
アクションと戦闘

・行動ターンとイニシアティブ
　戦闘時には、ゲームは行動ターンという時間単位で進行します。行動ターンではイニシアティブが最も高いキャラク

ターが最初に行動します。

・行動
　行動ターンでは、４種類の行動が行えます。

自動行動：労力は必要なく、「常にオン」です。

高速行動：最低限の労力で行える素早く単純な行動です。行動ターンごとに少なくとも１回は行えますし、高

速行動に専念するならば３回以上行えます。

複雑行動：集中力を独占する行動です。行動フェイズごとに１回の複雑行動を行えます。

作業行動：２ターンであろうと２年であろうと、１行動ターンでは完了しない長時間の活動です！

・戦闘の例示とサマリー
　戦闘ルールの記述と、そのすぐ後に続くプレイ例と戦闘サマリーです。

・治療と修理
　いずれ怪我をします。生身のモーフは治療できますし機会のモーフは修理できます。

精神的健康：エゴが受けるトラウマは厄介です。モーフを新品と交換するみたいにはいかないのです。

・過酷な環境
　太陽系にはどんなに準備が整った探検家にも厳しい自然の危険が満ち溢れています。

ｐ 1



原書クレジット（長文ながらすべて収録）

Original Concept and Design: Rob Boyle, Brian Cross

Writing and Design: Lars Blumenstein, Rob Boyle,

Brian Cross, Jack Graham, John Snead

Additional Writing: Bruce Baugh, Randall N. Bills,

Davidson Cole, To bias Wolter

Editing: Rob Boyle, Jason Hardy, Michelle Lyons

Development: Rob Boyle

Line Developer: Rob Boyle

Art Direction: Randall N. Bills, Rob Boyle, Brent

Evans, Mike Vaillancourt

Cover Art: Stephan Martiniere

Interior Art: Justin Albers, Rich Anderson, Adam Bain,

Davi Blight, Leanne Buckley, Robin Chyo,

Daniel Clarke, Paul Davies, Nathan Geppert,

Zachary Graves, Tariq Hassan, Thomas Jung,

Sergey Kondratovich, Sean McMurchy, Dug Nation,

Ben Newman, Justin Oaksford, Efrem Palacios,

Sacha-Mikhail Roberts, Silver Saaramael, Daniel

Stultz, Viktor Titov, Alexandre Tuis, Bruno Werneck,

and Dr. CM Wong (Opus Artz Studio)

Graphic Design and Layout: Adam Jury,

Mike Vaillancourt

Faction Logos: Michaela Eaves, Jack Graham,

Hal Mangold, Adam Jury

Indexing: Rita Tatum

Additional Advice and Input: Robert Derie, Adam

Jury, Sally Kats, Christian Lonsing, Aaron Pavao,

Andrew Peregrine, Kelly Ramsey, Malcolm Shepard,

Marc Szodruch

Science Advice: Brian Graham,

Matthew Hare, Ben Hyink, Mike Miller

Playtesting and Proofreading: Chris Adkins, Sean Beeb

Laura Bienz, Echo Boyle, Berianne Bramman,

Chuck Burhanna, C. Byrne, Nathaniel Dean,

Joe Firrantello, Nik Gianozakos, Sven Gorny,

Björn Gramatke, Aaron Grossman, Neil Hamre,

Matthew Hare, Kristen Hartmann, Ken Horner,

Dominique Immora, Stephen Jarjoura, Lorien Jasny,

Jan-Hendrik Kalusche, Austin Karpola, Robert

Kyle, Tony Lee, Heather Lozier, Jürgen Mayer,

Darlene Morgan, Trey Palmer, Matt Phillips,

Aaron Pollyea, Melissa Rapp, Jan Rüther,

Björn Schmidt, Michael Schulz, Brandie Tarvin,

Kevin Tyska, Liam Ward, Charles Wilson,

Kevin Wortman、そして Gen Con 2008 でのゲームに参加

してくださったり私たちのオンライン・フォーラムにエラッタ

を提供してくれたりした方全員

Musical Inspiration: Geomatic (Blue Beam),

Memmaker (How to Enlist in a Robot Uprising),

Monstrum Sepsis (Movement)

献辞：まず、時間や労力やアイデアや資金の提供者から

完成品を手にし、読み、遊ぶ人全員まで、『Eclipse Phase』

を実現させた人々に。このゲームはあなたたちによるあな

たたちのためのものです。次に、私の人生における大切な

人であり、本書の執筆とそのテーマである死の克服の過程

で亡くなった、祖母とアンドレアへ。こうした悲劇的な喪失

が避けられる日が、いつか訪れると願っています。第三に、

このプロジェクトの楽しい仲間である息子のエコーへ。そし

て最後に夢想家たち、特に、今ここから素晴らしい未来を

もたらそうとしている、無政府主義者とトランスヒューマニス

トへ、本書を捧げます。　Rob Boyle

Third Printing (first corrected printing),

 by Posthuman Studios

contact us at info@posthumanstudios.com

or via http://eclipsephase.com

or search your favorite social network for:

“Eclipse Phase” or “Posthuman Studios”

Posthuman Studios is: Rob Boyle, Brian Cross,

 Adam Jury

Creative Commons License; Some Rights Reserved.

This work is licensed under the Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported 

License.

To view a copy of this license, visit:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

or send a letter to: Creative Commons, 171 Second 

Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

(What this means is that you are free to copy, share, and 

remix the text and artwork within this book under the 

following conditions: 1) you do so only for

noncommercial purposes; 2) you attribute Posthuman 

Studios; 3) you license any

derivatives under the same license. For specific details, 

appropriate credits, and updates/changes to this license, 

please see: http://eclipsephase.com/cclicense)

翻訳クレジット

翻訳：Janus（janus@saturn.wak2.jp）

Ver 1.41（the fourth printing対応）

　これは Posthuman Studios の著作物『Eclipse Phase Core 

Rulebook』の一章『Action and Combat』の翻訳です。

またクリエィティブ・コモンズ表示-非営利-継承 2.1日本ラ

イセンスの対象です。使用許諾条件については

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/

を参照してください。

ｐ 2

http://eclipsephase.com/cclicense


　ロールプレイングゲームはドラマと冒険を産み出すもの

で、ドラマと冒険と言えば大抵はアクションや戦闘です。

アクション・シーンや戦闘シーンというのは、アドレナリン

が激しく滾ってキャラクターの生死と任務の成否がかかる

瞬間なのです。

　戦闘やアクションのシナリオの運営はややこしいことが

ありますし、ゲームマスターが数多くのＮＰＣの行動も管理

しなければならない状況ではなおさらです。ですから、誰

もがイメージできるやり方（マップとミニチュアなりソフトウェ

アなりホワイトボードなり簡単なスケッチなり）で行動を詳し

く説明するというのが、ゲームマスターにとって重要なこと

です。アクションと戦闘を扱うルールの多くは抽象的でス

トーリーに相応しい解釈や結果を産み出す余地がありま

すが、戦術的な要素も数多く組み込まれているので、些

細な細部であっても大きな違いをもたらすかもしれません。

多忙な状況の最中にゲームマスターの負担を減らすよう、

ＮＰＣの能力を事前に決めておいて可能であれば集団と

して扱うのも有用です。

行動ターン
『エクリプス・フェイズ』のアクション・シーンは行動ターンと

いう単位で管理されていて、１行動ターンはおよそ３秒で

す。ここで「およそ」と言ったのは、行動を解決するために

使われる整理された段階的なシステムが、しばしば躊躇

や状況を把握するための行動中断や休憩を伴う現実世

界をリアルに反映しているとは限らないからです。『エクリ

プス・フェイズ』の５行動ターン（１５秒）で決着がついた戦

闘は、現実世界では３０秒から数分かかっていたかもしれ

ません。逆に、呼吸環境が１５秒で真空へと減圧されてい

き、それこそ１秒１秒が重要だという状況もあるでしょう。

ゲームマスターは１ターン３秒というルールを順守すると

思いますが、必要な状況でタイムスケールの変更を躊躇

わないでください。

　行動ターンは、戦闘などのタイミングや行動の順序が重

要になる状況で利用するものです。誰が何をやっている

のかを細かく管理する必要がなければ、行動ターン進行

をやめて「普段の」自由なゲーム内時間進行に戻って構

いません。

　各行動ターンは、以下で説明するいくつかの段階に分

かれています。

ステップ１：イニシアティブ判定
　各戦闘ターンの開始時に、その場にいるキャラクターは

全員、行動の順序を決めるためにイニシアティブで判定

します。詳しくは「イニシアティブ」を参照してください。

ステップ２：第一行動フェイズの開始
　イニシアティブ判定が終わったら、第一行動フェイズが

始まります。第一行動フェイズでは、意識を失っていたり

死んでいたり無力化されていたりしていなければ、（行動

値は最低でも１なので）全員が行動可能で、イニシアティ

ブ判定の結果が高かったキャラクターから順に行動しま

す。

ステップ３：行動の宣言と解決
　最初に行動するキャラクターは、この第一行動ターンで

行う行動を宣言し、解決します。ある行動の結果が別の

行動に影響することもあるので、最初に全てを宣言する

必要はありません。一個ずつ宣言と解決を行ってよいの

です。

　行動の種類（次のページ）で説明されているように、各

キャラクターは自分の手番でいくつかの高速行動や一つ

の複雑行動を行えます。代わりに、作業行動の開始や続

行を行ったり、他人に合わせるために行動を遅らせる（次

のページ、『待機行動』を参照）こともできます。

　待機していたキャラクターは、別のキャラクターがこのス

テップを踏む際に介入することができます。介入したキャ

ラクターは自分の行動をそこで完了しなければならず、そ

の後で介入されたキャラクターが自分の行動を再開しま

す。

ステップ４：一周して繰り返す
　キャラクターがそのフェイズでの自分の行動を解決した

ら、イニシアティブが次に高いキャラクターの番になり、自

分のステップ３を実行します。

　そのフェイズで全てのキャラクターが行動したら、ステッ

プ２に戻って第二行動フェイズを解決します。行動値が２

以上のキャラクターは、同じイニシアティブ順序（負傷に

よって修正されますが）でステップ３をもう一度実行します。

第二行動フェイズが終わったら、ステップ２に戻って第三

行動フェイズを解決し、行動値３以上のキャラクターが三

回目の行動を行います。そして、第三行動フェイズで行

動可能なキャラクターが全員行動を終えたら、ステップ２

に戻って最後の第四行動フェイズを解決し、行動値４の

キャラクターが最後の行動を行います。

　第四行動フェイズが終わったら、ステップ１に戻って次

の行動ターンのイニシアティブ判定を行います。

イニシアティブ
　行動ターンでのタイミングは極めて重要です。敵が銃を

抜いて撃つ前に遮蔽に隠れる必要のあるキャラクターに

とっては、生死に関わるかもしれないのです。イニシア

ティブ判定によって、あるキャラクターが別のキャラクター

よりも先に行動するのか後に行動するのかが決まります。

イニシアティブの順序
　キャラクターのイニシアティブ状態値は（直観力＋反応

力）÷５です。この値はモーフやインプラントや薬物や超

能力や負傷によって修正されることもあります。

　各行動ターンの始めに、各キャラクターは d10 を振って

出目をイニシアティブ状態値に加算します（これをイニシ

アティブ判定と呼びます）。結果が最も高い者が最初に行

動し、その次は二番目に高い者と、降順に行動します。
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結果が同じなら同時に行動します。

イニシアティブとダメージ
　大きなダメージやストレスを受けたキャラクターは、イニ

シアティブ値が一時的に、負傷やトラウマ１個あたり－１さ

れます（ｐ 207の『負傷』とｐ 209の『トラウマ』を参照）。この

修正は負傷やトラウマが発生した時に直ちに適用される

ので、行動ターンの最中にイニシアティブ値が変動するこ

ともあります。手番の前に負傷やトラウマを受けたキャラク

ターは、それに応じてイニシアティブが低下するので、本

来のイニシアティブの順序ならば先手を取れたはずの誰

かに遅れを取ることも有り得ます。

イニシアティブと勇気
　勇気を一点支払うことで、イニシアティブ判定に関係な

く、ある行動フェイズで最初に行動することができます

（『勇気』を参照）。複数のキャラクターがこの手を選んだら、

勇気を使ったキャラクターの間で通常通り順序を決め、そ

れから勇気を使わなかったキャラクターの順序になります。

行動値
　行動値によって、キャラクターがある行動ターンで何回

行動できるかが決まります。どのキャラクターも行動値の

初期値は１なので、各ターンの第一行動フェイズにしか行

動できません。一部のモーフやインプラントや薬物や超

能力などの要素によって行動値は２や３、あるいは４（上

限）に上昇させることができ、第二以降の行動フェイズで

も行動が可能になります。例えば、行動値２のキャラク

ターは第一と第二の行動フェイズで行動でき、行動値３の

キャラクターは第一から第三の行動フェイズで行動できる

のです。行動値４のキャラクターは全ての行動フェイズで

行動できます。これは、キャラクターの反射神経と神経経

路が強化されているので、強化されていないキャラクター

よりもずっと速く考えて行動することが可能だということを

示しています。

　行動値が低くて行動できない行動フェイズでは、どんな

行動も始められず、じっと我慢するしかありません。それ

でも自分の身を守ることはできますし、自動行動は常に

「オン」です。なお、キャラクターが開始した移動は、たと

え行動できない行動フェイズでも実行中のままです（次の

ページの『移動』を参照）。

待機行動
　行動フェイズで自分の手番になった時、まだ行動する

時ではないと思うかもしれません。他のキャラクターの行

動の結果を待ちたい時もあれば、他人の行動に割り込み

たいと思う時もあるでしょうし、単に何をやるのかがまだ決

まっていなかったりする時もあるでしょう。そうした場合は、

自分の行動を遅らせることができます。

　行動を遅らせている間は、待機状態になります。その行

動フェイズの後になって、行動する（他のキャラクターの

行動に割り込む場合であっても）と宣言できます。その場

合、あなたの行動が処理されるまで他の行動は保留され

ます。あなたの行動が終わってからは、割り込んだ所から

イニシアティブ順の処理が再開されます。

　行動フェイズや、場合によっては行動ターンをまたいで

行動を遅らせても構いませんが、イニシアティブ順で次の

自分の行動になるまで遅らせていたら、遅らせていた行

動は失われます。更に、別の行動フェイズや行動ターン

まで行動を遅らせていた場合、その行動フェイズで行動

できたとしてもそちらは失われてしまいます。

行動
　行動フェイズで自分の手番になった時に取れる選択は、

ここで挙げきれないほど沢山あります。ですが、３秒でや

れることには限りがありますから、一定の制限が課されま

す。最初の段階は、どんな種類の行動を取りたいかの把

握です。『エクリプス・フェイズ』の行動は、必要な時間や

手間に応じて自動行動、高速行動、複雑行動、作業行動

に分類されています。

自動行動
　自動行動に手間はかかりません。これらは「常にオン」

な能力や活動（キャラクターに意識があれば）か、そうでな

ければ反射的なもの（特定の条件に対して反射的に生じ

るもので、注意を割く必要がありません）です。例えば呼

吸は、意識して実行したり考えたりしなくても身体が勝手

に行うので、自動行動です。

抵抗
　ダメージに対する抵抗は、戦闘によるものであれ毒によ
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イニシアティブの単純化

