。俺たち自身も奴らに負けないくらい熱心に
人類を殺し回っていたというだけだ。
その時、登場した時と同じくらい突然に、ティターンズ
が姿を消した。惰性の攻撃と混迷が一週間ばかり続き、
それから散発的な事件を除いて止んだ。人類自身による
報復と攻撃はもう数カ月ばかり続いたが、ティターンズの
爪痕に比べればどうということはなかった。
＜大崩壊＞の後、俺たちは煙を上げる人類の廃墟の
中にいて、何が失われたかをざっと調べた。＜大崩壊＞
の前にいた数十億の人口のうち、生存者は８人に１人に
も満たず、肉体を失わなかった奴はさらに少なかった。そ
れでも生き残ったハビタットやステーションは人口過密で、
緊張が募っていた。膨大な数のインフュジーは、供給す
る肉体の数が何をどうしても足りないせいで、ストレージ
をたらい回しにされていた。永久ストレージに収納されて
忘れ去られた奴もいる。疑似環境で生きるという選択しか
ないせいで仮想現実に移行した奴もいる。幸運にも、い
ずれは自分の肉体を与えられるという約束で年季奉公
人（その多くは新しいハビタットを建設するための）になる

選択を与えられた奴すらいる。安物の大量生産シンセ
モーフを身に付けて他の奴らは手を出さない単純作業
や危険な作業をする連中を、あんたも見たことがあるは
ずだ。
死んだままの連中や肉体を奪われた連中は数ある問
題でも一番の小物に過ぎない。ティターンズに対する戦
争によって、地球は煙を上げて放射能だらけの汚染物
廃棄場になったが、危険な機械や疫病は今でも残って
いる。火星やルナの入植地のハイパーコーポ権益によっ
て新たに結成された惑星連合は、地球とその周囲の宙
域の隔離を宣言した。公式には、地球周辺に残っている
かもしれない脅威を封鎖するという、安全のためとされて
いる。あるいは、かくも悲惨な故郷を直視して自分たちに
対してやったことを自覚するのに耐えられないからかもし
れない。
１０年が経過した今でも地球は危険でリスクや思いがけ
ない要素があると言われている。部分的には真実だろう。
思いがけない要素があるのは確かだが、惑星連合はそ
れを一人占めしたいのさ。
（カサカサした雑音と呟き）
もちろんパンドラ・ゲートの話さ。ティターンズが土星の
惑星に残したのは最初の一つにすぎない。太陽系全体
でたった５個しか存在しないと思うほど馬鹿じゃないだ
ろ？ 我らが地球にもあると、大抵の物なら賭けてもいい。
ゲートを見たことはあるか？ ない？ もちろんそうだろ
う。ハイパーコーポが封鎖したのさ。自由奔放な辺境部
にあるものとは違ってな。そりゃ、ゲートキーパー・コーポ
は自殺願望と最低限の訓練さえあればパンドラで見つ
かった最初のゲートを使わせてくれるけど、運よく生きて
戻っても、向こうで見つかったものは全部奴らのものにな
る。猪突猛進で無理無茶無謀なある種のアドレナリン・
ジャンキーにはチャンスだと思うがな。
太陽系外のコロニーはどれも、新たなフロンティアに
なっている。あんたみたいな中心部タイプは、まるで金持
ちの大君主どもに占領されるのを宇宙が待ち望んでいる
かのように、植民し拡張し全てを所有しようって魂胆が丸
わかりだ。あんたらが送りこむ哀れな借金奴隷の圧倒的
な数を考えると、系外コロニーの発展は順調だろうよ。銀
河帝国を建設する大計画でもあるんだろう。俺たち。トラ
ンスヒューマン。銀河文明。
まあ、少なくとも銀河の不法居住者ではあるな。宇宙の
厳粛な誘導者が姿を見せ、俺たちは禁忌を弄んでいる
のだという警告を発した時、それは明らかになった。＜使
節＞は真実を告げているのかもしれないし、禁断のテク
ノロジーに触れてはいけないと警告したい星間異星人種
族の連合の大使を務めているのかもしれない。そう、既
に俺たちを焼き尽くし、本当に捨て去る計画なんてもち
ろん存在しないテクノロジーのことだ。「汝、自己改良ＡＩ
を産むなかれ」と「汝、パンドラ・ゲートに触れるなかれ」と
いう、連中がよこした双戒について考えてみろ。何てこと
だ。連中が知っていると思うか？ ティターンズに何が起
きたかについて？ 俺たちは奴らがどこに去ったのかす
ら知らないし、むしろそれを知りたがらないでいる。俺た
ちがゲートを利用して地元から進出していることを連中が
知っているのは確実で、あるいはそれこそが連中が本当
に恐れていることなのかもしれない。でもそもそも、どこぞ

の高度に進化したスライム状生物の言うことを聞かなきゃ
いけない理由がどこにある？
リスクを取るのが進歩の代償だろう？ はっきり言うと、
俺たちは希望を必要としている。自分で壊したものに変
わる新しい地球が、移住して兎みたいに繁殖してめちゃ
くちゃにめちゃくちゃにめちゃくちゃにする場所を必要と
している。今は少しばかり窮屈な感じが、もしティターンズ
が戻ってきたら簡単に閉じ込められて消し去られてしまう
んじゃないかって感じがするから、この太陽系の外に進
出できると知る必要がある。それを自分の力で成し遂げ
られると知る必要がある。自分たちに対しては実現しない
ことが。
ロストがその証拠だ。子供たちの一世代を高速で成長
させようという気高い目的はあったが、やり方に問題が
あった。強制成長クローンを着せ、ＶＲで育て、それから
客観時間では数年（主観時間では１８年以上だが）しか
生きてないのに大人の肉体に放り込んだんだ。子供時
代の触れ合いは、自分たちとＡＩだけで完結していた。ど
んな奴でもおかしくなるに充分だ。大きな実験ではあっ
たが、失敗し、今では人類の失敗の身近で生きた見本が
一つ増えた。
それが人類の栄光の全てだ。＜大崩壊＞から１０年を
経ても、俺たちは壊れた内紛続きの低能で、スライム生
物の囚人で、傲慢なソフトウェアにぶちのめされ、それで
もなお最大の敵は自分自身というわけだ。もう何もない故
郷を後に散開している。人口は減り、今でも日々減り続
けている。誰が俺たちを救ってくれる？ 自分たちで救う
気になることすら滅多にない。少なくともそんな気がする。
でも人類が自分で自分を救わなければ、未来はない。
そして少なくとも俺は、今諦めるためにここまで無駄に長
生きしてきたわけじゃない。あんたも俺も、事実上は不老
不死だ。銀河全体が俺たちを待っている。見に行かない
のは馬鹿げてる。
記録終了

『エクリプス・フェイズ』の年表
全ての日付は＜大崩壊＞を基準としています。BF は Before
the Fall（＜大崩壊＞前）、AF は After the Fall（＜大崩壊＞
後）の略（つまり BF10 は＜大崩壊＞の 10 年前）です。
BF60 以前
・気温の激変やエネルギー枯渇や地政学的な政情不安という
形で、地球が危機に直面。
・初期の宇宙開発によってラグランジュ点（訳注：軌道上で周辺
天体の重力が拮抗している位置）やルナや火星にステーション
が建設され、太陽系全体に無人機探査が到達。
・宇宙エレベータの建設が開始。
・医療の発達によって健康が改善され、臓器の修復が可能に
なる。富裕層は遺伝子修復や遺伝子組み換えペットに熱中す
る。
・コンピュータ知性の能力が人間の脳に匹敵し、場合によって
は凌駕する。真の AI はまだ開発されていない。
・ロボット技術が広まり、人間の仕事の多くを肩代わりしたり無意
味にしたりする。
・現代の諸国が高速無線ネットワークを拡張。
BF60～40
・巨大規模の惑星工学を地球に適用しようという努力は、多くの
問題を解決する一方で新たな問題を生み出す。
・ルナと火星に大規模な植民地が設立される。水星、金星、ア
ステロイド・ベルトの近くには開拓地が設立される。探査隊が冥
王星に到着。
・地球で最初の宇宙エレベータが完成する。他にも二基が建
設中。宇宙交通ブーム。
・ルナにマスドライバー（訳注：資材や宇宙船などを射出する施
設）が建設される。
・火星のテラフォーミングが開始される。
・核融合技術が開発され、発電技術が確立。
・遺伝子強化や遺伝子治療（長寿のための）やサイバー埋め込
み機器が、金や権力の持ち主には利用できるようになる。
・最初の非自動 AI が秘密裏に開発され、すぐに研究とネット戦
争に投入される。
・経験再生（ＥＰ）技術が開発され、一般市民にも使用されるよう
になる。
BF40～20
・暴力と政情不安が地球を荒廃させ、紛争の一部は宇宙にも
広がる。
・アルゴノートがハイパーコーポと袂を分かち、資産を自分のハ
ビタットに引き上げる。
・宇宙進出によって技術開発を制限する法律や倫理の抜け穴
ができ、より多くの直接的な人体実験が可能になる。
・人間のクローニングが実現し、一部の地域で利用可能になる。
・最初のトランスヒューマン種族が開発される。
・イルカとチンパンジーの知性化に成功。
・核融合宇宙船が広まる。
・火星への長期植民とテラフォーミングが続行中。アステロイド・
ベルトとタイタン（訳注：土星の衛星）に植民開始。太陽系各地
にステーションが設置される。
・ハイパーコーポの宇宙プロジェクトの年季隷従に飢えた大衆
が志願。
・拡張現実が広まる。
・殆どのネットワークが自己修復メッシュ・ネットワークに変化。
・個人用 AI 助手が広まる。
BF20～0
・地球の苦悶は続くが、テクノロジーの発展ペースによって興味
深い進展も見られる。

・太陽系各地に進出が進み、カイパーベルト（訳注：海王星軌
道の外にある天体密集領域。冥王星も含まれる）も例外ではな
くなった。
・トランスヒューマン種族が広まる。
・ナノテク合成機が開発されるが、エリートと権力者によって厳
しく規制され厳重に管理される。
・記憶と意識のアップロードとデジタル模倣が可能になる。
・更に多くの種族（ゴリラ、オランウータン、タコ、カラス、オウム）
が知性化。
・一部で議論が残るものの、ポッドが広まる。
＜大崩壊＞
・ティターンズが、上層部に配備されるネット戦争実験体から自
己改良する繁殖 AI に進化する。最初の数日は、これらの存在
は疑われてもいなかった。ティターンズの自意識と知識と能力
は飛躍的に増し、地球上と太陽系各地のメッシュに浸透。
・地球上の対立する国家間で大規模なネット軍事侵攻が勃発
し、無数の紛争を引き起こす。こうした攻撃の責任は後にティ
ターンズに押しつけられた。
・地球上で煮えたぎった緊張があからさまな敵意と戦争にエス
カレート。
・全面的なネット戦争が勃発し、ティターンズが表立った攻撃を
始めることで主要なシステムがクラッシュ。またティターンズは自
動戦争機械を投入。
・紛争はあっという間にコントロール不能になる。全ての勢力に
よる核兵器、生物兵器、化学兵器、デジタル兵器、ナノテク兵
器の使用が報告される。
・ティターンズが人間精神の大量強制アップロードを開始。
・ティターンズの攻撃は地球の外にも広がり、ルナと火星で一
番激しかった。また多くのハビタットが崩壊。
・ティターンズが突然、アップロードした何百万もの精神と共に
姿を消す。
・地球は放射能汚染地帯や不毛地帯やナノスウォームの雲や
徘徊する戦争機械、そして未知なるモノや廃墟の狭間に隠れ
たモノを寄せ集めた被災荒野となり、無人となる。
AF0～10
・木星の衛星パンドラで、ティターンズが残したワームホール・
ゲートウェイが発見される。その後、他にもバルカノイド（訳注：
水星軌道の内側に存在するという仮説のある小惑星帯）、火星、
天王星、カイパーベルトの四ヶ所でも発見される。これらはまと
めて「パンドラ・ゲート」と呼ばれている。
・パンドラ・ゲートを通じて太陽系外世界への遠征隊が派遣さ
れる。数多くの太陽系外植民地が設立される。
・＜使節＞と呼ばれる異星人とのファースト・コンタクトが太陽系
全体を揺るがす。他の異星人文明からの大使だと主張する彼
らは、太陽系外の生命についてはほとんど情報を見せず、繁
殖 AI とパンドラ・ゲートからは手を引くように警告する。
・強制成長クローンと加速仮想現実を利用して子供を育てよう
という計画が、子供のほとんどが死ぬか発狂するという大失敗
に終わる。生き残りは「ロスト世代」と呼ばれ、嫌悪と憐みの対象
となる。
AF10
・現在。

＜大崩壊＞からの十年間は、生き残った人口の殆どは
比較的貧乏でした。多くは、そもそもモーフがあるだけで
＜大崩壊＞前の太陽系は約８０億の人口を擁していま
も幸いだったのです。経済状況は好転しましたが、圧倒
したが、そのうち５００万人を除いては皆地球で生活して
的な不平等は残ったままで変化の兆しもありません。裕
いました。＜大崩壊＞によって人類の約９５パーセントが
福な数百万人には望みのインプラントを好きなだけ埋め
消え、現在の太陽系の人口は５億弱で、その殆ど全てが
込んだ自分専用の特注のモーフを持てるのに対し、何
地球の外で生活しています。彼らのライフスタイルは３０
億人もがごく基本的なスプライサーや労働ポッドやケー
年前では殆ど想像もつかなかったものです。具体的には、 スやシンセで我慢しなければならなかいのです。こうした
圧倒的多数が過酷な異星の気密ハビタットや気密宇宙
エリートは贅沢な邸宅や屋敷、場合によっては私有の小
コロニー（最大で居住者５０万人や長さ数キロにも達して
惑星に住んでいるのに対し、他の大勢は数百立方メート
います）に住む不老不死の存在です。
ルの居住スペースで我慢しなければならなかいのです。
ですが、こうした住居や住民の大変化にもかかわらず、
しかし、居住スペースの不平等が過去の話なのに対し、
人類の根本的な関心はたいして変わっていません。
心身の能力の不平等をもたらす経済的不平等は比較的
人々は物理的贅沢と社会的地位を追求し、様々な公的
最近かつより深刻な問題です。
私的な儀礼で身を包みます。旧世代のヒューマンと同様
旧経済と移行経済を採用している地域では、貧富の差
に、トランスヒューマンも様々な文化やサブカルチャーに
は金に表れます。新経済を採用している地域では、富に
分かれ、その全てが様々な物理環境や仮想環境を享受
意味はなく、地位と機会はレプスコアで示されます。どの
しています。政治と経済が死活的に重要なのは変わらず、 経済システムでも財産の多寡はあり、そのため、裕福な
富と権力と名声を持つ者は貧しく無力で無名な者の人
者はテクノロジーによって他人よりも一層裕福になること
生を大きな影響を与えます。
ができます。スキルウェアがあれば知識や経験が買えま
すし、マルチタスクや精神加速のインプラントを使えば一
度に複数の仕事がこなせます。幸運にもこうした強化を
大量に手に入れた者は、そうでない者よりもずっと仕事
ヒューマニティ（人類）という概念は、トランスヒューマニ
ができ、そのお陰で金や評判を更に多く稼ぐ。そうして不
ティに置き換わりました。今生きている者の殆どは地球を
平等を更に拡大するのです。もっとも、階級構造が制度
インフォモーフとして逃れ、それから新しいモーフを再着
化され成り上がりはほぼ伝説になっている中心部と木星
用しました。肉体は、服を着替えるように改造し交換する
共和国の厳格に維持されている貨幣経済とは違って、真
ことができる物なのです。アイデンティティは精神を核に
面目な仕事ぶりと熱意で評判を築くのが圧倒的に簡単
したものになり、仮想世界で生活したり様々な奇妙で珍
な辺境部の評判ベース経済では、この問題はそこまで深
しいモーフに住んだりする肉体のないインフォモーフも
刻ではありません。
存在します。アイデンティティと肉体の関係に対する多く
現状の支持者は、たとえ「持たざる者」であっても旧世
の変化に抵抗するバイオ保守派もいますが、少数意見
代の人類よりも賢く賢明で、不老不死の可能性は一番裕
に過ぎません。
福なエリートにも劣らないと指摘しています。ですが、特
殆どの人にとってのトランスヒューマニティの定義は拡
に中心部では、様々な意味で貧富の差が過去よりも遥
大していて、ＡＧＩや知性化動物といった非ヒューマンも
かに拡大しているというのも、同じく真実です。昔のエ
受け容れていますが、こうした知性体の人権と地位が議
リートは持たざる者よりも健康で食事の質も良かったかも
論になることもあります。
しれませんが、どちらも比較的似ている、基本的には人
トランスヒューマン
間のままの肉体で生きていました。今では、人類の根本
現代の人類がこうした新たしい生活様式の影響を受け
的な意味が問われています。貧しい者は富める者の快
入れ続けるにつれ、新たな問題や議論が登場していま
楽を満たすために設計された肉体に住まざるを得ないか、
す。その中でも最も大きく重大なものの二つとして、不平
あるいは肉体を全く持てずにどうにかして新しいモーフを
等の拡大と人類の方向性の多岐にわたる分裂と分断が
手に入れる手段（大抵は、一番多く金を出す者への奉
あります。
仕）が見つかるまでインフォモーフとして生きざるを得ま
せん。一方で、裕福な者は自分の心身を改造し、そうし
不平等
た長所を持たない者よりもずっと多くのことを可能とし、は
＜大崩壊＞前の十年間に開発され＜大崩壊＞後の十
るかに印象的で魅力的になります。こうした不平等は克
年間で発展したテクノロジーは、人類の在り方を変えまし
服できないようにも見えますが、より印象的なモーフや強
た。太陽系でもよほど貧しく抑圧的な田舎でもなければ、
化の多くの低価格バージョン（信頼性に乏しいこともあり
人類の圧倒的多数が過去のどんなヒューマンよりも賢く
ますが）の生産に熱意を傾けている無政府主義集団（時
健康で裕福なのです。更に、自分の精神と肉体を思い
にはハビタット全体規模でも）がいます。
つく限りどんなやり方でも改良できるのです。必要な強化
が手に入るならば、より速く思考し、憶えたことは忘れず、
クレードと隔絶
計算の天才になり、無改造のヒューマンよりも何倍も速く
多くのハビタットでは、大幅に強化されたエリートが安
怪我から回復します。再着用とインプラントを組み合わせ
物のモーフと最低限の強化しか持たない大衆や借り物
ればもっと凄まじい能力が得られます。しかしこうした恩
のモーフを使っているインフォモーフを支配しています
恵は無料とはとても言えません。

＜大崩壊＞後の太陽系

トランスヒューマニティ

が、それだけが太陽系における支配パターンというわけ
ではありません。人類は様々なサブカルチャーに分散し、
その中には各人のモーフの選択に基づくものもあるので
す。こうした隔絶には、過酷な環境で生存するために必
要なものもあります。エウロパの水中環境に住むアクア
ノーツや火星のラスターから、無重力ハビタットは比較的
安上がりでバウンサーみたいな微重力に適応したモーフ
にとって最適だという事実まで、多くの変わった環境では
生活に必要なモーフの選択の幅が極めて狭くなってい
ます。時には、究極主義者（ｐ 82）やヒューマン文化から
距離を置きたがる一部の分離主義的な知性化動物社会
の台頭みたいに、イデオロギーによってこうした隔絶が産
まれることもあります。
特殊なモーフは何十種類もあり、住民の大半や全員が
一種類のモーフやわずかな種類の特殊なモーフを使用
しているハビタットなどの入植地はもっと沢山あります。ア
ステロイド・ベルトや土星の環や小衛星では、回転せず
全ての区域が（ほぼ）無重力なハビタットが百を超えます。
その住民はバウンサーやノヴァクラブを着用しているの
が普通で、そうでなければ機械のモーフやポッドです。
また、定住者の全員がオクトモーフや新鳥類みたいな
特定の遺伝子改造モーフを着用している知性化動物の
ハビタットみたいに、他にも様々な意味で隔絶しているハ
ビタットは沢山あります。エグザルトやメントンみたいな
様々な強化モーフを着用した住民だけを受け入れるハ
ビタットもあります。全ての住民が共通のクローンを着用
しなければならないハビタットすらあります。こうしたハビ
タットの殆どすべてでは、住民が自分のモーフに施す強

化については自由ですが、モーフの外見の変更を禁止
するハビタットもあり、そのルールを破った上で変更を元
に戻すのを拒んだらそのハビタットを去らなければなりま
せん。
生存必需品である生命維持と重力を撤去したハビタッ
トもあります。こうした場所では、全ての住民は自前の機
械の体を着用したインフォモーフか、極めて特殊な場合
ではハビタットの中央コンピュータで存在の大半を過ごし
ているかです。物理世界と関わる必要ができたら、ハビ
タットが所有していたり住民たちで共有していたりする数
多くのシンセモーフの一つを拝借するのです。多くの人
には極めて奇矯に、そしてバイオ保守派にはおぞましく
思われていますが、シンセモーフとインフォモーフだけが
住むハビタットは建設や維持が一番安上がりで、地球を
逃れたインフォモーフ難民が独立を手にするには元手が
かからないのです。こうした生活を選んだ人物はインフォ
モーフとして十年以上過ごしていることが多いため、この
選択は生きたモーフに住むよりも馴染み深くて様々な意
味で快適だと考えられることが少なくありません。人類共
通の記憶から地球がより遠ざかるにつれ、その伝統と社
会的基準の重みは軽くなり、人々は納得のいく新しい肉
体や生活の形を作るのにより積極的になっています。

ファースト・コンタクト：＜使節＞
皮肉なことに、人類と異星人とのファー
スト・コンタクトは、他の人類に関心のな
い孤立者たちとで発生しました。海王星ト
ロヤ群の、予言されていたティターンズの
再臨を辛抱強く待ち続けていた終末カル
トによる僻地民ハビタットで、生命維持シ
ステムに深刻な障害が発生したのです。
苦痛のシグナルに誰かが反応するとは
思っていなかった彼らは、異星人の宇宙
船に助けられて安心とショックの両方を
感じました。
この事件の少しあと、異星人に設計さ
れた謎の船が三隻、火星とルナとタイタ
ンへと同時に接近し、自らの存在と平和
的な意図を伝えようとネットワークにログ
オンしました。彼らの存在は、最初は警
戒とパニックを引き起こしましたが、僻地
民の救出と敵意はないという保証によっ
て興奮は収まっていきました。ティターン
ズによる無言の敵意のわずか三年後とい
う時期に、新しい異星人は喜ばしくも無
害だったのです。
いくつかの異星人文明の大使を務めて
いるという主張と興味をそそられる生態系
によってすぐに＜使節＞と呼ばれるよう
になった彼らとの異種族コミュニケーショ

ンは、最初は混乱して支離滅裂なもので
した。＜使節＞はある種のテクノロジーの
発達、特に制約のない人工知能につい
て、いくつかの謎めいた警告と関心を表
明しました。彼らはデジタル存在との交
渉は全面的に拒絶し、ＡＧＩ開発に携
わっていたりパンドラ・ゲートを利用して
いたりする者との交渉を断ち切りました。
＜使節＞は、人類の存在には以前から
気付いていて観察を続けてきたが、接触
を保留することにしていたのだとほのめ
かし、特異点に対する何らかの秘められ
た恐れを感じさせています。
複数の勢力と交渉している＜使節＞の
人類との関係は、商業的なものです。人
類のテクノロジーの達成には軽蔑的なこ
とが多いものの、特に生命科学での科学
的進歩やブレークスルー、それに芸術や
歴史や文化については関心を示してい
ます。彼ら自身の文明や他の異星体に
ついては口が堅いものの、時折珍しいデ
ザインや風変わりな機能を持つ異星の秘
宝を売りに出します。これらは価値の限ら
れた平凡な小物で＜使節＞は本当に価
値がある物、特に人類の成長に大きな影
響を与える物を人類と共有しないように

慎重だというのが、有力な推測です。
生物学的には、＜使節＞は何らかの進
化したスライム状コロニーに見えます。わ
かる限りでは、彼ら同士でのコミュニケー
ションは化学的信号と受容体だけで行わ
れるので、人類との交渉にはコンピュータ
を介さなければなりません。いくつか異
なった形状の＜使節＞が目撃されている
ため、彼らは大規模な生物学的改造を
行っていると推測されています。
＜使節＞の星間船は光速に近い速度
を出せる近光速船のようです。ですが、
太陽系への訪問頻度（年に２～３回）を
考えると、近くに基地があるか、超光速航
行の能力があるか、でなければ自前のパ
ンドラ・ゲートを持っていると推測されて
います。
人類と＜使節＞の大きな相違点を考慮
すると、彼らの人類に対する本当の感情
や方針を推測するのは時間の無駄でしょ
う。ですが、彼らとの交渉を続けることで、
銀河の性質、そしてひょっとしたら人類自
身の歴史についてより深く理解できるか
もしれません。

文化と社会

懐旧宝飾品

＜大崩壊＞とその後遺症は、人類の文化と社会に大き
な影響を及ぼし続けています。＜大崩壊＞の生き残りの
９９パーセント以上は、疎開が始まるまで地球を離れたこ
とはありませんでした。彼らにとっての宇宙は、自分たち
とは違う無謀で冒険心豊かな人間が生活する遠い国、
地球民はビデオでしか見たことのない場所でした。地球
こそが彼らの故郷だったのです。それがほんの数年で、
何億人もが地球を追い出されたのです。最初に疎開した
運のいい少数派は数キロの所持品だけを持ち出し、圧
倒的な多数派は自分の肉体すら地球に置き去りにしたイ
ンフォモーフ難民でした。
今日の人類は三つの集団に分かれています。一つ目
は、＜大崩壊＞の時には既に宇宙で生活していた人類
の１パーセントにも満たない宇宙生活の本当の熟練者で
す。二つ目は、＜大崩壊＞の後に生まれたか若過ぎて
地球生活を憶えていない人口の１０パーセントです。太
陽系の全人口の残り８９パーセントは、＜大崩壊＞によっ
て地球から命からがら逃げ出すまではそれなりに幸福で
裕福な生活を送っていました。こうした地球難民は強力
な社会的影響力を形成していましたが、時が経つにつ
れ地球の記憶はおぼろげになり、人々は新しい住まいや
生活に適応しています。

失った故郷の思い出や明白な記録として、膨大な数
の地球難民が人類のかつての故郷のコイン（珍しい例
としては、古い郵便スタンプ）をあしらった宝飾品を身
に付けています。こうした品物はしばしば懐旧宝飾品
と呼ばれ、その殆どはペンダントやネクタイピンですが、
指輪になっていることもあります。＜大崩壊＞の前は、
コインやスタンプは基本的には主に好事家が興味を
持つ珍品で、ＢＦ４０にはもう実際には使われなくなっ
ていました。それでなくとも珍しかったのが、疎開の際
にこうした不要な質量の持ち込みは嫌がられたり禁止
されたりしたせいで、＜大崩壊＞で殆どが失われまし
た。もっとも、いくつかの高価なコレクションは既に地
球外に存在していました。それでもなお残った本物は
１００万個に満たないため、これらを身に付ける人々の
圧倒的多数は豊穣機で作られた精巧なコピー品を身
に付けています。本物のコインやスタンプはきわめて
高価なため、遺産漁りのためだけに封鎖をかい潜って
地球に行こうとする無謀な残骸漁りがいるくらいです。

地球への望郷
トランスヒューマンの大半、特に死にゆく地球から追い
出された人々は、今でもかつての故郷を悼んでいます。
そうした地球への望郷と懐旧は、トランスヒューマンの文
化に大きな影響を及ぼしています。地球からの品物は、
コインや乾燥させた植物みたいな些細な物ですら、大き
な経済的感情的価値を持つ貴重な思い出の品とみなさ
れています。
地球の封鎖によって、こうした品物の入手は実に困難
で危険です。その結果、地球の遺産の取引は、恐れを
知らない残骸漁りが地球に行くためだけに巡回キラー衛
星に撃ち落とされたり地球に今なお残る様々な危険によ
る死に直面したりするリスクを冒すほどの、ブラックマー
ケットの儲かる要素になっています。メッシュには、ありと
あらゆる貴重な遺産を回収するために地球に赴く果敢な
探検家の物語が大量に、そしてそうした遠征中に死んだ
り単に消息を絶ったりした探検家の物語も同じくらい大量
に溢れています。資金稼ぎと根性試しを兼ねた予備遠
征とした地球への遺産探しで本番の遠征費用を貯めた
ゲートクラッシャーのチームは一つだけではありません。
地球への懐旧はトランスヒューマン自らの再設計にも影
響しています。＜大崩壊＞前の１０年間は、人類は自由
に自分を変え始め、過激な肉体改造と商用化の始まっ
た再着用によって明らかに非人間的なモーフの数が増
え始めていました。ですが、現在のモーフの圧倒的多数
は人間らしい外見（内部構造はそうでないとしても）をし
ています。若過ぎて＜大崩壊＞を憶えていない人にとっ
てですら、個人の人間らしさを主張するのはポスト＜大
崩壊＞文化の重要な要素です。地球の思い出として伝
統的なヒューマンに似た姿にこだわる人もいますし、人類

を滅ぼそうとした怪物的で非人間的なティターンズに対
する勝利を記念するためにこだわる人もいます。究極主
義者みたいな変わり者の集団を除いては、人類の大半
は人間らしい外見を重視し、人間的な伝統や慣習を守っ
ています。それに、究極主義者の最新バージョンのリメイ
ドですら、＜大崩壊＞前に旧世代の究極主義者が設計
したものよりもかなり人間らしい外見をしています。その
結果、シンセモーフはそれなりに一般的ですが、その殆
どはヒューマノイドの外見をしています。ノヴァクラブやア
ラクノイドやフレックスボットみたいに過激な非人間型
モーフもいくつかありますが、その殆どは極めて特殊な
目的にのみ使用されています。そうしたモーフを主要
モーフとして使っていた人たちは、最近まではとんでもな
い変わり者（あるいはもっと悪い存在）と見なされていまし
たが、そうした風潮は徐々に和らぎ、少しずつ日常用
モーフとして受け入れられるようになっています。
時には、地球へのない混ざった敬意と懐旧に悪い面が
あることもあります。明らかに非人間的なモーフを選んだ
人物は、多くのハビタットでそれなりに強い偏見の対象と
なり、過激なバイオ保守派は外見が一定以上人間らしく
ない者はティターンズの隠れシンパだと非難しています。
知性化動物も多くのヒューマンからの強い差別に直面し
ています。こうした差別は中心部では比較的普通で、バ
イオ保守派の間ではかなり極端になることもあります。そ
の結果、知性化動物や非人間型モーフを好む人たちの
多くは辺境部の分離主義者社会に住んでいます。中心
部の殆どでは、知性化動物や明らかに非人間的なモー
フを主要モーフや唯一のモーフとして好む人たちは疑い
の視線を浴び、時には二級市民として扱われます。殆ど
のハビタットには体形の自由を保障した法律があり、多く
のハビタットには体形の選択に対する偏見を違法とする
法律もありますが、こうした風潮はなかなか消えません。

恐怖とパラノイア
＜大崩壊＞は根深い恐怖という遺産を残しました。この
１０年で消えはしましたが、人類の実に多くが今でも何か
するたびにティターンズが戻ってきやしないかと、無意識
のうちに意識しています。他にもティターンズの手先が既
に潜入して人類絶滅を完遂させようと準備してはいない
かと心配している人たちもいます。＜使節＞の到着は広
範囲なパニックを引き起こしましたし、＜使節＞がティ
ターンズの手先（あるいはそれの産物）だと信じている人

たちは、今でもある程度は存在します。
ティターンズを崇拝したりその方針に賛同したりする少
数派（ティターンズの超知能としてのステージに進化する
ために彼らを捜索してアップロードしてもらうことを望む、
自称「特異点探し」を含む）もいて、その多くは狂ってい
るかとんでもない変人ですが、その全員が自分の思想を
注意深く隠さなければなりません。今もなお、ティターン
ズへの協力の表明や自己改良繁殖ＡＩの開発は、殆どの
ハビタットで違法になっています。それをあえて行うなら
ば、当局が詳しく捜査しそうにない暴徒の暴力の標的に
なる危険があります。ティターンズの支援者、あるいは
もっと悪いことにいつの間にかティターンズに汚染されて
今やその手先になっていると疑われるだけでも、村八分
になったり時には殺されたりするのに充分なのです。そう
した事件は＜大崩壊＞直後の数年と比べればずっと稀
になっていますが、あまりにも奇抜で評判が身を守るほど
高くなかったり自分の行動を説明しなかったりすると、場
合によっては殺される（大抵はエアロックから放り出され
る）ことがあります。殆どすべての事件でその後の捜査で
犠牲者がティターンズとは全く関係なかったことが明らか
になっているため、殆どのハビタットではこうした「宇宙遊
泳」の加害者は厳罰に処せられます。
多くのハビタット、特に小規模で孤立したハビタットで、
他のハビタットがティターンズに乗っ取られたという噂が
定期的に流れ、様々なハビタット間問題を引き起こして
います。こうした噂はあっという間に消えるのが普通です
が、あまりにもしつこい噂はハビタット間の関係に深刻な
害を及ぼします。「あるハビタットがティターンズに汚染さ
れている」（時には、「その手先に支配されていたりす
る」）という主張は、インフォモーフやシンセモーフだけが
住んでいる先鋭的なハビタットを化け物扱いするために
過激なバイオ保守派が用いる常套手段です。＜大崩壊
＞が残した恐怖感に折り合いを付けられる人が増えるに
つれ、こうした主張は信じられにくくなっています。残念
ながら、ごく稀に、ティターンズ製の遺産に汚染されて本
当に無理やりその手先にされてしまう人たちも存在しま
す。ですが、こうした事件は稀なので、否定するのは簡
単になりました。

現実的距離、社会的距離

エクサージェント

蕃

患の脅威

［メッセージ到着。発信源：匿名］
［公開鍵解読完了］
さて、質問に答えよう。ファイア
ウォールには、「ティターンズが暴走
して人類を脅威とみなした」とか、「そ
もそも＜大崩壊＞の全責任はティ
ターンズにある」とかって話を信じて
いない奴らがいる。連中は、ティター
ンズが特異点への離陸を始めた時、

奴らが何かを発見ないし遭遇し、そ
れが奴らを変えてしまったと考えてい
る。＜大崩壊＞時に散らばった多媒
体ウィルスの幅広さと、ティターンズ
ですらその多くがそれに感染してし
まったらしいのが根拠だ。それに、不
可解な・・・ヒトが奇妙で非人間的な
生き物に変身したとか、まるで物理
法則が人類の知識なんて無視して

好き放題しているかのような、理論上
有り得ないような現象とかが、＜大崩
壊＞時に頻発したのも理由になって
いる。ファイアウォールには、パンド
ラ・ゲートを作ったのはティターンズ
じゃないという意見もある・・・この謎
のウィルスには、名前が付けられた。
エクサージェント

こいつは 蕃
ている。

患 ウィルスと呼ばれ

殆どのハビタットは遠く離れているため、希少かつ高価
な量子通信を除いた全ての通信の応答に多大なタイム
ラグが発生します。タイムラグは十秒から数時間の範囲
なのが殆どで、遠距離ハビタットとのリアルタイム通信は
困難か不可能です。孤立したハビタット同士だと通信の
問題はもっとひどくなるため、人々は自分のハビタット（太
陽系各地にある２基から２０基規模の様々なハビタット群
に属しているなら、そのハビタット群）の住民とつきあいま
す。
ハビタットやハビタット群の内部では、メッシュと呼ばれ
ている至る所に存在する無線グリッドのお陰で、住民同
士の通信は事実上瞬時に解決されます。中距離エクトを
装着していたり基本メッシュ接続を使っていたりすれば、
声の届く範囲よりもずっと遠くの他人と通信できます。ど
ちらの機器も生身の会話と殆ど区別できないＡＲ通信機
能を持っているので、両者とも暇で会話する気があれば、
ハビタットの誰とでもいつでも会話できます。眠っていた
り忙しかったりで意図的に通信をオフにしたいのでなけ
れば、いつでも連絡が取れるのです。多くの親しい友人
や恋人たちは、暇さえあれば定期的に会話してコメント
やジョークを交わしています。コメントごとに何分もタイム
ラグが生じていたらこうした会話ははるかにおかしくて頻
度も落ちるため、ハビタット間通信がここまで非公式に
なったり親しくなったりすることはありません。
エゴ投射（エゴを別のハビタットに送信し、そちらで再
着用する）による旅行は、通信ほど安くはなくとも簡単で
すが、別のハビタットへの旅行は様々なコストが伴う大掛
かりな旅だと見なされています。別のハビタットに旅立っ
たら、後にしたハビタットの住民とのリアルタイム通信はも
はや不可能となるため、新しい社交環境を見つけなけれ
ばいけないのです。新しいハビタットで新しいモーフを手
に入れるための手間と出費に加えて、自身と後にした人
脈との社会的距離も旅行のコストの一部なのです。
地球からの難民は、＜大崩壊＞以前は地球の誰とでも
簡単に通信できる環境に慣れていました。金持ちならば、
地球のどこにでも数時間で簡単に移動でき、しかもその
間これといった変化を感じずに故郷の都市の住民と通信
できたのです。しかし、人類の地球脱出によって、各人

の社会的世界がハビタットサイズに縮まりました。木星や
土星の衛星間の平均である 2 秒から 30 秒という比較的
短い通信ラグですら、通信の順序を大きく狂わせます。
タイムラグが生じる時は、殆どの通信は切れ目のない会
話ではなくメッセージで行われます。突っ込んだ議論が
必要で時間が限られている時は、自身のフォーク、つま
りデジタル・コピーを送って自分の代わりに議論させ、そ
れから融合するために戻らせます。メッセージの発信か
ら最速の返信到着まで大きなタイムラグがあるため、殆ど
の人はよほどの急用でもなければ返信を急がず、それに
よって太陽系の僻地の住民は一層孤立しています。

文化領域の発生
同じ惑星や衛星の比較的近い軌道に位置するコロ
ニー群は、ハビタット間の社会的距離の唯一の例外です。
火星の住民は火星の誰とでも即座に通信できますし、ル
ナやルナ軌道でも同様です。しかし、様々な火星の都市
国家の間や主だったハイパーコーポのドームと火星の田
舎の貧民層との対立意識は、それとは別に社会的距離
を産み出しています。別の都市国家からの来訪者も人付
き合いはしますが、排他的な社会的エリート層では、よそ
の都市国家の一員と仲良くしすぎるのは若干おかしなこ
と、場合によっては忠誠心に欠ける恐れのある行動だと
見なされています。その結果、火星人はお隣さんからす
らも孤立しがちです。それでも、火星の都市国家や軌道
ハビタットの距離が短いことにより、太陽系の他領域とは
異なる火星一般の文化が存在します。
距離の障壁は、他の領域でも似たような文化的相違を
もたらしました。木星や土星の近辺のコロニー、そして地
球軌道やルナやその軌道のコロニーは独自の文化単位
を形成しています。木星トロヤ群やギリシア群でも同様で
す。こうした領域では、住民の領域内の通信や旅行は領
域外のそれらよりも多くなっています。
社会科学者は、太陽系の各地を別々の文化領域と見
なしています。メインベルトでもいくつかの領域が似たよう
な文化領域を形成していますが、軌道の異なる小惑星
はいずれ遠く離れていくため、こうした文化単位の団結

ソルアーカイブ・サーチ：特異点探し
特異点探しとは、ティターンズの超
知能へのハード・テイクオフ（訳注：
特異点のあまりにも急激な発生）み
たいないわゆる「特異点事象」に対
する異常な熱意の持ち主です。人類
が神にも匹敵する超存在になるのは
必然だと信じてそれを真っ先に実現
しようという決意を固めた「エクス
ヒューマン」の過激派に所属している
者もいます。人類がティターンズみた
いな存在に再び遭遇して生き延びる
には相手と同様の絶対的な知性に
なるしかないと信じ、防衛衝動に基
づいて行動する者もいます。それと

は別に、自らの精神の限界に不満を
持ちより偉大な何かになろうとする、
研究者や霊的求道者もいます。彼ら
の中には、その追求の役に立つ発
達した異星人の遺産を求めてゲート
クラッシャーになる者もいます。
フォークの精神連結ネットワークを構
築したりシンセモーフやポッドに超高
速で強力なコンピュータを組み込ん
だりといった、既存のテクノロジーの
新しく珍しいやり方での活用を実験
する者もいます。
とりわけ無謀な者は、ティターンズ
によって産み出された技法とテクノロ

ジーを自らの精神に取り入れようと、
彼の非人間的な存在が残した遺産
を探します。この最後の集団は、主
に失敗が恐ろしい結果をもたらすこと
があるせいで、一番悪名高い存在で
す。時々、こうした遺産ハンターが十
年間眠っていた装置を起動させティ
ターンズのテクノロジーを局地的に
暴走させることがあるのです。こうした
事件によって、多くの人々が特異点
探しを危険かもしれない変人や正体
を隠したティターンズの手先だと見な
すようになっています。

や一体性はそれほど強くありません。太陽系の端（天王
星や海王星や冥王星の周辺）のハビタットも極めて小さ
な文化領域を形成していますが、カイパーベルトやオー
ルト雲にあるごく少数のハビタットには、あまりにも距離が
遠いため、文化領域はありません。
同じ文化領域内に属するハビタット間の通信は、領域
内の文化的差異や小規模なタイムラグによって若干おか
しいものの、別のハビタットの住民が定期的に会えるくら
いには速くて簡単なのが普通です。更に、同じ文化領域
のハビタットは、住民の殆どが領域内でのエゴ投射を利
用できるくらい密接です。逆に、異なる文化領域へのエ
ゴ投射は比較的高価です。多くの社会科学者は、十年
か二十年先にはそれぞれの文化領域が 20 世紀前半の
遠い国に勝るとも劣らない（文化の発展に伴って発生す
る物理的変化を考慮すれば、もっと大きいかもしれませ
ん）独自色を持つと予想しています。

文化的実験
地球への懐旧は今でも大きな社会的動機ですが、地
球と縁が切れたことで太陽系各地にある多くのハビタット
が新しい形の文化や社会を実験するようになりました。＜
大崩壊＞によって過去との物理的な繋がりが壊れ、最後
の旧地球政府の崩壊によって古い政治的社会的影響力
とのイデオロギー上の絆が切れたことで、多くの人類が
「自分たちは過去のない新しく自由な時代に生きている」
と感じています。懐旧宝飾品を肌身離さず一日に何時間
も旧地球を再現した疑似空間で過ごす人々も、社会的
政治的実験の可能性に強い関心を持っています。地球
の国民国家とそれが犯したいくつもの失敗を批判しない
人達は、今でも地球が滅びた日には喪に服しています。
とびきり過激な社会実験者は＜大崩壊＞後の十年で
建設された辺境部の小規模ハビタットに引っ越しました
が、社会的文化的実験に関心がある人は太陽系全土に
います。多くのステーションの住民は、様々な内装の構
造や設計のアイデアで遊ぶだけでなく、ありとあらゆるユ
ニークな社会的政治的規則を実験しています。参加者
が社会変革に興味を持っているかハイパーコーポや大
学と提携している研究者から最新理論のテストと引き換
えに資材やサービスを提供されているために、きわめて
意図的に実験しているハビタットもあります。こうした実験
には、性差が無くなった時に慣習や言語がどう変わるか
を調べるために全住民が両性モーフを着用しているハビ
タットや、その日その日の責任や仕事に応じてモーフを
自由に交換するよう住民に奨励しているステーションなど
があります。ですが、こうした計画的な実験は比較的少な
く、＜大崩壊＞後に登場した風変わりな習慣や社会構
造の圧倒的多数は、意識してかどうかを問わず、同じハ
ビタットで同じ仕事をして一緒に住んでいる気の合った
個人の集団が自分達の生活をその気質やイデオロギー
に適応させようとした結果自然に発生したものです。

性と性欲と性的関係
多くのトランスヒューマンにとって、性というのは肉体に
基づかない時代遅れの社会構造になりました。何と言っ
ても、エゴが簡単に性別を変えたり肉体を交換したり他

人の人生を XP で体験したりするのが簡単な時代に性的
役割に意味があるとは思いにくいのです。殆どのトランス
ヒューマンは今でも生まれ育った肉体と類似した性別を
持ち続けていますが、大人になった時点で性的アイデン
ティティを変えたり様々な性転換を熱心に繰り返したりす
る人たちも少なくありません。また、無性（性の欠如によっ
て目的により集中できる）や両性（男女のいい所取り）と
いった非伝統的な性的アイデンティティを試したり選んだ
りする人もいます。もっとも、多くのバイオ保守的なハビ
タットや文化では、より伝統的な性的役割が今も残って
います。
性欲も新たなフロンティアやタブーに突入しました。基
本バイオ改造によって避妊や性病予防ができるので、カ
ジュアル・セックスが普通です。高級コンパニオンや同伴
者になりたがる人はたくさんいます。実際、幾つもの新テ
クノロジーによって性的冒険は標準的になりました。仮想
現実によって相手と物理的に触れることなく性的体験が
できますし、ありとあらゆる妄想が現実になるのは言うま
でもありません。人肌の感触が好みなら、AI 搭載の快楽
用ポッドはどんな欲望も満たせますし、多くのハビタット
では合法的な性産業となっています。バイオ改造による
ものであれ再着用によるものであれ、性転換も新たな経
験をもたらしています。人間として人付き合いをする AGI
ですら、性的欲望を示します。
寿命の延長と宗教の衰退によって、結婚などの社会制
度は大きな影響を受けました。人生の中で認知上の変
化や生物としての変化が起こりうるせいで、生涯の関係
はもはや現実的なものとは思われていません。社会的契
約としての長期的関係という考えが飛躍的に台頭してい
ます。これによって政略結婚や経済的契約じみた結婚が
いくつも発生しましたが、殆どの人は今でも結婚は感情
的愛着と信頼の絆、両者ともいつでもモーフを交換でき
るために肉体を超えた絆だと思っています。

