
過激な未来

・バックアップとアップロード
　人間の精神（エゴ）をデジタル再現してコンピュータ・ストレージにバックアップすることが可能で、この処理はアップ

ロードと呼ばれています。これにより、たとえ殺されても復活することができます。

・再着用
　アップロードされたエゴを新しい肉体にダウンロードすることもでき、こちらは再着用と呼ばれています。

一体性、阻害、連続性：再着用は簡単なことではありません。新しいモーフや人生の連続性の喪失や死の記

憶への適応によって精神的ストレスを受けることがあるのです。
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・フォーキングとマージング
　フォーキングというのはエゴのデジタル・コピーの作成で、しばしば作業を並行して処理するために行われます。

フォークは後で自分のエゴに再統合できます。

・エゴ投射
　殆どの人類は、物理的に旅行するのではなく、自分のエゴをアップロードして遠い目的地に遠投射し、そこで再着

用（あるいはインフォモーフとして活動）します。

・評判とソーシャル・ネットワーク
　辺境部は評判経済で動いていますし、中心部でもレプが隣人との社会的立場の指針になります。

・ナノ合成
　物理的な物品はナノ合成によって分子レベルで生産でき、必要なのは素材と設計図と時間だけです。

・未来の生活
　テクノロジーは基本的な生活の他の要素も変えました。

身分証明：肉体は、もう自分が誰なのかを決定しなくなりました。

宇宙生活：ハビタットや移民や宇宙旅行。

セキュリティ：人々を締め出す（あるいは入り込む）際に新たな問題が発生しています。
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『エクリプス・フェイズ』の未来設定では、人類社会に大き

な影響を及ぼすいくつかの技術的要素を取り入れていま

す。具体的には、バックアップとアップロード、再着用、エ

ゴ投射、フォーキング、ナノ合成、評判システム、宇宙ハ

ビタットや宇宙旅行などです。

バックアップとアップロード
　人類の精神は、もはや生まれ育った生身のハードウェ

アの囚人ではなくなりました。様々な仕組みによって生身

の脳をデジタル模倣し、人格や記憶や技能を丸ごと含ん

だ精神のバックアップを作成することが可能になったので

す。この作業はアップロード呼ばれています。

　当人が死んだ場合でもエゴを回収して再着用できるよう

にするのが、バックアップの主な使い道です。ですから、

太陽系の住民のほぼすべてが皮質スタックを装備してい

ます。バックアップは保安ストレージで安全に保管された

り、インフォモーフを作成するのに使われたりすることもあ

ります。また、旅行手段として自分自身をエゴ投射して太

陽系を横断することもできます。

皮質スタックのバックアップ
　皮質スタックは脳全体にナノボットのネットワークを展開

し、それが精神の神経状態を記録し、データを皮質スタッ

ク内のバックアップとして保管します。平均的な人類の皮

質スタックは、エゴを一日86400回バックアップします。ス

タックには細心のバックアップだけが記録され、古いデー

タは上書きされます。ポッドやシンセモーフにも皮質スタッ

クを装備できます（ただし、ＡＩ操縦のボットの多くはこの機

能を持っていません）が、これらの皮質スタックはモーフ

のサイバーブレインで起動しているエゴの最新のコピーを

保存しています。

　キャラクターが事故であろうとなかろうと死んだら、イン

フォモーフとしてであれ新しいモーフに再着用させるため

であれ、死体から皮質スタックを回収することができます。

皮質スタックはダイヤモンド硬化処理をされて防護されて

いるので、たとえ死体がずたぼろでも回収できるかもしれ

ません。死体を発見できなかったり皮質スタックが破壊さ

れていたら、そのバックアップは失われます。

　冒険家や装備の充実した僻地民や危険な職業の従事

者は、しばしば緊急遠投射アクセサリを装着し、これが定

期的（普通は 48時間ごとですが、契約によって様々で

す）に皮質スタックから離れたストレージ施設にバックアッ

プを送信します。ですが、この手はかなり金がかかるので、

基本的には金持ちにしか使えません。

皮質スタックの回収
　殆どの皮質スタックは、死体からの手術によって注意深

く摘出されます。ですが、死体の輸送が非現実的だった

り、あるいは死んだのが敵で誰が殺したのか知られたくな

いか疑似空間での心理手術で尋問したいと思ったりと、

その場で皮質スタックを取り出さなければならない状況も

あります。

　皮質スタックの切開処理は、手慣れた摘出者なら大抵

は然るべき場所に切り込みを入れて圧力をかけるだけで、

この滑らかな殻で覆われたインプラントをスポンと抜ける

ので、「抜き」と呼ばれています。一度抜いたら小さくて血

でぬめるスタックを滑らせないよう、気を付けてください。

　抜きは鋭いナイフと力仕事でこなせますが、血みどろの

作業です。スタックを抜くのは作業行動で、１分の予定時

間と+20の修正が付く医療：［適切な分野］テストになりま

す。特殊な場所にスタックを埋め込んでいたりスタックの

上に身体構造上の装甲（甲皮など）があったりするモーフ

なら、ゲームマスターの裁量によってこのテストに不利な

修正が課されるかもしれません。もちろん、精密な抽出を

行う時間が無ければ、頭を丸ごと切り取ってそのまま持っ

ていくという手はいつでも使えます。

　皮質スタックの回収が終わったら、エゴ接続機につない

で、インフォモーフなり再着用なりにエゴを復活させるの

に使えます。

　生きたままの対象：生きている相手から皮質スタックを摘

出することも可能ですが、その過程で脊柱を切開するた

め、この作業は大抵は命取り（少なくとも身体不随もの）で

す。目標が意識を失っていないか何らかの形で無力化さ

れていないなら、まず接近戦闘で身動きできないようにし

なければなりません（『押さえ込み』を参照）。スタックの切

断は前述の通りの医療作業行動と同じように扱われます

が、これによって目標に 3d10+10のダメージが与えられま

す。テストが失敗しても、目標には 1d10+10のダメージが

与えられます。スタックを外す側が目標を生かしておきた

いかできるだけ傷つけたくないのであれば、テストに-20

修正を課されますが、成功度10ごとにダメージを 1d10

減らすことができます。生きたままスタックをくり抜かれると

いうのは悲痛な体験で、1d10のストレスを受けます。

皮質スタックの破壊
　皮質スタックを破壊しようとするなら、装甲値 20で耐久

値 20です。

アップロード
　バックアップの保安ストレージへのアップロードは、スト

レージ施設の診療室でエゴ接続機というパン入れサイズ

の装置を使った脳スキャンによって行うのが普通です。エ

ゴ接続機は、起動すると一連のセンサーがアサガオみた

いに変形して開き、囲いの中には頭の大きさや形の珍し

いモーフには自動的に調節される頸乗せ台が見えるよう

になります。頸乗せ台は脳と中枢神経系に何百万という

特殊なナノボットを展開します。「花びら」はＭＲＩ（核磁気

共鳴画像法）とソノグラムとモーフの脳内のナノボット群か

ら放送される位置情報の組み合わせによって脳を記録す

る各種センサーです。そしてエゴ接続機は対象の脳のデ

ジタル・コピーを組み立て、それを記録サービスの警備厳

重でメッシュに接続していない有線データ貯蔵庫に収納

します。

　ポッドの場合は、エゴ接続機は脳の生身の部分をスキャ

ンし、かつエゴが宿る部分をコピーするためにサイバーブ
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レインにアクセスします。生身の脳を持たないシンセモー

フの場合は、サイバーブレインにアクセスしてコピーすれ

ばいいだけなので、作業はずっと簡単になります。

　普通の診療室で無傷のモーフを扱うなら、アップロード

には１０分、ポッドなら５分かかります。ですが、他の状況

ではゲームマスターの判断によってもっと長くかかるかも

しれません。シンセモーフや抽出済みの皮質スタックから

のアップロードはあっという間です。エゴ接続機は基本的

に自動で動きます。医療の専門家による監視というのは

悪い考えではありませんが、判定は不要です。

　アップロードするキャラクターがそのモーフに戻るつもり

が無いのであれば、他の誰かがそれを再着用するまで冷

凍保存するのが普通です。新しく再着用するモーフが準

備できていなくてアップロード者が自分のコピーになるか

もしれない存在を残したくないのであれば、アップロード

作業のついでにナノボットでモーフの精神を消しておくこ

ともできます。

アップロードと再着用の連続性
　理想的な状況では、意図的に再着用するキャラクター

はアップロードと再着用の作業を、連続性の中断に気付

くことが無いように手配することができます。それでもある

モーフから別のモーフに切り替わるという体験は少しばか

り不快ですが、移行そのものは意識や記憶に途切れのな

い一貫した過程にすることができ、それが再着用がらみ

のストレスを軽減する助けになるのです。

　この場合、アップロード作業中に、エゴ接続機を別のエ

ゴ接続機と新しい袖に接続します。この接続はたとえ無

線や遠投射リンク（最大距離は１万キロ）であっても可能

です。

　精神がアップロードされると、エゴ接続機は脳スキャンで

得たデータを使ってモーフの脳を逐一コピーした仮想脳

を構築します。それと同時に、このデータが新しい袖に

ゆっくりとコピーされ、ナノボットがその脳構造を組み換え

ます（はるかに遅い作業です）。移行の際、脳内のナノ

ボットが神経接続を一つずつ切断しては仮想脳を再現す

るように再配置し、やがてそれが新しい脳になります。事

実上、キャラクターのエゴの一部は生身の脳で動き、残り

は仮想のコピーで動くのです。ナノボットが古い脳の最期

の神経接続を切断したときには、エゴの全部が仮想脳と

新しい袖の脳で動いています。再着用が完了したら、仮

想脳はシャットダウンします。

　認識上、この作業でずっと意識を保っていたキャラク

ターは、モーフからモーフへの極めて段階的な変化を体

験します。ですが、この作業には何時間も（遠投射を介す

るならばもっと長く）かかるので、被術者はＡＲメディアやＶ

Ｒや時にはＸＰで暇をつぶすのが普通です。

死後のアップロード
　細胞の劣化がひどくなる前にナノボットがスキャンできる

時間さえあれば、つまり約２時間の猶予があれば、死んだ

ばかりの対象の精神をアップロードすることも可能です。

死体を治療タンクに置いてナノ停滞状態にしてもっと長

持ちさせることも可能です。死後のアップロードには完全

性のダメージがあるかもしれません。ｐ 270の『バックアッ

プの複雑な問題』を参照してください。

　また、損傷がひどすぎなければ、破壊されたシンセモー

フからサイバーブレインを回収して復活させられるかもし

れません（ゲームマスターの裁量）。

破壊性アップロード
　ごく稀ですが、生身の脳を文字通り切り刻んで１枚１枚

スキャンする破壊性アップロードという作業を行う人もいま

す。こうした「脳の皮むき」は、殆どのトランスヒューマンに

とってはおぞましくて資源の無駄だと思われていますが、

「純粋な」アップロードの手段や本当に「魂」を移動させる

手段はこれしかないと考えている一部のバイオ保守勢力

によって行われています。こうした人々の多くは再着用を

拒み、残りの生涯をインフォモーフとして過ごし、ある種の

ヴァーチャル死後の世界として扱われている専用の疑似

空間に住んでいることも珍しくありません。

バックアップ保険
　ネオ反文明主義者と幼児を除けばほとんど誰もが、皮

質スタックを埋め込んでいます。ですが、再着用の費用を

賄うバックアップ保険がなければ、死んだときに皮質ス

タックだけでは復活の保証はありません。たとえわずかな

期間でもバックアップ保険を切らすのは、重大なリスクで

す。一部の勢力（タイタン連邦など）では、たとえインフォ

モーフ状態か誰かが蘇生費を出す場合に備えて最新の

バックアップをストレージに死蔵するかであっても、誰も死

んだままにはしないという政策を採用しています。何も考

えずにスタックを破壊したり、もっと悪いことにブラック・

マーケットでナイン・ライヴズみたいな魂取引組織に売り

渡したりする体制もあります。

　バックアップ保険には、アップロード施設への加入が含

まれているのが普通で、大抵は皮質スタックが失われた

場合でも確実にバックアップを安全なストレージに保管す

るために半年ごとの来院が必要です。危険な職業（建設

ボットの監督、ハイパーコーポの系外惑星要員、退屈した

金持ちの観客のために凶悪な巨大ウナギと戦う女の子、

など）に就いているなら、毎週や時には毎日バックアップ

しているかもしれません。死亡が確認されて皮質スタック

が回収できなければ、死亡者を再着用させるために最新

のバックアップが用いられます。

　基本的なバックアップ保険では、キャラクターはインフォ

モーフとして復帰し、そこで自分のクレジットを使って新し

いモーフを買うことができます。より高額なものでは指定し

た購入済みのモーフに自動的に再着用されます。極め

つけの金持ちは、しばしば特注のクローン（その多くは自

分のオリジナルの肉体がベース）を冷凍保管しています。

　バックアップ保険には、一定回数（カレンダー機能は

ミューズが自動的に管理してくれます）連絡しなくて所在

が不明なら復活させるという失踪条項が含まれていること

が、時々あります。

　なお、ずっと安い値段でバックアップ保険を提供する犯
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罪組織もあるとは言っておきましょう。ですが、バックアッ

プのコピーが違法な目的で利用される確率は、相当なも

のです。もっとも、自分のコピーに何が起ころうと知ったこ

とではないという人もいます。

バックアップ保険の限界
　バックアップ保険は常に完璧というわけではありません。

保険業者は皮質スタックの回収に相応の努力をする義務

を負いますが、多くのハイパーコーポにとっては単純な費

用対効果分析がキャラクターの利益に都合が悪いことが

珍しくありません。火星のゾーンみたいな危険地帯やカイ

パーベルトみたいな辺鄙な場所で死んだか、どうにも追

跡困難（エアロックからどこかに放り出された）としたら、皮

質スタックが回収される望みは薄く、代わりにバックアップ

から再生されるでしょう。

　法域も重要な役割を果たすことがあります。多くの中心

部業者が提供する保険は、無政府主義ハビタットに旅行

したりゲートクラッシュしたり法律を破ったり、自殺スポーツ

やティターンズに汚染された廃墟の廃品漁りといった特

定の生命に危険がある活動に従事していたりするならば、

自動的に無効になります。少なくとも、こうした状況ではス

タックの回収は拒否されるでしょう。同様に、自治主義派

ハビタットの医療共同体とバックアップ保険を契約してか

らハイパーコーポのステーションで死んでも、そのハイ

パーコーポが無政府主義者の一群の権威を無視してス

タックを引き渡さないのは、まず間違いありません。

　保管済みのバックアップと失踪条項があろうとも、絶対

の保証にはなりません。とことん本気の敵が、あなたを捕

まえてミューズからバックアップ保険のアクセス・コードを

手に入れた上であなたを氷漬けにするか密かに殺し、そ

れからアクセス・コードであなたの代わりに定期的に「連

絡」することで保険業者があなたの死や失踪に気付かな

いようにすることが、可能なのです。これには結構な手間

が必要ですが、何回殺しても復活する不死身の敵の相手

をするよりはマシだということはよくあることです。

　他の危険もあります。ハビタット全体が壊滅し、自分も自

分のバックアップも保険業者の記録も一緒に失われてし

まうかもしれません。裕福な敵が業者のセキュリティを突

破してバックアップを削除したり、バックアップが「うっかり」

破損するよう然るべき人物を直接買収したりするかもしれ

ません。神経過敏な人が、こうした可能性を考えて、予算

の許す範囲で複数の重複バックアップ方針を維持してい

ることは珍しくありません。

バックアップの複雑な要素
　殆どの場合、誰かが装備に細工していなければ、バック

アップやアップロードにリスクはありません。キャラクターが

脳や神経に損傷を受けていたり、バックアップが遠投射

によって送信されたり、死んだキャラクターからアップロー

ドを行ったりした場合は、神経情報の損失によってバック

アップが損傷しているかもしれません。こうした事例では、

そのキャラクターの理性値でテストを行ってください。失敗

したら、失敗度10ごとに１のストレスを受けます。なお、こ

のストレス（場合によってはトラウマも）は、オリジナルでは

なくバックアップに適用されます。ですが、キャラクターを

復活させるのにそのバックアップを使ったのであれば、そ

の場合はこのストレスが適用されます。

再着用
　再着用（変身とも呼ばれます）というのは、新しい肉体に

エゴを吹き込む作業です。肉体の交換は何億という人類

にとっては通常な人生の一部で、一部の職業ではより頻

繁に発生します。特殊な仕事に関わるキャラクターは、月

に一度は再着用するかもしれません。頻繁に旅行する

キャラクターはもっと頻繁に再着用するかもしれません。

そして、＜大崩壊＞で死んだものの今では新しいモーフ

を手に入れたインフュジーの数を考えると、人類の圧倒

的多数は少なくとも一度は再着用を経験したことになりま

す。ですから、殆どの人類は再着用に慣れ親しんでいま

す。

　新しい肉体に慣れるのは時間と多少の手間がかかりま

す（『一体性』を参照）。また、連続性や疎外として表面化

するように、再着用には心理的な難しさもあります。

　一度エゴが新しいモーフに完全に宿ったら、新しい

モーフの皮質スタックがエゴの完全なバックアップを収集
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するのに１０分かかります。