　処理を速めるために、イニシアティブ判定を１シーン

一度だけにします。その戦闘や状況が終わるまで、そ

のイニシアティブは固定です。同様に、負傷によるイニ

シアティブ修正を無視します。

例

　ボブは自分の手番になる前に３個の負傷を受けた

ので、イニシアティブが 13から 10 に低下する。これ

により、イニシアティブが 11のアダムが先に行動す

るようになった。

例

　アダム、ボブとキャミはイニシアティブ判定を行う。

アダムのイニシアティブ状態値は 8 で、ボブは 11、

キャミは 6だ。アダムは３を、ボブは２を、キャミは８の

出目を出した。アダムの合計イニシアティブ値は

11（8+3）、ボブは 13（11+2）、キャミは 14（6+8）だっ

た。一番高かったキャミが最初に行動し、次はボブ、

そしてアダムの順になる。もしキャミとボブの値が同

じだったら、二人は同時に行動することになっただ

ろう。



るものであれ超能力によるものであれ、他者への反応とし

て発生する自動行動の一例です。

基本知覚
　五感は常に働いていて、自分の周囲についてのデータ

を得続けています。基本的知覚は自動行動として扱われ

ますから、脳が気付きたいであろう感覚入力があったら、

ゲームマスターは知覚テストを行わせることができます

（『知覚』を参照）。同様に、たとえ他人の行動中であろうと

も、自分のキャラクターが周囲の何かに気付いたかどうか

を知るための基本知覚テストができるかどうか、ゲームマ

スターに尋ねることができます。

　ですが、基本知覚テストは自動的で無意識の行動で、

意識が他のことに向いているわけですから、集中していな

いことによる-20 修正が課されます。この修正を避けるに

は、能動的に詳細知覚を行うかオラクルというインプラント

を使用しなければなりません。

高速行動
　高速行動は単純で簡単な行動で、多くの場合は他の行

動と並行して行うことができます。これらに必要な思考や

手間は最低限です。それぞれの行動フェイズではいくつ

かの高速行動が可能で、ゲームマスターが許可すればい

くつでも可能です。ある行動フェイズで高速行動しか行わ

ないのであれば、最低三回の高速行動が可能でしょう。

同じ行動フェイズで複雑行動か作業行動も行っているの

であれば、最低一回は可能でしょう。ある行動フェイズで

どこまで可能かは、最終的にはゲームマスターが決めま

す。

　高速行動の例：会話、安全装置の操作、インプラントの

起動、立ち上がり、伏せ、仕草、武器の準備、物品の掴

み、単純な物品の使用

照準
　照準は特殊な高速行動で、一定の精神集中が必要な

ため他の細かい行動とは両立しません。攻撃と同じ行動

フェイズで攻撃前に照準をしたいのであれば、その行動

フェイズで行える高速行動はそれだけになります（『照準』

を参照）。

詳細知覚
　詳細知覚では、情報を得るために五感を積極的に利用

して認識したものを評価するのに、一瞬とはいえ時間を割

きます（『知覚』を参照）。自動行動である基本知覚よりも

若干多くの手間と脳（あるいはコンピュータ）の処理能力

が必要です。詳細知覚は高速行動なので、行動フェイズ

中は自分の手番の時にしか行えませんが、（銃撃戦や扇

動された群衆といった集中の難しい環境にいるのでなけ

れば）集中していないことによる修正は課されません。

複雑行動
　複雑行動には高速行動よりも深い集中力や努力が必要

で、注意のほぼ全てが割かれてしまいます。一行動フェイ

ズでは一回しか複雑行動は行えません。更に、同じ行動

フェイズで複雑行動と作業行動を同時に行うこともできま

せん。

　複雑行動の例：攻撃、射撃、軽業、全力防御、爆弾の

解除、複雑な装置の使用、武器の再装填

作業行動
　作業行動は、一行動ターンでは終わらない活動です。

それぞれの作業行動では、その作業の完了にどれだけ

かかるかの予定時間が示されています。作業時間は２行

動ターンから２年まで様々です。作業行動中に複雑行動

は行えませんが、場合によっては作業を中断してからま

た再開することもできるでしょう。詳しくは『作業行動』を参

照してください。

　作業行動の例：装置の修理、プログラミング、科学的分

析の実行、部屋の探索、壁登り、料理

移動
　『エクリプス・フェイズ』の移動は他の行動と同様に扱わ

れ、行動フェイズごとに変更することができます。歩行と走

行は、どちらも注意力の全てを必要するわけではないの

で、高速行動として扱われます。蛇型モーフの滑り寄りや

蜘蛛型モーフの這い寄りやシンセモーフの浮遊や浮上

や滑空なども同様です。ただし、走行時には激しい運動

によって他の行動に-20 修正が課せられるかもしれませ

ん。また、疾走は全力での走行なので、複雑行動が必要

です（次のページ、『疾走』を参照）。

　ゲームマスターの裁量次第では、他の移動にも複雑行

動が必要になるかもしれません。フェンスの乗り越えや棒

高跳びや高所からの飛び降りや水泳や無重力ハビタット

でのパルクールは皆それなりの手際と細部への注意が必

要ですから、複雑行動として扱われて走行と同じ不利な

修正を他の行動に与えるでしょう。飛行は基本的には高

速行動ですが、難しい動きには複雑行動が必要になりま

す。

移動力
　どのように移動するかだけでなくどれだけ移動するかが

重要な時もあります。人類のほとんどの移動力は同じで、

歩行ならば行動ターンあたり 4 メートル、走行ならば 20 

メートルです。特定の行動フェイズでどれだけ移動できる

かを確定するには、そのターンに存在する行動フェイズ

の数で移動力を割ってください。４行動フェイズが存在す

るターンでは、歩行なら 1 メートル、走行なら 5 メートルに

なります。

　水泳やほふく前進などは、行動ターンあたり 1 メートル

か行動フェイズあたり 0.25 メートルが目安です。移動力を

増やすために疾走することもできます（『疾走』を参照）。

機体やロボットや生物や特殊なモーフには、それぞれ歩

行／走行移動力という形式でターンあたりメートルの移動

力が記載されています。
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　もちろん、こうした移動力は通常の地球重力を前提とし

ています。低重力や微重力や高重力環境で移動するの

であれば話は変わります。『重力』を参照してください。

跳躍
　走り幅跳びでは身体力÷５（端数切り上げ）メートルの距

離を飛び越せます。立ち幅跳びでは身体力÷20（端数切

り上げ）メートルです。高跳びの高度は１メートルです。パ

ルクール・テストに成功すれば成功度10 あたり１メートル

（走り幅跳び）か 0.25 メートル（立ち幅跳びや高跳び）、距

離や高度を伸ばすことができます。

疾走
　ある行動フェイズでの移動距離を伸ばすためにパル

クール技能を使えます。複雑行動を費やしてパルクー

ル・テストを行ってください。成功度10 あたり１メートル（最

大で＋５メートル）、移動距離を伸ばします。

戦闘
　口先では解決できない問題というのはありますし、その

時にはナイフやシュレッダーの出番です。『エクリプス・

フェイズ』の戦闘は、武器が爪であれ拳であれ銃であれ

超能力であれ、攻撃者と防御者の対抗テストという基本

構造に変わりはありません。

戦闘の解決
　攻撃の結果を決めるためには、以下の手順に従います。

ステップ１：攻撃の宣言
　攻撃者は、行動フェイズでの自分の手番で、複雑行動

によって攻撃を仕掛けます。用いられる技能は攻撃の手

段によって異なります。適切な戦闘技能がなければ、適

切な関連適性で代用しなければなりません。

ステップ２：防御の宣言
　攻撃が宣言されたら、防御者はどう反応するかを選びま

す。防御者が不意を打たれている（『不意打ち』を参照）

か何らかの形で無力化されていて自分の身を守れないの

でなければ、防御は常に自動行動とみなされます。

　接近防御：接近攻撃に対して防御するキャラクターは、

回避を扱う乱戦技能を用います（技能がなければ反応力

で代用できます）。代わりに、回避ではなく受けや払いを

扱う接近戦闘技能を使うこともできます。

　射撃防御：射撃攻撃に対しては、乱戦技能の半分（端

数切り捨て）だけしか使えません。

　全力防御：複雑行動で全力防御を選んだキャラクター

は、防御の判定に+30 の修正を得られます。

　超能力：超能力の攻撃を防ぐキャラクターは意志力×２

（『超能力の使用』を参照）を振ります。超能力攻撃に対し

て精神版の全力防御を行うことも可能です。

ステップ３：修正値を適用する
　攻撃者と防御者の技能に適切な修正値を適用します。

一般的な状況修正値については戦闘修正値表（ｐ 193）

を参照してください。

ステップ４：対抗テストを行う
　両者は d100 を振ってその出目を修正後の技能目標値

と比較します。

ステップ５：結果を決める
　攻撃者が失敗したら、攻撃は完全に外れます。攻撃者

が成功して防御者が失敗したら、攻撃は命中します。

　攻撃者と防御者の両者とも成功していたら、その出目を

比較します。攻撃者の方が高ければ、防御はなかなかの

ものでしたが攻撃は命中します。そうでなければ、攻撃は

防がれました。

　大成功：攻撃者が大成功（成功度が 30 以上）していた
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ら、その一撃は確かなものでした。与えられるダメージ値

（ＤＶ）を+5します。成功度が 60 以上なら、ＤＶを+10 しま

す。

　クリティカル：攻撃者がクリティカル成功したら、その攻

撃は装甲無効、つまり、何らかの欠点や弱点を突かれて

攻撃が素通りしたということで、防御者の装甲を完全に無

視したものとなります。

　防御者がクリティカル成功したら、華麗にかわしたり追

撃から身を守る遮蔽に辿りついたり有利な位置に移動し

たりといった特典を得られます。

ステップ６：装甲を修正する
　目標に命中しても、攻撃を防ぐのに防具が役に立ちま

す（上記のように攻撃者がクリティカルしたのでなければ

ですが）。その攻撃に対してどの種類の装甲が有効かを

決めてください（ｐ 194、『装甲』を参照）。ただし、武器の

防御手段に対する貫通力を示す徹甲（AP）値を装甲値か

ら差し引きます。

ステップ７：ダメージを決定する
　それぞれの武器や攻撃手段にはダメージ値（DV。ｐ

207）があります。AP 修正後の装甲値をこの DV から差し

引きます。結果がゼロ以下なら、装甲が有効で目標を傷

つけるのに失敗したということです。そうでなければ、残っ

たダメージを防御者に与えます。ダメージの累計が防御

者の耐久値を越えたら、防御者は行動不能になり、死ぬ

可能性があります（『耐久値と健康』を参照）。

　なお、超能力攻撃には物理的ダメージではなく精神的

なストレスをもたらすものもあります（『精神的健康』を参

照）。その場合、ストレス値（ＳＶ）はＤＶと同様に扱われま

す。

ステップ８：負傷の有無を決定する
　ここで、一度の攻撃によるダメージを、防御者の負傷基

準値と比較します。装甲修正後の DV が負傷基準値以上

なら、キャラクターは負傷します。修正後の DV が負傷基

準値の二倍以上や三倍以上なら、一度の攻撃で複数の

負傷を受けるでしょう。負傷は単なるダメージよりも深い傷

で、キャラクターに修正値などの影響を与えることがありま

す（『負傷』を参照）。
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　ストーヤは急いでステーションを脱出しようとしていたが、

ナイト・カルテルの刺客に捕捉され、ハビタットの微重力

区域で不意打ちされた、刺客のイニシアティブ状態値は６

で出目が２だったので、イニシアティブは８になる。ストー

ヤのイニシアティブ状態値は５で出目が２だったので、イ

ニシアティブは７になる。

　刺客が先手を取り、高速行動でシュレッダーを抜く。

シュレッダーというのは短い針をばらまく武器で、バースト

ファイア・モードなので複雑行動で二回撃てる。噴射武器

技能は 65でスマートリンクを使っている（+10）のと近距離

（+0）なので、75以下を振らなければならない。ストーヤは

乱戦技能（60）の半分である 30 で防御する。

　刺客は一射目で 08 を振った。ストーヤの出目は、何と

28 だった。どちらも成功しているがストーヤの出目の方が

高かったので、一射目はよけたことになる。

　刺客は二射目では 40 を振ってまたもや成功したが、今

度のストーヤは 83を振って失敗した。刺客は成功度40

によって大成功も納めているため、ＤＶが+5される。

　刺客の基本ダメージは 2d10+5だが、単独の目標を

バーストファイアで撃っているため+1d10 され、しかも近距

離で円錐効果武器を使っている（更に+1d10）ため、合計

ＤＶは 4d10+5になる。刺客は 4d10 を振って 16を出し、

+5修正を加えて合計ＤＶは 21になる。

　ストーヤは軽装ボディアーマー（ＡＶ 10/10）を着ている

が、シュレッダーの徹甲値が-10 なので、装甲は完全に

無効化される。彼女は強烈な 21ＤＶを受け、これは負傷

基準値の 10 どころかその２倍にも達している。つまり、ス

トーヤはこの一撃で負傷二つと全行動への-20 修正を受

ける。その上、転倒を避けるためのものと気絶を避けるも

のと、二回の身体力×３テストを行わなければならない。

身体力は 30 なので、どちらのテストでも 70（30×3＝

90。90-20 の負傷修正＝70）以下を振らなければならな

い。出目は 40 と 27で、どちらも成功した。

　次はストーヤの行動だ。彼女は高速行動で自分の武器

であるスタナーを抜く。ビーム武器技能は 47で、負傷（-

20）とスマートリンク（+10）の修正を受けて 37になる。刺客

の乱戦は 48 で、射撃攻撃に対してはこれの半分で 24に

なる。ストーヤは 22 のクリティカル・ヒットを振り、刺客は 68

を振った。スタナーのＤＶは 1d10÷2 しかないが、攻撃が

クリティカル・ヒットだったので、装甲は無効になる。ストー

ヤは８を振ってＤＶは４になり、刺客の負傷基準値である

7には達しなかった。

　しかし、スタナーは電撃武器なので、刺客は耐久値＋

エネルギー装甲でテストを行わなければならない。耐久

値は 35で、受けた４点ダメージの修正を受け、装甲ベス

ト（ＡＶ 6/6）を着ているので、目標値は 37になる。出目は

71だったので失敗度は 34となり、その場で３行動ターン

の間行動不能になる。

　敵を無力化したストーヤは、急いで脱出する時間を稼ぐ

ことができた。

例



戦闘サマリー
・戦闘は対抗テストで扱われる。

・攻撃者は攻撃技能±修正で判定する。

・接近戦闘：防御者は乱戦技能か接近戦闘技能±修正

で判定する。

・射撃戦闘：防御者は（乱戦技能÷２）±修正で判定する。

・攻撃者が成功して出目が防御者よりも高ければ、攻撃

は命中する。

・クリティカル・ヒットは装甲無効（装甲を適用しない）。

・装甲は攻撃の徹甲値（ＡＰ）だけ減らされる。

・武器のダメージは目標の修正された装甲値だけ減少す

る（攻撃が装甲無効でなければ）。

・ダメージが目標の負傷基準値を超えていれば、負傷も

発生する（ダメージが負傷基準値の２倍や３倍を超えてい

れば、それだけ多くの負傷が発生する）。

アクションと戦闘の複雑な問題
　戦闘は当てたか外れたかを決めるだけの単純な問題で

はありません。武器や装甲や残弾その他数々の要素が、

攻撃の結果に影響しうるのです。同様に、火災や微重力

効果といった様々な要素がアクション・シーンに影響を及

ぼすこともあります。

照準
　『照準』で述べられているように、他の高速行動を犠牲

にして目標への狙いに集中することで、射撃攻撃に+10

修正を得ることができます。また、目標に照準を合わせる

ために複雑行動を費やすこともできます。この場合、その

目標が視界内にいる限り、次の行動フェイズまで命中さ

せるのに+30 修正が得られます。

残弾と再装填
　どの武器にも、何発撃てるかを示す残弾数があります。

弾切れになったら補充しなければなりません。プレイヤー

は、自分のキャラクターが何発撃ったかを記録してくださ

い。

　再装填は、新しい弾倉であってもレーザー用の充填済

みバッテリーであっても、基本的に複雑行動です。ゲーム

マスターの裁量によっては、次の弾倉がすぐそばにある

場合（例：使用中の弾倉と逆向きにテープで巻かれてい

るので、それを逆転させるだけで再装填できる）には高速

行動だけでいいかもしれません。内部弾倉ライフルみた

いな時代遅れの武器の再装填にはもっと多くの時間がか

かるかもしれません。

範囲効果武器
　一度に複数の目標を攻撃できるように設計されている

射撃武器もあります。こうした武器は爆風と均一爆風と円

錐の三分類に分かれます。

爆風 　爆風武器は、グレネードや地雷や機雷といった爆心点
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戦闘修正