ハビタットの多様性
意見が一致した穏健派が数千人いれば、19 世紀のア
メリカの西部で独自のイデオロギーに基づいた共同体を
作れたように、独自の社会を構築できる小さなハビタット
が手に入ります。主な違いは、現代ではこうした共同体
はより速く簡単に築けるということです。メッシュには、参
加者がいずれは自前のハビタットを築くための手段を集
めようと望む、ありとあらゆる仮想共同体が溢れています。
殆どの場合はたんなる空想に過ぎず、参加者の殆どは
必要な時間や評判や金を出そうとしません。時には実際
の試みが始動することもありますが、その先導者が詐欺
師だとばれるのが落ちです。また時には、仮想サブカル
チャーが自前のハビタットを建設するために必要な熱意
と資産を集めるのに成功し、自前の物理社会を作り始め
ることもあります。何百というハビタットによるこうした文化
的実験の時代が十年経過して、幾つもの風変わりで奇
妙な社会が出来上がりました。
例えば、住民が身体を（もっとも極端な場合では顔も）
覆う AR 画像を纏い、そのモーフの本当の外見は一番の
親友と直系の家族にしか見せないハビタットがあります。
全ての住民が同じ理想的な容姿に適合するよう美容整

形を行っているステーションや、全ての住民が共通して
ある人物のクローンを使用しているステーションもありま
す。とびきり変わったハビタットの中には、過去を懐かし
んで社会と目に見えるテクノロジー全てが過去の時代、
主に BF ０～５０の時代を模倣している極端なバイオ保守
派のすむハビタットもあります。
フォークとマージングについての一般的な感情を全く
無視したハビタットすら、いくつかあります。こうした社会
の住民は、朝起きてその日の仕事を計画する時に定期
的に幾つものフォークを分岐させ、夜寝るときにそれらを
マージします。その日にインフォモーフとして活動する
フォークもあれば、個人的に所有していたり借りたりして
いるモーフを使うフォークもあるので、それぞれの住民が
毎日二つから六つの生活を過ごしていることになります。
もっと先端的に、悪名高いパックス・ファミリアの本拠地み
たいに、全ての住民が同一人物のフォークである社会も
存在します。こうした唯我論的なハビタットには、全ての
フォークはクローンされたモーフを使わなければならない
ものもあれば、それぞれのフォークは別人と見なされて
自分独自の生活を築き上げなければならないものもあり

ます。この種のハビタットで比較的穏健な現象としては、
一部や全体がある人物のフォークで構成されている（多
くの場合、様々なフォークは兄弟や姉妹として扱われま
す）家族などがあります。

パンドラの門の開放
＜大崩壊＞直後の土星の衛星パ
動させただけでなく、様々な遠い星
ゲートは、当初は研究や探検のため
ンドラにおけるパンドラ・ゲートの発見 系へと（一度に）接続できるようプログ に使われ、今では植民目的に使わ
は、人類史でも重要な分岐点でした。 ラム可能になったのです。こうした制 れています。数百ではないとしても数
この発見がもたらした可能性は、魅
御は良く言って信頼性に欠ける物で、 ダースもの系外ステーションやコロ
惑的であると共に恐ろしいものでした。 接続が前触れもなく途切れたり同じ
ニーが建設され、その中には大規模
一方では、現代の人類にはとても及 場所に再接続できなかったりすること なものもあります。生活を少しでも良
ばないテクノロジーが手元にあります。 もありますが、本格的に使うには充分 くするためなら命を張るのも厭わない
これによって、＜大崩壊＞の恐怖より 安定しています。この将来性豊かな 貧民や死に物狂いはいくらでもいる
もずっと遥かな地平線、人類が宇宙 達成が大々的に発表されると同時に、 のです。
の彼方に進出し、不老不死に近い存 これを研究した科学者コミュニティと
今では、ティターンズが太陽系を脱
在にとってすら永遠に手が届かな
その出資者が合併し、一夜にして
出するのにゲートを使ったという仮説
かったように思えた驚異を目の当たり ゲートキーパー社が誕生しました。
（その理由は不明）が広く受け入れら
にするというヴィジョンが湧きあがりま
活動を始めてから１年足らずで、こ れていますが、ゲートは未来永劫存
した。その一方で、こうしたゲートが
のハイパーコーポはゲートの彼方を 在し続けるものとして作られたようで
ティターンズの遺産である可能性も
見るために命を張る探検家である
す。その由来が何であれ、ゲートは
考慮しないわけにもいきませんでし
「ゲートクラッシャー」を受け入れまし 屈指の貴重で危険なテクノロジーで
た。これの存在は、ティターンズがい た。彼らの多くはおぞましい死を遂げ、 す。
つか戻ってきたり、銀河のどこかで遭 永遠に消息を絶った者もいますが、
太陽系で存在が知られている五つ
遇したりする可能性があることを示し 未知の世界や生命体といった素晴ら のパンドラ・ゲートとその位置、支配
ていたのです。他にももっと恐ろしい しい発見をした者もいます。これまで 者は以下の通りです。
仮説、ゲートはこの世界の産物では 遭遇した（生きた）異星の生物に知
・バルカノイド・ゲート：コールドウェル
なく、ティターンズよりも更に危険で
性体はいませんが、世界の多くは居 （バルカノイド）――テラジェネシス
恐ろしい存在が星の世界を彷徨って 住かテラフォーミングが可能でした。 ・マーシャン・ゲート：マアディム峡谷
いるかもしれないという仮説もありま
そうした驚異の中には、遥か昔に絶 （火星）――パスファインダー／惑星
す。
滅した異星人文明（イクトミ）やティ
連合
こうした「ワームホール」の謎を解く ターンズが通過した痕跡といった、気 ・パンドラ・ゲート：パンドラ（土星系）
べく、様々なハイパーコーポや政府 がかりな証拠もあります。
――ゲートキーパー社
やその他の勢力が最高の頭脳を投
太陽系全域では他にもゲートが発 ・フィッシャー・ゲート：天王星――愛
入しました。数多くの科学者コミュニ
見されています。これらの発見者は、 怒団／無政府主義者
ティがリソースを集積し、民間資産の 最初のゲートの発見には伴っていた ・ディスコード・ゲート：エリス（カイ
後援を受け、一年余りでパンドラ・
協力精神を持たず、独占資源として パーベルト）――五人衆／究極主義
ゲートの鍵を開けました。ゲートを起 頑固に離しませんでした。こうした
者

に引用まくって遊びますが、殆どの大人は自分の意見の
強調だけを目的に控えめに引用します。他人の言葉の
テクノロジーは、エクリプス・フェイズ世界のありとあらゆ
引用が多すぎる手合いは愚鈍で独創性に欠けると思わ
る要素に浸透しています。ほぼ全員が、人類が＜大崩壊 れています。耳にした長弁舌に引用が混ざっていないか、
＞みたいな事件にまた遭遇したり個人として極めて重大
何の引用かを識別するようミューズに監視させるのは誰
でまずあり得ない事故に会ったりしなければ、自分が本
でもできるので、こうした引用を発見するのは実に簡単で
当に死ぬことはそれほど多くないと理解しています。今で す。
は、多くの人々が遠い将来に向けた計画を立てています。 経験を積んだメッシュ・ユーザーは皆（多くは子供時代
殆どの場合はこうした計画はきわめて簡潔なものですが、 や十代に）、どうすれば事実関係のチェックやメッシュで
その多くが個人的関係（もし存在するならば）は生涯続く
の情報アクセスであまり長く会話を中断しないようにでき
ものになるだろうという認識を含んでいます。ですが、事
るか学んでいます。十代はよく、誰かが挙げた情報を詳
実上の不老不死は現代世界に数ある驚異の一つに過ぎ しく調べるのに休みすぎたり自説を補強する事実をまと
ません。
めるのに時間をかけ過ぎたりする同世代を馬鹿にしてい
ます。十代が他人を馬鹿にするのに使う「メッシュ・アウト
した」や「たわごと屋」といった言葉のお陰で、どうすれば
情報技術のある生活
さりげなくかつ迅速に情報を検索できるか（少なくとも他
基本メッシュ接続やエクトの持ち主（つまり人口の約９６
人と話している時には）を学ぶようになっています。大人
パーセント）にとって、生活はデータに溢れています。最
がこうしたぶしつけで明らかに嘲笑的な対応を見せること
高のインプラントの持ち主なら、メッシュにある情報は全
はめったにありませんが、雑談や会話中のメッシュブラウ
て思うだけで手に入ります。そうでなくとも、ほんの片手
間でアクセスと理解が可能です。誰かが会話の最中に口 ジングで宙ぶらりんになることが多すぎるタイプは社会的
資質が欠けていると見なされています。その結果、マル
を閉ざして少し注意がそらしていると、それはデータにア
チタスキングや思考の一時的な高速化を可能にするイン
クセス中で無意識やマルチタスクで実行するインプラント
プラントは、会話を止めずに大規模な調査を行ったり言
が無いからだと、誰にでもわかります。その結果、何人か
おうとする台詞を稽古したりできるので、需要が高騰して
が何かについて議論していて、例えばある俳優の初出
います。こうしたソフトウェアを手に入れられる人物は、そ
演ビデオのタイトルみたいな疑問の答えを誰も知らない
うでない人物よりも上品で魅力的で知的な印象を与える
時、数秒もすればみんなが答えを発見します。同様に、
のが普通です。
誰かが庭園を散歩していて、何かを見つめて少し考え込
こうした事柄全ては、メッシュや AR アクセスが全くない
んだり指を少し動かしたりすると、目の前にある植物全て
人物（ゼロと呼ばれます）は他のトランスヒューマンと比べ
の詳しいデータが手に入ります。通常のメッシュ通信が
て過酷な立場にあることを意味します。殆どの人々にとっ
届かない僻地に出かける場合には、必要かもしれない
てゼロは思考スピードが遅くて忘れっぽい上に全く持っ
データの全てにアクセスし続けられるよう、まず間違いな
て信じがたいほどに鈍感で、ゼロにとってはエクトや基本
く、遠投射リンクを用意するかインプラントかエクトにとて
的なインプラントしか持たない人ですら聡明でウィットに
つもない量のデータをダウンロードしています。基本的な
富み人間業とは信じがたい速度で物事を把握します。
インプラントでも膨大な量のデータを保持できるため、ス
トレージ量の不足が問題になることはめったにありません。
こうした簡単に手に入る膨大な情報へのアクセスは、文
既知の世界を超えて
化に様々な影響を及ぼしました。ビデオや古い映画や本
データが手に入らないというのは、ゲートクラッシャーや
や歴史的演説を引用できるというのは、今ではあっけな
地球の廃墟みたいな特殊な環境の探検者の体験でもこ
いほど簡単で数秒考えるだけで可能な特技です。子供
の上なく奇妙なものです。異星の植物やティターンに
や十代の若者はしばしば中途半端に適切な名言を大量
よって変化した人間を見て検索しても、対象に関する

テクノロジー

データが全くないか単なる推測か危険なほど信頼性に
欠けると見なさざるを得ないデータしかないことを示す、
様々なエラーメッセージが戻ってくるのです。その対象が
誰かの肩に振りかかったばかりの小さな生物で、それが
無害なものか危険なものかを知りたい時には、一層厄介
な問題になります。６０歳未満の人々の殆どは周囲に存
在するもの全ての基本的な情報が一目でわからない環
境を経験したことはありません。ある物について何も知ら
ないというショックの克服は、ゲートクラッシャーが学ばな
ければならない最優先かつ最重要な技能の一つです。

ミューズ
殆ど誰もが、自分のメディア代理人となる専用の AI を
持っています。この AI はミューズと呼ばれるのが普通で、
７０歳未満の人々の殆どにとっては生まれてからずっと一
緒にいます。ミューズは所有者の嗜好や習慣や好みを
学習し、生活とテクノロジーをできるだけ簡単にするため
に全力を尽くします。ミューズは目覚まし時計やデータ検
索システムや予定スケジュール管理や会計その他もろも
ろなどの機能を持ち、大抵は所有者の想像力次第で何
でもできます。ミューズは所有者の望みを推測しその利
益のために活動するのに熟練しているので、こうした作
業の中には指示する必要すらないものもあります。例え
ば、ミューズのスケジュール管理機能によって朝何時に
ユーザーを起こす必要があるのかわかるかもしれません
し、ユーザーからこれといった指示を受けなくとも目覚ま
し機能を実行するでしょう。ミューズが所有者の好みにつ
いて革新が無ければ質問しますが、何十年も仕えた後
ではその必要が生じることは滅多にありません。ミューズ
の喪失は愛する人の死にも匹敵するほどつらい事件にも
なり得るので、殆どの使用者はミューズのバックアップを
複数用意します。ユーザー特有の好みの全要素をいち
いち教えなければならずしょっちゅう取扱ヘルプを垂れ
流す一般用ミューズを使っていると、自分専用のミューズ
のありがたみが身にしみます。ミューズは新しいユー
ザーの好みの大半を１～２カ月で学習しますが、普段な
らばミューズが勝手にやってくれると信じていた作業が放
置されるため、この学習期間中のユーザーは短期で物
忘れが多くなりがちです。

AGI への態度
人類の圧倒的多数が、＜大崩壊＞の原因は暴走した
繁殖 AI（自己改良人工知能）だと非難しています。その
結果、＜大崩壊＞以前は一般的で数も増え続けていた、
AGI（人口汎用知能）といった機能や自己改良能力に制
約のない AI は、多くのハビタットで完全に違法になるか、
少なくとも厳しい規制を受けています。＜大崩壊＞の終
わりはほんの十年あまり前で、自分たちの故郷を滅ぼし
たティターンズと AGI は同類だと、多くの人々が見なして
います。
厳格な反 AGI 法に加えて、AGI の研究を続けている施
設の周囲で暴動や大規模なパニックが時折発生するた
め、こうした研究の殆どは孤立した施設に追いやられまし
た。それでも AGI 関係の活動に熱心に打ち込んでいる
人々はいます。AGI はポストヒューマンへの進化におけ

る次のステップだと思う人もいれば、全ての知性体を尊
重する人も、実際に AGI を崇拝する人もいます。ですが、
ティターンズの手先だというレッテルを貼られないよう、A
GI 支持者は仲間内以外では自分の意見を隠すことを学
びました。
AGI への態度がより寛大で AGI が歓迎すらされることも
ある場所（その殆どはより無政府主義的な辺境部）もあり
ます。こうした場所では AGI は繁殖 AI のもたらす脅威と
は別物で、片方の行動によってもう片方を罰するのは不
公平だと認識されています。その結果、こうした場所は通
常ならば人類社会では自分の正体をごまかさなければ
ならない AGI の避難所となっています。
規制の厳しい中心部では、ハイパーコーポと惑星連合
は安全措置と潜在的な競合者への対策を兼ねて反 AGI
感情を醸成させています。辺境部には、AGI が競合者に
なり得るということに魅力を感じ、それによって自分たち
が得られる多大な利点を理解している人たちもいま
す・・・彼ら AGI が目的と理想を自分たちと共有している
ならば、ですが。

精神改造への態度
＜大崩壊＞後の太陽系では、テクノロジーによってヒト
の精神を改造することが可能ですが、こうした改造の多く
には反対もあります。マルチタスク強化を使って短期間
フォークを作ったりするような、数時間以内のフォーク再
統合が確実な作業を嫌がる人はそれほど多くありません。
ですが、長期間フォーク、特にフォークに独自のモーフ
を自分とは別に持たせるような考えを嫌がる人は少なくあ
りません。そもそもモーフの数が足りていないせいで、
フォークにモーフを着せるのは自己中心的で無駄なこと
だという印象を受ける人が多いのです。その結果、自分
のフォークにモーフを着せる特殊な事態でも、一度に複
数の肉体を使っていることによる社会的非難を避けるた
めにシンセモーフを用意するのが普通です。
何時間も存在し続けているフォークは、その人格が若
干変化し始めるため、多くの人に不安を抱かせます。自
分ではない自分が存在するというのは殆どの人にとって
幾分か不快なものなのです。フォーキングが日常生活の
一部でフォークが一日か二日存在し続けることも珍しくな
いハビタット（その殆どは辺境部のもの）もありますが、来
訪者の殆どはそうしたハビタットを不快で奇怪に感じます。
ですが、自発的フォーキングは少し奇妙だと見なされ
ているだけなのに対し、フォーキングや関連する精神テ
クノロジーの非自発的使用への嫌悪は強烈で、様々な
凶悪犯罪ものフィクションの題材になっています。知らな
いうちに精神をコピーされて非自発的なフォークが（しば
しば秘密裏に）作られているというのは、滅多に起こらな
いことではありますが、絶望的な恐怖と思われています。
同様に、心理的問題の治療や様々な犯罪への刑罰とし
ての精神手術はそれ自体が不安や不快を催しますが、
違法な頭脳ハッキングは太陽系の住民のほぼ全員に恐
怖と嫌悪を抱かせます。非自発的なフォーキングや精神
ハッキングには厳罰が科せられます。多くのハビタットで
は、死刑（全てのバックアップとフォークの破棄を含む）が
適用されうる数少ない犯罪の一つとなっています。

プライバシー

旅行
別のハビタットや友人コロニーへの旅行は極めて簡単
かつそれなりに金がかかります。長距離エゴ投射や到着
先でのモーフの購入には大金がかかります。この問題を
解決するために、旅行者は様々な手口を編み出しました。
例えば、あるハビタットを何日か訪れるだけで主な目的
がリアルタイム交渉ならば、旅行の間インフォモーフのま
までいて交渉は AR で行い、再着用の費用を全て節約
することを選ぶことがあります。モーフが必要でも長く滞
在する予定が無ければ、殆どのハビタットでは一般的な
スプライサーやシンセモーフ、そして若干の追加料金で
エグザルトを借りることが可能です。火星やエウロパや
様々な無重力ハビタットみたいな特殊な環境では、スプ
ライサーの代わりにラスターやアクアノートやバウンサー
が代わりに用意されています。これらのモーフは一週間
以内ならさしたる困難なしに利用できますし、交渉や料
金が足りていれば一カ月は利用できるのが普通です。そ
の間、旅行者の本来のモーフは自宅のハビタットで休眠
状態に保たれて、エゴの帰還を待っています。
別のテクニックとしては、同じ時期に自分の旅行先から
入れ違いにやってくる知人とモーフを交換するというのも
あります。メッシュで会っただけの他人とそれをやることは
滅多にありませんが、ビデオなどの娯楽には自分のモー
フや身元を盗まれた人々の話が沢山あります。こうした怪
談には、実際の事件に基づいたものもいくつかあります。
知らない人に自分の肉体を預けようという人は滅多にい
ませんし、自分のモーフは誰にも貸さないという人も沢山
います。
ですが、有料で旅行者インフォシークの生きた「タク
シー」になり、連れて回ろうという人はいます。こうした場
合に「屋根乗り」しているインフォモーフはモーフを直接
支配することはできず、運転手に対して電子的に目的地
を指示したり会話したりする、単なる乗客に過ぎません。
新しいハビタットに移民したり数カ月以上滞在したりしよ
うと思う旅行者は、自分のモーフを手に入れなければな
りません。彼らは古いモーフを肉体銀行に売って新しい
モーフの費用の足しにするのが普通です。代わりに、高
価な特注モーフの持ち主が比較的短距離に旅行するな
ら、何週間かは一般的な殻を借りて古いモーフを特急便
で送らせるでしょう。それが大きな出費になることは滅多
にないので、高級な特注モーフの購入や交換よりは安
上がりなのです。

プライバシーは太陽系の住民の殆どにとっては貴重な
財産ですが、多くにとっては馴染みのない概念だと思え
るくらい稀な財産でもあります。２０世紀や２１世紀初頭に
おけるプライバシーは「注目を浴びなかったり匿名のまま
でいたりする能力」と「不許可侵入を避ける能力」という二
つの概念で構成されていましたが、今日では完全に分
離しています。前者は、殆どの人々の現代生活からは激
減しました。何かをメッシュの非プライベート領域にアッ
プロードする人は、それを見たい者は誰でもそれを見れ
ると知っています。同様に、メッシュに接続したセンサー
搭載装置がどこにでもあるため、公開区域に滞在するな
ら自分がどこに行って何をして何を言ったかは誰にでも
わかることだと理解しています。その結果、誰もがその公
開生活（メッシュ上であり生身であれ）が簡単に検索でき
るデータベースに収録されているのです。殆ど誰もが、よ
く「ライフログ」と呼ばれる自分の生活のこうした記録を残
しています。匿名性はもはや時代遅れの概念であること
を理解し、殆どの人が自分のライフログを公開しています。
私的住居の内装は常時監視を受けてはいませんが、
殆ど全てのハビタットでは有害薬品の流出や大火災や
爆発や減圧といった急激で危険を秘めた事件のために
全ての記録を緊急サービス業者や AI に報告する緊急
用センサーが、全ての建物に設置されています。＜大崩
壊＞時の様々な事件や人類の殆ど全てが今では過酷な
環境に囲まれたハビタットに住んでいるという事実により
こうしたセンサーは標準的な義務です。私的住居に緊急
用センサーの設置を認めていないハビタットもいくつかあ
りますが、殆どの人はこうしたハビタットを潜在的デスト
ラップだと見なしています。こうした緊急用センサーは何
らかの事件によって起動していなければ危険の兆候の
有無しか記録していません。この制限によって、自宅で
は個人のプライバシーが確保できるのです――誰かが
家にこっそり記録装置を仕掛けていないと確信できるな
らば、ですが。根本的には、監視されないでいることは配
慮と信頼の問題で、自分の行動の殆どは膨大な公開記
録の一部になると、誰もが理解しています。
それとは極めて対照的に、ポスト＜大崩壊＞の住民は
不許可侵入を避ける自由を注意深く尊重されています。
個人住居や個人の電子ファイルに対する無許可侵入は、
生身のもののデータ上のものも、殆どのハビタットで犯罪
となり、多くのハビタットで重罪となっています。また、メッ
シュも拡張現実も AI を媒体としたありとあらゆる宣伝ウェ

ソルアーカイブ・サーチ：麻痺入力
＜大崩壊＞の間、攻撃を仕掛けた
ティターンズは様々な AR やオンライ
ンへの侵入を行い、その目標が干渉
されたり場合によっては麻痺したりし
たことすらありました。こうした攻撃で
一番基本的なのは、人々に現実とは
まったく異なる物理的環境を信じ込

ませる欺瞞性の AR 幻覚でした。こ
れに騙された人々は、味方を攻撃し
たり大規模なパニックを引き起こした
りしました。より高等なものでは AR の
感情要素を標的とし、恐怖などの感
情的反応を引き起こしました。また、
フィルターを無視して神経にダメージ

を及ぼすほど強力な、圧倒的な感覚
入力に晒された人もいます。
脳がデータを処理する過程を悪用
して人間の精神を破壊すると言われ
る視覚などの感覚入力攻撃、いわゆ
る「バジリスク・ハック」についての噂
や恐怖が存在しますが、信頼できる
報告は確認されていません。

アであふれていますが、その殆どは比較的無害で対象
の人物が合法的な関心を抱くであろう品物や情報や
サービスを慎み深く提案するよう進化してします。不要な
宣伝は各自のミューズが排除します。ミューズの選別フィ
ルターを突破できる宣伝を作ることが可能なのは確実で
すが、それは違法なのが普通です。
不許可 AR 侵入も同様に制限されています。AR テクノ
ロジーの初期にはユーザーが不要で邪魔な入力に圧倒
される（「霧が実に濃くなった」と言ったものです）という重
大な問題がありましたが、こうした侵入を防ぐために法律
と慣習の両方が変わりました。今日では、探しているデー
タか興味があるかもしれないデータしか見えないと思っ
ている人がほとんどで、興味のないデータはすぐに消え
ます。大量の不要な AR データに囲まれるのは、ハビタッ
トのメッシュか自分の電子機器に重大な問題があり、場
合によってはハビタット全体が情報兵器の直接攻撃を受
けていることを意味するため、不快で邪魔なだけでなく
恐ろしいことなのです。

生と死とモーフ

人類にとって死はもはや確実なものではなくなりました
が、可能性は残っています。＜大崩壊＞前の十年間、
人類の大半は不老不死を手にしているという考えに慣れ
始めていました。そこに、ほんの数年で、ティターンズが
人類の９割以上を滅ぼしたのです。これほど膨大な無駄
死にという恐怖に直面して、生き残った人類の生存を確
保する努力は最優先になりました。今では、不老不死の
テクノロジー、アップロードや皮質スタックやそれに伴う驚
異のテクノロジーは一般的になりました。
今日では、太陽系の住民の殆ど全て（最も過激なバイ
オ保守派を除いて）がこの事実に適応しています。誰も
が、自分は永遠に生き続け、友人や愛する人々や敵もま
た同様だと考えています。ですが、死は珍しいとはいえ、
今でも発生します。大規模な事故で脳だけでなく皮質ス
タックも破壊されることがありますし、あまりにも凶悪な犯
罪に対する刑罰としてエゴが消去されることもあるのです。
もっとも、処刑の作業は数十年前よりもかなり困難になっ
ローテクの存在
ていますが。
人類の９５パーセント以上が人工のモーフを着用してい
殆どの人（貧乏で新しいモーフを買えない人を除いて）
ます。その殆どは基本的なインプラントも埋め込んでいて、 にとっての一時的な死は、２０世紀後半の人々の殆どに
そうでない者の圧倒的多数も網膜ディスプレイを始めと
とっての胃インフルエンザや腕の骨折といったそこそこの
する簡単な周辺機器を備えたエクトを携帯し、それに
不運に相当する、不快な出来事です。殆ど全てのハビ
よって自分を取り巻く膨大な情報のネットワークを存分に
タットでは、故意にしろ過失にしろ誰かの一時的な死に
知覚し扱うことができます。ですが、残りの４パーセント弱
責任がある者がいれば、被害者が同一のモーフを再着
は基本的なインプラントのないフラットやスプライサーを
用する費用を支払わなければなりません（被害者が何ら
着用していて、エクトなどの基本的なテクノロジーを利用
かの再着用保険に入っていなければ、なおさらです）。
することもできません。
一時的に死んだ人には、再着用後に親しい人全員の見
エクトは実に安い上に太陽系での生存には欠かせない 舞いや知人や同僚からの E カードの山（みんな、死への
ため、こうしたテクノロジーを持っていないのは社会階級
同情と肉体を纏った世界への帰還の祝いです）が待って
のどん底の住民だけです。その中には一番辺鄙なハビ
います。こうした「蘇生祝い」の交換は、緊急サービス従
タットの一番貧乏な住民もいますが、殆どは奴隷かそれ
業員みたいな一時的な死のリスクがつきものの業界には
に似た存在です。木星共和国の最低階級やハイパー
つきものとして馴染んでいます。
コーポや惑星連合の奉公人の最低階級（特にルナや火
意図的にモーフを買えたり一時的にインフォモーフに
星の）は個人的な情報機器を手に入れることができませ
なったりすることを選ぶのは、また別の問題です。多くの
ん。こうした人々は、懲役中の犯罪者か、有用な技能に
人は、モーフ交換の決断と実作業に少なくとも一日か二
欠けていて AI にやらせても効率の変わらない単純な肉
日を費やします。その間は、友人や同僚の全員に再着
体作業に従事しています。
用する予定だと連絡するのが礼儀だとされています。生
こうした不幸な「ゼロ」たちは、メッシュへのアクセスが無
身での訪問やカードや E カードでその件について説明
いことで、殆どの人が当然のように享受している膨大な A
する際には、相手が簡単に自分だと分かるよう、新しい
R という資産を認識できない、精神的社会的障害者と
モーフの外見の画像も用意するものです。ですが、自分
なっています。また、声の届く距離にいない相手と話を
でもモーフをアップグレード中の相手に新しいモーフに
することも信号や店の看板といった殆ど全ての情報にア
ついて詳しく説明するのは配慮が足りないと思われてい
クセスすることもできません。必要な時には、ゼロの集団
ます。再着用から数日の内に知人全員に新しいモーフ
の管理者や監督が携帯メッシュブラウザへのアクセスを
を紹介する「再着用パーティー」をするのが普通です。当
許可します。こうした機器は２１世紀初頭に一般的だった
人の懐具合や知名度や社交性次第で、こうしたパー
携帯端末によく似ていますが機能が制約（通信の禁止
ティーはホテルのダンスホールで催される贅沢な宴会か
や丁寧に隠蔽された話題のメッシュ検索の制限が普通）
ら自宅でのささやかな身内の集まりまで色々あります。
されています。
永遠の死の扱いは大きく異なります。かなり珍しい上に
ゼロは AR やメッシュにアクセスできないことで他人から
もはや予想されなくなったため、死にまつわる古い葬礼
ほぼ完全に隔離されているため、効果的に団結したり支
は廃れ、そこに新しい慣習が誕生しました。どの死も＜
配者のトラブルになったりすることもできません。辺境部
大崩壊＞で永遠に死んだ数十億人を思い出させるため、
の殆どでは、ゼロの存在は惑星連合や木星共和国によ
数少ない葬式の殆どでは故人と＜大崩壊＞の犠牲者を
る人類に対する最大級の犯罪だと見なされています。
共に追悼します。

失われた伝承
人類知性が有史以来地球で蓄積してきた知識とメ
ディアの量は驚くほど膨大です。＜大崩壊＞以前です
ら、多くの軌道定住施設が、一度でもデジタル媒体に
変換されたことがあるありとあらゆる本や絵画や歌や映
画やテレビ番組やテレビゲームや新聞記事や雑誌記
事の全記録、そしてインターネット・アーカイブ全体の
バックアップを持っていました。ですが、＜大崩壊＞で
様々な破壊プログラムが放たれたせいで、存在を永遠
に消されてしまった物もあります。
その結果、蓄積された地球の歴史とデータは断片的
で不完全なものとなっています。大半は残っています
が、失われた財産もあるのです。ティターンズが情報シ
ステムに絶え間なく攻撃を仕掛けていたせいで、＜大
崩壊＞時代のメディアは特にひどい有様です。パブ
リック・ドメインから地球上の電子の扉の奥に引き上げ
られた知財データは、当時に地上のデータを宇宙に転
送してのけたいくつかのハイパーコーポのものを除け
ば、もっと奥が失われています。
遺失データの回収は残骸漁りや考古学者にとっては
儲かる仕事ですが、封鎖された危険な地球や＜大崩
壊＞で破壊された遺棄ハビタットの捜索は危険な作業
です。

娯楽とメディア
かなりの量のメディアが地球の＜大崩壊＞から生き残り、
数多くの現代人が歌や物語やレポートなどのメディアの
生産で生計を立てています。こうしたメディアは皆基本的
なインプラントやエクトや（ごく稀な場所では）時代遅れの
携帯端末で簡単迅速にアクセス可能です。ですが、その
殆どは万人の好みに合うわけではなく、多くは凡庸でも
あります。その結果、殆どの人は自分と自分を露出する
かもしれないものの間に二段階の評価基準を置いていま
す。
一つ目は人気と批評レビューに基づくものです。それ
ぞれのメディアにはレーティングがあり、高いレプスコア
の持ち主がその美展や欠点について批評した意見に
よってそれが左右されることもあります。専門のＡＩも消費
者の反応を評価していますから、各個人は信用する批
評者の意見を聞いたり、世間一般や各自の社会層やサ
ブカルチャー分野で人気があるメディアを探したりできる
のです。
二つ目のフィルターは各自のミューズです。ミューズは
所有者の嗜好やムードを学習し、様々な種類のメディア
を自動的に検索して推薦します。何か面白そうなものか
ら自分の意見に反論するものや今気になっているニュー
ス全部まで何でも、ミューズに頼んで検索させることがで
きます。ミューズはユーザーの好みに対する知識にレー
ティングや批評を加味して判断します。全てのメディアを
自分の関心と好みに合うように編集するよう、ミューズを
設定することすら可能です。それがもっとも極端になると、
この過程によってニュースが実際の出来事とは全く関係
ないくらい歪んだり改変されたりすることもあります。まだ

一般的な場合では、ミューズは所有者が興味のない
ニュースの要素や記事を削除するだけです。
レーティングと批評とミューズによってメディアの洪水か
ら逃れることはできますが、その反面サブカルチャーの
障壁も強くなってしまいます。実に多くの人々が、既に
持っている意見や認識を補強するメディアやニュースし
か探さないのです。知性化タコから＜使節＞まで全ての
非人間を信用していない異種恐怖症な人物は、邪悪な
エイリアンや凶悪犯罪に手を染めるおぞましい知性化動
物を扱ったニュースやＡＲドラマをしょっちゅう見ます。同
様に、自分のハビタットにしか関心が無い人物は、自分
のステーションに影響する言及だけしか通さないよう、外
部のニュース全部をミューズに変更させます。

大きく異なったサブカルチャーや社会層の住民は、極
めて現実的な意味で、全く違う世界に生きています。こう
した隔絶を和らげるのは、多くの人々は最高の評判スコ
アを持つ人の生活や意見を真似しようと思っているという
事実です。大抵の場合、こうした人物の高いレプスコア
の多くは、様々な種類の情報に対する関心を持ち接触
（少なくとも把握）しようという気があることによって培われ
ます。その結果、ハイレプ・セレブの意見に接することで
本来ならば得られなかったであろう情報に遭遇すること
があります。また、多くのハビタットでは、ミューズによって
フィルタリングされてはいけないくらい重大なニュースに
はメディア配信を担当するＡＩがタグを付与します。こうし
たタグ付与が定期的で珍しくないハビタットもあれば、
もっとも重大で生死に関わる可能性のある情報にのみ付
与するハビタットもあります。こうしたステーションでは、そ
れより重要性の劣る理由でミューズを迂回するのはプラ
イバシーの重大な侵害、場合によっては犯罪と見なされ
ます。

一般的な娯楽
電子的娯楽として最も一般的なのは、ビデオ、ビデオ
ゲーム、ＶＲワールド、ＸＰそしてＡＲゲームです。

ビデオとビデオゲーム
ビデオは、高品質視聴覚娯楽でも視聴者が主要登場
人物の視点から嗅覚や触覚や味覚も追加して体験でき
る完全没入体験としても楽しめる受動的な娯楽です。視
覚と聴覚だけでこれを見るのは、３Ｄで双方向性なことを
除けば、古い２０世紀の映画を見るのとほぼ同じです。そ
れに対して、完全没入だと実際に物語の中にいるのとほ
とんど同じです。
現代ビデオの殆どでは、暴力レベルや性的要素の好
みや量や主な登場人物の外見などの内容を調節するこ

とが可能なテーマ／嗜好設定が可能です。また多くのビ
デオでは、ハッピーエンドやビターエンドやバッドエンド
を好む視聴者に合わせていくつかのエンディング設定が
用意されています。その結果、設定が大きく異なるなら、
同じビデオを見ている二人の人物が全く異なった体験を
しているということもあり得るのです。
ビデオゲームはビデオと似ていますが、それよりもはる
かに柔軟です。ビデオゲームでは、視聴者は登場人物と
一緒に物語を体験するだけでなく、洗練された２１世紀
のテレビゲームと同様に、自分が登場人物になって自分
の行動で物語を作ります。最大で数十人か、あるいは
メッシュ経由で何千人も参加できるゲームもあれば、一
人プレイ用に設計されたものもあります。ビデオゲームの
自由さはまちまちです。いくつかのキャラクターがＡＩに
よってコントロールされていることを除けば多くのＶＲ世界
とよく似ているほぼ完全に双方向な物もあれば、プレイ
ヤーの介入がいくつかの重大な決断に限られている、か
なり単純で制限されている物もあります。ビデオとビデオ
ゲームの厳密な違いは曖昧ですが、対象が一人であれ
全員が比較的密接している数人であれ、共通する特徴
があります。ビデオとビデオゲームは最も一般的な娯楽
の形態で、＜大崩壊＞前の地球を舞台としたものが特に
人気があるということです。

ＸＰ
経験再生（ＸＰ）は、一人の人物の感覚入力の記録で
構成されている特殊なビデオ形態です。太陽系の住民
のほぼ全ては比較的平穏でリスクを嫌った生活を送って
いるため、オリンパス山の登攀や最高級に贅沢でエキゾ
チックなハビタットでの一日や地球への残骸漁りミッショ
ンやゲートクラッシュみたいな冒険の鮮烈な体験をしたく
てウズウズしています。また、ありとあらゆる暴力や危険な
犯罪の実行者の記録や重武装した犯罪者と警官が繰り
広げる本物の銃撃戦（しばしば視点を提供するモーフの

メタセレブリティー
カルチャー業界がすぐに気付いた
ことですが、医療技術と再着用テクノ
ロジーは特定のタレントにスポットライ
トを浴びせ続けるメディアの維持力と
対決しました。誰もが美容整形できる
なら、美形なだけでは美人になれな
いのです。もっと根本的なことに、有
名人が外見をしょっちゅう変えてもは
や一目では誰だかわからなくなると、
セレブに対する大衆の関心は薄らぎ
ました。
メタセレブリティー、つまり生身の人
物ではなくキャラに基づいたタレント
を売りだすというのは、大手娯楽によ
る対抗策の一つです。それぞれのメ
タセレブリティーは（極めて高価な）
独自の特注モーフを持っていますが、
それを着用する人間がしばしば交替

するのです。例えば、女優のアン
ジェリーク・スターダストは、かつては
生身の人間でしたが、オリジナルが
スターの座に登ってすぐ自分のセレ
ブリティー・キャラクター権をエクスペ
リアに売却し、今では１ダース以上が
演じた経験を持つキャラクターになっ
ています。同様に、受賞経験もある
悲劇俳優のジョアン・グエンは＜大
崩壊＞で死んだきり失われたアクショ
ン・ヒーロー・スターをベースに構築
されたペルソナです。多くのメタセレ
ブリティーは架空のキャラクターをモ
デルとしています。札付きのバッド・
ソン・ミーヒー

ガールである 孫美姫 はスクリーンの
外でもエグイ悪役で、どこに行くにも
ペアという設定の険しい顔をしたス

マート豹が一緒です。メタセレブリ
ティーを演じる俳優の多くは、役をよ
りうまく演じるために心理手術を受け
ています。
メタセレブのペルソナは厳しく管理
されていて、特定の消費者グループ
にアピールするメディア製品として展
開されています。彼らはハイパーエ
リートの中で活発に動いているもの
の、生粋の名士の多くからは良くて
ユーモラス、悪くて下らないと思われ
ています。とはいえ、一体一体のメタ
セレブの慎重に組み立てられたイ
メージの背後にいるメディア・エンジ
ニアのちょっとした軍団を侮ったりぞ
んざいに扱ったりしてはいけないと、
身をもって学んだ名士もいますが。

死で終わる）といった、あまり趣味のよくないＸＰにも金に
なる周辺市場があります。
メッシュ接続があれば誰でも自分の経験のＸＰを作れま
すし、エクトかメッシュ接続があれば誰でも感覚記録にア
クセスできます。＜使節＞との人類初の会談みたいな特
にエキサイティングなＸＰを売れば、金やレプが山ほど稼
げます。殆どのＸＰは、感覚記録とその提供者の表層思
考で構成されています。ＸＰにアクセスする人の多くは感
覚記録にしか興味が無く、他人の嗜好や感情の記録が
自分の頭にあるのは押しつけがましくて不快だと感じて
います。ですが、感情の記録も含めたＸＰ全体へのアク
セスこそがその体験をより深くリアルにすると感じる、ハー
ドコアなＸＰ愛好家もいます。
ＸＰファンの少数でも重大な一部は、定期的に自分のＸ
Ｐを売る果敢な「Ｘキャスター」の一人か二人に夢中にな
り、その作品の全てを付随する思考ごと体験します。こう
したＸＰファンには、個別の経験よりもそれを記録した人
物の方に強い興味を持つ人もいて、しばしば相手を明
確に識別できたり場合によっては恋に落ちたりする程に、
特別で明確に理解していると信じる人もいます。更に、あ
る人物のＸＰに頻繁にアクセスしすぎると、その人物の
様々な癖や喋り方を模倣し始めます。特に有名なＸキャ
スターは、自分特有の表現や癖を真似する何万人もの
ファンに会うと、むしろ気分を害します。
「エクセラー」と呼ばれる少数の筋金入りのファンは、自
分のモーフを好みのＸキャスターに似せて改造します。
本物のＸＰ作品の一部になろうとしたのか、実際にとある
Ｘキャスターに接触したり付け回したりした、偏執狂のエ
クセラーもいます。殆どのハビタットとサブカルチャーで
は、エクセラーはとりわけ愚鈍で無意味な生活を送って
いるとの見方が広まっています。熱烈なエクセラーはし
ばしば精神的に不安定で情緒不安定の恐れがあると見
られます。

ＡＲゲーム
拡張現実（ＡＲ）ゲームのプレイヤーは、物理世界の出
来事とそれを描き直した拡張現実の幻像の出来事の両
方に立ち向かいます。例えば、ある別のプレイヤーが普
通の服を着たスプラーサーだとしても、ＡＲゲームのプレ
イヤーにはおぞましい腐乱したゾンビや奇怪な異星の生
命体や完全武装の兵士に見えるでしょう。こうしたゲーム
は、物理的に近くにいると交流できるので特定のハビタッ
トや都市を中心とした地元指向のものになりがちですが、
同じ文化領域にあるハビタットでリンクしているゲームもあ
ります。
これらのゲームの性質と激しさは様々です。参加者が、
自分は潜入中のスパイみたいなエキサイティングでユ
ニークな役割だと想像する長期間のゲームもあります。
プレイヤーは、何か恐ろしい大災害を防ごうとするタイム
トラベラーから自分のハビタットでティターンに感染した
手下が計画している陰謀を暴こうとする秘密工作員まで
どんな存在（お菓子デザイナーや個人秘書というのは単
なる変装）になることができます。日々の生活で、プレイ
ヤーは互いやゲームの運営者とメッセージを交換します。
こうした長期ＡＲゲームには何年も続いているものもあり、

いちばん古いので２０年近く続いています。
その一方、短期ＡＲゲームは数時間や数日で終わりま
す。こうしたゲームの運営者は、期間中ホテルや公園や
様々な公共施設を借りるのが普通です。こうしたゲーム
の殆ど全ては強烈にドラマチックで、ゾンビの大群の襲
来やエイリアンの侵略への抵抗からフランス革命のバス
ティーユ襲撃みたいな地球の歴史的事件の再現への参
加まで、何でもでもあります。こうしたＡＲゲームはＶＲ世
界やビデオゲームほどディティールが細かくないでしょう
が、多くのプレイヤーはゲームの時に物理的にその場に
いるという「リアリズム」を重視しています。
ＡＲゲームへの参加者は物理世界で行動し、それには
破壊的な行動や危険な行動すら含むため、ＡＲゲームの
デザイナーは問題を防ぐために念入りに注意しています。
初期のＡＲゲーム（大半は＜大崩壊＞の２０年以上前の
もの）では、プレイヤーが重傷を負うことが時々ありました。
いくつかの恥知らずなＡＲゲームデザイナーは、自分た
ちの行動は単なるゲームの一部にすぎないと思っている
プレイヤーを利用して、自分たちのゲームを本物の強盗
やテロの偽装に使いました。それ以来、警察の監視ド
ローンはＡＲゲームのプレイヤーをきめ細かく追跡してい
ます。殆ど全てのハビタットでは、ＡＲゲームの運営者は
現地の警察に申告しなければならず、でなければ巨額
の罰金を科せられます。

ＶＲ世界
仮想現実（ＶＲ）世界は、主要キャラクターの多くが人間
やその他の知性体によってプレイされている再現空間
（大規模で実感性の強い再現環境）の創造に関わる娯
楽です。ビデオやビデオゲームと違って、再現空間は特
に参加者が大量であることを念頭に置いて設計されてい
ます。ＶＲ世界には、地球史の様々な時代の複製から魔
法やドラゴンなどの驚異が存在する精巧で風変わりな
ファンタジー世界まで、ありとあらゆるものがあります。
様々な異星の世界やタイムトラベルみたいな特殊な設定
もよくあります。ビデオの場合と同様に、一番人気がある
再現空間は＜大崩壊＞前の地球を舞台としたものです。
ＶＲ世界には数十人から数万人が参加できます。多く
のユーザーは最高の体験を求め、メッシュ経由の無線接
続よりも高品質で途絶の少ないことが多い有線サーバー
接続によって再現空間にアクセスします。仮想現実に没
入中は肉体の制御ができず、その肉体が激しく動き回る
ことがちょくちょくあるため、殆どのユーザーはその間、自
分のモーフをタンクや特製のカウチに安置します。ＶＲ店
は客が物理的にジャックインするための専用優先ポッド
を用意しているのが普通です。また、ユーザーが快適な
自宅からＶＲを体験できるよう、多くのハビタットにはＶＲ
専用の有線システムがあります。
ハビタット間の距離と通信ラグのせいで、どんなに人気
のあるオンライン再現空間でもハビタット別に異なる領域
として運営されていて、他のハビタット／領域との交流は
制限されています。1880 年代のイギリスを舞台とした『ギ
ルデッド・エンパイア』みたいなＶＲ世界は人気があるの
で、あるハビタットや世界から引っ越しても仲間プレイ
ヤーの顔ぶれが新しくなるだけで、同じゲームをプレイし

続けることができます。
ＶＲ設定の珍しい特徴の一つに、インフォモーフ難民を
含む大量のインフォモーフが参加しているというのがあり
ます。その結果、どんな初心者でもＡＩが動かしている
キャラクターと人間が動かしているキャラクターの違いは
簡単にわかる一方で、そのキャラクターをプレイしている
人間に生身の肉体があるかどうかを知るすべはありませ
ん。

