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以下はワルサー・ペンブローク・ステーションで壊滅的
な減圧事故の後に回収された音声ファイルの記録です。
この音声ファイルはドノヴァン・アストライデスによって作
成された、彼の未出版著作である『不運な宇宙の人民
史』の要約だと推測されています。

で食べていくだけなら仕事をする必要がほとんどない純
粋無垢な楽園を穢す難民の方が、主導諸国にとっては
大きな関心だった。
石油とエネルギーを巡る戦争は、天候と水を巡る戦争
がそれに続いたことで更に悪化した。貴重な液体のため
に、不安定な体制が興っては潰れたり限度を超えたりし
（マイクがこすれたり家具がきしんだりする音や女性の
た。有力な国民国家は要塞に変貌し、少しでも喉を潤そ
咳払い）
うとしたいだけの外部の蛮族の脅威と内部の貧しい持た
何だって？
ざる層に情けをかけなくなった。
（不明瞭な呟き）
そう言えば、この時代を黄金時代、企業と金持ちの絶
だからどうした。可愛い子ちゃんのカラダを着るのも悪
頂期だとある保守派が振り返るのを実際に耳にしたこと
くはないが、俺はやりたいようにやる。
がある。圧制、そして収益の黄金時代だったのは確かだ
（手をぬぐう音）
ろう。幸運にも人口の富める１パーセント未満だったなら
あんたみたいな企業のパシリにはどぎつかったか？
ばいい時代だったのは確実だろうが、人類の大半にとっ
返事はいい、どうせ労働者向けの記録は編集できるだ
ては恐ろしい時代だった。地球規模での不平等はこれま
ろ。さて、俺の本についてだっけ？ 歴史の本？ いい
でになく大きくなった。ロボットは人間の手から仕事を
や。これは反歴史の本だ。未来について語るんだ。
奪っていった。
（不明瞭だが訝しげな呟き）
多くにとっては、当時は過激化の時代だった。破綻す
その本が何を語るかって？ 未来の本かって？
る国家はもう国民の基本的なニーズを満たせなくなって
（曖昧な肯定）
いた。地球化した貧民層は、生き延びるために地元の
いや。あんたが未来を気にするとは思わない。あんた
部族や原理主義集団や政治的過激派や犯罪者のネット
が本当に知りたいのは、望む未来が得られるかどうかだ。 ワークに変わっていった。反体制派が台頭したが、連中
そしてその答えは簡単。ノーだ。そう、あんたが望む未
は生き延びるためにブラックマーケットに依存していて、
来は訪れない。未来についての愚かな質問をするくらい
あっというまにその指導者たちは変革よりも金儲けに夢
愚かだから。
中になった。
（沈黙）
国民国家は、相も変わらず圧制に走った。市民の自由
昔、ある印刷ものの漫画のスキャンを読んだことがあ
は制限されて監視は強まった。自動武器システムは、ま
る。それの登場人物が、自分の想像の世界の想像の住
ずはゲリラやテロ細胞を相手に、それから活動家やデモ
民を、そいつらの生きている未来の世界への不満は自
隊にも展開された。最初に警察のドローンを見たときの
業自得だと罵倒していた。でも本当に罵倒されていたの
こと、ロング・ビーチの労働者のストを応援するデモに向
は、愚かでチンケな未来を望み愚かにも現在こそが未
けられた事件を憶えている。ドローンは解散するよう俺
来だということに気付いていない、愚かな連中だった。未 たちに命令したが、命令はたった１回で、それから「非致
来はいつだって今だ。でも今ではもう、そうじゃなくなった。 死」武器をぶっ放した。非致死なんて嘘っぱちだ。その
今の未来は昨日、先週、そして十年前だ。そう、特に１０
日、３人が死んで何十人も怪我をした。ブロガー達は報
年前。でも未来は老いぼれた地球、かつて人類が歩み
道したが、主流メディアは無視した。
去った遺跡に戻ってきている。
その一方で、特権階層の栄華は続いていた。長寿処
金星の気密邸宅やリゾート空中ステーションで歴史を
理は、それを受けられる奴の寿命を延ばした。世界規模
習ったか？ いや、何を習おうと知ったことじゃないから、 での平均寿命がここ数十年で初めて低下したにもかか
口を開けなくていい。それが嘘なのは間違いない。俺は
わらず、独創的な生化学者によるノーブランド医薬品や
内縁部で生きてきた。治安と「国防」をお題目とした規則
闇医療は大掛かりな摘発によって掃討された。生身の
やペテンのことは知っている。
人間の教育よりもずっと速く人間と同じくらい賢いエキス
国！ 国だと？ ２１世紀初頭ですら、国家は衰退し始
パート・システムを製造でき、ドローン技術によって単純
めていた。誰の目にもそれが明らかになるのに、それほ
作業を不平を言わず給料も要らない労働力にやらせる
ど時間はかからなかった。
ことができるのに、膨大な貧民の寿命を延ばす必要がど
地球上の大国について憶えているか？ 奴らが立ち上 こにある？ それに金持ちが寂しくなったら、高額な特注
がらず、自分たちが引き起こしている気候の激変がそも
キメラペットがある。
そも本当に起きているのかとおしゃべりしていた有様を
地球が餓え溺れている時に、全ての上流階級が贅沢
憶えている位昔に産まれていたか？ 連中のほとんど
にふけっていたわけではない。変化の兆しに気付いた
が何かをしなきゃいけないと同意した時ですら、誰もそ
奴がいて、どうやって成功しようかと計画を立てていた。
のために立ちあがろうとしなかった。干ばつがアフリカや
その中に、サハラ以南のアフリカに宇宙エレベータを建
中央アジアを襲い、ヨーロッパが凍てつき、至る所で荒
てて太陽系を詳しく調査する探査ロボットを送り込むこと
天が猛威を奮っている間も、世界の指導者たちは行動
で勢力圏を拡大しようという連中がいた。連中は、＜大
を変えることなく自分たちの特権を確保していた。世界
崩壊＞の５０年以上も前に、月や火星に最初のステー
中の人間が飢餓や疫病の脅威を身近に感じていたが、
ションを建設してのけた。
国境線から浸透して自分たちの慣習や言語が清いまま
しかし、権力者がどれだけ無視しようとしても、環境崩