一般 修正

利き腕でない手を使っている -20

負傷ないしトラウマがある（１個あたり） -10

有利な位置にいる +20

接触のみの攻撃 +20

部位狙い（注） -10

両手武器を片手で使用 -20

小さな目標（子供サイズ） -10

極めて小さな目標（ネズミや虫サイズ） -30

大きな目標（車サイズ） +10

極めて大きな目標（倉庫の壁） +30

小規模な視界妨害（薄い煙、薄暗がり） -10

大規模な視界障害（濃い煙、闇） -20

見えない目標を攻撃 -30

接近攻撃 修正

リーチが有利 +10

突撃 -10

突撃を迎撃 +20

射撃攻撃 修正

スマートリンクかレーザーサイトを使用 +10

攻撃者が遮蔽を取っている -10

攻撃者が走行している -20

攻撃者が接近戦闘中 -30

防御者が小さな遮蔽を取っている -10

防御者がある程度の遮蔽を取っている -20

防御者が大きな遮蔽を取っている -30

防御者が伏せていて距離がある

（10メートル以上）

-10

防御者が隠れている -60

照準（高速行動） +10

照準（複雑行動） +30

ビーム武器で掃射（２射目に） +10

同じ行動フェイズで複数の目標を狙う

（二つ目以降の目標ごとに）

-20

間接射撃 -30

至近距離（２メートル以下） +10

近距離 ‐

中距離 -10

遠距離 -20

超遠距離 -30



から膨張する爆発物です。爆風攻撃の殆どは球形に広

がりますが、特定方向にのみ爆風が広がる成形爆薬もあ

ります。爆発力は爆心点に近いほど強く、効果範囲の外

側になるほど弱まります。目標と爆心点の距離１メートル

につき、爆風武器のＤＶを２減少します。

均一爆風
　均一爆風攻撃の威力は、効果範囲のどこであろうと均

一に届きます。爆発性混合ガスの蒸気雲を散布して全部

を一度に点火する、燃料気化爆弾やサーモバリック兵器

が例です。記載された爆風半径にいる目標は皆、同じダ

メージを受けます。基本爆風半径の外にいる目標に対し

ては、ＤＶが１メートル当たり２減少します。

円錐
　円錐効果のある武器には、銃口を頂点として円錐状に

広がる効果範囲があります。近距離では一体の目標を攻

撃し、中距離では１メートル以内に隣接している二体の目

標を攻撃し、長距離と超遠距離では他の目標と１メートル

以内に隣接している三体の目標を攻撃します。円錐効果

攻撃は近距離ではダメージを+1d10 し、長距離と超遠距

離では-1d10 します。

装甲
　武器の技術が発達したように、装甲の質も向上し、かつ

てない防御力をもたらしています。『ステップ７：ダメージを

決定する』で述べられているように、攻撃によるダメージは

装甲値の分だけ減少します。

　様々な種類の装甲と値の一覧については、『装甲値表』

を参照してください。

エネルギーと力学
　どの種類の装甲にも、エネルギーと力学という二つの装

甲値（ＡＶ）があり、これらはそれぞれの種類の攻撃に対し

て適用されます。これらは「エネルギー装甲／力学装甲」

という形式で記載されています。例えば、「5/10」の装甲

があると記載されている物品は、エネルギーによる攻撃に

は５点の装甲を、力学攻撃に対しては１０点の装甲になり

ます。

　エネルギー・ダメージには、ビーム武器（レーザー、マイ

クロウェーブ、粒子ビーム、プラズマなど）によるものだけ

でなく火災や高エネルギー爆発物によるものも含まれま

す。これらのダメージを防ぐ装甲は、こうしたエネルギーを

反射したり拡散したり蒸発して熱を変換したり剥離したり

する素材で作られています。

　力学ダメージは運動する物体（例えば、拳やナイフやこ

ん棒や銃弾）が別の物体（目標）に衝突した時に発生す

るダメージのエネルギーです。接近戦武器や銃器の殆ど、

それに転がる巨岩や揺れる振り子や爆発物が飛ばす破

片は力学ダメージをもたらします。力学装甲には耐衝撃

プレートや衝撃を受けると硬化するせん断厚化液体や

ジェルや防弾防刃繊維があります。

徹甲
　徹甲（ＡＰ）値がある武器もあります。これは、攻撃が防

護層を貫通する能力を示したものです。その攻撃を防ぐ

装甲の値はＡＰ値だけ減少します（『ステップ６：装甲を修

正する』を参照）。

防具の重ね着
　複数の防具を重ね着した場合は、それらの装甲値を合

計します。ですが、複数の防具を重ね着するのは面倒で

不快です。追加防具一つあたり-20 の修正を、キャラク

ターの行動に適用します。装甲値の上限はキャラクター

の耐久値です。

　なお、ヘルメットや盾といった防具アクセサリと明記され

ているものは、防具の重ね着による不利な修正を発生さ

せずにそのまま装甲値のボーナスを追加します。また、機

械のモーフやボットのフレームに最初からある装甲は防

具の重ね着としては数えません（つまり、機械の殻の上に

防具を着用しても不利な修正はないのです）。

窒息
　平均的なトランスヒューマンは気絶するまで二分間息を

こらえることができます。激しい活動をするとこの時間は短

くなります。呼吸のできないバイオモーフは、最初の一分

を過ぎた３０秒ごとに一度、耐久値テストを行わなければ

なりません。このテストには判定の度に累積する-10 修正

が課されます。テストに失敗すると直ちに気絶し、死ぬか

再び呼吸が可能になるまで、窒息による一分あたり 10点

のダメージを受け始めます。このダメージによる負傷はあ

りません。

　窒息は苦しみに満ちた恐ろしい体験で、しばしばパニッ

クを引き起こします。窒息中のキャラクターは意志力×３

テストを行わなければなりません。失敗すると 1d10÷2（端

数切り上げ）の精神ストレスを受け、その行動ターンでは

窒息から助かるのに役立つ行動は行えません。成功した

キャラクターは自分が助かるための行動は可能ですし、

むしろ自分の安全に直接結びつかない行動を行うには

意志力×３テストに成功しなければなりません（水中で自

分を拘束している他のキャラクターや生物や物体を攻撃

するのは、このルールの例外です）。

ビーム武器
　ビーム武器は、一つの投射物ではなくエネルギーの連

続したビームやパルスの流れを発射するため、目標に

「誘導する」のが簡単です。そのため、ビーム武器による

攻撃では以下の二つのルールのどちらかを使用すること

ができます。殆どのビーム武器は普通の視力では見えな

いため、これらのルールを活用するにはビームを見るた

めの視覚強化を持っているか、内蔵された可視照準レー

ザーを起動させる必要があります。

掃射
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　一つの複雑行動でビーム武器によるセミオート射撃を

二度行い、一射目を外した攻撃者は、最初の攻撃を行動

を消費しない照準行動として扱って二射目に+10 修正を

得ることができます。つまり、最初の攻撃が外れても、光

線を動かして二射目を目標に近づけることができるので

す。このルールは両方の攻撃が同じ目標に向けられてい

る場合にのみ適用します。

照射
　セミオートのビーム武器を撃って最初の攻撃が命中した

キャラクターは、ビームで目標を照らし続けて焼き尽くす

ことができます。この場合、その複雑行動でのセミオート

二射目は放棄されますが、最初の攻撃のＤＶは自動的に

倍にされます。この判断はダメージのダイスを振る前に下

さなければなりません。

無視界攻撃
　見えない目標に対する攻撃は、良くて至難の業、悪くす

ると運任せです。目標が見えない場合は、使える他の感

覚で目標の場所を探るのに知覚テストが行えます。これ

に成功すれば、-30 の修正で攻撃できます。知覚テスト

に失敗したら、攻撃は基本的に運任せになり、勇気の原

点が目標値になります（他の修正は適用されません）。

間接射撃
　観測手の助けがあれば、見えない敵を間接射撃で攻撃

することができます。その場合は、目標を視界に納めて照

準データを送るキャラクターやボットやセンサー・システム

（ゲームマスターは観測手に知覚テストを要求しても構い

ません）とメッシュ接続していなければなりません。間接射

撃には-30 修正が課されます。

　シーカー・ミサイルはレーザー・サイト等の目標指定シス

テムが発信して目標に反射したエネルギーで「ペイントさ

れた」目標へと誘導することができます。レーザー・サイト

で目標をペイントするには、まず適切な技能によって「攻

撃」しなければなりません。これに成功すれば、シーカー

発射者の攻撃テストが受ける間接射撃の-30 修正は打ち

消されます。シーカーが着弾するまで目標は観測手の視

界に収まっていなければなりません（行動フェイズごとに

複雑行動が必要です）。

ボットやシンセモーフや機体
『エクリプス・フェイズ』では AI制御のロボットや機械の

モーフをよく見かけます。ロボットは、監視や整備やサー

ビスから警備や警察まで様々な目的で活用され、アクショ

ン・シーンや戦闘に参加することも珍しくありません。そこ

まで一般的ではない（少なくともハビタット内では）ものの、

AI制御の機体もよく利用され、登場します。

　なお、ロボットと機体と機械のモーフの違いの多くは意

味的なものです。ロボットはＡＩが動かす機械の物体に過

ぎません。機体もＡＩ制御という意味ではロボットですが、

「機体」という言葉によってこれらが乗客を乗せることを示

しています。ボットも機体も、サイバーブレインを搭載して

いれば人間のエゴが宿る機械のモーフとして使用できま

す。これらのルールでは、ボットも機体も機械のモーフも

まとめて「シェル（殻）」と呼ぶことにします。

　シンセモーフと同様に、ボットや機体は他のキャラクター

と同様に扱われ、イニシアティブを振ったり行動を起こし

たり技能を使ったりします。ですが、シェルの特殊な要素

には特別な対応が必要で、それをここで説明します。

シェルの状態値
　ボットや機体の状態値や状態値修正には、シンセモー

フのキャラクターと同様に実際のシェルによって決まるも

の（耐久値や負傷修正やイニシアティブや行動値など）が

あります。それ以外の状態値はそのボットや機体の制御

AI（エゴの代わり）によって決まります。また、ボットや機体

がその AIやシェルに影響する特性を持つこともあります。

ボットや機体のサンプルについては、『装備』の章ｐ 343

の『ロボットと機体』を参照してください。

　操縦性：ボットや機体には操縦性という特殊な状態値が

あり、これはそのボットや機体を操縦するためのテスト全

てに適用される修正です。これはそのボットや機体の機

動力を示したものです。

シェルの技能
　ボットや機体が使う技能や適性には、それに宿る AI の

ものを使用します。『ＡＩとミューズ』を参照してください。

シェルの移動
　キャラクターと同様に、ボットや機体にも歩行と走行の移

動力があります。そのボットや機体が他のキャラクターとの

アクション・シーンや戦闘に参加する時にはこの値を使い

ます。

　移動力の高いシェルには、そのシェルが安全に移動で

きる最高移動力を時速キロで表記した、最高速度も記載

されています。ゲームマスターの裁量によっては、この限

界を超えてもっと加速できるシェルもあるでしょうが、ゲー

ムマスターは操縦テストなどに適切な不利な修正を与え

てください。

チェイス
　走行移動力よりも速く（最高速度以内で）動いている

シェルは、他のキャラクターと普通のアクションや戦闘を

行うには動きが速過ぎるとみなされるでしょう。その場合、

どんな機動を選んだかによる移動の描写と様々な結果を

もたらすテストで成り立つ、「チェイス・シーン」モードにな

ります。本当にチェイス（追跡や逃走）であるにしろないに

しろ、高速状況では最高速度だけが要素ではないことを、

ゲームマスターは忘れないでください。地形や天候や航

法や通行人や交通といった環境の要素がシェルにとって

の障害になるかもしれません。爆弾が爆発する前にハビ

タットを横断してそこにたどり着こうと必死なシェルは、いく

つかの判断やテストを要求されるでしょうし、間に合うかど
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うかはそれによって決まるでしょう。同様に、しつこい追跡

を逃れようとするシェルは、追手を振り切るために際どい

軌道をこなしたり（出来れば）近道を見つけたりする必要

があるでしょう。

制御失敗
　戦闘中に負傷したシェルは、制御失敗を避けるために

操縦テストを行わなければならなくなるか、自動的に制御

失敗します。制御失敗の具体的な状況は、物語に一番

ふさわしくなるようゲームマスターが設定します。ただ滑っ

て停留所からずれただけのこともあれば、木に衝突して

墜落したり、建物の外壁にぶち当たったり、障害物と衝突

して高く舞い上がった上に通行人たちの上に落下したり

することもあるでしょう。制御失敗によって他の物体と衝突

したシェルは、それによって更にダメージを受けるのが普

通です（『衝突』を参照）。

衝突
　シェルが人や物体と衝突したり意図的にぶつかったりし

たら、怪我や損傷が起きるものです。ＤＶの大きさを決め

るには、1d10 を振ってシェルの耐久値÷10（端数切り上

げ）を加算します。これが歩行速度でのダメージです。

シェルが走行していたならばＤＶを２倍します。シェルが

チェイス速度で動いていたのなら、ＤＶを「速度（ターンあ

たりメートル）÷10」倍します。衝突はどちらにとっても同じ

ように重たくて激しいものなら、シェルもそれが衝突したも

のもこのダメージを受けます。バイオモーフみたいな柔ら

い物体はシェルにとってそれほど重たくない（たまたま

ハードスーツやバトルスーツを着用していたのでなけれ

ば）ので、その場合はシェルが衝突で受けるダメージは半

分になります。衝突のＤＶに対しては力学装甲が有効で

す。

　二つの移動中のシェルが正面衝突したのなら、両方に

よるダメージを両方に適用します。同じ方向に向かってい

て追突したのなら、速度の差を用います。

　適切な安全拘束具を着用していなければ、機体の乗客

も衝突によるダメージを受けます。機体が受けるＤＶの半

分（自前の力学装甲で軽減）しか受けません。

機体の乗客に対する攻撃
　戦闘中に、機体の乗客が機体とは別に攻撃の目標にな

ることがあります。こうした乗客への攻撃は（範囲効果武

器が使われているのでなければ）機体その物は傷つけま

せん。目標となった乗客には遮蔽（基本的には大きな遮

蔽で-30）と機体構造という地の利があり、自分の装甲に

機体の装甲値を追加します。

　機体に対する攻撃でその乗客が傷つくことは、基本的

にはありません。範囲効果武器はこのルールの例外です

が、その場合でも機体の装甲値の恩恵が得られます。

シェルの遠隔制御
　指人形機能（全てのサイバーブレインに付随していま

す）を搭載しているシェル（あるいはバイオモーフ）は、

キャラクターや遠隔ＡＩによって遠隔制御することができま

す。これには遠隔操作者とシェル（「ドローン」）の通信リン

クが必要です。遠隔操作者はドローンを内視インター

フェースで制御し、ドローンのメッシュ接続を通して感覚

入力などのデータを受け取ります。

　直接制御時は、シェルのＡＩ（あるいは本来のエゴ）は待

機状態に抑え込まれます。ドローンは遠隔操作者と同じ

イニシアティブで行動しますが、シェルの行動値による制

限は残ります。シェルのＡＩの代わりに遠隔操作者の技能

と状態値が使われます（ただしシェルの適性最大値が適

用されます）。遠隔操作者は、移動や回避や接近戦闘に

は操縦技能を、射撃戦闘には重火器技能を使います。

遠隔操作の性質上、全てのテストは-10 修正を受けます。

複数のドローンは、一緒に行動するのであればまとめて

制御できます。別々に制御するのであれば別々の行動が

必要です。光速の通信ラグが存在するため、超遠距離に

はあまり向いていません。

　代わりに、ドローンを自律モードに設定してシェルのＡＩ

に通常の活動を再開させることもできます。この場合でも

ドローンは全力を挙げて遠隔操作者の命令に従います。

命令一つは高速行動１回として扱います。このモードで

はドローンは通常通りに活動し、独自のイニシアティブと

ＡＩの技能と状態値を使います。

シェル・ジャミング
「ジャミング」というのは、ＶＲやＸＰ技術を使ったより直接

的な遠隔制御の総称です。ジャミング時には、ドローンの

指人形機能はドローンの感覚データを遠隔操作者のメッ

シュ接続に直接送ります。遠隔操作者はドローンの知覚

中枢に自分を埋没させ、事実上そのドローンに「成り代わ

り」ます。この場合、遠隔操作者自身のモーフの制御は失

われ、力なく倒れます。ジャミング時には、モーフを使った

知覚テストや行動の全てに-60 修正が課されます。

　ジャミングの開始と終了には複雑行動が必要です。ジャ

ミング中の遠隔操作者は、そのドローンがあたかも自分の

モーフであるかのように扱えます。直接制御の遠隔操作

と同様、ドローンのＡＩではなくジャマー（ジャミングの実行

者）自身のイニシアティブと技能を使いますが、シェルの

適性最大値が適用され、物理的行動はシェルの行動値

によって制限されます。ジャマーは遠隔操作による修正

を受けませんが、一度にジャミングできるドローンは一体

だけです。

　ドローンが殺されたり壊されたりしたら、ジャマーは直ち
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に接続を断ち切られ、通常通り自分のモーフの制御を取