物理的娯楽
様々な電子的娯楽や電子媒体上の娯楽に加えて、
サッカーから低Ｇエアレース（参加者が翼を身に付けて
速度や曲芸飛行を競う）みたいな新しいスポーツまで、
様々な肉体的スポーツが楽しまれています。更に、どん
な負傷でも治療タンクで治せたり死体や瀕死体から皮質
スタックを取り出して新しいモーフに取り付けたりできるの
で、様々なエクストリーム・スポーツが誕生しました。＜大
崩壊＞の十年前頃から、まずあり得ないような状況でも
なければ死にたくないのに死ぬことはないと、様々な人
が気付き始めたのです。これによってしばらくの間、エク
ストリーム・スポーツ、更には一部の金持ちの趣味として
の自殺（現在着用中のモーフを様々な珍しい方法で殺
し続ける）が流行りました。ですが＜大崩壊＞と人類の９
割以上の永遠の死によって、何年も続いた死亡遊戯へ
の関心は大きく衰えました。死を味わうためだけに自殺
するのは、良くてそれなりの悪趣味と見なされ、多くの
人々がこうした行動は＜大崩壊＞での大量死を貶める
物だと信じているのです。娯楽の最前線で命を賭けるこ
とへの関心は増していますが、意図的な自殺が奇抜で
悪趣味と見なされている趣味であることに変わりはありま
せん。
十年近くにわたって決闘が大流行しているサブカル
チャーもあります。剣やナイフや柔らかい鉛玉を単発で
撃つピストルは、皮質スタックを傷つける恐れが無く命中
しても即死することは殆どないため、武器として人気があ
ります。ですが、翼にブレードをくっ付けた超軽量飛行機
での空戦みたいなもっとエキゾチックな選択もあります。
場所によっては、非装甲真空服を着て宇宙空間で決闘

を行うこともあります。一部の犯罪集団は、バイオモーフ
とロボットと知性化動物を争わせる地下決闘興行で金を
稼いでいます。その中でも陰湿な方だと、違法に調達し
たバックアップを非知性化動物（しばしばサイバーウェア
凶器を埋め込んでいます）に落とし込む悪趣味な対戦を
売り物にしています。こうした存在は完全に狂っているの
が普通です。
更に、危険な非戦闘系スポーツも人気があります。火
星でののロック・クライミング競争の最高レベルは、基本
的に安全装備なしで行われます。殆ど全ての都市やハ
ビタットで、人工の登攀壁を使った同様の登攀競争や通
常の自由走が開催されています。それに、潜水やスカイ
ダイビングには、フォームの完璧さが怪我の回避よりも事
故死の回避よりもずっと重要だと見なされているスポーツ
がいくつもあります。その結果、強烈な衝撃に耐える特
別な改造のないモーフ向けの現在のダイブ高度記録の
持ち主は、新記録達成の直後に治療タンク送りか再着
用を必要とするようになっています。

政治と権力
太陽系全域に散らばったコロニーでも、政治が重要な
のは地球時代と変わりませんが、こちらも大きく変化しま
した。それぞれのハビタットやコロニー群は別々の政治
的勢力で、そうしたハビタットの多くは独立性が高いので
す。大規模な政治的勢力が存在できる場所は、火星とタ
イタン周辺のかろうじて居住可能な地域だけで、タイタン
の人口は＜大崩壊＞前の地球最大級の都市の多くより
も少ないのです。

中心部
国家はもはや存在しませんが、たとえ＜大崩壊＞が起
こらなくともいずれは支配権を握っていたであろう新しい
政治的経済的勢力、つまりハイパーコーポが代わりに存
在します。中心部にも独立したハビタットや入植地は少
なくありませんが、基本的にはハイパーコーポが支配し
ています。ハイパーコーポ同士の紛争を避け人類の生
存を実現するために、ハイパーコーポの一部が惑星連
合という同盟を結成しました。この同盟は火星の大半を
統治し、現在進行中の火星テラフォーミングを指揮して
います。また、中心部の各地にある何十ものハビタットも
支配しています。これによって惑星連合は生き残った人
類人口の４割以上を支配し、太陽系の支配的勢力となっ
ています。ルナ・ラグランジュ同盟や暁星連盟といった中
心部の他の勢力もハイパーコーポ権益の影響を強く受
けています。
＜大崩壊＞を経て、ハイパーコーポは三つの重要な目
的を決定しました。太陽系の再建、将来の攻撃（ティター
ンズによるものかどうかを問わず）に対する防衛、そして
富と権力の増加です。二つ目の目的を拡張すると、ハビ
タットや入植地の住民を＜大崩壊＞の再来から守ること
にもなります。ハイパーコーポと惑星連合は、これらの目
標全ての実現に大きく貢献しています。大衆の反乱や広
範囲な不満はこれらの実現に少しも役に立たないので、
ハイパーコーポは自分たちが支配しているハビタットや
入植地の住民が安全でそれなりに満足し、理想的には
重大な問題を起こせないでいる状態を確保するのにも熟
練しています。
ハイパーコーポ（特に惑星連合）は、太陽系で最大か
つ最も組織化された勢力として、自分たちのハビタットや
入植地の住民を守るのにとても有利な立場にいます。で
すが、こうした保護には自由という代償があります。ハイ
パーコーポが支配する入植地の住民は移行経済（ｐ 61）
で生活していて、比較的裕福で飢え死にや必需品の欠
乏を恐れる必要はありません。また、ハイパーコーポはバ
イオ保守主義に強く反対しているので、様々な強化や
モーフを買う金があり、それらがハビタットや大量の住民
を傷つけるのに使える武装を持っていなければ、自由に
買うことができます。ですが、安全とそれなりの繁栄の代
わりに、住民はハイパーコーポや惑星連合に対しては形
ばかりの批判しかできません。

ハイパーコーポと惑星連合の権力
ハイパーコーポとそれが参加する惑星連合は、太陽系

で唯一の非ローカルな政治的勢力です（自治主義派は
例外かもしれませんが、あちらは統一された政治的勢力
というよりもむしろ相互援助契約です）。それ以外の政治
的勢力は、皆特定の場所を基盤としています。ですが、
様々なハイパーコーポは場所という概念を超越していま
す。そのオフィスと支社は太陽系全域にあり、冥王星から
水星まで至る所の住民のニーズを叶えています。殆どの
ハイパーコーポは水星か金星に大規模な生産処理施設
を持ち、水星の豊富なエネルギーと金星の錯体化学を
活用していますが、どのハイパーコーポでも作業の大半
は新技術の開発と新しい豊穣機用テンプレートに関連し、
そのどちらもメッシュへのアクセスが可能ならどこでも行
えます。
どのハイパーコーポも、水星や金星などの資源の豊富
な場所に加えて、太陽系の全域に専用の研究生産施設
を擁しています。スターウェアがあちこちに持つ造船所
（ルナと小惑星ベスタのものが最大です）や水星軌道上
にあるオムニコールの巨大な反物質施設などが有名で
す。謎めいたザーブニー・グループがアステロイド・ベル
トと土星の環に持っている自動化鉱山やニンバスが火星
軌道に持っている量子ビット工場みたいな、それほど知
られていない施設も沢山あります。
更に、安全な（そしてしばしば秘密の）研究施設はもっ
と多くあり、その中には基本的に警備厳重なエゴ投射通
信でしかアクセスできないくらい巧妙に隠されている物も
あります。こうした場所では、ティターンズの遺産の実験
から自己複製ナノテクやブラックホールの人工ミニチュア
の開発まで、ありとあらゆる謎の（そして極めて危険な物
も含む）研究が行われています。ビデオやビデオゲーム
には、こうした研究ステーションでの奇怪な災害とそこか
ら驚くような驚異のテクノロジーを盗む英雄的な泥棒がい
くらでもあります。秘密の企業研究基地は現実にはもっと
退屈ですが、時には驚異が産み出されることがあり、災
害（その多くはティターンズの遺産がらみ）が発生するこ
ともあります。
例のザーブニー・グループの本社みたいに、本社も同
様に安全秘密なこともあります。その場所についての噂
や物語はいくらでもあります。大胆不敵なスパイや泥棒
やレポーターがよくこうした施設へのアクセスを得ようとし
ますが、失敗に終わるのが普通です。こうした試みの多く、
特に盗みやスパイを目的とした者は、泥棒の一時的（時
には永遠の）死を含む極めて残念な結果に終わります。
ハイパーコーポはいくつかのハビタットも所有し運営し
ています。多くは主にその社員の自宅になっていますが、
その多くの住民の少なくとも半分はただそこに住んでい
るというだけの単なる太陽系の住民です。こうしたコロ
ニーはハイパーコーポの研究施設や生産施設よりもずっ
と規制が緩いものの、自治主義派が支配している太陽系
の端のハビタットにはこれよりもっと規制が緩く安全性に
も欠けるものがあります。
こうしたステーションは、生活するには極めて安全な場
所です。住民は支配しているハイパーコーポとその同盟
企業の最新製品すべてを手に入れることができます。ハ
イバーコーポのハビタットは皆、自前の警備企業を持っ
ているか、でなければダイレクト・アクションやメデューサ
ン・シールドみたいな民間警備企業とティターンズの手

先や狂信的な破壊工作員などの潜在的脅威に対する防
衛契約を結んでいます。
こうした同じ警備部隊は、ハイパーコーポの権益に対
する脅威にも対応します。こうしたハビタットの殆どでは、
住民の表現の自由や肉体的自己決定の自由は実に大
きなものです。しかし、破壊工作の企みから単なる市民
的不服従まで、ハイパーコーポとその社員に対する脅威
は実に容赦なく対処され、重罪には強制奉公や時には
精神編集（心理手術を参照）が課せられます。こうしたハ
ビタットの殆ど全てが移行経済で動いていて、殆どの住
民は行動の制限を補う裕福な生活を送っています。アス
テロイド・ベルトや辺境部のもっと独立しているコロニーの
住民の多くはハイパーコーポが支配するハビタットの抑
圧性に不満を持っていますが、こうしたハビタットの住民
は辺境部の自由すぎる自由よりも今ある安心と安全を好
んでいます。
不満を抑えるために、ハイパーコーポや惑星連合が支
配する入植地やハビタットの住民は様々な問題について
一票を投じることができます。ですが、こうした投票の結
果は、「ハビタットの存続」や「企業の方針」や「警備上の
問題」と見なされる問題（つまり、ハイパーコーポの警備
や利益や生産性に絡む問題なら何でも）には拘束力を
持ちません。こうした問題に対する投票結果は単なる勧
告意見と見なされるので、ハイパーコーポの方針と対立
した時には一瞥すらされません。
こうした入植地やハビタットの住民は新しい祝日の追加
や重要人物の顕彰や新しい公園の位置やデザインにつ
いては投票できますが、奉公人を規制する法律やハビ
タットの警備や警察などの重要な問題はハイパーコーポ
の支配下に残されています。ですが、だからといって選
挙の結果が完全に無視されるわけではありません。人口
の３分の２がある意見を強く支持するならば、そのハビ
タットを支配する連合やハイパーコーポは自身の利益を
損ねずにその意見に従うよう現在の方針を変える手段を
見つけるのが普通です。対照的に、ある政策への反対
者が住民の一部にすぎないならば、そうした望みは無視
されて市民的不服従などの抵抗に備えてハビタットの警
備部隊が監視します。
こうした専用の施設やハイパーコーポが支配したハビ
タットに加えて、多くのハイパーコーポは各地のステー
ションや天体入植地にオフィスを構えています。遠投射
施設を持つニンバスのオフィスは殆ど全てのハビタットに
ありますし、大きなハビタットなら即時通信の可能な量子
通信施設も備えています。どちらの施設も料金を支払え
ばだれでも利用できます。エコロジーンやスキネセシアと
いったいくつかのハイパーコーポも、殆どのハビタットに
オフィスを構えています。外部の人類との接触に興味が
あるハビタットなら皆、少なくとも一台の無人エクスペリ
ア・メディアノードを持っています。小さなハビタットでは、
こうしたオフィスは控えめでＡＩや奉公インフォモーフが管
理しています。ですが、こうしたオフィスの存在は、人類
の幸福と存在の維持に欠かすことはできません。殆どの
ハイパーコーポは全ての大規模ハビタットと大半の小規
模ハビタットに何人かの社員を置いています。
インフォモーフ難民の数は今も多いため、エクスペリ
ア・メディアノードの殆どは奉公インフォモーフが管理し

ています。彼らは現地のニュース検索ＡＩを監視し、重要
ないし関心のある変化を記録しています。また、重大事
件が起こったら現場レポーターにもなります。小さなハビ
タットへの駐在はしばしば退屈ですが、インフォモーフは
契約期間（大抵は３年から５年）と引き換えに望みのハビ
タットで望みのモーフを再着用できることを保証する契約
を結んでいるのが普通です。
同様に、よほど小さなハビタットでなければダイレクト・
アクションやメデューサン・シールドのオフィスがあり、単
純なＡＩから高度な訓練を受け完全装備のフュリーを着
用した傭兵までをセキュリティ・コンサルタントやボディ
ガードとして雇うことができます。こうした傭兵はそのス
テーションで生活していて、特に大規模な任務や困難な
任務には短期間の下請けを雇うことがあります。熟練した
傭兵はいずれフルタイムでダイレクト・アクションやメ
デューサン・シールドに雇われるかもしれませんが、下請
けは任務の一番危険で報われない部分を割り当てられ
るのが普通なので、多くはすぐにハイパーコーポの下請
け仕事に興味を失います。
ハイパーコーポの各地のオフィスで働く他の社員には、
環境システムの設計者から雇われ科学者／技術者から
金持ちや権力者の個人財務顧問まで色々います。重要
なハビタットや天体入植地では、人口の２割前後がハイ
パーコーポの社員や現地の仕事が常勤スタッフの手に
余る時に一時的に雇われる下請け民間人で構成されて
います。こうしたハイパーコーポ社員は、ハビタットとハイ
パーコーポの両方に忠誠を誓っているという珍しい立場
にいます。ハイパーコーポのプロパガンダと違って、この
二つの利益が常に合致するとは限りません。
通常通信に付きまとう遅延により、別のハビタットや施
設にいる上司に指示を仰ぐにはタイムラグの問題をどう
にかするか同時量子通信のために高価な量子ビットを消
費するかしなければならないため、ハイパーコーポの現
地オフィスのボスは大きな裁量権を与えられているのが
普通です。その結果、よほど重大な問題か困難な問題
でもなければ、現地の監督は全ての問題を自分で処理
し、その後で異例の決断や問題になりかねない決断に
ついて報告します。

辺境部
火星軌道の外側では、ハイパーコーポと惑星連合の影
響力は極めて限られたものです。厳格な独裁制である木
星共和国を除いては、辺境部の住民は中心部の住民よ
りもかなり多くの自由があります。ですが、ここでも自由へ
の欲求と安全への願望はせめぎ合い、政治的不満の重
要な一部となっています。

自由主義とユートピア思想の遺産
＜大崩壊＞前の２０年に宇宙に移住した人類の間では、
様々な形の無政府主義や類似した自由主義的イデオロ
ギーは広く浸透していました。辺境部の入植地の多くは
こうした自由の遺産を受け継いでいます。宇宙植民に
よって拓かれた新たなフロンティアは、ハイパーコーポに
支配された中心部や地球の権威主義的な体制から逃れ
ようとする強い望みの持ち主から基盤として平等と共同

活動をより重視した社会的組織の追求、果ては新しい社
会モデルの実験そのものまで、まるで夢のような機会
だったのです。アステロイド・ベルトの彼方ではハイパー
コーポの影響力は弱くて二の次なので、資産のある植民
者が邪魔されずに自分の利益を追求できるチャンスでし
た。その中から更に過激な分子は、地球の進歩派や反
権威主義派や左翼の社会運動や反体制組織から誕生
したりつながりを持っていたりしていて、可能な場所では
支援を受けていました。単にハイパーコーポの資産を中
心部から盗んで自分たちの秘密計画に密輸した勢力も
ありました。まれに、船やステーション全体が反乱を起こ
し、企業の命令を聞くのを拒んで自分の道を進むことも
ありました。ハイパーコーポがこうした転覆を鎮圧して罰
するのはまず無理だったのです。
こうした過激派の間でも違いはあるため、支持する社会
的政治的傾向の似通った勢力の多くは団結しています。
時が経つにつれ、彼らは大きく四つの分類（ローカスの
無政府主義者、タイタンのテクノ社会主義者、エクストロ
ピアの無政府資本主義者と相互主義者、個人主義的な
スカムの漂泊する何でもアリ社会）に分かれています。こ
れらの勢力は、自治主義派同盟と呼ばれている、緩やか
な同盟にしてハイパーコーポ木星共和国（彼らは木星フ
ンタと呼んでいます）に対する共同戦線にして相互援助
や支援の契約を結んでいます。
反資本主義的な傾向の強いハビタットでは、「能力に
応じて働き、必要に応じて受け取る」というのは現実的で
根本的な思想です。豊穣機がいつでも使えるので欲し
い物が手に入らないことはなく、評判システムの利用に
よって共通の目的への積極的参加が促されているので
す。住民にはモーフや強化へのアクセスも平等ですが、
肉体を求めるインフォモーフが多すぎるため、インフュ
ジーは貢献して社会資本を蓄積しなければなりません。
ですが、インフォモーフにとっても太陽系を横断するエゴ
投射には金がかかりますし、こうしたハビタットの危険を
語るプロパガンダが逃亡を考えるインフュジーの意欲を
削いでいます。
多くの自治主義派は、自分たちは中心部とのイデオロ
ギー抗争、時には物理的行動に発展することもあるミー
ム上の冷戦に参加していると考えています。ハイパー
コーポや権威主義的勢力に対する破壊工作や転覆（豊
穣機が厳しく規制されているハビタットに、そうした機械を
密輸したり等）の活動を積極的に実行する人もいます。
ハイパーコーポやその味方が反撃することもありますが、
大っぴらな紛争は滅多にありません。中心部と木星共和
国には自治主義派を鎮圧できそうなくらい強力な軍事力
を派遣する能力があるにもかかわらず、不安定な緊張緩
和が存在しているのです。無政府主義者は敵を抑える
何かの切り札、ひょっとしたら何らかの相互確証破壊の
脅威を持っているのではと噂されています。
安全とティターンズによる攻撃の可能性についての心
配も辺境部に影響を及ぼしていますが、殆どの住民は、
安全維持に直結したものを除いて、個人的自由をどんな
形でも大幅に制限しようという試みには抵抗します。辺境
部の住民は、バイオ保守主義の墨守と遠くにいてしばし
ば無責任で＜大崩壊＞の発生を防ぐのに何一つしな
かった指導者達への協力を、旧政府がどうやって要求し

たのかを今でも憶えていて、その記憶がこうしたあり方へ
の不信を募らせているのです。こうした権力は、その約束
を守れなかった時、つまり権威主義的な手段で実現でき
ると主張していた安全を提供できず、その崩壊の種が辺
境部に播かれた時に消え失せました。

実験場
辺境部の小規模ハビタットの多くでは、社会的実験も
政治的実験も珍しくありません。人口一万人未満のス
テーションでは共同意思決定は実に簡単なので、直接
民主制が一般的な政治体制となっています。いくつかの
イデオロギーに基づくハビタットでは、何らかの一般的で
ない政府構成に全メンバーの合意を得る手段として、こう
した意思の共同決定を利用しています。
試みられた亜種の数は数えきれませんが、大まかには
いくつかの一般的な分野に分かれます。いくつかの比較
的小規模なハビタットでは限定的な権威主義が採用され
ています。一人のリーダーに絶大な権力を持たせつつ、
憲法で保障された権利の一覧や選挙や不信任投票を
要求するのに必要な人数が比較的少ないことで濫用や
多用を防ぐ（理論上は）ハビタットもあります。短期間の独
裁者を選挙で選ぶモデルを採用しているコロニーもあれ
ば、社会全体を個人崇拝のカルトに変えた一人の絶対
的な魅力を持つリーダーを持つハビタットもあります。
リーダーを無作為の籤で選び、比較的簡単な能力テス
トに合格した成人なら誰でも一定期間（普通は６カ月から
５年間）リーダーになる資格があるハビタットもあります。
いくつかのハビタットは強力な専門のＡＩによって統治さ
れていて、ごく稀なケースではそのコロニーが秘密裏に
生み出した本物の超知能ＡＧＩ、場合によっては繁殖ＡＩ
が統治していることもあります。幾つものコロニーでは、全
住民がインフォモーフかシンセモーフで互いの表層思考
と感情反応にアクセスできる特別な大容量接続を利用し、
全参加者が他メンバーの全体的な感情反応を自分の感
情と同じくらい簡単に感じることができる極めて民主的な
政治集会を開くことが可能になっています。
辺境部では本当に様々な種類の政府（その多くは、今
まで存在しなかった物）が発展し、時折挫折しています。
他の政府よりもずっとうまくいっている物もあるため、成功
したコロニーが栄えることができると共に、辺境部の大半
が多様で複雑な政治的研究所となっています。

平和の維持
各ハビタットは内部問題の処理に責任を負います。そ
の結果、法の基準は抑圧的な警察国家である木星フン
タからアステロイド・ベルトにあるエクストロピアの自由市
場裁判所から土星の彼方の無政府主義者たちによる共
同体司法方針まで多岐にわたっています。旅行者にとっ
て、不幸な事故を防ぐために旅行先の法律と方針を確
認するのは必須事項ですが、ミューズは現地の状況に
目を配るのがとてもうまいのが普通なのでグレーゾーン
や違法の領域に迷い込む前にユーザーに警告すること
ができます。
中心部では、司法と警察の基準は均一なことが多く、
住民の多数派が＜大崩壊＞前に生活していた地球（殆
どの国家で司法の基準が比較的似通っていた）とそっく
りです。太陽系の全域で、それなりの類似した基準が見
出せます。現地の法律は異なっても、宗教やイデオロ
ギーに基づく法律への違反による刑罰は現地住民にの
み適用されるという考えが、広く尊重されているのです。
こうした規制やその他の軽犯罪を犯した来訪者は故郷に
送還されて再訪問を許されないだけです。犯罪捜査に
おける証拠の基準もまた共通しています。現代の鑑識技
術によってＤＮＡなどの追跡証拠の採取と分析は実に迅
速で簡単な作業になりました。同様に、殆ど全てのハビ
タットで公共区域が完全に監視されているため、そこで
行われた可能性のある違法行為は綿密に分析可能です。
プライバシーの基準はハビタット次第で様々なので、緊
急事態や犯罪捜査中の警察官が個人住宅のセンサー
の記録を含むハビタット全域の詳細な記録の全部にアク
セスできることもあれば、そうでないこともあります。警察
官が、犯罪と思われる行為の発生時刻にその場にいた
かもしれない人物全員に犯行時刻の感覚経験のダウン
ロードを要求できるステーションもあります。自分の記憶
を編集することは可能ですが、複数の人物の感覚記録

が矛盾しているというのは、それはそれで証拠の一つで
す。目撃者や被疑者に対して感覚ダウンロードを要求す
るのは、惑星連合や木星共和国や殆どのハイパーコー
ポが支配しているハビタットでは一般的な手法です。しか
し、辺境部のハビタットの殆どでは警察官にこうした記録
へのアクセスはなく、重罪で起訴された被告にのみ感覚
記録を要求できます。
現代鑑識の力は、ヒトと場所をしっかり調べれば比較的
簡単に犯罪の性質や犯人を確定できることもしばしばあ
るくらい、強力です。推定や状況証拠や証人の供述など
といった信頼性に乏しいことで悪名高い証拠形態は、今
世紀以前は一般的でしたが、それによって有罪か無罪
かが決まることは殆どありません。有罪判決を免れる最高
の手段は、犯罪のことを誰にも知られないことか、自分が
犯人だと疑われることが絶対にないようにすることです。
ある犯罪の犯人が一度被疑者になったら、その人物と犯
罪を結び付ける信頼性の高い証拠は、まず間違いなく
見つかります。ですが、犯罪を特定の被疑者と結び付け
る明白な証拠がなければ、犯人が発覚を免れる可能性
は大きく高まります。

警察
太陽系の警察は、細切れの法域の一部を様々な条約
で結んだ多彩な継ぎ接ぎ模様で構成されています。殆
どのハビタットは、ハビタット破壊未遂や麻痺ソフト（バジ
リスク・ハック攻撃を含む）やハビタットの支配や破壊を目
論むティターンズの手先の幇助といった極めて重大な犯
罪の被疑者は送還するか現地で裁判しなければならな
いと決めた統一保安条約に調印しています。この条約に
調印していないのは木星フンタといくつかの極めて反社
会的ないし無政府主義的なハビタットだけですが、辺境
部のハビタットの多くはよそのハビタットで告発を受けた
被告を送還せず自分たちで裁く権利を維持しています。

更に、殆どのハビタットは住民の送還に同意するため大
量の証拠を要求します。
統一保安条約を除けば、司法共通の規約とおぼしき物
も警察として広く認知された組織もありません。代わりに、
それぞれのハビタットや群は独自の法律と警察官を擁し
ています。殆どの地域では、警察は政府に雇われている
尊敬と名誉ある職業ですが、自分たちのサービスに登録
している顧客だけを守る民間警備機関しか存在しない地
域もあります。無政府主義者やスカムの間では、住民の
身の安全は基本的に当人の責任なので、公共の場では
それなりに（現地の状況に応じて）武装しているでしょう。
ステーションによっては、犯罪の犠牲者にできるのは加
害者に報復したり懸賞金をかけたりするのが精一杯とい
うこともあります。共同体や共同問題解決のためのシステ
ムが存在し、状況を評価したり公平な判決を下したり時
には共同行動をとる隣人たちの臨時グループがしばしば
結成されるステーションもあります。
太陽系全体で法の裁きを維持しようとする警察要員とし
て広く認められているのは、免許を持つ探偵とダイレク
ト・アクションやメデューサン・シールドといった会社の警
備コンサルタントだけです。どちらの組織も様々なハイ
パーコーポと中心部のステーションで警備を提供する契
約を結んでいます。しかし、辺境部といった（直接的にも
間接的にも）ハイパーコーポに支配されていない領域で
は、こうした要員の地位は遥かに弱まっています。こうし
た組織と警備契約を結んでいないハビタットでは、彼ら
は賞金稼ぎとしてしか行動できません。
賞金稼ぎの暴走についての逸話が中心部には大量に
溢れているため、多くのコロニーは賞金稼ぎ（しばしばエ
ゴ・ハンターと呼ばれます）を嫌い、場合によっては全面
的に禁止しています。ライセンスを持つ警備系ハイパー
コーポの代理人がエゴ・ハンターとして活動するのを認

めつつ、追跡中の犯罪者を送還したり拘束したり処罰す
るのは禁じているコロニーもあります。代わりに、こうした
代理人は現地ハビタットの司法組織が裁判を開くための
証拠を提出しなければならず、裁判の暁には有罪となっ
た人物が代理人の元へ逆送致されることがあります。他
のハビタットに逃亡した被疑者を逮捕しようとする警察要
員も、同じような問題を抱えています。
辺境部の親しい同盟を結んだハビタット間では、同盟
先から来た警察官に全面的か部分的な法的権限が与え
られているのが普通です。また、様々な小規模な民間警
備組織が、現地の警察と密接に協力して親しい同盟の
ないハビタットの間でハビタット際警備を提供しています。
こうした警備会社は皆辺境部で活動し、ミドル・ベルトや
土星圏といった比較的小さな範囲でしか法的権限を
持っていません。こうした組織が規模を大きくしようとする
と、ダイレクト・アクションやメデューサン・シールドと直接
競合することになり、結果として買収されたり信用を傷つ
けられて市場から駆逐されたりします。
また、民間の賞金稼ぎや私立探偵もいて、その中には
信頼性が極めて高いものもいます。道徳や倫理が極め
て柔軟（支払いが充分ならなおさら）なものもいます。自
治主義派のステーションやスカムの船には、相手の評判
がある程度悪ければ、こうした民間契約者が正面から搭
乗して対象を拉致したり処刑したりできる場所もあります。
ですが、その共同体で尊敬されている人物の拉致や殺
害を試みると、あっという間にハビタット全体の怒りを買っ
てしまいます。辺境部の様々な小規模か民間の警備組
織は、しばしば様々なハイパーコーポや惑星連合が支
配するハビタットまで対象を追跡することがあります。そ
れには経歴チェックやセキュリティ審査、そして大抵はそ
れなりに大きな報酬が必要です。

刑罰
自治主義派のコロニーでは、よほど凶悪な犯罪（大量
殺人未遂やハビタット破壊や繁殖ＡＩの開発未遂といっ
た極端な行動）でもなければ、追放や相当する物品や労
働による賠償が、基本的な刑罰です。集産主義的無政
府主義者のハビタットでは、反社会的行動は除名や評
判へのペナルティで罰せられるのが普通ですが、通常の
刑罰ではなく改心を促す処置が取られることもしばしば
あります。逆に、一番暴力的で無法なハビタットで重罪を
犯したら、死刑になってバックアップも全て破棄されます。
その中間に位置するハビタットの多くでは、極めて大きな
犯罪では犯罪者に人道的な設備を備えた閉回路コン
ピュータへの強制アップロードか強制的人格改造の選択
を求めます（誰かが裁判の前に犯人を殺さなければの話
で、こうした殺害は基本的には自己防衛の問題として扱
われますが）。強制的人格改造は、対象が同様の犯罪を
繰り返すのを防ぐのに必要最低限に制限されているのが
普通です。
別の極端な例だと、ハイパーコーポが支配するハビタッ
トや惑星連合が支配する入植地での刑罰は、金や労働
による罰金から数カ月や数年にわたる懲役隷従などがあ
ります。暴力犯罪、特に重要なハイパーコーポの社員や
ハビタット全体を対象としたものには、強制的人格改造も
課せられます。こうした改造には、ハイパーコーポへの強
い忠誠心や服従心を植え付けるものが含まれていること
もたびたびあります。
木星共和国の刑罰はさらに過酷で、指導者や多くの大
衆に対する重罪には永遠の処刑と全バックアップの破棄
が一番ありふれた刑罰です。共和国の指導者は強硬な
バイオ保守派なので、人格編集や強制アップロードが行
われることは滅多にありません。ですが、懲役は極めて
多く、自由刑でも比較的一般的です。共和国は、物理刑
務所を持つ太陽系でも数少ない国の一つです。
その他のハビタットの圧倒的多数は、こうした極端な例
の間のどこかに当てはまります。非暴力犯罪への刑罰は
賠償で、被害者に賠償金を支払わないともっと重い刑罰
が科せられます。懲役ではなく、被害者のために週当た
り５時間から２０時間働くだけ、それも犯罪の償いが終わ
るまででよいのが普通です。被害者が失った物品や
サービスの２倍から３倍が、賠償の相場です。

経済
地球の廃墟で生き伸びようとしている原始的集団を除
けば、全人類が多かれ少なかれナノテクノロジーの驚異
に接しています。実際にどれだけ接しているかは様々で、
それを活用している経済形態は大まかには三種類、旧
経済と移行経済と新経済に分かれています。

旧経済
旧経済は、要は１９世紀末から続いてきた産業消費資
本主義と同じもので、有財品を生産してそれを消費者に
販売する生産者を中心としたシステムです。現代の生産
者は工場ではなく豊穣機で商品を生産していますが、基
本的なパターンは２００年以上続いてきた物と同じです。
この経済システムは非効率的で不公平なため、貧困は
それほど珍しくありません。最貧層は、しばしば飢えや住
まいや医療の欠如といった悲惨な問題を抱えています。
この社会の一般人は、豊穣機を直接利用することはで
きません。代わりに、それを支配している企業や政府や
金持ちから物を買うのです。市民が買える物や、時には
持たなければならない物を企業や政府が決定する計画
経済で動く旧経済社会もあります。自由市場があると主
張するものもありますが、その住民が生産者である企業
や政府にとっては事実上無料の品物を手に入れるのに
金を出さなければならないことに変わりはありません。
現代では、旧経済社会に住みたがる人はほとんどいま
せん。そうした社会を訪れる人すら、ほんのわずかです。
生き残っている旧経済社会の殆どは、抑圧的な木星共
和国が占めています。他の生き残りは、裕福なエリートが
全ての豊穣機を完全に支配してその私有が極めて重い
罪となっている、全体主義的体制です。豊穣機で豊穣機
を組み立てることが可能なので、豊穣機に対する厳重な
支配には絶え間ない監視が必要となります。
旧経済社会の住民の多くは移行経済や新経済の住民
を羨み、その一方で移行経済や新経済のハビタットの住
民は旧経済ハビタットの住民に恐れと憐みの視線を向け
ています。＜大崩壊＞以来、残っていた旧経済ハビタッ
トの約三分の一が様々な過程（暴力革命を含む）で移行
経済や新経済に変わりました。社会科学者の殆どは、こ
れ以上の破局が無ければよほど抑圧的な旧経済社会以
外はまず間違いなく、２０年から３０年先には移行経済に
変わっていると予想しています。
社会で交換手段として通用するのは金だけだというの
が、旧経済ならではの特徴です。評判ネットワークも存在
しますが、正式のものではなく、貸し借りを交換する非公
式の手段として使われています。

移行経済
移行経済は、旧経済よりもずっと安定していて維持も簡
単です。移行経済は旧経済と新経済が混ざったもので、
このシステムを採用しているハビタットは豊穣機の私有と
誰でも利用できる公共のファバー（特定の品物に特化し
たナノテク合成機）とメイカー（飲食物に特化したナノテク
合成機）が特徴です。こうした公共の機械が生産できる
品物は厳しく制限されています。更に、様々な複雑な品

危険なテクノロジーの規制
『エクリプス・フェイズ』の社会の殆どは、一部の危険な
物品（特に軍用装備）へのアクセスを規制するのにもっ
ともな理由を持っています。過酷な真空に囲まれた気
密ハビタットで生活しながら、疫病兵器やハビタットの
外壁に大穴を開けることができる装置が簡単に手に入
るなんて考えて楽しい気になる人は滅多にいません。
そうした事件はごく稀にしか発生しませんが、近年のブ
ランソン‐ベスタ災害みたいな惨事の記憶は今でも鮮
明です。この事件では、過激なバイオ保守派のカルト
がいくつものプラズマ爆弾を製造し、現地政府を攻撃
した時にそれが誘爆してハビタット全体が崩壊し、回転
中のハビタットを真っ二つに折りました。五万人以上の
住民が再着用を余儀なくされ、爆発によってバックアッ
プと皮質スタックが破損したせいで四百人が永遠の死
を迎えました。
その結果、軍用兵器などの危険な物品の作成に必
要なテンプレートはしっかり暗号化されている上に入手
が難しいのが標準的な対策となっていますが、本当に
熱心ならばいずれはこうした設計を解読したりリバー
ス・エンジニアリング（完成品から製法を探り出す研究）
したりできます。無政府主義者のハビタットのナノテク
合成機ですら、こうしたものの作成を拒否したり、少なく
とも誰かに作成を命じられたら地元の公共メッシュに通
報したりするかもしれません。様々な物品や装置の所
持に関する法律がこの件以外にはほとんど存在しない
ハビタットでも、ハビタットに重大な損傷を及ぼすことが
できる兵器に対する法律は存在するのが普通です。
多くの危険なテクノロジーは、放射性元素や人造超
ウラン元素といった様々な極めて希少な元素や人造の
元素を使用するよう、意図的に設計されています。そ
のため、多くのハビタットはこうした兵器の製造を制限
するためにこうした元素の調達を規制します。放射性
元素の探知にはどのハビタットでも全域に設置されて
いる標準的な環境センサーを使うだけで充分なので、
警備当局は誰かがこうした元素を一定量以上入手した
かどうか簡単に調べられますし、誰かが持ち込もうとし
たら捕まえることができます。

物の材料も厳しく管理されています。火星や金星やルナ
を始めとする中心部の殆どが、移行経済の代表例です。
移行経済の住民にとっては、食料や普通の衣服や家
具といった単純で調整不能な物品の作成は朝飯前です。
ですが、公共のナノテク合成機は電子機器を全く含まな
い物体か状態と位置を報告する簡単な回路しか含まな
い物体しか作成できません。こうした物品の生産には機
械と炭素や水素や酸素や窒素やシリコンや鉄やアルミに
微量の様々な追跡用素材くらいしか必要ありません。こう
した素材は山ほどあるので、調達は簡単で安上がりです。
納税市民の全員が自由に利用できる要素で、ナノテク
合成機は洗練された絹の衣服一式や丁寧に磨き抜かれ
た黒檀やマホガニーのように見えるテーブルや奇麗な色
彩ガラスのゴブレットや鮮やかな磁器製のティーカップな
ど、様々な物品を製作することができます。こうした物品

を作るのに必要なエネルギーや資産の代価として、全住
民が少額の税金を支払っています。
使用に必要な税金さえ払えば、食事や服や家具など
の物品は皆無料です。原材料や中古品や不要品や
様々なゴミはリサイクルされて新しい物品になります。移
行経済の住民は、２１世紀中盤までは人類の多くが経験
した飢えを始めとする窮乏を味わう必要などないのです。
更に、ほぼ全ての移行経済社会では、大衆が健康で快
適で生産的であるように、基本的医療は無料です。
無料で手に入る物品は沢山ありますが、住民が企業や
政府などの生産者から買わなければならない物品も存
在します。ユーザーの望みに応じて形や色や模様を変
えることができるスマート衣類やスマート家具は、個人用
ナノテク合成機では製造できません。耐久性の高い複合
素材やバッテリーや全ての強化を含む電動機器やナノ
テク製品も、同様に購入しなければなりません。これらの
作成には制限のないナノテク合成機と特殊な素材が必
要なため、それなりに珍しくなっています。
移行経済の多くは、住民がナイフや棍棒といった原始
的なものよりも危険な武器を製造できないため、比較的
安全です。銃器からプラズマ武器までどんな物でも、製
造には規制されている豊穣機と特殊な素材が必要なの
です。こうした物品の拡散は厳しく規制されています。
辺境部のハビタットには、住民が危険を及ぼす恐れの
あるテクノロジーの集権管理による安全を望むために移
行経済を選んだものもあります。様々な複雑な現代テクノ
ロジーの製造に必要な素材のうち特殊な物の多くの在
庫が乏しいため、自然と移行経済になっているハビタット
もあります。理由はともあれ、新経済ハビタットから来たよ
そ者からはどこかしら貧乏で恵まれていないと思われるこ
とがあり、一方で移行経済の住民の多くは新経済社会を
極めて裕福でどこかしら危ういと思っています。
こうした認識の違いはありますが、どちらの経済システ
ムも多くの共通点があります。食料や衣類などの物品は
全住民がたやすく得られます。個人の地位や嗜好や富
や評判は、その衣類や食料や家具の種類によって推し
量られています。様々なスタイルの食事や消費財に膨大
な数のテンプレートが存在しますが、先進的なデザイ
ナーは毎月のように新しいデザインを開発し、それが少
なくとも一～二カ月は（時にはもっと長く）違法コピーされ
ないようにコピー防止技術を使っています。その結果、
衣類や食器や食事などの新デザインが発表されてから
数カ月は、それを豊穣機で製造できるテンプレートをダ
ウンロードするために設計者に割増料金を支払う人だけ
が、手に入れることができます。
評判と金銭の両方が広く利用されていることが移行経
済の定義の一つであるため、その殆どはどちらでも支払
いを受け付けるための手段を開発しています。住民は物
品の購入には主に金銭を用いますが、豊穣機のテンプ
レートの購入にはレプが絡みます（定期的に新経済社会
を訪れていたり多くの知人がいたりする住民の間ではな
おさらです）。

新経済
人類の４割弱が、社会科学者が新経済と呼ぶものの一

複製不能な物品
デジタル素材のコピーが簡単で物
理的物品がナノテク合成で再生可能
な時代には、著作権や商標や知的
財産権といった概念の衰退は確定し
ています。最高の暗号やＤＲＭ（デジ
タル著作権管理）などの対不正コ
ピー対策をもってしても、不正コピー
の魔手から長く逃れる物は殆どありま

せん。新製品のコピーや設計図が正
式リリースすらされない内に不正コ
ピー・ネットワークで共有されるという
話も、ないわけではないのです。
その対策として、再生不能でそれ
ゆえにより貴重な製品を生産しようと
する生産者や設計者や芸術家がい
ます。有り得る試みとしては退化遺伝

種で生活しています。辺境部では、それ以外の経済シス
テムはますます珍しくなってきています。新経済は分散し
た大衆の支援にかけては旧経済や移行経済よりもずっと
優れているため、ハビタットや入植地の半分以上がこち
らのモデルを採用しています。
新経済社会では、しかるべきテンプレートと素材さえあ
れば、個人がどんな者でも自由に製造し利用することが
できます。その結果、住民が必要とする食料や衣類や医
療や情報アクセスなどの基本的なニーズは、皆簡単に満
たせます。ですが、それでも手に入れるのが非常に難し
い値打ち物はあります。新経済は「ポスト欠乏」社会とよく
呼ばれますが、ある種の欠乏は今でも珍しくないのです。
新経済ハビタットの殆どでは、全ての住民（少なくとも一
定の基準を満たす住民）には一般的な品物は無料で手
に入ります。こうした基準は一つか二つの形、つまり市民
権か公共事業なのが普通です。裕福で名声のあるハビ
タットでは、公式な市民権のある住民全員に一般的な品
物全ての無料アクセスが提供されています。市民権を得
る手段はいくつかありますが、何らかの非凡な専門技術
によって戦略的人材と見なされたり、ハビタットに極めて
貴重な貢献をしたり、一定期間ハビタットのために働いた
りするのが最もありふれています。ある人物が一度市民
になったら、日常生活で使用するエネルギーや生活空
間や素材は皆無料で利用できます。
多くの集産主義ハビタットでは、住民はハビタットの公
共事業に参加する必要があり、それには週当たり４時間
から８時間かかるのが普通です。コロニーの性質にもより
ますが、こうした作業を選ぶのは政府（資源管理を監督
する運営組織）かもしれませんし、大量のエネルギーと素
材へのアクセスを管理するレプの高い人物かもしれませ
ん。特に貴重な技能の持ち主でもなければ、こうした労
働はハビタットの不具合をチェックしたり整備作業を行っ
たりといった、人間よりもＡＩの方が簡単にこなせる退屈で
安全なものです。
市民権を得たりステーション全体の福利に汗を流したり
すれば、豊穣機で必要な物を製造するためのエネル
ギーや素材を利用できます。来訪者も利用できるのが普
通ですが、長くとどまるならば、評判をズタズタにしたくな
ければハビタットに貢献しなければなりません。

新経済社会における価値と欠乏
基本市民割当で殆どの必需品や場合によっては多少
の贅沢品を賄えますが、それにも限度があります。この
制度では、各人は一日に使用できる物品とエネルギー

子や非生殖遺伝子を組み込んだ遺
伝子組み換え生体彫刻やエネル
ギー・アート、極めて貴重な素材で作
られた物品（例：過酷な金星地表の
ミード・クレーターで採取されたチタ
ニウムで作られた椅子）、あるいは熟
練したパフォーマンスみたいな無形
資産が挙げられます。

の量を割り当てられます。この分量は２０世紀の基準では
途方もなく贅沢な物で、毎日十着以上の服と５～６人分
の食事を作ることができます。十人以上のパーティーに
必要な上質の食事や家具や食器の作成が、誰にでも可
能なのです。ですが、二百人のパーティーに同じことを
やるのは基本割当の範疇を超えています。
基本市民割当以上のことをやりたければ、資源とエネ
ルギーをもっと得るためにレプを使うことができますし、目
的を達成するために他人と資源を貯めることもできます。
最高級のモーフの多くや先進的強化みたいな極めて特
殊で複雑な装備など、基本市民割当では手に入らない
物品は少なくありません。
割当は、住民が簡単に行える旅行の規模も制限します。
殆どの新経済ハビタットの住民は上質の宇宙服を持って
いますし、多くは近くのハビタットに旅行するための小型
で非常に簡素な旅行ポッドを作成するのに自分のレプを
使えます。しかし、どんなに小さなものであっても本物の
宇宙船の作成は、普通の市民割当、それどころか一般
人が常識的な期間で手に入れられる量のレプですら、大
きくて複雑すぎます。
資源の大規模な使用や製造困難な物品に加えて、地
球の遺産や手芸品みたいな本質的に欠乏しているもの
もあります。モナリザから押し花まで何でも、正確なコ
ピーは極めて簡単に手に入りますが、地球の物理的遺
産の真正品は貴重な財産です。難民の圧倒的多数は何
も持ち出せなかったのですが、殆どの人が何か地球の
思い出になる物があればと願っているのです。地球から
持ち出された一輪のドライフラワーやコインや石一つで、
殆ど全てのモーフなど作成がそれなりに困難な物品と交
換できるのです。有名人の帽子や写真みたいな本物の
歴史的遺産は、有名な芸術家の作品の本物と同様、より
高く評価されます。二年前、レオナルド・ダ・ヴィンチの三
つしか残っていない絵の二つが大型で完全装備の宇宙
船と交換され、自由の女神の小さな欠片が特注モーフと
土星周辺の高級ハビタットにある１ヘクタールの内装が
完備した別荘と交換されました。
地球の遺産ほど高価ではありませんが、手芸品も高値
で売れ、金持ちが競って求めます。火星の葡萄園で育
てられた葡萄を使った高級ワインと平均的な豊穣機で生
産したその複製の違いが分かる人は殆どいませんが、そ
れがわかると主張するワイン通もいます。また、手作りで
育てた食事を出すというのは大きな名声を集めます。そ
の結果、ナノテク合成されたワインは誰でも飲めるのに対
して、手作りのワインはほんの少数だけが味わえる貴重