バイオモーフとポッドの再着用
　再着用には適切な設備を持つ診療室で一時間が必要

です。その作業は、要はアップロードの作業を逆にしたも

のです。新しい袖はエゴ接続機につながれ、それが脳に

ナノボットを送り込んでバックアップが提供する脳マップに

基づいて脳の神経構造や接続を物理的に再構築します。

着用がアップロードの６倍長くかかるのは、雛型脳の

ウェット・プリンター（訳注：溶剤を使用するプリンター）とし

て働くナノボット群が、エゴの神経ネットワークの物理的構

造を丸ごと再現する必要があるからです。再着用では

「ウェット」エゴ接続機を使用するので、袖とエゴ接続機を

ナノジェルで満たされたタンクに入れることになります。

　ポッドへの再着用は、ポッドの脳は半分が生身で半分

がサイバーブレインなので、３０分しかかかりません。

シンセモーフの再着用
　シンセモーフのサイバーブレインへの再着用は、バック

アップをサイバーブレインにコピー（一瞬）してそれを仮想

脳状態で起動する（１行動ターン）だけなので、ずっと手

軽で簡単です。順応に問題（『一体性』を参照）があり、サ

イバーブレインハッキングの危険があり、一部の文化では

下層階級とみなされるのが、シンセモーフの弱点です。

サイバーブレインからの脱出
　シンセモーフのサイバーブレインに宿っているキャラク

ターは、自分のコピーをインフォモーフとして他の機器に

脱出させるという決断も可能です。これには丸々１行動

ターンが必要です。ｐ 272の『インフォモーフの再着用』を

参照してください。

再着用の費用
　再着用の作業自体に必要な費用は、基本的にはバック

アップ保険や新しい袖の費用に含まれています。各モー

フの費用は『開始時モーフ』の説明に記述されています。

モーフの発見と調達のルールについては『モーフ売買』

を参照してください。
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再着用とゲームマスター
　再着用の際にキャラクターが何を手に入れられるかについては、ゲームマスターがかなり大きな裁量を持っていま

す。ファイアウォールや現在の雇用主／後援者が新しいモーフを用意してくれる場合もあります。その時には、ゲー

ムマスターは自分が適切だと思うモーフを支給するだけで、強化や特性などは完璧に管理できます。モーフは行わ

れるべき任務を念頭に置いて調整されているはずですが、これによってキャラクターに、新しい遊び道具や克服す

るための新しい障害を用意する機会になります。混ぜ込んで、楽しんで、そしてプレイヤーに欲しがる物全てを無理

に与えずに役に立つ物を与えてください。

　そうでない時には、再着用の場所によって望みのモーフが手に入る見込みが制限されるかもしれません。火星の

原野の小さな前哨基地では選べるモーフの種類は少ないでしょうし、それどころか、いくつかのラスターとシンセ

モーフしかないかもしれません。逆に、大きなハビタットでは良いモーフの需要も大きいので、高性能なシルフやリメ

イドは予約待ちかもしれません。同じように、手に入るモーフは現地の法律の管轄下に置かれるでしょうから、リー

パーを手に入れるのは問題外かもしれません。ブラック・マーケットのモーフ業者に頼るのはいつでも可能ですが、

そちらはそちらでリスクがあります。

　何を言いたいかというと、キャラクターがばかげていたりゲームを台無しにする危険があったりするモーフを欲し

がっても、心配はいらないということです。たまにはプレイヤーが欲しがる物を与えるのも悪くはありませんが、望みの

ものとは少しばかり違いや肉体的な依存症みたいな興味深いチャレンジがあったりするモーフをあてがうというのも、

もっと面白いロールプレイの役に立ちます。もっと楽しみたければ、モーフの不利な特性や秘密のインプラントにつ

いて発覚するまで、キャラクターには秘密にしておきましょう。もちろん楽しむのが目的ですが、しばしば多様性が役

に立つのです。

一体性テスト

テスト結果 影響

クリティカル失敗 新しいモーフに適応できません・・・何か

がおかしいのです。再着用するまで全て

の肉体的行動に-30修正が課されます。

大失敗

（失敗度30以上）

新しいモーフへの適応が困難です。２日

（失敗度10あたり１日追加）の間、全ての

行動に-10修正が課されます。

失敗 新しいモーフになかなか適応できません。

２日（失敗度10あたり１日追加）の間、全

ての肉体的行動に-10修正が課されます。

成功 通常の適応過程です。１日の間、全ての

肉体的行動に-10修正が課されます。

大成功

（成功度30以上）

悪影響はありません。新しいモーフに数

分で適応しました。

クリティカル成功 これはいい！　このモーフは実によくなじ

んでいます、悪影響はありません。この

セッションでのみ使える勇気点を１点得ま

す。



一体性
　新しい肉体に慣れるのには、多少の時間がかかるのが

普通です。身長や体重や性別や能力の変化に適応しな

ければならず、それには前の肉体ではうまくいっていたや

り方を忘れる必要が生じることも時々あります。また、機械

のモーフや知性化動物に再着用すると、身体性の激変

や手足の構造（場合によっては手足の数）の変化などの

ため、最初は実にややこしくなります。幸い、人類の精神

には適応力というものがありますし、新しい身体の扱いを

少しばかり手助けしてくれる精神「パッチ」が再着用作業

の間に適用されるのでそれが助けになります。

　新しいモーフに宿ったエゴは、動けるようになった時点

で身体力×３（モーフ修正は適用されません）に一体性・

疎外修正表の修正と適用した一体性テストを行います。

その結果は、次のページの一体性テスト表によって説明

されます。

疎外
　再着用者に大きな影響を及ぼす要素としては、連続性

の喪失の他にも疎外というものもあります。エゴが新しい

袖を手に入れたら、鏡を見るときです。疎外テストは、新し

い顔や皮膚や脳と折り合いをつけるという体験を表したも

のです。例えば、極めて奇抜なモーフ（スウォーマノイドな

ど）への変身は、受け入れるのが困難かもしれません。知

性化動物がヒューマンのバイオモーフの特殊な性的衝動

に慣れるのに苦労するのは珍しくありませんし、逆もまた

然りです。エゴは以前の袖と変わらなくとも、多くのモーフ

の脳と神経化学が意志力や認知力といった適性に影響

するかもしれません。こうした影響が苛立ちや混乱をもた

らすかもしれません。

　新しい肉体を把握するのが精神的にどれだけ厄介なの

か、直観力×３に一体性・疎外修正表の修正と適用した

疎外テストを行います。疎外テスト表を見て結果を確定し

ます。

連続性テスト
　再着用者の殆どにとっては、自己の連続性の喪失が、

恐らくは最大のショックでしょう。死んだのならばなおさら

です。皮質スタックが回収されたのであれば、自分の死を

記憶していることになります。記録されたバックアップから

蘇生されたのであれば、自分の死の記憶はありませんが、

人生は最期のバックアップで終わっていて、全体性は失

われています。それどころか、死体が回収されていないの

であれば、本当に死んだという確信すらなく、自分のコ

ピーが生き延びているかもしれないのです。ある種の実

存的危機、今の自分はかつての自分みたいなオリジナル

ではないという事が、こうした連続性の喪失の理由です。

これによって、自分は自分が思っている通りの人物なの

か、それとも単なる紛い物であって間違っても本当の人

間ではないのではないかと疑いを抱く人もいます。

　こうした連続性の喪失がどれだけ大きな影響を及ぼす

かを決めるのに、意志力×３で連続性テストを行います。

連続性ストレス表にあるように、どのキャラクターも連続性

の喪失によるストレスを受けます。連続性テストの成功度

10あたり１のストレスを減らすか、失敗度10あたり１のスト
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一体性・疎外修正表

テスト結果 影響

親しみ：このモーフを以前長期にわたって使っていた

ことがある

+30

前のモーフのクローン +20

オリジナル（生まれ育った）の種類のモーフ +20

特性／適応性（レベル２） 20

特性／適応性（レベル１） +10

初めての再着用 -10

物理的な肉体を再着用するＡＧＩ -10

知性化されていない同種族の肉体を再着用する知性

化動物

-10

機械のモーフ -10

性の変化（前のモーフと比べて） -10

モーフが大幅に改造されている -10

特性／再肉化不全（レベル１） -10

特性／再肉化不全（レベル２） -20

インフォモーフ（ＡＧＩには適用せず）（疎外テストのみ） -20

フォーク（疎外テストのみ） -20

特性／再肉化不全（レベル３） -30

特殊なモーフ（オクトモーフ、ネオ鳥類、ノヴァクラブ、

スウォーマノイドなど）

-30

疎外テスト

テスト結果 影響

クリティカル失敗 ひどい異形症。新しい袖を忌み嫌い、失

敗度10ごとに２のストレスを受けます。

失敗 新しいモーフになじめず、新しい袖を忌

み嫌い、失敗度10ごとに１のストレスを

受けます。。

成功 新しい外見にうまく適応しました。悪影響

はありません。

クリティカル成功 今までで最高のモーフです！　新しい

モーフはキャラクターの自己感覚と完璧

にマッチし、ある意味では強化すらしてい

ます。実際、1d10÷２（端数切り捨て）の

ストレスが癒されました。



レスを増やします。

インフォモーフの再着用
　バックアップは、物理的な肉体を再着用させるのではな

く、純粋なデジタル形態であるインフォモーフとして生成

することも可能です。バックアップは不活性のファイルな

ので、インフォモーフとは違います。インフォモーフは、

バックアップを仮想脳雛型にはめ込んでプログラムとして

起動したものです。この仮想脳状態は特定の機器で起動

する必要があり、ｐ 265でインフォモーフ用に示された

ルール全てに従います。インフォモーフは自身を他の機

器にコピーすることが可能で、普通は移動時に元いた機

器にいた自分を消去します。消されなかったコピー元のイ

ンフォモーフはフォークとして扱われます。

　インフォモーフとして生成されたキャラクターは、再着用

と同様に連続性テストと疎外テストを行わなければなりま

せん。

　インフォモーフは、通常の再着用ルール通り、物理的な

モーフへの再着用が可能です。

フォーキングとマージング
　こうした人類精神のバックアップのファイルとそれを仮想

脳として起動させるメッシュ容量の潤沢さを考えると、＜大

崩壊＞後の人類が自身のコピーを起動させることで人口

を何倍にも増やさない理由は何なのかと、疑問に思う人も

いるでしょう。簡単に答えると、そんな理由はありませ

ん・・・大規模な社会的烙印と厄介な心理的問題を除け

ばですが。人類の精神のバックアップを取ってコピーして

インフォモーフとして生成するという行動は、フォーキング

と呼ばれています。これは、人類の脳科学の応用としては

有用性でも未だに議論が絶えないという点でも、屈指のも

のです。

　フォークにはアルファ、ベータ、デルタ、ガンマという四

つの分類があります。フォークはインフォモーフとしてコ

ピーされるのが普通ですが、法律や習慣を除けば、物理

的なモーフを着用させて悪い理由はありません。

アルファ・フォーク
　アルファ・フォークはオリジナルのエゴの正確なコピーで、

別のインフォモーフとして再生成されたものです。アル

ファ・フォークは（バックアップやインフォモーフやシンセ

モーフのサイバーブレインやエゴ接続機内の抜き取られ

た皮質スタックから）コピーしてインフォモーフとして起動

することができます。アルファ・フォークはバイオモーフの

脳からエゴ接続機とアップロードと同じ作業で産み出すこ

ともできます。アルファ・フォークはキャラクターのエゴと技

能も記憶も状態値も特性も人格なども全く同じな、正確な

コピーです。新しいアルファ・フォークは、疎外テストと、

バックアップからコピーされたのであれば連続性テストも

行わなければなりません。

　中心部の殆どと木星共和国を含む多くの勢力で、アル

ファ・フォークの作成は法律で禁止されています。他の場

所では不快がられることが多いものの、奨励しているハビ

タットや文化も存在します。

ベータ・フォーク
　ベータ・フォークはエゴの部分的なコピーです。法律や

その他の理由により、オリジナルと対等とはみなされない

よう意図的に能力を落とされています。ベータ・フォークは

オリジナルのエゴとはほぼ同じ技能を持っていますが、

劣っている部分もあります。また、記憶は大幅に削除され

ていて、たいていはやらせようとしている作業に応じて調

整されています。

　ベータ・フォークは、アルファ・フォークを神経剪定という

作業にかけることで作成されます。ベータ・フォークは多く

の場所で合法な上に一般的ですらあり、木星共和国みた

いなバイオ保守主義の牙城は例外ですが、そちらではデ
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　グアバと新鮮なうま味っぽい味で目が覚めた。昨日