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

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

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

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

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

ことを憶えているだろうか。俺は憶えている。何百万人も
がその予兆を見た。そして、膨大な大衆が地球から逃げ
だすためなら手段を選ばない、大離散が始まった。宇宙
への切符を買えなかった連中は、新しい肉体が手に入
るかもしれないというわずかな希望を胸に、自身のデジ
タル・バックアップを送信するのに全力を注いだ。逃げ延
びたのは十人に一人といったところだろう。
この脅威を止めるため団結した話、絶滅に直面した最
悪の時代に古い確執や煮えたぎる怒りを捨てたという話
を聞いたことがあるかもしれない。だが脱出中に北米の
軍に撃墜された一万人やライバルがティターンズの攻撃
を防ぐのに必死な隙を突かれて競合企業にネットワー
ク・セキュリティを突破された２ダース以上ものラグラン
ジュ・ポイントのハビタットという証拠がある以上は、そん
なのは嘘っぱちだ。俺たち自身も奴らに負けないくらい
熱心に人類を殺し回っていたというだけだ。
その時、登場した時と同じくらい突然に、ティターンズ
が姿を消した。惰性の攻撃と混迷が一週間ばかり続き、
それから散発的な事件を除いて止んだ。人類自身によ
る報復と攻撃はもう数カ月ばかり続いたが、ティターンズ
の爪痕に比べればどうということはなかった。
＜大崩壊＞の後、俺たちは煙を上げる人類の廃墟の
中にいて、何が失われたかをざっと調べた。＜大崩壊＞
の前にいた数十億の人口のうち、生存者は８人に１人に
も満たず、肉体を失わなかった奴はさらに少なかった。
それでも生き残ったハビタットやステーションは人口過密
で、緊張が募っていた。膨大な数のインフュジーは、供
給する肉体の数が何をどうしても足りないせいで、スト
レージをたらい回しにされていた。永久ストレージに収納
されて忘れ去られた奴もいる。疑似環境で生きるという
選択しかないせいで仮想現実に移行した奴もいる。幸運