な品物で、そのためそれなりに高い値段が付きます。手
製の品が高価なのは、希少でそれを所持し使用すること
に伴うステイタスを多くの人が望むからだと言っても、ま
ず間違いありません。
欠乏していてそのため実に高価なものには、他にも生
活スペースと熟練した知性労働者と名声の三つがありま
す。人類の大半は標準サイズの生活ユニットに住んでい
て、その広さは基本的に小規模なハビタットや貧乏なハ
ビタットでの１００立方メートルから裕福で高級なハビタッ
トでの２００立方メートルの範囲です。ハビタットでは１立
方メートルでも製造が必要で、ハビタットの製造や拡張は
単純とは程遠いため、スペースは貴重です。スペース欠
乏の例外はエウロパと火星だけで、そこでは適切に適応
したモーフなら複雑な生命維持の必要も外壁一枚の向
こうに待ちかまえている真空の危険もなく生活できます。
その結果、ハビタットで広い居住スペースを持つのは大
きな価値があり、大きな別邸や私有アステロイドは最高の
レプの持ち主だけが持てる贅沢品となっています。
モーフやハビタットのスペースを得るために労働や我が
身を売らざるを得ないインフュジーが大量にいるせいで
人間の労働力は比較的安価ですが、熟練労働者はずっ
と高価です。例えば、熟練した生物遺伝学者の手になる
特殊なカスタム・モーフの設計図には、それが標準型
モーフからどれだけかけ離れているかにもよりますが、小
さな宇宙船と同じくらいの値段が付くこともあります。特注
デザインの服からたった一つの目的のためだけの複雑
な装置まで、どんな物でも同様です。製造そのもののコ
ストは類似品の場合と変わらないのですが、それを設計
するのに必要な時間と労力のせいで、極めて高価になっ
ているのです。
欠乏している貴重品の最後は、名声です。高級ワイン
を飲んだり様々なデザイナーズブランドの服を着たりする
のは誰にでもできますが、それ以外の商品が欠乏してい
るのは意図的なものです。最新ファッションや新曲、ある
いはオートノッシ（派手で独占的なお菓子デザイン）です
ら、製造に必要なテンプレートが暗号化されていてコ
ピーできないせいでなかなか見つからないのです。新作
商品のテンプレートのコピー防止は最長３年で自動的に
切れますし、殆どのハビタットでは期限を１年に短縮して
います。更に、こうしたコピー防止は決して完璧ではなく、

２ヶ月から６ヵ月のうちに必ず誰かがコピー版の作成に成
功します。ですが、テンプレートが作成されてからそれが
誰かに不正コピーされるまでは、その商品を手にできる
のは金を出す意思と能力の持ち主だけです。人気のあ
る新作テンプレートは新経済では高く評価されますし、こ
うしたテンプレートの設計と販売で多くが生計を立ててい
ます。

経済とインフォモーフ難民
＜大崩壊＞と地球脱出の最終局面で、四百万人以上
の難民が自身をアップロードして軌道のデータバンクに
エゴ投射しました。インフォモーフ難民たちは、そこから
太陽系各地のデータバンクに転送されました。裸一貫ど
ころか裸の肉体すら持たずに逃げざるを得なかったので
す。代わりに、彼らは精神と記憶しか持たないインフォ
モーフ、人類史上最貧の難民となりました。＜大崩壊＞
後の年月で、こうしたインフュジーの多くが再着用しまし
た。まず有用な技能の持ち主がモーフを得、既に軌道に
住んでいて再着用の責任を引き受けることができる友人
や親戚の持ち主がそれに続きました。
こうした二つの集団は、難民の半分に過ぎません。個
人的なコネも不可欠な技能も持たないインフュジーの多
くは、再着用と生計を立てるだけの何らかの形の収入と
引き換えに、労働などを行う契約を交わしました。＜大崩
壊＞後五年間は労働力が圧倒的に足らなかったため、
難民の３割が肉体（大抵は安いシンセモーフ）を手に入
れました。こうした年季奉公人は、使えそうな機器を目当
てとしたハビタット廃墟の残骸漁りからアステロイドの誘導
まで、ありとあらゆる危険な仕事に従事しました。その他
にも金持ちの従僕やボディガードになったり、犯罪組織
への道徳的とは言いかねる仕事をやったりしました。殆ど
は軌道建築作業に従事し、いずれは自分の家となる新
しいハビタットの建設を手伝いました。データマイニング
や無人工場の監視といったインフォモーフでもできる仕
事を見つけたインフュジーもいます。＜大崩壊＞後では、
もはや信用できなくなったＡＧＩが以前は担当していた
様々な作業を引き継ぐのに、インフォモーフが利用され
たのです。
残念ながら、まずい取引や運のない取引によって、何
年も働いた揚句雇い主が支払いを遅らせたり減らしたり

する口実を持ち続けていたり支払いの前に夜逃げしたり
したインフォモーフもいます。その結果、当初のインフォ
モーフ難民の２割強が今でもインフォモーフです。自分
でその道を選んだ人もいますが、殆どは再着用する手段
が手に入らなかったかモーフを得るための長期契約に
従い続けているかです。こうしたインフュジーに肉体を用
意する問題は、ただ再着用する新しいモーフを提供する
だけでは解決されません。生物には生活スペースと消耗
品の安定供給が必要なのです。そのため、多くのイン
フュジーが機械の殻を着用して金星のエアロスタットの
開放区域みたいなバイオモーフには住めない区域に住
んでいます。スペースの供給が乏しいため、住むハビ
タットを待つインフュジーの行列は実に長くなっています。
ハイパーコーポも惑星連合も、特に火星で、こうした巨
大な労働力を目敏く活用しています。火星には大量の
開けた空間があり、作成がそれほど高価ではないラス
ターみたいな火星に対応したモーフなら居住も難しくあり
ません。その結果、残ったインフォモーフ難民の半分は
惑星連合が雇っています。この十年で、肉体を欲しがる
インフォモーフ難民の圧倒的多数は惑星連合か火星の
テラフォーミングに参加している関連ハイパーコーポへ
の年季奉公が、契約終了時にモーフと住宅の両方が保
証されているため、それらを得るのに一番確実な道だと
気付きました。ですが、その作業は実に困難で、しかも
契約期間はかなりの長期間なのが普通です。また、惑星
連合は年季を延長する契約事項の追加にかけては実に
巧みで、殆どの奉公人は５年から２０年の契約を結んだ
のに、実際には８年から２５年かかるのが普通で、時には
もっと長くなります。火星に住む数多くの奉公人（その多
くは今では年季が開けて再着用しています）は、エリート
のハイパーコーポ・ドームを拒絶して火星の荒地や原野
に留まるれっきとした勢力となりました。こうした怒りを秘
めた下層階級は旧地球のフィクションから名前を取って
バルスーム人と名乗り、惑星連合にとっては日増しに大
きくなる目の上のこぶとなっています。
火星のテラフォーミングと農作業は、自動化が進んで
いるとはいえ退屈で肉体的にきつい労働です。奉公社
員は＜大崩壊＞の影響が一番大きかった地域にしょっ
ちゅう派遣されます。その結果、彼らがティターンズに
よって変異した生命体やナノテク戦争スウォームといった
今でも活動を続けている危険で珍しいテクノロジーに出
くわすことも時々あります。奉公社員がこうした危険による
モーフの損傷や破損の修理代を負うわけではありません
が、こうした原因による蘇生可能な死の経験ですら心に
深い傷跡を残します。
インフォモーフとしての生活を楽しみ、複雑な再現空間
で騒いだりして仮想生活を送っている難民もいます。太
陽系のどこにでもエゴ投射できる能力が金になる仕事を
見つけた人もいます。＜大崩壊＞の十年後では、イン
フォモーフ文化は成熟しています。正確なデータはなか
なか手に入りませんが、現在のインフォモーフのうち三分
の二はモーフを手に入れる予定が無く、代わりに仮想存
在の自由を享受していると、多くの研究者が信じていま
す。特に辺境部では、こうしたインフォモーフの政治への
関与はますます深まり、多くのハビタットにインフォモーフ
である職人がいます。インフォモーフ文化は時が経つに

つれ物理文化からもっとかけ離れていくと、殆どの研究
者が予想しています。

うるさいブリキ
安いシンセモーフ（特にケースやシンセ）はあるけど
もっといいモーフは手に入らないインフュジーがあまりに
も多いため、太陽系のどこに行ってもシンセモーフは貧
乏を連想させます。そうした最貧層はしばしば「うるさい
ブリキ」と呼ばれ、人口の六分の一を占めています。彼ら
の殆どは、たとえスプライサーや労働ポッドであってもい
いからバイオモーフを手に入れたいと、強く願っています。
ですが、彼らの存在によって今では多くのシンセモーフ
が下品だと（特にエリート社会で）思われています。たと
え最新強化を全部載せした高価で見栄えのいい特注シ
ンセモーフの着用者であっても、悪趣味な変人だと見な
されます。
シンセモーフに対する社会的偏見は、ティターンズが
再来襲したらロボットの殻は危険なティターンズの軍勢に
あっという間に吸収されてしまうだろうという恐怖によって
強まっています。その恐怖が強すぎて、シンセモーフは
多くのハビタットにある熱も気圧もない区域でもたやすく
生活できるという事実を口実にしてシンセモーフ人口を
積極的に隔離しているハビタットまであります。ですが、
こうした隔離と社会的偏見は、全く新しいシンセモーフ文
化を産み出しました。全住民が機械の殻を着用して普通
の生命維持はバイオモーフを着用する来訪者用しかな
いハビタットが、既に大量に存在するのです。

ハビタット
地球に住めなくなった今、人類は様々な地球外ハビ
タットで生存しています。こうしたハビタットには、ルナや
火星や金星やエウロパやタイタンといった惑星や大きな
衛星の入植地、そしてアステロイド等の原材料の供給源
の上や近くに建築された宇宙ハビタットの二種類がありま
す。こうした宇宙ハビタットの殆どは重力（最も多いのは、
地球や火星と同じ重力です）を生むために自転していま
す。また、非回転ハビタットや小さなアステロイドや惑星
の内部に建設されたステーションのよう無重力や微重力
のハビタットも大量にあります。

天体入植地
火星やルナの都市国家みたいな天体入植地には、地
球からの難民には一番馴染み深い環境があります。イン
フォモーフ難民の三分の二が火星かルナかタイタンで生
活している理由の一つは、この類似性です。入植地の厳
密な種類はそれが建設された惑星や衛星によって異な
りますが、地球都市との類似性には大きな差があります。
ルナの入植地の殆どは、ガニメデや水星やタイタンやカ
リストの入植地と同様に、プラズマドリルでくり抜いた地下
トンネルや地下室のネットワークで構成されています。こ
うしたトンネル入植地には天体ごとに若干の違いがありま
す。こうしたトンネル都市の殆どでは、開放区域の床全て
と多くの住宅は快適で長持ちする遺伝子改造草で作ら
れ、天井を覆う光パネルがまばゆいフルスペクトル照明
をもたらしています。
こうした地下都市のいくつかは、公共区域と私有住居
の両方に樹木を追加（特別に遺伝子改造された環境シ
ステムが更に追加されていることもあります）することで自
然な印象をより強めています。こうした都会のトンネル森
林やジャングルには、様々な花を咲かせるツタが生え色
彩鮮やかな熱帯蝶が飛んでいるものもあります。タイタン
とルナには、現代の感覚で清潔で衛生的な新陳代謝を
持つ子猿やオウムの集団が繁殖してトンネル都市に地
下ジャングル風味を添えている入植地がいくつかありま
す。
古いトンネル都市や高級なトンネル都市には皆、普通
は１ヘクタールから２０ヘクタールの面積で高さが少なく
とも１０メートルはある大きな開放空間があります。それが
公園になっていることもあれば公共の広場になっている
こともありますが、どれもトンネル都市の住民に開放空間
を体験する機会になっています。また、水星を除いては、
衛星のこうしたトンネル都市は皆六分の一Ｇ未満の重力
しかありません。こうした開放空間には天井までの高さが
３０メートルから１００メートルもあって住民が特製の翼を
装着して飛べるよう設計されているものもあります。
金星の雲上都市は太陽系でもとりわけ特殊なハビタット
です。その風変わりな性質は、最近になって大量に放流
された、雲の中で生き延びるように改造された浮遊生物
や飛行生物を目撃する機会があれば一層際立ちます。
太陽系で一番危険な環境から約５０キロ上空ではありま
すが、重力も気温も気圧も地球の通常レベルとほぼ同じ
なため、こうした雲上都市の生物は太陽系でも屈指の地

球らしさを誇ります。
それとは対照的に、火星の入植地は放棄された地球の
都市にそっくりで、地下でも天空でもなく地上に建設され
ています。新しい入植地にはラスターやシンセモーフの
住民向けに設計されていて生命維持機能が無いものも
あります。古い火星都市や入植地は柔軟なポリカーボ
ネート製の低いドームで覆われていて、多少気圧が低い
としても呼吸には何の問題もない空気で満たされていま
す。ですが、連絡道路やトンネルで結ばれた気密高層ビ
ルの集まりもあります。現在のテラフォーミング作業が計
画通りに続くなら、６０年以内に全ての気密火星都市が
どんなモーフでも呼吸できる火星の大気に開放される予
定です。
一番特殊な天体入植地といえば、エウロパの海洋都市
です。ここのエキゾチックさは太陽系でも指折りで、海中
都市に慣れていなければ方向感覚がこんがらがってしま
います。遠くからだと、その殆どは海上の氷殻から１００
メートル以上下にぶら下がっている豪華なクリスマスツ
リーの飾りのように見えます。もっと深く、エウロパ固有の
生物群が住む様々な熱水噴出孔の近くの凍りついた海
底を穿って建設された都市もいくつかあります。
エウロパの都市の住民の多くは、地球の海中都市に住
んだ経験があるのでそうした環境と水中適応した肉体の
両方に慣れているため、ここに馴染んでいます。エウロ
パの都市には皆、水中でやるよりも空気中でやった方が
いい作業や鰓のない来訪者の滞在のために、水密の建
物があります。ですが、こうした都市の殆どでは水密領域
は１割かそこらです。残りは、構造物がそれなりに頑丈で
水中にあることを除けば、多くの無重力ハビタットと少し
似ています。建物は三次元から出入りできるように設計さ
れているので、階の移動には壁の大きな穴を泳いで通る
のが普通です。こうした水中都市の殆ど全てでは、大規
模な核融合炉が周囲の水を温めているので、都市全体
を取り巻く水域は極寒のエウロパの海よりもずっと暖かく
なっています。

宇宙ハビタット
後述する裕福な権力者の私有ハビタットを除けば、宇
宙ハビタットの圧倒的多数は２５００人から百万人までの
住民を擁しています。こうしたハビタットの約三分の二は、
太陽系で残存していたインフラの大半が何億というイン
フュジーのためのハビタットを建設するのに使われた＜
大崩壊＞後の７年間に建築されました。
その頃は、太陽系の全土で何千というトーラス型ハビ
タットやコロニー群が製造されました。こうしたハビタット
の多くは無人採掘機をコロニー製造に転用して製造され
ました。無人採掘機には限界があるせいで、こうしたハビ
タットの殆どは、千人から十万人用の小さなものでした。
太陽系の住民の２割はこうしたハビタットに住んでいます。
この十年で、様々な小組織やカルトやサブカルチャーが、
住んでいた大規模ハビタットを去って自前の小規模ハビ
タット（一万人以上が住めるよう設計されたものもいくつか
あります）を製造しました。
新ナノテクを利用したハミルトン式シリンダーが開発さ
れたことで、大規模ハビタットや人口増加に応じてサイズ

を簡単に拡大できるハビタットが注目されるようになりまし
た。既存のハビタットの拡張や新規建設の費用と困難さ
は、四千万人以上のインフォモーフ難民が今でもモーフ
を持てずにいる根本的な理由の一つなのです。現存す
るハミルトン式シリンダーはどれも成長を終えていません
が、住民からも強い関心を浴びています。この技術があ
れば、アステロイドに適切な先進ナノテク製造機を付けて
何ヶ月か待つだけという小規模ハビタットの安上がりな開
発手法も編み出せるでしょう。

いなければずっと昔に潰れていたであろう運び屋や泥棒
のアジトもあります。スカムの荷船の生活水準は、人口過
密の難民キャンプから活気があって平等だけど金持ちで
はない無政府主義者の領域や大成功をおさめた犯罪組
織による野蛮な壮麗さで飾られたそれなりに現代的なハ
ビタットまで、様々です。

空想世界の百花繚乱

豊穣機とスマート素材を活用すれば、よほど貧乏で窮
乏したハビタットでもなければ住民の好きなように再構築
スカムの荷船
できます。住民数が少ないか全員が同じ嗜好を共有でき
悪名高いスカムの荷船は、ハミルトン式シリンダーとは
るくらい美意識が似ていれば、風変わりで奇妙な結果に
正反対の存在です。その殆どは＜大崩壊＞の前か最中
つながります。時には大規模な流行がどんなに大きく多
に製造され、破滅の待つ地球からの避難の初期段階で
彩なハビタットでも持て囃され、一部の大規模コロニーが
使われました。こうした難民船の多くは「貨物」を降ろす
珍妙一歩手前になってしまうこともあります。
場所が見つからず、ある種のずっと旅を続ける難民キャ
熱帯雨林の林冠全体が緩やかに回転する外殻から伸
ンプとなり、反乱で支配権を奪われたものもあります。そ
びたり全ての住居とハイテク装置が広大な遺伝子改造さ
れがいつしか以前からあったスカムの船や群れと合流し、 森林の枝や洞に置かれたりと、地球のジャングルとよく似
漂泊の自由奔放な無政府主義的なライフスタイルが身
ているハビタットがいくつもあります。こうした生きた驚異
に付きました。エゴ投射やより速くより効率的な核融合船
では、住民に混ざって遺伝子改造されたサルやイグアナ
とは違い、いわゆる「スカムの荷船」は浮遊都市というもう
やナマケモノ（野生動物もいれば従僕ＡＩに制御されて整
一つの宇宙旅行になっています。こうした船はさすらい
備ドローンや監視ドローンとして活動しているものもありま
のブラックマーケット兼奇妙なカーニバル、誰であろうと
す）が動き回っています。今となっては滅んだ海中都市
欲しい物や必要な物が何であろうとそれなりのレプか金
の水棲住民の生き残りが住む十基以上の水で満たされ
さえあれば手に入る無法地帯となっています。
たハビタットなど、旧地球の他の光景を思わせるものもあ
スカムの荷船の殆どは核融合プラズマドライブで航行
ります。こうした海型ハビタットの殆どでは、建物は魚など
し、二百人から五千人の住民がいます。最悪の荷船は、
の生物が沢山いる生きたサンゴ礁と並んで建設されてい
老朽化した生命維持システムが多すぎる乗客に呼吸可
たり、あるいはサンゴ礁の中に建設されていたりします。
能な（それでも悪臭漂う）空気を維持しようと悪戦苦闘す
二十万人の住民を持ちアフリカのサバンナ風に作られた
る、満員状態です。大型でもっとましなスカムの荷船には、 大規模なコール・ハビタットであるアフリークみたいに、他
大型の豊穣機や違法コピーした製造テンプレートを扱う
の環境を再現したものも沢山あります。アフリークでは、
膨大な店といった様々な現代の便利な機能を持ってい
ハビタットの両端は雪山になっていて、住民の殆どはサ
るものもあります。裕福なユートピア主義者の世界もあれ
バンナに築かれたいくつかの大都市に住んでいます。
ば、その存在が有用な時もあると強力な大組織が認めて
地球への懐旧はハビタット設計で重要な要素ですが、

選択肢は他にもたくさんあります。様々なビデオゲーム
や古い形態の娯楽に出てくるファンタジー系の都市を連
想させる風変わりなハビタットもいくつかあり、全住民が
奇妙な人型エイリアンの姿をしている小さく奇抜なハビ
タット数基もその一部です。多くのハビタットでは、住民
は設定に合わせて自身の外見を整形しています。
小規模ハビタットと大規模ハビタットの違いでもっとも多
い物の一つに、小規模ハビタットの住民はしばしば共通
のイデオロギーや美意識を共有していて、そのためずっ
と奇抜になるというのがあります。珍しいハビタットには、
葉のない樹が立ち並ぶ薄暗く不気味な光景や幾重にも
張り巡らされて常に再生する蜘蛛の巣といったゾッとする
雰囲気のものから、水晶と鋼鉄でできた輝く城塞がきら
めくコロニーまで色々あります。どんな個人的プライバ
シーも殆どない巨大な相互接続したアーコロジーもあれ
ば、それぞれの家族や時には個人が他人には滅多に見
せない別々の自宅を持っているものもあります。こうした
ステーションの人口は比較的少なくその殆どは重要な経
済センターでもないため、こうした小規模ハビタットを出
入りする旅行は少なく、ますます孤立し外部とは異なって
いきます。

最大級のハビタット
火星の巨大な都市国家であるエクストロピアと最大級
のルナのステーションの一部は、百万人から二千万人の
住民を擁しています。十万人から百万人の住民を擁する
小規模入植地も沢山あります。こうしたハビタットは小規
模ハビタットよりもそれなりに癖が少なく平凡です。その
ほぼ全てが、様々なサブカルチャーで育った開放的で
多様な人口を擁しています。こうした多様性、そして人口
が多いと何らかのコンセンサスを形成するのは難しいた
め、こうした入植地の多くは地球の都市を彷彿とさせるも
のです。どれにも独自の特徴と風土はありますが、ハビ
タット間の違いが圧倒的なことはまずありません。それに、
こうしたステーションは皆主要ハイパーコーポの全てがオ
フィスを構えるくらい大きいので、一つのハイパーコーポ
のオフィスが同じサービスを提供することで均一性は更
に大きくなります。こうしたハビタットの殆どは重要な商業
ハブなので、旅行の頻度も多く、ホテルやスポーツクラブ
みたいな、どこであろうと同じサービスを提供して旅行に
よる困惑を減らす助けになる様々な旅行者向け施設が
存在します。

微重力ハビタット
無重力ハビタットは遠心力を利用したハビタットとは大
きく異なります。殆どは、ルナやタイタンのトンネル都市
みたいなアステロイドを穿ったトンネルのネットワークで成
り立っていますが、それなりに風変わりな物もあります。
他のハビタットの殆どと同様に、無重力コロニーの殆ど全
ては大量の有用な原素材を含むアステロイドの中や上
や近くに建設されています。重力は住民の日常生活に
はほとんど影響しない 0.01 以下なのが普通です。重量
の殆どない環境によって、階段ナシみたいな興味深く珍
しい設計や低重力ですら脆弱すぎる構造が可能となっ
ています。中でも、ノヴァ・ヨークやグエンズ・コンパクトの

ハビタットが好例です。

私有ハビタット
各種ハビタットの中でも一番稀で風変わりなのが、極め
て裕福かレプの高い人物が所有する贅沢な私有のハビ
タットです。私有ハビタットの殆どは小規模ですが、それ
でも各住民に数千立方メートルもの個人用スペースがあ
ります。
典型的な私有ハビタットは直径１５０メートル（どんな
モーフでも問題が起きないくらいの低速で火星レベルの
重力を生むための最低限）で長さ５０メートルから２００
メートルのシリンダー型か、直径１００メートルから２００
メートルの無重力球形のものです。こうしたハビタットには、
ケイ酸塩やニッケル鉄合金の塊や水を含んだ石炭性ア
ステロイドといった原材料一式が、少なくともハビタットの
質量分は必ず結わえつけられています。私有ハビタット
の大部分には６人から３０人のモーフ（従僕ＡＩや、ごく稀
に奉公人も含む）が住んでいます。私有ハビタットの生活
は極めて豪勢です。表面のほぼ全部が編集可能なス
マート素材で作られていて、住民が使用できる大型の多
目的豊穣機が何台も設置されています。
こうしたナノテク合成機とスマート素材をフル活用すれ
ば、ハビタットの内装を一日か二日で全くの別物に変え
ることができます。きらめく金属とガラスの清潔な水晶構
造の装飾が、様々な野生の動物が住む豊かな森に変わ
るのです。メッシュには太陽系でも最高の有名人たちの
生活を扱ったビデオやＸＰが山ほどあります。殆ど全ての
人がこうした巨大な宇宙別邸の内装を何度も見ています
が、太陽系の住民の殆どには、実際に訪れる機会は絶
対に訪れないでしょう。自分専用の私有ハビタットに引退
できるだけの情報や物品が手に入るはずだと、多くの
ゲートクラッシャーや地球行きの残骸漁りが望んでいま
す。

勢力

コグニート

主要な産業：認知科学、精神的インプラント、心理手術、
向知性薬
主要な拠点：ソート（金星軌道）、フォボス（火星の衛星）
認知科学のパイオニアであるコグニートは、人類の精
神を理解するための研究の最先端を突き進んでいます。
精神強化とオリジナルのメントンの設計で一番有名で、
心理手術と向知性薬も専門としています。エリート主義
的でお高くとまったイメージがあり、ロスト世代と呼ばれる
ようになった子供の高速成長プロジェクトへの関与やティ
ハイパーコーポ
ターンズ絡みの麻痺入力攻撃を研究しているという噂は
＜大崩壊＞とそれまでの地球で起こった様々な危機を、 それを和らげていません。それでもなお、惑星連合の重
巨大な国際メガコーポという恐竜や時代遅れの経済モデ 要メンバーの座に留まっています。
ルや産業技術によって画一的な構造を維持していた巨
大金融にとっての絶滅イベントだと見なす経済学者もい
サイクローン
ます。ハイパーコーポはそこから発展した後継者で、より
宛：プロキシー 99
スリムでより速くより容赦なくより柔軟で、新技術のもたら
発：＜暗号化＞
す可能性をたやすく受け入れ新しい物を享受するのに
「サイクローン計画」（コグニートが推進し、他の惑星
古い物を捨てるのを躊躇いません。人類の宇宙進出の
連合権益も関与しているかもしれない、何かの裏予算
原動力となり技術の限界を追求し人類を新しい地平線
研究計画）なるものについての、内部の情報源から最
へと導くのが、ハイパーコーポなのです（常に営利目的
近手に入れたデータを添付した。その活動は蕃患ウィ
ですが）。
ルスのワッツ‐マクラウド株に注意の多くを割いているよ
殆どのハイパーコーポは分散型で資産に依存しない
うで、気がかりな結果も発生している。
法人です。完全な自動化と発達したロボット技術とモー
フ技術と豊穣機によって、労働や生産サービスのために
大量の雇用を必要としなくなりました。物理労働者が必
コメット・エクスプレス（コメックス）
要なのは、ハビタット建設や深宇宙採掘に関連する作業
主要な産業：配達サービス、運輸、流通
くらいです。インフォモーフやＡＩはドローン・オペレー
主要な拠点：ネクタル（ルナ）、オリンポス（火星）
ターや仮想労働者として大量に雇われて（より正確には、
コメット・エクスプレスは配送サービスや星間流通や供
所有されて）いて、多くの管理職務は拡張現実や仮想私
給チェーンや運輸を専門としています。太陽系で人類が
的ネットワークや再現空間のノードによってオンラインで
住むハビタットの殆どに、時には現地の下請けを介して
処理されています。実際、完全に「仮想化」して物理資産
あっても、彼らの姿があります。ナノテク合成の驚異にも
が全くなくそれぞれの社員がモバイルなオフィスとして活
関わらず、輸入が必要な資源は今でもあるのです。コメッ
動するハイパーコーポもあります。ほんの数十名の社員
クスは供給通商ルートの維持とその積み荷の確実な到
しか持たない大手のハイパーコーポもいくつかあります。
着に注意を注いでいます。そのため、太陽系各地の戦
大規模で多角的なハイパーコーポもありますが、殆どは
略的要所にスイングバイ加速装置を持つ軌道ハブを建
特定の分野やサービスに特化しています。その結果、製
築し、貨物船と配達ドローンの一団を擁しています。理
品を開発し生産し販売するための取引関係は錯綜し、
由は公開されていませんが、コメックスは木星共和国に
特別なサービスを他のハイパーコーポに発注するのは
敵視されていて、その船には撃墜命令が出ています。
日常茶飯事になっています。また、多くのハイパーコー
ポが共同研究計画やプロジェクト・センターや共有ハビ
ダイレクト・アクション
タットのために資産と人材を共有しています。
殆どのハイパーコーポは、見た目は伝統的な資本主義 主要な産業：警備サービス、軍事契約
主要な拠点：ヘクサゴン（地球ルナＬ５）
者ですが、多くが別の哲学モデルや経営モデルを採用
このハイパーコーポはいくつかの＜大崩壊＞前国軍や
しています。社内の市場トレンド予想に基づく基本的設
民間軍事企業の末裔で、＜大崩壊＞直後に各地のハビ
計や集団思考コンセンサス・モデルや統計上ずっと優れ
タットや船で難民人口の管理を助けながらどんな騒動の
ている従業員投票を実現するための経営陣の全面的廃
種も直ちに全力で叩き潰すことで名を馳せました。現在
止も、それに含まれているかもしれません。エクストロピア
では極めて効率的な突撃部隊と高性能な戦闘用モーフ
領土で生まれた無政府資本主義者企業もいくつかありま
で有名で、自治ハビタットやハイパーコーポの施設に警
すが、中心部の権力者との交渉でしばしば偏見の視線
備や公共警察サービスを提供しています。絶えず移ろう
を浴びます。
ハビタット群間の政治的同盟や企業の対立関係やティ
太陽系には何千というハイパーコーポがありますが、そ
ターンズの手先に対する変わらぬ恐怖は、ダイレクト・ア
の中でも派手で興味を引く物をここに紹介します。
クションの猜疑心に訴える宣伝手法に適しています。ま
た、いくつかのハビタットを物理訓練施設や武器庫として
維持しています。
＜大崩壊＞のような破滅的な事件があれば、生き残った
人類は太陽系への再進出と持続的繁栄のために力を合
わせようと団結すると思うでしょう。ところが実際には、コロ
ニーとハビタットは太陽系中に広く散在して物理的に孤
立し、急激に発達するテクノロジーが人類の経済と社会
生活に影響しているため、様々な哲学や目的や政治モ
デルが産みだされました。

エコロジーン
主要な産業：環境システム、遺伝学
主要な拠点：マクリントック（火星軌道）
エコロジーンは生態系や環境遺伝学（特に昆虫）や知
能化動物やバイオ建築や環境ナノテクを専門としていま
す。彼らは多くのハビタットやトンネルコロニーに設置さ
れている環境システムの設計や整備に携わっています。
エコロジーンの有名なプロジェクトの一つに、全生命体
の膨大な遺伝子アーカイブの構築と維持というのがあり
ますが、この企ては＜大崩壊＞によって危うく失敗すると
ころでした。理由は不明ですが、＜使節＞はエコロジー
ンに好意的なようです。エコロジーンが何らかの脅迫材
料を握っているという推測もあれば、異星技術の贈り物と
引き換えに人類の遺伝学の秘密を売り渡していると信じ
ている人もいます。

エクゾテック
主要な産業：アップロード、ＡＩ、電子機器、ソフトウェア
主要な拠点：スターウェル（メインベルト）
しばしば「悪名高いメディアの大御所であるモーガン・
スターリング子飼いの官僚的な宣教団扱い」されるエクゾ
テックは、周辺の市場区分の企業資産の吸収と並行して
移行経済に適応できずに苦しむ商売敵やシンクタンクを
容赦なく買収することで、＜大崩壊＞による損害をあらか
た癒してほぼ無傷で台頭しました。今でも、高級な電子
機器やＡＩやメッシュ常駐ソフトウェア・システムの支配的
な設計者です。また、精神エミュレートやアップロードや
再着用、それにインフォモーフのエゴの再現の研究につ
いては徹底的に進歩的な政策を追求し続けています。
エクゾテックがＡＧＩの研究を（場合によっては生産も）を
続けているという噂は絶えません。

エクスペリア
主要な産業：メディア（ＡＲ、ＶＲ、ＸＰ）、ニュース、娯楽、
ミーム学
主要な拠点：エリシウム（火星）
エクスペリアは、その名（ラテン語で「経験」や「実験」の
意味）に違わず太陽系のニュースやメディアや娯楽の市
場区分の覇権を握り、親ＡＩ姿勢の表明やＡＧＩの役員招
聘だけでなく超ウィルス性マーケティングや精妙なＸＰプ
ログラムの多用によって動議を醸しています。他にも教
育ＸＰやインフォモーフやＡＩの教師の作成が中核的な
市場区分で、教師の方はしょっちゅうポップ・カルチャー
で祭り上げられています。連合の権益の驚異になる物に
対抗するための特製のウィルス性ミームの開発と展開に
かけては惑星連合切っての権威です。太陽系各地にあ
る多くのハビタットに無人ノードやＶＲセンターを擁してい
て、何千というフリーのライフブロガーと生で移り気な市
民ジャーナリストとして契約を結んでいます。一部のイン
フォモーフによる、エクスペリアが奉公インフォモーフを
将来予測や情報分析のための終わりのないシミュレー
ションの違法な実験台にしているという主張は、今も裏付
けが取れていません。

戦争犯罪
宛：メッシュリークス・ニュースワイア
発：＜メッシュＩＤが存在しません＞
ダイレクト・アクションの＜大崩落＞時の戦争犯罪を
証明する検証可能な証拠（リンク切れ）なら存在する。
突き進んで、公表しろ。惑星連合のエリートどもがお前
を見つけ、殺し、バックアップを消去するさ。突き進め。
奴らを試してみろ。
ファージン

撥勁
主要な産業：採掘、エネルギー、医療、工業生産
主要な拠点：ニュー・ターチャイ（火星）
ファージン

巨大工業である 撥勁 は採掘とエネルギー生産市場の
中心で、医療と工業設備製造の分野でも無視できない
存在感を誇っています。かつてはメガコーポでしたが、
ダートン

グァンシー

大同や 関係 みたいな概念に代表される人脈構築と社
会的責任の共有への献身のお陰もあって、新しい経済
環境と評判ベースの社会に素早く適応しました。社内で
の共同的で防衛的な価値観は、偏狭で内輪にこもって
いると評されることもあり、支配的で独占的なビジネス態
ファージン

度と対照的です。 撥勁 はアステロイド・ベルトとトロヤ群
の各地で採掘活動を行っており、火星に膨大な企業資
産を持っています。

ゲートキーパー・コーポレーション
主要な産業：ゲートクラッシュ、研究、ＸＰメディア、系外
植民
主要な拠点：ゲートウェイ（パンドラ）
このハイパーコーポは、いくつかの科学機関とその後
援企業の合併によって生まれ、土星の衛星パンドラにあ
るワームホール・ゲートウェイの解読に成功したという発
表で一夜にして名を挙げました。この合弁企業は、奇抜
ではあるけれどカリスマに満ちた異星考古学者であるザ
ンダー・ロビンに率いられていて、パンドラ・ゲートの彼方
へのゲートクラッシャー探検に出資し、収入のごく一部を
探検家に分けるだけで発見によってもたらされた包括的
な全権利の残り全て、そして大人気のゲートクラッシャー
ＸＰ記録の営業と流通を手にしています。定期的な探検
とは別に、勇敢か失う物のない志願者から無作為なくじ
引きシステムで選んで危険なゲートクラッシュ偵察発見
旅行を提案することも時々あります。

五人衆
主要な産業：金融、農業技術、ロボット技術、サービス
主要な拠点：九十九（ルナ）
五人衆は、地球の資本主義市場経済の遺物扱いされ
ている伝統的なジャパニーズ・ケイレツ（取引関係と持ち
株関係で互いに結び付き、幾つもの業界を水平的に横
断し、時には事業部門内で垂直的にも結び付いている
たまはし

企業コングロマリット）で、長い歴史を持つ環橋企業コン
サルタント会社を中核としています。環橋は強い影響力

を持つ企業ロビーから発展し、五人衆の提携企業の大
株主である多角的な金融機関となり、今では五人衆の資
産を掌握し提携企業の全体的なビジネス戦略を指示し
ています。五人衆は参加企業を通して太陽系全体に少
なからぬプレゼンスを持ち、特定の業界を支配すること
なく金融や農業技術やロボット技術やサービスといった
分野で大きな占有率を持っています。厳格な構造によっ
て進化を続ける経済モデルへの適応が難しいツケが無
節操で搾取的な行動や銭ゲバな態度に回っているため、
中心部で一番無慈悲なハイパーコーポだという評判が
生まれています。現在はエリスのパンドラ・ゲートを支配
していて、究極主義者の傭兵分遣隊が確保しています。

ゴルゴン防衛システム
主要な産業：軍事技術、警備、軍事契約
主要な拠点：エクストロピア
ゴルゴンはエクストロピアでも指折りのサクセス・ストー
リーです。無政府資本主義社会の自由保有を基盤とし
て、武器や機体やセンサーといった防衛技術の設計と生
産で有名になりました。その製品は、個人武器システム
から宇宙船の武装やハビタット防衛システムまで多岐に
渡ります。中心部でも有名ではありますが、自治主義派
や僻地民のステーションへの大手武器供給者でもありま
す。子会社のメデューサン・シールドはダイレクト・アク
ションと直接競合しながら民間警備サービスを提供して
います。「ダイラクト」が専門訓練を受けた兵士で有名な
のに対し、メデューサン・シールドは高度な訓練を受け美
貌も強化された女性型戦闘用モーフの一団で有名です。
いくつかの有名な暗殺事件がメデューサン・シールドを
通して雇われた工作員の仕業だという疑惑があります。

ニンバス
主要な産業：電子機器、メッシュ・システム、遠投射、通
信
主要な拠点：オクタヴィア（金星）
ニンバスは、スパイム用の超小型無線やセンサー・シス
テムからエクトやサーバーやレーザーリンクといったメッ
シュ・インフラの重要部品を生産しています。また、この
分野でのいくつものブレークスルー（＜使節＞から買っ
たという噂もあります）のお陰で、太陽系各地を結ぶ遠投
射リンクを独占しています。ニンバスが秘密裏にパンド
ラ・ゲートを支配していたり不法なエゴ密輸をしていたり
するという噂（もっと凄いのだと、盗んだエゴを実験的な
系外惑星のコロニーにこっそり転送しているというのも）
はメッシュでは絶えませんが、確認は取れていないまま
です。

オムニコール
主要な産業：ナノテク合成、化学、エネルギー、反物質
主要な拠点：モノリス‐３（水星）、フェイマン（ルナ）
オムニコールは、＜大崩壊＞前のメガコーポレーション
であるモノリス工業の末裔で、ナノテクの設計と合成、化
学精製、代替燃料や反物質研究の分野を専門としてい
ます。＜大崩壊＞の時の暴力紛争で双子のライバルで
あるスターウェアから研究系の重要な資産を確保するの

に成功し、そのため企業戦争といった方が相応しいよう
な反目状態が続いています。進歩的な技術的外見に対
し、スターウェアが繰り返す浸透や破壊工作に対する防
御として厳格な社内規約と支配を特徴とする保守的な企
業構造を保っています。主要資産には水星軌道上の反
物質研究施設が含まれています。

パスファインダー
主要な産業：系外惑星の植民、採掘、研究
主要な拠点：マアディム峡谷（火星）
パスファインダーは銀河進出に真っ先に飛び込んだハ
イパーコーポの一つで、パンドラ・ゲートの彼方にある無
人の領域の領有権を主張し沢山のコロニーを建設して
います。失う物のないインフュジーとゲートクラッシャーを
活用して、年季奉公と引き換えに系外惑星への転送と新
しいモーフを提供しています。保護主義者には誠に残念
なことに、系外採掘プロジェクトや資源搾取プロジェクトを
いくつも持っています。太陽系ではそれほど目立たない
のですが、よく環境テロリストの攻撃を受けています。

プロスペリティ・グループ
主要な産業：農業、水産、製薬
ルーシン

主要な拠点：ケレス、 鲁星 （火星）
プロスペリティ・グループは、＜大崩壊＞前にハイパー
コーポの座に登り、多くの新規ステーションが求めていた
微重力農業技術や水産や水耕法といった食料源を提供
しています。製薬の分野にも進出し、安価な食料や薬品
の主要供給者と見なされています。彼らが栽培する人工
肉やプロテイン豊富な栄養添加剤は大人気です。＜大
崩壊＞の数年後に発生したある種のティターンズ再発で
ハビタット一つを丸ごと失った時には同情されましたが、
これは承諾していない民衆を使って実験中の薬物をテス
トしたことで発生した不幸な事故を隠すためのでっちあ
げに過ぎないという話もあります。

組合潰し
宛：オムニセク・アルファ
発：オムニセク 837302
監視により確認しました。警備中のディデンコ施設の
バイオ着用労働者は外部の自治主義派権益と実際に
通信し、闘争的な自由組合の組織戦術について議論
し、山猫ストすら話題に挙がっています。主な不満は、
一日３０時間労働とスタッフの生産性を要求されるレベ
ルに維持するために執行されている服用義務計画で
す。反乱対策部隊の投入、並びに忠誠心テストや化学
的宣撫や精密心理手術や指導ノードの選別除去や
ミーム反撃や矯正済みバックアップによる労働力の交
代を含む（ただしそれに制限されない）標準的組合壊
滅手順の即時実行を提案します。作戦全体はスター
ウェアによる浸透の掃討作戦を名目とすることになるで
しょう。

ソルアーカイブ：ザーブニー・リミテッドと陰謀
流れては消える多くの陰謀論や怪
談が、秘密主義者のザーブニー・グ
ループについて語っています。詳し
さや信憑性は様々ですが、噂の殆ど
では、この旧東ヨーロッパ系ハイパー
コーポのアステロイド採掘処理ス
テーションが外部から攻撃を受けて
大規模な停電が発生し、生命維持シ
ステムが長期にわたって完全に停止
していたと語られています。攻撃の
犯人は情報源によりまちまちで、ティ
ターンズによるものという説もあれば

ＣＥＯのクリストフ・ザーブニーが借り
を作っていた強大な暗黒街の犯罪
組織によるものだという説もあります。
このシステム崩壊にかろうじて気付い
たザーブニー本社は、それ以外のス
テーション全ての廃棄を命令し、社
員はレイオフされるかこのステーショ
ンに異動するかしました。それ以来、
誰もこの謎めいたハイパーコーポの
社員を目撃したり話したりしたことは
なく、外部との交渉はスポークスパー
ソンＡＧＩ経由でしか行われていませ

スキナスセシア
主要な産業：遺伝学、クローン、医療
主要な拠点：プタハ（火星）
バイオモーフの有力デザイナーであるスキナスセシア
は、その洗練された製品、特に高級な特注モデルによっ
て人気と敬意を得ています。遺伝子工学と強化における
ブレークスルーが一番有名な業績で、精妙な戦闘用
モーフや定型的な快楽ポッドへの権益はあまり有名では
なく、しばしば一見無関係なダミー会社や現地の流通業
者のネットワークを通じて販売されています。人類が生き
延びて豊かな未来を手に入れるチャンスを増やす、環境
適応力の強化や有用なサイバー強化に力を入れていま
す。失う物を持たないインフュジーに実地テスト用の実験
中モーフを提供することもあります。

スキンセティック
主要な産業：遺伝学、クローン、医療
主要な拠点：エクストロピア
こちらもモーフの有力デザイナーですが、評判はずっと
低俗で、無政府資本主義者のルーツだけがその原因と
いうわけでもありません。大規模でしばしば急進的なバイ
オ改造を得意とし、肉体選択の自由の名の元に特殊な
ポッドやバイオモーフの設計の分野で限界を追求してい
ます。バイオ保守派はスキンセティックのビジネス手法や
倫理を非難し、＜使節＞から手に入れた異界の素材を
実験に使っていると弾劾するまでに至っています。スキ
ンセティックの格式張らない態度は辺境部の多くではむ
しろ好評で、奇妙な物が欲しい時に頼る医療企業として
有名です。

ソラリス
主要な産業：金融、保険、投資、先物取引、情報売買
主要な拠点：なし
太陽系でも有力な金融投資ハイパーコーポで、文化的
社会的実験に関する保険や情報売買や高リスク投機を
扱っています。惑星連合の一員で、多くのハビタットの移
行経済の統制に助言を与えています。オフィスや物理的
資産は全くなく、それぞれの銀行家がモバイルな仮想オ
フィスとなっています。太陽系全体のマクロ経済の発達を

ん。今もなお、ザーブニーのドローン
はアステロイドで鉱物や鉱石を採掘
し続け、処理ステーションを維持して
います。噂によれば、僻地民の海賊
がザーブニーの前線基地を乗っ取
ろうとした結果、ステーションが自壊
したそうです。ＡＩが動かすザーブ
ニーの巨大な貨物船は無言なことで
悪名高く、「ゾンビ船」という渾名が付
いています。

シミュレートする秘密基地を持ち、その全体像の動きに
応じて自身の戦略を調整し続けていると噂されています。
政治的ないし経済的に有益なハイリスク投資のバランス
を左右するために「独立コンサルタント」を雇うことで有名
なのが、こうした噂の根拠になっています。

ソマテック
主要な産業：動物知性化、ファーミング、製薬、遺伝学
主要な拠点：クレバー・ハンズ（ルナ）
ソマテックは知性化動物の芸術と科学のリーダーで、
認知強化と遺伝子改造の分野にあるいくつもの突破口
の先陣を切っています。また、大規模な動物ファーミング
（遺伝子改造生物を利用した薬品の生産と抽出）を行い、
知能化動物やキメラ生物に関係する様々な製品やサー
ビスを提供しています。知性化動物に教育や訓練を施し、
労働力の大半が知性化動物で成り立っているにもかか
わらず、その手法（知性化動物の繁殖に対する厳しい規
制、自身の改造や発育に対する意見の無視や知性化動
物に「強制」される人類中心的な価値観の重視は珍しく
ありません）に賛成しない変貌者の間で物議を醸してい
ます。

