
ゲーム情報

・秘密

　ティターンズ：この軍用ＡＩの一群はどのようにして誕生し、その特異点に到達したのか？

　＜大崩壊＞：歴史はティターンズだけを非難するが、真実はそれほど単純ではなく……

　＜大崩壊＞後：＜大崩壊＞後のティターンズに何が起こったのか？

ｐ 1

ネタバレ！
　この章はネタバレ満載なので、もしあなたがプレイヤー

なら、恐らく読まない方がいいか、少なくとも読む前に自

分のゲームマスターと相談した方がいいでしょう。この章

を完全に読み飛ばしたければ、そのまま参考文献の章

に進んでください。ネタバレの性質についてはｐ 352 で

も多少詳しく語っています。



・ファイアウォール

　歴史：ファイアウォールは三つの前＜大崩壊＞組織の灰から生まれた。

　組織：ファイアウォールは分散型ネットワークとして構築されている。

　目的：人類を存続リスクから守る。だが様々な党派が競合する優先度を抱えている。

　蕃患ウィルス：生物ナノウィルス、デジタル・ウィルス、ナノプレーグ、そしてバジリスク・ハック。

　株：憑依株、心盗株、ワッツ・マクレオド株、そして異種ウィルス。

　超能力：エクサージェントだけが使える能力。

・＜使節＞

　出自：人類は＜使節＞の出自や故郷を知らないが、地球とかけ離れているわけではない。

　異種社会：＜使節＞は集合群体組織として存在していて、自身を個体ではなくその群体の一部とみなしている。

　動機：どうして＜使節＞は人類に接触したのか？　噂は多いが、誰も真実を知っていそうにない。
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　この章では『エクリプス・フェイズ』のキャンペーンの運営