の夜はそれで大爆笑だった。みんなでキノア・ワインを

飲み、会ったことはないけどその殆どについては何年

も詳しく知っているような連中を紹介された。寝室の周

辺、イリュリア式モジュールの半分の壁は巻き上げられ

ていた。昨日の夜はシンセサイザーやウッド・ブロック

やルールで音楽を奏でた。紅彗星の水で淹れたキノコ

紅茶を飲んだ。ケレスの遠軌道地平線を照らし始める

朝日の下で自分の姿を見ると、昨夜はかなり乱れたよ

うだった。今度の俺、俺 3.0は、生きる準備ができた。

　――チェン・ド・ティエリ、「羊のカーニバル」号

連続性ストレス表

状況 ストレス値

皮質スタックからのバックアップ

　平穏な死を記憶しているか、死の記

憶が曖昧

1d10÷２

（端数切り捨て）

　突然の、ないし暴力による死を記憶

している

1d10

アーカイブからのバックアップ

　記憶の欠落が短期間（１日未満） 1d10÷２

（端数切り捨て）

　記憶の欠落が１日を超える 1d10

　死にかた／本当に死んだのかを知

らない

+2

　アップロードから再着用まで連続性

がある

0

　アップロードから再着用まで連続性

がない

1d10÷２

（端数切り捨て）

　キャラクターがフォーク 2



ルタ・フォークの方が好まれています。ベータ・フォークが

公民権めいたものや市民権を持つことはめったになく、オ

リジナルのエゴの財産として扱われるのが普通です。

ベータ・フォークはデジタル助手や遠距離にいる相手と

通信する際のオリジナルのエゴの代理人としてよく使われ

ています。

　ベータ・フォークの数値は以下の通りに決まります。

・全ての適性を５減少（最低１）します。これは全ての技能

にも影響します。同様に、理性値も 10、イニシアティブも２

減少します。

・能動技能の最大値は 60です。

・勇気は１になります。

・特性／超能力はなくなります。ゲームマスターの裁量に

よっては、他の特性も消えてしまうかもしれません。

デルタ・フォーク
　デルタ・フォークは、エゴのごく一部のコピーです。むし

ろ、エゴの表面的な人格特性をはめ込んだＡＩテンプレー

トに近いでしょう。こちらも神経剪定によって作成され、有

能ではあります（ベータ・フォークやＡＩと同程度）が、技能

が大きく制限され、記憶も大幅に編集されていて、大抵は

事実上の記憶喪失レベルに至っています。

　デルタ・フォークの数値は以下の通りに決まります。

・全ての適性を 10減少（最低１）します。これは全ての技

能にも影響します。同様に、理性値も 20、イニシアティブ

も４減少します。

・能動技能の最大値は 40です。能動技能は５個しか持て

ません。

・知識技能の最大値は 80です。知識技能は５個しか持て

ません。

・勇気は０になります。

・特性／超能力はなくなります。ゲームマスターの裁量に

よっては、他の特性も消えてしまうかもしれません。

　神経剪定テストで決まるように、追加の変化が適用され

ることもあります。デルタ・フォークの生成には１行動ター

ンかかります。

ガンマ・フォーク
　ガンマ・フォークは、欠落や破損が多かったり大きな損

傷を受けていたりするエゴのコピーで、ベイパーという別

名の方がよく使われています。ベイパーは意図的に作ら

れるのではなく、アップロードの失敗や取り違えになった

バックアップや不完全か妨害を受けた遠投射によって生

まれるか、でなければ何らかの理由でダメージを受けたり

発狂したりしたインフォモーフやフォークです。研究以外

の目的で意図的にベイパーを作ることはまずありません

が、意外な場所に出現するかもしれません。例えば、作り

の悪いスキルソフトには時々、技能のモデルの人格的特

徴や記憶が多く残りすぎて、使用するとそれがベイパーっ

ぽく振舞うかもしれません。

　ベイパーは意図ではなく事故の産物なので、それぞれ

のガンマ・フォークの特徴はゲームマスターが決めます。

以下の一部ないし全てを持っているでしょう：技能の減少、

適性の減少、不完全かつじつまの合わない記憶、不利な

精神的特性、永続性のストレスやトラウマ（錯乱や精神疾

患を含む）。

神経剪定
　神経剪定というのは、バックアップやインフォモーフのあ

ちこちを切り落としてをベータ・フォークやデルタ・フォーク

のサイズに整える技術です。

　ベータ・フォークは、仮想精神状態を意図的に抑制し、

エゴのコピーのあふれた部分を無視することで作成され

ます。神経網の予定されたフォークの能力を超えた部分

を、低木のトピアリー（訳注：樹木などを刈り込んで作成す

るオブジェ）みたいに、切り落とすのです。『ベータ・

フォーク』で挙げられた変化に加えて、意図的に技能を

低下させたり減らしたり、あるいは記憶を取り除いたりする

ことができます。

　デルタ・フォークはエゴの表層人格特徴を摘出してＡＩテ

ンプレートにはめ込むことで作成されます。この場合、空

のデルタ・フォークに必要な記憶や知識だけを与える方

が簡単なので、エゴの記憶は完全に取り除かれるのが普

通です。ベータ・フォークと同様に、デルタ・フォークの作

成者は意図的に技能を低下させたり減らしたり、あるいは

特定の記憶を与えないでおくことができます。剪定するた

めのアルファ・フォークが手元になくても、エゴ接続機が

あれば１分でバイオモーフの脳からデルタ・フォークをひ

ねり出せます。バイオモーフを身につけている人の多くが、

必要に応じてひねり出すために記憶容量にデルタ・

フォークを保管しています。

　人類の神経科学への理解は精神のスキャンとコピーに

まで至りましたが、記憶の働きのどんな複雑なものも完璧

に理解できているわけではありません。神経網の具体的

な部分の正確な編集（記憶や技能などを改変するため

の）は、今でもオカルトです。記憶の樹の刈り込みは厳密

な科学ではないというのが、神経剪定の厄介なところです。

特定の記憶を摘出したり特定したりできないこともあります

し、ベストの場合でも、記憶は大まかな塊として扱われ、

細かくても六ヶ月はあるのが普通です。単純にするため、

殆どのベータ・フォークは１年以上前の記憶を全て削除さ

れて作成されます。

　ベータ・フォークやデルタ・フォークを作成する際、キャ

ラクターは心理手術テストを行わなければなりません（そ

のフォークに然るべき剪定を施すためにアクセスを与える

なら、他人がこのテストを行うことも可能です）。成功すれ

ば、フォークは望み通りに作成されます。失敗したら、失

敗度10あたり以下のペナルティを一つ、ゲームマスター

が選びます。これらのペナルティには効果が累積するも

のもあります。

・追加の技能低下-20
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・フォークが 10CP 分の不利な精神的特性を得る

・フォークが 1d10÷２（端数切り捨て）のストレスを受ける

・更なる記憶の喪失（ゲームマスターの裁量：ベータ・

フォークのみ）

・有利な特性一つを失う

神経剪定と長期の心理手術
　フォークをその場で産み出すのではなく、注意深く剪定

したフォークを用意し、必要に応じて呼び出したりコピー

したり起動したりできる休眠ファイルとして保管しておきた

いキャラクターもいるでしょう。こうしたフォークは長期の心

理手術で加工されているので、弱点が少なく、記憶の調

整もしっかりしているでしょう。

　長期の心理手術には上記の心理手術テストが必要で

すが、+30修正が付きます。こうしてデルタ・フォークを剪

定するのには１週間が必要で、ベータ・フォークなら一カ

月です。心理手術の通常のルールによって更に改造す

ることもできます。

　ついでですが、ミューズではなく自分自身や愛する人の

フォークを使いたがる人もいます。同様に、若い頃の自分

のバックアップのコピーを、時には何十年も保管し、若い

自分を完全に支配できるだけの技能と経験を自分が積ん

でからそれを再生成する裕福なハイパーエリートもいるの

は有名な話です。こうしたコピーは厳密にはアルファ・

フォークですが、オリジナルのエゴとの格差はベータ・

フォークのそれに相当します。パックス・ファミーラが自分

のクローンの一団を生成するのに使っているのは、この手

段だそうです。

フォークの扱い
　キャラクター自身のフォークは、プレイヤーにロールプレ

イさせてかまいません。ですが、たとえアルファ・フォーク

でも、一度フォークと元のエゴが分岐したら、別の人間と

して人生を歩むのだということは忘れないでください。主

エゴの人格や性格や知識を形成する出来事はフォーク

には発生しない（たとえ発生しても、恐らくは別の形でしょ

う）でしょうし、逆もまた然りです。エゴとフォークを分かつ

厳密な区別がどこにあるかは、トランスヒューマンの多くに

とって哲学や法律での重要な議論点です。

　ですから、フォークの独自性が大きくなりすぎたらプレイ

ヤー・キャラクターから取り上げてＮＰＣにするのに遠慮は

いりません。同様に、もしフォークがメイン・キャラクターが

（まだ）知らない情報を学び始めたら、メタゲームを避ける

ためにそのフォークをＮＰＣとして扱った方が、恐らくは適

切でしょう。

　フォークがオリジナルのエゴにはもう服従せず自分の人

生を生きると決意するというのは、充分有り得ることです。

そうしたケースの多くは、根本的には完全なコピーである

アルファ・フォークで、時間が経つにつれてオリジナルの

エゴに戻ってマージングするのに魅力を感じなくなってい

く場合です。ベータ・フォークやデルタ・フォークは自分が

「不完全な」コピーであるというのをはっきり自覚している

ので、普通は再統合のために戻ります。ですが、ごく稀に、

これらのフォークですらも自分の人生を求めて袂を分か

つこともあります。

マージング
　マージングというのは、オリジナルのエゴとそれが産み

出したフォークを再統合する作業です。マージングは意

識のあるエゴやフォークに行われ、両者を一つの統合さ

れたエゴに変換します。両者が別れていた時間が短けれ

ば、作業は難しくありません。ですが、別れていた時間が

長ければそれだけ、マージングは精神的に過酷な苦難と

なります。

　マージングをうまく行うには心理手術テストが必要です

（本人かマージングを監督する別キャラクターが行いま

す）。マージング表にはこのテストの修正や成功や失敗に

よる結果が収録されています。

　シンセモーフなら、マージングは１行動ターンで終わりま

す。バイオモーフなら、エゴ接続機か記憶力強化インプラ

ントが必要で、作業には１０分かかります。

　マージング・テストに成功しても失敗しても、作業が終わ

ｐ 11

自己
　フォーキングとマージングは、自己と「人格が充分に

統合されている」ことの意味に対する人類の考えを変え

ました。

　フォーキングは技術的視点では容易いことですが、精

神のクローニングの心理的社会的影響によって、殆ど

の人はフォークの扱いに用心しています。医療以外で

のフォーキングを全面的に禁止している勢力もあります

し、厳しい規制を課している勢力もあります。例えば、多

くのハイパーコーポの法律では、アルファ・フォークは

違法で、マージングされずに４時間以上活動している

ベータ・フォークは２０世紀の反トラスト法の現代版に違

反します。同様に、木星フンタなどのバイオ保守派は

フォーキングを全面的に禁止しています。

　要らないフォークの破棄もまた別の厄介な問題です。

保管された精神には法的地位が無いのでただ削除す

るだけでいい場所もあります。オリジナルのエゴの元に

マージしたくないフォークが何らかの権利を与えられる

場所もありますが、アルファ・フォークだけが対象なのが

普通です。

　ですが、一番重大なのは、一時間足らずの間自分の

フォークを動かすのは、多くの人類にとっては簡単な作

業だということです。多くの人が日常生活の作業を処理

するのにフォークを使い、殆ど誰もが一度はフォーキン

グをやったことがあります。

　トランスヒューマンのフォーキングに対する認識は、２１

世紀初頭のヒューマンの飲酒やドラッグに対する認識と

少し似ています。多少ならば別に構わないでしょうが、

濫用者には社会的烙印が待っています。これは、殆ど

のトランスヒューマンがフォークの使い過ぎの心理的な

結果を理解しているからです。



るとエゴは結合されます。マージングによる問題は心理療

法や心理手術によって時間をかけて解決することができ

ます。

エゴ投射
　人類は宇宙文明で太陽系の各地とその彼方に前哨基

地を持っていますが、天体間旅行に宇宙機を使うことは

あまりありません。様々な推進システムによるシャトル機は

ハビタットや天体の表面や衛星の間を定期的に行き来し

ています。ですが、150万キロ（核融合機で一日の距離）

より遠ければ、旅行者はエゴ投射をします。

　エゴ投射は人類の個人運輸技術としては最先端ですが、

実際に旅をするのはエゴだけです。エゴ投射は、バック

アップ（時には意識を持ったままのエゴも。ｐ 275、『エゴ

投射』を参照）を移送するためにアップロードと量子遠投

射の技術を組み合わせたものです。

　エゴ投射は光の速度で発生しますが、所要時間は距離

によって大きく異なります。クラスター内や天体圏内での

エゴ投射は数分で終わるのが普通です。ですが、太陽か

らカイパーベルトへのエゴ投射には４０時間から７０時間

はかかりますから、太陽系を丸ごと横断するエゴ投射は

もっと長くかかるでしょう。

　エゴが目的地の受信者に到着したら、通常通り保管さ

れたりインフォモーフとして起動されたり再着用させたりす

ることが可能です。

エゴ投射システムのセキュリティ
　星を超えて自分を送信する技術は成熟していて、普通

は何の問題なく働きます。エゴ投射では量子遠投射を使

用するため、無線の干渉によって信号のごまかしやデー

タの損傷が発生する危険はありません。基本的には作業

全体がバックアップ・サービスで処理され、セキュリティが

突破されることは滅多にありません。

　ですが、エゴ投射に関わるリスクは少なくありません。一

番目立っているのは、キャラクターの意識が目的地にデ

ジタルのバックアップ・ファイルとして到着するということで

す。先方のエゴ投射システムが信用できなかったり目的

地のネットワークが受信者によって私有されていたりした

ら、キャラクターは我が身を管理者の慈悲に委ねてしまっ

ているかもしれないのです。殆どのハイパーコーポは送

信されたエゴへの干渉を重大なエチケット違反とみなして

いますし、自治主義派タイプならば言語道断の弾圧だと

思うでしょう。ですが、エゴ投射システムを支配する政治

的過激派や犯罪組織はもっと自由に行動します。

　それほど目立たないリスクには、キャラクターのフォーク

を盗むために、ハッカーがエゴ投射システムとそれに付

随する仮想空間のセキュリティ・ホールに侵入する可能性

があります。これを実際にやるのは極めて困難です。アッ

プロード・サービスは偏執的なまでにセキュリティに過敏

なため、普通のアップロードでこれが発生することはまず

ありません。しかも、こうした企てによって盗まれたフォーク

は、侵入者が完全なコピーを手に入れる前に阻止される

のが普通なので、ベイパーになってしまうことがよくありま

す。

闇投射
　移民税関といった公的機関に気付かれずにエゴ投射し

たいなら、基本的に犯罪組織や秘密の集団が運営して

いる非合法な遠投射通信、いわゆる闇投射サービスを探

さなければなりません。こうしたサービスを探すには、人脈

技能と場合によっては評判も使わなければなりません。

モーフ売買
　モーフは、人類社会では重要な商品です。新しいモー

フを育てるのに必要なテクノロジーと資材は安くて豊富に

ありますが、時間がかかるのです。バイオモーフのクロー

ンには、たとえ加速培養でも早くて一年半はかかります。

ポッドは、タンクで培養されたパーツをつなぎ合わせるの

が普通ですが、約六ヶ月かかります。ケースやシンセみた

いなシンセモーフは一日で生産できますが、もっと複雑な

モデルには一週間以上かかります。理論上は、供給が需

要を追い越して生身の肉体が無料になる日が来るでしょ

う。

　エゴ投射で旅行したり大怪我をしたり単に新しい肉体が
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マージング

差分時間 修正 成功 失敗

１時間未満 +30 両方の記憶を併せ持ち一体化したエゴ 記憶は無事、（1d10÷２、端数切り捨て）-1SV

１～４時間 +20 しっかりと結合、記憶は無事 記憶は無事、（1d10÷２、端数切り捨て）SV

４～12時間 +10 記憶は無事、1SV わずかな記憶欠損、（1d10÷２、端数切り捨て）SV

12時間～１日 +0 記憶は無事、2SV ある程度の記憶欠損、（1d10÷２、端数切り捨て）+2SV

１～３日 -10 記憶は無事、3SV かなりの記憶欠損、1d10+2SV

３日～１週間 -20 記憶は無事、4SV かなりの記憶欠損、1d10+4SV

１週間以上 -30 わずかな記憶欠損、5SV 深刻な記憶欠損、1d10+6SV



欲しくなったりした時、モーフを手に入れる手段はいくつ

もあります。エゴ投射なら、そこそこ裕福な旅行者にとって

は現在のモーフをボディバンクの保管施設に預けて目的

地でモーフを借りるというのが、もっとも一般的な手段で

す。それほど一般的ではない手段としては、公共再着用

施設を頼ったり、あるいは資産があるならそのまま新しい

モーフを買うという手段もあります。目的地にいつまで留

まるか未定だったり再着用してそのまま戻らないと決めた

りしたら、古い肉体を下取りに出し、殆どの場合はそのま

ま永久に置き去りにすることもできます。

モーフの入手しやすさ
『再着用とゲームマスター』で述べられているように、望み

のモデルのモーフを見つけるのが常に簡単とは限りませ

ん。多くの基本的な種類プのモーフ（ケース、シンセ、ス

プライサー）は手に入るのが普通ですが、人脈技能（『人

脈とソーシャル・ネットワーク』を参照）を使って新しいモー

フを探すことも可能です。一部の種類のモーフは、他のも

のほど簡単には見つかりません。ゲームマスターは、気象

下通常ではないと思うモーフ（例えば、スウォーマノイドや

リーパー）には適切な修正を適用してください。同様に、

場所によってはどうしても手に入らないモーフもあるでしょ

う。例えば、火星の外でラスターが手に入ることはまずあり

ませんし、エウロパのモーフの殆どは特殊な現地向けの

水棲仕様です。

　それぞれの場所でどの勢力が新しいモーフを提供でき

るかは、ゲームマスターが決定します。開始時キャラク

ターとして手に入れることのできないモーフは、提供され

ないでしょう。その勢力がその地元を支配していなければ、

-10から-30の不利な修正を適用してください。そこに顔

を出しているにもかかわらずモーフを全く提供できないと

いう勢力もあるでしょう。

　キャラクターが特定のインプラントや強化を持つ改造

モーフを探しているのであれば、探し物はもっと難しくなり

ます。要求されている改造の程度や合法性に応じた-10

から-30の修正を、ゲームマスターは適用してください。

モーフの調達
　モーフが見つかったら、助力かクレジットの支払いで手

に入れることができます。モーフの価格はモーフ価格表

に記載されています。中心部では、モーフの価格はしば
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機能
・標準バイオ改造、メッシュ接続、精神強化全て