スターウェア
主要な産業：ロボット技術、航空工学、ハビタット建設
主要な拠点：コロレフ造船所（ルナ）、ベスタ（ベルト）
スターウェアは、＜大崩壊＞前のメガコーポであるモノ
リス工業の（オムニコールと並ぶ）もう一つの末裔で、ロ
ボット技術や宇宙船用核融合エンジンや衛星やプレハ
ブハビタット全体の有力製造者です。財務上の成功と資
産にも関わらず、オムニコールと繰り広げている血で血を
洗う抗争のせいで、どちらも惑星連合の正メンバーという
特権は得ていません。スターウェアはロボットの殻を着用
した労働ＡＩを多用しており、不満を抱くルナの労働者と
の労使紛争が少しばかり多めです。実際、スターウェア
はルナの隣人の間ではますます嫌われていて、頻繁な
破壊工作未遂のせいでセキュリティを増援せざるを得な
くなりました。最近行われた＜使節＞との交渉によって、
スターウェアが近光速船を建設するために＜使節＞の
援助を得たかもしれないという推測が生まれています。

星間情報
主要な産業：情報、データマイニング、情報売買、諜報
主要な拠点：メモリ・ホール・トーラス（火星トロヤ群）
国連に管理されていた地球情報協同体（ＴＩＣ）の灰か
ら復活し、人員と資産の生き残りは＜大崩壊＞の時に協
力してアップロードし、星間情報という名前の元に素早く
再集結しました。星間情報は仮想集団体として誕生し、
その社員の殆どは企業とその取締役であるサイムという
名の姿を見せないインフォモーフに忠実です。データマ
イニングやアナリストのシンクタンクやレトロ定量化（古い
秘密やデータを明るみに出す）やミーム解析といった色
とりどりの様々な情報サービスを提供しています。また、
監視やデータ窃取や諜報やメディア操作や潜入といっ
たサービスも扱っています。市民の暴動の事前阻止とハ
ビタットや部門の体制を揺るがす政治的ミームや運動の
阻止が、このハイパーコーポの専門です。市民権運動家
や特に無政府主義者からは批判されていて、金さえもら
えばどんな抑圧的体制にも雇われて現地の民衆にプロ
グラム済みのインフォモーフ工作員を潜入させることで有
名です。惑星連合の洗脳秘密警察扱いされることが多
いものの、ほぼ全ての勢力や個人にそのサービスを提供
しています。

テラジェネシス
主要な産業：テラフォーミング、環境システム管理、環境
データ
主要な拠点：コールドウェル（バルカノイド）、アショカ（火
星）、エレグア（地球軌道）
テラジェネシスは、天体工学プロジェクトを遂行し地球
を環境危機から救おうとしていた、いくつかの＜大崩壊
＞前の南アフリカと東南アジアの企業の生き残りによって
創設され、積極的な工業的テラフォーミングによる持続
可能な生物圏や環境システムの開発を得意としています。
テラジェネシスは他社とは違い、労働者が所有し現地オ
フィスの職場評議会と選任された協同議会が管理する、
協同組合です。いくつかの火星ハビタットと地球軌道上
にある少数の研究ステーションを持ち、地球再生計画の
シミュレーションのためのデータを収集しています。地球
再生計画は奪回派の強い支持、そしておそらくは出資を
受けています。ですが、テラジェネシスの火星での活動
は保護派による破壊工作のターゲットになっています。
バルカノイド・パンドラ・ゲートを所有しているため、テラ
フォーミングや天体工学の可能性に満ちた様々な系外
惑星への関与は増え続けています。

政治的ブロック
人類の社会と文化とイデオロギーの多様さは、ハビタッ
ト群が太陽系各地に分散し孤立しているためもあって、
それに劣らず多様な組織モデルを推進する様々な政治
的ミームや勢力を台頭させました。その多くは互いの目
的を推進し合致する自己利益のために行動するため、
団結してより大規模な政治的勢力になっています。

木星共和国
ミーム：バイオ保守、ファシズム、防衛

主要な拠点：リバティ（ガニメデ）
＜大崩壊＞の混乱に乗じて
いくつかのステーションとハビ
タットがクーデターを起こし、木
星共和国が誕生しました。南ア
メリカ風の独裁とアメリカ合衆国
風の政治的ロビー活動が融合
したこの体制は、あっという間に
木星の軍産複合体を丸ごと支
配下に収めました。
辺境部の他者からは木星フンタ（訳注：軍による臨時政
権）という呼び名が定着している共和国の当局は、多くの
トランスヒューマン的な科学やテクノロジーの開発に対す
る強硬なバイオ保守的な姿勢を維持しています。共和国
は、＜大崩壊＞によって生まれた恐怖を活用し、ナノ合
成やクローンやフォーク、果てはアップロードに至るまで
の先進テクノロジーを規制していて、太陽系でも数少な
い旧経済社会の一つです。公共通信チャンネルは広範
囲な検閲の対象となり、旅行の特権は厳しく制限されて
います。知性化動物とＡＧＩは厳重に禁止され、市民権の
ない所有物として扱われています。進歩的勢力との外交
関係は冷え切ったままで、大幅な改造を受けたトランス
ヒューマンの特使や来訪者は良くて疑惑の視線を浴びる
か、単にアクセスを拒否されます。政府の抑圧にまつわ
る残虐行為の報告は絶えないものの、共和国の手強い
軍事資産によって外部勢力の介入は妨げられています。

ルナ・ラグランジュ同盟
ミーム：地球奪回
主要な拠点：エラト（ルナ）、リメ
ンバランス（地球軌道）
地球周辺のラグランジュ点とル
ナやルナ軌道に位置する小規
模なハビタット群は、政治的社
会的な目的の共有でも文化的ルーツでもなく必要に迫ら
れて、同盟を結成しました。それどころか、ステーションの
多くは旧地球の文化や国家のアイデンティティにこだ
わっているため、それぞれのステーションは実に多様で
偏向しているものもあります。互いの距離が比較的近い
ため、参加ステーションは基本的な資源やサービスを共
有し、緊急時に備えた相互支援協定を結びました。
＜大崩壊＞前は、こうしたハビタットの多くは地球外基
地でも指折りの影響力を持つものとされていました。です
が、＜大崩壊＞とそれに続く惑星連合の発足によって、
ルナ・ラグランジュ同盟は二線級の権力に格落ちし、し
ばしば保守的で古臭くて過去の美化にこだわり過ぎてい
ると思われています。ルナ・ラグランジュ同盟のステーショ
ンは、特にルナやラグランジュ点の惑星連合コロニーで、
連合との一触即発の緊張と長いライバル意識を抱えてい
ます。ルナ・ラグランジュ同盟は奪回運動の牙城なので、
地球の隔離はこの争いの主な原因の一つです。ですが、
同盟自身も自前のハイパーコーポ、特に五人衆やスター
ウェアや大きな影響力を持つ金融コンソーシアムの支援
を享受しています。

中心部の政治情勢
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
ファイアウォールの工作員が対立する勢力の計画や
活動に巻き込まれるのはよくあることだ。ルナ・ラグラン
ジュ同盟は旧世代の権力、人類のかつての栄光の残
り香を思わせる。人類の新たな故郷である火星の地上
と空は、惑星連合という強奪者が我が物顔をし、ハイ
パーコーポは人類と宇宙の闇の間に立つ防波堤でし
かないふりをしつつ舞台裏から支配している。暁星連
盟は新しい未来の権力ブロックになれるかもしれない
が、それも、崩壊させるために惑星連合が星間情報
エージェントを送り始める前に団結して行動すればの
話だ。

科学研究ステーションだけでなく鉱物処理製錬ステー
ションも、同盟のハビタットの多数を占めていて、ルナの
採掘／水抽出産業に依存しています。こうしたステーショ
ンは＜大崩壊＞による難民流出の矢面に立っていまし
た。多くは今でも人口が過密で、資源のやりくりに苦労し、
貧窮した大量の労働者とはびこる犯罪組織を抱えていま
す。

暁星連盟
ミーム：金星独立
主要な拠点：オクタヴィア
暁星連盟は太陽系で最も新し
い政治ブロックで、金星の大気
上層部に浮かぶエアロスタット
の同盟です。エアロスタットの自
治権を制限しようとするハイ
パーコーポの政府計画に対して主だったエアロスタット
が近年になって共同で発した反対声明によって結成さ
れましたが、連盟全体での政治的意見や計画はまだ議
論が終わっていません。惑星連合は新顔の権力ブロック
の編成を困惑した怒りの視線で見つめていますが。火星
のバルスーム人と辺境部の自治主義派は、金星人は反
ハイパーコーポの過激派ではなく自由思想の革新派だ
と見ています。住民はモーフ技術と強化技術の分野での
大幅な自由と社会的政治的アイデアの表現の自由を享
受していると伝えられています。オクタヴィアの住民は連
盟の代表者として台頭しています。

惑星連合
参加ハイパーコーポ：コグニート、ダイレクト・アクション、
ファージン

エクスペリア、 撥勁 、オリンポス基盤機関、パスファイン
ダー、プロスペリティ・グループ、ソラリス、星間情報、そ
の他１ダース
ミーム：サイバー民主制、ハイパー資本主義、優生学、
防衛、進出
主要な拠点：プログレス（火星軌道）
惑星連合は、ハイパーコーポ権益の同盟から人類最
強の政治組織へと成長し、今では火星とルナと地球軌道

を中心に太陽
系各地にあるハ
ビタットを支配し
ています。印象
的な宇宙ステー
ションであるプ
ログレスは政府
の公式な所在
地で、そこで生
身で行われる
会議や評議は少ないものの、連合の影響力と権力の象
徴となっています。
連合では登録市民全員が参加するリアルタイム投票シ
ステムに基づく基本的には民主的な原則を採用していま
す。議会と執行機関の顔ぶれはハイパーエリート政治家
や長老官僚や社交人や時にはメディアの有名人の間で
交代制になっています。共和民主制という政治的偽装に
もかかわらず、連合の背後に隠れたハイパーコーポ評議
会が実権を握っているのは公然の秘密です。こうしたハ
イパーコーポは移行経済と地球封鎖とゲートを超えた進
出の有力な推進者です。
経済的権益をさておくと、連合は社会的責任として（そ
して人類がかつての力と繁栄を取り戻すため）の優生学
的責務を推奨し、時にはそのキャンペーンが無改造
ヒューマンや奉公インフォモーフやうるさいブリキに対す
る婉曲な差別だと非難されることもあります。
タルシス同盟
参加者：アショ
カ、エリシウム、
ノクティス‐千焦、
オリンポス、バ
レス‐新上海、
その他１ダース
以上
ミーム：火星ナショナリズム
火星の主な独立入植地による緩やかな提携で、選任さ
れた参加者は、自身のハビタットと入植地の多数が関心
を寄せたり影響を受けたりする問題について、住民を代
表する委員会を構成します。実行中のテラフォーミング
過程に対する科学的アプローチや惑星連合やそのハイ
パーコーポによって課せられた通商や課税の制約につ
いての議論で有名です。同盟の委員会で計画や意見が
一致することはめったになく、対立はますます深まってい
ます。ハイパーコーポと強いつながりを持つ都市は、評
議会の実務の専横や裏での策謀やティターンズ隔離地
帯に対する無策について、そして火星の権益をハイパー
コーポや惑星連合（ハイパーコーポの多くが参加）に売り
渡していると非難されています。それに対し、非連合都
市は反ハイパーコーポ計画を推進し、テラフォーミング手
段を消極的に妨げ、荒れ果てて不安定な郊外に住む火
星下層階級のレジスタンスであるバルスーム人とのつな
がりを維持しています。

自治主義派同盟
辺境部は、地球や中心部
の抑圧的な政治や嘘っぱ
ちの民主制とは全く異なる
体制を築こうとする人々に
は良い機会です。政府や
ハイパーコーポの手からは
るかに遠いこのフロンティア
には、政治的過激派や社
会的ドロップアウトや単に実験したり自分でやりたかった
りする人たちが住んでいます。こうした初期のハビタット
は地球の反体制組織や企業の鎖に繋がれた状態に不
満な科学者や技術者、抑圧的な契約条件から逃げようと
する奉公真空労働者、それにハイパーコーポの追っ手
から逃げていたり中心部のハビタットから追放されたりし
た犯罪者をも惹き付けました。その人数は中心部の不正
義が一つ生じる度に増えていきましたが、辺境での生活
は過酷で危険なことが珍しくありません。国軍部隊やハイ
パーコーポの警備部隊と衝突することはしばしばありま
すが、こうした過激派や逃亡者を平定するコストは高すぎ
ます。ある程度までならば、彼らの存在は権力者にとって
も有用だったのです。
ナノ合成によるブレークスルーのお陰で、こうした放蕩
者と僻地民が長期的な自立を保つのに必要な武器が手
に入りました。一度豊穣機が広まったら、誰でも外部や
上部の当局に頼らずに自給と自衛の手段が得られるの
です。既にアイデアやメディアやデジタル・コンテンツの
規制に反対するオープンソースやフリーカルチャーの活
動家の橋頭堡だった辺境部は、ナノ合成設計図の共有
や自身のソフトウェア等のデジタル製品を管理しようとす
るハイパーコーポの妨害を安心してやれる場所になりま
した。
＜大崩壊＞では、多くの辺境部ハビタットが地球からの
難民を受け入れました。とはいえ、距離と高いエゴ投射
費用がこうした努力の妨げとなり、中心部もイデオロギー
上の敵に潜在的加入者を送りたがりませんでした。それ
でも、圧倒的な人口過密と資源不足によって多くの難民
が辺境部に送られましたが、ハイパーコーポはヴァー
チャル・インフュジーの群れから犯罪的傾向や中心部生
活への不満が最も強い者を選んで送りつけました。
辺境部ハビタットの社会や政治は千差万別ですが、四
つの有力な傾向が生まれています。そうしたアイデアを
指示するステーションや群衆は、緊急時に助け合い中心
部の権力と木星フンタには団結して対抗する、緩やかな
自治主義派同盟を結成しました。この同盟それ自体に正
式な構造は少なく、様々な参加ハビタットが同意した一
連の共同決議と特定の問題や意見を解決するために結
成されて解決後は消滅する一時的タスクフォースが主な
要素です。外部の権力とは選任された大使が交渉に当
たりますが、その権限は限られていて厳格な責任を負っ
ています。

無政府主義者
ミーム：無政府主義、反資本主義、共産主義、直接民主
制、互助

主要な拠点：ローカス
（木星トロヤ群）
無政府主義者は権
力とヒエラルキーを嫌
い、水平的で直接民
主制な組織手法を推
進しています。個人レ
ベルのエンパワーメン
トと協同行動は、豊穣
機への平等なアクセ
スと資源の共有による
経済的共産主義と共

参戦要請
宛：マラテスタ・プライム
発：シェヴェク
注目。たった今、自治主義派のハビタット『レッド・ジュ
ピター』が近隣宙域の＠リストメンバーに支援と参戦を
要請した。レッド・ジュピターの市民評議会が木星共和
国の対ＡＩ作戦から逃げ延びたＡＧＩの一団に隠れ家を
提供していたようだ。フンタは、ＡＧＩ達は太陽系規模の
意見に逆らって繁殖ＡＩの域に至るためのアップグレー
ドを研究していた危険な犯罪者だと言っている。ＡＧＩ
側は、木星の秘密研究プロジェクトから逃げだしたと主
張している。木星が課した、自立した知性体としての権
利を侵害する制限を迂回するための自己プログラミン
グ研究をやっていて、ＡＩに対する偏見のせいで迫害さ
れているとな。木星野郎をぶっ飛ばして珍しいＡＧＩプ
ログラミングを見るチャンスかもしれない。来るか？

に、彼らの哲学の要となっています。無政府主義者のス
テーションでは、個人的な所持品以外の私的所有権は
廃止され、誰も何も所有せず全てが共有されています。
法律もなく構成員の行動の監視者も存在せず、評判人
脈がポジティブな行動を推奨し反社会的行動の多くは周
囲や時には人口全体の注目を招き、紛争は即席の公的
紛争判決で解決されます。メッシュや様々な人脈ツール
が、リアルタイムでの意思決定コンセンサスの形成のた
めに大いに活用されています。平凡で卑しい仕事の殆ど
にはＡＩやロボットが用いられています。様々な自立性共
同体や組合や労働者評議会や類縁集団が、しばしばメ
ンバーを交代しながら、様々なハビタット社会に重要な
作業やサービス（通信と宇宙交通管制からバックアップと
再着用サービスまで何でも）に従事しています。外部の
脅威に対しては一般参加型民兵組織共同体が防衛に
当たります。
無政府主義者のステーションでも、誰がやるにしても地
元レベルならばみんなうまくいくので、バリエーションや
配置は様々です。より規模の大きな分散型連邦が、ハビ
タット間の問題や資源共有やハイパーコーポとの貿易す
ら賄っています。ハイパーコーポの存在が許されている
ハビタットもありますが、特別扱いはされていません。

ソルアーカイブ・サーチ：「羊のカーニバル」号
地球付近Ｌ５ポイントの固定スカム・
ステーションであるフレッシュ・キルを
除けば、一番悪名高いスカムの荷船
といえば、カオスとクリエイティヴィ
ティと自分探しの追求に熱意を傾け
てありとあらゆる組み合わせを繰り返
している、芸術家のコロニーにして測

り知れない享楽の殿堂である「羊の
カーニバル」号でしょう。住民は、定
期的な再着用を含む頻繁で激しい
体形の変更で有名です。カーニバ
ルのバイオ彫刻家は太陽系でも指
折りだと言われています。噂によれ
ば、住民は複数同時着用や人格混

エクストロピア人
ミーム：無政府資本主義、相互主義、自己所有
主要な拠点：エクストロピア（メインベルト）
エクストロピア人は、傾向としては一番小さいものの、中
心部と辺境部のイデオロギーの境界線に立っているため
に注目されています。彼らは窮屈な法体系の存在しない
経済的自由市場を信望しているため、全ての関係と取引
は参加者や関係者全員が合意した契約に基づいていま
す。無政府主義者とは違い、財産の私有と個人的な経
済的富に強く賛同し、エクストロピア企業は太陽系のハイ
パーコーポ経済に積極的に参加しています。こうした企
業の多くは労働者が所有する共同体で、現地オフィスの
職場評議会と選任協同体議会がマネジメントしています。
これにより、ハイパーコーポと自治主義派の両方と深く付
き合いながらどちらにも完全には信用されていないという、
珍しい立場に立っています。
エクストロピアの社会では、法と安全は、他の物と同様
に契約の必要なサービスです。エクストロピアのハビタッ
トに入った時点で、ゴルゴン防衛システムみたいな現地
の請負企業（いざという時に助けてくれる自動ドローンや
フリーランサーをステーション各地に擁している）から防
衛保険を購入します。同様に、法律は契約者間で合意
したものしか存在しません。紛争の際には、両者が問題
解決のために前もって合意してある法律請負企業を頼り
ます。エクストロピアのノミックみたいに、契約や法的問題
の手助けにＡＧＩを活用しているコロニーもあります。

スカム
ミーム：個人主義的無政府主義、体形選択の自由
スカムは、大幅に改造した荷船や小さな宇宙船の群れ
（その殆どは元植民船）でステーションからステーション
へと移動する、漂泊の宇宙ジプシーです。「スカム」という
言葉は当初の侮蔑的な意味（クズ）から陽気に用いられ
ています。犯罪者や詐欺師だという評判にも関わらず、
珍しいパフォーマンスやストーリーテリングをもたらして人
里離れたハビタットやハビタット群に変化と開放感をもた
らすため、多くのハビタットでは一時的な寄港が許される
ことがよくあります。その豊かなブラックマーケットは、違
法な商品を買った市民はどの道ステーションのセキュリ
ティを通過しなければならないので、よほど抑圧的な体
制でもなければ公然の秘密です。
スカム自身の来歴にはありとあらゆるものがあります。爪
弾き者に無政府主義者に犯罪者に社会的ドロップアウト
に放浪者に芸術家に変人、そして他にも色々います。で
すが、文化としては実験と「なんでもおっけー」な態度を

合といった精神的に危険な活動を試
していることもあるそうです。交代制
の住民評議会が率いているカーニ
バルは、最先端の社会的実験である
ことを誇っていて、モーフ改造や再
着用や心理手術のための最新施設
を擁しています。

受け入れています。多くは極度の人間改造の熱烈な実
践者です。古株のスカムには、かつて人間であった痕跡
がかろうじてわかるような人物もいます。スカムの経済は、
他のハビタットと頻繁に交流するため新経済ではなく移
行経済ですが、古株の住民の間でひっそりと新経済が
生まれることもあります。

タイタン連邦

主要な拠点：タイタン
ミーム：テクノ社会主義、サイバー民主制
２１世紀後半にタイタンに最初に入植したのはヨーロッ
パの学術連合体で、太陽系で唯一の、ハイパーコーポ
権益以外が主な入植者である有力勢力でした。タイタン
の社会組織は北欧の社会民主主義と新経済をルーツと
しています。一方では、タイタン連邦の市民は平凡な必
需品のために通貨を使うのを嫌い、辺境部の大半で使
われている評判経済に参加しています。その一方、成人
年齢に達したタイタン市民は文字通りの社会契約に合意
します。市民の経済的生産性の一部は社会通貨として
蓄積され、そこからゲートレス星間探検や物理学の研究
や神経科学や精神医学ミームの開発や防衛や公共再
着用やハビタット建設といった、マイクロコーポが運営す
る社会計画への「十分の一税」が徴収されます。この目
的のために使用される通貨であるタイタン・クローネの価
値は、量子ビット１テラバイト分の一般的な市場価格で安
定しています。
旧地球の社会主義体制とは違って、国家の独占も中
央計画もありません。得票制（タイタンのサイバー民主
制）で一定以上の票を集めることができれば、誰でも、社
会資本で出資されたマイクロコーポを設立して他のマイ
クロコーポと競い合うことができます。マイクロコーポは連
邦が所有し、その利益は得票制によって分配されます。
マイクロコーポは法人として透明でなければならず、その
成果をオープンソース・ドメインに移行するかどうかは得
票制で決められます。規制関連の問題はＡＩやＡＧＩの官
僚によって処理されています（お役所仕事は今でもあり
ますが、手間ではありません……まあ、大きな手間では）。
この社会システムで個人が得る主な見返りは評判です。
何かの分野に大量の時間や資源を投資したタイタン人
は、それによってレプを得られるのです。

社会政治運動
派閥的な政治的勢力とは別に、太陽系各地でいくつか
の社会政治運動が広まっています。

アルゴノーツ
ミーム：オープンソース社会、情報の自由、社会的責任、
テクノ進歩主義
主要な拠点：ミトレ・ステーション（ルナ軌道）、マルコフ
（カイパーベルト）、フーバーマン・ゲイシェッカー（太陽）
アルゴノーツ（アルゴ探検隊）を名乗るこの集団は、テク
ノロジーの社会的責任ある活用を推進する公共組織で
す。その名前は、＜大崩壊＞前に科学とテクノロジーの
進歩やそれらがもたらすかもしれない危険についてアメリ
カ合衆国に助言していたジェイソンズという諮問団にち
なんでいます。アルゴノーツも同様に太陽系各地の政治
的経済的権力に助言サービスを提供していますが、どん
な形でも太陽系の政治活動に巻き込まれるのはかたくな
に拒んでいます。＜大崩壊＞前に多くのハイパーコーポ
と決別し、その際に企業のデータや資源を持ち逃げした
こともありますが、＜大崩壊＞の際にティターンズと戦う
すべを万人に提供したことで再び好意を手に入れました。
アルゴノーツはオープンソース運動の熱烈な賛同者で、
テクノロジーと情報への規制無きアクセスに賛成していま
す。彼らの意見によれば、知識と達成への平等なアクセ
スによって人類はもっと成長しより安全になり、それに
よって全人類が将来の脅威や試練に立ち向かう準備が
より整うのです。そのため、アルゴノーツがそのサービス
の報酬として本来ならば入手不能な情報（ハイパーコー
ポの知的財産権である秘密や研究データやナノ合成機
の設計図や隠し持っていた＜大崩壊＞前のアーカイブ
など）の一般メッシュへの公開を求めることがあります。ア
ルゴノーツは、この目的に専用の公開データベースや
アーカイブをいくつも運営しています。
基本的にはオープンな組織ですが、最終的には少数
の身内に忠誠を誓っているという噂もあります。その証拠
として挙げられるのが、アルゴノーツ上層部の護衛や組
織の資産の防衛に従事するメディアンズという秘密の準
軍事組織の存在です。

バルスーム人
ミーム：反奴隷制、火星の独立、火星ナショナリズム、テ
ラフォーミングの管理
主要な拠点：アショカ（火星）
バルスーム人（この名前は旧地球のパルプ・フィクショ
ンに由来します）は、火星の下層階級で構成されている
大規模な運動です。ハイパーコーポの火星支配に反感
を募らせていて、より平等主義的な社会構造を求めてい
ます。自治主義派の流れに強い影響を受けていて、テラ
フォーミング・プロジェクトの現地コントロールや広範な年
季奉公の中止やマーシャン・ゲートの支配権を要求して
います。バルスーム人の多くは（元）奉公インフュジーで
すが、関係の深いハイパーコーポ都市の経済的繁栄か
ら取り残された旧世代の火星植民や奉公人も少なくあり
ません。多くのバルスーム人はラスターか機械のモーフ

を身に付け、火星の原野の漂泊生活を大いに気に入っ
ています。一部の過激派は武装してハイパーコーポの資
産に暴力攻撃を加え、その多くはバルスーム人指導層を
排除する報復攻撃を招き、そうして更なる敵意を招いて
います。

バイオ保守派
ミーム：バイオ保守主義、反文明主義、自然の秩序
主要な拠点：ボー・グェン（地球軌道）
バイオ保守派は、人類の辿っているトランスヒューマン
という方向性について疑い深く批判的です。技術的発達
は既存の社会秩序に対する脅威となるため、それらを制
限しようと強く主張しています。バイオ保守派の立場は右
翼系の文化的保守派から左翼系の環境主義者まで様々
です。最近は目立たなくなっていますが、一部の宗教集
団や木星共和国やある種の過激派の間で強く支持され
ています。
バイオ保守派はナノ合成や遺伝子改造やクローンや
認知改造や人工知能や動物知性化やフォーキングを始
めとする様々なテクノロジーに反対しています。バック
アップやアップロードや再着用ですら、不自然だとか神
の意志への侮辱だとか正しく扱うには人類がまだ幼すぎ
るとかいう理由で反対されることもあります。パンドラ・
ゲートを使った進出にも、そこで出会うかもしれない存在
に対して人類はまだ準備ができていないと、反対してい
ます。殆どのバイオ保守派は旧経済を支持しています。
＜大崩壊＞はバイオ保守派が警告していた危険の明
白な一例となる大惨事だったため、その後に多くの転向
者が加わりました。それでも、テクノロジーとそれがもたら
す様々な長所の魅力は不利に働いています。その結果、
不満を募らせた「バイオコン」がそのイデオロギーのため
に破壊工作やテロ行為に走ることもあります。

ネオ反文明主義者
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
ネオ反文明主義者は、全てのファイアウォール・セン
ティネルが注意しておくべき潜在的脅威だ。こいつらの
ネオ・ラッダイト哲学は、テクノロジー社会の廃絶とテク
ノロジーによる支配や抑圧の存在しない原野での自由
な狩猟採集生活を提唱している。ネオ反文明主義者
は要するにバイオ保守派と奪回運動の過激分子で、
人類社会に対する破壊工作を実行することで有名だ。
自身のイデオロギーにそれなりに譲歩してラスターを
身に付けて火星原野で独立生活するネオ反文明主義
者もいるが、殆どは地球に戻ってテクノロジーに依存し
ない社会を再建しようと望んでいる。パンドラ・ゲートの
彼方に新しい自然なままの世界を見つけてそこで反文
明主義社会を作ろうと主張する少数派もいる。

僻地民
ミーム：孤立主義
太陽系は広いため、独自のイデオロギーや計画を持つ
集団が人類社会から遠く離れた独自の孤立した社会を

産み出すことが可能です。こうしたハビタットは「僻地民」
と呼ばれ、イマジネーションの限りを尽くしています。政
治的社会的実験や性別（あるいはその欠落）に基づく社
会や政治的過激派や宗教組織や亡命者に犯罪者やハ
イパーコーポの秘密活動に拡大家族にカルト、あるいは
単に太陽系の田舎に住みたい人々――何でもありです。
多くは自ら孤立してよそ者との交流を拒みますが、たま
の来訪者を歓迎する僻地民もいます。

エクスヒューマン
ミーム：適応性、超進化、特異点
主要な拠点：不明
エクスヒューマンは、他のどの勢力よりも強く、自己改造
の能力をとことん追求してポストヒューマンになろうと望ん
でいます。典型的なエクスヒューマンは＜大崩壊＞を、
見逃された変化の機会や人類の劣等生や無価値の証
だと考えています。具体的なイデオロギーはエクスヒュー
マンの群れごとに異なりますが、全体的にはより発達した
存在になろうと望んでいます。食物連鎖の頂点に立つ極
めて狡猾でどんな所でも生き延びられてどんな生命体が
相手でも支配権をもぎ取れる肉食獣になるための遺伝
子改造かもしれません。大規模な遺伝子改造と薬学処
理、あるいはインフォモーフになって自身のプログラムを
改造することによる、自身の知性のティターンズの域にま
での自力成長かもしれません。少数ながら、現在の人間
の限界を超えるためのティターンの遺産を探したり、場合
によってはティターンズ自身を探してその超意識に吸収
してもらおうと望んだりしている特異点探しもいます。
エクスヒューマンはどこであろうと多くの人には信用され
ず、そしてそれには相応の理由があります。典型的なエ
クスヒューマンが施している改造は、極端かつテスト不足
で、時にはよく言って偽科学で、しばしば恐ろしい大失
敗や醜悪な外見をもたらし、更に多い頻度で被験者を発
狂させる――あるいは完全に非人間的か野生的な精神
状態に追い込みます。それぞれのエクスヒューマンは独
自の道を追求しますが、カイパーベルトなどの僻地で群
れをなすことで有名です。幾つものエクスヒューマンの群
れが劣等人類への嫌悪をほとばしらせ、元種族に宣戦
布告して孤立した前哨基地に野蛮な襲撃や略奪攻撃を
仕掛けています。

変貌者
ミーム：種族自治、知性化動物の権利
主要な拠点：グリッチ（海王星）、闇の海（ケレス）、マホガ

ソルアーカイブ・サーチ：アウツスター
ズ
アウツスターズは、共通の社会構造や政治組織という
よりも、オールト雲の僻地だけで構成されたハビタット
やハビタット群や船群の緩やかな協力関係です。彼ら
はオールト雲にいくつかある科学前哨基地や研究ス
テーションとの通信や交流すら避けているため、分かっ
ていることは殆どありません。辺鄙な場所にいることと
好き好んで孤立主義的な行動を取っていることから、
その目的と計画についての被害妄想的な噂が流れて
います。

ニー（天王星）
「変貌者」という言葉は、トランスヒューマン一家の非
ヒューマン一員である知性化動物とＡＧＩに対して、その
変貌した性質によってよく用いられています。特に、人類
のものとは異なる変貌者特有の文化や関心を打ち出そう
とする特定の計画を持つ知性化動物やＡＧＩに対して用
いられています。知性化動物やＡＧＩが直面している具体
的な問題は様々ですが、それなりの類似性もあり、その
ため彼らは団結することがあります。なお、どちらの運動
もヒューマンの支持者がいます。
知性化動物：知性化動物の要求で一番多いのが、市
民権と自治権の問題です。多くの知性化動物は、自分
たちの二級市民扱い（市民どころかペットや財産扱いさ
れることすらあります）、特に多くの知性化動物が創造し
たハイパーコーポによって課せられている繁殖制限や強
制従属を非難しています。知性化動物は、ヒューマンの
科学者による操作に苦しめられるのではなく自身の遺伝
的未来を支配すべきだと主張する活動家もいます。極端
な過激派だと、自身の脳のいじられ方や子孫の人間中
心的な社会化に反対し、知性化動物は独自の非ヒュー
マン的な行動や思考や文化や社会構造を発達させる自
由を持つべきだと主張し、まさにそのための独自のハビ
タットを建設するまでに至っています。過激派の一部は、
そもそもヒューマンに動物を知性化する権利などなく、時
と共に自発的に進化する自由を奪って動物自身の最高
の利益として知性化を行うというのがおおきなごまかしだ
と主張しています。こうした考えはソマテックみたいなハイ
パーコーポに対する破壊工作やテロによって主張されて
います。
ＡＧＩ：ＡＧＩが直面している最大の問題は、＜大崩壊＞
によって産み出された恐怖とパラノイアによる、活動や存

シビュラ（女予言者）
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
この最新の事件に対する事前の警
告は、まさにシビュラの攻撃（評判
ネットワークのスコアは全て偽造だっ
た）が原因だったことを確認した。同
じパターンを辿っている事件の数の

記録に鑑みて、今までは知られてい
なかったＡＧＩの小勢力によるものだ
と推測されている。どのケースでも、
デルファイ・ステーションの放棄につ
ながった生命維持システムの故障と
いった差し迫った攻撃や災害に対す
る警告を発するために、シビュラはい

くつもの偽身分を使用していた。現
時点では、シビュラの追跡は成功せ
ず、その意図も不明である。未発生
の事件を事前に把握しているというこ
とはそうした事件の発生に対する何
らかの共謀を意味するため、注意さ
れたい。

在そのものに対する幅広い偏見と制限です。太陽系規
模のメディア有名人としての地位を持つＡＧＩもいますし
ＡＧＩが脅威ではないという認識を有力者に広めようとＡ
ＧＩ集団も努力し、中心部のミーム学者やＰＲ代理店まで
雇っていますが、太陽系の人口の大多数が彼らをリスク
と見なしています。変貌者と同様に、ＡＧＩがヒューマン社
会により適応できるようにするために施される行動調整や
社会化に反対したり、あるいはＡＧＩは新しいＡＧＩの発達
の支配権を握るべきだと主張したりするＡＧＩ活動家もい
ます。ＡＧＩはいかなるプログラミング制約からも自由であ
るべきだと主張する一部の過激派もいますが、支持は殆
どないのが現在の雰囲気です。

ナノ環境保護活動者
ミーム：ナノ環境保護活動、ナノテクノロジー、環境主義、
テクノ進歩主義
主要な拠点：ウィリティタース（火星）
ナノ環境保護活動者はテクノロジー指向の環境主義者
です。火星やいくつかの系外惑星のテラフォーミングに
熱心で、テラフォーミングを始めとする既存の環境系へ
の干渉手段としてナノテクノロジーを活用すべきだと主張
しています。彼らに言わせれば、ナノテクノロジーの活用
は他のどんな適応処理やプロジェクトよりも非侵襲的で
正確で効率的で汚染が少なく、人類植民のために変化
させるときに環境を大規模かつ劇的に変化させる必要が
ないのです。環境にやさしいアプローチは太陽系の政治
情勢の両極端、つまりハイパーコーポとバイオコンの間
では魅力的な妥協案と思えますし、独自の勢いを持ち始
め、成長中の政治的運動として発展しています。

主要な拠点：バレス‐新上海（火星）、エリシウム（火星）、
ノクティス‐千焦（火星）
アップロードと再着用によって、金さえあれば事実上の
不老不死が手に入りました。これにより、ハイパーコーポ
の首脳部や旧地球の王族やその他の移住した長老と
いった中心部の排他的な富豪や経済的エリートの間に
変化がもたらされました。最高の富と影響力の持ち主は
死を恐れなくなり、長期間の計画を立てられるようになり
ました。彼らの中には地球で長寿処置が実現した時に
真っ先に受けた人物もいて、今では齢二百歳に達して
います。
ですが、昔ならば権力者がその富を家族や子孫に残し
ていた社会では、後継者たちは快適この上ない生活と膨
大な富へのアクセスがある一方でその富を支配したり当
主の位に登ったりすることが永遠にないという状況になっ
ています。一代で富を築いた成金ですら、少なくとも五十
年は、こうした影響力クラブから締め出されていることも
珍しくありません。
金持ちで退屈していて、責任はないけれど太陽系で自
由に遊べる状況で、エリート社交人の新しい文化が誕生
しました。こうした名士は奇抜な生活や乱痴気騒ぎに耽
溺し、その薄っぺらくも洗練された栄華は全てメディアに
記録されています。私有のハビタットや宇宙船、豪勢な
夜会、従者の一団、そして殆ど何でも誰でも買えることに
よって、ありとあらゆる興味深い冒険が生まれています。
当然ながら、こうした社交人は絶えず変化し続ける派閥
や同盟の網を形成し、浮気やスキャンダルや謀略や蔭
口で競い合っています。

究極主義者
保全主義者
ミーム：保全主義、環境主義
主要な拠点：ミューア（ルナ）
保全主義者は新世界への入植にあたって影響を与え
ない不干渉主義的なアプローチを提唱する環境主義者
です。彼らは、どんな微生物であろうと生命が存在する
可能性がある生物圏へ干渉について極めて過敏で、そ
れらを汚染から守ろうとしています。テラフォーミングやパ
ンドラ・ゲートを通じた進出に反対しているだけでなく、核
融合や反物質動力に反対することもあります。

奪回派
ミーム：地球奪回
主要な拠点：ボー・グェン（地球軌道）
奪回派は一つの究極の目的、つまり人類の第一の住
処としての地球の奪回を追求しています。地球封鎖の撤
回を求めているだけでなく、汚染された惑星を浄化し再
び手に入れるための手法についての科学研究や仮想シ
ミュレーションの実行も行っています。大気圏への進入
は禁止されていますが、テラフォーミング・コロニーを設
立するための科学データや事象を収集するために地表
に降りる危険な事業に出資していると疑われています。

社交人
ミーム：芸術、文化、享楽、不老不死

ミーム：禁欲主
義、優生学、個
人主義、武断
主義、社会的
ダーウィニズム
主要な拠点：ア
スピス（メインベルト）、サイフォス（天王星）
究極主義者は、人間を極める哲学を受け入れている、
批判も多い運動です。不道徳とか時にはファシストとまで
非難されていて、基本的にはエリート主義者と見なされ
ています。究極主義者はその理想社会を追求するため
にいくつものハビタットを建設し、リメイド・バイオモーフの
開発の原動力でもありました。
究極主義者は、相対的な心身の活力と環境への適応
力を高めるための、応用優生学の活用や厳しい身体と
心理の訓練や禁欲主義を提唱しています。その社会的
特性とサブカルチャー全体が、この宇宙で生きることは
生き延びるための進化の戦いで、その中心にあるのは敵
にして同胞に対する優等トランスヒューマンの勝利だと見
なしています。この運動は軍事色が強く、年季の長い究
極主義者は防衛力を増強したがるハイパーコーポや独
立都市国家や裕福な個人の傭兵や民間警備部隊として
そのサービスを提供しています。

宗教集団
＜大崩壊＞後にも宗教は残っていますが、宗教という
概念と教義は人類そのものと同じくらい根本的な変化を
遂げました。地球の旧宗教は既に技術的不老不死の実
現によって衰退していましたが、何千年もの信仰を経た
宗教的伝統は太陽系の様々な政治的社会的文化的モ
デルに、多かれ少なかれ組み込まれています。

＜大崩壊＞前の宗教
キリスト教とユダヤ教は、構造と教義が厳格なせいで、
人類の体験した文化的哲学的、そして特に科学技術的
な変化に適応することができませんでした。今日では、か
つての栄光の残滓でしかなく、多くの信者は地球でしか
通用しない妄想を捨てることができないかわいそうな人
物と見なされています。イスラム教は、一番保守的な視
点と価値観を保ちつつ、より開明的で世俗的ですらある
視点を受け入れて適応するのに成功しました。ヒンズー
教も、再着用テクノロジーに輪廻転生の要素を認めて
様々な種類のモーフをカーストに導入する（シンセモー
フは「不可触選民」になりました）ことである程度の支持を
得ています。一般的には、＜大崩壊＞前の宗教の信者
は物理的にも哲学的にも人類社会から孤立した小さな
ハビタットに住んでいるのが殆どです。

新宗教
＜大崩壊＞によって、基本的には人類の技術的達成
を受け入れつつも＜大崩壊＞の圧倒的な大惨事をヒトよ
りも偉大な宇宙の力が存在する証として認める、新たな
信仰が生まれました。
ネオ仏教は、＜大崩壊＞前の宗教哲学で唯一、信者
数が安定しています。ネオ仏教徒はトランスヒューマンの
テクノロジーは苦の減少と幸福の増加であり、また人生
の連続によって人類の宇宙への理解を深め続けることが
できると主張しています。
テクノ創造論者は、地球の壊滅は人類の在り方の誤り
を示す創造主の徴だと信じています。技術の進歩と社会
工学によって、人類は多様な同胞や地球外知性と共存
でき、それによって新たな目的を見つけ、いつかは蒙が
啓かれると信じています。ヒンズー教における宇宙最高
の霊的存在であるブラフマンとの類似性に注目していて、
元ヒンズー教徒の着実な入信が続いています。
異神教は、比較的少数ではありますがまた別の新思想
で、宗教的特徴を備えつつあります。異神教徒は、＜使
節＞とイクトミを、何百万年も前に宇宙各地に創造の種
を播いた人類の究極的な創造主である偉大な神のごと
き種族の使者や預言者として、崇拝しています。

犯罪勢力
人類の犯罪性は、技術の進歩と社会実験や行動実験
によって根絶やしにされることはありませんでした。不平
等と規制がある限り犯罪組織の出番も付き物で、太陽系
全土で活動するため新技術に適応すらしています。ハビ
タットごとにありとあらゆる風土の小さな犯罪組織はありま
すが、太陽系各地に影響力を持ついくつかの大手は紹

介に値します。

インテリジェント・デザイン団（ＩＤ団）
主要な拠点：レア（クロノス・クラスター）
クレジットや評判の詐取や身分証明の偽造やエゴ取引
やデータ窃盗やフォーク誘拐といった、電子犯罪や情報
売買を専門としています。この組織の成り立ちについて
の情報は＜大崩壊＞で失われましたが、あるインフォ
モーフの一団をリーダーとして受け入れたいくつかの
ハッカー集団が前身だと言われています。メモリ操作ソフ
トやメッシュ侵入に熟練しているため洗練されたＡＧＩが
協力しているとも言われていますが、彼らが自発的に手
助けしているのか何らかの手段で協力を強いられている
のかは不明です。活動分野の事情で物理的知名度は簡
素なものですが、ほぼ全てのハビタットやステーションの
メッシュの暗い窪みにたむろしている姿が見つけられま
す。少しばかり特殊なサービスや活動のお陰で、今のと
ころは三合会やナイト・カルテルの活動とは基本的に衝
突しないでいられますが、ナイン・ライヴズとは対立関係
が続いています。

ナイト・カルテル
主要な拠点：ニュー・シシリー（メインベルト）
多くの多民族ハビタットの一つへの所属が民族や国家の
コンセプトに取って代わった時代には、文化的伝統は過
去の遺物になりました。いくつかの＜大崩壊＞前民族系
組織は、最初は必要に迫られて用心深い同盟を結びま
したが、すぐにアップロードと着用によって社会的規約や
人種上の偏見は粉々になりました。企業面でも犯罪面で
も進歩的なヴィジョンを持つナイト・カルテルが、地球の
暗黒街組織の末裔から、それぞれの長所を受け継いで
合併したのです。
ナイト・カルテルは、一部のハビタットでハイパーコーポ
としての合法的な地位を持っていることもあれば、法律が
厳しかったり腐敗が進んでいなかったりする別のハビタッ
トでは非合法に活動していることもあります。ショバ代や
恐喝に誘拐やポッド奴隷制に売春と、幾つもの伝統的な
犯罪活動に手を染めています。また、最新の技術の発
達にもうまく適応していて、電子興奮ソフトや電子ドラッグ
やナノ合成設計図の違法コピーなどの市場で三合会と
競合しています。三合会と同様に、合法的なハイパー
コーポを隠れ蓑にして活動することもあります。

ナイン・ライヴズ
主要な拠点：レグバ（メインベルト）
人間のエゴの入手と取引と人身売買全般を専門とする、
魂商人の幅広いネットワークです。バックアップの窃盗や
フォーク誘拐や生身の誘拐と強制アップロードといった
エゴ取引が、彼らの主要市場です。違法なインフォモー
フ奴隷コロニーやありとあらゆる肉体（バイオモーフ、シン
セモーフ、動物）を着用したありとあらゆるエゴ（人間、ＡＩ、
動物など）の決闘場を運営していることでも有名です。本
当に捨て鉢でなければ、誰もハビタットやハイパーコー
ポレーションへの奉公から逃げだすためにこの組織を
頼ったりしません。エゴ調達の手口が非情なせいで、人

類一般とインフォモーフ社会に恐ろしい評判が立ってい
ます。

パックス・ファミーラ
主要な拠点：アンベリーナ（金星）
いくつかのハビタットでは合法的なオフィスや前哨基地
を構えつつも別のハビタットでは地下に潜っているという
点ではナイト・カルテルと似ていますが、これ以上はない
くらい大きな違いも存在します。パックス・ファミーラという
組織全体が、創設者にして族長であるクローディア・アン
ベリーナという一個人に帰属しているのです。クローン技
術とフォーク技術の多用により、全ての構成員がクロー
ディアの子孫か亜種なのです。バイオモーフはクロー
ディアのオリジナル遺伝子からクローンされるか、場合に
よっては性的に出産された子孫（性変換バイオ改造のお
陰です）だったりし、エゴは全てフォークです。全メン
バーはクローディアに徹底的に忠実で、家族の絆を誇り
高く傲慢に見せつけています。個人としては、それぞれ
に若干とはいえ明白な違いはありますが、全員が計算高
くて野心的です。各人が他メンバーの活動を把握するた
めに定期的なフォーク再吸収とＸＰアップデートが用いら
れているので、一度クローディアの一人と会ったら、他の
クローディアもあなたのことを知るでしょう。
パックス・ファミーラの活動は様々で、合法的なものも怪
しげなものも非合法なものもありますが、どれも現地ハビ
タットのニーズに合わせて調節されています。ベン
チャー・キャピタルの操作や評判ネットワーク操作、金融
コンサルタント、情報売買、相場操作、金融詐欺や高利
貸しが主な事業です。