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

俺たちがゲートを利用して地元から進出していることを
連中が知っているのは確実で、あるいはそれこそが連
中が本当に恐れていることなのかもしれない。でもそも
そも、どこぞの高度に進化したスライム状生物の言うこ
とを聞かなきゃいけない理由がどこにある？
リスクを取るのが進歩の代償だろう？ はっきり言うと、
俺たちは希望を必要としている。自分で壊したものに変
わる新しい地球が、移住して兎みたいに繁殖してめちゃ
くちゃにめちゃくちゃにめちゃくちゃにする場所を必要とし
ている。今は少しばかり窮屈な感じが、もしティターンズ
が戻ってきたら簡単に閉じ込められて消し去られてしま
うんじゃないかって感じがするから、この太陽系の外に
進出できると知る必要がある。それを自分の力で成し遂
げられると知る必要がある。自分たちに対しては実現し
ないことが。
ロストがその証拠だ。子供たちの一世代を高速で成長
させようという気高い目的はあったが、やり方に問題が
あった。強制成長クローンを着せ、ＶＲで育て、それから
客観時間では数年（主観時間では１８年以上だが）しか
生きてないのに大人の肉体に放り込んだんだ。子供時
代の触れ合いは、自分たちとＡＩだけで完結していた。ど
んな奴でもおかしくなるに充分だ。大きな実験ではあっ
たが、失敗し、今では人類の失敗の身近で生きた見本
が一つ増えた。
それが人類の栄光の全てだ。＜大崩壊＞から１０年を
経ても、俺たちは壊れた内紛続きの低能で、スライム生
物の囚人で、傲慢なソフトウェアにぶちのめされ、それで
もなお最大の敵は自分自身というわけだ。もう何もない
故郷を後に散開している。人口は減り、今でも日々減り
続けている。誰が俺たちを救ってくれる？ 自分たちで
救う気になることすら滅多にない。少なくともそんな気が
する。
でも人類が自分で自分を救わなければ、未来はない。
そして少なくとも俺は、今諦めるためにここまで無駄に長
生きしてきたわけじゃない。あんたも俺も、事実上は不
老不死だ。銀河全体が俺たちを待っている。見に行かな
いのは馬鹿げてる。
記録終了

用語集
・AGI：人工汎用知能。人類と同程度、あるいはそれを
上回る認知能力を持つ AI。またの名を「強い AI」（「繁
殖 AI」や専門化した「弱い AI」と区別して）。
・AI：人工知能。基本的には弱い AI（人類の認知能力
の全分野を網羅していないか、場合によっては完全に
外れている）を指す。基本的には特化していたり意図的
に能力が制限されていたりする点で、AGI とは異なる。
・AR：強化現実。メッシュ（汎用データ・ネットワーク）から
自分の実世界感覚に上書きされる情報。AR データは内
視（視覚）情報なのが普通だが、聴覚や触覚や味覚、運
動感覚や感情やその他の感覚も有り得る。
・ボット：ロボット。
・辺境民：太陽系の外れや孤立して見つかりにくい片隅
に住む世捨て人。孤立者や周辺人や漂泊者とも呼ばれ
る。
・豊穣機：ナノテク合成機。
・皮質スタック：エゴのバックアップを取るために使われ
る埋め込み型メモリ。脊椎と頭蓋骨の間にあり、摘出も
可能。
・エクト：柔軟で伸縮性があり自動洗浄機能もあって半
透明な太陽電池式の、個人用メッシュ機器。「エクトリン
エクスターナル