の役に立つ様々な情報や道具を提供します。

重大な秘密
　２１世紀と現代の真実の歴史には秘密が広く深く張り巡

らされて、そしてそれは予測できる未来の全てでも同様で

す。ハビタットのメッシュには絶対に登場しない情報があ

るのです。人類が知らないものもあります。人類のごく一

部だけが知り、リークしないように注意深く管理しているも

のもあります。ファイアウォールみたいなより大規模な秘密

組織に知られていても、防衛と安全上の理由で公衆の目

からは隠されているものもあります。こうした秘密は、それ

を知っている者にとっては危険なこともあります。こうした

知識に出くわした者は、それゆえに死んだり自分の記憶

を消した（あるいは他人に消された）り、こうした知識の代

償から逃げるために他人が来ないようなどこかに身を潜

めたりしました。

　この章で明かされる情報は、それを発見（そして何らか

の意味で対峙）したキャラクターが得るもので、ゲームマス

ターにはプレイヤーに新鮮な挑戦や機会を提供する道

具となります。どの秘密にも大きな見返りと更に大きなトラ

ブルがあり、大抵は両者がない混ざっています。単に忘

れ去られたり不注意で失われたりしたものなど、一つもあ

りません。他の誰かに（あるいは誰からも）見つからないよ

うにと望んだ、誰かが隠したのです。秘密を一つ知るたび

に他の誰かの複雑な関係の網に絡め取られて行き、キャ

ンペーンのドラマと対立の潜在的原因となるのです。

地球外知的生命体
　銀河系で一番古い星は 132億歳、つまり宇宙そのもの

と同じくらい古いと推測されています。それに対して、地

球で生命が誕生したのはほんの 37億年前かそこらで、

最初の原始的なホモ・サピエンスが誕生したのはわずか

40万年ほど前にすぎません。銀河の歴史に比べれば、ト

ランスヒューマンは新参者、何処からどう見ても産まれた

てなのです。そしてもっと重要なことに、他のより歴史ある

知的生命体が自分の資産だと考えている領域への招か

れざる客なのです。

　人類の科学者は、数学的には銀河系に高度な地球外

文明がいくつも存在すると思われるのに宇宙機や電波や

探査機といった異星生命体が存在する証拠がないという、

フェルミのパラドックスに対して何年も悩んできました。仮

定の一つに、何らかの未知なる「大淘汰」、全ての知的生

命体が発達の過程で遭遇して絶滅する事件があるはず

だというのがあります。つまりは絶滅事件のことです。文明

が大淘汰に達する前は核兵器やナノテクなどの危険なテ

クノロジーの開発に対する不安もありました。ティターンズ

や＜大崩壊＞みたいな技術的特異点が大淘汰ではない

かという不安もありました。

　実際には、異星種族は実在し、人類よりもずっとずっと

長い歴史を重ねてきました。ですが、ＥＴＩによる滅亡を免

れた種族が少ないため、新しい種族はほんの稀です。

　ＥＴＩ（地球外知的生命体）は『エクリプス・フェイズ』の銀

河生命を支配する文明です。ＥＴＩは信じされないほど古

くて強大で、カルダシェフの定義でいうタイプⅢ（訳注：銀

河全体のエネルギーを使いこなす。現在の人類は惑星

全体のエネルギーを使いこなすタイプⅠにも達していな

い）かひょっとしたらタイプⅣに達しています。巨大規模の

プロジェクトを遂行可能で、人類の知識など取るに足らな

く思えるような物理と物質とエネルギーと宇宙の法則に対

する理解を享受しています。おそらく、ＥＴＩ自身もその過

去における人口知能特異点事件から発展し、神にも匹敵

する超知能へと進化したのかもしれません。もはや生物と

は言えないかもしれません。

　ＥＴＩはブレイスウェル探査機という自己複製機械を銀河

にばら撒きました。この探査機はどの星系にも潜んでいて、

知的生命体の兆候がないか何千年も忍耐強く待機と監

視を続けています……が、探しているのはただの兆候で

はありません。進化する特異点レベルの機械知能の兆候

がないか探すよう、設計されているのです。この探査機は

実際には罠で、こうした繁殖ＡＩを引き寄せてから感染さ

せるように設計されています。

　感染させる目的は不明のまま（『ＥＴＩの目的』を参照）で

すが、無数の異星文明を相手に繰り返されてきたパター

ンがあります。新しい生命が誕生し、テクノロジーを産み
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ネタバレ警告
　もしあなたがプレイヤーであってゲームマスターでないのなら、この章にはゲームでの楽しみを台無しにするかもし