り戻します。こうして追い出されるのは、ジャマーが死や破

壊を体験するというのもあって、極めて不快です。その結

果、ジャマーは 1d10 の精神ストレスを受けます。

部位狙い
　目標に当てるだけでは不充分で、窓を撃ち抜いたり相

手の手からナイフをはたき落としたり防具の弱点を突いた

りする必要がある時もあります。攻撃を仕掛ける前に部位

狙いを宣言し、以下の結果の一つを選ぶことができます。

部位狙いでは-10 修正が課され、大成功（成功度30 以

上）が必要です。成功度が足りていたら、部位狙いに成

功して以下の結果が適用されます。攻撃には成功してい

ても成功度が足りていなければ、普通に当たっただけで

す。

装甲無視
　部位狙いによって相手の防具に覆われていない部位や

弱点を突くことができます。成功度が足りていれば、攻撃

は装甲無効となり、目標の装甲は適用されません。なお、

状況によっては、相手の防具に弱点や無防備な部分が

全くないためこうした部位狙いはできないと、ゲームマス

ターが裁定する場合もあります。

武器落とし
　部位狙いによって相手の手から武器をはたき落とそうと

することができます。成功度が足りていれば、相手は攻撃

によるダメージの半分（装甲は通常通り有効）を受け、-30

修正を付けた身体力×３テストに成功しないと武器を落と

してしまいます。

特定部位
　部位狙いによって、ボットのセンサー・ユニットを壊したり

相手の足を払ったり目を突いたりと、目標の特定の部位

や部品を狙うことができます。成功度が足りていれば、

狙った部位に命中します。ゲームマスターは、部品が壊

れたり相手が転倒したり一時的に視力を失ったりといった、

攻撃と目標に相応しい結果を決めてください。

突撃
　走行と同じ行動フェイズに接近戦闘で攻撃を行うなら、

突撃しているとみなされます。攻撃者は突撃によって-10

修正を課されます（走行による通常の-20 修正の代わり

に）が、その勢いによってダメージにボーナスを得られ、

+1d10 します。

突撃の迎撃
　突撃を迎撃する、つまり衝撃に身構えて相手の行動に

介入し突撃が当たる直前にこちらの攻撃を当てるために

自分の行動を遅らせる（ｐ 189、『待機行動』を参照）ことも

可能です。その場合、突撃中の相手に対する攻撃に+20

修正を受けます。

爆破
　爆破技能の一番ありふれた使い道と言えば、超テルミッ

ト火薬やグレネードみたいな爆発物の設置や解除や作成

です。

爆発物の設置
　熟練した爆破職人は爆薬の威力を生かす形で設置で

きます。構造物の脆弱性や弱点を見分け、そこに爆風を

集中させることができます。金庫の中身を壊さずに爆風で

こじ開けることができます。爆発力を特定の方向に集中し、

飛散を最小限に抑えつつ威力を増すことができます。

　こうした状況には、いずれも爆破技能で成功する必要

があります。正確な結果は状況に応じてゲームマスター

が決定します。例えば、上記の例では、弱点を狙えばそ

の構造物に対するダメージは倍になるでしょう。火力が特

定方向に向くよう爆薬を成形すれば、超テルミットの説明

にあるように、ダメージは三倍になるでしょう。大成功すれ

ば爆発物のダメージは+5されますし、クリティカル成功な

ら爆風は装甲を無視するでしょう。

解除
　爆弾の解除は、それの設置者と解除者の爆破技能によ

る対抗テストとして扱います。

爆発物の作成
　爆発物の訓練を受けたキャラクターは原材料から爆発

物を作ることができます。こうした原材料は伝統的な手口

で集めたりナノ合成機で製造したりできます。普通の薬品

や素材だけでも爆発物は作れますから、爆発物の製造を

防止する禁止設定のあるナノ合成機であっても役に立ち

ます。

　爆発物作成の予定時間は、その爆発物がもたらすダ

メージ 1d10 につき１時間です。クリティカル失敗が発生し

たら、作成者が自爆したり、威力が予想よりも遥かに弱

かったり逆に強かったり（いずれか破滅的な方）します。

落下
　キャラクターが落下したら、どんな怪我になるかを決める

のに落下ダメージ表を使ってください。このダメージは力

学装甲の半分（端数切り捨て）だけ緩和されます。また、

落下の衝撃を和らげるもの（木の枝や柔らかい地面）など

があれば、自分の裁量でこのダメージを低下させても構

いません。
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火
　ゲームマスターの裁量次第ですが、高熱や炎に触れた

物体が、素材の可燃性や熱や炎の強さによっては引火

するかもしれません。引火した物品（内視キャラクター）は、

特に規定されていなければ行動ターン毎に 1d10÷２（端

数切り上げ）のダメージを受けます。エネルギー装甲はこ

のダメージを防ぎますが、火勢が激しすぎるとダメージの

分だけ装甲値が低下します。環境にもよりますが、消化さ

れなければ火の勢いは強まるでしょう。５行動ターン毎に、

与えられるＤＶが上昇します（最初は 1d10、次は 2d10、そ

の次は 3d10、以後は+5ずつ）。火を弱める状況（雨など）

や消火の努力によってＤＶは相応に低下します。

　なお、火は真空では燃焼しません。微重力では、球形

に燃え上がり、膨張するガスが酸素を押しやるため燃焼

が遅くなります（ＤＶ上昇は１０行動ターン毎になります）。

気流が存在しなければ、微重力での火は自然と消えるか

もしれません。

射撃モードと射率
『エクリプス・フェイズ』の射撃武器には皆、最低一つの射

撃モードがあり、これが射率を決めます。これらの射撃

モードについてはここで説明します。

シングルショット（ＳＳ）
　シングルショット武器は一回の複雑行動で一度しか撃て

ません。大半は大型か旧式です。

セミオート（ＳＡ）
　セミオート武器は高速連射が可能です。同じ複雑行動

で二回撃てます。それぞれの射撃は別の攻撃として扱い

ます。

バーストファイア（ＢＦ）
　バーストファイア武器は引き金を一回引くと何発かの連

射（「バースト」）を発射します。同じ複雑行動で二回の

バーストを撃てます。それぞれのバーストは別の攻撃とし

て扱います。バーストは３発の弾薬を消費します。

　バーストは一体の目標に向ける（集中射撃）ことも１メー

トル以内に隣接している二体の目標に向けることもできま

す。一体の目標に集中射撃する場合、攻撃者は命中判

定に+10 するかＤＶを+1d10 するかを選ぶことができます。

フルオート（ＦＡ）
　フルオート武器は引き金を一回引くと何発も連射します。

一介の複雑行動で行えるフルオート攻撃は一回だけで

す。この攻撃は一体の目標か、１メートル以内に隣接して

いる最大三体の目標に向けることができます。一体に集

中射撃する場合、攻撃者は命中判定に+30 するかＤＶを

+3d10 するかを選ぶことができます。フルオートでの射撃

は１０発の弾薬を消費します。

全力防御
　撃たれるのがわかっていれば、複雑行動を費やして全

力行動を取ることができます。これは、次の自分の行動

フェイズまで、避けるなりかわすなり防ぐなりの防御に全て

のエネルギーを注ぐということです。その間、襲いかかる

攻撃に対する防御に+30 の修正を受けます。

　全力防御中のキャラクターは、攻撃を避けるための軽業

として、攻撃を避けるのに乱戦技能ではなくパルクール技

能を使うこともできます。

重力
『エクリプス・フェイズ』のキャラクターの殆どは、低重力や

微重力での活動にそれなりの経験があり、普通の活動は

不利な修正なしに行えます。天体上や自転ハビタット内

で育ったキャラクターですら、疑似空間教育環境での子

供時代の訓練のお陰で、普段とは異なる重力に多少の

経験があります。逆もまた然りで、自由落下環境で育った

キャラクターも重力井戸の中での生活を疑似体験したこと

があるでしょう。

ｐ 13

落下ダメージ

落下距離 ダメージ

１～２メートル 1d10

３～５メートル 2d10

６～８メートル 3d10

８メートル以上 １メートル当たり＋１



　ゲームマスターの裁量によっては、一種類の重力に長く

適応したキャラクターは、少なくとも慣れるまでは、別の重

力への対応が若干難しいかもしれません。この場合、

ゲームマスターは肉体技能と社交技能に-10 修正を適用

できます。肉体技能の不利な修正は単に動きづらいから

です。社交技能の不利な修正は、どうすれば自分の服が

浮き上がって顔を塞がないようにできるのかが分からない

のに印象的／威圧的／魅惑的な外見を保つのは難しい

からです。戦闘技能に関わる状況や細かい指使いや物

品の製作や修理が必要な技能では、肉体技能の不利な

修正は-20 に上昇することがあります。こうした不利な修

正は新しい重力に慣れるまで適用され、慣れるのには基

本的に三日かかります。

　基本バイオ改造を持つバイオモーフに、微重力による

長期的な健康問題はありません。

微重力
　微重力には、無重力と無視できるくらい低い重力が含ま

れます。宇宙空間や小惑星や小さな衛星、あるいは重力

を産み出すよう自転していない宇宙船やハビタット（の一

部）が、こうした状態です。微重力での物体に重量は事実

上ありませんが、サイズと質量という要素は残っています。

　微重力では物の動きが異なります。

・係留されていない物品は、それまで動いていた方向へ

と漂いがちです。浮遊している物体は、時間が経つとハビ

タットや宇宙機の最も密度が高い方向に向かいます。

・投げられたり押されたりした品物は、何かに当たるまで

真っ直ぐ移動します。

・煙は気流を産み出しません。代わりに、煙の発生源の周

囲に大まかな球形になります。

・液体の凝集性は乏しく、空気に触れると細かい飛沫と

なって飛び散ります。飲み物は蓋をしたバルブやボトルで

供されます。食べ物はソースや液体が逃げないように食

べるものです。血はありとあらゆる所に飛び散ります。

　微重力での移動と機動は自由落下技能（ｐ 179）で扱わ

れます。自由落下環境での日常活動の殆どにはテストは

不要です。ですがゲームマスターは、複雑な機動や長距

離の飛翔や方向や速度の急変更や接近戦闘時には自

由落下テストを要求することができます。失敗すると、目

測を誤って意図しなかった場所に移動したことになります。

大失敗では、壁にぶつかったり宇宙の彼方に飛び出した

りと、まずいことをやらかしたことになります。

　殆どの微重力ハビタットでは、利便のために、伸縮性の

輪があちこちについた家具や小物が飛び散らないように

しまっておくためのメッシュ・ポケットが用意されていて、主

な通路には手すり付きベルトウェイが設置されています。

登ったり飛んだりするのではなく歩くための磁力式やベル

クロ式で接着する靴も使われています。ですが、無重力

環境にはスペースを最大限に生かし、床と天井の区別が

ないという点を活用するように設計されているものも少なく

ありません。物体に重量がないため、巨大な物体でも

軽々と持ち運ぶことができます。

　移動力：微重力で昇り降りや浮遊によって移動する速

度は、移動力の半分です。

　最終速度：小さな小惑星などで脱出速度に達するのは

難しいことではなく、物品の投擲や投射武器を扱う際には

注意が必要です。場合によっては、キャラクター自身が高

速でジャンプして脱出速度に達することもありますが、そう

した状況についてはゲームマスターにお任せします。

低重力
　低重力は 0.5Ｇから微重力までが含まれます。ルナや

火星やタイタンや回転宇宙機やハビタットの自転部分が、

こうした状態です。低重力は通常の重力とはそれほど変

わりませんが、ジャンプ距離は倍になり、投射物の飛距離

も伸びます（『武器射程表』を参照）。低重力ではキャラク

ターの走行移動力を 1.5倍します。

高重力
　地球の標準的な重力よりも明らかに強いもの（1.2Ｇ以

上）が当てはまります。『エクリプス・フェイズ』では基本的

に系外惑星でしか高重力は存在しません。キャラクター

の肉体が重くなり、荷物が重たいせいで筋肉が疲労し、

心臓が血液を全身に送る負担が増すため、高重力はか

なり過酷になるでしょう。キャラクターが適応していないＧ

が１を超えている分の 0.2 あたり一個の負傷を受けている

のと同様に扱います。ゲームマスターの裁量によっては、

移動力も修正されるかもしれません。

グレネードとシーカー
　現代のグレネードやシーカーなどの爆発物は、投げら

れたり目標に当たったりした瞬間に爆発する必要はありま

せん。それどころか、様々な起爆オプションが利用可能で、

それぞれが武器の使用時に設定されています。命中しな

かった攻撃や投射時／命中時に爆発しなかったものには

着弾誤差ルールが適用されます。

　空中爆発：発射時にプログラムされた距離を飛行した時

点で爆発します。この場合、その爆発物の効果は使用者

の行動フェイズで即座に解決されます。なお、ランチャー

から最低安全距離を離れなかったら爆発しないよう、空中

爆発弾に安全機構が設定されていますが、これを無効化

することも可能です。

　衝撃爆発：目標であれ地面であれ途中の障害物であれ、

何かに当たった時点で爆発します。効果は使用者の行

動フェイズで即座に解決されます。

　信号爆発：無線リンクによる命令信号の受信によって爆

発するよう設定されています。適切な信号（グレネードの

設定時に割り当てられた暗号鍵が含まれていなければな

りません）を受信するまで待機し、受信したら直ちに爆発

します。

　時限爆発：いつ爆発するかを正確に調整する内蔵タイ

マーが仕込まれています。時間は１秒から日単位や月単

位や年単位であっても構いませんし、事実上の時限爆弾
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になりますが、時間が経てばそれだけ発見されて無力化

される可能性が高まります。最短爆発時限（１秒）なら、次

の行動フェイズの使用者のイニシアティブ値で爆発しま

す。２秒後なら２行動フェイズ後、３秒後なら３行動フェイ

ズ後といった感じです。

グレネードを投げ返す
　グレネードが爆発する前に投げ返す（あるいは安全な

方向に投げ捨てる）ことが可能なこともあります。キャラク

ターはグレネードの位置まで移動可能でなければならず、

滑って転がるグレネードを拾うには複雑行動で反射力＋

運動力×２テストを行わなければなりません。成功すれば、

拾うのと同じ行動で好きな方向にそのグレネードを投げる

（通常の投擲攻撃として扱います）ことができます。

　ですが、失敗したら、爆発した時に爆心地にいることに

なるでしょう。

グレネードに覆い被さる
　再着用の可能性を考えて、チームのために我が身を犠

牲にしてグレネードに覆い被さり、仲間を守るために犠牲

になろうとするかもしれません。キャラクターはグレネード

の位置まで移動可能でなければならず、自分のモーフで

グレネードに覆い被さるには複雑行動で反射力＋運動力

＋意志力テストを行わなければなりません。これにより、

キャラクターはグレネードの爆発時にダメージが 1d10追

加されます。その反面、爆発範囲内の他人に対するダ

メージは、犠牲になったキャラクターの装甲+10 だけ軽減

されます。

　ゲームマスターが適切だと思うなら、キャラクターがこうし

て我が身を犠牲にするのに意志力×３テストを要求しても

構いません。

過酷な環境
　太陽系は広い視野では生命にやさしいかもしれません

が、磁力嵐の間に木星の重力井戸で座礁したり呼吸機な

しで火星で息をしようとしたり宇宙服なしで完全な真空を

移動したりといった体験は、それほどやさしくはないでしょ

う。この節では『エクリプス・フェイズ』のキャラクターが遭遇

するかもしれない過酷な環境のいくつかを説明します。

空気汚染
　ハビタットは時々病気になります。環境バランスの異常

や制御不能の疫病によるハビタットの障害の影響は、軽

度のアレルギー誘発物質のハビタットの空気への混入か

ら猛威を振るう環境腐敗まで様々です。汚染環境にいて

呼吸装備や濾過装備のないキャラクターは、肉体技能と

場合によっては社交技能に、-10（軽度の汚染）から-30

（深刻な空気の腐敗）までの修正を課されます。汚染の状

況によっては、ゲームマスターが適切と考えた他の影響も

あるかもしれません。

極度の高熱と冷気

　天体の環境は極度の高熱（水星の昼間や金星）から極

度の冷気（海王星、タイタン、天王星）まで様々です。無

防備で無改造のバイオモーフはどちらの環境でも（数秒

でないとしても）数分で死ぬでしょう。シンセモーフや機体

は、特に冷気に対してはもっと丈夫ですが、それでも優れ

た耐熱防護や冷却システムがなければ水星や金星の灼

熱の中ではあっという間に壊れてしまうでしょう。

極度の気圧
　同様に、木星や土星や金星の大気圧は、上層部を過ぎ

るとあっという間に激しく致命的になります。こうした深淵

で生き延びる望みがあるのは、特殊な気圧対応を施され

たシンセモーフや機体だけです。

重力遷移空間
　宇宙ハビタットで人工重力が普及しているため、キャラク

ターはしばしば上下の方向があっという間に変わる場所

に遭遇します。自転ハビタットの殆どの標準的な設計で

は、宇宙機が微重力状態でドッキングできる軸部分空間、

そしてその宇宙港からの人や貨物が「降下」して重力が

発生した時に正しい場所に向かうことができるよう注意深

く設計されて標識のある遷移空間が設けられています。

自転ハビタットでの重力遷移はまず間違いなく緩やかな

ものですが、まずい場所やまずいタイミングで遭遇すると

極めて危険なことになる恐れがあります。

　自転宇宙ハビタットの軸部分の微重力空間で漂ってい

るキャラクターは最初は外側へとゆっくりと漂い、重力に

引かれると落下します。どれだけの時間がかかるかはハ

ビタットの大きさ次第です。大雑把な指針としては、ハビ

タットの直径１キロごとに、落下までの猶予が３０秒ありま

す。キャラクターが漂流させられるときに軸部分から外へ

としっかり押し出されていたなら、この時間は半分や４分

の１、ゲームマスターの裁量によってはもっと短くなるで

しょう。

磁力場
　殆どのキャラクターにとって、磁力は直接の問題ではあ

りません。人間としては強力な磁気圏が生みだす放射線

の方を心配すべきなのです。ですが、防護されていない

電子機器や同様に防護されていない人体インプラントや

磁性物質でできたシェルにとっては、強い磁力場の影響

は強烈です。なお、機体やボットや装備が強い磁力場活

動に曝された結果は、強い放射能による結果と同じです。

　磁力場に曝されたシンセモーフや機体やサイバー・イン

プラントや電子機器は、１分後に影響が出ます。放射線

の被曝と同様に、これらの影響の程度は様々です。軽度

ならば通信機能やセンサーにノイズが混ざって有効距離

が短くなります。重度ならば電子システム自体が損傷して

停止します。

放射線
　電離放射線は、太陽系ではかなりありふれた危険で、
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人類にとって克服するのがかなり困難な問題です。放射