・防御力を強化する装甲甲皮

・空気中でも水中でも真空中でも活動可能

・遠隔操作やジャミング用の指人形機能

・多くの手先が必要な仕事のために、複数の四肢

詳細なモーフ仕様

ノヴァクラブ・ポッド！
使用状況：新品

ＡＩ従僕や過酷な真空作業、あるいは単に新しい何かを

試してみるのに最適！

価格：35,000クレジット

購入する｜類似モデルを見る

カスタマイズしましょう！
これで満足してませんか？　高性能なインプラントや整

形処理や強化視覚や医療機や美麗なデザインの甲皮

で、あなたのモーフを改造できます。

オプションを見る



しばインフレしていて、一番魅力的な種類のモーフでひと

財産になることもあるくらいです。中心部から遠ざかるとレ

プでの価格はもっと合理的ですが、それでも辺境部入植

地の生命維持に依存する人口のせいで、相当なもので

す。旅行者や頻繁な肉体着替え屋のために、こうした価

格を賄う手段がいくつかあります。

売買と仲介
　旅行者や肉なしのためにモーフを探すというのは、深い

人脈と巧みな交渉が必要な特殊な技能です。基本的に

は売り手市場なので、ブローカー（オープン・エコノミーで

は「仲介者」と呼ばれています）は肉体の探し手の代理人

として活動します。モーフ価格表ではブローカーに 10％

の手数料が払われるものとします。中間業者を省きたい

なら価格を 10％引きできますが、手に入るモーフを探す

ための人脈テストに-30修正を受けます。

改造済みのモーフ
　改造済みのモーフ（追加のバイオウェアやサイバーウェ

アやナノウェアやロボット強化がある）を探すなら、モーフ

の価格にそうした強化の価格を追加します（ゲームマス

ターが望むなら、セット割引してもかまいません）。同様に、

モーフに有利なモーフ特性や不利なモーフ特性が付い

ているかもしれません。こうした特性は、有利な特性なら

CP あたり+500クレジット、不利な特性なら CP あたり-200

クレジットの比率でモーフの価格を増減します。不利な特

性の多くは、そのモーフが前の持ち主によって酷使され

た結果です。

下取り
　古いモーフを永久に手放したいなら、現在のモーフを

下取りに出すというのも一つの手です。肉体の需要が多

いということは、ゲームマスターに特別な事情がなければ

まず間違いなく買い手が見つかるということです。モーフ

はモーフ価格表に掲載されている価格（そしてそれを特

性で修正したもの）で売れ、健康診断と仲介料で 10％引

きになります。売値はモーフ・ブローカーにクレッドとして

支払われるか、レプを使った貸し借りとして提供されます。

後援者による提供
　金や影響力のある後援者の仕事をしているなら、モーフ

を提供してもらえるかもしれません。こうした提供はその仕

事の間だけなのが普通ですが、モーフ自体が仕事の報

酬になることもないではありません。ゲームマスターはこう

した手配に工夫を凝らすといいでしょう。ただしプレイヤー

には、こうした取引はあっというまにファウストの立場に追

い込まれるかもしれないと忠告しておきます。

ブラック・マーケットのモーフ
　ブラック・マーケットの肉体業者は、闇投射による通常の

到着規制の迂回に加えて、武器やインプラントに対する

ハビタットの法律に関係なくどんなモーフや強化も提供す

ると、約束しています。違法なモーフは値が張る（最低で

も+25％）のが普通ですが、芳しくない過去（そして特性）

を持つ中古モーフは逆に安く（-25％）手に入るのが普通

です。

奉公
　新しいモーフを買うには貧乏すぎるキャラクターは、奉

公サービスの契約（新規の奉公人に利があることは滅多

にない「契約」ですが）を結ぶことができます。典型的な契

約では、契約終了時に受け取る安い機械のモーフやス

プライサーと引き換えに、火星のテラフォーミングや彗星

の誘導や小惑星の採掘やハビタットの建設や系外惑星

への植民といった奉公労働を要求されます。ゲームマス

ターはこうした条件を申し出る際に裁量を働かせることは

できますが、多くの場合はキャラクターの自由契約者とし

てのキャリアは一時的ないし永久に終わってしまいます。

奉公労働者を使うハイパーコーポは、契約条件を勝手に

変更して期間を延長したりはっきりとは示されていなかっ

た没義道な隠し料金を山ほど請求したりといった悪評が

知られています。もちろん、最初からモーフだけ手に入れ

て機会があり次第逃げ出すつもりでこうした契約を結ぶこ

とはできますが、ハイパーコーポは自分たちの投資を滅

多なことでは諦めません。奉公人は厳重に監視追跡され
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モーフ価格

モーフ種類 価格

バイオモーフ

　フラット、スプライサー 高価

　オクトモーフ 巨額（最低３万）

　フュリー、ゴースト、リメイド 巨額（最低４万）

　フューチュラ 巨額（最低５万）

　それ以外 巨額

ポッド

　労働ポッド、快楽ポッド 高価

　ノヴァクラブ 巨額（最低３万）

シンセモーフ

　ケース 手頃

　シンセ、ドラゴンフライ 高価

　スリセロイド、スウォーマノイド 巨額

　フレックスボット 巨額（最低３万）

　アラクノイド 巨額（最低４万）

　リーパー 巨額（最低５万）

有利なモーフ特性 CP あたり+500

不利なモーフ特性 CP あたり-200



ますし、逃亡者を回収するためなら平気でエゴ・ハンター

を派遣します。

公共再着用
　一部の場所、特にタイタンには、必要とするなら誰にで

も肉体を提供するための高度に発達した公共再着用イン

フラがあります。提供されるモーフは、有利な特性や追加

インプラントのない平凡なケースやシンセやスプライサー

なのが普通です。公共再着用制度のある場所に市民権

があれば、誰でも肉体の支給を申請できます。待ち期間

は一カ月から二年に渡り、ゲームマスターの裁量によって

は評判でこの待ち期間を変動させることができます。

モーフのレンタル
　インフォモーフが行かない場所への一時的な訪問では、

モーフを買うのではなく借りることもできます。貸与料は一

日当たりモーフ価格の１％で、更に再着用に「低額」の料

金が必要です。この価格にはレンタル保険（下記参照）が

含まれています。レンタル保険を省く（レプが良くなけれ

ば、無理かもしれません）なら、レンタル価格は半分にで

きます。

　モーフを借りるキャラクターは、以前のモーフを担保に

することもできます。この場合、一日当たり１％の計算前に

借りるモーフの価格から現在のモーフの価格を差し引き、

最低でも一日10クレジットの貸与料とします。

受刑者貸与
　中心部や木星共和国を訪れるキャラクターは、囚人のも

のであるモーフを借りることができるかもしれません。殆ど

の法律では、犯罪者を疑似空間で懲役させる判決には、

受刑中は囚人のモーフは国家の資産になるという規定が

あります。こうやって手に入れたモーフの多くにはややこ

しい来歴がありますが、ファイアウォールの工作員にとっ

て役に立つ改造があることも珍しくありません。逆に、投

獄されたキャラクターが受刑中に自分の肉体を貸し出さ

れるかもしれません。

　受刑者貸与を受けた結果は、ゲームマスターの裁量次

第です。こうしたモーフを借りるには評判を使わなければ

ならないかもしれませんし、規制されていたり禁止されて

いたりする改造があるモーフならなおさらです。この手の

手配には、不利な特性や人違いやそのモーフの元の住

人の友人や同僚との不幸な遭遇といった欠点が考えられ

ます。逆に、受刑者貸与では貸与料や保険料を減らせる

かもしれませんが、これもゲームマスターの判断次第です。

レンタル保険
　貸与モーフは保険契約に従わなければならず、そのた

め法律を破ったり危険すぎたり治安が悪すぎたりする場

所に持っていったりするのが制限されていることがしばし

ばあります。特定の危険な状況にモーフを持っていける

冒険保険も購入できますが、これによって貸与料は少な

くとも倍になります。

　保険期間中に大規模な有機ダメージや死に遭遇したら、

モーフ価格の８割は保険でカバーされるので、キャラク

ターは残り２割を支払うことになります。支払えなければ、

代わりに所持品や保管中のモーフが差し押さえられるか

もしれません。

　事前に保険業者に連絡して支払いを行わずに、契約を

結んだ危険レベルを超えて意図的に危険を冒すことで保

険契約を破ったら、契約は無効だと宣言されるかもしれま

せん。契約が無効な状態で貸与モーフが死に、賠償金を

支払えなければ、所持品や保管中のモーフが差し押さえ

の対象になるかもしれません。
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カスタム培養／設計モーフ
　自分のモーフにこだわりの激しい人がいます。そうした人は、たとえ望み通りのインプラントや特性や生体彫刻で

仕上げた改造モデルであっても、「既製品」では満足できないのです。そうではなく、ユニークな何か、特別に培養

したり設計したりする必要のある何かが望みなのです。

　バイオモーフの場合、出資者の望みはある極めて限定された遺伝特性なのが普通です。この特性は出資者のオ

リジナルの遺伝血統かもしれませんし、出資者が偶像化したり称えたりしている誰かからコピーしたものかもしれませ

んし、名高い遺伝子デザイナーの作品かもしれませんし、＜使節＞から多大な出費で贖ったり失われたティターン

の研究所から回収されたりした謎の特性かもしれません。あるいは、客の望みはもっと具体的で、例えばオリジナル

の肉体の正確な複製クローンといったものかもしれません。

　既存のモーフを治療タンクに入れて変態ナノウィルスによって何日かで遺伝子を書き換えるのは可能ですが、こう

した処理は難しくて事故が起こりがちです。多くの場合、望みのクローンを一から育てる方が好まれますが、たとえ

高速培養でも一年半から二年（ポッドなら六ヶ月から一年）かかります。それでも、自分がエゴ投射しそうな場所のど

こに行っても自分が望むモーフが手に入るよう腐心するハイパーエリートもいます。

　更に珍しいのですが、カスタム・シンセモーフが研究されることもあります。その多くはユニークか美的なロボット・

デザインを表現するためのものですが、エンジニアや工作員が試作品を実地テストするための場合もあります。設

計図があれば、こうしたモデルは数時間か数日で作成可能です。

　ユニークなカスタム・モーフ設計では、時間を別にすれば、コストが最大の障害なのが普通です。こうした手段に

伴う出費がいかほどのものになるか（少なくとも巨額なのが普通です）、あるいはそもそも可能なのかは、最終的には

ゲームマスターが決めます。



　差押えの形態は現地の経済システムと法システムに

よって様々です。ハイパーコーポが支配する空間では、

流動資産の正真正銘の差し押さえで、キャラクターの

モーフが対象なら強制アップロードも含みます。他の空間

では、大量の借りを作ったり評判に大打撃を受けたりする

でしょうが、強制アップロードや自分のモーフの直接で物

理的な差し押さえにはならないでしょう。

身分証明
　再着用技術の性質によって、『エクリプス・フェイズ』では

身分証明というのはつかみどころが無い概念になってい

ます。他人を外見や生体データで識別するという考えに

慣れていたというのに、それはもうあてになる手段ではな

くなったのです。昨日と今日で、外見を全くの別人に変え

ることができるのです。以前見たオリンピアンをそれと気付

くことはできるでしょうが、もしこの前見たのがしばらく前だ

としたら、そのモーフの中の人が同じだという確証はない

のです。よくある既製品のモーフを着用したら、あなたに

そっくりの外見のクローン・モーフが何百人もいるかもしれ

ませんし、目立ちたくないならそれが役に立つかもしれま

せん。同様に、警備サービスはもう生体認証技術を当て

にできなくなっています。鑑識は犯行現場にいたモーフ

を特定できるかもしれませんが、その時そのモーフの中に

誰がいたかを証明するのは別の問題です。

エゴＩＤ
　身分証明は、もちろんエゴと結び付けられていて、様々

な勢力がそれに基づいた照合手段やセキュリティ手段を

導入しています。中心部では、それぞれのエゴにＩＤナン

バーが割り振られていて、身分や市民権や法的地位やク

レジット・アカウントや免許などの認証に用いられています。

このエゴＩＤは、たとえ再着用しても変わることのない脳パ

ターンによって照合可能です。エゴがアップロードされる

ときに、アップロード業者はこのエゴＩＤを対象のバック

アップ／インフォモーフに組み込まなければなりません。

同様に、再着用の際には、それを処理する業者はダウン

ロードの前にエゴのＩＤを確認するよう法律で義務付けら

れています。そしてそのエゴＩＤが人さし指の先のナノタ

トゥーという形式で組み込まれるのです。このナノタトゥー

は検問で身分証明を確認するためのスキャンが簡単にで

きます。

　このシステムは、効率的ではありますが完璧と言えたも

のではありません。例えば、ＩＤ記録の管理状況は標準化

からは程遠く、ハビタットごと大きく異なっています。殆ど

は、同じ政治的同盟に属していなければ、自分たちの市

民のプライバシーを守るために記録を共有しません。例

えば、ルナ・ラグランジュ同盟のステーションは、同盟内の

別ステーションとでは市民権ＩＤデータを共有しますが、

惑星連合とは共有していません。

　そして何より、多くの身分証明記録が＜大崩壊＞で失

われ、自分の過去を消したり新しい身分に適応したりした

い人々が当然のようにその状況を活用しました。こうした

事情のせいで、身分証明記録が良くてツギハギという状

況になりました。また、当局はＩＤ確認の際に相手側ハビ

タットのセキュリティに依存せざるを得ません。火星トロヤ

群の
チンロン

蒼龍からルナのネクタルに誰かがエゴ投射して、ネ

クタル当局にその人物についての記録が無ければ、その

ＩＤと経歴の確認については蒼龍の当局が仕事をしたも

のと信用するしかないのです。

　更に悪いことに、多くの自治主義派ハビタットは身分証

明チェックを全く行わずに運営されています。評判システ

ムの操作を防いだり死亡時に遺体の身元を確認したりす

るために残っているＩＤチェックもありますが、大幅に緩や

かで、残される記録も少なくなっています。そのため、自

治主義派などがＩＤの必要なハビタットにエゴ投射する時

には、滞在時（時には将来の再来訪時）に使用する一時Ｉ

Ｄを割り当てられます。

身分証明の確認
　身分証明の確認には、ナノタトゥーのスキャンと脳波ス

キャンとデジタル精神の暗号学的ハッシュのチェックとい

う三つの手段があります。

ナノタトゥーのスキャン
　人さし指に小さなナノタトゥーを彫るために、特別にエン

コードされたナノボットが使われます。こうしたナノボットに

は名前と身元、脳波パターン、市民権／法的地位、クレ

ジット・アカウント・ナンバー、保険情報や免許といった情

報がエンコードされています。現地のハビタットの法律に

よっては、前科や旅行歴や規制インプラントや職歴といっ

た他の情報も含まれるかもしれません。このナノタトゥーは、

ナノボットの記録を読む特殊なＩＤスキャナーがあれば、

誰でも読めます。

　ＩＤナノタトゥーには再着用を行った企業についての情

報も含まれているので、オンラインの企業記録にアクセス

してそのデータの確認を取ることができます。また、ナノタ

トゥーのデータには再着用企業の公開鍵によるサインが

付いているので、データとサインをオンラインでチェックす

ればデータが改変されているかどうかは誰でもわかります。

脳紋
　脳スキャンは、どんなモーフに宿ってもエゴが同じなら

変わらない、数少ない生体認証記録の一つです。電子脳

造影図と神経画像機器を組み合わせた脳紋スキャナーと

いう機器によるスキャンが必要で約５分かかるため、殆ど

のセキュリティ目的では実用的ではありません。この機器

は対象の基本脳波パターンと特定の事柄を考えたり特定

のパターンを認識したりした時の特徴的な反応を計測し

ます。ですが、脳紋スキャナー自体へのハッキングを除け

ばこれらのスキャンをごまかすのはまず不可能なので、信

頼性は実に高いものとされています。そのため高セキュリ

ティ施設で使われることもしばしばあります。

　ちなみに、蕃患ウィルスの一部の亜種、特にワッツ・マク

ラウド株が対象の脳紋を変えることがありますが、常にと
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いうわけではありません。