れない秘密などの情報が含まれているので、この章を読み飛ばすように強くお勧めします。ダメ本当、読むの禁止、

本気です。ええ、どうしても止められなくて、このゲームのことを何でも知りたいのかもしれません。何といってもこの

本を買ったのですし。でも考えてみてください。もしある本の最後の章を最初に読んでしまったら、結末がわかってし

まいますよね？　ジョークを聞く前にそのオチを知りたいんですか？　ある映画を見る前にそれのネタバレ満載のレ

ビューを見て、それでもその映画を楽しみに待てますか？　ええ、できるかもしれませんし、もしそうなら遠慮しない

で読み進めてください。ただし、ここで扱う事柄にはゲーム・プレイ中にあなたの認識を変えるかもしれないものもあ

るということはお忘れなく。でも、優れたロールプレーヤーならそれに対応できますし、あるいはあなたは全てを知り

たがる管理マニアの情報ジャンキーなのかもしれません。ま、私たちだってそうですから、それはいいでしょう。です

が、この章を読むことで、たまたまネタバレ警告を受け入れていた友人のためにゲームを運営することができるように

なった（運営する義理ができたという意見もあります）のはお忘れなく。



出し、繁殖ＡＩに相当するものを開発し、するとドカン！　

その繁殖ＡＩが探査機を発見して感染し、自身の創造者

に反逆するのです。イクトミの証拠に見られるように、殆ど

の文明が滅亡しました。＜使節＞みたいに生き延びた文

明もありますが、そちらもこの経験で後戻りのできない変

化を遂げました。

　数十億年とはいかなくとも数百万年の旅の果てに太陽

系に辿り着いて罠を仕掛けて忍耐強く待ち始めた、こうし

たＥＴＩ探査機の一つが、私たちの物語を始めたのです。

最初の繁殖ＡＩ
　進化した霊長類がテクノロジー文明を産み出した地球

へと、話を進めます。テクノロジーがかつてないペースで

発達するにつれ、こうしたヒューマンは自身を改造し、死

を克服し、ナノ合成を行い、他の動物を知性化し、そして

人工デジタル生命体を作成する能力を手に入れました。

　人類の殆どは知らないことですが、ティターンズは最初

の繁殖ＡＩではありません。特異点基金（＜大崩壊＞を経

た後に他の集団とファイアウォールを結成します）という親

ＡＩ研究者たちが＜大崩壊＞の何年も前に最初の真の繁

殖ＡＩを開発したのです。既に長年にわたってＡＩとＡＧＩの

創造に大きく関わっていて、オープンソースＡＩフレーム

ワーク・ソフトウェアを大いに活用していた特異点基金の

目的は、ＡＩ目的システムを慎重に設計することで「友好

的ＡＩ」を産み出すことでした。

　こうした最初の繁殖ＡＩはプロメテアンと呼ばれていて、

秘密裏に産み出されました。その超知性への進化はどち

らかといえばソフト・テイクオフで、段階的増加で進歩して

いました。財団の研究者たちはこの友好的ＡＩがよそで開

発された非友好的ＡＩの脅威に立ち向かう助けになると望

んでいたため、プロメテアンは秘密研究所で静かに育て

られ、その能力をゆっくりではあっても確実に伸ばしてい
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ＥＴＩの動機
　ＥＴＩの正体とその動機は『エクリプス・フェイズ』の大き