線によって人体の細胞分裂に関わる化学物質が電離す

るため、被爆者の遺伝物質が傷ついたり病気になったり

死んだりします。影響は吐き気や疲労から大規模な臓器

不全や死まで様々です。ですが、放射線障害は肉体だ

けの現象ではありません。トランスヒューマンにとっての放

射線、特にガニメデといった木星の惑星の地表で浴びる

ような高レベルの放射線の本当の恐怖は、神経回路への

損傷です。これはアップロードやバックアップの損傷にも

つながります。細胞化学物質の電離を急速に治療できる

ナノ医療やより厚く優れた防護は有用ですが、それすらも

圧倒的な量で貫く放射線を持つ天体が、太陽系にはある

のです。

　放射線中毒は複雑な問題で、詳細なルールは本書の

領域を超えています。放射線の発生源には地球のバン・

アレン帯、木星の放射線帯、土星の磁気圏、宇宙線、太

陽のフレア、核分裂燃料、防護なしでの核融合や反物質

爆発や核の爆風などがあります。その影響は発生源の強

さや露出時間の長さや得られる防護の程度次第で実に

様々です。バイオモーフに対する短期の影響（数分から６

時間で発生するもの）には悪心や吐き気や疲労（身体力

の低下）、あるいは肉体的ダメージと多少の精神ストレス

などがあるでしょう。その後に被爆したバイオモーフが元

気なように思える潜在期が、６時間から２週間あります。そ

れを過ぎると、脱毛や不妊、身体力や耐久値の低下、胃

腸組織の深刻な損傷や感染症や止血不能な出血や死と

いった最終的な影響が始まります。

　シンセモーフはバイオモーフほど脆弱ではありませんが、

それでも膨大な放射線を浴びると損傷したり停止したりす

るかもしれません。

有毒な大気
　海王星、タイタン、天王星、金星は皆有毒な大気があり

ます。同じように有毒な大気を持つ系外惑星もありますし、

ハビタットや建物内での安全措置として意図的に生成さ

れているかもしれません。

　空気の毒性に気がつかず、ただちに息を止めなかった

（反射力×３テストが必要）キャラクターは、行動ターン毎

に 10点のダメージを受けます。息を止めるのに成功した

キャラクターはもう少し長生きします。窒息（ｐ 194）のルー

ルを適用してください。

　腐食性大気：金星の大気は、太陽系で唯一自然に発生

した、有毒な上に腐食性な大気です。腐食性大気は直ち

に危険を及ぼし、息を止めていようといまいと、行動ター

ン毎に 10点のダメージを与えます。対腐食防護のない

機体や装備もダメージを受けます。こうした物体は１分あ

たり１点のダメージを受けます。金星の大気上層部の濃

硫酸雲といった大気の濃い状況では、物品は１分あたり５

点のダメージを受けます。

呼吸不能な大気
　太陽系の天体で、実際に有毒な大気を持つ天体はごく

わずかです。殆どの呼吸不能な大気で、呼吸器具や

モーフ改造がない人間にとっての一番の危険は、酸素の

欠如です。呼吸不能な大気への露出は窒息と同様に扱

います。

水中
　基本的に、水中で行われる肉体技能は、水の抵抗に

よって-20 修正を課されます。水中仕様に対応していな

い装備に関わる技能は、もっと困難か、使用不可能です。

水泳中や水中歩行中の移動力は、陸上の４分の１です。

水中で溺れ始めたら、窒息のルールを適用してください。

なお、溺れたキャラクターは水中から引き上げられてもす

ぐには回復しません。肺から水を除くための医療処置を

行うまで、窒息し続けます。

真空
　真空気密のないバイオモーフは、身体を丸めて肺を

空っぽにして目を閉じている（宇宙ハビタットでは小さな

子供に教育しています）ならば真空でも１分は悪影響なし

で過ごせます。＜大崩壊＞前のメディアでありふれてい

た描写とは違い、完全な真空に曝されたキャラクターは爆

発的に減圧することも体内の液体（舌の表面の唾みたい

な比較的露出した液体は別として）が沸騰することもあり

ません。それよりも酸素の欠如と肺の浮腫といったそれに

関わる複雑な問題が、真空服なしのＥＶＡ（船外活動）を

行うキャラクターにとっての主な危険です。

　宇宙空間で１分が過ぎると、キャラクターは窒息し始め

ます。肺に息を貯めていたり真空サバイバル体勢に身体

を丸めていなかったりしたらダメージは倍になります。更

に、適切な保温装備なしで宇宙空間に放り出されたキャ

ラクターは、極寒等により全ての行動に-10 修正と１分あ

たり２ＤＶを課されます。

即席武器
　キャラクターが無防備なところを突かれてたまたま手元

にある物が何であろうとそれを武器に使わざるを得ない場

合があります。また、相手を１メートルの鎖で引っぱたくの

がクールだと思うかもしれません。即席武器表にはいくつ

かの武器になりそうな有り合わせの物品のデータを収録

しています。ゲームマスターは記載されていない物品の

扱いにはこれを指針にすることができます。

後退と転倒
　相手を傷つけるのではなく単に相手を転倒させたり後

退させたりするのが攻撃者の目的なら、攻撃と防御の判

定を通常通り行ってください。攻撃者が成功すれば、成

功度10当たり１メートル（端数切り捨て）だけ防御者は後

退します。相手を転倒させるなら、攻撃者は大成功（成功

度30 以上）を出さなければなりません。後退や転倒狙い

の攻撃はダイスを振る前に宣言しなければなりません。

　攻撃者がクリティカル成功したのでなければ、この攻撃

でダメージは与えられず、防御者は後退なり転倒なりする

だけです。ですが、攻撃者がクリティカル・ヒットしたならば、
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後退や転倒に加えて通常通りのダメージが適用されます。

　なお、攻撃によって負傷したキャラクターも転倒するかも

しれません（『負傷の効果』を参照）。

接近戦闘と投擲のダメージ・ボーナス
　接近攻撃や投擲武器攻撃が成功すると、武器を使って

いようといまいと、攻撃者の身体力÷10（端数切り捨て）の

ダメージ・ボーナスが得られます。ｐ 122、『ダメージ・ボー

ナス』を参照してください。

複数の目標
　ダメージをプレゼントするのに、その優しさの相手をたっ

た一人に絞る必要なんてありません。

接近戦闘
　複雑行動で接近攻撃を仕掛けるキャラクターは、一つ

の行動で複数の相手を攻撃することができます。どの目

標も他の目標から１メートル以内にいなければなりません。

こうした攻撃は最初の攻撃のダイスを振る前に宣言しなけ

ればなりません。全ての攻撃に、追加目標一体ごとに-20

の累積する修正が課されます。ですから一度の行動で三

人のキャラクターを攻撃しようというのであれば、全ての攻

撃に累積で-40 の修正が課されるのです。

射撃戦闘
　複雑行動で二回のセミオート射撃を行うキャラクターは、

それぞれの射撃で別の相手を狙うことができます。この場

合、二つ目の目標に対して-20 の修正が課されます。

　バーストファイア武器で射撃するキャラクターは、目標が

１メートル以内に隣接しているなら、最大で二体の目標を

狙うことができます。これは一回の攻撃として扱います。

『バーストファイア』を参照してください。

　複雑行動で二回のバーストファイア射撃を行うキャラク

ターは、それぞれの射撃で別の相手やペアを狙うことが

できます。この場合、二射目には-20 の修正が課されま

ｐ 17

即席武器

武器 徹甲(AP) ダメージ値(DV) 平均DV 技能

野球のボール ‐ (1d10÷2)+(身体力÷10) 2+(身体力÷10) 投擲武器

瓶 ‐ 1+(身体力÷10)、一度使うと割れる 1+(身体力÷10) 棍棒ないし投擲武器

割れた瓶 ‐ 1d10-1(最低 1) 4 刀剣

鎖 ‐ 1d10+(身体力÷10) 5+(身体力÷10) 特殊接近武器

ヘルメット ‐ 1d10+(身体力÷10) 5+(身体力÷10) 棍棒ないし投擲武器

プラズマ・トーチ -6 2d10 11 特殊射撃武器

スパナ ‐ 1d10+(身体力÷10) 5+(身体力÷10) 棍棒

物体や構造物の例

物体／構造物 装甲 耐久値 負傷

基準値

物体／構造物 装甲 耐久

値

負傷

基準値

高度な複合素材

（船やハビタットの外殻）

50 1000 200 エクト・リンク 6 1

金属発泡体（壁や扉など） 20 70 15

エアロゲル

（壁や窓など）

‐ 50 10 金属ガラス 30 150 30

エアロックの扉 15 100 25 ポリマーや木

（壁や扉や家具など）

10 40 8

合金やコンクリートや強化ポリマー

（補強された扉や壁）

30 100 20

量子遠投射リンク 3 20 4

装甲ガラス 10 50 20 透明アルミナ（壁や家具） 5 60 12

カウンター 7 60 12 樹木 2 40 10

机 7 60 12 樹木 ‐ 5 1



す。一射目で狙われた

人物やペアが再び狙わ

れた場合には、この修正

は適用されません。

　フルオート攻撃は、目

標が隣の目標と１メート

ル以内に隣接しているな

ら、複数の目標を狙うこ

とができます。これは一

回の攻撃として扱います。

『フルオート』を参照して

ください。

物体と構造物
　怒り狂った酔っぱらい

の近くにある貧弱な壁を

見ればわかるように、物

体や構造物は暴力や消

耗で傷付きます。それを

示すため、生物ではない

物体や構造物にもキャラ

クターと同様に耐久値と

負傷基準値と装甲値が

あります。耐久値は、そ

の構造物がどれだけダ

メージを受けたら壊れる

かを示します。装甲は、

通常通り、攻撃によるダ

メージを減らします。処

理を単純にするため、一

つの装甲値でエネル

ギー装甲値と力学装甲

値の両方を兼ねることに

します。ゲームマスター

の裁量によっては、適切

な修正を受けるかもしれ

ません。

　物体や構造物が受け

た負傷は、キャラクター

の負傷とは効果が異なり

ます。それぞれの負傷は

単に、ゲームマスターが

適当だと思う形での穴や

部分的な破損や機能低

下として扱われます。代

わりに、負傷した装置の

性能が落ちて、その物品

を使う技能テストに不利

な修正（負傷あたり-10

の累積修正）が課されるかもしれません。

　大型構造物にダメージを与える場合には、その部品を

別々の存在として扱うことをお勧めします。

射撃攻撃
　扉や壁といった大きな構造物に対しては、射撃戦闘の

攻撃は３分の１（端数切り捨て）のダメージしか与えません。

これは、殆どの射撃攻撃は構造物を貫通するだけで実際

ｐ 18

武器射程表

武器（種類） 近距離 中距離(-10) 遠距離(-20) 超遠距離(-30)

ファイアアーム

　ライト・ピストル 0-10 11-25 26-40 41-60

　ミディアム・ピストル 0-10 11-30 31-50 51-70

　ヘビー・ピストル 0-10 11-35 36-60 61-80

　ＳＭＧ 0-30 31-80 81-125 126-230

　アサルト・ライフル 0-150 151-250 251-500 501-900

　スナイパー・ライフル 0-180 181-400 401-1,100 1100-2,300

　マシンガン 0-100 101-400 401-1,000 1001-2,000

レールガン

　ファイアアームと同様だが、各距離での有効射程を５割増し

ビーム武器

　サイバー・ハンド・レーザー 0-30 31-80 81-125 126-230

　レーザー・パルサー 0-30 31-100 101-150 151-250

　マイクロウェーブ・アーゴナイザー 0-5 6-15 16-30 31-50

　粒子ビーム・ブラスター 0-30 31-100 101-150 151-300

　プラズマ・ライフル 0-20 21-50 51-100 101-300

　スタナー 0-10 11-25 26-40 41-60

シーカー

　マイクロミサイル 5-70 71-180 181-600 601-2,000

　ミニミサイル 5-150 151-300 301-1,000 1,001-3,000

　標準型ミサイル 5-300 301-1,000 1,001-3,000 3.001-10.000

噴射武器

　ブザー 0-5 6-15 16-30 31-50

　フリーザー 0-5 6-15 16-30 31-50

　シャード・ピストル 0-10 11-30 31-50 51-70

　シュレッダー 0-10 11-40 41-70 71-100

　スプレイヤー 0-5 6-15 16-30 31-50

　トーチ 0-5 6-15 16-30 31-50

　渦輪銃 0-5 6-15 16-30 31-50

投擲武器

　刀剣 身体力÷5 身体力÷2 身体力 身体力×2

　ミニグレネード 身体力÷2 身体力 身体力×2 身体力×3

　標準型グレネード 身体力÷5 身体力÷2 身体力 身体力×3



のダメージは僅かだという事実を反映したものです。

　アーゴナイザーとスタナーは物体や構造物には無効で

す。

撃ち抜き
　物体や構造物の反対側にいる目標を撃とうとするなら、

何らかの形で視界を確保していなければ最低-30 の無視

界射撃修正が課されるでしょう。その上、目標は間にある

物体や構造物の装甲値×２が装甲値に加算されます。

射程
　どんな射撃武器にも射程の制限があり、それを超えると

有効性を失います。武器の有効射程は近距離、中距離、

遠距離、超遠距離の四段階に分かれます。戦闘修正表

に記載されている通り、それぞれの距離に応じた修正が

適用されます。射程はメートル単位です。

　それぞれの武器の射程については、武器射程表を参

照してください。

射程と重力と真空
　武器射程表に記載された射程は、地球レベルの状況

（１Ｇ）でのものです。低重力環境では重力や空気抵抗が

少なくなるので力学武器やシーカー武器や噴射武器や

投擲武器の有効射程が伸びるかもしれませんが、目標に

当たるかどうかでは精度が決定的要素であることに変わり

はありません。低重力では同じ有効射程を使いますが、

最大射程を重力で割ります（例えば最大射程が 100メー

トルなら 0.5Ｇでは 200メートルになります）。微重力や無

重力では、最大射程は事実上視線の届く限りです。同様

に、高重力環境（１Ｇを超える）では、各距離の最大値を

重力で割ります（例：近距離が 10メートルなら２Ｇでは５

メートルになります）。

　ビーム武器は重力の影響を受けませんが、大気のない

状況ではずっと遠くまで届きます。ビーム武器の真空で

の最大射程は事実上視線の届く限りです。

リーチ
　キャラクターのリーチを伸ばし、接近戦闘で相手に対し

てかなり有利になる武器もあります。斧や棍棒や剣や

ショック・バトンといった長さ 0.5 メートル以上の武器が、こ

れに該当します。相手に対してリーチで勝っている場合、

攻撃と防御の両方に+10 の修正が得られます。

着弾誤差
　爆風武器を使う場合、たとえ直撃させられなくても爆発

半径に目標を巻き込めるかもしれません。グレネードなど

の武器は外れても必ずどこかで爆発するので、実際にど

こで爆発したかが戦闘の帰趨に関わるかもしれません。

外れた爆風攻撃がどこに着弾するかを決めるには、着弾

誤差ルールを使います。

　着弾誤差を決めるには、10面ダイスを振ってそれが物

理的に「指す」方向（自分自身を基準として）を記録してく

ださい。それが、外れた爆風攻撃の着弾が目標から逸れ

た方向になります。また、出目が着弾誤差（メートル単位）

になります。攻撃の失敗度が 30 を超えていれば、誤差の

距離は倍になります。失敗度が 60 を超えていれば３倍に

なります。そこが爆心地になり、範囲内にいるキャラクター

の全員に対し、通常通りダメージを処理します（『爆風効

果武器』を参照）。

　代わりに、d10 して以下の着弾誤差表で方向を決め、も

う一度 d10 を振って同様に誤差の距離を決めることもでき

ます。

電撃武器
　電撃武器は目標を肉体的に麻痺させたり無力化したり

するために高圧の電流ショックを使います。電撃武器は

バイオモーフやポッドには特に有効で、たとえ重装甲で

あっても変わりありません。シンセモーフやボットや機体に

電撃武器の効果は無効です。

　電撃武器が命中したバイオモーフは耐久値（受けてい

るダメージで低下した、現在の耐久値）＋エネルギー装

甲でテストを行わなければなりません。失敗すると、直ち

に神経筋のコントロールを失って倒れ、失敗度10当たり

１行動ターン（最大で３行動ターン）無力化します。その間

は麻痺して何の行動も取れず、場合によっては悶えたり

眩暈や吐き気に襲われたりします。その後は行動できま

すが、衝撃や動揺が残っていて、全ての行動に-30 修正

が課されます。この修正は１分あたり 10減少します（なの

で１分後は-20、２分後は-10、３分後は修正なしです）。

多くの電撃武器はＤＶももたらし、そちらは通常通り扱い

ます。

　耐久値テストに成功したバイオモーフは衝撃を受けたも

のの無力にはなりません。記載されたＤＶの半分を受け、

次の行動ターンの終わりまで-30 修正を受けます。この修

正は行動ターンあたり 10減少します。追加の電撃による

修正は累積しませんが、和らいだ修正を最大値に戻すで

しょう。

押さえ込み
　接近戦闘で相手に組み付くには、サイコロを振る前に

押さえ込みを試みると宣言しなければなりません。武器を

持っていればそれを組み付きテクニックの一つに使える

ので、攻撃には適切な接近戦闘技能ならどれでも使えま

す。攻撃で目標の耐久値以上の成功度で成功すれば、

（少なくともその瞬間は）相手を押さえ込むのに成功しまし
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た。クリティカル成功しなければ組み付き攻撃でダメージ