デジタル・コード
　バックアップやインフォモーフにはしばしばデジタルＩＤ

コードが組み込まれています。これはバックアップが誰の

ものかを識別するのに役立つだけでなく、バックアップを

再着用させるときにＩＤを確認する際の電子サインにもなり

ます。このデジタル・コードにはナノタトゥーＩＤと同じ情報

が含まれているのが普通で、偽造しにくくするための暗号

学的ハッシュでサインされ、それをオンラインで確認する

ことが可能です。ＡＩやＡＧＩにもこうした一体型のコードが

あります。

ＩＤチェックをごまかす
　ファイアウォールのセンティネルや秘密工作員には、し

ばしば身分を隠したり変えたりする必要が生じます。ＩＤシ

ステムは厄介ですが、克服不能というわけではありません。

偽ＩＤ
　セキュリティのチェックをすり抜けるのに一番簡単な手は、

偽ＩＤの確保です。身分証明記録がツギハギだらけなのと

集中的な権威が存在しないため、これは至難の業ではあ

りません。数多くの犯罪組織、そして一部の自治主義派

集団すらも、儲かるＩＤ製造ビジネスを手がけていて、完

璧な過去や規制されていたり違法かもしれないインプラン

トについての医療記録まで用意されていることも珍しくあり

ません。

　こうしたＩＤは犯罪者の棲家として有名だったり自治主義

派のシンパがいたり孤立した僻地だったりするハビタット

で登録されているのが普通です。ＩＤはこうしたステーショ

ンで実際に登録確認されているのですが、こうしたＩＤの

由来が後ろ暗いかもしれないというのは中心部の当局の

殆どには知られているので、キャラクターへの調査や監視

が厳しくなるかもしれません。もっと評判のいい勢力に登

録されている偽造ＩＤも入手可能ですが、それにはずっと

多くの出費やハイパーコーポの秘密工作とのコネが必要

なことが珍しくありません。

ナノタトゥーＩＤの改変
　ナノタトゥーＩＤを消したり書き換えたり置き換えたりする

ための特別なナノボット処置も製造できます。ナノタトゥー

を消すのは簡単ですが、多くのハビタットでは、ナノタ

トゥーを持たないのは犯罪ですぐに不審がられます。ナノ

タトゥーを書き換えるのも簡単ですが、暗号も破っておか

なければオンライン認証に失敗することになります。ナノタ

トゥーＩＤを偽造のものに置き換えるのも同様に可能で、

偽造ＩＤを調達する過程の一部です。

デジタルＩＤへの干渉
　デジタルＩＤにも干渉は可能ですが、ナノタトゥーＩＤと同

様、暗号も破っておかなければオンライン認証に失敗す

ることになります。

宇宙生活
　トランスヒューマニティは単に宇宙を行き来する種族で

はなく、大半が宇宙に住んでいます。人類のかなりの人

口が火星やルナや金星やガス惑星の衛星みたいな天体

に住んでいますが、残りは中心部にある昔ながらのオ

ニール式シリンダーから辺境部のコール・バブルまでの

様々な宇宙ハビタットに住んでいます。

宇宙ハビタット
　宇宙ハビタットの大きさや構成は、十人足らずが生き延

びるために設計されたサバイバリストの前哨基地から一千

万人が住める広い空間のミニ世界まで様々です。火星軌

道みたいな過密宙域では、ハビタットが現地のインフラに

組み込まれてある程度は他の軌道施設からの補給に依

存することもあります。

　ですが大半のハビタットは独立した存在で、辺境部では

なおさらです。そのためハビタットには、メインの宇宙ス

テーションだけでなく無重力工場やガスや揮発性物質の

精錬所や鋳造工場や防御衛星や採掘基地といった様々

な支援施設を伴っているのが普通です。

　ハビタットに誰かが訪れることがあります（大きなハビタッ

トなら尚更です）。主要なハビタットは宇宙の交差点です。

定期的な貨物船の寄港だけでなく、スカムの荷船や探鉱

者や作業のない自動ボット群といったおまけがあるかもし

れません。

　多くのハビタットには何らかの形の輸送ネットワークがあ

ります。一番普及しているのは、遠心力による重力がある

大型の円筒形ハビタットです。公共の交通手段によく使

われる手段には、モノレールやトラムや操縦可能な空中

バスなどがあります。個人の交通手段としては自転車やス

クーターやバイクや超軽量飛行機が一般的で、それより

大きな機体はあまり見かけず大抵は公用にしか使われま

せん。

　また、内部スペースが広いハビタットの殆どは、空と雲の

共通幻覚を生み出すために拡張現実を使っていて、住

民の殆どはＡＲチャンネルをそれに合わせています。宇

宙では天気の話なんて雑談のネタから消え失せたと思う

かもしれませんが、この習慣は続いています。ただ、ネタ

になる天気が基本的には仮想のものだというだけです

（太陽フレアといった本物の「天気」でなければですが）。

ビーハイブ
　ビーハイブは、小惑星にトンネルや部屋をくり抜いたも

のです。金属やケイ酸塩を採掘した後の小惑星がよく

ビーハイブに転用されます。ビーハイブは微重力ハビタッ

トで、ＡＲガイドなしでは実に迷いやすい構造をしていま

す。ビーハイブの殆どはメイン・ベルトやトロヤ集団にあり

ます。殆どは小さいものの、大規模な洞窟内微重力都市

に住む数百万の人口を擁するものもあります。

クラスター・コロニー
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　クラスターは微重力ハビタットの形態としては最もありふ

れたものです。クラスターは軽量素材でできた球形か長

方形のモジュールとそれを結ぶ通路で構成されたネット

ワークです。商業モジュールや居住モジュールが、農場

や発電所や廃棄物リサイクル施設といったインフラ・モ

ジュールや幹線通路の周りに配置されているのが普通で

す。限定的な人工重力のある区域があることもあり、公園

などの公共の場や再着用施設（モーフは重力下で保管し

た方がいいことが多いのです）などの特殊なモジュール

によく使われています。大規模なクラスターの幹線通路に

は、常に動き続ける移動手すりがある「追い越し通路」が

設けられていることもあります。

　クラスターが最も広まっているのは、トロヤ群やガス惑星

（特に土星）の環部分といった揮発性物質の豊富な環境

です。木星の強烈な磁力圏から一つの大きなステーショ

ンではなくばらばらなモジュールのクラスターを防護する

のはとんでもなく効率が悪いので、木星圏にはほとんど存

在しません。

　クラスター・コロニーの居住可能人口は５０人から２５万

人までの範囲です。

コール・バブル
　コール・バブル（あるいは「バブル世界」）の殆どは、建

築材料になる大きなニッケル鉄小惑星がふんだんにある

メイン・アステロイド・ベルトにあります。堅い氷の小惑星が

多数を占めるトロヤ群やギリシア群ではあまり見かけませ

ん。コール・バブルは多くの点ではオニール式シリンダー

と似ていますが、縦軸に沿った窓はありません。太陽光は、

代わりに軸のミラー列から入り込みます。コール・バブル

は住民の望みに応じて重力を生むよう自転させることもで

きますが、重力はバブルの極に近づくほど低くなり、回転

軸の地点では無重力になります。

　コール・バブルは人類が宇宙に作りだした建築物として

は最大級のもので、何百万という住民が住んでいます。

ハミルトン式シリンダー
　ハミルトン式シリンダーは新技術です。完全に稼働した

ハミルトン式シリンダーは太陽系には三つしかありません

が、このデザインが多いに有望なのは明らかで、これから

の時代には大いに広まるでしょう。ハミルトン式シリンダー

はナノサイズの建築機械を制御する複雑なゲノム・プログ

ラムを使って成長します。こうしたナノボットがハビタットを

ゆっくりと時間をかけて作るので、この過程は建築というよ

りも成長といった方がいいでしょう。

　オニール式シリンダーやコール・バブルと同様に、ハミ

ルトン式シリンダーも重力を生むために長軸で自転する

円筒形ハビタットです。存在が知られているハミルトン式

シリンダーのうち二つは土星付近にあり、カッシーニの間

隙（訳注：土星の環の隙間）の近くで環をすくい取る軌道

を巡っています。そこから、採取船によってケイ酸塩や揮

発性物質をつまむことができるのです。

　現在稼働中のハミルトン式シリンダーはどれも成長し

きっていませんが、それぞれ三百万人が住めるようになる

と予想されています。

オニール式シリンダー
　オニール式シリンダーは人類が初めてデザインした大

規模宇宙ハビタットで、その殆どは地球やルナや金星や
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火星の軌道にあります。今ではもう建設されていなくて

もっと効率的なデザインのものに置き換わっていますが、

それでも何千万人もが住んでいます。オニール式シリン

ダーはルナや水星で採掘された金属やルナの揮発性物

質（ルナの極地の氷を含む）や小惑星のケイ酸塩を材料

にして建設されています。

　典型的なオニール式シリンダーは長さ３５キロ直径８キロ

で、円筒の内壁で地球レベルの重力になるだけの遠心

力を生む速度で長軸を中心に自転しています。もっと小

さなものもありますが、それらの重力は低いのが普通（大

抵は火星標準）です。円筒の端と端をつなぎ合わせてロ

ングサイズのハビタットにすることもあります。宇宙港は自

転軸の端（重力が無い）に設置されています。宇宙からの

到着者はリフトか超軽量着地パッドでハビタットの床に降

ります。

　オニール式シリンダーの内部には、円筒の端から端ま

で続く窓と陸地と窓が交互に配置されて六分割されてい

ます。オニール式シリンダーの先は太陽に向けられてい

ます。反対側は太陽光を窓に反射する三つの巨大な反

射鏡の係留点です。太陽活動の変動があっても必要以

上の熱が伝わらないよう、反射鏡と窓はスマート素材に

よってコーティングされています。放射能は円筒内部の空

気と金属製の上部構造によって防護されています。

　殆どのオニール式シリンダーの土地は、農地（食料タン

クと収穫量の多い光合成作物の組み合わせ）と公園、そ

して商業兼居住地がそれぞれ三分の一を占めています。

外部の鏡によって決まる昼夜の周期があります。土地の

二つが商業兼居住区域と公園で交互に使われるのが普

通で、残り一つは農地で占められています。窓を超える

橋が一キロほどの間隔を置いて架けられていて、土地を

結んでいます。内部の気候や農業スタイルや存在する植

物や動物相は、ハビタットの設計者の好み次第で様々で

す。

　大きさにもよりますが、オニール式シリンダーには二万

五千人から二百万人が住めます。

ブリキ缶
　時代遅れの研究ステーションやサバイバリストの探鉱前

線拠点の多くが、これにあてはまります。ブリキ缶ハビタッ

トは２１世紀初頭の国際宇宙ステーションから大して進歩

していません。モジュールを太陽電池パネルなどの施設

とむき出しのトラス構造で結んだ形なのが普通です。豪華

なモデルではモジュールを結ぶまともな通路がありますが、

むき出し設定では部屋から部屋への移動にも真空服や

真空耐性モーフが必要です。食料生産能力の制約は大

きく、遠投射システムが無い場合もありますが、合成機や

シャトル（場合によっては探鉱機も）用の係留所はありま

す。

　５０人以上が住めるブリキ缶はめったにありません。

トーラス
　円形の宇宙ハビタットは、ほぼ同じ意味でトーラス、トロ

イド、ドーナツ、ホイールという名前で呼ばれていて、小規

模施設としてはオニール式シリンダーの安価な代案でし

た。オニール式シリンダーと同様に、トーラスはもう滅多に

建設されなくなりましたが、中心部（特に地球やルナの軌

道）ではよく見かけられます。

　トロイド型ハビタットは直径１キロで巨大なスポークを中

心に回転するドーナツみたいな形をしています。ホイール

のハブには無重力の宇宙港があります。ドーナツの部分

には遠心力によって地球レベルの重力が生じていて、来

訪者はスポークのリフトでそこまで降りるのです。

　トロイド型ハビタットの構造は、その多くは特定の科学的

ないし軍事的目的で設計され、後になってから起業家や

不法居住者に乗っ取られたせいで、様々です。多くの

トーラスではドーナツ内にデッキが並んでいます。補給な

しで長期間居住できるよう設計されたものの殆どには、

トーラスの内壁の殆どに沿って植物を育てるためにス

マート素材でカバーされたガラス窓があります。農業能力

を持つトロイド型ハビタットは回転軸を太陽と垂直に向け

ているのが普通ですが、その位置から軸の継続的な揺れ

によって昼夜の周期を作り出しています。

　大抵のトーラスは最大でも５００人という小人数が滞在す

るために作られていますが、五万人が住める大きなものも

あります。軸で結合した二つの大きなホイールを逆方向

に回転させるという珍しいダブル・トーラスもいくつか存在

します。

移民税関
　ハビタットへの入り方や受けるであろう審査は、到着手

段次第です。他の定住拠点に近いハビタットもあれば、

大宇宙のただなかで物理的に孤立しているハビタットもあ

ります。

　人の多い天体圏のハビタットでは、来訪者の殆どは在

来型の宇宙旅行によるものです。移民税関インフラは宇

宙港から来る来訪者に向けて準備されていて、到着の手

続きは多くの形で二十世紀の空港に相当しています。そ

の一方、孤立したハビタットの多くでは、来訪者の殆ど多

くはエゴ投射によるものです。

物理的到着
　宇宙機による到着者は、最低でもエゴＩＤのチェックと病

原体や有害なナノボットや爆発物や放射性物質を発見

するためのスキャンと身の回り品の検査を受けます。スカ

ウト・ナノスウォームによる徹底的な二次検査や有害ソフト

の有無を確認する全電子システムのスキャンや対象の

フォークに対する敵対的尋問などを行う、もっと厳しいハ

ビタットもあります。自治主義派の領土ですらもハビタット

に害を及ぼしかねないものやハイパーコーポの破壊工作

の試みがないかどうかの自動スキャンを執行しています。

　規制品の内容は現地の法律によって様々です。多くの

ハビタット、特に自治主義派や犯罪勢力が支配している

ものでは、ハビタットの構造に穴を開けたり何十人も無差

別に殺せたりするようなものでなければ、個人の武装は認

められています。他の場所、特に木星共和国やハイパー

コーポのステーションでは、特別な許可と承認（然るべき
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人物を買収したりレプで頼んだりすることで手に入ることも

あります）の持ち主以外にはいかなる致死武器も禁止して

います。非致死武器は許可されているのが普通です。他

にもナノ合成機やナノスウォームや有害ソフトやハッカー

用ソフトやドラッグや麻薬ソフトや特定種類のＸＰ記録や

秘密作戦ツールなどが規制されていることがあります。

リーパーやフュリーや知性化動物といった特定種類の

モーフが規制されていることもあります。

　一部のハビタットでは、来訪者（少なくとも、自分たちの

気に入らない来訪者）に対して滞在期間中は特定の形で

の監視に従うように求めています。監視にはタガント・ナノ

スウォームやメッシュ接続に滞在する警察ＡＩ、時には武

装セキュリティ・ドローンによる物理的尾行すら含まれるこ

とがあります。来訪者に、いつでも差し押さえられる担保と

してフォークを要求するステーションもあります。もし犯罪

を犯せば、フォークを尋問できるのです。

　最期に、滅多にないことですが、全ての来訪者に「空気

税」、つまりステーションへの滞在時に利用できる公共リ

ソースの使用料を課すなんていうハビタットも実在します。

リソースの乏しい孤立したハビタットでもなければまず見

かけられないのが普通で、殆どの自治主義派からは実に

不愉快なことだと思われています。

　ハビタットにある種の品物、時には人を密輸して儲けて

いる犯罪組織もあります。こうしたビジネスは、基本的には

セキュリティ要員への賄賂によって成り立っているもので

すが、セキュリティ・チェックのすり抜けを可能とする偽書

類で処理されていることもあります。こうしたサービスは、

極めて金がかかるのが普通です。

　静かで気付かれないアクセスが望みなら、宇宙遊泳し

て無人のエアロックを突破するという手はいつでも存在し

ます。殆どのハビタットはアクセス地点を重点的にして外

壁を監視する専用のセンサーやセキュリティ・システムを

備えているため、こうした企てが危険で無駄なのは珍しく

ありません。それでも、武装哨戒ボットが格別の危険では

ありますが、有能なハッカーを擁するリソース豊富なチー

ムにとっては一つの可能性です。

電子的到着
　エゴ投射による到着者は、再着用の前に疑似空間で当

局から事情を聞かれることがあります。この手続きは、そ

のハビタットの人権に対する態度次第で、比較的合理的

なこともあれば極めて侵害的なこともあります。最低限の

入場時検査にはＩＤチェックと税関ＡＩによる簡単な質問や

到着したエゴが再着用するつもりのモーフの仕様の確認

などがあります。厳格な移民基準を持つハビタットでは疑

わしいインフォモーフに過酷な心理手術尋問技法を用い

るかもしれません。ステーションの当局がその気になれば

コールド・ストレージに放り込めばいいだけなので、エゴ

投射されたバックアップにこうした処置を避ける術はほと

んどありませんから、自分自身を送る前に税関手続きを

調べるのが賢明というものです。

　多くの人々、特に自治主義派や僻地民がこうした歓待

を好まないため、不審者選別手段を持つハビタットに旅

するキャラクターのために、様々なアップロード・サービス

が税関前再着用を提供するに至っています。しばしば法

外な料金で、旅行者は本来の目的地の近くにある治外法

権サブステーションへとエゴ投射され、そこで再着用し、

そこからロケットで目的地に向かうのです。

　様々な闇投射サービス（年季の長い犯罪組織が営んで

いるのが普通です）が、エゴ投射による入場や、場合に

よっては再着用の別ルートを用意していることもあります。

ですが、闇投射サービスは実に高くつきますし、犯罪組

織のオペレーターに身を委ねることになります。滅多にな

いことですが、政治的勢力や時にはハイパーコーポが自

前の闇投射システムを運営していることもあり、人脈技能

に長けたキャラクターならそれを活用できるかもしれませ

ん。

宇宙旅行
　キャラクターが、エゴ投射ではなく宇宙を物理的に旅行

したがる場合もあるでしょう。『エクリプス・フェイズ』では、

宇宙機は使用する機体や装備ではなく舞台環境として扱

われるのが基本です。宇宙機の大半は搭載ＡＩによって

自動操縦されます。操縦：宇宙機技能で代わりに操縦す

ることもできますが、その必要がある状況というのは滅多

にありません。

近距離旅行
　火星や土星といった人口過密な天体系では、距離２０

万キロ以内の都市や地表のステーションや軌道ハビタット

への旅行の殆どでは小型の水素燃料（メタン燃料の場合

も）ロケットが使われます。この旅行形態は実に安上がり

でとても速く、エゴ投射に付きまとう時折の人格事故を避

けることができます。ＬＬＯＴＶ（地軌道移動機）がよく使わ

れています。天体を離れる宇宙機には重力井戸を脱出

するだけの推力を産む能力が必要です（『重力井戸の脱

出』を参照）。

遠距離旅行
　２０万キロから１５０万キロの距離では、やや大型の（そし

てより高価な）核融合ドライブやプラズマ・ドライブの機体

が定期的に就航しています。こうした航路には核電子イ

オン・ドライブを使っていたものもありますが、効率が悪く

て放射性重金属の反応質量が必要なため、今ではほと

んど使われていません。より高速な反物質ドライブの配送

便もよく使われています。こうした船には大きな惑星や衛

星の重力井戸を脱出する推力が無いため、自身は軌道

に留まり、天体の地表と行き来する乗客は推力がもっと大

きな小型船（普通はＬＬＯＴＶ）を使います。

　距離が１５０万キロを超えていれば、殆ど誰もがエゴ投

射を使います。

宇宙旅行の基本
　宇宙機で使われる反応ドライブには色々あります（『宇

宙機の推進手段』を参照）が、要は燃料（反応質量）を燃
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やして高熱のガスなどをある方向に噴射し、それによって