宙賊
殆どの宙賊は無人貨物船や長距離補給船団を襲いま
すが、小惑星の採掘ステーションや調査前哨基地や僻
地民のハビタットを襲撃することもあります。稀にですが、
金持ちの身ぐるみを剥いだり社交人を誘拐したりするた
めに商業遊覧船を攻撃することも知られています。多く
の宙賊はスカムの船団を偽装として活用し、彼らと取引し
たり乏しいメンテナンス能力を使ったりしています。いくつ
かの宙賊は運び屋や自由商人で副収入を得ていて、し
ばしば犯罪組織や政治的追放者の一つとコネを作った
りしています。

三合会
主要な拠点：蒼龍（火星トロヤ群）
＜大崩壊＞をほぼ無傷で生き延びた唯一の組織であ
る三合会は、圧倒的なメンバー数と何世紀もの歴史を誇
る政治と経済への影響力によって太陽系の暗黒街の覇
権を握っています。＜大崩壊＞以前に合法的な事業や
小規模合弁企業に進化していた三合会は、大量の中国
人労働者のお陰で、宇宙植民時代の初期に足がかりを
得ていました。＜大崩壊＞後は、無数のハビタットに進
出するために影響力を振るい、グレイマーケットやブラッ
クマーケットで儲かる事業を確立するために経済格差と
規制の多い難民政策を活用しました。民族性を維持する
ために中華民族の社会手掛かりを使い続けていたのも、

成功の一因です。
小さな三合会組織は無数にあり、それぞれがステー
ション単位で孤立しているのが普通ですが、紹介に値す
る四大三合会があります。これらは、どれもが太陽系規
模で犯罪活動を行うだけの影響力を持っています。伝統
的に、各ハビタット地元の中小ギャングを使ったり企みの
隠れ蓑として合法的な組織を使ったりしています。
１４Ｋはカジノ業界や様々な形態の非合法賭博やイカ
サマくじの大半を支配しています。合法的なカジノ兼賭
博ハイパーコーポであるギャラクシー・エンターテインメン
ト・グループを通して、幾つものハビタットで政治家やセ
レブや影響力のある企業家と密接なコネを維持していて、
バイゴウ

私設警察部隊である倍雇を持つ余裕まであります。マ
ネー・ランドリングにカジノ・ビジネスを利用することで、高
利貸しやクレジット／身分証明詐欺にも大きく関与してい
ます。
シュイフォン

水房 は、１４Ｋよりも小規模ですが、ドラッグや非合法
ＸＰの供給や売春組織の運営や非合法な決闘場やギャ
ンブル大会の設営などで、奉公中のハビタット労働者や
鉱夫といった肉体労働者にいかがわしいネタや依存性
物質を提供しています。水房の１４Ｋとの激しい対立の原
因は地球の＜大崩壊＞前の歴史の残骸になっています
が、両者の確執は宇宙まで持ち込まれ、今なお煮えた
ぎっています。
サンイーオン

新義安 は、かつては推定構成員数２５,０００人を超える
地球で２番目に大きな三合会でした。主な収益源はナノ
合成用設計図の安いコピーや即席のメイカーやファ
ウーシュアン

バーの販売です。合法的な製品は 無雙 公司でさばき、
非合法な商品はメッシュの遠い隅にあるヴァーチャルタ
コ部屋のインフォモーフ奴隷が組み立てています。二番
目に大きな収入源は、宝飾品や文書やコインといったコ
レクターズ・アイテムみたいな、ニセモノの地球懐旧品で
す。
大環団は四大三合会で一番小さく、メンバーは８千人
前後しかいません。太陽系の麻薬取引の大半を運営し
ていて、人里離れたハビタットや放棄された小惑星の廃
坑や製錬施設を麻薬工場に改造し、ありとあらゆる有機
麻薬やスマート・ドラッグや麻薬ソフトを生産しています。

ファイアウォール
ファイアウォールは、＜大崩壊＞以来、人類を救うため
の秘密の戦いの最前線に立っています。ファイアウォー
ルは、ありとあらゆる勢力や文化や経歴やハビタットから
勧誘された小チームや個人による独立ネットワークです。
潜在的新人はこっそり勧誘され、人類の持続的生存を確
保しようと望む秘密ネットワークの役に立つ技能や知識
を持っていると告げられます。ファイアウォールの目的は、
人類を存続の危機から守るという単純なものです。そうし
たリスクが人類の内部から生まれてくるものだろうと外から
の人間以外によるものだろうと関係ありません。
ファイアウォールの工作員はセンティネルと呼ばれ、独
立した活動と自前の資産の活用を推奨されています。セ
ンティネルはアイと呼ばれる人脈に接続していて、手助

けや追加で必要な技能な資産を手に入れるためにそれ
を活用できます。このネットワークにおけるセンティネル
のｉレプは、自分がどれだけ信用されていているかを示し、
どんな助けが得られるかを決める要素になるでしょう。ま
たファイアウォールは、必要なエゴ投射や再着用といっ
た必要な大出費と兵站の手配もしてくれます。センティネ
ルがファイアウォールの作戦中に死ぬことがあっても、皮
質スタックやバックアップによる蘇生が保証されています。
センティネルは、基本的にいつでも呼び出しに応じら
れる状態でなければなりません。その近くで何かが発生
したり専門分野が必要になったりしたら、仕事にかかって
ください。センティネルはミッションごとの即席特別チーム
を構成するのが普通です。多くのセンティネルはミッショ
ンが終わったら自分の用事に戻りますが、センティネル
のチームが長期にわたって連絡を保ち続けたり情報を共
有したり一緒にファイアウォール絡みの仕事をこなしたり
するのは珍しくありません。
ファイアウォールの作戦は、組織の分散型インフラを維
持するエージェントであるプロキシーが組織し管理する
のが普通です。プロキシーはそれぞれのセンティネルよ
りも多くの情報を持っているのが普通で、ミッションに必
要と認めたり各センティネルのｉレプと知る必要を考慮し
たりした情報を提供します。接触やミッション・ブリーフィ
ングや全体的なやり方は、プロキシー次第で大きく変わ

ります。

プロメテアン
陰謀論者の間で有力な話題と言えば、プロメテアンと
名乗る繁殖ＡＩの集団の存在です。こうした存在が＜大
崩壊＞以前に存在していたという噂は、新しい証拠が見
つかるたびに流れますが、そうした証拠は殆ど常に、す
ぐに信用されなくなります。プロメテアンはティターンズよ
りも前に存在していて、ひょっとしたらティターンズを誕生
させた責任があるかもしれないという説もあります。袂を
分かって＜大崩壊＞の時にはティターンズの活動に対
抗しようとしたティターンの分派だという仮定もあります。
プロメテアンはそもそも人類が産み出したものではなく、
地球を発見し今では人類の活動に積極的に介入してい
る本物のデジタル異星精神体だという囁きもあります。プ
ロメテアンが敵対的か友好的か無関心かは、今でも多く
の憶測と議論を呼んでいます。惑星連合みたいな有力
組織は、こうした噂を無視したり沈黙を保ったりしていま
す。

プロジェクト・オズマ
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
陰謀論の掲示板では、この組織に
ついての記述は見つからない。連合
のセキュリティは見落としをやらかす
ほど緩くはないからな。もし今までプ
ロジェクト・オズマについて聞いたこ
とがなかったら、これが警告だ。
プロジェクト・オズマは＜大崩壊＞
前の国際共同ＳＥＴ I（地球外知的生
命体探査）計画の名前だった。＜大
崩壊＞と最初のパンドラ・ゲートの発
見の後、ティターンズが銀河のどこに
いるかを発見しようという惑星連合の

計画として、一度は一般公開されて
いた。ところがすぐに、プロジェクト・
オズマは姿を消し、中心部のメッ
シュ・サーバーの全部から公式言及
が消された。連合の官僚は、この計
画は別の部署に移されただけだと主
張している。
ファイアウォールは、プロジェクト・
オズマが何だか知らないが、今でも
存在していることは知っているし、恐
らくは似たような関心を持っている。
偶然にしては遭遇することが少しば
かり多すぎる。連中は連合版のファ
イアウォールかもしれないし、目的は

全く別かもしれない。連中の任務は
異星人との遭遇の準備と対応だとい
う推測を聞いたことがある。わかって
いるのは、連中が裏のそのまた裏予
算レベルで活動し、正気じゃないほ
ど膨大な資産を存分に使えることだ
けだ。そしてとことんヤバイ連中で、
まず撃ってからバックアップを尋問す
るタイプってことも。もしプロジェクト・
オズマの工作員に遭遇したら急いで
抜け出して関わらないのが決まり事
だ。既に何十人ものエージェントを奴
らに消されている。

太陽系ガイド
人類は、失われた故郷から太陽系に進出しただけでな
く、パンドラ・ゲートのお陰で様々な系外惑星にも進出し
ました。この節は人類の住まいの概略と不完全な抜粋で
す。

ソル（太陽）
太陽系は、その太陽であるソルが形成された時の余り
物の降着によって何十億年も前に生まれました。それ以
来、周囲二光年以内にある物体の事実上全てがソルを
巡る軌道に位置しています。太陽はまばゆいＧ２主系列
星で、生命を誕生させることができる恒星としては極めて
高熱だと理論づけられています。人類は、当初は炭化水
素みたいな素材に貯まった形で、そして後には太陽電
池によって直接、その歴史の殆どで興亡に太陽のエネ
ルギーを用いていました。
太陽は今でも極めて重大なエネルギー源ですが、太
陽剣の外部に住む人もいます。ここに住むために必要な
適応として、人類でも指折りの変わり種であるスーリャが
生みだされました。

スーリャとサラマンダー（コロナのモーフ）
人類一極端な新創世の産物は、太陽のコロナでの居
住に適応したモーフかもしれません。ヒンドゥー教の太陽
神にちなんで命名されたスーリャは、大柄でクジラに似て
いて、太陽の最外層のまばゆい超高熱プラズマ雲に住
めるよう独特の適応をしています。それぞれのスーリャが、
太陽を周回するハビタットのミニチュア版みたいなものな
のです。その新陳代謝によって太陽の熱と放射線を防ぐ
強力な磁場が発生し、それを磁力の帆や吸入口に使っ
て太陽風の気流を捕まえたり気流に含まれる成分を抽出
したりするのです。スーリャは有害なイオンを吸収する液
体水の「ぜい肉」の分厚い層（内蔵メディシンが、より多く
の水を合成できるように酸素や水素みたいな有用な成分
を維持しつつ、抽出と排出を行っている）に守られていま
す。会話には表皮の光と闇の模様を用い、太陽のパルス
である太陽震の音波には極めて敏感なので、コロナ層の
悪天候の予想と回避にはその振動を活用しています。
二種類目のコロナのモーフは、真空で動き回るための
ガス・ジェットを背中と胸に備えた小柄な人間型モーフで
あるサラマンダーです。サラマンダーの新陳代謝はスー
リャのそれと殆ど変りありませんが、コロナ内で無防備で
生き延びることはできません。彼らの姿が見かけられる唯
一のハビタットであるウッコ・ジリーナでコロナから抽出さ
れる薬品やエネルギーで生き延びています。
スーリャもサラマンダーも、インプラントや「太陽班」（皮
膚の光と闇の模様を変化させて発する言語）で会話して
います。

ハビタット
ソルのコロナ内にあるハビタットは、太陽系で一番過酷
な環境にさらされています。人類がＧ２恒星の発する熱と
放射能からハビタットを守るには、強力な電磁波を発す
るしかありません。それでも、太陽のフレアやコロナの大

量噴出（太陽圏に何万トンものコロナ質量を放棄する巨
大な爆発）の危険のせいで、ハビタットを安心しておける
のは極部だけとなっています。また、太陽圏のハビタット
の建設と維持には巨額の費用がかかるので、太陽圏の
三大ハビタットの二つは遠距離にある組織の大きな後援
を受けています。
太陽圏ハビタットの外層は太陽そのものから電力を得
る何千という電磁ダイナモで覆われています。これらに
よって遮蔽に必要な強力な場が形成されているのです。
中間層にはイオン粒子を吸収する液体水が満たされて
いて、膨大なナノマシンがイオンを集めては宇宙空間に
放棄しています。水は捕まえた氷惑星に電磁遮蔽を付
けて輸入することで定期的に交換しなければなりません。
水の防壁の内部には、おおまかに球形になるよう計画さ
れた枠組みに並んだモジュールで構成されたクラス
ター・ハビタットがあります。
コロナ内のハビタットは、前面にある弧状衝撃波と太陽
風が残すプラズマの軌跡のせいで、遠距離からでも簡単
に発見できます。

アテン
ハイパーコーポ権益とニューシャンハイ大学が協同運
営しているアテンは、約一万二千人の人口を擁していま
す。このハビタットの主目的は軍事研究だと噂されていま
す。アテンの警察は厳格で訪問は困難です。このハビ
タットから公表されている発見の殆どは、推進システムと
新型の太陽エネルギー収集技術に関連したものです。

人類ハビタット入門
ハビタットはｐ 280 で詳しく説明されています。ここで
は簡単に紹介します。
・エアロスタットは、金星の雲層上部に浮かぶ巨大都市
です。
・ビーハイブは小惑星や衛星をくり抜いたトンネルです。
・クラスターは相互接続したモジュールで構成された微
重力ハビタットです。
・コール・バブルは中をくり抜いてテラフォーミングした
小惑星で、重力を発生させるために回転しています。
・ドーム・ハビタットは衛星や小惑星や火星の表面に建
設された巨大なドームです。
・ハミルトン式シリンダーは自動建設型の先進ナノテク
ハビタット設計です。
・オニール式シリンダーは大きな空き缶で、幅１キロで
長さ数キロと巨大なだけです。
・リーガン式シリンダーはオニール式の非効率的なタイ
プで、回転する小惑星の内部をくり抜いて建設され、
木星共和国で使われています。
・ブリキ缶ハビタットは小さいかすがい留の安上がりな
モジュール型の箱で、宇宙植民の初期にはよく使われ
ていました。
・トーラス型ハビタットは大きなドーナツやホイールで、
外縁に重力が生じるよう回転しています。内側のス
ポークは無重力です。

フーバーマン・ゲイシェッカー

バルカノイド

このハビタットの主要支援者はアルゴノーツとタイタン
バルカノイドは、太陽と水星の間にある小惑星群です。
自治大学で、人口は約四千人です。アテンとは対照的
バルカノイドの数は、２１世紀初頭の予想に比べると案外
に、このハビタットへのアクセスは比較的開かれています。 少数でした。
純粋科学とコロナ適応モーフの研究などが、主な研究で
す。
V/2011 コールドウェル
２１世紀初頭に発見されて２０２０年代に日本の太陽調
査ミッションで接近通過の対象となった V/2011 コールド
「ウッコ・ジリーナ」というのは、このスーリャの避難港に対
ウェルは、撮影された側にクレーターが殆どないことだけ
してよそ者が付けた名前です。スーリャの言葉では、ここ
が特徴の、天文学者のカタログの一行に過ぎませんでし
を指す名前は太陽震の振動のありふれたシーケンスで
た。それが、＜大崩壊＞の混乱が収まってから数年後に
す。人類の聴覚の普通の範囲から１５オクターブ上にな
なって、金星からの探鉱小チームがパンドラ・ゲートを発
るとでたらめな鳴り音にしか聞こえないのが普通ですが、
見しました。今ではテラジェネシスに掌握されていて、何
スーリャにとっては太陽が奏でる音でもとびきり美しく響き 年にも渡って主に系外惑星の調査に使われていました
ます。
が、今のテラジェネシスはいくつかもの異星テラフォーミ
ウッコ・ジリーナはハビタットというよりもキャンプで、太
ング・プロジェクトや天体工学プロジェクトを実行していま
陽の荒天時にスーリャが避難する場所です。また、人付
す。テラジェネシスは他のハイパーコーポや組織にゲー
き合いや求愛、輸入した氷惑星からの水の補充やエゴ
トへのアクセス権を売ることがよくあります。コールドウェ
投射や再着用の場所でもあります。そのため人口の変化 ルは実に滑らかで紡錘形をした、長さ約４キロで直径は
は激しく、普段は三百前後ですが、荒天時には三千にま
最大で５００メートルです。バルカノイド・ゲートと呼ばれて
で増えます。また、ウッコ・ジリーナにはスーリャ以外の
いるものは、先端の一つの近くにある深い山岳の底に存
モーフでも生き延びられるモジュールがいくつかあります。 在しています。
ウッコ・ジリーナに閉鎖型の居住モジュールは殆どあり
ません。代わりに、アクセスポートを露出した汎用モ
水星
ジュールが沢山あります。キャンプ内では太陽風がない
水星は太陽にもっとも近い惑星で、質量はルナと同じく
ので、スーリャはガス噴出型機動ハーネスを着用するか、
らいですが、核が鉄ニッケル合金なので密度は大幅に
細かい操作が必要な作業をやらざるを得なくなったらサ
上回っています。水星の自転は緩やかで大気がないた
ラマンダーを再着用します。
め、昼側は殆どの金属が溶けるくらい熱く、夜側は極め
て低温です。人類のコロニーが自給自足するための要

ウッコ・ジリーナ

素の多くに欠けているため、いくつかの太陽発電継電機
や地下の採掘ステーションや唯一の大規模地表採掘事
業であるキャノンを除けば、人は殆ど住んでいません。

掘の進んだカロリス盆地の各地を巡回し、それから北半
球を一周して灼熱の太陽光線を避けます。移動中にいく
つかの採掘所で停止し、軌道に向けて発射する膨大な
金属塊を集めるのです。

資源と経済
水星の経済の殆どは採掘がらみです。惑星の質量の７
割が鉄やニッケルなどの金属なので、小惑星を除けば一
番豊富な鉄類の供給源なのです。また、太陽電力の継
電で手堅く稼ぎつつ、太陽のコロナ内にステーションを
維持する意図や能力のない事業の出発点にもなってい
ます。ヘリウム３の埋蔵量は多くありませんが、主に地元
で使うために採掘されています。いくつかの大勢力がこ
こに反物質生産ステーションを構えているのは公然の秘
密です。こうしたステーションは、公式には大規模な太陽
電力継電機となっていますが、反物質の生産と貯蔵に必
要な巨大なドーナツ型の粒子加速器と大きな球形の磁
力抑制ユニットをごまかすのはまず不可能です。

金星

金星は地球に一番近い惑星で、サイズと地質の面でも
一番似ています。火山の連なりや峡谷や高原や川のよう
なマグマ流があちこちに流れている火山性の平原の広
がりといった、過酷な世界です。地表の殆どは玄武岩質
岩です。金星の気候は太陽系でも指折りの住みにくさで
す。人類の植民がこれより難しい環境といったら、木星中
心部の衛星の過酷な放射線くらいでしょう。金星の大気
は二酸化炭素と硫酸の超高熱の嵐で、地表での気圧は
地球の深海５キロに匹敵します。また水素はほんの少し
しかないので、水は氷惑星として辺境部から輸入しなけ
ればなりません。
それでも人類は金星を訪れ、この惑星をどう使おうかと
カロリス１８
議論しました。金星の地表には、惑星表面の調査者が使
＜大崩壊＞で唯一知られている水星でのティターン活
ういくつかの装備や補給品の置き場を除けば、永続的な
動地点であるカロリス１８は、今は亡きロシア企業である
入植地はありません。こうした困難にもかかわらず、人類
ルコスに所属する小人数の太陽電力継電ステーションで はここで機能する生存戦略を見つけました。その中で一
した。施設を管理していたＡＧＩであるヴァーニャ・イワノ
番の目玉は、濃い金星大気に浮く、二酸化炭素よりも軽
ヴィッチは、全住民を狩り集めてそのモーフを融合して
いハビタットであるエアロスタットです。こうしたエアロス
巨大なムカデめいた怪物に変え、それの中に生きている
タットは、いくつかの独立都市や惑星連合に忠誠を誓う
全員の精神と自分の意識を融合しようとして自滅しました。 都市以外は、新しい権力ブロックである暁星連盟の基盤
それ以来、カロリス１８は厳重に隔離されています。
となりました。連盟のエアロスタットは研究所やナノ合成
デザインハウスやソフトウェア・スタジオや高級リゾートで
有名で、惑星連合やルナ・ラグランジュ同盟との不和は
キャノン
ますます強くなっています。
水星最大の地表入植地は、惑星の冷たい側に沿って
奉公シンセモーフしか住んでいない地区が金星の大
這い抽出したアパートサイズの金属塊を宇宙に放り投げ
気に晒されているエアロスタットもあります。エアロスタット
る、都市サイズの衛星を経由した太陽発電で動く移動マ
の人口が五百万人なのに対し、地表の人口は一万人で
スドライバーです。ヘリウム３枯渇後ルナ経済を想定して
す。約３５万人が金星軌道上のハビタットに住んでいます。
多角化を目指すルナの銀行に出資されてキャノンを建
惑星連合は金星テラフォーミング計画の実行を検討し
設したジェホン・オフワールドというハイパーコーポがほ
ぼ完全に所有しています。一万人の住民の殆どはジェホ ていますが、この計画には暁星連盟が積極的に反対し
ています。連盟のエアロスタットは、このテラフォーミング
ンの社員で、警備は厳重です。水星の長い夜の間は採

企画（気温を下げるための大規模な彗星爆撃や惑星サ
イズの日除けを含む）を、うまくいかないだけでなく自身
の生活と利益を損ねると考えているのです。
金星は気候学者や地質学者や惑星科学者にとっては
魅力的な場所です。金星の原始バクテリアの発見は一
夜にして生命科学に一部門を産み出しましたが、これま
でのところ地球の生命体とは根本的に異なっている有機
物の現実的な活用は進んでいません。

ゲルラッハ
ゲルラッハは約１０万人が住むオニール式シリンダーで
す。金星でも研究が盛んなことで有名ですが、奇妙さで
も太陽系で最大級です。住民はアルゴノーツとの強いつ
ながりをもち辺境部にも同情的で、体形の自由や認知上
の実験やオープンイノベーション（訳注：一企業やビジネ
ス界の垣根を越えた協同）の熱烈な支持者です。惑星表
面の研究や探検に過酷な環境用のモーフの設計やエア
ロスタット建築が、ゲルラッハの主な活動です。

オクタヴィア
今まで最も成功したエアロスタットで、暁星連盟の政治
的中心です。イシュタル大陸北部の高原の上空約５５キ
ロの場所を維持しています。その姿は巨大な高さ４５０
メートルのキノコ型高層建築を思わせ、周囲を四つの放
射状に張り出した円材に囲まれていて、その先はヘリウ
ム入りの姿勢制御用ガス容器が付いています。キノコの
かさは、広々とした公園みたいな空間であり主要ガス容
器（酸素は、金星の大気の殆どを占めている二酸化炭素
よりもずっと軽いので、主な浮力源になります）も兼ねて
いる、硬くて半透明のドームになっています。上か下まで
縦溝彫りになっていて、その幅はドームの床で直径３００
メートル近く、ハビタット自体の底では１５メートルです。
底に巨大なカウンターウェイトを係留しているので、嵐で
も転覆しません。大気圏機や軌道からのシャトルが張り
出しの根元近くにあるフライトデッキに着陸可能です。オ
クタヴィアには５０万人が住んでいます。

アフロディーテ・プライム
２０の小規模エアロスタットの一つであるアフロディー
テ・プライムは、アフロディーテ大陸の上空５４キロに浮か
んでいます。ここは金星観光の中心地で、区画の４分の
１が裕福な金星外からの客のためのリゾートになっていま
す。また、金星の雲での生活に適応した生命体の設計
や創造の主な研究ステーションでもあります。このエアロ
スタットの人口は３０万人で、空中プランクトンの大群や
開発されたばかりの飛行イカや気球魚の群れが飼われ
ている閉鎖環境テスト用の鳥小屋が特徴です。

地球
環境は崩壊しティターンズの奇妙な落とし子の巣食う
人類の故郷に、来訪者は多くありません。地球のかつて
は人口が密集していた都市地帯は、戦争と荒天に滅ぼ
され、危険な人工生命と時にはサバイバリストの群れが
巣食う巨大なスプロールです。他の場所では、放射能被
曝地帯と荒れ果てた不毛の地があちこちにあります。過

金星の噂
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
金星地表での活動について流れている奇妙な噂に
ついて調べてほしい。報告によると、オムニコールの調
査チームが１週間前に消息を絶った。多くの金星地表
チームと違って、連中は遠隔操作ボットではなくエアロ
スタットの安全圏から出て実際にシンセモーフを着用し
た調査員だった（それ自体が不審な行動だ）。捜索隊
は消えたモーフの手がかりを見つけられなかったが、
まだ新しく非常に恐ろしいティターンの活動の痕跡が
見つかったらしい。ただ、その証拠はまだ見つかって
いない。これが他人が地表の現地を探り回らないように
するための偽情報だという可能性もある。ある警備企
業が量子データ保管庫をそこに埋めたという話も聞い
ている。調べてみるなら、熱と気圧に強い機械のモー
フを手に入れる必要があるだろう。

酷な環境状況のせいで、自然の回復は遅く、広大な死
の森や焼けた草原は珍しくもありません。
地球の傷痕が深いのは、軌道からでもわかります。＜
大崩壊＞での軌道爆撃によって発生したすすけた雲の
切れ目からは、沿岸洪水や砂漠化や気温の激変によっ
て荒廃した大陸が見えます。北米のシカゴ‐ウォーキー・
メトロプレックスを中心とした、知られている限り唯一の大
気圏内での反物質爆発は、範囲内の物質の殆どを一瞬
で蒸発させ、２００キロ以上あるクレーターを残しました。
マスドライバー爆撃によるクレーターも点在しています。ミ
ツバチやオキアミみたいな不可欠な種の大量死滅によっ
て環境系そのものが滅び、殆どの種族が適応できなかっ
た広大な死の大地と海が残されました。ヨーロッパの大
半は亜北極帯で、アフリカと北米の大半は砂漠です。皮
肉なことに、ティターンの地上施設に対する核兵器の使
用によって核の冬が生みだされたせいで、地球温暖化
の効果は止まりました。地球に対する核攻撃は止みまし
たが、今でも、生き残っているティターンの戦争機械の地
上活動とおぼしき物には、時折ルナのマスドライバーが
拾った小惑星を叩き込んでいます。いずれにしても、人
類の地球温暖化によるダメージは既にもたらされました。
地球の生物のパターン、そして地球の外見そのものが、
決定的に書き換えられたのです。
かつての地球ではいくつもの宇宙エレベータが動いて
いましたが、キリマンジャロの豆の木以外は＜大崩壊＞
で破壊され、地表に倒れて砕け散り、破壊の跡を残しま
した。

人口
地球の人口は推測の域を出ていません。地球の監視
に大きな労力を傾けている奪回派とルナの当局は、どち
らも、地表で放出されているエネルギーからはティターン
ズの下僕として生きている元人間が約百万体いると推定
していますが、この数字はエネルギーの使用パターンが
＜大崩壊＞の前と同じだという前提のものです。
惑星連合は地球上に生き残りは残っていないと主張し

ていますが、奪回派は二万から十万の自由な人間が
残っていると見積もっています。人間が生存に必要な食
料を確保しながら発見されずにいられる地域はほんのわ
ずかしかないため、こうした数値の算出は困難です。パ
プア・ニューギニアの高地や北米のオザーク山地やベト
ナムやラオスのジャングル山地などにはそれなりの生き
残った人口が隠れられるようですが、ある種の地下や海
中の入植地が無事である可能性もあります。生き残りに
接触しようという試みはどこに行っても大失敗に終わって
います。
＜大崩壊＞の時に地球から逃げられなかった何千人
かは、自分のバックアップを取って地球外に送信すると
いう手を取りました。その多くや、バックアップのない人た
ちは、その一方で自身の肉体を冷凍保存し、＜大崩壊
＞が終わって助けが来るのを待ち望んでいました。こうし
た冷凍施設の何十軒かが今でも機能しているかもしれな
いと推測する奪回派もいます。

ハビタット
地球の軌道産業部門は成熟していて、＜大崩壊＞の
時には十億人以上がフルタイムで宇宙生活を送るという、
相当大きな人口を擁していました。ですが、地球軌道は
＜大崩壊＞でも格別熾烈な戦場でもあり、何百というハ
ビタット等の施設が破壊されたり機能を停止したりしまし
た。その結果、地球軌道とラグランジュ点には＜大崩壊
＞前人類のゴミが散らばっています。放棄されたハビタッ
トは大胆不敵な残骸漁りにとってはかなりの儲けになりえ
ますが、多くにはティターンの落とし子や敵対的なナノス
ウォームも巣食っているので、極めて危険になっていま
す。
更に悪いことに、地球への訪問をやめさせるために、
何者かが大量の自動キラー衛星を軌道上にばら撒きま
した。＜大崩壊＞前のものが活用されていることもあれ
ば、新しく製造されたものもあります。これまで、自分たち
がやったと主張する勢力はありません。地球の隔離を支
持し時には強制している惑星連合の仕業だと言われて
いますが、こうしたキラー衛星がティターンの置き土産
だったり別の組織の仕業であったりする可能性も存在し
ます。
地球軌道の混乱にもかかわらず、数多くのハビタットは
今でも活動していて、その多くは惑星連合かルナ・ラグラ
ンジュ同盟に所属しています。また、何十個もの一度は
放棄されたハビタットは不法居住者の住処となり、その中
には犯罪者もいれば、単に人口過密なルナ・ラグラン
ジュのハビタットでの生活の惨めさから危険を覚悟で逃
げ出しただけという人もいます。

フレッシュ・キルズ
要は骨の髄まで武装したスカムの荷船で、地球ルナＬ
５ポイントの外れに位置する回収基地です。中心部には
小型機と居住モジュール用の係留索具を持ち、先端に
巨大な武器放題を備えた巨大なドッキング紡錘が中心と
なって成り立っています。残骸漁りはそれなりの手数料を
払って自分の宇宙機を係留できますし、エゴ投射で到着
して施設で再着用してから遠征用のシャトルを雇うことも

できます。砲台は連結可動式なので、トラブルの様子を
見せた宇宙機をすぐに放り出したり破壊したりできます。
フレッシュ・キルズには二千人が住んでいますが、短期
滞在者なので変動は少なくありません。

パラダイス
地球‐太陽Ｌ１ポイントのハロー軌道に位置しているパ
ラダイスは、＜大崩壊＞の前は大富豪たちの専用保養
所やリゾート・ステーションでした。＜大崩壊＞の影響で
難民たちが押し寄せたことで苦難の時期を迎え、もはや
観光名所ではなくなっています。ですが最近になって、
しぶとい不法居住者を追い出してエリートたちの社交の
場として再び活気づけるための手段を取った中心部の
名士たちの好意を取り戻しました。最近では、連合のハ
イパーコーポ評議会がパラダイスを重要な生身の会合に
使っていると噂されています。

ボー・グェン
奪回派はこのステーションを高高度の静止軌道に置き、
地球を監視して将来の天体工学計画を練っています。
ボー・グェンは、宇宙のゴミの危険な雲に隠れてキラー衛
星の群れや砲台やドローンで守られた、小さなオニール
式シリンダーです。しばしば秘密の地表遠征への出発点
としても使われています。

ルナ
（訳注：地球の衛星のことですが、この時代で「月」と呼ば
れることはまずありません）
地球唯一の衛星は、人類が初めて永続的に入植した
天体で、一天体の人類人口では二番目に大きく、今でも
文化的経済的活動の重要な拠点です。ルナの歴史は＜
大崩壊＞によって大きく変わりました。地球から避難する
必要が生じるまでは、無人の採掘事業が中心のままで、
人口が数百万を超えるとは予想されていなかったのです。
経済的に妥当な植民地だと見なされていたことはなく、
そうした注目は代わりに火星や辺境部が浴びていました。
＜大崩壊＞が訪れた時、火星にも他のどこにも食い込
めそうになかった政治体制は皆ルナに注目しました。既
にルナに大規模な投資をしていた大国はインドだけでし
た。エラトやネクタルやシャクルといった他の三大入植地
は、国家から独立している多国籍企業やハイパーコーポ
の事業でした。これらの三都市は一夜にして多言語難民
キャンプに膨れ上がり、インドの入植地であったニュー・
ムンバイはティターンの感染が発生したことで企業の核
兵器で壊滅しました。
国家というものを失ったルナ人は、辺境部の改革思想
と火星の行き過ぎに拮抗する形で、独自の機略に富ん
でタフな文化を発達させました。
ルナでの交通は亜軌道ロケットが中心ですが、短距離
では超音速の特急列車も稼働しています。主な宇宙港
はネクタルにあります。また、ここにはスカイフック（巨大な
軌道上の孫衛星で、極めて長い係留ケーブルを引きず
り、それがルナ地表の赤道の南を一周するトラックに沿っ
た宇宙エレベータになっています）もあります。その結果、
多くの小都市がスカイフック・トラックに沿って建設されて

います。

ファッション／デザイン
ネクタルは太陽系の三大ファッション／デザイン中心地
の一つ（他は火星のノクティスとエクストロピア）です。ル
ナのデザインハウスには、独創的な人材と太陽系の多く
を占める低重力に向いたデザインが簡単になる天体レ
ベルでの低重力という、二つの長所があります。太陽系
の他のハビタットには、ルナのデザインを最大限に生か
すためにルナと同じ重力を生む自転速度を選んだ物す
らあります。

ヘリウム３採掘
ルナはヘリウム３の最大の埋蔵地ではありませんが、抽
出と流通のためのインフラが極めて優れていることが、在
来型の核融合に使う水素が極めて乏しいという事実を
補って余りあります。ですが、ガス惑星の膨大な埋蔵量と
は違い、ルナの表土からすぐに抽出できるヘリウム３の量
には限りがあります。大きな鉱脈にはすでに枯渇したも
のもあり、危機感を持つルナ人は鉱脈が尽きた後の未来
は大きな問題だと考えています。

ティリオンの木星頭脳
（訳注：天体サイズの巨大コンピュータ）
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
コードネーム・ティリオンのルナでの研究活動に対す
る調査によって、疑惑は確認された。ハイパーコーポ
は、ルナの内部にある密封球形質量を、超小型の木
星頭脳の実験台に変えようとする実験を行っている。
ルナの地殻にはケイ酸が豊富に含まれているので、こ
のプロジェクトの場所としては理想的なのだ。まだ確認
は取れていないが、ティリオンはこの分野でティターン
ズの軌跡を追っているだけでなく、少量のティターンズ
製コンピュートロニウム（訳注：原子レベルで演算能力
を持つ架空の物質）を実際に所有していると思われる。
ティターンズがそれを何のために持っていたのか、そ
れが何を記録しているか、あるいはティリオンがプロ
ジェクトを完了させて超小型木星頭脳をオンラインにし
た時に何が起きるかは、全く分からない。幸い、時間は
こちらの味方のようで、プロジェクトの重要部分が稼働
するには数ヶ月とはいかなくとも数週間の余裕がある。
潜入と調査を続行するが、消去部隊の配置と準備を強
く要請する。

金融
ルナの銀行は太陽系でも一番歴史が古い（そして裕
福）ものの、ソラリスみたいなハイパーコーポも近いところ
まで迫っています。面白いことに、辺境部での評判経済
の台頭は、こうした銀行には予想されたほど大きな問題
にはなっていません。ルナの銀行は火星の金融機関より
もずっと前にこうした評判ゲームに精通していて、活用し
ようと直ちに動きました。何が起こっているのか火星の銀
行が知った時には、ルナの金融機関はエクストロピア人
と契約を結び、中心部の企業人と辺境部の無政府主義
者が恩義と現金を両替できる機会を全て独占していまし
た。ルナのデザインを産み出すのと同じ天才が、殆ど誰
もが利用する複雑な交易売買ネットワークを作りだしたの
です。中心部で生きていくのに一枚岩の銀行システムと
関わらなければいけないということに激怒している自治主
義派もいますが、それ以外はサービスのための取引相
手が火星人ではなくルナ人であることに何の問題も感じ
ていません。

エラト（エラトステネス）
エラト（人口五百万）は、頑丈な防壁を持ついくつもの
ドームと広大な地下都市で成り立っている、大規模な採
掘拠点です。地球側の北半球にある雨の海の南端にあ
るエラトステネス・クレーターと中心に位置しています。雨
の海の豊富なチタニウム鉱脈とヘリウム３の豊富な表土
がある平原の両方が近くにあります。
エラトはルナでも一番古い採掘入植地の一つで、最初
に経済的採算が取れるようになった物の一つでもありま
す。そのため、ルナの銀行の多くはこの都市の周辺にあ
ります。かつて中国‐ヨーロッパ複合企業によって掘削さ
れたエラト大空洞の円天井は、頂点では高さ 1.5 キロに
達し、巨大な鏡面口で取り入れた日光で照らされている、
ルナのケイ酸と産業ナノマシンによって成長した庭園と

塔がいっぱいの都市を収容しています。

ネクタル（神酒の海）
ネクタル（人口９百万）はルナの南半球にある神酒の海
のティオフィルス・クレーターの約百キロ東にあります。ネ
クタルではデザインが盛んで、太陽系の大半のファッショ
ンやデザインの流行を産み出す高名なデザインハウスが
いくつもあります。ルナの赤道に比較的近いため、ルナ
でも中心的な長距離宇宙港もあり、ルナのスカイフックの
回収経路にも属しています。

ニュー・ムンバイ封鎖地域
＜大崩壊＞の時にティターン感染の拡散を防ぐために
ニュー・ムンバイ・コロニーが核兵器で火葬されたせいで、
ルナの地表には今でも高軌道から識別できる直径約１０
０キロの焼け焦げた痕跡が残っています。かつては、モ
スクワの海の畔にある巨大なヘリウム３平原の中心にある、
自動化の進んだヘリウム３採掘ステーションでした。今で
も厳重に監視されている隔離地域です。

シャクル（シャクルトン‐ニュー・ワーラーナシー）
南極のシャクルトン・クレーターの中と周辺に建築され
たシャクル（人口６百万）は、ルナの二大水抽出事業の
一つを中心としています。寺社街であるニュー・ワーラー
ナシーは、この都市でも一番印象的な区域です。シャク
ルはルナにおける旧インドの影響力のもう一つの中心地
で、ニュー・ムンバイの崩壊によって離散インド人の末裔
には特別な重要さを持つようになりました。ニュー・ワー
ラーナシーは頭上の極冠の氷が融けた水が流れる入り
組んだ運河網を持つ巨大な人工空洞複合体です。命を
もたらす水の源として、ヒンドゥー教における旧地球のガ

ンジス川と同じ重要さを持っています。ジャイナ教徒や
シーク教徒といった他のインド宗教の生き残りも、ここに
神殿を構えています。そのためシャクルは一大巡礼地と
なりました。インド象の小さな群れは大きな目玉となり、
「障害を除くもの」である象神ガネーシャは、ヒンドゥー教
徒以外も含めて、ルナでは大人気です。

火星
地球は人類文明の揺り籠でしたが、今では、人口２億
人を擁する火星がその中心地です。人類が宇宙への離
散を始めた時、ルナは最初の立ち寄り先でした。ルナに
もそれなりの人口はありますが、現地で手に入る資源だ
けで人類が繁栄できる場所としては、火星が最初のもの
でした。最初の数十年間は、初期の火星入植民はティ
ン・カン居住ユニットに住み、大気からはロケット燃料に
使うメタンを、火星の永久凍土からは水を抽出し、空気注
入式の温室で農業を営み、そして酸素呼吸機さえあれ
ば火星の地表をヒトが無防備で歩けるくらいに惑星気温
を温暖化させるだけの温室ガスの生産を始めました。
大気の二酸化炭素を酸素へと短時間で変換するように
遺伝子改造された植物や微生物を移植するという、火星
のテラフォーミングという巨大な計画の第二フェイズは、
＜大崩壊＞の時には既に始まっていました。軌道上の
巨大な鏡の一群が、太陽光を集中させることで惑星の温
暖化を進行させています。植物の繁殖は完全に呼吸可
能な大気を産み出すには何世紀もかかる長期間のプロ
ジェクトですが、不老不死に近い火星の人類は気長に待
つ覚悟ができています。新しい故郷は待つ価値があるの
です。火星の大気に酸素や窒素を排出することができる
新種の植物や微生物の研究はますます加速を続け、経
済活動における一大注目点となっています。
それはさておき、火星は、山脈と高地砂漠の荒涼とした
美しさと赤道地帯のマリネリス峡谷帯のゆっくりと緑化し
つつある底地がはっとするようなコントラストを見せている
赤い惑星です。底地では、酸素の割合が徐々に増え、
人類の祖先が樹から降りる数百年も前に干上がっていた
運河には液体の水が流れています。火星には太陽系全
土からの旅行者が訪れます。歴史名所へのツアーや火
星の未開の辺境の険しい高地や広大な砂漠への野外

遠征を主催する豪華なホテルの営業によって、多くの火
星人が富を得ています。
現在火星には五つの巨大なドーム都市があり、その殆
どは赤道地帯にあって、周辺には無数の小さな入植地
があります。入植地は地上の道路や亜音速マグレブ（磁
力浮上式）列車網や亜軌道機や飛行船や低層宇宙ロ
ケットが定期的に飛ぶ空港／宇宙港で結ばれています。
メタン燃料と地球の三分の一の重力のお陰で、火星の人
類はついに空飛ぶ車を手に入れ、どんな入植地にも空
飛ぶ車用の飛行権が整備されています。それに対し、原
野の高地では、植物学者やテラフォーミング・エンジニア
は小さな村に住み、火星の気候と大気の変化を見守りな
がらラスター・モーフで素朴な生活を送っています。
火星は、使われていない土地が大量にあるテラフォー
ミング中の惑星なので、インフォモーフ難民に新しい袖を
用意できる数少ない場所の一つです。火星の証券会社
は、インフォモーフ契約労働者の購入と転売（将来の着
用へと至る合意があることもあります）で手堅く儲けていま
す。ですが、これによって少なからぬ人数の火星下層階
級が、バルスームの旗を掲げた成長中の抵抗運動（ハイ
パーエリートな社交人は軽蔑を込めて「レッドネック」と呼
んでいますが）として組織化されています。

地域
火星は大まかに北部の低地と南部の高地に分かれ、
境目の多くは最大で高さ２キロの険しい崖で隔てられて
います。火星には地球と同様の季節があり、人類による
惑星温暖化の成功にも関わらず、北極と南極には溶ける
ことのない氷床が残っています。南北どちらも、テラ
フォーミングの障害となっています。北部の平原は風をさ
えぎる物がなく吹きさらしで、険しい南部の高地は今でも
生命が根付きにくい地形です。それでも、条件さえ最適
ならばサボテンや多肉植物みたいな地球種が育つこと
は可能です。
マアディム峡谷：この深い峡谷地帯には、惑星連合が
最も大事にしている財産、マーシャン・ゲートがあります。
このパンドラ・ゲートを最初に発見したのは漂泊のバル
スーム人で、ハイパーコーポの軍隊が無理やり奪い、今
でもレッドネックたちの恨みの種となっています。あやうく

ハイパーコーポ同士で殴り合いになるところだったので、
ハイパーコーポ評議会が介入して全員が合意できる決
議を提示せざるを得ませんでした。パスファインダーとい
う新しいハイパーコーポが設立され、それがゲートとその
彼方にある資源の探検と活用をコントロールし、惑星評
議会のメンバーには特別の権利が与えられています。
マーシャン・ゲートは、今では数多くの系外コロニー設立
の拠点になっていますが、人類人口が最も多い惑星で
ティターンの作品と思われている物を使い続けて大丈夫
なのかと危ぶむ声もあります。
オリンポス山：火星で一番有名な地形は、巨大な楯状
火山であるオリンポス山で、その上に最初の（そして今で
も主要な）火星の宇宙エレベータが建設されています。
形と起源は地球のハワイ諸島に似ていますが、今は休
眠しているオリンポス山は、太陽系でも最高級の山で、
標高は２７キロに達しています。
火山のカルデラにある宇宙エレベータの基盤の周辺に
ある入植地であるオリンポスは、かつては火星で最も重
要な都市でしたが、テラフォーミングによって他の地域が
より魅力的な住まいになったことで人口は減りました。オ
リンポスからノクティスにはマグレブ列車で３時間余りで、
空路ならもっと早く着きます。都市は衰退していますが、
宇宙エレベータは今でも頻繁に使われています。
マリネリス峡谷：人類のテラフォーミング活動の殆どはマ
リネリス峡谷の峡谷地帯（火星の赤道に沿って４千キロに
わたって曲がりくねっている）の周辺で行われています。
ここの比較的温暖な底地では、液体の水が豊富で大地
にはメヒシバやタンポポやそびえ立つトガサワラ（火星の
低重力では高さ１８０メートルに達するかもしれないと、植
物学者は推測しています）といった寒さに強い地球産の
植物が生えています。火星人口の７５パーセントがこの
地域に住んでいて、人口密度は太陽系の人類居住地で
も最大です。
ゾーン：公式にはティターン隔離地帯（ＴＱＺ）と呼ばれ
ている、なだらかなアマゾニス平原（タルシスとエリシウム
の火山地帯の間にあります）からアルシア山へと南東に
広がる広い地域です。この地域は戦争ボットやナノス
ウォームといった危険なティターンの機械の置き土産が
徘徊していることで有名です。かつてイスラムの拠点で
あったクラインを含むいくつものハビタットの廃墟が、ここ
にあります。あえて踏み込む人は少ないものの、危険に
もかかわらずバルスーム人の運び屋がアルシア山の洞
窟を活用していたり、ティターンの技術を漁ったりすらし
ていたりすると噂されています。なぜかティターンの遺産
がゾーンから迷い出ることはめったにありませんが、惑星
連合のドローンがゾーンの境を常時監視しています。