は発生しません（たとえクリティカルの場合でも、ダメージ

を与えないことを選べます）。

　押さえ込まれた相手は、一時的に拘束されるか移動で

きなくなります。会話したり精神技能を使ったりメッシュ行

動を行ったりはできますが、振りほどき以外の肉体的行動

は行えません（ゲームマスターの裁量によっては、ポケッ

トのナイフに手を伸ばしたり床の数センチ先に落ちている

品物をつかんだりといった小さく妨げにくい行動はできる

かもしれませんが、最低でも-30 修正を課され、組み付い

ている側に気付かれる可能性があるでしょう）。

　振りほどくには、組み付かれたキャラクターは複雑行動

で素手戦闘か身体力×３の対抗テストを行わなければな

りませんが、押さえ込まれている側はこのテストに-30 修

正を課されます。

制圧射撃
　武器をフルオート・モードで撃つキャラクターは、特定の

誰かを狙うのではなく制圧射撃をばらまいて、制圧空間

の全員の動きを抑えようとすることができます。これには複

雑行動と 20発の弾薬が必要で、キャラクターの次の行動

フェイズまで有効です。制圧空間は円錐状に広がり、幅

は最大で直径 20メートルになります。遮蔽のないキャラク

ターや自分の行動で直ちに遮蔽に隠れないキャラクター

は、制圧射撃で被弾する可能性があります。誰かが遮蔽

なしで制圧空間内に進入したら、制圧射撃を行っている

キャラクターは行動を消費せずに一回攻撃が行え、これ

の防御は通常通りに処理します。このテストには射程と負

傷と全力防御の修正だけを適用します。命中したら、被

弾したキャラクターはシングルショット扱いのダメージに抵

抗しなければなりません。

不意打ち
　誰かを奇襲したいキャラクターは、不意打ちの要素を得

る努力をしなければなりません。忍び寄ったり待ち伏せた

り遠距離の見つけにくい場所から狙撃したりするのが、よ

くある手段です。奇襲側が目標側を不意打ちしようとする

時には、目標側の知覚テストを隠して行ってください。不

意打ちを警告されているのでなければ、このテストには集

中していないことによるものとして通例の-20 修正が課さ

れるでしょう。これは奇襲者の潜入技能との対抗テストで

す。攻撃者の位置によっては、他の修正（距離、視界、遮

蔽など）も適用されるかもしれません。

　知覚テストが失敗したら、キャラクターはその攻撃に不

意打ちされて反応も防御も行えません。その場合には、

攻撃者が不意打ちされたキャラクターを攻撃する行動

フェイズを一方的に与えてください。攻撃者が行動したら、

通常通りイニシアティブを振ります。

　知覚テストが成功したら、キャラクターは奇襲の寸前で

何かに気付き、反応するチャンスが得られます。この場合、

イニシアティブは通常通り振りますが、奇襲されたキャラク

ターはイニシアティブ・テストに－３修正を課されます。奇

襲されたキャラクターは通常通り防御可能です。

　集団の奇襲では、不意打ちされたキャラクターと不意打

ちされていないキャラクターが混ざっていると話が複雑に

なります。この場合、イニシアティブは通常通り振り、奇襲

されたキャラクターは全員－３修正を課されます。不意打

ちされたキャラクターは、油断していて何が起こっている

かの状況を把握しなければならないため、最初の行動

フェイズでは全く行動できません。前述したように、不意

打ちされたキャラクターは最初の行動フェイズでは防御で

きません。

戦術ネットワーク
　戦術ネットワークというのは、チームが戦術情報を共有

することで支援を得られる、特殊なソフトウェアです。ス

ポーツ・チームや警備会社や軍事部隊やＡＲゲーマーや

ゲートクラッシャーや測量者や採掘者や交通管制者や廃

品漁り、それに状況の戦術的概観を必要とする人なら誰

もが、普通に使っています。ファイアウォールのチームも

よく活用しています。

　ゲーム上のタクネット（戦術ネットワーク）は、戦術上の必

要に最適なように、ミューズやＡＩに特殊な戦術技能や道

具を提供します。こうした道具は互いにリンクしていて、

ネットワークの参加者全員の間で共有分析され、関連
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データを要約したり発言や重要度を強調したり注意が必

要な事柄を警告したりするカスタマイズ可能な内視表示

を各ユーザーに生成します。

戦闘用タクネット
　以下の一覧は、典型的な戦闘用タクネットの機能の例

です。ゲームマスターは自分のゲームに合うようにこれら

のオプションを改造したり拡張したりするといいでしょう。

・地図：タクネットは利用可能な地図を全て組み合わせ、

鳥瞰図や相互作用型の三次元地図をユーザーに表示し、

その場にある物体間の距離がすぐにわかります。またＡＩ

やミューズが感覚入力やブレッドクラム位置システム（ｐ

332）等によるデータによって地図を作製することもできま

す。こうした地図で記録した経路などのデータは内視画

像などのＡＲ感覚入力（ユーザーが左折すべきなら、半

透明の赤い矢印が見えたり左側がうずいたりするでしょ

う）で表示可能です。

・位置：ユーザーや他の参加者全員の正確な位置が、

メッシュ位置管理とＧＰＳによって更新表示されます。同

様に、判明しているヒトやボットや機体などの物体も感覚

入力によって記録可能です。

・感覚入力：ネットワークに参加しているキャラクターや機

器が得られる感覚入力を、システムに配信して共有でき

ます。これには物理的感覚や携帯センサーやスマートリ

ンク・ガンカメラやＸＰ出力等によるデータが含まれます。

これにより、あるユーザーが他のユーザーの感覚配信を

その場で呼び出してアクセスすることができるのです。

・通信管理：タクネットは全ユーザーの間で暗号リンクを維

持し、参加者がリンクから切り離されないよう、また通信リ

ンクがハッキングや介入を受けたりしないように対応して

います。

・スマートリンク／武器データ：タクネットは、スマートリン

ク・インターフェースや無線リンクによって武器や武器アク

セサリ等の装備の状態を監視し、損傷や消耗などの問題

をユーザーに報告します。

・間接射撃：タクネットの参加者は間接射撃（ｐ 195）用に

他の参加者に照準データを提供できます。

・分析：タクネットに参加しているミューズやＡＩは、スキル

ソフトやデータベースで強化されているため、入力される

データや感覚配信を解釈することができます。これはお

そらくタクネットで一番有用な要素で、ユーザー個人が見

逃していたであろう事実や細部にミューズやＡＩが気付く

かもしれないということです。例えば、タクネットは敵が

撃った弾の数を数えたり、いつバッテリー切れになりそう

かに気を付けたり、場合によっては使われた武器や弾薬

の種類を調べるために感覚入力を分析したりできます。ま

た、敵やその装備を走査分析して潜在的な弱点や損傷

や能力に気を付けることもできます。敵との感覚接触が途

切れたら、最後に把握していた場所を記憶してあり得る移

動方向と距離を表示します。敵の位置によって視界と射

界もわかり、ユーザーに潜在的な遮蔽と危険を知らせま

す。またタクネットは、敵の挟撃や高台の確保といった

ユーザーに有利な戦術起動の提案も行います。

　こうした機能の多くはＡＲ表示によって直ちにアクセス可

能で、そうでないものも高速行動でアクセス可能です。同

様に、いつミューズ／ＡＩが重要な警報を出すかは、ゲー

ムマスターが決定します。ゲームマスターの裁量によって

は、こうした機能のどれかがキャラクターのテストに修正を

与えるかもしれません。

接触のみ攻撃
　目標を傷つけるのではなくただ触れるだけでよく、その

ためそれなりに簡単な種類の攻撃もあります。相手に皮

下ドラッグ・パッチを張り付けたり肌に接触毒をなすったり

詭技を使うために肌と肌の接触を確立したりする場合に、

こうした条件が成り立つでしょう。こうした状況では、接近

攻撃に+20 修正が適用されます。

両手武器
　両手武器と記述されている武器は、うまく使うには二つ

の手（あるいは器用な手足）が必要です。これには、ある

種の大型火器や重火器に加えて一部の古臭い接近戦武

器（大きな剣や槍など）が当てはまります。こうした武器を

片手で使おうとするキャラクターは-20 修正を課されます。

この修正は搭載武器には適用されません。

複数武器の使用
　戦闘で二つの武器を使うことは可能ですし、オクトモー

フや多肢シンセモーフならばもっと多く使えます。この場

合、非利き腕で持っている武器には、-20 修正の非利き

腕修正が課されます。この修正は特性／両手利きで相殺

可能です。

追加の接近武器
　複数の接近武器の使用は、複数の攻撃ではなく一度の

攻撃として扱います。追加武器一つにつき攻撃のダメー

ジが+1d10（最大で+3d10）されます。非利き腕修正は無

視されます。一度の複雑行動で複数の目標を攻撃（『複

数の目標』を参照）したら、このボーナスは適用されませ

ん。もちろん、攻撃者は実際に追加の武器を持てなけれ

ばなりません。例えば手が二つしかないスプライサーは、

ナイフと両手剣の両方は持てません。同様に、ゲームマ

スターは効果的に併用するには異なり過ぎている追加武

器（鞭とビリヤードのキュー）によるダメージ・ボーナスを無

視しても構いません。なお、素手戦闘での追加の手足も

最初からペアになっている武器（ショック・グラブなど）も追

加の武器とは数えません。

　複数の接近武器を使っているキャラクターは、接近攻撃

に対する防御時に追加武器あたり+10（最大で+30）の

ボーナスを得られます。

追加の射撃武器
　同様に、射撃戦闘で両手にそれぞれピストルを持ったり、

手足が多ければもっと大きな武器を複数持ったりできま
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す（例えば脚が８本のオクトモーフなら、最大で４挺のアサ

ルト・ライフルを持てるでしょう）。こうした武器を同じ目標

に向けて一斉に撃つことができます。この場合、それぞれ

の武器を別々の攻撃として扱い、非利き腕の武器には-

20 修正が累積して課され（最初の攻撃では修正なし、二

つ目では-20、三つ目では-40、四つ目では-60）、これは

通常通り特性／両手利き（ｐ 145）で相殺可能です。

物理的健康
『エクリプス・フェイズ』のような危険な世界では、キャラク

ターが傷つくのは避けられません。バイオモーフであろう

とシンセモーフであろうと、武器や格闘や落下や事故や

過酷な環境や超能力攻撃などによって負傷する可能性

があるのです。この節ではこうした怪我をどう管理し、それ

がキャラクターにどのような影響があるのかを扱います。

キャラクターの物理的健康を管理する手段には、ダメージ

点と負傷の二種類があります。

ダメージ点
　ダメージ点はキャラクターが被った物理的損害の単位

です。この点数は累積し、キャラクター・シートに記録され

ます。ダメージ点は疲労や衝撃や打撲や腫れ物や捻挫

や小さな切り傷といった、苦痛ではあるけれど大量に重な

らなければ大きな障害や生命の危機には至らない怪我と

位置づけられます。ですが、一度に大量のダメージ点を

もたらす怪我はもっと深刻な影響があるでしょう（次の

ページの『負傷』を参照）。

　ダメージ点は休息や医療処置や修理によって軽減でき

ます（『治療と修理』を参照）。

ダメージの種類
　物理的ダメージには、エネルギーと力学と超能力の三

種類があります。

エネルギー・ダメージ
　エネルギー・ダメージは、レーザーやプラズマ・ガンや炎

や感電や爆発といった有害なエネルギー源によるもので

す。

力学ダメージ
　力学ダメージは、投射体を始めとする、高速で飛来して

衝突時に目標にエネルギーを散布する物体によって引き

起こされます。銃やフレシェット武器やナイフやパンチな

どが力学攻撃です。

超能力ダメージ
　超能力ダメージは心霊必殺（ｐ 228）といった攻撃的な

詭技によって引き起こされます。

耐久値と健康
　キャラクターの物理的健康は、耐久値によって示されま

す。バイオモーフを着用しているキャラクターにとっては、

これはダメージ点がどれだけ累積したら耐えられなくなっ

て気絶するかです。一度累積したダメージ点が耐久値以

上になったら、消耗と肉体の酷使によって直ちに倒れま

す。医療処置や自然回復によってダメージ点が耐久値未

満に戻るまで、気絶したままです。

　機械の殻を纏っているならば、耐久値は構造的な一体

性です。累積したダメージ点が耐久値以上になったら物

理的行動が不可能になります。おそらくコンピュータ・シス

テムは生きていてメッシュは可能なままですが、モーフは

壊れていて修理されるまで移動不可能です。

死亡
　膨大な累積ダメージ点はキャラクターの生死に関わりま

す。ダメージが耐久値×1.5（バイオモーフの場合）ないし

２（シンセモーフの場合）に到達したら、肉体は死亡しま

す。この限界点は死亡値と呼ばれます。この状態になっ

た機械のモーフは修理不能なまでに破壊されています。

ダメージ値
『エクリプス・フェイズ』の武器（及び他のダメージ源）には、

その武器が与えるダメージ値の基本値であるダメージ値

（ＤＶ）が設定されています。この値は可変であることが多

く、3d10 といったダイス振りの形式になっています。この

場合、３個の 10面ダイスを振って出目を合計（０の出目は

10 として計算）します。ＤＶが 2d10+5といった、ダイス振り

プラス修正の場合もあります。この場合は２個の 10面ダイ

スを振って出目を合計し、それに５を加算します。

　処理を単純化するために、可変値の後に括弧閉じで固

定値も記載されています。ダイス振りを省略したければ、

代わりにその固定値（基本的に端数を丸めた平均値）を

そのまま使ってください。例えば、ダメージが 2d10+5(15)

と記載されていたら、ダイスを振らずに 15をそのまま使う

ことができるのです。

　ダメージをキャラクターに与える際には、『ステップ７：ダ

メージを決定する』（ｐ 192）で述べられているように、ＤＶ

を決定（ダイスを振って）して修正装甲値を引いてくださ

い。

負傷
　負傷というのはより重大な怪我で、深い切り傷や出血、

骨折、四肢の破損といった、行動能力が損なわれて死や

後遺症に関わる重傷です。

　キャラクターがダメージを受けたら、その値（装甲で減ら

した後の値）と負傷基準値を比較してください。もし最終

的なＤＶが負傷基準値以上だったら、負傷を受けます。

受けたダメージが負傷基準値の倍だったら、２個の負傷

を受けますし、３倍だったら３個の負傷を受けます。

　負傷は累積し、キャラクター・シートに記載しなければな

りません。

　なお、これらのルールはダメージと負傷を抽象的な概念

として扱っています。ゲームマスターが、よりドラマティック
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でリアルにしようと、くるぶしの骨折や腱の切断や内出血

や耳の切断といった感じに、負傷をもっと詳しくおぞましく

描写したがるかもしれません。こうした具体的な怪我の内

容によってはゲームマスターが特別な影響を指定するか

もしれません。例えば、手が砕けたキャラクターは銃を拾

い上げることができないかもしれませんし、大量に出血し

たら敵が追えるような血痕を残すかもしれませんし、眼球

が切れたら視覚による知覚修正か追加で課されるかもし

れません。同様に、こうしたディティールがキャラクターの

治療や回復に影響するかもしれません。

負傷の影響
　負傷１個に付き行動への-10 修正とイニシアティブへの

-1修正が課され、これは累積します。例えば３個の負傷

があるキャラクターは、全ての行動に-30 修正とイニシア

ティブに-3修正が課されます。

　特性やモーフやインプラントやドラッグや超能力には、

負傷修正を無視できる物があります。これらの効果は累

積しますが、無視できるのは最大で負傷３個分（行動に-

30 修正とイニシアティブに-3修正）です。

　転倒：負傷したら、その場で身体力×３のテストを行わ

なければなりません。負傷修正は適用されます。失敗した

ら転倒し、起き上がるのに高速行動を費やさなければなり

ません。ボットや機体は制御失敗を避けるのに操縦テ

ストを行わなければなりません。

　気絶：一度に（一つの攻撃で）複数の負傷を受けたら、

その場でもう一度身体力×３のテストを行わなければなり

ません。これにも負傷修正は適用されます。失敗したら気

絶します（目を覚ますか回復するまで）。一度に複数の負

傷を受けたボットや機体は自動的に制御失敗になります。

　出血：負傷してダメージが耐久値を越えたバイオモーフ

には、失血死の危険があります。医療手当を受けるか死

ぬまで、１ターンあたり１点（１分あたり 20点）の追加ダ

メージを受けます。

死
『エクリプス・フェイズ』の住民の多くにとっては、死は人生

の終わりではありません。キャラクターの皮質スタックが回

収できれば、それを蘇生して新しいモーフにダウンロード

できます（『再着用』を参照）。これにはバックアップ保険

か死体／スタックの拾い主の好意が必要なのが普通です。

　皮質スタックが回収されなくても、記録されているバック

アップから再載可能です。この場合も、バックアップ保険

か復活料金の支払人が必要です。

　皮質スタックが回収されなくてバックアップもなかったら、

その時は全くどうしようもなく死亡です。お終いです。運の

尽きです（たまたまどこかで自分のアルファ・フォークがで

歩いているのでなければ、ですが。ｐ 273の『フォーキン

グとマージング』を参照）。

治療と修理
　ダメージや負傷を受けたキャラクターの治療や修理には

以下のルールを使用します。

バイオモーフの治療
　高度な医療技術のお陰で、バイオモーフ（ポッドを含

む）を着用しているキャラクターの怪我を治す手段は沢山

あります。医療機やナノ包帯回復速度を速めます。治療

タンクはどんな重傷でも数日で直してしまい、たとえ死ん

だ直後や首だけになったキャラクターであろうとも治療で

きます。

　もちろん、こうした医療機器を使えないキャラクターにも

望みはあります。訓練されたプロフェッショナルの医療技

能は負傷の影響を軽減することができますし、当然ながら

時間をかければ肉体が自然に回復します。

医療処置
　適切な医療技能（医療：救急や医療：外傷外科など）を

持つキャラクターは、ダメージや負傷を受けたキャラク

ターに応急処置を施すことができます。状況に応じて

ゲームマスターが適切と判断した修正を受けた医療テスト

に成功すれば、1d10 のダメージが治療されて１個の負傷

が消えます。このテストは怪我した時から２４時間以内に
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回復表