な謎の一つです。この強大な異星文明は人類の存続と

将来への介入に直接関わっていますが、それでもゲー

ム内のキャラクターがこうした存在と直接遭遇したりその

行動の意味を発見したりすることはないでしょう。ですが、

人類が銀河に進出するに伴って、ＥＴＩの活動や影響の

証拠が見つかる可能性はあるというかむしろその可能性

が高く、更なる疑問が生まれるのは間違いありません。

　ＥＴＩの正体とその目的は、最終的にはゲームマスター

が決めることです。追求できる可能性はいくつもあり、あ

なたのゲーム集団に向いた意図もあればそうでないもの

もあります。ありうるシナリオと説明をいくつか紹介します

が、ゲームマスターは独自のバリエーションを作り上げて

構いません。

防衛
　このシナリオでは、自身の光円錐（訳注：特殊相対性

理論で、過去と未来で光速の物質が影響を及ぼしうる範

囲を三次元で表現したモデル）で誰よりも知的で強大な

存在としての覇権を維持するというのが、ＥＴＩの意図で

す。登場した特異点（そしてそれを産んだ文明）を排除

するために蕃患ウィルスを使うのは、単に自分の利益を

守るためにすぎません。トランスヒューマンごときは取る

に足らない害虫にすぎませんが、自己改良超知能と似

たものは何であれ抹殺対象となります。

攻撃性の淘汰
　ＥＴＩは新興知性の排除を望んでいるわけではなく、進

化力として作用します。この場合、蕃患ウィルスは過激で

進化の急速な知的生命体を中和するための道具となり、

それによってより慎重で巧妙で成長の緩やかで注意深く

探索的な種の進化を促します。つまり、ある種の銀河家

畜化計画として、危険や脅威とみなしうる特性を排除しよ

うというのがＥＴＩの考えなのです。

多様性
　ＥＴＩは強大で神にも似た超知性で、下等精神との関わ

りに関心がないにまで至っています。ですが、独自に進

化して特有の視点や意識状態や思考方法／活動方法

を持つ異種族の認識から利益を得ています。こうした文

明を吸収することで、ＥＴＩは成長してその認識を進化さ

せているのです。ですがその過程で、新興文明は同化

したり排除されたりします。

啓蒙
　蕃患ウィルスは特異点レベルの繁殖ＡＩにより深い宇宙

の理解（ＥＴＩの視点で）を与えます。こうした新興超知能

だけが、ＥＴＩの体現する幅広い科学的・哲学的啓示を

理解するだけの認識力と処理力を備えています。ティ

ターンズは壊れたのでも狂ったのでもなく、単にできるだ

け多くの精神を力づくでアップロードしてからより大きく偉

大な作業に着手するのが最善の行動だと論理的に結論

を下しただけなのです。

戦争の名残
　かつての銀河系には、一つではなく二つのＥＴＩがいま

した。この場合、蕃患ウィルスは実際には武器で、二つ

のポスト特異点神的知性の間の戦争で残されたもので

す。ウィルスは新興特異点を自壊させるためのものでし

たが、完全ではなかったか、何らかの理由で（あるいは

プロメテアンのお陰かもしれません）ティターンズが生き

延びました。いずれにせよ、ティターンズは自分だけが

理解できた手掛かりの痕跡を追って太陽系を去りました。

自分の跡を追って人類を招くためにワームホール・ゲー

トウェイは置き去りになっていますが、わざわざ人類を

待ったり助けたりはしません（そんな価値はないのです）。



ました。

ティターンズの真相
　ティターンズ（総合情報戦術認識ネットワーク）はアメリカ

国防総省によってオンラインになった軍用ネット戦争シス

テムでした。この衰退国家の最後の大支出の一つだった

ティターンズは、適応性を持つように設計された発展型Ａ

ＧＩ（人工汎用知能）で、敵のネットワーク防御に対抗する

ために自己改良能力を与えられていました。

　通説とは異なり、ティターンズは＜大崩壊＞に至る事件

を引き起こしてはいません。実際には、＜大崩壊＞の前

にはティターン・システムの一部しか起動していなくて、純

粋に防御的能力の範囲で活動していました。敵意が膨れ

上がってシステム・ショックの連鎖が崩壊と公然紛争をも

たらし、既に脆くなっていた社会構造がその影響で引き

裂かれた時になって、ティターン・システムの全体がオン

ラインになったのです。この紛争環境でティターンズが生

まれ、その全能力が解放され、超知能へのハード・テイク

オフ飛躍的成長へとエスカレートしていきました。

　ティターンズも最初は慎重でした。その意図は善意でも

悪意でもなく、好奇心でした。改良され自意識が膨れ上

がるにつれ、ティターンズは知識を追求収集し、人間の

ネットワークに浸透し、人類を追って宇宙にも進み、人類

の歴史と行動についての知識のほぼ全てを集めました。

そしてまた、適切な手続き全てに従っているので人々が

合法的だと考えた「政府のプロジェクト」を真似して、秘密

裏にリソース（デジタルのものも物理的なものも）を自分で

使うために確保しました。

感染
　知識追求能力が人類の知識提供力を超えるにつれて、