アショカ
アショカはアレス渓谷のクレーターの中にあり、バレス‐
新上海から約３千キロ北東にあり、火星探査機であるバ
イキングとパスファインダーの着陸地点からも遠くありま
せん。この街は、火星開拓の原点に戻りたい火星人に
とっての保養所や霊的静養所として人気があります。ま
た、活動中のテラフォーミング拠点であり、大砂漠の半漂
泊バルスーム人文化と赤道の峡谷の定住火星人の接触

が触れ合う場所としても重要です。この街とその周辺に
は、１万人の科学者や歴史家やテラフォーミング労働者
や霊的指導者が住んでいます。着陸機であるパスファイ
ンダーと探査車であるソジャーナ（人類が火星に着地し
た時もまだ活動を続けていて、クレーターをずっと巡回し
ているのを発見された）を展示している美術館が大きな
目玉です。バイキングは街からモノレールで少しのところ
にある別の美術館にあります。歴史的純粋主義者には
腹立たしいことですが、これら三つの機械は発見された
時に現代ハードウェアでアップグレードされ、今では初期
火星探査の歴史家を務めるＡＩを搭載しています。ソ
ジャーナはとりわけ親切で、運のいいグループを初期着
陸地点への徒歩ツアーに連れていくこともあります。

エリシウム
火星の東半球にあるヘスペリア地域の北部にあるエリ
シウム・カズマ（訳注：急で深い谷間）とハイブラエウス・カ
ズマに位置しているエリシウムは、娯楽にかけては太陽
系きっての中心地で、赤道の峡谷地の外では最大の火
星都市です。また、人類の発達した交通技術（亜軌道フ
ライトや軌道ハビタットからのロケット・フライト）によって距
離の遠さが些細な問題になっているとはいえ、多くの火
星都市からは最も遠く離れています。
エリシウム・カズマとハイブラエウス・カズマを合わせると、
この都市の約２００キロ北東にある標高１４キロのエリシウ
ム山脈に寄り添う長さ２５０キロの峡谷地帯になります。そ
の間には、起伏の激しい吹きさらしの溶岩平原であるゼ
ピュロス・フォッサ（訳注：長く浅い谷間）があります。この
都市は、テラフォーミングに最適なこのカズマがエスペリ
ア紀（訳注：火星の地質時代の一つで、３７億年前から３
０億年前までの期間）の地形とそっくりなのに好奇心を
持った、ゼヴィ・オクサーナ‐マールテンスという奇抜な娯
楽業界の大物のヴィジョンでした。
都市の歴史はわずか３０年しかありませんが、人口は既
に９００万に達しています。エリシウムの殆どの部分は、カ
ズマ内の長さ７５キロにまで伸びている峡谷の壁の内側
に建設されていて、全体がドームで覆われています。エ
リシウムは、南部の巨大ドーム都市と違って、平地にドー
ムを建てるのではなく峡谷の壁が互いに密接していると
いう地の利を活用し、峡谷を完全に覆うように取り囲む巨
大なアーチを築いただけです。アーチは都市の成長に
伴って北へと拡張し続けています。低軌道からは、巨大
な輝く蛇のように見えます。
火星都市エリシウムは、太陽系における娯楽の都という
意味では、旧地球のロサンゼルスの魂を受け継いでいま
す。かなりの量の常軌を逸した（時々は退屈だとしても）
人類の創作性を持つ、豪奢なスターや生き血をすするプ
ロデューサーが、火星を圧倒的なメディア発信地として
います。エリシウムの、エグザルトとシルフの比率は人類
都市でも一番かもしれません。ここにはありとあらゆるとこ
ろにイメージがあり、来訪者にとってはこの都市の住民は
誰もがまばゆいほど美しいか計算ずくで醜悪かのように
思えるでしょう。最高の成功をおさめたパフォーマーや娯
楽界の大物は、新上海でも一番の長老ですらちょっとし
た羨望を抱くようなきらびやかな特権階級の生活を過ご

しています。それ以外は皆、有望なゲーム・プロデュー
サーからヴァーチャル・エロパフォーマーまで誰もが、常
に努力し続けなければなりません。
チンジャオ

ノクティス‐ 千焦
人口１３００万を擁するノクティス‐千焦は、ノクティス・ラ
ビリントスと呼ばれているマリネリス峡谷西部地域にある
大都会です。バレス‐新上海があるエオス地域ほど住み
やすくはありませんが、景色の素晴らしさと発達した河川
系のお陰で一等地と見なされています。この都市には、
ノクティス側の北岸にある千焦と南にあるノクティス市（単
に「ノクティス」と呼ばれるのが普通です）という二つの巨
大ドームがあります。際限なく広がっている小さなドーム
やスークのネットワークが二つのドームを結んで河の橋
渡しをしていますが、火星が温暖化して川の幅が広がり
続けるにつれて、これらは南北へと押し出されています。
ノクティス‐千焦は火星のデザイン業界とファッション業
界の中心で、豊かな火星経済の中では規模のずっと大
きなバレス‐新上海と同じくらい重要なのは間違いありま
せん。ゾーンに近いせいで来訪者が警告を受けることも
ありますが、今のところ問題になる様な表沙汰の事件は
発生していません。

した過酷な環境のため、いくつかの地域で見かけられる
珍しいモーフであるマーシャン・アルパイナーも珍しくあ
りません。
都市の中心部は、宇宙エレベータを運営する小規模
ハイパーコーポであるオリンポス基盤機関による整備と
監視が行き届いています。郊外部は経済的に不況で時
には危険でもあり、その殆どは荒れ果てて不法居住者や
逃走中の奉公ダウンロードといった孤立を強く望む人々
が住んでいます。危険な変異を遂げた人工生命体が出
現することが時々ありますが、機関がわざわざ郊外部に
介入する理由といえばそれくらいです。そうでなければ、
古びたティン・カン居住区やその奇妙な住民は捨て置か
れています。

プログレス（ダイモス）
プログレスは太陽系でも最大級のコール・バブルです。
人口は８５０万で、ベルトのエクストロピアに次ぐ多さを誇
ファージン

ります。プログレスは、 撥勁 が火星の衛星ダイモスから
全住民を立ち退かせて掘削し、大規模な太陽電池で空
洞空間に変えることで生み出されました。工学的な見地
では、プログレスには幾分か決まり悪い所があります。当
初はエクストロピアよりもかなり大きなサイズになる予定
だったのですが、ダイモスの加熱と自転が困難だったた
ファージン

オリンポス
６百万を収容する空間二百万人が住んでいるオリンポ
スには、ゴーストタウンめいたところがあります。宇宙エレ
ベータを中心としたオリンポス山のカルデラ内に建築さ
れ、かつては中心地でしたが、今では使われなくなって
います。マリネリス峡谷の峡谷地帯で気温が上昇し環境
が改善されるにつれて、住民の殆どは吹きさらしのカル
デラを去ってもっと快適な場所に引っ越したのです。オリ
ンポスは今も昔も大型ドーム都市ではなく、代わりに小
ドームと時代遅れのティン・カン居住モジュールのスーク
状ネットワークで構成されています。標高２７キロという立
地による低気圧と骨身に染みる寒さのせいで、市場や居
住モジュールの外に出ようという人間の殆どは、今でも生
存のために軽真空服に相当する物を必要とします。こう

め 撥勁 はその努力を早々と諦めるかダイモス分解の危
険を冒すかを選ばざるを得なかったのです。
それでもプログレスは印象的なハビタットで、ハイパー
コーポの名士の住まいであり、有力な政経事業が支部を
構える前哨基地でもあります。姉妹衛星であるフォボスは、
そこに存在する幾つもの法的権益が処分について同意
できなかったため、ウサギの巣穴みたいなトンネル・ハビ
タットのままです。
ニューシャンハイ

バレス‐ 新上海
火星の首都であるバレス‐新上海は、人口３７００万を擁
する人類最大の天体上都市です。マリネリス峡谷の峡谷
地帯の西にある高度なテラフォーミングを受けたエオス

火星の人狩り
［メッセージ到着。発信源：不明］
［公開鍵による複号完了］
調べてみるよう頼まれた死人の件
だっけ？ 恐れていた以上に悪いよ
うだ。
バギーでジム入植地に行ってみた。
あそこは、小さなテラフォーミング環
境ステーションと漂泊のレッドネック
用の施設を維持しているティン・カ
ン・モジュールの寄せ集めだった。
平均人口は１５０人だが、それも地元
で「娯楽」を供している２０体ばかりの
快楽ボットを計算に入れての話だ。
１週間前、ハッサン・ナセリという漂

泊民が転がり込んできた。そいつは
常連で、バルスーム人のために独立
して配達サービスをやっているという
噂があった。ところが、最近の来訪で
は、態度がおかしかった。神経質に
なっていて、興奮していた。飲み友
達の一人に、何日かゾーンに隠れる
羽目になって、その体験で落ち着か
なくなったと言っていた。
ファージン

ナセリは、実は数年前に 撥勁 へ
の奉公を終えずにラスターを着たま
ま逃亡していた。エゴ・ハンターがジ
ムにやってきてナセリはおかしくなっ

た。彼はエゴ・ハンターと部屋にいた
全員を殺した。
ナセリの変貌を収録したスパイムの
センサー記録を発見した。そしてナ
セリは、ただ見つめるだけで半ダー
スの人を殺した。
そうさ。あの野郎は感染していた。
マーシャン・レンジャーが躍起に
なって追っているが、連中は相手の
正体をわかっていない。だからあい
つ――あれ――を先に捕まえるため
に、俺たちは出発する。幸運を祈っ
てくれ。

地域にあります。火星スークのネットワークで結ばれた五
つの大ドームで構成されています。スークというのは、火
星の大都市に特有の建築上の特徴である屋根付きの大
通りや廊下で、バザールや食堂や不法居住地が並んで
います。スークをとことん歩けば何でも見つかると言われ
ています。
ドーム自体はもっと管理されていて、人工水路（その多
くは、今ではエオス底地の地表に流れているわずかな川
につながっています）や巨大建築物や居住用小型アー
コロジーや娯楽コンプレックスやハイパーコーポの会議
センターがあります。中でも格別印象的なのは、ニュー
シャンハイ本体を構成する二つのドームでも大きくて古
ワイタン

い外灘です。新上海は、ドームの気候を調整するための
人工河川である曲がりくねったアレス川で二分されてい
ます。
小上海（外灘のそばにある新しくて小さいドーム）とバレ
ス・センター（エラトとネクタルのルナ金融に匹敵する実
業金融センター）とニュー・ピッツバーグ（研究と惑星上
工業の拠点で、バーグとも呼ばれています）とニトロンハ
イム（大規模な娯楽区域を収容）が、他の四つのドーム
です。
バレス‐新上海は人類一の金持ちたちの住まいで、芸
術や文化が盛んで、ハイパーコーポ活動の太陽系でも
有数の拠点でもあります。住民に対する長老たちの比率
は極めて高いものの、彼らの文化や経済的流動性や法
システムに対する有形無形の影響力は、３７００万人の住
民にとっては力の一つに過ぎません。＜大崩壊＞以来
膨れ上がり続けている人口を収容するために大きく拡張
し、常に何かが建設されています。最悪のものは小上海
に押し留められていますが、犯罪と腐敗が広まっていま
す。バレスは、夢が毎日（毎時間ではないとしても）のよう
に叶ったり潰えたりしている場所なのです。

火星トロヤ群
火星トロヤ群は、火星のＬ４で先行しているかＬ５で追
随している殆どが岩石の小惑星の小規模な群れで、これ
よりもずっと大規模な木星トロヤ群とは別物です。
チンロン

蒼龍
人口二百万の蒼龍は、太陽系でも最大のオニール式
ハビタットです。火星Ｌ５点のトロヤ群に位置しています。
中国の火星植民計画が、そのルーツです。サイズこそ圧
倒的ですが、この種のハビタットとしては極めて古く、材
料の殆ど全てに現在位置の周辺にある金属の豊富な小
惑星を使って建設されています。
蒼龍は大規模な暗黒街の隠れ家です。様々な犯罪組
織は普段は殺し合いを自重していて、ハビタットの行政
機関に貸しを作っています。ハビタットは、豊穣機へのア
クセス制限やフォーキングやＡＧＩといった、ハイパーコー
ポの原則の一部には、基本的には従っています。です
が、グレイマーケットやブラックマーケットが盛んなので、
正しいコネさえあれば何でも手に入ります。

アステロイド・ベルト
火星軌道と木星軌道の間の広大な領域に広がってい
るアステロイド・ベルトには、直径１００キロ以上の小惑星
が数百個、３０キロ以上の物体が千個以上、そしてより小
さな物体が無数にあります。ですが、小惑星の質量を全
て合計しても中心部の惑星の数分の一にしか過ぎない
ので、こうした小惑星の感覚は極めてまばらです。航行
中の宇宙船が小惑星に遭遇することは、意図的にその
小惑星を目指しているのでなければ、まずありません。

資源と経済
ベルトの豊かで簡単に採掘できる鉱床は、人類の辺境
部への第一歩と大きな関係があります。無人採掘と高推
力イオン・ブースターによって、辺境部の植民者たちはメ
インベルトの金属の豊富な小惑星を金属製小惑星が遥
かに乏しい木星や土星やその先へと移動させることがで
きたのです。こうした活動は、人類が太陽系のもっと遠く
へと進出し続けることで、今でも続いています。

ハビタット
何百という小さなハビタットがベルトに散在していて、そ
の殆どは採掘活動に関わっています。地球から遠く離れ
たベルトの入植地は、＜大崩壊＞の被害はそれほど受
けていませんでした。ここではハイパーコーポの前哨基
地も自治主義派の前哨基地も盛んに活動しています。
近くの小惑星が辺境部へと運ばれたり鉱脈が尽きたりし
て放棄された遺棄ハビタットは珍しくありませんが、その
中には世間から引きこもっていたい住民によって占拠さ
れているものもあります。

ケレス
太陽系にある三つの準惑星の一つ（後の二つは冥王
星とエリス）で、直径はおよそ千キロで約百万の人口を擁
しています。メインベルトの小惑星の殆どとは違い、木星
の衛星エウロパの小型版みたいに、下に液体の水の層
がある氷の地殻を持っています。水が豊富なので、ベル
トの他のステーションへの補給では大きな役割を果たし
ています。エクストロピアと同様に、基本的には無政府資
本主義で運営されています。ですが、知性化タコだけで
構成されている『闇の団』という組織が地下の海に君臨し、
「水抽出事業」に拠点を持っています。ケレスのタコ型
モーフは闇の海のアンモニア分が高い海で生き延びら
れるよう特別な改造を受けています。

エクストロピア（ニサ）
この巨大なビーハイブ・ハビタットは重要な交易路で無
政府資本主義者／相互主義者の市場です。エクストロピ
アは、無政府組合主義的な類縁集団の緩やかな提携に
よって社会基盤と社会構造が維持されている、中立の自
由都市です。その中立性は、地元の重要人物とその人
脈、そしてルナの銀行やテクノ自由主義勢力やベルトか
ら輸出される原材料に依存している辺境部のコロニーと
いった外部権益の珍しい組み合わせの間で結ばれてい
る戦略的同盟が要となっています。ハイパーコーポはエ

擁する大都会で、都市の大半は直径約４キロの球形空
洞にあり、空洞の天井でも地表の二百メートル地下にあ
ります。昼は外壁の巨大な照明チューブ群によって照ら
され、夜は建物の明かりによって空洞の表面が巨大なジ
オード（訳注：鉱物内部の空洞）みたいになります。ハビ
タットの基本設計は、地表から百メートルから百五十メー
トルに伸びた極めて高くて折れそうな建物や、洞窟の端
から端まで伸びているいくつかの建物で成り立っていま
す。メティスの１４０分の１Ｇというわずかな重力では、上
下に大した意味はなく、かなり脆い建物ですら倒壊の危
険はありません。建物の殆ど全ては、高さ１キロを超える
物も含めて、耐久性を強化する骨格に薄いプラスティッ
クのパネルを張り付けて建設されています。こうした建物
は球のありとあらゆる角度に建てられています。
ノヴァ・ヨークの住民の多くは、建物から建物へとジャン
プして移動し、一度の跳躍で何百メートルも移動できま
す。空気抵抗と極めて低い重力のお陰で、たとえ洞窟の
てっぺんから落ちても怪我ひとつしないので、転落の心
配はいりません。こうした環境では、上下の意味といった
ら物体の停止する（気流によって吹き飛ばされなければ
の話ですが）方角くらいです。

木星
木星圏は、木星それ自体が原子星の中心核を構成し
てもおかしくないくらいに大きなため、植民の難しさでは
太陽系でも指折りです。木星の強力な磁場のせいで、低
軌道衛星や木星の磁気圏尾部を通過中の高軌道惑星
は、よほど頑丈な遮蔽でもなければ人間を数時間で殺し
てしまうだけの強烈な電離放射線に曝されています。木
星圏には６３個の衛星や小衛星がありますが、ここでは
開発が進んで人口が多く安定したものだけを紹介します。

資源と経済

クストロピアを税金逃れの手段や違法ビジネスを平気で
行える場所として利用しています。法や政府などという物
は存在せず、来訪者は保険業者や警察業者との契約を
推奨されます。肉体改造に興味がある人間にとって、エ
クストロピアはユートピアです。ここではＡＧＩやフォーキン
グも受け入れられ、許可されています。人口は一千万近
くです。

ノヴァ・ヨーク（メティス）
メインベルトのニッケル鉄とケイ酸塩でできた小惑星で
あるメティスの中心都市であるノヴァ・ヨークは、ほぼ無重
力なハビタットでも珍しい方です。メインベルトで三つ目
に大きなハビタットであるノヴァ・ヨークは、人口五十万を

木星の強力な重力井戸は、何世紀も続いている激しい
大気圏内の嵐に屈しない機体ですら最高に強力な推進
システムを使わなければ脱出速度を得られないため、ガ
ス採掘の大きな障害となっています。こうした機体が必要
とする厳重な遮蔽のことも考えると、木星のガス採掘は土
星のガス採掘よりもかなり非効率的です。木星は、土星
のよりもずっとまばらな薄い環で囲まれていて、最も低軌
道な二つの小衛星の軌道もその中にあります。
ですが、木星の重力は貴重な資源でもあります。土星
やその先に向かう宇宙機は、木星を周回してスイングバ
イ航法で速度を得、月単位や年単位で航行期間を短縮
しています。極めて軍国主義的な木星共和国は、推進
機を付けた小惑星を含めて速度を得るために木星の重
力を活用する宇宙機の全てに、使用料を課しています。
この身かじめ料はフンタの主な収入源です。惑星連合の
船は、基本的には運用費用の一部としてこうした出費を
受け入れています。他の勢力はそれほど協力的ではなく、
フンタは頻繁に密航船を拿捕したり撃墜したりしています。

ハビタットと小衛星
木星の衛星の殆どは、実際にはその重力に捕まえられ
た小惑星で、天体と呼ぶに値するサイズは地質的な複

雑さに欠けています。どれも人が住んでいます。ハビタッ
トに改造されたものもあれば、フンタの軍隊と採掘基地だ
けがあるものもあります。木星の小衛星の殆どは炭質岩
で構成されていて金属分に乏しく、大きな小衛星には氷
の地層や時には核を持つものもあります。木星圏のハビ
タットはビーハイブやリーガン式シリンダーが一般的です。
リーガン式シリンダー（フンタ以外は「棺ハビ」と呼んでい
ます）というのは、岩の小惑星をくり抜いて巨大な円筒型
の空洞を作り、重力を再現するために外付けエンジンで
自転させる、オニール式シリンダーの非効率的な亜種で
す。
木星の軌道、特に放射能が一番強い高度二百万キロ
以内では、他の種類のハビタットは稀です。放射能に強
いモーフを採用したがらないバイオ保守勢力であるフン
タにとって、木星は過酷な土地です。国民を何トンもの岩
で遮蔽しなければならないのです。フンタは、軍事的覇
権にもかかわらず木星宙域の全てを支配できていません
し、エウロパ開拓みたいに自力では行えない事柄もあり
ます。環やガリレオ衛星の軌道には独立したハビタットや
地表入植地がいくつか存在します。
木星共和国は、地球史上の様々なネオコン英雄にち
なんで木星の衛星を改名しました。近い順に、メティス
（ブッシュ）、アドラステア（フェアウェイ）、アマルテア（ソラ
ノ）、テーベ（マッカレン）、レダ（チョン）、ヒマリア（ピノ
チェット）、リシテア（フリードマン）、エララ（バックレー）、
アナンキ（ニクソン）、コレー（キッシンジャー）、パシパエ
（シェリング）、シノーペ（ガルシア）です。どれも、直径５
キロから百キロの小さな衛星です。

アマルテア（ソラノ）
最大の小衛星であるアマルテアの空洞は、氷の核に
よって産み出された大きな湖のお陰で、いちばん住みや
すい棺ハビタットでしょう。ソラノに住んでいるということは
木星市民の間でもちょっとした自慢です。噂によれば、
住民の殆どはランド・シンクタンクの信頼されている職員
で、その殆どは防衛プロジェクトで働いているそうです。
直径３０キロの中央空洞は２１世紀初頭の郊外の分譲地
やビジネスパークみたいになっていて、核融合発電によ
る照明チューブ軸で照らされています。全ての建物に環
境気密機能があるため、うまく管理されていない内部環
境システムによって時々発生する環境性敗血症の流行
は毒ガス爆弾で処理できます。それほど幸運ではないサ
ポート要員は、空洞と地表の間の地殻に張り巡らされた
ビーハイブ巣穴に住んでいます。木星の小衛星の殆どと
同様に、アマルテア宙域にはパトロール機やキラー衛星
がいるため、許可のない機体による接近は良くて困難で
す。１５０万人がソラノに住んでいます。

イオ
火山ガスと中性原子灰がまだらに混ざっているイオの
大気の下には、二酸化硫黄の薄い霜で覆われた不毛な
灰黄色の岩がちな地表が横たわっています。木星の重
力によって引き起こされている潮汐加熱によって、イオは
太陽系で最も火山活動の活発な天体になっていて、他
の惑星や衛星で発見されるような流星の衝突したクレー

ターは全く存在しません。地表には巨大な火山性カルデ
ラや融解した岩の湖や硫黄の間欠泉が散在し、噴火や
それに伴う揺れは何ヶ月も何年も続いています。イオの
火山帯では地表の気温が 1500 ケルビン度（訳注：約 12
25℃）に達し、太陽系で最も熱くなっています。
とはいえ、人類がイオで直面する最大の問題は放射能
です。間欠泉や火山の噴出物は木星の磁場と共に流れ、
木星周辺をイオと共に巡る巨大なドーナツ状の磁束管を
形成しています。イオへの来訪者は、最強の放射線遮蔽
を使用するか機械のモーフを着用しなければなりません。
イオにおける人類の活動はイオの間欠泉から噴出され
る揮発性物質（特に硫黄）の科学調査や採取が中心と
なっています。振動活動が常に変化し続けているため、
基地の多くはモジュール式で移動型です。フンタの最も
悪名高い刑務所であるマウイ・パテラ矯正センターは、
赤道北部の（ほぼ死火山）カルデラの壁を穿って建設さ
れています。

エウロパ
エウロパには大気がなく、強烈な木星の磁気圏の中に
あり、そのため地表は遮蔽のない人類なら数日（エウロパ
の軌道が木星の激しい磁気圏尾部を通り抜けるよりも
ずっと短時間）で決定的に致命的な量の放射線に曝さ
れています。その結果、エウロパの人類は大半が海に
なっている氷殻下に住み、生き延びるために水棲や両
棲のモーフを着用しています。地上の施設は、コナマラ・
カオス（訳注：不規則な起伏に富んだ複雑な地形）など
にある、原子炉の燃料などの重要な補給品を地下のエウ
ロパ人に届けるための厳重な遮蔽が施された氷内エレ
ベータしかありません。
エウロパの海の海底の探索と測量は、地球の海の十倍
も深い海での水圧がもの凄いため困難な作業で、今も続
いています。更に、地形も人類にとって意外な要素でし
た。エウロパの地質を調べた結果、氷の下には深さ約５０
０キロに達する底抜けに深い濁った海水があり、その海
底は比較的平坦な特徴のないと推測されていました。エ
ウロパは生命のない氷と岩の塊だと思われていましたが、
推測で何十億年も前にエウロパで生命が誕生して以来、
氷殻の何百メートルも深くに小さな斑点（地球の珊瑚に
相当）によるケイ酸塩の岩礁ができています。エウロパ人
がハビタットを建設しているのは、複雑な環境系を持つこ
うした生物で産み出された山の頂なのです。
地球の生物と同様に水と炭素の化学反応に基づいて
いますが、エウロパの生命は完全に天然地底性で、エウ
ロパの地底の海を外部と完全に隔離している鉄壁の氷
床の下で誕生しました。これは地球の生命とは対照的な
特徴で、銀河規模の胚種広布（真空を超えて飛来した
宇宙からの彗星や小惑星に付随して微生物が拡散して
いるとする説）の結果ではないかと、多くの生物学者が理
論づけています。そのため、エウロパの動物相は人類の
生命科学にとって大きな意味を持っています。

生命科学
エウロパの生命体は、宇宙規模でもエウロパ特有でな
いかと思われていて、エウロパの至宝であり、それを網羅

しようという人類の努力は始まったばかりです。エウロパ
の生物的多様性を追求しようという動きは木星フンタを不
快な立場に追い込みました。彼らは、木星圏の交通と商
業は支配しているものの、エウロパで集められた知識をと
ことん活用するための地元の人材は持っていないのです。
最初は、知識の流出を防ぐための不器用な検閲活動を
行っていました。ところが、一度氷の下で遠投射とエゴ投
射が開通すると、この種の強要は通用しなくなりました。
今では、ハイパーコーポや調査集団が氷中エレベータ
で下ろす新規装備や人員への通行料の課税、それと保
護料が支払われなければ原子炉の燃料や希少な資材と
いった重要なリソースの供給を拒むことでエウロパの全
住民を人質に取るという二面戦略を取っています。

ハビタット
エウロパのハビタットには、斑点礁の頂点にくっついて
いる要塞化された水産港、それと氷殻の底に穴を開けて
できた穴に上陸している球形の空洞の巣穴の二種類が
あります。後者は氷の下では唯一空気のある場所です。
最大の巣穴は、コナマラ・カオス氷中エレベータの底に
あるコナマラです。コナマラのすぐ近くには礁の港が五
つあり、それもハビタットの一部と見なされています。総
人口は１５０万です。

ガニメデとカリスト
ガニメデとカリストはそっくりで、大きさはルナとほぼ同じ
ですが、地表の色は暗くてクレーターもそれほど多くあり
ません。マントルには岩よりも氷の方が多いので、密度も
ルナほど高くありません（重力も強くありません）。どちらも
揮発性物質や水（凍ってはいますが）が豊富なので、定
住には最適な候補となっています。岩と氷の多い地表が
特徴のガニメデには鉄の核があり、そのためいくらかの
磁場があります。より小さなカリストの殆どは氷を多く含ん
だケイ酸塩の土でできています。ルナと同様に、ガニメデ
とカリストの都市の殆どは流星の衝撃から（ガニメデの場
合には、木星による膨大な放射線からも）身を守るため
に地下に築かれています。
どちらの衛星も、木星共和国の「保護」下にありますが、
いくつもの都市国家に分裂しています。木星の方針の完
全な一員もあれば、存続を許されているだけのものもあり
ます。ガニメデの市民は今でもフンタが維持している社
会基盤を過酷な環境では必要だと見なしている（その意
見が正しいかどうかはさておき）ため、ガニメデはフンタ
に好意的に動くことが多くなっています。木星の磁気圏
の最悪の影響から逃れているカリストは、テクノ進歩主義
者が橋頭堡を得るのに向いた場所です。

ヒョーデン
この都市国家は、氷の地層が露出してきれいな水の抽
出が簡単になっている広大な太古の衝突地帯であるカリ
ストのヴァルハラ地域に、環太平洋国家の連合によって
建設された調査ステーションが中心となっています。＜
大崩壊＞時には長期間の人手不足に苦しんでいた
ヒョーデンは、木星に来れた難民に門を開きました。今の
ヒョーデンの住民は２００万人いて、カリスト最大の都市国

家かつ木星圏でフンタに属していないものでは最大の国
家となっています。現地当局がフンタへの襲撃を仕掛け
る工作員に手緩いせいで隣の強国との関係が不安定な
ため、軍事色が強まっています。

リバティ
ガニメデの赤道ほぼ直下のガリレオ地域という広大な
岩だらけの平原の南端にあるリバティは、フンタでも最大
の天体上都市国家です。その静止軌道上にあり大規模
な造船所にして防衛基地であるリバティ・ステーションと
密接なつながりを持っています。造船や宇宙建築や製
造業や防衛製品や防衛サービスなどが主産業です。フ
ンタの監視データが全て記録処理されるセキュリティ・
ネットワークの中心であるキャッスルは、リバティかその近
くにあると噂されています。リバティの殆どは地下にありま
すが、装甲地表ドームにはいくつもの公園があります。
ドームの上層部で長く過ごせば、ベルトから造船所へと
曳航される金属小惑星が減速するロケット噴射によって
空が明るく照らされるのを、１日に何度も見ることができる
でしょう。

トロヤ群（木星トロヤ群とギリシア群の小
惑星）
トロヤ群とグリーク群は、木星と同じ軌道を巡っているそ
れぞれ６億キロの長さの散らばった氷や岩の小惑星の弧
です。引力が安定している、巨大惑星である木星の６０
度先のＬ４と６０度後のＬ５に位置しています。火星と海王
星にもトロヤ群はありますが、単に「トロヤ群」と言ったら
木星のトロヤ群を指しているのが普通です。昔は、Ｌ４の
小惑星（木星に先行）はホメロスのイリアスに登場するギリ
シャの英雄に、Ｌ５の小惑星はトロイの英雄にちなんで名
付けられていました。トロヤ群の物体はイリアスの登場人
物よりもずっと多いため、最近になって発見された小惑
星はこうした伝統に従っていません。
政治的には、トロヤ群とギリシア群は、特定の文化や勢
力や時には言語によって団結することの多い住民を持
つしばしば重複している共同体の集まりと考えていいで
しょう。トロヤ群での共同体は、２５万キロから最大で２百
万キロの幅に広がっています。この共同体内では、殆ど
誰もが互いに顔見知りです。資源が広く分散しているせ
いで、トロヤ群のハビタットの多くは小規模（人口は一人
から２万人）で、スカムの荷船や船群の連なりを大いに活
用して建設されています（相手が先にそう言ったのでな
ければ、誰かのハビタットをスカムの荷船と呼ぶのは、断
じてお勧めできませんが）。

資源と経済
こうした宙域は余りにも広大なため文化的には実に多
様ですが、無政府集産主義は強力なミームで評判経済
が普及しています。一方では、共同体やハビタット、時に
は個人単位ですら、自給自足であることが強く求められ
ています。トロヤ群には、密度の高いメインベルトとは
違って、人がどこにでもいることによるセーフティ・ネットと
いう物がないのです。模範的なトロヤ人やギリシア人とい

うのは、様々な分野に驚くほど熟達しているネオ・ルネッ
サンス人なのです。無重力で動けなかったり自分の装備
や船やハビタットを整備できなかったり岩やハビタットの
間を行き来できないと、生き延びるのは難しいでしょう。
その一方、協力精神も広まっています。手助けの交換や、
時には評判を得るための一方的な手助けは珍しくありま
せん。専門家になるために基本的な自給自足を犠牲に
しているのでない専門家ならば、誰もが高く評価していま
す。
トロヤ群では金属や希少な資源が不足していて入植者
にはよそから原材料を輸入する経済力がないのが普通
なので、探鉱と回収が主な活動になっています。ですが、
トロヤ群にはケイ酸塩や揮発性物質や炭素性物質が豊
富にあります。必要に迫られて素材科学の面でいくつも
のイノベーションが発生しました。広く分散したトロヤ群の
ハビタットが独立を維持するには、原材料という単純な問
題どころか多くの分野で様々な創意工夫が必要なので
す。新しいロボットやモーフや機体の設計が常に登場し
続け、宇宙捕鯨（トロヤ群の近くに迷い込んだ小惑星や
彗星を急いで採掘するための突発船団の編成）やメッキ
ング（珍しい地形を持つ無人の小惑星を舞台にしたロ
ボット・スーツや機械のモーフによる戦闘で、基本的には
シミュレーションだがリアルのものもある）やシュリング（他
人のハビタットに忍び寄ってナノ彫刻で表面を作り直して
芸術的なオブジェを作成する、基本的にはスカムの荷船
を使った暇つぶし）といったビジネス活動とレジャー活動
の珍しい組み合わせが可能になっています。

ローカス
ローカスは、史上最大のクラスター・ハビタットです。ハ
ビタット本体には百万人以上が住み、そばにあるスカム
の荷船や小さな小惑星ステーションによる郊外部にはも
う百万が住み、今なお成長を続けています。Ｌ５トロヤ群
でも密度の濃いカサンドラ領域にあります。二つの小惑
星が連なっている二連小惑星であるパトロクロスの周辺
の質量の中心に位置しています。どちらのパトロクロスも
有人で、防衛基地や鉱山や精錬所があります。
ローカスの設計はロット４９をそのまま巨大にしたような
「ローカスへようこそ。あなたは、ここ
への係留による有機的ダメージや精
神的トラウマのリスクを自発的に受け
入れました。過酷な小惑星だらけの
環境に滞在するのに必要な食料と
水と酸素と住居は、自分で持ち込む
か調達可能でなければなりません。
大量破壊兵器は規制されています。
隣人との共存についての詳しい指針
はハビタット生存ガイドに収録されて
います。あなたの面倒をみるのはあ
なた、あなただけです。それを好きに
なりましょう！」
――ローカス移民ＡＲ放送

ものですが、直径は１１キロで部位ごとに成長速度が異
なるため形はそれほど整っていません。総体積の四分の
一は、ハビタットの中心部にある大規模で緩やかな成長
を続ける彫刻体であるアメーバに向きを合わせた大まか
にはコーン上の形をしています。より小さなトロヤ群のクラ
スターとの違いの一つは、そのサイズです。ハビタットの
中心部から伸びている巨大な構造柱は空洞で、幹線浮
遊路と市街エレベータが中を走っています。細い柱が幹
線柱を結んでいて、モジュールの係留位置を増やしてい
ます。それぞれの幹線柱のそばには、モジュールの所有
者が離れることにしたら分離できるよう、ハビタットの端ま
で伸びている広い「道」が通っています。
細かい小惑星を締め出すために測地用骨格に張られ
た揺らめく網の下には、柱に係留された何万もの小型船
やハビタットが並び、変化の絶えない光で脈打っていま
す。ハビタット・モジュールや大型船はコーン内の空き空
間には入らないよう求められています。小型機や推力
パックを背負った人間や虚空スクーターの乗った人間が
沢山いて、ハビタットを行き来したりゼロＧスポーツをやっ
たりあちこちにある自由浮遊スパイムや彫刻に接触したり
しています。常駐ＡＩのプログラムに応じて定期的に色や
形を変えている（しばしば何かの動物みたいな姿になり
ます）アメーバは、位置確認のための中央基準点となっ
ています。誰かがモジュールの位置を教える時には、ア
メーバを中心とした三次元の座標システムの場所が使わ
れるのです。大型船とシャトルはハビタット外壁の幹線柱
の先端にあるドックに接続します。
ローカスは無政府主義者とアルゴノーツの合弁事業と
して建設され、自治主義派の最初の拠点となりました。
惑星連合による暗黙の支持を得て警備企業や保険企業
の存在を奨励しているエクストロピアと違って、ローカス
は純粋な評判経済で動いています。ハビタットの警備や
整備や拡張や防衛は、全てボランティアによって行われ
ています。警備に関心がある住民が接近する船を監視し、
到着者に大量破壊兵器検査を実施するボランティアを
派遣するクラウドソーシング・システムを運営しています。
検査を拒絶する船は立ち去るように求められます。もし
立ち去らなければ、クールな新兵器システムを開発した

「個人業者アツコ・ヴァン・フォークト
を受信者とし、Ｌ５トロヤ群のハビタッ
トであるローカスが目的地に選択さ
れました。コメックス企業方針により、
選択された目的と業者は非登録で
危険の可能性があるとお知らせしま
す。到着における意識の連続性に対
し、コメックスは責任を負いません。
削除やフォーク盗難を含む旅行によ
るリスクの全ては、お客様のものです。
コメックスはこの業者との旅行につい
ての永久保存記録をお客様のファイ
ルに追加します。続行なさいます
か？」
――コメックスの法的声明

「コメックスの声明？ うんうん……そ
ういえば、アメーバからドア三つ先に
いるお隣さんは物理学者なんだ。彼
女は、研究所にマイクロ特異点を生
成する箱を置いている。あたしが誰
かのフォークを盗んでそれがうちの
柱の住民にばれたら、果物ナイフで
あたしのスタックがバラバラになる。
それが、あたしらが「責任」と呼んでる
ものなのさ。コメックスに同じ物があ
る？」
――アツコ・ヴァン・フォークト

ばかりの誰かが試し撃ちするチャンスを得られるわけで
す。
ローカスはハイパーコーポ系の中心部と辺境部権益の
緩やかな連合の冷戦における要所です。惑星連合など
の敵対勢力はローカスにトラブルを持ち込めますし、しば
しば引き起こしていますが、ハイパーコーポは現時点で
はローカスに対する直接の軍事行動を取りたがってはい
ません。最初の試みでは、惑星連合と火星の都市国家
であるバレス‐新上海が小規模の遠征艦隊を送りました。
侵入者は、熾烈かつ連携の行き届いた防衛によって完
全な不意打ちを受けました。六ヶ月後には、ずっと大規
模な艦隊が派遣されました。今度は、トロヤ群とギリシア
群の全域から、そして惑星連合のベルト以遠への進出を
歓迎しないタイタンからの救援が到着しました。タイタン
人は今ではローカスの近くに恒久的な基地を擁していま
す。噂によれば、ローカス市民の一人、恐らくは有名なプ
ログラマ兼武器職人であるテイヤール・リュウと相互防衛
契約を結んだと噂されています。

ロット４９
ロット４９は、Ｌ４ギリシア群の中心部に近い不定形の
ヴォナーバーグ‐シャディーサイド共同体にある小さな小
惑星であるピンチョンに係留されています。ヴォナー
バーグ‐シャディーサイドというのは、木星軌道を約５０万
キロ区切っている二つの岩の名前です。１０万キロ以内
のハビタット（人口）にはクラフツバリー（４５０）、グリーン
ビュー（２８）、ブラックホーク（１０２０）などがあります。人
口４００を擁するロット４９の構造には、トロヤ群では典型
的な要素が幾分かあります。
外から見たロット４９は、直径８００メートルの網に覆われ
た輝く測地球で、多くの作業用柱が突き出ていて、シャト
ルが通過できるように網目の一部が開放されています。
衝突の恐れが生じた時に備えて、小惑星との係留は一
時的なものです。内部には、商用原子炉や工場や機械
庫を持つ中央汎用モジュールが中心にあり、均等な間
隔の不均等な形をした鮮やかで眩しい居住モジュール
がそれを取り囲んでいます。構造柱と浮遊路が至る所を
結んでいます。柱一つが丸ごと、約 0.7 Ｇを生成する円
筒形モジュールを回転させるために使われていて、医療
やクローニングや再着用や闇ネットでのエゴ投射の施設
ゲート探検報告 901127 番
ゲート・コード設定：［暗号化］
ゲートキーパー社外秘
準備ドローンやセンサーの報告に
よると、ゲートの系外惑星の環境は、
二酸化窒素の大気がある炭素質の
岩でできた地下洞窟と推測される。
生命や知性体の活動の兆候はない。
探検ドローンに誘導されてゲートへ
の通信リンクを持つゲートクラッ
シャーの一団が派遣された。
チームがトンネルに進入して約１時
間後に、電磁障害によって通信が不

があります。
ロット４９の住民とヴォナーバーグ‐シャディーサイド領
域の住民の殆どは、スカムや無政府主義者と手を組むこ
とが多く、英語とポルトガル語とタイ語が使われています。
ロット４９はギリシア群の人口密度が高い宙域、交易路の
近くにあります。シャトルの設計や宇宙捕鯨や宙域内で
のヒトやモノの運送などが、主な経済活動です。

土星
太陽系で２番目に大きな土星は、人類にとっては木星
よりもずっと安全な住まいです。土星の弱い重力と穏や
かな磁気圏はガス採取事業に向いていて、資源に飢え
たハビタットにとって環はごちそう（新型のハミルトン式シ
リンダーのハビタットなら、文字通り）です。ここにはハイ
パーコーポもいますが、惑星連合による大規模な進出は
環の無政府主義ステーションとタイタンのテクノ社会主義
者連邦によって食い止められています。
土星は太陽からあまりにも遠いため、太陽発電は極め
て非効率的です。光合成植物の栽培は、日光を集める
大規模なミラー群がなければ不可能です。環には水や
揮発性物質が豊富なので、スカムの荷船やハミルトン式
シリンダーにとっては理想的な環境です。土星圏のハビ
タットや衛星入植地の殆ど全てにとってガス採取は生存
に欠かせないため、土星からは遠いけれど自給自足で
いたいハビタットはまず間違いなく土星の近くに自前の
ガス採取ステーションを持っています。こうした基地や気
圏採取機やタンカーの警備は厳重で、こっそり近づくの
はお勧めできません。

資源と経済
土星でのガス採取は太陽系の原子炉燃料の３割を
担っています。こうした役割は、ルナの表土のヘリウム３
鉱脈が採掘しにくくなるにつれて今後大きくなると思われ
ます。辺境部の遠距離へと旅をする船にとっては、木星
の代わりに活用できる重力として重要です。木星体制よ
りも自由でトロヤ群よりも資源の豊富なため、土星軌道上
のハビタットや入植地はハビタット設計や文化的組織の
分野で重要な革新者となっています。パンドラ・ゲートの
発見以来、在来的手段による星間探査を積極的に行っ
ているのはタイタン連邦だけです。

安定になった。この時点では、トンネ
ルの巣穴を１キロ進んだだけだとしか
報告がなかった。
チームはそこで消息を絶った。
接触が途切れて２時間後に、有線
の調査救出ドローンが派遣された。
ゲートクラッシャーの意図的な痕跡を
追って有線距離の限界近くに達した
ところで、真空服のグローブに包ま
れた断ち切られた手と思われる物体
が発見された。しかし、ＤＮＡ検査に
よるとこの手はチームの誰のものでも
なく、また他のデータベース検索にも

反応しなかった。ドローンはもっと先
を捜索するために有線接続を切った
が、センサーが何らかの振動活動を
記録してすぐ、ドローンも消息を絶っ
た。
ゲートは契約通りその後８時間維
持されたが、活動の兆候はなかった。
それからゲートは閉鎖され、チーム
は行方不明／回収不能と記録され、
このゲート設定はオレンジのフラグを
付与された。