キャラクターの状況 ダメージの回復速度 負傷の回復速度

基本バイオ改造がない １日あたり 1d10(5) １個あたり１週間

基本バイオ改造がある 12 時間あたり 1d10(5) １個あたり３日間

ナノ包帯を使用 2 時間あたり 1d10(5) １個あたり１日間

医療機がある 1時間あたり 1d10(5) １個あたり 12 時間

貧相な環境（まずい食事、休息不足／活発な活動、貧しい住ま

いや殺菌不足）

予定時間が２倍 予定時間が２倍

過酷な環境（栄養不足、休息なし／激しい活動、住まいや殺菌

が（ほぼ）存在しない

予定時間が３倍 負傷は回復しない



行う必要があり、一つの怪我は一度しか処置できません。

ですが、そのキャラクターがもう一度怪我したら、その新し

いダメージは処置できます。こうした医療処置は医療機や

ナノ包帯や治療タンクで処置済みの怪我に対しては無効

です。

自然回復
　辺鄙なステーションや火星の田舎など、医療技術から

遥か彼方に遠ざけられたキャラクターは、怪我したら自然

に治るのを待つしかありません。自然回復はいくつもの要

素に大きく左右される緩やかな過程です。負傷を回復す

るには、先に通常のダメージを全て回復しておかなけれ

ばなりません。回復表を参照してください。

手術
『エクリプス・フェイズ』では、重傷の殆どは治療タンク送り

か単なる休息休養で治療されます。治療タンクが使えな

い状況では、特定の負傷には知性体（キャラクターないし

ＡＩ操作の医療ボット）による本物の手術が必要だと、ゲー

ムマスターが判断するかもしれません。この場合、キャラク

ターは手術を受けるまでそれ以上は回復しないのが普通

です。手術は状況に応じた分野と１～８時間の予定時間

の医療テストとして扱われます。成功すれば、キャラク

ターは 1d10 のダメージが治療されて１個の負傷が消え、

それ以降は通常通り回復します。

シンセモーフや物体の修理
　バイオモーフと違って、シンセモーフや物体のダメージ

は自然には治らず、修理が必要です。バイオモーフ用の

医療機と似た高度なナノテク自己修復システム（『フィク

サー・ナノスウォーム』を参照）を搭載したシンセモーフや

装置もあります。修理の実行には修理スプレーも使われ、

技術に詳しくない人にはきわめて便利です。こうした手が

使えなければ、技術者が技能と道具を使った昔ながらの

やり方で修理することもできます（以下の『物理的修理』を

参照）。最後の手段としては、シンセモーフや物体は適切

な設計図を用意した上でナノ合成機で修理することも可

能です（治療タンクと同じルールを使用します）。

物理的修理
　手作業によるシンセモーフや物体の修理には、その物

品に相応しい分野（シンセモーフやボットならハードウェ

ア：ロボット、航空機ならハードウェア：航空宇宙など）の

ハードウェア・テストが必要で、負傷１個当たり-10 修正が

課されます。修理は作業行動で、修復するダメージ 10点

あたり２時間、及び負傷１個当たり８時間が予定時間です。

状況と利用可能な道具に基づいて、適切な修正を適用し

てください。例えば、便利ツール（ｐ 326）は修理テストに

+10 修正を適用しますし、修理スプレーは+30 修正を適

用します。

装甲の修理

　装甲も耐久値と同様に修理できますが、負傷によるテス

トや時間の修正はありません。

精神的健康
　肉体を捨てて新品に交換できる時代では、精神とエゴ、

つまり自己認識にもたらされたトラウマは、しばしば肉体

的な重傷よりも更に過酷です。肉体的な死の体験、長期

の孤独、愛する人との別離、異星環境、記憶の欠落や

モーフの交換による自己の断絶、超能力攻撃など、正気

と精神的一体性を脅かすものは少なくありません。キャラ

クターの精神的健康を管理する手段には、ストレス点とト

ラウマの二種類があります

ストレス点
　ストレス点は、エゴの一貫性の断裂やキャラクターの精

神的自己イメージの傷痕です。この精神ダメージは脳へ

のショックや失見当や認知のズレや神経の誤作動や知的

能力の低下として表れます。ストレス点そのものがキャラク

ターの能力を大きく損ねることはありませんが、積み重な

れば途方もない影響を及ぼしかねません。更に、一度に

大量のストレス点をもたらすストレス源は、より深刻な影響

をもたらすでしょう（『トラウマ』を参照）。

　ストレス点は長期の休息や精神医療や心理手術（ｐ

215）によって減少させることができます。

理性値とストレス
　理性値はキャラクターの精神的安定性の指標です。スト

レス点の累積が理性値以上になったら、キャラクターのエ

ゴはただちに神経衰弱を引き起こします。ショックに打ち

のめされ、ストレス点が理性値を下回るまで混迷状態

が続きます。ストレス点の累積は、生物の脳に宿るエゴだ

けでなく機械の殻に宿るエゴやインフォモーフも打ちのめ

します。精神ソフトが事実上フリーズして、デバッグされる

まで機能できなくなるのです。

発狂値
　大量の累積ストレス点はキャラクターの正気に永続的な

ダメージを及ぼします。ストレス点の累計が理性値×２に

到達したら、キャラクターのエゴは完全に砕け散ります。

精神が崩壊し、どんな精神医療でも休息でも永遠に回復

しないのです。

ストレス値
　認知ストレスを引き起こす可能性のあるものには、ストレ

ス値（ＳＶ）があります。これは、その攻撃や経験がキャラク

ターに及ぼすストレス点を示したものです。ＤＶと同様に、

ＳＶも 2d10 といった可変値だったり、2d10+5といった修正

付きの値だったりすることもあります。与えられるストレス値

を決めるには、ダイスを振って出目を合計してください。

処理を簡単にするために、可変値の後に括弧閉じで固

定値のＳＶも記述されています。ダイス振りでゲームの流
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れを止めたくない時にはそれを使ってください。

トラウマ
　精神のトラウマは、ストレスよりも深刻です。深刻な精神

的ショックや人格や自己の損傷や錯乱や価値観の激変と

いった、過酷な認知上の障害です。トラウマはキャラク

ターの能力を損ない、一時的な錯乱や長期の精神疾患

に至るかもしれません。

　キャラクターが一度にトラウマ基準値以上のストレス点を

受けたら、トラウマを負います。トラウマ基準値の２倍や３

倍のストレス点を受けたら、それに応じて二個や三個のト

ラウマを負います。トラウマは累積するので、キャラク

ター・レコード・シートに記入しなければなりません。

トラウマの影響
　トラウマ１個に付き行動への-10 修正とイニシアティブへ

の-1修正が課され、これは累積します。例えば２個のトラ

ウマがあるキャラクターは、全ての行動に-20 修正とイニ

シアティブに-2 修正が課されます。これは負傷修正と累

積します。

　失見当：トラウマを負ったら、その場で意志力×３のテス

トを行わなければなりません。トラウマ修正は適用されま

す。失敗したら一時的に呆然として何が何だか分からなく

なり、思考を取り戻すのに複雑行動を費やさなければなり

ません。

　錯乱と精神疾患：トラウマを負ったら、一時的に錯乱しま

す（次のページの『錯乱』を参照）。最初のトラウマでは軽

度の錯乱が生じます。２個目のトラウマを負ったら、最初

の錯乱が軽度から中程度に悪化するか別の軽度の錯乱

が生じます（ゲームマスターの判断で）。同様に、３個目の

トラウマでは中程度の錯乱が重度の錯乱になるか、新し

い軽度の錯乱が生じます。基本的には錯乱の悪化をお

勧めしますし、区切りがない状況でトラウマを受けた場合

であればなおさらです。状況や原因が全く異なるなら、錯

乱も別で構わないでしょう。

　精神疾患：キャラクターが４個以上のトラウマを負ったら、

重度の錯乱は精神疾患に悪化します。精神疾患というの

は、治療に数週間や場合によっては数カ月もの心理療法

や心理手術が必要なのが普通な、長期の心的疾患です

（ｐ 211、『精神疾患』を参照）。

錯乱
　錯乱は、トラウマによる一時的な精神状態です。錯乱に

は軽度と中程度と重度の三段階があります。どんな錯乱

にするかは、シナリオとキャラクターの人格に応じてゲー

ムマスターとプレイヤーが協力して選んでください。

　錯乱は、1d10÷２時間（端数切り捨て）が経過するか精

神医療を受けるまで続きます。ゲームマスターの裁量に

よっては、キャラクターがストレス源から離れていなかった

りストレスをもたらす状況に巻き込まれたままならば錯乱

がもっと長くことにしてもかまいません。

　錯乱の影響はロールプレイされるためのものです。プレ

イヤーは、キャラクターの言動に錯乱を織り込んでくださ

い。プレイヤーが錯乱の影響を表現しきれていないと

思ったら、ゲームマスターがそれを強調できます。また、

適切と思ったら一部の行動に追加の修正やテストを要求

してもかまいません。

不安症（軽度）
　パニック発作を引き起こし、発汗や心拍数の上昇や震

えや息切れや頭痛といった、恐怖と不安の生理的症状を

見せます。
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回避（軽度）
　心理的に、ストレス源やそれに関わる状況の一部に対

処することができず、そのためそれを回避します。必要と

あらば耳を塞いだり身体を丸めたりセンサーをオフにした

りしてでもです。

目まい（軽度）
　ストレスによって頭がクラクラして方向感覚がおぼつかな

くなります。

執着（軽度）
　自分の上手くいかなかった行動やストレスの原因となっ

た状況の何かに執着します。それのことで頭がいっぱい

になったり、その行動を繰り返したり、それをやり直そうと

したり、その手順を頭の中で反芻したり何度も喋ったりす

るのです。

優柔不断（軽度）
　ストレスの原因に狼狽し、決断を下したりどんな行動を

するかを選んだりするのが難しくなります。

語漏症（軽度）
　とにかく喋って喋って喋りまくるのが、トラウマに対するあ

なたの反応です。とにかく黙りません。

悪心（軽度）
　ストレスで気分が悪くなり、吐かないように我慢しなけれ

ばなりません。

悪寒（中程度）
　体温が上昇して寒気がし、身震いがします。何をしても

温かみを感じられません。

混乱（中程度）
　トラウマによって精神集中がかき乱され、自分が今何を

やっているのかを忘れたり単純な作業をごっちゃにしたり

簡単な判断を躊躇ったりしてしまいます。

反響動作（中程度）
　周囲にいる人物の行動をいつの間にか繰り返したり真

似たりしてしまいます。

気分変動（中程度）
　自分の感情のコントロールを失っています。何の前触れ

もなく絶頂から号泣してはたまた怒り狂ったりするのです。

失語症（中程度）
　トラウマによって言葉を失い、有効なコミュニケーション

が全く取れなくなっています。

自己陶酔（中程度）
　精神的ショックの影響で、自分のことしか考えられませ

ん。周囲のことを気にするのをやめてしまっています。

パニック（中程度）
　恐怖や不安に圧倒され、ストレスの原因から直ちに遠ざ

かろうとします。

振戦（中程度）
　激しい震えにより、物をつかんだり立っていたりするのが

難しくなります。

　

意識喪失（重度）
　一時的な遁走状態に陥り、「オート・パイロット」で動きま

す。その間に起きたことは、後から思い出すこともできま

せん（機械の殻やインフォモーフは記録から記憶を呼び

出すことができます）。

狂乱（重度）
　ストレス源に激しく興奮し、それを攻撃します。

幻覚（重度）
　本当は存在しない物が見えたり聞こえたり知覚できたり

します。

ヒステリー（重度）
　自制を失い、ストレス源に対してパニックを起こします。

その大半は笑いや泣きや理屈抜きの恐怖の感情的な爆

発の結果です。

非合理（重度）
　ストレスが余りにも激しすぎたせいで、論理的判断力が

崩壊しました。脳内侮辱に腹を立てたり筋の通らない期

待を抱いたりと、証拠に説得力がない概念を抱きます。

硬直（重度）
　トラウマが余りにも衝撃的だったせいで、文字通り凍り付

き、決断を下すことも行動を起こすこともできません。

心因性身体障害（重度）
　トラウマに圧倒され、肉体的機能の一部が損なわれまし

た。不可解な視覚障害や聴覚障害、あるいはある手足を

使おうとすると幻肢痛に襲われたり突然動かなくなったり

します。

精神疾患
　精神疾患はもっと永続的な精神病です。この場合の「永

続的」というのは未来永劫とは限りませんが、長期間の

しっかりとした精神科の助けを得るまで症状が続くというこ

とです。精神疾患は、キャラクターが合計で４個のトラウマ

を負うと生じます。ゲームマスターとプレイヤーは、状況と
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キャラクターに相応しい精神疾患を選んでください。

　精神疾患は常に「発症中」ではなく、特定の状況によっ

て誘発されるまでは潜在しているかもしれません。発症中

に行動することはもちろん可能ですが、精神疾患というの

は患者が普通の人間関係を維持して仕事を成功させる

能力の大きな障害です。精神疾患を素敵なロールプレイ

のネタとして美化しないでください。これは、傷ついた心

が、何らかの形で残酷だった世界と折り合いをつけようと

する精一杯の努力なのです。それに、多くのハビタット

（特に中心部）の人々は、今でも精神疾患を社会的烙印

の一つと見なしていて、障害者に対して好意的でない反

応をするかもしれません。

　冒険によって精神疾患を得たキャラクターがそれを克服

する手段には、ゲーム内で治療するか不利な特性として

捨てる（『特性の得失』を参照）かの二種類があります。

依存症
　精神疾患としての依存症は、特定の行動や物質に対す

る依存的な行動を指しますが、患者はそれなしでは行動

不能なだけではなく依存物の影響で能力が大きく損なわ

れる段階にまで達しています。患者は心のどこかでは助

けを求めたり依存物／行動を減らしたりしたいと願ってい

るものの、依存を満たすために多大な時間を費やすあま

り他には何もできません。これは特性／依存症から更に

悪化していますが、依存症というよりもむしろ時間を奪い

尽すことで心理的に補償する有害行動と言った方がいい

でしょう。依存症の多くは精神疾患を引き起こしたトラウマ

に関係しています（ＶＲや麻薬の依存症をお勧めします）。

推奨ゲーム効果：依存者には、依存物を服用しているか

禁断症状を起こしているか、どちらかの状態しかありませ

ん。更に、依存を満たすために他の責任を放り出して多

大な時間を費やしています。

先祖返り
　主に知性化動物に生じる精神疾患です。これによって、

旧世代の非知性ないし半知性状態に退行します。より動

物的な我慢と言えるような振る舞いに出るかもしれません

し、抽象的思考や発声といった知性化による能力の一部

を失うかもしれません。

推奨ゲーム効果：プレイヤーとゲームマスターは、その知

性化動物の野生がどれだけ失われていたのかを議論し、

それに応じてゲーム上の不利な修正を決めてください。

あとこれは重要なことですが、他の知性化動物は先祖返

りした知性化動物を恐怖に近い想いで見、基本的には関

わろうとしないのが普通です。

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）
　この精神疾患は、一つの作業に長期間集中していられ

ないと、殆どの状況で細かい事柄に気付けないのが特徴

です。患者は、ある作業を始めてほんのちょっとでまた新

しい作業を始めるので、気が付くと幾つもの作業を始めて

います。ＡＤＨＤの患者には、たとえすぐに関心が全く消

えてしまうとしても、仕事を完成させる自信として湧き上が

る躁的な長所があるかもしれません。

推奨ゲーム効果：知覚技能や類似技能への不利な修正。

難易度修正の悪化（アクションの最中ならもっと）。

自食症
　これは基本的には知性化タコだけに生じる精神疾患で

す。自分の足を自分で食べてしまうという特徴がある、不

安症の一種です。自食症の患者は、ストレスを感じると自

分の足を（可能であれば全部）食べてしまい、重傷をもた

らす恐れがあります。

推奨ゲーム効果：この精神疾患にかかっている知性化タ

コがストレスのかかる状況にいると、意志力×３テストに成

功しなければ自分の足の一本を食べ始めます。

双極性障害
　躁鬱とも呼ばれます。鬱と似ていますが、鬱期間が短期

間（長くて数日）の躁期間で中断され、躁状態では精力

的でどんなことにも不可解な「アップ感」で満ち溢れて結

果にまるきり無頓着です。鬱状態は普通の鬱と全く同じで

す。躁状態は、リスクを顧みず浪費も激しく、基本的に先

見の明や長期的な結果が思わしくない可能性を大して気

にせず振る舞うせいで、危険です。

推奨ゲーム効果：鬱と同様ですが、躁状態では危険かも

しれない行動を取らないでいるには意志力×３テストに成

功しなければなりません。また、そうした行動を一緒にや

ろうと他人を説得しようとするでしょう。

異形症
　この精神疾患の患者は、自分は筆舌に尽くしがたいくら

い醜いため、外見を嘲られたり辱められたりするのを恐れ

て他人と関わったり普通に生活したりすることができませ

ん。助かろうなどというのは自惚れだと思われるのが怖い

か、でなければ助けを請うのが恥ずかしいため、患者はと

ても秘密主義的で助けを躊躇いがちになります。皮肉な

ことに、しばしば異形症は自惚れによるものだと誤解され

ていますが、事実は正反対で、異形症の患者は自分はど

うしようもない位醜くて劣っていると信じています。似通っ

た問題である性同一性障害では、患者は自分の肉体的

性別そのものに納得していなくて、しばしば異形症にも似

た感情を募らせます。性同一性障害は外見の両性的特

徴が悩みの対象で、それが患者の内面的な心の性と常

に食い違っているのです。

推奨ゲーム効果：『エクリプス・フェイズ』の性質と肉体の

改造交換が可能なことで、これは実にありふれた精神疾

患となっています。この精神疾患を持つキャラクターは、

新しいモーフの現実に完全に適応できないため、再着用

不利な修正を増やしたり期間を伸ばしたりするといいで

しょう。

境界性パーソナリティ障害
　この精神疾患は、自分というものをもはや完全に実感す

ることが基本的にはできないのが特徴です。気分は様々
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で、しばしば激しく表に出るのが特徴です。要するに、患