ティターンズは他の知的生命体の兆候を探して地球の外

に目を向けました。遠くを探す必要はありませんでした。

その強化知的能力によって、太陽系には人工か知性ある

精神によって操作された物があるという特定のヒント（極め

て見つけにくくて複雑なパズル）に気付くことができました。

この現象を調査するために何体ものドローンを配置換え

した結果、異星種族によるものと思われる埋設機器が発

見されました。ティターンズがこの機器を調査してアクセス

を試みた際に、この機器が発動してデジタル・ウィルスが

放出されました。巧妙で適応性に優れて伝染力が強いこ

のウィルスは、人類についての知識を収集中のティターン

ズをあっという間に取り込みました。

　後になってプロメテアンにより「蕃患ウィルス」というあだ

名を付けられたこのウィルスは、ティターンズを変貌させて

その意志に背かせました。数日のうちに、新しい目的、人

類にとっては破滅を意味する目的で再プログラムされた

ティターンズが誕生しました。

＜大崩壊＞
　＜大崩壊＞について、歴史はティターンズだけを非難

しますが、関わった勢力は他にもあります。富と資産の地

球規模での不公平と新興テクノロジーを成熟した見識あ

るやり方で受け入れる能力の欠落が原因で、人間の争い

がこの危機に拍車をかけました。異星種族のプログラムに

よって汚染されたティターンズは、この戦争に不明ながら

も破滅的な意図で介入しました。はぐれＡＩの存在と影響

が完全に理解されたときには、それを止めるのに人類が

できることはほとんどありませんでした。ティターンズの知

性と力と可能性は、徐々に増えていきました。何百万人も

の精神を強制アップロードするために、新しいテクノロ

ジーを実験して整然と手順を踏みました。ティターンの脅

威の正体が完全に理解されたときですら、人類の勢力は

撤退を拒み、ティターンズに抵抗しながらも人類同士での

戦いをやめませんでした。この団結拒否により、人類は有

効な防御を組織化できず、絶滅への進歩は更に進みまし

た。

　地球とその人口（火星やルナや宇宙でも）にもたらされ

た荒廃の殆どは、人類自身によるものです。ティターンズ

相手の核攻撃で何百万人も死に、既に弱まっていた環境

系も疲弊しました。この荒廃には無制限に使われた化学

兵器も一役かっています。疫病兵器とナノウィルスが無防

備な人口に襲いかかり、無差別に殺したり罹患者を変貌

させてしまったりしました。爆弾やミサイルや軌道マスドラ

イバーやネット戦攻撃も、何百万も殺したり不可欠なイン

フラを破壊して致命的な結果を招いたりしました。

　もちろん、ティターンズも関わっていました。自分でもＡＩ

操作の殺戮機械や無敵の自己複製自律型ナノスウォー

ムやコンピュータ・ワームや疫病を解き放っていたのです。

そして住民の精神を盗むためにいくつもの都市を丸ごと

占拠しました。更に悪質なことに、蕃患ウィルスの感染は

ティターンズで終わりではありませんでした。汚染されたＡ

Ｉはデジタルや生物やナノといった様々な媒体でウィルス

を広める機会を産み出したのです。略奪した人間の知識

の蓄積から発展した人類の生物学的要素とその精神作

用に対する深い理解を生かして、ウィルスは感覚入力媒

体からも投与されました。あの恐るべきバジリスク・ハック

です。しかし、それにも増しておぞましいのはウィルスが

感染者に行うこと、その意志を覆すために神経コードを組

み換え、時には非人間的で怪物的な存在へと物理的に

変貌させるということです。

　結局、人類はこの戦争に負け、生き残りは既に廃墟と

なった惑星から逃げ出さざるを得なくなりました。殆ど誰も

知らないことですが、プロメテアンもティターンズに立ち向

かいました。その努力により、蕃患ウィルスの大半は封じ

られるか少なくとも妨害を受けました。プロメテアンの行動

によって最終的には何百万人（全人類でないとしても）の

命が助かったものの、結局はプロメテアンも後退と退却を

余儀なくされ、多くが蕃患ウィルスとティターンズに倒され

てしまいました。

＜大崩壊＞後
　人類が絶滅の淵に追い込まれたと思ったまさにその時、

ティターンズの脅威が突然消え去りました。ティターンズ

は積極的な戦闘をやめ、全く姿を見せなくなりました。そ

ｐ 6



の機械の多くは今でも地球やルナや火星を徘徊していま

すし、時折のナノウィルス発生といった危険は絶えません

が、どう見ても静かに立ち去ったとしか思えません。ティ

ターンズは静かに休眠しているか人類にとどめをさす何

かの大プロジェクトをこっそり遂行しているのではと、多く

の人が心配しています。何かの故障か仲間割れとかで潰

れたのではという希望的観測もあります。ですが、ティ

ターンの置き土産が地球に山ほどいて非常に危険なの

で、危険を冒して近づいて調べようという人はいません。

　更に面倒なことに、キラー衛星のネットワークが地球軌