ク（ 外 部 リンクの略）」に由来。
・エゴ：人間の、肉体から肉体へと移り変わる要素。霊、
魂、エッセンス、精魂、人格とも呼ばれる。
・エゴ投射：遠投射によるエゴの送信。
・内視：頭の中で「見る」強化現実画像（「内」は眼球内を
指す）。
・＜使節＞：人類と交渉する異星人の大使的種族。＜商
人＞とも呼ばれる。
・＜大崩壊＞：破滅。人類を滅ぼしかけた、特異点と戦
争。
・遠投射：FTL リンクによる星間通信。
・＜ファイアウォール＞：人類を「存続リスク」（人類の存
続に対するリスク）から守るために活動する秘密の陰謀
組織。
・フラット：生身の（遺伝子を改造されていない）ヒューマ
ン。常人とも呼ばれる。
・FTL：超光速。
・ゲート・クラッシャー：未探検の場所に行くためにパンド
ラ・ゲートを利用する、運任せの探検家。
・イクトミ：パンドラ・ゲートの彼方で発見された遺跡の持
ち主だった、謎の異星種族に与えられた名前。
・インフォモーフ：デジタル化されたエゴで、ヴァーチャル
な肉体。データモーフ、アップロード、バックアップとも呼
ばれる。
・インフュジー：＜大崩壊＞の時に全てを（自身の肉体す
レフュジー

らも）地球に残してきた「インフォモーフ 難民 。」
・孤立者：太陽系からずっと離れたカイパーベルトやオー
ルト雲（訳注：太陽系を球殻状に取り巻いていると考えら

れる仮想的な天体群）の孤立社会の住民。
・ロスト世代：＜大崩壊＞後に人口を再び増やそうと、子
供たちの一世代が促成手段によって育てられた。結果
は大失敗で、多くは死ぬか発狂し、残りは社会的に迫害
されている。
・変貌者：トランスヒューマン「一家」の非人類知性一員
で、AI や知性化動物を含む。
・メッシュ：いたるところに存在するメッシュ状の無線デー
タ・ネットワーク。動詞（「メッシュする」）や形容詞（「メッ
シュした」「メッシュしてない」）としても使われている。
・モーフ：物理的肉体。服、上着、袖、形とも呼ばれる。
・ミューズ：個人用の AI ヘルプ・プログラム
・新鳥類：知性化されたカラスやヨウム（訳注：西アフリカ
の大型インコ）
・新ヒト科：知性化されたチンパンジーやゴリラやオラン
ウータン。
・パンドラ・ゲート：ティターンズが残したワームホール・
ゲートウェイ。
・ポッド：生体と機械の混成モーフ。ポッドのクローンは促
成され、脳はコンピュータになっている。バイオボット、皮
製品、レプリカントとも呼ばれる。「ポッド人間」に由来。
・奪回派：地球の封鎖を解いて奪回しようとする勢力。
・再載者：肉体のないインフォモーフとして地球から逃れ
たが、その後になって再着用した難民。
・再着用：肉体の交換。モーフィング、転生、転化、再誕
とも呼ばれる。
・繁殖 AI：再帰的自己改良が可能で、それによって知
性が神の域にまで高まった AGI。
・殻：機械の物理的モーフ。シンセモーフとも呼ばれる。
・特異点：急速で飛躍的で再帰的なテクノロジーの発展
が、未来の予測が不可能になるまで加速した時点。繁
殖 AI の知性が神の域への到達した時点を指すことが
多い。
・皮：生体の物理的モーフ。肉や生身とも呼ばれる。
・スプライサー：遺伝病などの特性を浄化した遺伝子改
造モーフ。遺伝子修復体や遺伝子洗浄体や改造体とも
呼ばれる。
・シンセモーフ：機械のモーフ。人間のエゴを宿したロ
ボットの殻。
・ティターンズ：特異点に到達して＜大崩壊＞の引き金
を引いた、人造の再帰的自己改良型軍用 AGI。軍での
本来の名称は TITAN（総合情報戦術認識ネットワーク）。
・トランスヒューマン：大きく改造されたヒューマン。
・知性化：動物に知性を与える遺伝子改造。
・ゼノモーフ：異星の生命形態。
・XP：他人の感覚入力（リアルタイムないし記録）の
エクスペリエンス

体 験 。エクスぺリア、シム、シムセンス、再生とも呼
ばれる。
エグジステンシャル

・Ｘリスク： 存
威。

続 リスク。人類の存在そのものの脅