宇宙機を逆の方向に押すというものです。長距離旅行で

は、最初の数時間が高加速燃焼期なのが普通で、そこで

機体の速度を稼ぐために反応質量の半分近くを使います。

それから大半の道のりを惰性で進み、目的地に近付いた

ら向きを反転させて速度を落とすために最初とは逆の向

きに同じ量の反応質量を燃やします。

　最大限の速度を得るために半分の反応質量を燃やす

機体もありますが、そうすると追加の機動や緊急事態に対

応する余裕が残らなくなります。ですから、多くの機体は

最初の加速では三分の一か四分の一しか燃やさず、い

ざという時の余裕を持っています。大きな惑星の重力井

戸を回ってスイングバイしたり惑星の大気圏上層部で空

気ブレーキをかけたりといった小技も使えます。

　様々な天体が太陽軌道で移動しているので、旅行期間

は常に変化しています。クラスターや天体圏では、旅行

は数時間で終わります。中心部では、旅行に数日か数週

間かかることがあります。辺境部との、あるいは辺境部で

の行き来は何ヶ月もかかるのが普通です。

　低重力を産むようハビタット・モジュールを回転させるこ

とができるいくつかの大型機を除けば、殆どの船は無重

力で運営されています。また、高加速期には噴射側を下

向きとした一時的な重力が発生します。

　有人宇宙機ではスペースは貴重品なので、部屋が狭い

ことは珍しくありません。寝床や個室が大型のタンスよりも

大きなことは滅多になく、寝袋と身の回り品を置くのが精

一杯です。機体の大きさによっては、共用の娯楽用空間

があることもあります。船員が忙しいのは、加速や減速を

したり他の宇宙交通者とぶつからないように動いたりする

旅の始まりと終わりだけなのが普通です。他の時間は修

理や暇つぶし（ＸＰやＶＲシミュレーションへのアクセスや

ＡＲゲームのプレイも珍しくありません）で流れます。宇宙

機には独自のメッシュ・ネットワークもありますが、他のハ

ビタットと深刻な通信ラグで対話するには遠すぎるのが普

通なので、自前で持っている娯楽のネタで遊ぶしかありま

せん。多くの長距離船の船員のモーフは、長い仮眠に本

腰を入れたハイバーノイドです。

宇宙船の戦闘
　宇宙での戦闘は長距離で巨大なビーム兵器やレール

ガンやミサイルを使うものになりがちです。また、陰険で野

蛮で短いものにもなりがちです。船体への大きなダメージ

によって空気減圧が発生し、真空服を着て体を固定して

いないバイオモーフが全員死亡することもあります。

　基本的には、宇宙戦闘はキャラクターが積極的に参加

するイベントではなく筋書きの道具、ドラマとテンションを

盛り上げるための背景の一部として扱うことをお勧めしま

す。キャラクターが宇宙戦闘で役に立てないとかその行

動が宇宙戦闘の勝敗に影響しないとか言うつもりはありま

せん。ダメージ・コントロールに参加したり、敵対的な勢力

と交渉したり、乗り込んできた敵を撃退したり、重火器技

能で武器の狙いを定めたり、接近する船のネットワークに

ハッキングを仕掛けたり、エアロックから脱出したり、海賊

が船を荒らしている間隠れたりといったことは可能です。

ですが、ダイス目が何回か悪かったせいでチーム全体が

簡単に死ぬような宇宙戦闘は避けるよう、ゲームマスター

にはお勧めします。

ナノ合成
　ナノ合成機（豊穣機であれファバーであれメイカーであ

れ）で物を作るには、素材と設計図と時間の三つが必要

です。

素材
　殆どのナノ合成機には何でも構成分子に分解する分解

ユニットが備え付けられているので、基本的には素材は

簡単に手に入ります。専用の原料を買うこともできます

（価格は低額）。多くのハビタットではリサイクル品や廃棄

品をそのまま分解機に送り込んでいます。

設計図
　殆どのナノ合成機には、食料や単純な服や基本的な道

具といった汎用的な品物の設計図が最初から設定されて

います。他の品物の設計図を手に入れる手段は色々あり

ます。

・オンラインで購入できます（合法であれブラック・マー

ケットのであれ）。

・オンラインでフリーのものが見つかります（下記参照）。

・ソーシャル・ネットワークの通常のルールを使って、レプ

で手に入れることができます。

・盗むことができます（メッシュ・サイトか目当ての設計図を

記録したナノ合成機へのハッキングで盗むのが普通で

す）。

・自分でプログラムすることができます（下記参照）。

　設計図が手に入ったら、後はナノ合成機に設定するだ

けです。

オープンソース設計図
　多くの品物の設計図は、活発なオープンソース・ソフト

ウェア運動が広めたものが、オンラインでフリーで手に入

ります。こうした設計図の手に入れやすさは基本的には

現地メッシュ次第です。自治主義派のハビタットでは、調

査テストに成功するだけで必要なオープンソース設計図

が見つかるでしょう（珍しい品物に対する修正を適用しま

す）。そこまで寛大ではないハビタットでは、当局の監視

に見つからないようしっかり隠されているので、オープン

ソース設計図を見つけるのは難しいかもしれません。その

場合には、手に入れるためにレプを使ったり現地のハッ

カー集団を買収したりといった手を使う必要があるでしょう。

　なお、規制付きのナノ合成機はオープンソース設計図

を受け付けないかもしれません（『設計図の制限』を参照）。
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設計図の制限
　規制された物品（武器など）やライセンスのない物品（ブ

ラックマーケットやオープンソースの設計図など）を受け

付けないように最初からプログラムされているナノ合成機

もあります。こうした制限は、通常のハッキングのルールで

ナノ合成機をハッキングして再プログラムすることで回避

できます。

設計図のプログラム
　本当にその気があれば自分で設計図をプログラムする

こともできますが、こうした企てには時間がかかります。そ

の場合、物品の価格レベルあたり一週間の予定時間を要

するプログラミング（ナノ合成）テストが必要です。例えば、

少額な物品なら一週間、安価な物品なら二週間、手頃な

物品なら三週間といった具合です。学術：ナノテクノロ

ジーや対象の設計にふさわしい技能を、このテストの補

助技能として使うことができます。こうしたプログラミング作

業をフォークやミューズにやらせることもできます。

時間
　素材と設計図さえあれば、殆どのナノ合成は、時間さえ

あれば完了します。物体を作るための具体的な予定時間

は様々ですが、おおまかには品物の価格分類ごとに１時

間（少額な物品なら１時間、安価な物品なら２時間、手頃

な物品なら３時間といった具合）です。ゲームマスターは

物体に応じてこの時間を修正して構いません。

プログラミング・テスト
　ナノ合成はプログラミング（ナノ合成）テストとして扱われ

るのが普通です。殆どの場合は、これは単純成功テストと

して扱うことができ、失敗は単に少し不完全なところが

あったり時には時間がかかったりしたことをしめします。

　時には、ゲームマスターが本物の成功テストを要求する

ことがあり、その場合は失敗の可能性がそれなりにあると

いうことです。これは物品が珍しかったり極めて複雑だっ

たり、あるいは設計図が不完全だったり疑わしい部分が

あったりする場合だけにしてください。このテストは素材が

限られているときにも行えます。

　ナノ合成機を扱うキャラクターは、このテストを自分で行

えますしナノ合成機の内臓ＡＩに任せることもできます。こ

うしたＡＩの殆どはプログラミング（ナノ合成）30です（『ＡＩと

ミューズ』を参照）。

評判ネットワークとソーシャル・ネット

ワーク
「昔々、住民がお金を使うくらいの、信じられないほど原

始的な惑星がありました。その惑星は火星といいます」

――タイタン自治大学、マグナス・ミン教授

　市場資本主義と他の経済形態との争いは人類の文化

大戦の一つでしたし、今も続いています。人類が太陽系
に進出したことで新しい経済システムを実験する様々な

機会が産まれました。多くは失敗しましたが、辺境部の評
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アンジェリーク・ナサド

（ステータス更新）（関心）（フレンド）（プロフィール全体）
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（アンジェリークにメッセージを送る）

検索：アンジェリーク・ナサド

（93％完了）（検索条件を変更）

ソーシャルネット／レプ｜最近の活動｜公開記録

ソルアーカイブでの結果｜関係マップ｜複合プロ

フィール

アンジェリーク・ナサドを追跡しますか？　○　×



判経済は市場資本主義に対する今までの挑戦者とは

違って実利的かつ頑丈なのを証明しました。

　評判経済（贈与経済やオープン・エコノミーと呼ばれる

こともあります）では、ナノ合成による豊かな物資とアップ

ロードや再着用による長寿が経済的要素から供給対欠

乏という問題が取り除かれ、その過程で古典的な経済力

学が破壊されています。

　中心部や木星フンタの統制社会では、住民に対して豊

かさをもたらすテクノロジーを社会的に制御したり慎重に

管理したりしているため、移行経済システムは基本的には

古典経済の発展物に押し留められています。辺境部では

そんな真似は通用しません。トロヤ群やギリシア群、アス

テロイド・ベルトの大半、自由木星、そして土星以遠では、

評判経済が支配しています。

　どうしてそうなったのでしょう？　一つには、自分が自治

主義派共同体の自治主義者で最寄りのハビタット三つ

（それぞれ１０万キロ離れています）も自治主義派共同体

なら、金銭なんてあっても邪魔だということです。物理的リ

ソースの面では誰もがほぼ完全に自給自足なのです。水

や揮発性物質や反応質量やケイ酸塩を採取するロボット

の一団を持っています、小さな物なら何でも作れるナノ合

成機や大きな物用の共用施設に何でも製造できる機械

工房がありますし、必要なら熟練エンジニア・チームの知

識と経験あれこれを取り揃えたＡＩの手助けや助言が得ら

れます。食料も自分で育てています。

　金銭というのは、自分の面倒をみる術を知らない人のた

めのものです。人類がカルダシェフのタイプⅠ文明に成

長して生まれ育った太陽系の物理資産をあらかた征服す

るようになってから、ほんの数十年しか経っていません。

辺境部の出身者は、おそらく金銭という概念そのものを煩

わしく思うでしょう。

　ですが、物資が豊富でもある種の物品やサービスの価

値は失われていません。食事一つは無料かもしれません

が、革新的なアイデアや新設計や医療やセックスや汚れ

仕事は合成機では産めません。モーフの顔に赤外線知

覚細胞を生やすために遺伝子セラピーが必要だとした

ら？　あなたの画廊の開館式に幻覚剤グレネードを仕掛

けてあなたの彼氏を誘拐した反逆ベータ・フォークを暗殺

する人間なんてどうです？　本当に一流の仕事が必要な

ら？　そんな時はソーシャル・ネットワークです。ネットワー

クの量と深さが充実していてあなた自身の評判も充分良

ければ、誰かが助けてくれます。

　中心部では、評判経済が品物やサービスと引き換えに

なる金銭の役割に取って代わったわけではありませんが、

貸し借りと影響力のネットワークが幅をきかせています。コ

ンタクトに連絡するのにも情報を手に入れるのにも最高の

社交的地位を保つのにも、ソーシャル・ネットワークの活

用が欠かせません。

ソーシャル・ネットワーク
　ソーシャル・ネットワークは、自分の知人やその知人など

を表しています。まずは友人や家族、それから同僚や隣

人や同業者、そして馴染みのカフェのネオ類人猿の接客

係やクラブでいちゃつくシルフまで、知人の全てに広がり

ます。『エクリプス・フェイズ』の常時オンラインで完全に

メッシュした世界では、もっと広がり、ソーシャル・メッシュ・

ネットワークでのリンク相手全員、あなたのブログやライフ

ログやアップデートの視聴者全員、様々なメッシュ・フォー

ラムで会話した相手全員が含まれます。そして「友達の

輪」という要素を含めれば、知っている人物や聞いたこと

がある人物や知らないけれど何らかの形で縁のある人物

に接触する能力には、誰もが卓越するのです。

　もちろん、ソーシャル・ネットワークは均質ではありませ

ん。人類の常に多様化を続ける階層でも、文化的来歴や

個人的趣味や職業的人脈や地元のコネや政治的所属や

サブカルチャーの執着や単に同じ亜種クレードに属して

いることによる共通の関心など、様々な共通の特徴に基

づいて融合する傾向があります。情報無政府主義者ハッ

カーのソーシャル・ネットワークは、ハイパーコーポの社交

人や孤立した僻地民のソーシャル・ネットワークとは全然

似ていないでしょう。それでも、しばしば意外かつ興味深

い形で、ソーシャル・ネットワークは頻繁に重なり合ってい

ます。殆どの人は、いくつもの種類のソーシャル・ネット

ワークのメンバーだと言えるでしょう。全く異なった人類集
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評判ネットワーク表