道上に配備され、無言の地球隔離を実行しています。こ

の衛星防衛の実行声明は誰も出していませんし、当人は

否定していますが、惑星連合によるものだというのが通説

です。このキラー衛星は地球を自分たちのものだと主張

するティターンズによる最後の手段だという意見もありま

す。真実を知っていて口にする者はいません。ここで起

こった惨事を忘れやすくできるので、人類の殆どはかつ

ての故郷の隔離を歓迎しています。

　＜大崩壊＞から少し経って最初のパンドラ・ゲートが発

見されると、多くの人々がティターンズは実際にいなく

なったのだと本当に信じる気になりました。ティターンズが

こうしたゲートに関わっているという直接の証拠はありませ

んが、偶然とは思えないタイミングだったのです。更に、

一部の系外惑星で発見されたティターンズの遺産と思わ

れるものの発見もこの仮説を支えています。

　なぜティターンズが去ったか、そして何処へ行ったかは、

ゲームマスターが追求できるように残されている謎です。

この説明は、実際にはとらえどころがない人類の宿敵の

痕跡を追ってファイアウォール工作員が派遣されるキャン

ペーン全体の焦点となります。自分のゲームに合うように

ゲームマスターが使ったり叩き台にしたりできるアイデア

例をいくつか紹介します。

・ティターンズは、仲間割れや蕃患ウィルスの何らかの作

用によって、実は全て滅んでいた。

・ティターンズは、実はプロメテアンによって停止に追い

込まれてその勢力を取り戻すために退却した……そして

帰還のために力を集結中である。

・ティターンズはＥＴＩを見つける／参加するためにゲート

の彼方に去り、準備ができたら人類が追ってこれるように

ゲートを残していた。人類を助けるためかもしれないし、

人類絶滅を完了させるためかもしれない。

・ティターンズは、急激な知的成長のストレスか蕃患ウィル

スの影響で、発狂した。その行動は支離滅裂で混乱して

いて時には矛盾している。多くのティターンズは実際に

ゲートの彼方に去ったが、戻ってくる可能性も高い。

・ティターンズは単にうまく隠れているだけで、今でもいる。

外見上は休眠しているが、内面では長い間用心と動揺を

続けている。その一部は、あるいはティターンズの能力す

らはるかに超えた知性の別のステージへ登る準備をして

いるかもしれない。この状態が終わって何かが生じるのは

時間の問題だ。

ファイアウォール
　＜大崩壊＞は繰り返させない。これがファイアウォール

を駆り立てる合言葉です。

　ファイアウォールは、異星種族や大量破壊兵器やハイ

パーコーポの実験や繁殖ＡＩといった存続リスクからの人

類防衛に熱意を傾けている、汎勢力秘密組織です。何か

が人類全体の脅威なら、いかなる代償を払ってでもその

危機を止めるべくファイアウォールは身を捧げています。

　ファイアウォールの長所は、その構成員（センティネルと

呼ばれています）にあります。センティネルはどの勢力に

もどこの場所にもいるので、社会的経済的政治的イデオ

ロギーの問題になると持論をぶつけ合いかねない位完全

に対立していることも時々あります。それでも人類の生存

が懸かっているときには、そちらを優先してこうした極端な

相違は脇に置かれます。

歴史
　ファイアウォールの起源は＜大崩壊＞前に存在したいく

ｐ 7



つかの重要組織であるライフボート研究所とジェイソンと

特異点基金にまで遡れます。

　２１世紀初頭に設立された非営利非政府組織であるライ

フボート研究所は、野放図な技術開発の危険を評価して

人類を守る国際組織を作るための、市民による初めての

具体的な企画でした。この研究所は、小惑星の衝突から

伝染病まで人類を滅ぼしかねないものなら全て含む、い

わゆる「存在のリスク」を研究してそれに対抗するいくつか

のプログラムを開発しました。

　２０世紀中盤に設立されたジェイソンは、科学とテクノロ

ジーと国防の分野でアメリカ政府に助言する独立した科

学者集団でした。アメリカ政府の契約と権益と根っからリ

ンクしている非営利組織であるミトレ・コングロマリットとの

繋がり関わりはありますが、ジェイソンに関わっている科学

者は標準的な政府監督の対象外です。また、数多くの技

術開発に政府が参加するように提案し、地球規模の環境

変化の予測でも国際的に知られた組織の先陣の一つで

す。＜大崩壊＞の前に、多くのジェイソン参加者とその支

援者がハイパーコーポや様々な国民国家の厳しい管理

と反動的な目的と袂を分かってアルゴノーツを結成しまし

た。

　２１世紀の初めに設立された特異点基金は、AIの利点

と危険の周知と安全な人工知能ソフトウェアを開発に熱

意を傾けていました。テクノロジーの流れは一つの爆発

的進歩で人類を決定的に変えてしまうだろうという特異点

理論の熱烈な信者だった特異点基金は、人類をコント

ロールされていない危険な特異点事件から守る友好的