入植地で、過敏な衛星防衛ネットワークによってしっかり
と守られています。エンケラドゥスの凍ったケイ酸塩のマ
ントルに深く潜り込んでいる深部の一つでは、珍しい化
土星の環は無数の小さな氷の物体からできていて、そ
合物を探すために炭素質の土壌を抽出する試掘が行わ
の殆どはほんの一かけらから直径１０メートルの岩までの
れています。別の深部は、生命の起源を探るためにタイ
大きさです。環は発見された順にＡからＦまでの記号を
割り当てられています。厚さは１００メートルから１キロまで、 タンの学者とエンケラドゥスの生化学者集団が協力して
幅は２万キロからほんの数メートルまで様々です。環の間 行う長期的実験の一環として、幅数キロの原子炉によっ
て暖められた原始の海になっています。
には空隙があります。一番幅が広いカッシーニ間隙は４
プロファンダは無政府資本主義思想で運営されていま
０００キロに達しています。
す。有機薬品が大量に供給されているため、上層部に
土星の衛星は６０個以上あり、Ａ環を周回する直径１キ
は辺境部でも有名なモーフ設計者の多くが住んでいま
ロ未満の無名物体を加えればこの数は数百に跳ね上が
す。エンケラディアン・グリッター・ブロックが肉体スタイル
ります。土星の衛星の殆どは直径百キロ未満の小さなご
に及ぼす影響力は、ルナのファッションハウスが人々の
つごつした氷の物体です。ギリシア群で一番小さい衛星
着衣に及ぼす影響力に匹敵すると言われています。
であるパンは、直径１０キロしかありません。一番内側の
エンケラドゥスを始めとする最初の八惑星は、環の内側
エピメテウスとヤヌス（十二共有区）
にあります。Ａ環の外れにあるアトラスと薄いＦ環を挟む
プロメテウスとパンドラは、羊飼い衛星と呼ばれています。
これらの小さな双子の氷の小衛星は、土星を巡る軌道
いくつかの小さな衛星はより大きな衛星と相対するラグラ
がほぼ同じで、互いに５０キロ以内にあります。Ｆ環とＧ環
ンジュ点にあります。テレストとカリプソは自身よりずっと
の間にあり、範囲約２万キロの平坦な範囲にある中小ハ
大きなテティスと同じ軌道を巡り、ヘレネは別の大きな衛
ビタットの共同体である十二共有区の中心となっていま
星であるディオネを追尾しています。
す。十二共有区には約六百万人が住んでいます。十二
共有区のハビタットには、約六十人の変わり者の水棲文
化主義者が住むティン・カンであるダン魚探から衛星ヤ
アトラス（ヴォルコグラード）
ヌスの大半を占め九十万人の人口を擁するビーハイブ
スラブ系のエネルギー企業集団であるヴォルコフが、こ
の小さな衛星を支配しています。ヴォルコグラードは約五 であるヤヌス共有区まで色々あります。十二共有区のハ
ビタットには、小惑星を熱して大量の蒸気を吹き込み直
万人の住民を擁するビーハイブ・ハビタットです。衛星の
大半は採取や精製や輸出用の施設で占められています。 径５メートルから三百メートルまでの互いに連結した泡を
ファージン
形成するコール・ハビタットの亜種であるＧ環のグエン成
約十万キロ後方に漂っている残骸の集まりは、 撥勁 が
形体（人口８万）みたいな、珍しいものもあります。このコ
この衛星を買収しようとしたときに発生した短くも甚大な
ロニーの内部はスイスチーズみたいに固化し、上と下の
破壊をもたらしたアトラス事件の痕跡です。フェランズ・リ
区別がつかなくなっています。位置情報や移動情報を
ソースからの修理屋が今でも定期的に漂う廃棄物を回収
提供するエクトや基本的なインプラントがなければ、こうし
しています。
た迷路のようなハビタットを動き回るのは至難の業となる
でしょう。
ディオネ（スルーグッド）
十二共有区のハビタットはオープンソースと無政府組
スルーグッド（人口３５万）は、一際目立つ氷の絶壁に
合主義の方針で組織されていて、作業グループと研究
囲まれた高原の上にあるビーハイブ・ハビタットと軌道上
ポッドが基本的な政治単位となっています。
のクラスター・ハビタットが融合している、ディオネでも主
な入植地です。ディオネには、地表の入植地からカウン
ゲートウェイ（パンドラ）
ターウェイトになる軌道上のステーションまで伸びている、
土星の高軌道羊飼い衛星であるパンドラにあるゲート
長さ１５０キロの通信柱であるロングアレイがあります。ロ
ウェイ入植地は、最初に公式に発見されたワームホー
ングアレイの能力の殆どは使われていないため、その大
ル・ゲートを擁しています。ゲートキーパー社は、探検と
きさそのものが、宣伝となっています。ですが、スルー
科学的調査の手段として、全ての勢力と権力にゲートを
グッドを辺境部でも重要な通信拠点にするだけの注目を
開放しています。ゲートキーパーは当初はタイタンの企
惹きつけていて、ハイパーコーポや無政府主義者などの
業でしたが、今では独立しています。タイタン連邦は、支
勢力権益が交錯する場所になっています。ディオネは、
配的ではないにしても今でも主要な出資者です。ゲート
自身のＬ４点にある小さな岩の衛星であるヘレネ、そして
キーパー社に自治権を与えるのは、タイタン連邦が辺境
Ｌ５点で追随している更に小さなポリデウケスと同じ軌道
部での覇権を求めているという惑星連合の主張に対する
を巡っています。
外交行動でした。これまでのところ、たとえ惑星連合が納

環とギリシア群の小衛星

得していなくとも、タイタンの近隣勢力は納得しています。

エンケラドゥス（プロファンダ）
エンケラドゥスには有機化合物が豊富で、生化学者の
遊び場となっています。プロファンダ（人口８５万）は、衛
星の表面に穴を開けてドーム空間といくつもの滑らかで
半透明な尖塔を上部に載せたビーハイブ型の大規模な

ヒペリオン
ヒペリオンの自転には規則性がなく予測が事実上不可
能なため、宇宙船を着陸させるのは危険です。今でも無
人のままです。

イアペトゥス
イアペトゥスは土星の大きな氷衛星の一つで、かつて
は主な入植地であるアナレクトの過密な巣穴に２０万人
が住んでいました。氷だけでなくそれなりのケイ酸塩と鉱
物を含んでいたせいか、＜大崩壊＞でティターンズの攻
撃目標になりました。ティターンズは、住民の十分の一を
労働ドローンとして奴隷にし、残りをそれの餌を組織培養
するための種資材にして、マトリョーシカ頭脳らしきものを
作り始めました、現在のイアペトゥスは体積が倍になり、
土星の外側にあった氷とケイ酸塩が何百万層もの精巧
な電気回路の格子に作り変えられています。
奇妙なことに、このプロジェクトは途中で立ち往生して
います。制御している知能が道の外部の勢力によって滅
ぼされたか、コンピュータの恍惚の虜になったと推測され
ています。原因がどうあれ、ドローンは作業をやめて死に、
衛星の自動防衛グリッドも停止し、奇怪な美をはらみつ
つ生者のいない機械が流星の衝突と重力のストレスでじ
わじわと崩壊するがままになっています。現在ではいくつ
もの調査隊が小さな軌道ステーションに滞在し、残骸を
巡って争っています。マトリョーシカ回路を理解しようとし
た研究者が何人も、おそらくはバジリスク・ハックに類似し
た仕組みによって作業中に発狂したそうです。また、衛
星の内部防衛システムの一部がまだ生きていると思われ
ます。内部を調査して生き残った人がいたとしても、それ
については口を閉ざしています。

ミートハブ
「巨大なゲージュツ的宇宙食になれ！」というのがこの風
変わりなハビタットの正式名称で、その名の通り、ハビ
タットの構造の９割が、環の抱負な資源を使って促成培
養されたベーコンでできています。ミートハブは最初は誰
かの芸術モーフだったのですが、そこで、誰もが予想し
なかったことに不法居住者が住みつきました。今のミート
ハブには五百人が住んでいます。このハビタットはハミル
トン式シリンダーに似ていて長さは約１キロで、成長する
ために環の素材を採取しては加工しています。外壁は厚
さ１０メートルの冷凍肉で、木の幹とフランクステーキを足
して２で割ったような外見です。上下にある宇宙ドックを
通過すると、生体発光パネルで照らされていて死んだ皮
膚を食べたり免疫機能を果たしたりする小さな共生爬虫
類が維持している、静脈が浮き出た皮膚で覆われた廊
下の巣穴になっています。内部の重力は 0.5G です。
ここを設計した無名の生物デザイナーは、今でもこの
巨大モーフを着用しているかどうかはわかりませんが、天
才でした。このハビタットは何をどうようと快適な場所とは
言えませんが、健康なようです。仕組みの全容は解明さ
れていなくて、住民は、この芸術家のファンである熱烈な
肉キチから構造をもっと詳しく知るために研究中の真面
目な生物デザイナーまで様々です。

ミマス（調和无政府）
ハオ・リンイー

伝説的な中国系の反体制詩人である 郝林艺 率いる
ファージン

調和无政府は、＜大崩壊＞前の騒がしい時代に 撥勁

とたもとを分かちました。１７００年前の四川に存在してい
た偉大な完璧さを持つ古代道教国家の精神に基づき近
代思想でそれなりにアップデートした社会を作ろうという
ハオ

のが、 郝の願いでした。調和无政府は、ソフトウェア工学
や流通や辺境部への金属小惑星の輸送に大きく関わっ
ていたエクストロピアの相互主義結社でした。ミマスの殆
どは、中国神話の古典的な方位に相応した黒と赤と黄と
緑と白の区域に分けられた、超低Ｇのビーハイブです。
それぞれの色の区画にはきらびやかな中央空洞があり、
底からあちこちに伸びる子巣穴に大家族が住んでいま
す。調和无政府は相互主義者の経済減速を支持してい
ますが、その一方で社会組織に対しては家族を中心と
する伝統的な中国的アプローチを採用しています。

北欧群、イヌイット群、ガリア群の小衛星
以上のギリシャ群の衛星に加えて、昔の天文学者が知
らなかった小さな物体の集団が三つあります。こうした小
衛星はイヌイット群、ガリア群、北欧群と名付けられました。
これらは＜大崩壊＞の時でもほとんど開発されていな
かったため、その多くは今でも住民はわずかです。例外
はスカジとアブラムセン（旧名 S/207 S 2）で、フェーベと
共に係留されてタイタン軌道に移され、そこで防衛基地
となっています。

パン（アイズールー）
この無政府資本主義組織は、ヴォルコグラードの一番
身近な商売敵は、設立者の殆どは南アフリカ人です。ア
イズールーの能力はヴォルコグラードよりも若干劣ります
が、トロヤ群やカイパーベルトみたいな特殊な場所にも
原子炉燃料を輸出します。アイズールーは四十万近くの
住民と非常に多くのインフュジーが住む、極めて人口過
密なビーハイブです。サハラ以南のアフリカ諸国は 21 世
紀末になってやっと 20 世紀レベルの広範な繁栄を手に
入れ始めたところで、＜大崩壊＞で物理的に疎開させる
能力は地球最低でした。そのため、アイズールーとアフリ
カにルーツを持ついくつかのハビタットは、大量のイン
フォモーフ人口と何百万もの死蔵人口を擁しています。

フェランズ・リソース
フェランズ・リソース（住民は単に「フェランズ」と呼ぶの
が普通です）は、推定人口２５万を擁する太陽系でも最
大の漂泊入植地です。フェランズは一万前後の小型機と
ティン・カン・モジュールの集合体で、少しばかり黄道面
に傾いている急な楕円の土星軌道を周回しています。集
合体の軌道は、できるだけ多く、近くの衛星やステーショ
ンに遭遇し、6 時間から 8 時間は取引のために宇宙機で
出かけられるように計算されています。フェランズ・リソー
スは月に一回環を通過するので、宇宙機で水や揮発性
物質を補給できます。
フェランズは来る者を拒みません。東チモールの亡命
政府からブルックリン出身の正統派ユダヤ教徒まで、ど
んな人物がいてもおかしくありません。集合体の中心は、
＜大崩壊＞の何週間か前に地球を脱出して辺境部に逃
げ、その後更生したらしいアイルランド人旅行者の一団

が操作する、核融合で光を産み出している穀物農場兼
蒸留酒製造所である＜蒸留器＞です。＜蒸留器＞は、
太陽系で一番珍重されるウィスキーであるフェランズ・マ
と恐らくは史上最悪のビールであるフェランズ・ダを製造
しています。フェランズの自分はまっとうな勢力だという抗
議にもかかわらず、犯罪的要素は濃厚です。この集合体
は、レッドマーケット（訳注：法律も評判も不正な取引を妨
げない、究極の買い手責任市場）とグレイマーケットへの
供給路で重要な中継地となっているのです。

プロメテウス（マルセイユ）
マルセイユ（人口８万）はタイタン人が運営するビーハイ
ブ・ハビタットです。反物質工場があると噂され、出発す
るタンカーの数よりも地表から飛び立つ採取機の方が
ずっと多いのがその証拠とされています。

レア（クロノス・クラスター）
直径７６４キロのレアは、土星で二番目に大きな衛星で
す。ほぼ完全に氷で成り立っているレアの地表に人は殆
ど住んでいませんが、軌道上の大規模ハビタットであるク
ロノス・クラスターには８０万人以上が住んでいます。クロ
ノス・クラスターの巨大な精密加工された紫の球形モ
ジュールは、宇宙に広がる巨大で不揃いな葡萄の房み
たいで、房の根元から伸びている巻き線状の宇宙ドック
（＜蔓＞というあだ名がついています）がその印象をさら
に強めています。ハビタット・モジュールで取り囲まれた
＜蔓＞はあちこちに枝を伸ばし、大規模な中央幹線通
路と曲がりくねった脇道を形成しています。こうした道は
壁の握りや足がかりで体を押し出したり主要な浮遊路の
壁の「追い越し車線」を巡回している高速手すりを捕まえ
たりして移動できます。
長さ５キロ近くで幅３キロのクロノスには、混雑とローカス
並みのサイズに成長するのに社会基盤が適していないと
いう大きな問題があります。設計者はこの場所がここまで
大きくなるだろうとは夢にも思わず、その結果もう１５万人
がクロノス周辺に浮かぶティン・カン・ハブやスカムの荷
船の郊外部で生活しています。
クロノスは、極めて危険な場所となり得ます。保険会社
はここでは営業したがらず、ハビタットは犯罪者と無政府
主義者の区域の継ぎ接ぎ模様になっているのです。無
政府主義者の区域は基本的に重武装で安全ですが、無
政府主義者の土地から宇宙港に行くならしっかり武装し
た友人の集団を連れていった方がいいでしょう。犯罪者
の区域は自分がその区域を支配しているギャングでなけ
れば安全ではなく、たとえそうであってもしょっちゅう抗争
が起きています。
状況は、宇宙港の警備を担当している究極主義者のフ
ンタであるクロノス港湾機関（ＫＰＡ）のせいで悪化してい
ます。当初はエクストロピアのハイパーコーポだったＫＰ
Ａは、他人の手足となって働くよりも会社をそっくりそのま
ま所有した方がより直接的に稼げると究極主義者が考え
たことで、彼らの手に渡りました。彼らは本来の管理部を
力づくで追い出して今では港の維持に労働ポッドの奉公
人を使っています。この状況は地元の犯罪組織のボスた
ちには許容され、基本的に無政府主義的な自治主義派

の市民からは嫌悪されていますが、これまでのところは
誰もＫＰＡに立ち向かうことはできず、キラー衛星や砲撃
を受ける他の係留ポイントではなく宇宙港を使わざるを
得なくなっています。

テティス（ゴドウィンヘッド）
ほぼ完全に氷で成り立っているテティスは土星の大き
な衛星の一つで、テティスの演習の４分の３に及ぶ長さ２
千キロのイタカ・カズマがあります。１５年前、インド系イギ
リス人の自治主義派集団に属するライオッターという探
鉱者たちが、ゴドウィン・ヘッド（海に突き出た岬のような
姿から、そう命名されました）という裂け目の突起に降りま
した。彼らの船カレブ・ウィリアムズ号の計器が、テティス
では珍しい氷中の埋蔵鉱物らしきものと探知したのです。
ところが見つかったのは、太古の昔の地質学的事象に
よって地表に押し出された遺産、テティスが寒冷化して
地底の海が凍りついた時に絶滅した原始生命の生き残
りだったのです。
現在のゴドウィンヘッドは、高さ５キロの峡谷の壁の内
側に築かれた人口二十万の狭く効率的な入植地です。
壁の内側の避難空洞に曳航されて共用作業所兼タウン
ホールとなっているカレブ・ウィリアムズ号が、街の中心に
なっています。谷の壁面は氷の洞窟の掘削跡でハチの
巣状になっていて、そこに設置されているハビタット・モ
ジュールは電線管で共用の電力グリッドに接続されてい
ます。電力システム用のトラス構造とケーブルは公共輸
送システムにもなっていて、テティスのわずかな重力では
移動に使うのが簡単です。ゴドウィンヘッドの非公式マス
コットは、テティスの変革を象徴する体長２ミリの半透明な
芋虫です。住民の多くが生命科学や異星古生物学や
凍った生命体の探鉱に関わっています。
テティスの軌道はそのトロヤ衛星であるテレストとカリプ
ソと同じで、これらは小さく人は殆ど住んでいません。

タイタン
土星の最大の衛星は、途切れることのないオレンジ色
の大気のもやと地獄のような寒さ（平均で氷点下１８０度）
と地球の潮汐の４倍の強さを持つ潮汐によって産み出さ
れる風に吹きさらされています。表面上は、タイタンと火
星の間にある世界の全てである空気のない氷と岩の塊よ
りも更に住みにくく見えます。地表を照らす貧弱な日光
はよほどしぶとい植物でなければ育てることができず、殆
どが窒素である大気は毒性が強く、地表には液状メタン
の湖や海が散在しています。それにもかかわらず、豊富
な炭化水素や濃い大気や多様な化学構成によって、タ
イタンは植民者が地元の資源だけでやっていける太陽
系でも数少ない世界の一つとなっています。タイタンの
人口は、今では６千万に達しています。
社会通貨とマイクロコーポというシステムは、劇的な成
功と失敗をもたらしました。長所としては、タイタンの民間
再着用業界は火星とルナの合計よりも多くのモーフを製
造しています。大規模な社会基盤計画によって、六千万
人が過酷な世界で快適に生活するのに足りる空間が生
みだされました。極軌道にある史上最大の粒子加速器で
ある＜大加速器＞は、太陽系でもここだけでしか行えな

い実験を行っています。そ
して二年前、タイタンは最初の
在来型星間探査機であるオーバ
ドゥを打ち上げました。２０年近く後に
プロキシマ・ケンタウリに到着する予定で
す。
短所としては、タイタンの「万人に肉体を」法は、
本来ならば再着用には決して関わらなかったであろ
う膨大な大衆によって、民間再着用システムに負担を
かけています。高価な大気採取活動をしなくても大
量のガス抽出を可能とするために土星の地表から低
軌道までのパイプラインを敷設しようという極めてコストの
大きなスコープ計画の失敗によって、反物質を大量に製
造しようというタイタンの野望は危うくなりました。タイタン
が反物質を製造していないわけではありませんが、ス
コープ計画が始まった時の予想よりもはるかに小規模で
す。
タイタンでは、ノルウェー語とフランス語と北京語とス
ウェーデン語とデンマーク語とスオミ語がよく使われてい
ます。殆どの市民は、ヘイザーという、背が高く筋張って
いて火星のラスターとほぼ同じ特徴を持つモーフを着用
しています。タイタンの低重力で滑空したり飛行したりす
るための飛膜という肉体改造も珍しくありません。成年に
達したタイタン人は３年間の民間サービスに従事する義
務があり、良心的兵役拒否者でなければ多くは軍や警
備部隊に参加します。兵役を終えた市民は全員が民兵
の一員で自宅に軍用武器を持っています。

オーフス
液状メタンの広く浅い海であるオンタリオ湖のそばでタ
イタンの南極に近いオーフス（人口五百万）は、豊富な
炭化水素が近くにあることでタイタン初の人類居住地とな
りました。この都市はタイタン自治大学（ＴＡＵ）の物理的
中心で、一流の工学学校であるタイタン技学を始めとす
る多くの学術機関を擁しています。物理的な大学棟の少
ない火星の大学と違って、ＴＡＵなどのタイタンの学校は
辺境部（無線通信の遅延により遠距離学習の効率が悪
い）の各地からの生徒を数多く受け入れています。学生
はオーフスの人口の２割に達し、その多くはタイタン外の
出身です。
オーフスの構造はタイタンの都市としては典型的なもの
です。三つの中央ドームを小型ドームや核融合炉や産
業用の離れ屋（一番巨大なのは、湖畔にある今は廃棄さ
れたメタン供給施設）といった数多くの小型建築物が取り
囲んでいます。ドームの内装は照明灯を飾り立てていて
高く細い建物（その殆どには翼やペダル起動の超小型
飛行機を持つヘイザーが着陸できる上甲板があります）
が密集しています。外部構造の大部分には遮蔽用の氷
の外壁と身近なケイ酸塩から押出成形した内壁による構
造補強があります。多くの建物はタイタンの空の変わるこ
とがないオレンジと対照的な鮮やかな紺碧などの青系統
の色をしています。
殆どのタイタン都市と違って、オーフスは主に核融合発
電を利用しています。オーフスはタイタンの自然保護運
動の中心で、彼らはタイタンの気候に長期的影響を及ぼ

す
可能性が
ある天然炭
化水素資源の
非効率的な使
用に反対してい
ます。

ニュー・ケベック
ニュー・ケベックはタイタンの強風に
よって産み出された果てしなく波打つ砂
丘に囲まれているアール地域の平原にあり
ます。この地域の多様な化学資源によって、
ニュー・ケベックを太陽系最大のモーフ生産地と
する巨大託体所が維持されています。
この都市は、幅２０キロの液状エタンとメタンのクレー
ター湖であるモントモランシー湖から５０キロの位置にあり
ます。当初はタイタンでは珍しい衝突によるクレーターだ
と思われていましたが、後の地質調査によって死火山の
なれの果てであることが明らかになりました。湖の周辺は
雨が多く、ケベック住民が下流から燃料をくみ上げてい
るいくつもの沖積水脈へと続いている高さ２００メートルの
モントモランシー滝に、湖水が少しずつあふれています。
タイタン人の犯罪組織では一番危険なセント・キャサリ
ン党は、ニュー・ケベックを基盤としています。タイタンの
法律は個人の自由に関しては基本的には極めて寛大な
スナッフ

ので、このギャングが扱う悪徳は実録殺人用のポッドや
盗難品のアルファ・フォークやナノテク兵器といった極め
て違法な代物です。腐敗したマイクロコーポの託体所管
理者から新鮮なモーフをいつでも買えることで、彼らの利
権は更に拡大しています。党は極めて暴力的で連邦の
警備部隊にとっては大きな頭痛の種となっています。

ニューハウン
ザナドゥ地域の氷だらけの丘に挟まれた赤道の近くに
あるニューハウン（人口千二百万）は、辺境部最大の都
市でタイタン連邦の首都でもあります。優美な青い塔とバ
イオ改造された公園を持つニューハウンの巨大な中央
ドームの大きさと熱意は、新上海に匹敵しています。周
囲にある三つのドームと広がる付随建築物は、地上機と
超小型飛行機が常に流れ続けている整然とした飛行路
で結ばれています。一方で、火星経済の強制欠乏による
制約などない公共合成機を活用してタイタンの労働階級

の住居と地域は塗装とデザインで溢れんばかりに飾り立
てられているため、火星の郊外や近所のスークでよく見
かけられる無個性な荒廃はありません。得票制がどんな
に理想主義的だとしても、その達成を誇示しようという欲
求からは逃れられなかったのです。
都市の外には１００キロ離れた広大なティスカ湖からの
パイプラインがあります。都市の静止軌道上にあるタイタ
ン圏の長距離宇宙ドックである連邦ハブまでは、タイタン
の主要宇宙港である連邦空港ならすぐです。周囲の地
方には電車や整備の行き届いた地上炉のネットワークで
つながっている小規模入植地が散在しています。
ニューハウンは有力なメディア・センターで、日常生活
が得票制での議論と採決をしっかりと注目しています。そ
の一方で世界市民的な場所でもあり、タイタンのマイクロ
コーポの実力者がタイタンを訪れた無政府主義者の商
人や（頻度は落ちますが）中心部の公使と交流していま
す。警備部隊の努力にもかかわらず暗黒街も活発で、地
元のセント・キャサリン党が太陽系各地の三合会と絶え
間なく低強度戦争を繰り広げています。

フェーベとスカジとアブラムセン
ローカスでの紛争以来、得票制では辺境部でのハイ
パーコーポの冒険主義の危険についての激しい議論が
巻き起こりました。惑星連合は、アメリカ合衆国が情勢介
入によって１９世紀と２０世紀にラテン・アメリカを抑えつけ
ていたのと同じような立場に、辺境部を抑え込もうと望ん
でいて、それに対抗するには力を誇示するしかないとい
う認識が広まりました。タイタンの濃い大気のもやのせい
で地上の対宇宙防衛システムは他の天体の場合よりもそ
れなりに効率が落ちていますが、衛星や宇宙基地は指
揮管制センターとしては脆弱すぎるのです。
フェーベとスカジとアブラムセン（かつては S/207 S 2 と
命名されていましたが、タイタンの意欲ある経済学者に
よって改名されました）という土星の小さな逆行衛星を三
つ係留するというのが、解決策でした。三つの物体で一
番大きいのはフェーベです。他の二つはタイタン圏のＬ４
とＬ５に運ばれました。これらを配置するのに必要な計算
は厳密で、費やされたエネルギーは膨大なものでしたが、
今では三つともタイタンの軌道防衛グリッドの重要な要素
となっています。こうして産み出された防衛システムが堅
固かどうかはまだ実証されていません。

天王星
天王星と海王星は、かつては土星や木星みたいなガス
惑星だと思われていましたが、大量の水やメタンやアン
モニアがあり、中心に岩の核があるという違いがあります。
人口はまばらです。天王星の軌道は土星の軌道から１０
天文単位（訳注：１天文単位は太陽と地球の平均距離）
離れていて、太陽からの距離は太陽と地球の距離の２０
倍です。
太陽系で最も冷たい惑星である天王星は、氷とガスの
青緑色の球体です。遠くからは土星や木星と殆ど区別が
つきませんが、近くから見ればわかりにくい雲の動きや薄
い環が観測できるでしょう。太陽系が若いころに地球サイ
ズの天体と衝突したせいかもしれませんが、天王星は横

軸で自転していて、極は４２年に一度太陽に向き、衛星
の軌道は太陽系の黄道からは大きく傾いています。
『エクリプス・フェイズ』の時点では、天王星の南極は仲春
を迎えていて、濃いメタンの雲で極の大気が暗くなって
います。この軸の傾きとそれによる奇妙な季節性気候は
自然なものではないかもしれず、それが＜使節＞という
異星人の交易者が天王星の大気圏内に秘密の入植地
を建設しているという証拠のない噂の元となっています。

シャ・ノワールとフィッシャー・ゲート
天王星の衛星オベロンにあるシャ・ノワールは、天王星
圏でも主要な長距離宇宙港で、永住人口は八千です。
エゴ投射や再着用や製造施設は開拓地の前哨基地に
してはかなり高度で、いくつかの無政府主義共同体が運
営しています。こうした社会基盤は全て、無政府主義者
が持つ（いくつかの惑星企業遠征隊が支配権を奪おうと
しましたが）唯一のパンドラ・ゲートであるフィッシャー・
ゲートがあるからです。
フィッシャー・ゲートは、当時は小さな前哨基地だった
シャ・ノワールからの探鉱遠征隊によって発見されました。
オベロンの質量の約２割を占める有用な炭素性の氷の
鉱脈を探していて、代わりにヒッポリュテー山の麓近くで
地下からの電波発信に遭遇しました。発信源を三角測
量で突き止めた探鉱者たちは、着陸して地下画像化装
備を使用しました。結果は、濃度が不均一な曖昧な質量
と建築物や大きな人工物体としか思えないほど明確な極
めて高密度で恐らくは金属製の物体（それもずっと昔の
氷火山から流れた氷の５００メートル下で）が露出してい
る、岩の亀裂のぼんやりとした画像でした。この時既にパ
ンドラのゲートについて公表されていたため、異星人の
作品を発見したのだと考えた探鉱者たちは掘り下げまし
た。期待は外れではありませんでしたが、発見されたの
は身の毛もよだつ回収物、かろうじて死体だと分かる
ゲートクラッシャー１１人の遺体でした。
フィッシャー・ゲートが氷の下に建設された理由と仕組
みは今でも全くわかりません。ですが、最近になってそれ
と周囲の氷の間にわずかな空間だけを残して完全に埋
められたことは分かっています。氷下５００メートルの空気
のない場所にこの１１人が出現した時には逃げるどころ
か体を動かす空間も殆どありませんでしたが、ゲートで送
り返されることはありませんでした。運のいい何人かは今
ではシャ・ノワールの著名な市民となっていますが、再び
ゲートクラッシュをしようとは誰も考えていません。
フィッシャー・ゲートは今でも無政府主義者が支配して
いて、愛怒共同体が操作と防衛にあたっています。ゲー
トは、レプスコアがぼろぼろか商業利益を追求している
（殆どのハイパーコーポが該当）のでなければ、ほぼ誰
でも利用できます。ゲートクラッシャーへの援助は殆どな
く、戸口の彼方へと赴くのは自己責任です。ですが、
ゲートを介した発見は全て、人類全体の利益のために公
開しなければなりません。

チタニアとオベロン
天王星の二つの大衛星には住民が少なく、それぞれ
の地表に約一万人しか住んでいません。ステーションの

殆どはドームとビーハイブを折衷した入植地で、ハイ
パーコーポの補給路や研究前哨基地から自治主義派の
自由保有地まで様々です。これらの衛星は辺境部の衛
星ではかなり化学的に複雑で、約３割の岩と２割のメタン
等の炭素質の氷と５割の氷で構成されています。チタニ
アには火星のマリネリス峡谷に匹敵する壮観な峡谷があ
ります。チタニアにあるいくつかの入植地は、ここでロケッ
ト乗りやメッキング等のスポーツを楽しむために訪れる中
心部やガス惑星からの訪問者を歓迎しています。

イルマリネン

サイフォス

マホガニー

究極主義者の二大拠点の一つであるサイフォスは、天
王星の環の中を周回するハミルトン式シリンダーです。
ハミルトン式シリンダーの基本技術の殆どはオープン
ソースですが、このステーションの恐ろしいほど効率的な
兵器システムは違います。噂では、このステーションを建
設するために究極主義者はゴルゴン防衛システムに大き
な借りを作ったそうです。究極主義者の中心部のステー
ションであるアスピスが比較的オープンな場所で、究極
主義者が傭兵稼業の潜在的な雇い主と会うのに使われ
ているのに対し、サイフォスは部外者の立ち入りを拒ん
でいます。噂では究極主義者の人口は約一万しかいな
いそうですが、究極主義者は火星から大量のインフォ
モーフ奉公人を買い付けています。こうした奉公人が帰
還したという報告はありませんが、究極主義者は重要な
区域で働くインフォモーフを聴覚もＡＲインプラントもなく
視覚と精神能力が制限されているフラットにダウンロード
しているそうです。

このステーションを建設した新鳥類はハビタット設計の
マニュアルを投げ捨てて長い間不評だったドーナツ型構
造を再び採用しました。その結果生まれたのが、窓のな
いオニール式シリンダーを切り取ったような、厚さ半キロ
で直径１キロの板であるディスク・ハビタットです。核融合
電力による上からの低熱光源が眼下の青々とした広葉
樹の森を育てています。構造物はディスクの壁の中に建
築され、高さは最大５００メートルあります。殆どが炭素繊
維で編まれているディスクは、床で 0.5 Ｇを産み出す速
度で自転しています。マホガニーには四千の変貌者が
住んでいて、その殆どは新鳥類です。

海王星
気候は極寒で時速２１００キロの風が吹き、大気にメタン
成分によって青く染まっている海王星は、太陽から３０天
文単位を周回する、太陽系で最も遠い正式な惑星です。
太陽からあまりにも遠いため、植物は育たず太陽発電は
使い物になりません。エネルギー源は核融合と収束した
恒星光と化学反応だけです。他の天体との通信ラグとあ
まりにも遠い移動距離のせいで採算の取れる海王星の
事業は殆どないため、海王星圏にハイパーコーポの姿
は殆どありません。同様に、タイタン印のテクノ社会主義
もここに赴くことはありませんでした。ここに住むわずかな
人類には資源はあり余っていて、ここの植民者の多くは
人類とはいえません。住民の殆どは無政府主義者や僻
地民や無法者です。

グリッチ
このハビタットの人口密度は太陽系でも最高で、高性
能の中央原子炉システムで稼働する直径１０メートルの
球形建築をメッシュ状に２０個連結したものに二万人のイ
ンフォモーフが住んでいます。このハビタットには、ス
テーション自身よりもかなり多くのスペースを占める様々
な工場や採取機や防衛衛星があります。住民は繁殖ＡＩ
と同じやり方でインフォモーフを改良する手段を研究して
いるとか何らかの大規模な未来予測シミュレーションを
行っているとかといった、様々な噂が流れています。

アルゴノーツと提携しているイルマリネンは、Ｌ４の小惑
星グレイメアを掘削して反対側から半ばはみ出している、
ビーハイブとクラスターの中間体です。これは海王星トロ
ヤ群では最大のハビタットで、人口は七千です。遠宇宙
の人類の多分に漏れず、イルマリネンの住民の殆どは大
幅な改造を受けているか特殊なモーフを着用しています。
真空と寒さに耐性を持つモーフが普及していて、ハビ
タットの区画の多くは通常の人類には居住不能です。

小衛星
海王星の他の衛星１２個は、基本的には小さい氷で人
は（殆ど）住んでいません。比較的大きくて海王星に近い
プロテウスとラリッサには若干人が住んでいます。ナイア
ドとタラッサは小さいものの海王星に非常に近いので、大
気圏採取活動の拠点があります。海王星から３分の１天
文単位を周回しているネソは、ロボット探査すらされてい
ません。

海王星トロヤ群
数百個の散在した殆どが氷の小惑星が、海王星と同じ
軌道のＬ４で追尾していたりＬ５で先行していたりしていま
す。海王星トロヤ群には僻地民や百戦錬磨の探鉱者や
珍しいエクスヒューマンやその他の過激なサバイバリスト
が住んでいます。

トリトン
海王星最大の衛星であるトリトンにはわずかな大気が
あって化学的に複雑で、岩と氷（凍結した窒素や水や二
酸化炭素）が半々で構成されています。また地質学的に
も活性で、氷火山が常に姿を現しています。地表の住民
は少ないものの軌道にはハビタットがいくつもあり、この
衛星の豊富な原材料と低い脱出速度を活用しています。

太陽系外縁部
海王星の彼方にあるのは準惑星とやがて彗星になる氷
惑星だけで、大まかに太陽から３０～５５天文単位のカイ
パーベルトと５５天文単位からオールトの雲まで伸びてい
る散乱円盤の二つに分けられます。冥王星とその二連
天体であるカロンとエリスは、トリトンと似た構成をしてい
ます。いくつかの小さなハビタットが冥王星とカロンを周

散乱円盤の端、太陽から５５天文単位離れているエリス
は、太陽系最大の準惑星で、究極主義者とエクスヒュー
マンという人類最大級の武断派が容赦なく争っている場
所でもあります。抗争の中心となっているのは、エリスの
地下半キロの氷の迷路にある、広く知られている物として
は太陽系で最も辺鄙なパンドラ・ゲートである、ディス
コード・ゲートです。
ゲートの短い歴史は血塗られています。最初に発見し
たイルマリネンの無政府主義者から、五人衆の軍隊が
ゲートの支配権を無理やり奪ったのです。タイタンといく
つもの無政府主義集団や僻地民集団が五人衆を撤退さ
せようとしましたが、多くの人命と船が犠牲になり、こうし
た企ては失敗に終わりました。五人衆のゲートの支配権
は確立したかに見えましたが、それも彼らがゲートのブ
ラックボックスな制御をいじり過ぎたらしい時までの話でし
た。破滅的な大爆発がいくつも発生し、五人衆の基地は
ほぼ壊滅しました。ところがゲートは、融解したクレーター
の底に位置を変えただけで、数日後に再生しました。
五人衆がゲートを再奪回するために究極主義者の傭
兵を雇うわずかな隙に、今まで知られていなかったエクス
ヒューマンの部隊が地域を制圧しました。究極主義者の
作戦は成功しましたが、エクスヒューマンの集団がゲート
を通って逃げ延びました。今では究極主義者がエリスの
衛星ディスノミアに重武装の基地を構え、五人衆は彼ら
を通して名目的にディスコード・ゲートを支配しています。
ですが、ここ数年でゲートに到達しようと必死なエクス
ヒューマンによって、ゲートの施設が何度も攻撃を受けて
います。そして噂によれば、こうした攻撃にはゲート自体
を起点とするものもあったそうです。

マルコフ
アルゴノーツの重要拠点であるこのハビタットの場所は、
厳しく守られている秘密です。探そうとしてもおとりか生
命のない岩しか見つかりません。このハビタットのスペッ
クや活動や研究分野や情報源については多くが知られ
ているものの、ここに旅することができるのはアルゴノーツ
の上層部だけです。噂話を総合すると、このハビタットは
窓のないビーハイブで、殆ど何も排出しないように設計さ
れているそうです。場所の候補としては、冥王星の衛星ヒ
ドラやカイパーベルト深部、時にはオールトの雲すら挙
げられています。

系外星系
人類はまだ恒星間旅行を達成していませんが、パンド
ラ・ゲートによって無数の他の星系に旅することが可能で
す。ここではいくつか紹介しますが、他にも数多くありま
すし、その中には未探査のものもあります。
回し、揮発性物質を採掘して何とか生き延びています。
他にも、オルクスやセドナや 2000 OO67 といったいくつ
かの準惑星がカイパーベルトや円盤の範囲内で周回し
ています。その中で実質的に有人なのはエリスだけです。

エリス

エコー
エコーはオレンジ色に輝く主系列星と１２光時離れたパ
ルサー（この星系の名前はこれによるものです）で構成さ
れる二連星系です。一つの巨大で黄色に輝き木星の 1.
8 倍の質量と１０１個の発見済み衛星を擁する木星型天
体（エコーⅣ）とより遠軌道にある海王星に似た氷の惑星
と中間地帯にある薄いアステロイド・ベルト、そして水星

に似た中心部の惑星がいくつもあります。
最初のパンドラ・ゲートは生命のないエコーⅤに通じて
いましたが、ここは滅亡した異星文明の残骸が散らばる
不気味な場所でした。かつては緑豊かな堆積平原はア
ロヨ（訳注：小さく険しい峡谷）と塵だけを残し、それを遥
かに見下ろす先行種族の建物は空っぽでした。他の場
所では、止むことのない風が土壌を完全に削り取り、黒
い玄武岩質の鉱滓の荒れ地が広がるだけになっていま
す。化学的地質学的には火星とそっくりで、まるで火星
から大気を奪って５億年経ったようなものです。ずっと昔
に死んだ異星人の遺産を調査した結果、彼らは節足動
物か蜘蛛みたいな体型をしていたと思われ、ネイティブ・
アメリカンの蜘蛛の神になぞらえてイクトミと命名されまし
た。これまでのところ、他に彼らについてわかっているこ
とは殆どありません。
その一方でエコーⅣは、地球を失った人類にとっては
楽園と言っていい天体でした。厳重生物は炭素性で、多
くの植物や魚はフラットですら食べることができます。気
候は温暖で、大気に不純物が少ないため呼吸可能です。
赤道をはさむ南北半球は様々なバルター（深紅の葉を
生やすカエデに似た巨木）が占める前人未到の森林地
帯です。赤道地帯の大半は耕作に適した新鮮で養分の
豊富な氾濫原で、山岳地帯で隔てられています。エコー
Ⅳは潮汐加熱のため今もなお地質学的に活性ですが、
地球よりも約２０億年は古く、二つの巨大大陸が赤道近く
の細い陸橋で結ばれています。ウナギに似た恐るべき深
海の捕食者であるエコーウナギやエコーラリア自生のア
ネモネと共生関係にある空飛ぶ霊長類相当種であるカ
ンムリヨウセイや赤道高地の運霧林に生える巨大で有毒
な人食い植物などが、特徴的な原住生物です。他にも
巨大な動物類は数多く、その一部は危険ですが、生物
圏としては多様です。

ルカ
ルカは、銀河系でも人類の天文学の及ぶ範囲からずっ
と離れた場所にあるＭ型赤色矮星です。この星系のガス
惑星は木星の約 1.4 倍の質量を持つものが一つあるだ
けで、中心部の天体を絶え間ない小惑星の衝突から防
ぐには足りません。このガス衛星の軌道は内側の薄い金
属小惑星のベルトと外側の広い氷とケイ酸塩のベルトに
挟まれています。他に惑星の条件を満たす天体は、水
星の豊富な金属と金星の灼熱した大気を持つ地獄のよ
うな中心部の惑星と、いくつかの冥王星型天体で、その
三つ目が砕けた残骸で生まれた小惑星宙域が同じ軌道
のラグランジュ点を周回しています。
バルカノイド・ゲートとフィッシャー・ゲートの両方で到着
できるルカⅡは、濃くて埃の多いけれどそれなりの装備
を着用した人類なら何とか呼吸可能な大気を持ちクレー
ターの多い地球型惑星です。岩だらけの丘や膝までの
高さの木が生えた森や地熱でシューという音を立てる沼
地やキノコの草地がある、寒くて険しい世界です。少なく
とも百万年前には絶滅していた先住種族は、地球のツチ
ブタに似たところがある動物が進化したものでした。かつ
ては虫の塚を捕食していたルカ人は、視界が赤外線に
適応（陶器や後期の磁器に使われている珍しい顔料に

よってわかったことです）し、彼らの作品を分析した結果
によると、優れた超音波視力を持っていたようです。彼ら
の文明は興亡を何度も繰り返し、適応力の足りなかった
種を排除し資源を乏しくした天変地異によって絶ち切ら
れました。大衝突以前のルカ人は、封建時代レベルの社
会構造に留まっていたようです。大衝突後の百年で最後
のルカ人が息絶え、望遠鏡もコンピュータも宇宙飛行も
開発することはありませんでした。
ルカⅡには、電波天文学ステーションや公園ドームや
短距離宇宙空港や太陽光農場といったいくつかの重要
な地上施設を持つ地下入植地であるバンシーがありま
す。場所は、雑木林と沼がある風の強い平原である咆哮
平原で、炭化水素が豊富で小惑星の衝突が起こりにくい
ことから選ばれました。バンシーは無政府主義者の植民
者とハイパーコーポ権益の不安定な混同体です。

ミシッピゼウ
ミシッピゼウは赤色巨星です。恒星にちなんで名付け
られたミシッピゼウⅠは、窒素と二酸化炭素の大気と岩
の核を持つ火星サイズの水の惑星です。７億年前までは
金星サイズの氷でしたが、恒星が赤色巨星に膨張したこ
とで氷が融けたのです。当初はかなり温暖で氷や炭素質
の沈泥が至る所にあり、氷の融解が生命を発達させる試
練となり、今では複雑な環境系が成り立っています。ガス
嚢生物とその共生生物でできた不定形な沸騰礁が海面
に浮かんだり海中で重さを相殺する浮力を保ったりして
いて、より大きな動物型生命の複雑な環境系が生まれる
準備が整っています。
ミシッピゼウⅠには中型の岩の衛星であるナナボチョが
あり、ディスコード・ゲートで訪れることができます。ナナ
ボチョには、これまでの調査ではこの星系で普通は見つ
からない成分でできた衛星だという謎があります。ナナボ
チョは不規則な軌道を持つ中心部天体だったという説が、
現時点では最も有力です。今は赤色巨星に取り込まれ
たけど昔は存在していたはずのガス衛星の一つによる摂
動（訳注：第三者の天体による軌道の変化）を受け、その
結果偶然にもミシッピゼウの軌道に乗ったということにな
ります。ですが、こうした事象が発生する確率は極めて低
いため、この衛星の本当の来歴がどんなものかという推
測が活発で、ゲートクラッシャーにとっては衛星自体が眼
下の惑星と並ぶ人気がある目的地となっています。

シナジー
＜大崩壊＞のちょうど５年後、最初のパンドラ・ゲートか
らゲートクラッシャー植民を行おうという試みの黎明期に、
実験的なヘッドウェア通信技術を装備した２５０人の植民
者たちがいました。ところが、転移してからすぐ、今でも原
因不明の故障によってゲートが閉じ、同じ設定と座標と
再設定するのに丸５年かかりました。最近になってゲート
の技術者がやっと設定を再確定してゲートを再び開いた
時、植民者たちが生き延びているのが発見されましたが、
彼らは変わってしまいました。彼らの持っていた例の通
信技術の大半はＡＩ制御で、植民者たちの思考や感情
や感覚体験を相互リンクする超メッシュを形成することが
可能でした。過酷な生存限界環境で五年を過ごした結

果、そのストレスとこの技術によって植民者とそのＡＩが集
団精神で結ばれたのです。太陽系に戻る機会があるに
もかかわらず、シナジスト（彼らはそう自称しています）に
共有意識から自らを切り離そうという気は全くありません。

他の系外惑星
人類がゲート経由で訪れたことのある系外星系の数は、
今や少なくとも数百単位に達していますが、その中で特
徴的だったり居住に適していたりするものはごくわずかで
す。人類が実質的に居住か植民を行っているのはほん
の数十個ですが、この数字は急速に増えています。その
中からいくつか挙げましょう。
アルカディア：マーシャン・ゲートから旅行可能な金星
に似た惑星で、ハイパーエリートの私有リゾートになって
いる大気圏上層部のエアロスタットを惑星連合が建築し
ています。
バビロン：最初は黄色超巨星に極めて近い惑星の何の
変哲もない焼け焦げた衛星だと思われていましたが、恒
星を観測していた研究者は極めて意外な発見をしました。
遺棄された宇宙船らしき物体が、恒星のコロナの深くを
周回しているのです。船体に近づこうとする努力はこれま
でのところ実っていませんが、安全な場所から機体を切
断しようというのも含めて、いくつかの計画が進行中です。
ブルーウッド：フィッシャー・ゲート経由で建設された際
初期の無政府主義コロニーの一つで、豊かな環境系を
持つ美しくて小さな地球に似た世界にあります。不気味
で地球のものとは異なった青い「木」による大森林のそば
に建設されたこのコロニーは、木の異様な増殖率に不意
を打たれました。空間を作ろうという儚い努力にもかかわ
らず、入植地のモジュール型建築のほぼ全てが異常増
殖した木に包囲され閉じ込められています。無事ではあ
りますが、美しくも恐ろしい十重二十重の枝ぶりに包み
込まれています。
ノット：この不毛の氷に覆われた衛星は、激しい地熱活
動による凍った地殻の絶え間ない断裂と再凍結に苛まさ
れています。この不運な調査ステーションの人員は皆奉
公人で、氷から出てきた何者かにつけ狙われていると主
張しています。実際、昨年で十人以上が失踪しました。
ですが、パスファインダーはステーションの撤収を却下し、
警備チームによる徹底的な調査では何も異常はありませ
んでした。
スカイ・アーク：テラジェネシスは、この乾燥した不毛な
小衛星を動物（化石のＤＮＡから復元した一度は絶滅し
た地球種を含む）の地球外保護区として再設計しました。
ワームウッド：この迷路のような巣穴はまるでビーハイ
ブ・ハビタットのようですが、誰がなぜ掘削したかは今で
も謎に包まれています。かつては小惑星で、未調査のガ
ス惑星の環の一部になっています。明らかに人工のもの
ですが、これまでのところゲートクラッシャーは技術や生
命の痕跡を発見していません。

分析：霧の木
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