ネットワーク名称 レプ名 人脈分野 勢力など

＠リスト ＠レプ 自治主義派 無政府主義者、バルスーム人、エクストロピア人、タイタン人、スカム

シヴィックネット ｃレプ ハイパーコーポ ハイパーコーポ、木星人、ルナ人、火星人、金星人

エコウェーブ ｅレプ 環境主義者 ナノ環境主義者、保全主義者、奪回派

フェイム ｆレプ メディア 社交人（また、芸術家、名士、メディアも）

グァンシー

関係
ｇレプ 犯罪者 犯罪者

アイ ｉレプ ファイアウォール ファイアウォール

リサーチ・ネットワーク・アフィレーション

研究ネットワーク連合
ｒレプ 科学者 アルゴノーツ（また、技術者や研究者や科学者も）



団を結びつけているのは、この重複なのです。

人脈
　もちろん、ただ接続しているというのは何千人もをいつ

でも動かせるよう待機させているということではありません。

最新のゴシップを集めたり専門家からの助言を得たり問

題を解決してくれる誰かを探したりグレー・マーケットでハ

イテク品を手に入れたりミームを広げたりしたいのなら、そ

のソーシャル・ネットワークで誰と話し、必要なものをどう

やって得るかを知る必要がありますし、コトを荒立てたり誰

かに気付かれたりしたくないなら尚更です。

　そこで人脈：［分野］技能の出番です。人脈は、必要な

相手と手段を見つけるために個人的なコネや非個人的な

コネの網を辿る能力を示します。これには口コミやメッシュ

の適切な場所への適切な質問に適切な人物のプロ

フィールやフォーラムの監視にクラウドソーシングによる群

衆の力の活用、その他独創性では劣らないいくつかの手

口が使われます。

　人脈におけるそれぞれの分野は、特定のネットワーク集

団、つまり人々を結びつけている共通の関心を示してい

ます。こうした分野の殆どは勢力（自治主義派やハイパー

コーポなど）をベースとしていて、特定の評判ネットワーク

に結びついています（『評判ネットワーク表』を参照）。

ゲームマスターの裁量によっては、こうした技能とレプの

システムによって他の集団も結びついているかもしれませ

ん。例えば、自治主義派だろうとハイパーコーポだろうと、

ありとあらゆる芸術家とジャーナリストが人脈：メディアとｆレ

プに当てはまるかもしれません。同様に、ばらばらの集団

である僻地民は全体としてはどの分野にも当てはまらず、

代わりにあちこちに分散しているかもしれません。ゲーム

マスターとプレイヤーが同意するならば、ＡＲゲームやス

ポーツやスラッシュ・フィクションといった他の関心分野を

示す人脈分野やレプ・ネットワークを追加してもかまいま

せん。

　ソーシャル・ネットワークを具体的に何に使えるかは後

述します。誰とどれだけの仲かが決定的な要素な場合も

ありますし、自分がどれだけ有名かが決定的な要素な場

合もあります。何千人とのコネがあるかもしれませんが、発

言力が無ければ、それを生かそうと努力しても限度はあり

ます。ここで評判の出番です。

評判
　評判は、社会的貧富を示すものです。辺境部の贈与経

済では、評判経済は事実上金銭に取って代わりました、

ですが、評判はクレジットよりもずっと安定しています。

『エクリプス・フェイズ』では、評判スコアはオンラインの

ソーシャル・ネットワークによって促進されています。ほと

んど誰もがこうした評判ネットワークの最低一つに参加し

ています。交渉相手の現在のレプスコアと履歴を調べる

のは簡単ですし、ミューズが自動的に実行して相手の全

員のレプスコアを内視で表示させてリアルタイムで更新し、

突然嫌われ者になったり人気者になったりしたらわかるよ

うになっ

ていることもあります。評判ネットワーク表には七大ネット

ワークが挙げられています。ゲームマスターとキャラクター

は、自分たちのゲームにふさわしい他のネットワークを追

加してもかまいません。

　キャラクター作成時に、こうしたネットワークの一つ、ある

いはいくつかのレプスコアを購入します。レプスコアは、

技能と同様に０から９９の値です。後述するように、この値

によって物やサービスや情報や助力を得る能力がどれほ

どのものかが決まります。これらのスコアはゲームプレイ中

のキャラクターの行動に応じて上下します。

ネットワークとレプの使用
　ルール上は、コネと個人的な信用を活用するたびに「助

力」が必要です。この助力というのは、大雑把に定義すれ

ば、情報であれ手助けであれ品物であれ何であれ、ソー

シャル・ネットワークを介して得ようとするものです。ｐ 289

の『助力』では様々な種類の助力が紹介されています。

人脈テスト
　助力を得るなら、まず周囲を見回すものです。目当ての

人物や人材や情報が見つかるかどうかには人脈テストが

必要です。これは、知人に相談したり探しているという話

を広めたりソーシャル・ネットワーク全体に質問を投げたり、

助けてくれそうな人物がいないかとあちこちのプロフィー

ルやチャットルームを探しまわったりといった活動を表し

ｐ 24

人脈修正

状況 修正

助力レベルがレプレベルを超えて

いる

レベルごとに-10

レプレベルが助力レベルを超えて

いる

レベルごとに+10

秘密を守る 様々

レプを削る +消費レプ

代償割増 レベルごとに+10

評判レベル

評判スコア 評判レベル

0-19 レベル１

20-39 レベル２

40-59 レベル３

60-79 レベル４

80-99 レベル５



たものです。

　人脈テストには、助力のレベル（後述）や秘密を守る（後

述）など、人脈修正表に上げられた要素やゲームマス

ターが決めた修正が適用されます。

　人脈テストは作業行動です（助力を頼んだり情報を追い

かけたりするのには時間がかかるのです）。予定時間はｐ

289の助力表の通り、助力のレベル次第です。

助力レベルと修正
　レプスコアは、その評判社会での立場を反映する五つ

のレベルに分かれます。レプ 20点ごとに１レベルになりま

す。内訳については評判レベル表を参照してください。

　同様に、助力も瑣末から重大まで五つのレベルに分か

れます（具体例はｐ 289の『助力』を参照）。あるソーシャ

ル・ネットワークで期待できる助力の標準的なレベルは、

そのネットワークでのレプのレベルに応じています。自分

のレベルよりも高い助力が欲しければ、それを求めること

は可能ですが、人脈テストに不利な修正が課されます。

弱い立場の人間が他人に協力してもらうのは難しいから

です。同様に、自分のレベルよりも低い助力が欲しけれ

ば、名声のおかげで必要とする些細なものを手に入れる

のが簡単になるので、人脈テストに有利な修正が得られ

ます。レプスコアのレベルとの差１レベルにつき、+10なり

-10なりの適切な修正が適用されます。

助力への支払いや交換条件
　助力がタダとは限りません。何が望みかにもよりますが、

支払いの必要があるかもしれません。

　中心部や木星フンタの資本主義移行経済では、望みの

物品やサービスをクレジットで購入しなければならないか

もしれません。情報の場合でも、然るべき人物への賄賂

があるかもしれません。一度支払ったクレジットは、稼がな

いと失われたままです。

　辺境部の無政府主義的な評判経済では、必要なものは

無料で得られます。この場合、物品やサービスは評判の

力で手に入れたことになります。

評判の限界
　たとえ贈与経済でも、評判には限度があります。助力を

頻繁に求めすぎるとクレクレ厨や寄生虫になってしまうの

です。ルール上、この現象は更新期間、つまり押しつけ

がましく見えることなくそのレベルの助力を再び要求でき

るようになるために待機しなければならない期間によって

扱われます。更新期間は『助力表』に記載されています。

　更新期間が過ぎる前に別の助力を求めなければならな

くなったら、二つの選択があります。高いレベルの助力は

更新も遅くなるのを覚悟で、本来よりも高いレベルの助力

を消費することが可能です。代わりに、評判を削る（後述）

こともできます。

評判を削る
　時には、誰かの触手を踏み付けないでいることよりも必

要なものを手に入れることの方が有用なことがあります。

背に腹は代えられない状況では、目的を達成するために

レプスコアの一部を削る、つまり助力と引き換えにレプを

支払うことができます。みんなの好意に甘えて甘えて甘え

まくるわけです。一応、必要なものは得られるかもしれま

せんが、欲しがり屋扱いされるせいでオンラインの評判に

傷が付くのです。

　レプスコアを削る目的は二つあります。一つ目は、人脈

テストへの有利な修正です。これは、求める助力を得るた

めに色々画策したり貸しを取り立てたりするのを示してい

ｐ 25

例

　ジャキはスカムの荷船にいて武器を急いで手に入

れる必要がある。欲しい武器は決まっているのだが、

かなり値が張る（高価）。＠レプと人脈：自治主義派

50を使って

船のスカムと話をし、そうした武器を貸したり売ったり

してくれる人がいないかどうか探すのが一番の手だ

と決断した。高価な品物の入手はレベル４の助力

（『物品の入手や処分』を参照）だ。ジャキの＠レプ

は 53なので、レベル３でしかない。この助力は彼女

のレプレベルよりも１レベル高いので、人脈テストに-

10修正が課される。武器の供給者を見つけるのに

40以下（50-10）を振らなければならない。

　武器を手に入れたところで、ジャキはもう一つの助

力を必要としている。見つかりたくない誰かさんを見

つけなければならないのだ。相手はスカムなので、

またしてもスカムの助けを借りることにした。ゲーム

マスターはこれもレベル４の助力（『サービスの入

手』を参照）だと決定した。今度も、人脈：自治主義

派 50とレベル３レプなので 40以下を振らなければ

ならない。彼女は 21を振って、必要な情報の持ち

主を見つけた。

　ここでジャキには選択の余地がある。情報を手に

入れるために、相手にクレジット（高価）を支払うか

別のレベル４助力を費やす必要があるのだ。彼女

は金欠なので、今度もレプを使うことにした。しかし

レベル４助力は月に一度しか回復しないし、それを

ほんの数時間前に使ってしまった。高レベルの助

力を費やすしかないので、彼女は必要な情報を得

るのにレベル５助力を費やした。

例

　ジャキは 39を振り、成功した！　スカムのソーシャ

ル・ネットワークの公開メモに掲示を残した（何と

いってもスカムの船なので、この件の合法性や隠蔽

は考えていない）後、評判のいい武器屋に誘導され

た。スカムの武器商人は、普段は自分のブツを売っ

てクレジットを得ているが、ジャキもスカムなので、彼

女は武器をタダで手に入れるためにスカム社会で

の立場を活用することができる。ただし、これで厄介

な助力を消費した。

例



ます。この手段は自分のレプよりも高レベルな助力を得よ

うとするときには実に有用ですが、濫用しすぎると社会的

立場があっという間に崩壊してしまいます。削ったレプが、

+30を上限として人脈テストの有利な修正になります。

　レプを削る二つ目の選択は、更新前に助力を求めると

いうものです。つまり、短期間に多くを求めすぎるというわ

けです。この場合に削らなければならないレプの量は、

『助力表』に記載されているように、助力のレベル次第で

す。

秘密を守る
　助力目当てでソーシャル・ネットワークを使う際の問題は、

自分が何を目論んでいるのかを多くの他人に知られるこ

とになるということです。秘密作戦に関わっているときには、

そんな事態だけは勘弁してほしいということもあるでしょう。

これを軽減するには信頼できる友人にだけ相談し、秘密

を守るよう頼むしかありませんが、そうすると利用できる人

材層も軽減されてしまいます。

　ルール上は、行動の秘密を守ろうとすることはできます

が、そうすると必要なものを手に入れるのが難しくなります。

キャラクターの人脈テストに不利な修正を適用すると、

キャラクターの行動を探るための人脈テストにも同じだけ

の不利な修正が適用されます。

助力
　独創的なプレイヤーがソーシャル・ネットワークの様々な

使い道を編み出すのは間違いないでしょうが、比較的一

般的なもののいくつかをここで詳しく述べることにします。

　ソーシャル・ネットワークを使う際にロールプレイのやり

取りと人脈テストをどれだけ含めるかについては、ゲーム

マスターの裁量です。普通の品物や簡単な情報につい

ての質問や小さな助力には、ダイス振りもロールプレイも

必要ないでしょう。大きな要望やコンタクトとのやり取りや

任務へのアシストなら、基本的にはダイス振りやソーシャ

ル・ネットワークに属するコンタクトとのロールプレイがあっ

てしかるべきです。ゲームマスターは各キャラクターの

ソーシャル・ネットワークのＮＰＣコンタクトの記録を取って

おいて使い回せるキャラクターにしたいと思うでしょう。

物品の入手や処分
　ソーシャル・ネットワークは、合法的な購入も自作もでき

ない品物を見つけるのに適した手段です。物品の供給者

によって、クレジットや適切なレプスコアを消費する必要

があります。こうした助力はこの手の品物を売ったりあげ

たりし、それによって金や場合によってはレプを得るのに

も使えます。

ｐ 26

例

　ジャキは武器を手に入れて目標の所在を突き止め

たが、必要なのがもう一つある。ハッカーだ。隠れ家

にいる目標を捕まえるには、ドアを開けたり警備シス

テムを突破したりできる人間が要る。スカムの荷船に

いるのだから、今度もスカムのコンタクトを頼るのが

一番だとジャキは考えた。ゲームマスターはこれもレ

ベル４助力になると決定した。今度も 40に対してサ

イコロを振って、出目は 13だった。ツキは落ちてい

ない。

　ハッカーは見つかったが、ここでそのサービスに対

する報酬を決める必要がある。今度も、クレジットを

使わずに＠レプを使うことにした。だが、助力はレベ

ル４もレベル５もすでに使っているため、評判を削る

しかない。レベル４の助力なら 10レプが削れる。

ジャキは＠レプを消費し、53から 43にした。彼女は

わずかな間に大きな助力を何度も頼み、そのせいで

友人や知人が彼女の社会的地位を下げることで不

快感を示したのだ。

　今までの例の一つ、ジャキが誰かさんの隠れ家の

場所を探そうとした時点まで戻る。追いかけている

相手がスカムで、場所もスカムの船で、ジャキが探

すのに人脈：自治主義派技能を使っているため、も

し彼女が誰かれ構わず聞いて回り始めたらそのこと

が相手に伝わるかもしれない。だが、彼女は自分が

追っているということを知られたくないので、もっと静

かに調べることにした。自分の人脈テストに-20修

正を適用し、目標値を 40から 20に下げる。前述の

ように、彼女の出目は 21で、失敗だった。ただし、

出目を入れ替えるために勇気点を消費して 12の成

功にする。

　ジャキは調査を静かに行ったことを示す-20修正

を受け入れたので、目標が、誰かが自分の隠れ家

について探っているという話を聞きつけるかどうかの

人脈テストを行うときには-20修正が課される。

例

助力

助力レベル 予定時間 消費レプ 更新期間

１（瑣末） １分 0 １時間

２（軽微） ３０分 1 １日

３（適度） １時間 5 １週間

４（厄介） １日 10 １ヶ月

５（重大） ３日 20 ３ヶ月



サービスの入手
　必要とする技能や教育がないか、単に人手が足らなけ

れば、ソーシャル・ネットワークで助っ人を呼ぶことができ

ます。特定の技能の持ち主を探しているのであれば、人

脈テストに成功したときの出目が、見つけた人物の技能

レーティングになります。人脈技能が高ければそれだけ、

熟練したプロフェッショナルを見つけることが可能になる

のです。

情報の入手
　情報がオンラインで見つからなかったり探す時間や能

力がないなら、ソーシャル・ネットワークに頼って参加者が

蓄積した知識を拝借するするという手があります。

評判と身分証明
　評判は身分証明と密接に結びついているということを忘

れないでください。潜伏中で偽ＩＤを使っているなら、正体

をばらさずに自分のレプスコアを使うわけにはいかないの

です。ですから、偽の身分を使う人の多くは別の自分の

ために別個のレプのセットを築き上げるようになっていま

す。

　なお、ソーシャル・ネットワークでのやり取りの多くはオン

ラインで行われているため、慎重にやるのであれば他人

のふりをしながら本当の身分をこっそり使うのは可能です。

もしそこで誰かがメッシュでその活動をスパイしていたら、

正体がばれる可能性があります。

ｐ 27

物品の入手や処分

レベル サービス

1 低額な物品の物品の入手や処分

２ 安価な物品の物品の入手や処分

３ 手頃な物品の物品の入手や処分

４ 高価な物品の物品の入手や処分

５ 巨額な物品の物品の入手や処分

例

　コールは異星生物の識別を助けてくれる天体生物

学者を探さなければならない。人脈：科学者50でサ

イコロを振り、出目は 43で成功だった。自分を助け

てくれる学術：天体生物学 43の持ち主を探し出せ

たのだ。この天体生物学者が問題の生物を調べた

とき、ゲームマスターがこのＮＰＣのために技能 43を

使って判定を行う。

サービスの入手

レベル サービス

1

瑣末な助力：15分かかるサービス。椅子を動かす。

誰かを脅させる。車などに同乗させてもらう。誰かに

ついてオンラインで調べる。50クレジットの借金。そ

の他の低額なサービス。

２

軽微な助力：１時間かかるサービス。小部屋への移

動。誰かを痛めつける。機体を貸してもらう。アリバ

イを提供してもらう。治療タンクのレンタル。ハッキン