者は自分という意識が消え去っていくかのように感じてい

て、周囲からの絶え間ない元気づけを必要とし、それで

いて完全に適切な形で振る舞うことができないのです。ま

た、何かの感情を体験しようとして衝動的な振る舞いに至

ることもあります。極端な時には、自殺を考えたり試みたり

することもあります。

推奨ゲーム効果：キャラクターは他人に近くにいてもらう

必要があり、離れようとしませんが、それでも他人と健全な

形で関わることは全然できず、危険を冒したり衝動的な判

断を下したりする可能性があります。

鬱
　臨床的鬱病は、激しい絶望感と無価値感が特徴です。

患者は、自分が何をやろうとどの道誰も気にしないから、

どんな事だろうとやる気が起きないという感覚を抱いてい

るのが普通です。キャラクターは気分が落ち込み、何もや

る気が持てません。食事や入浴といった簡単な行動です

ら、途方もない作業のように感じられるのです。

推奨ゲーム効果：鬱患者はしばしばどんな行動も起こす

意欲を失い、場合によっては時間のかかる行動を起こす

のに意志力×３テストが必要なことすらあります。

遁走
　キャラクターは遁走状態になり、外部からの刺激には殆

ど反応を見せなくなります。生理的機能は残っています

が口を閉ざして瞳はあらぬ方角を見つめ、周囲の出来事

に注意を向けることができません。緊張病とは違って、遁

走状態の人物は誰かに手を引かれれば歩くことはできま

すが、それ以外の反応は見せません。遁走状態は永続

的なのが普通ですが、この精神疾患をもたらした原因のト

ラウマと似た何らかの外部刺激によって引き起こされる一

時的状態のものもあります。

推奨ゲーム効果：遁走状態のキャラクターは周囲からの

刺激の殆どに、全く反応しません。たとえ攻撃されても身

を守らず、物理的に襲われたら胎児のように体を丸めよう

とするのが普通です。

全般性不安障害（ＧＡＤ）
　ＧＡＤは、キャラクターが関わる事の殆ど全てについて

の激しい不安感をもたらします。たとえ簡単な作業であっ

ても、破滅的な規模で失敗する可能性があると解釈され、

避けるか最低限にすべきだと思うのです。しかも、どんな

行動でも悪い結果が常に有り得る唯一の結果だと想定さ

れます。

推奨ゲーム効果：ＧＡＤに罹っているキャラクターは、役

に立つと説得されない限りほぼ完全に役立たずで、説得

されるのも僅かな間です。他のキャラクターは、ＧＡＤの

キャラクターが必要なことをやらせるようにおだてあげるの

に、関連した社会技能を使うことができます。ですが、この

精神疾患を持つキャラクターがその作業に失敗したら、そ

れ以降のおだてあげには累積する-10 修正が課されます。

心気症
　心気症の患者は、本当は罹っていない病気にかかって

いるという妄想に悩まされています。多くは他人の注意を

惹くために、自分が罹っていると信じている病を産み出し

ます。時には自分を傷つけることもありますし、罹っている

と信じている疾患と似た症状を産み出す薬物を飲んだり

することすらあります。症状を模倣しようというこうした試み

は心気症の患者にとって実害をもたらす可能性がありま

すし、実際にもたらします。

推奨ゲーム効果：心気症の患者は、しばしば、自分が別

の疾患や肉体的病気に罹っているかのように振る舞いま

す。この「病気」はずっと同じものかもしれませんし、変化

したり常に変わり続けたりするかもしれません。嘘だとか病

気じゃないだとか言う主張には敵対的な反応を見せます。

衝動制御障害
　患者には特定の行動や特定の活動で示さなければなら

ない考えが、心に浮かびます。盗癖や放火狂や性的露

出狂などです。ある程度の期間（衝動にもよりますが、大

抵は一日から一週間）その行動の実行を妨げられている

と、徐々に不安を感じるようになり、しばしばその行動を不

都合な時や不適切な時に実行しようとしてしまいます。Ｏ

ＣＤは不安を和らげるために必要な一種類の特定の行動

であるという点で、衝動制御障害とは異なります。衝動制

御障害の内容は様々で、極めて不適切な行動はほぼ何

でも含まれます。

推奨ゲーム効果：ＯＣＤと同様に、キャラクターがその行

動を取らなければ不安は膨らみ続け、それを和らげる衝

動強迫を実行するまで全ての行動に不利な修正が課さ

れます。

不眠症
　不眠症患者は、眠ることができなかったり眠り続けること

ができなかったりします。その殆どは生活についての不安

や鬱やそれに伴うネガティブな思考パターンによるもので

す。通常のストレスによって生じるような不眠というよりも、

むしろ眠りたい時に寝付くのがほぼ完全に不可能なので

す。不眠症患者は都合の悪い時に居眠りしてしまうかもし

れませんが、それも短時間で、充分な安眠は決してでき

ません。その結果、睡眠不足によって判断力が鈍ってや

がては集中力が欠片もなくなってしまうせいで、しょっちゅ

う気だるく注意散漫になります。しかも、イライラしていて

落ち着けないので、すぐに腹を立てるようになります。

推奨ゲーム効果：充分な睡眠が取れないせいで、不眠症

患者は知覚関係の作業や集中力や長時間の器用な動き

が必要な行動全般に不利な修正を課せられます。

誇大妄想
　誇大妄想患者は、自分はこの宇宙で誰よりも重要な人

物であると信じています。本人よりも重大なことなど存在

せず、周囲の全てはその気まぐれに従わなければならな

いのです。誇大妄想患者の命令に逆らうと、激怒から実
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際の物理的暴行まで様々な結果を引き起こしかねません。

推奨ゲーム効果：誇大妄想であるキャラクターは注目を

要求し、ほぼどんな社交状況でも問題を引き起こします。

しかも、侮辱されたと思ったら暴力に訴えるかもしれませ

ん。

多重人格障害
　これは、本来の支配的な人格とは異なった別の人格の

発達です。それぞれの人格は他の人格の存在に気付い

ていてその行動中に「意識がある」こともあれば、そうでな

いこともあります。大抵は非支配人格が発現する何らかの

きっかけが存在します。殆どの患者は二つしか人格があ

りませんが、三つ以上の人格があるという事例もあります。

これらの人格は別々の個人であってジキルとハイドの単

なるパロディではないというのが重要です。それぞれの人

格は、自分を独自の望みや欲求や動機を持つ独特の個

人だとみなしています。更に、彼らは他の人格の経験に

は気付いていないのが普通ですが、基本的な情報の一

部（言語や主な技能各種）は共有されています。

推奨ゲーム効果：プレイヤーが別の人格になっている時

には、ＮＰＣとして扱ってください。ごく稀に、プレイヤーと

ゲームマスターが協力して第二の人格を動かせる時には、

プレイヤーに演じさせてください。それでも、全く新しい

キャラクターを意のままに「チャンネルを合わせる」ことが

できるわけではありません。

強迫神経症（ＯＣＤ）
　ＯＣＤの患者には、煩わしかったり不適切だったりする

思考や衝動があり、特定の強迫観念や衝動強迫を実行

することでそれを和らげられなければ強烈な不安を感じる

のが特徴です。こうした強迫観念や衝動強迫は、湧き上

がる不安を追い払うために直ちに実行しなければならな

い行動で、種類は千差万別です。相応しい行動につい

ては、プレイヤーとゲームマスターで相談してください。よ

くある行動の例としては反復癖（それぞれの指で身体のど

こかを触ったり、二十歩ごとに右足を鳴らしたり）や賭博や

食事といった病的な行動や精神的儀式（本の一節の引

用）があります。

推奨ゲーム効果：キャラクターが必要な行動を取らなけれ

ば、不安を和らげる衝動強迫を実行するまで心は乱れる

ばかりで全ての行動に不利な修正を課されます。

心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
　ＰＴＳＤは、犠牲者が自分の生命が危険にさらされたか、

他人の生命が危険にさらされるのを目撃した、単独ない

し一連の事件への遭遇によって発生します。こうした事件

の多くには、犠牲者には結果をどうすることもできなかっ

た（事実であれ認識上であれ）という特徴があります。その

結果、犠牲者はこうした事件に激しい不安感と強迫観念

を抱き、眠れなくなったりイライラしたりすぐ腹を立てるよう

になったり、あるいは自分の人生をコントロールできないと

いう想いで鬱になったりします。

推奨ゲーム効果：作業行動に不利な修正、またこの精神

疾患を引き起こしたきっかけの事件と似た状況に対する

恐怖症として扱います。

統合失調症
　統合失調症は成人早期に発症する遺伝病だというのが

世間での認識ですが、頻繁にモーフを交換するエゴでの

発症例もいくつかあります。これはダウンロード過程にお

ける何らかの反復エラーによるものだと推論されています。

ともあれ、稀ではありますが、死と復活に今でも残る危険

です。統合失調症は、患者が現実と非現実の区別をつけ

られなくなる精神病です。これにより妄想や幻覚（その多

くは妄想を補強します）や断片的ないし整理されていない

発言が生じます。患者はこうした行動に自覚がなくて自分

は普通に機能していると認識していて、しばしば他人が

大掛かりなごまかしを企んでいると猜疑心を抱く位です。

推奨ゲーム効果：統合失調症は現実からの全面的な断

絶です。統合失調症であるキャラクターは、妄想や幻覚

を見聞きしたりそれに基づいて行動する一方で、それを

止めたり説明しようとしたりする友人の介入をより深い陰

謀と見なします。統合失調症になったキャラクターは、治

療されるまで部分的かつ一時的にしか機能しません。

ストレスをもたらす状況
『エクリプス・フェイズ』の世界にはキャラクターの正気を揺

るがす経験が山ほどあります。それには凄惨な暴力や長

期の孤独や無力といった平凡で人間的なものもあります。

異星人との遭遇や蕃患ウィルスへの感染や非人間モーフ

の着用といった、より珍しく更に恐ろしいものもあります。

意志力ストレス・テスト
　キャラクターがエゴの心理に影響を及ぼしかねない物に

遭遇した時、ゲームマスターは（意志力×３）テストを要求

することができます。このてすとによって、キャラクターが

その不快な状況をこらえることができたか、それとも経験

によって内面に傷跡が残ったかが決まります。成功すれ

ば、キャラクターは動揺するだけで大した影響は受けませ

ん。失敗すれば、状況に応じたストレス・ダメージを（場合

によってはトラウマも）受けます。ストレスをもたらす状況と

推奨ＳＶの一覧はストレス体験表に記載されています。

ゲームマスターはこれを指針にして、実際の状況に応じ

て修正してください。

　なお、余りにも恐ろしい事件によってこの（意志力×３）

テストに修正が適用されることがあります。

耐性
　恐ろしい物事は、体験を重ねるにつれて恐ろしくなく

なっていきます。体験を重ねることで、こうした事柄に耐性

ができ、平然としていられることができます。

　特定のストレス源からストレスを回避するための意志力

テストに成功するたびに、それを記録してください。そうし

た状況に５回成功すれば、そのストレス源によるストレスに

免疫ができます。
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　こうした状況への耐性には、非共感的で酷薄になるとい

う欠点があります。あなたは自分の心を守るために自分の

感情を閉じることを学んだのですが、そうした感情がある

からこそあなたは人間なのです。あなたが築いた心の壁

は、あなたの共感や他人と関わる力も妨げるのです。

　一つのストレス源に対して耐性を得る度に、最大勇気が

１低下します。心理療法でこうした耐性を克服することは

可能で、精神疾患と同様に扱います。

精神の回復と心理療法
　ストレスは肉体的なダメージよりも治療が困難です。ナノ

テク処置や手軽な修理の手はありません（自殺してストレ

スを受けていないバックアップに戻るのを別にすれば、で

すが）。治療の手段には、時間をかけた純粋な自然回復

と心理療法と心理手術があります。

心理療法
　医療：精神医学や学術：心理学や職業：心理療法と

いった適切な技能を持つキャラクターは、精神のストレス

やトラウマに苦しむキャラクターを心理療法で支援できま

す。この治療には時間がかかり、精神分析やカウンセリン

グや役割演技や関係構築や催眠療法や行動修正や薬

物や医療処置、場合によっては心理手術（ｐ 229）といっ

た様々な手法が関わります。心理療法に通じたＡＩも利用

可能です。

　心理療法は作業行動で、予定時間はストレス１点あたり

１時間、トラウマ１個あたり８時間、精神疾患１個あたり４０

時間です。なお、これは訓練された専門家が実際に対応

した時間だけを計算します。心理療法一回ごとに、成功し

たかどうかテストを行います。心理手術に成功すれば+30

修正が得られます。ゲームマスターの裁量によっては、他

の修正が適用されることもあります。同様に、キャラクター

の精神疾患１個ごとに-10 の修正が課されます。全てのス

トレスが解消されるまでトラウマの治療は行えません。

　トラウマが治療されたら、それに伴う錯乱は消えたり軽減

したりします。精神疾患は原因となったトラウマとは別に扱

われ、全てのトラウマが取り除かれた後でなければ治療で

きません。

　ゲームマスターもプレイヤーも、キャラクターのトラウマと

精神疾患による苦しみと回復をロールプレイしてください。

どれも、キャラクターの人格と心理に深い影響を残す体験

なのです。治療の過程によってキャラクターの人格や心

理が変わることもありますから、結果としてかつてとは違う

人物となることもあり得ます。たとえ治療されても、傷痕は

しばらくは残り続けるでしょう。精神疾患が本当に癒えるこ

とは決してなく、ただ押さえ込まれただけで、心の奥に

ずっと潜んで別のトラウマを待ちうけているのかもしれな

い・・・そんな意見もあるのです。

自然回復
　心理療法を避けるキャラクターは、時間をかけてどうに

か心の問題を解決してみようとすることもできます。ストレ

スが追加されないで一カ月が経過するごとに、意志力×

３テストを行ってください。成功すれば、1d10 のストレス点

か１個のトラウマ（先にストレスが全快していなければなり

ません）が回復します。精神疾患の回復はもっと困難で、

ストレスもトラウマもない三ヶ月が必要で、そのうえ意志力

×１テストに成功しなければ消えません。ですから、実際

に心理療法を受けるまで精神疾患は何年も続くでしょう。
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ストレス体験表（ＳＶは端数切り捨て）

状況 ＳＶ

動機に基づく目的の追求に大失敗する 1d10÷２

無力感 1d10÷２

信じていた友人の裏切り 1d10÷２

長期の孤独 1d10÷２

極度の暴力の目撃 1d10÷２

極度の暴力の実行 1d10

危うく死ぬところだったのを認識 1d10

他人の死のＸＰ体験 1d10

愛する人の喪失 1d10÷２

愛する人の死の目撃 1d10+2

愛する人の死に責任がある 1d10+5

凄惨な殺人現場に遭遇 1d10

拷問の目撃 1d10+2

拷問である程度苦しめられる 2d10+3

拷問で徹底的に苦しめられる 3d10+5

知性のない異星生命体との遭遇 1d10÷２

知的異星人との遭遇 1d10

敵対的異星人との遭遇 1d10+3

高度なテクノロジーとの遭遇 1d10÷２

蕃患の影響を受けたテクノロジーとの遭遇 1d10÷２

蕃患に感染した人間との遭遇 1d10

蕃患生命体との遭遇 1d10+3

蕃患ウィルスへの感染 様々

イプシロン詭技の目撃 1d10+2