グへの小さな協力。法律家や警察の基本的な協力。

250クレジットの借金。その他の安価なサービス。

３

適度な助力：１日かかるサービス。隣のハビタットへ

の移動。誰かに重傷を負わせる。監視役。短距離

のエゴ投射。短距離のシャトル旅行（50,000キロ未

満）。小規模な心理手術。アップロード。人生最高

のレストランの予約。大がかりな法定代理や警察の

手助け。1,000クレジットの借金。その他の手頃な

サービス。

４

厄介な助力：一カ月かかるサービス。死体の移動。

殺人。逃走用シャトルのパイロット。産業破壊工作。

大型貨物船による大量輸送契約。中距離のエゴ投

射。中距離のシャトル旅行（50,000～150,000キロ）。

中規模な心理手術。再着用。刑務所からの釈放。

5,000クレジットの借金。その他の高価なサービス。

5

困難な助力：一年かかるサービス。バラバラ死体の

移動。大量殺人。大規模な横領。テロ行為。中規模

アステロイドの移動。長距離のエゴ投射。長距離の

シャトル旅行（150,000キロ以上）。20,000クレジット

の借金。その他の巨額なサービス。

情報の入手

レベル サービス

1
一般的な情報：食事のできる場所。あるハイパー

コーポの取扱業務が何か。責任者は誰か。

２

公開情報：グレーマーケットのコネ。どこが「治安の

悪い地域」か。公開データベースの目立たない情

報。 現地の犯罪組織は何か。ハイパーコーポの公

開ニュース。

３

非公開情報：ブラックマーケットのコネ。ハイパー

コーポの非公式施設の場所。誰が警官か。誰が犯

罪組織の一員か。対象人物の溜まり場。ハイパー

コーポの内部ニュース。誰が誰と手を組んでいるか。

４
秘密情報：特殊なブラックマーケットのコネ。企業の

秘密施設の場所。対象人物の隠れ家。ハイパー

コーポの秘密プロジェクト。誰が誰を騙しているか。

５
最高機密：最高機密裏予算研究所の場所。ハイ

パーコーポの違法プロジェクト。スキャンダルのネタ

になるデータ。脅迫のネタ。



セキュリティ
　ファイアウォールのセンティネルにとって、入るべきでは

ない場所に入って他人の望みに逆らってブツを持ち出す

のは、日常茶飯事です。＜大崩壊＞後のセキュリティは、

２１世紀のセキュリティとは別物です。有り余る豊かさのお

かげで、一般市民にとっては錠前や扉や壁といった物理

的なセキュリティ手段は昔ほど重要ではなくなりました。殆

どの品物はナノ合成機でまた作れるので、盗難の心配は

昔ほどではありません。この種のセキュリティが手配される

ことの多い品物といえば、地球の遺産みたいな代わりの

ない品物や希少な品物です。

　＜大崩壊＞後の物理セキュリティは監視（人間やロボッ

トの防衛者が阻止できるよう侵入者を識別追跡する）を重

視しています。監視データを処理するために人間に近い

パターン認識能力を持つＡＩや奉公インフォモーフを配備

できるので、＜大崩壊＞後の社会では監視はより効率的

になっています。

　監視を重視するのは、強力な携帯兵器や秘密作戦ツー

ルみたいな装置を使えば殆どの素材による障壁は容易く

突破できるからです。ですが、保安施設の要所では自己

治癒したり破壊用の道具を攻撃したりすることで侵入者に

対して能動的に抵抗する物理障壁も使われています。こ

うした障壁は極めて高価なのが普通なので、滅多に使わ

れません。

　殆どのセキュリティ・システムでは人類や動物や情報生

命体の防衛者が要です。施設を警備するインフォモーフ

労働者が大量に手に入るということは、監視システムの一

部としてであれロボットの殻に入っている状態であれ、誰

かが常に任務中だということなのです。

アクセス制御
　どんなセキュリティ・システムでも、入れたくない相手は

単に入れない策を講じるのが最初の段階です。初歩的な

ものでは壁や錠やフェンスや防御に有利な地形やセキュ

リティ照明や内視警告が使われています。

　様々な障壁は、通過するために切り裂いたり吹きとばし

たりしなければならない障害となります。攻撃とダメージに

関しては、障壁は他の物体と同様に扱います。ｐ 202の

『物体と構造物』を参照してください。

バグ・ザッパー
　バグ・ザッパーは、殆どの電子機器やインプラントには

無害だけどナノボット・スウォームやマイクロバグやスペッ

クを故障させる瞬間的なＥＭＰパルスを発生させます。バ

グ・ザッパーは面に対して使われるのが普通なので、その

場合は浮遊や飛行型のスウォームやスペックは面に接し

ていなければ破壊されません。しっかり防護された電子

機器のある区域では、部屋全体の目標を破壊するように

設置されていることもあります。ザッパーが起動したら部

屋の中にある匍匐型や飛行型のスウォームやスペックは

全て、ただちに破壊されますが、人間の肉体によって医

療機などの埋め込まれたナノボットは破壊されません。

ザッパーで守られた区域のデータを集めようとする潜入

者は、それを迂回するかより大型の機器の設置を目論む

のが普通です。
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電子錠
　電子錠（Ｅロック）はプライバシーを維持する手段として

広く使われています。ですが、破るのは簡単なので、本当

の厳戒区域で使われることはまずありません。Ｅロックに

は昔ながらの機械式の錠前に勝る点がいくつもあります。

様々なユーザーが様々な認証手段を使えますし、全ての

出来事（入場、退場、認証失敗）を記録できますし、遠隔

制御や警報発動のためにセキュリティ・システムと接続

（有線なのが普通ですが暗号無線の場合もあります）する

こともできるのです。

　Ｅロックではいくつかの認証システムのどれか、時には

その組み合わせを用います。

　生体認証：ユーザーの生体紋をスキャンします。ＤＮＡ

や顔面サーモグラフィーや指紋や歩き方や手の静脈や

瞳の虹彩やキーストロークや体臭や掌紋や網膜や声紋

などが、よく使われています。

　キーパッド：ユーザーが特定のコードを入力する英数字

のキーパッドです。ユーザーごとに別々のコードを使用で

きます。

　トークン：正当なユーザーは、キーカードや電子キーと

いった鍵を開けさせる何らかの物理的な品物を用意しな

ければなりません。

　無線コード：ユーザーは近距離無線信号によって暗号

コードを発信しなければなりません。

　こうしたシステムのどれにも、対抗するためのテクノロ

ジーは色々ありますが、ほぼ全てのＥロックに通用する手

段が三つあります。一つ目は秘密作戦ツールの使用で、

これのナノボット・スウォームがロックに浸透して電子機構

に干渉します。秘密作戦ツールの使用の欠点は、それが

ただちにＥロックに記録されて警報が発動するということ

です。秘密作戦ツールに対抗するためにガーディアン・

ナノスウォームを備えているＥロックもありますが、ガーディ

アンに食われるよりも前に秘密作戦ツールのナノボットが

鍵を開けてしまうのが普通です。

　二つ目の手段は、Ｅロックへのハッキングです。殆どのＥ

ロックはセキュリティ・システムに従属しているので、大抵

はセキュリティ・システムに侵入して内部から鍵を開けるこ

とになります。これは難しいかもしれませんし、セキュリ

ティ・システムが無線で繋がっていなかったり有線だった

りするとなおさらです。その代わり、うまくやれば、鍵が開

いたという証拠の全てを消去できます。

　三つ目の手段は、ロックを物理的にこじ開けていじると

いうものです。そのためにはまずロックのケースを外し、そ

れからロックの機構にドアを開けさせなければなりません。

どちらもハードウェア：電子機器の作業行動で予定時間

はそれぞれ１分です。更に、殆どのＥロックには対干渉回

路が付いているので、ケースを外すときに鍵開け側が大

成功しなければ警報が発動します。

ロックボット
　２１世紀には、機械式の錠前はＥロックを始めとする電

子中心の施錠機構にとって代わられました、こうした機器

は約５０年はうまく機能していましたが、電子的潜入能力

によってあまり役に立たなくなりました。より新しく開発され

たロックボットは、電子式のものよりもむしろ機械式の先祖

に似たところがあります。それぞれがユニークで高価な職

人の工芸品なのです。

　典型的なロックボットには、それを設置している扉や障

壁にがっちりと組み込まれています。ロックボットにはＡＩ

か奉公インフォモーフ、自己治癒素材（自己治癒障壁とし

て扱います）やガーディアン・ナノスウォームの群れが設

置されています。ロックボットは周囲を監視し、ユーザーと

その鍵がどんなものかを認識する視覚認識ソフト（知覚技

能 40）を備えています。ロックボットは、見るからに正しく

ない鍵や正当でないユーザーによる鍵に対しては鍵穴を

閉ざして拒絶するので、ピッキングは至難の業です。鍵穴

に入り込もうとした不審なナノボットは、ガーディアンに目

を付けられて破壊されます。その上、扉やロックを傷つけ

ようとする外部の道具は、扉の表面やロック自体から突き

出たフラクタル状の付属器官で攻撃されます。有効距離

は１メートルで技能 40で攻撃し、1d10+2のＤＶを与えま

す。

　セキュリティ上の理由でメッシュに接続していないので、

ロックボットにハッキングは基本的に無効です。ですが、

ロックボットは攻撃されたらメッシュ経由で警報信号を送る

ようにプログラムされています。

　ロックボットを破る手段はいくつかあります。合鍵を手に

入れるか、画像を手に入れてから合鍵を偽造する（ナノ合

成によって）というのが一つです。ロックボットやそれを備

えた扉を、ロックボットの修復能力を超える力で攻撃する

（ロックボットの１メートル以内だと反撃されるかもしれない

ので、射撃武器を使うのが普通です）という手もあります。

三つ目は、何らかの手段によって撮影装置を破壊されず

にロックボットの鍵穴の中を撮影し、それで鍵を偽造する

という手です。どれも困難で時間がかかります。

　守っているものを破壊することができるロックボットもあり

ます。例えば、ロックボットは有線ネットワークへの物理イ

ンターフェースの防御手段としてよく使われています。

ロックボットが干渉を受けたら、最期の手段として、自分が

守っているインターフェースを破壊することができるので

す。

通過拒否システム
　このシステムは廊下や戸口に設置されていて、要は

レーザー・トラップ機器です。正当でないユーザーが通過

拒否システムの区域に入ると、レーザーで流体プラズマ

による柵を形成し、これが目標に強力な電流を流します。

このシステムは致死性にも非致死性にも設定可能です。

非致死性：1d10DV＋電撃

致死性：2d10+5DV

自己治癒障壁
　セキュリティの厳重な施設では、高速自己修復能力を

持つ壁やドアが設置されていることがあります。こうした障

壁は自動的に膨らんで小さな穴を「治療する」素材ででき

ていて、もっと大きな損傷もゆっくりと修理するナノシステ
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ムを備えています。最高のものであっても本気の攻撃者

が相手では足止めにしかなりませんが、監視システムと組

み合わせれば侵入者には厄介で、現場からの逃走を遅

らせることができます。

　自己治癒障壁は一撃で５点未満だったダメージをただ

ちに治療し、１行動ターンで穴を塞ぎます。また、秘密作

戦ツールによる穴も同じ速度で塞ぎます。更に、２時間当

たり 1d10の速度でもっと大きなダメージも修復し、ダメー

ジの修理が終わったら１日当たり１個の負傷を修復します。

負傷３個分以上のダメージは自己治癒では修復されませ

ん。

易滑壁
　天体上では、今でも高い壁やフェンスが侵入者に対す

る第一防衛線として広く使われています。易滑壁はスリッ

プ剤で覆われているので、摩擦がほとんどないので登る

のが極めて難しくなっています。

無線阻害
　無線阻害は無線信号を遮断するただの塗装や建築素

材です。信号が区域の外に漏れて傍受される心配なしに

無線ネットワークを自由に使える孤立区域を作るために

使われています。無線疎外のお陰で、取り回しの悪い有

線接続に頼らなくても保安区域で便利な無線リンクを使う

ことができるのです。ですが、侵入者が区域の内部に入り

込んでしまえば、通常通り無線機器を傍受したりハッキン

グしたりできます。

探知と監視
　セキュリティ手段が侵入者の阻止に失敗したら、次の段

階はその探知と活動の追跡です。

ナノタギング
　＜大崩壊＞後のセキュリティ・センターの多くは、私的

空間への立ち入り阻止は重視せず、代わりに出入りを追

跡しています。人類に残されたプライバシーは少ないけ

れど、大事にされています。多くの場所では不法侵入は

窃盗よりも重罪となっています。

　タガント・ナノスウォームで守られている部屋には大抵二

つ以上の巣があり、それぞれが床と天井（重力下の場合

です。微重力では部屋の反対側）に設置されていてナノ

ボットの生成とリサイクルを行っています。タガントは一つ

の巣から出現して部屋を浮遊し、反対側の巣に戻って充

填再利用されるのです。資材や電力を共用できるように

供給ラインが接続されているのが普通です。

　部屋の通過者にはタガント・ナノボットが潜り込みます。

巣の仲間と離れたタガントは、身を隠して位置を追跡者

や調査者に知らせるためのパルス発信を定期的に行い

ます。侵入者のブレッドクラム痕跡を形成するよう、集まっ

て離れ落ちるものもあります。

センサー

『装備』の章で説明されている様々なセンサーは皆、施設

内の通行者（正当であろうとなかろうと）の監視と記録のた

めに設置することができます。こうしたセンサーは施設の

セキュリティ・ネットワークに従属していてセキュリティＡＩが

しっかり監視しているのが普通なので、ハッキングや場合

によってはジャミングが通用します。他にも重要なセン

サーをいくつか、ここで紹介します。

　化学探知機：で紹介されている化学探知機は、人間の

呼吸で吐き出される二酸化炭素を探知するよう設定する

ことも可能です。これは放棄されたり閉鎖されたりしている

区域に侵入しているバイオモーフを探知するのに便利で

す。

　電気センサー：電気センサーを戸口に仕掛けてはシン

セモーフの電気場だけでなくバイオモーフの電磁場も探

知するよう設定することが可能です。

　心拍センサー：この敏感なセンサーは人体の心臓の鼓

動による振動を探知します。大型機体の乗客の心拍でも

探知可能です。

　振動センサー：床に組み込まれた振動センサーは、重

量や移動による圧力や振動を感知します。

武器走査機
　武器走査機には、核兵器のような極めて危険な武器に

使われる希少要素を探すものや個人武器を探すもの、そ

れに探知用タガントを探すものなど、様々なものがありま

す。

　希少要素走査機はほぼ完璧で、ハビタットの税関や宇

宙港には必ずあります。これを回避するには防衛されて

いる区域に入る別のルートを見つけるしかありません。

　個人武器走査機は、小さな部屋や出入り口といった特

定の区域を監視することができます。化学探知機やレー

ダー／テラヘルツ／赤外線／Ｘ線超音波透視など、武器

を始めとする危険な物体を識別するための様々なセン

サー・システムを使用しています。以下の物品や物質を

探知することができます。

・力学武器やシーカーやフレシェット武器に使われる金属

・金属製のナノボットを内蔵している機器（秘密作戦ツー

ルやナノケーブル生成機）

・プラズマ・ガンやレールガンの磁力要素

・ファイアアームの弾やシーカーの火薬（隠蔽に-30修

正）

・トーチ（噴射武器の）に使用される化学燃料（隠蔽に-30

修正）

・化学微粒子を放つため、爆薬とグレネードの全て（隠蔽

に-30修正）

・フレシェット武器の毒や病原体

・手のひらサイズより大きな武器や機器（音波認識や形状

認識により）

　個人武器走査機で武器を見つけられたくないなら、手

技テスト（隠し持つ場合）か潜入テスト（何らかの形で気付

かれずに迂回する場合）が必要です。これはセンサー・シ
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ステムを扱うキャラクターやＡＩの知覚テストとの対抗テスト

になります。

無線走査
　セキュリティの厳重な区域には、侵入者の通話発信を

探知する手段として区域内で発信される無線信号を意図

的に監視するものもあります。こうした信号は三角測量な

どの手段によって侵入者の位置を特定するのに用いるこ

とすら可能です（『物理的追跡』を参照）。無線探知システ

ムを回避するために、秘密工作員は通信用の有視界

レーザー・リンクや接触型のスキンリンクを使うことができ

ます。

能動対抗措置
　他の手が失敗しても、侵入者に能動対抗措置を執るこ

とができます。生身の警備員が使われることもありますが、

ロボット番兵の方が一般的で、シンセやスリセロイドやアラ

クノイドやリーパーといったシンセモーフをＡＩが操作して

ガーディアン・エンジェルが上空から支援するのが普通で

す。時には、ＡＩ操作型の銃座（壁や天井から展開される

装甲砲塔）も用いられます。こうしたシェルが生身のセ

キュリティによって遠隔操作されたり、場合によってはジャ

ミングされたりすることもあります。

　他にどのような対抗措置が追加されるかは、施設次第

です。侵入者が通信できないように通信妨害を行うものも

あるでしょう。有害なナノスウォームや、場合によっては化

学兵器すら投入するものもあります。
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