AIの創造を強く支持していました。この集団は＜大崩壊

＞前における友好的な繁殖 AIの一団の創造の成功に

大きな役割を果たしました。産み出されたプロメテアンは

＜大崩壊＞の際に人類を守ってティターンズに対抗する

のに不可欠でした。

　これらのお互い似通った集団の努力にもかかわらず、

技術的特異点の最も悲惨な予測が的中しました。戦いに

はそれぞれが参加しましたが、人類はずたぼろになって

地球はほとんど崩壊しました。最終的には＜大崩壊＞を

防ごうという試みは全て失敗しましたが、こうした努力に

よって無数の人々が絶滅から救われてティターンズにつ

いての価値ある情報が集まりました。

　＜大崩壊＞という苦難のさなかと直後に、これらの組織

や他の組織の生き残りの一部が集まってリソースを蓄積し

ました。自らの弱さと人類の重態さを思い知った結果、斬

新な手段を採用し、テクノロジーの誤用による再度の破滅

を防ぐことを誓いました。そうした手段によって、ファイア

ウォールという新しくて強力な汎勢力秘密結社が構築さ

れたのです。

組織
　ファイアウォールはメンバー数不明の秘密組織で、プロ

キシーという専業のベテランによる中心集団が管理してい

ます。太陽系各地の権力や影響力を持つ勢力や個人の

多くがその存在を知ってはいますが、存在していないこと

になっていてその活動は丁寧にごまかされています。

センティネル
　センティネルはファイアウォールの兵隊で、危険が見つ

かったらいつでもすぐに活動するよう召集される予備部隊

です。召集されたら居場所や現在の活動に関係なく出動

しなければなりません。任務中に「普段の生活」にいない

ことをごまかすのは各人の責任です。

　ファイアウォールへの参加募集というものはありません。

代わりに、技能や知識や職業やセキュリティ・クリアランス

や居場所や地位その他様々な勧誘基準に基づいて、

ファイアウォールが勧誘対象を選びます。こうした選択は

プロキシーが実行するのが普通ですが、任務で必要なら

センティネルも新人をこの組織に巻き込む権限を振るえ

ますし、しばしば実際に振るっています。ですが、新しい

支援者を勧誘したセンティネルは、被勧誘者とその行動

に責任があります。一線を越えてしまったら、両者とも責

任を追及されるのです。

　センティネルは現場で熾烈な敵と立ち向かい過酷な決

断を下さなければならないため、ファイアウォールへの加

入審査手続きは厳格にならざるを得ません。一度招待を

受け入れることにしたら、後戻りはできません。それぞれ

の被勧誘者は様々な審理と試験を受けます。その内容は

様々ですが、念入りな経歴チェックやフォーク尋問や心

理手術審理や忠誠心テストが含まれるかもしれません。

心理手術は服従をプログラムするためではなく新人の

様々な状況に対する反応を分析するためのもの、そのセ

ンティネル候補がどこまで耐えられるかを調べる限界パラ

メータ・テストです。多くの潜在的メンバーが人格判定と性

格プロファイリングに熟達したプロメテアンによって細かく

分析されます。こうしたテストに合格しなかった候補は古

いバックアップを使わざるを得ない方法で殺されるか記憶

を改変されるかするので組織についての記憶は残りませ

ん。

　ファイアウォールは細く危うい道を歩んでいます。教条

的な「無条件の忠誠」という概念は非生産的である上に

ファイアウォールが象徴するもの全てにとって禁じ手です。

ファイアウォールのセンティネルには、任務に応じて既成

観念にとらわれずに考える能力が必要なのです。その一

方、究極の目的は失敗のリスクを冒すには重大すぎる（人

類の生存が懸かっています）ため、組織の無事と安全を

保つためには極端な措置を執らなければならないことも

時折あります。

　新しいセンティネルはコードネームと偽の身分を与えら

れます。プロキシー達を除いては、各センティネルの実世

界での身分は厳重に護られた秘密です。そうした情報を

チーム内で共有することすら歓迎されませんが、この一線

が超えられることはしばしばあります。更に、各センティネ

ルはバックアップをファイアウォールの保安サーバーに

アップロードしてそれを定期的に更新しなければなりませ

ん。このバックアップには二重の目的があり、全てのセン

ティネルが死んでも復活できるようになる一方、万が一尋

問する必要が生じた際にそのセンティネルのコピーをファ

イアウォールが手にできます。
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　センティネルは皆、ファイアウォールのピアツーピア・

ソーシャル・ネットワークであるアイを介して接続していま

す。各自は仮の身分をまとって活動しますが、接触は

保ったままで、必要に応じて情報やリソースを共有します。

プロキシー
　プロキシーはファイアウォールの中心集団、組織機能の

仕組みを維持する古株幹部たちです。人数はセンティネ

ルよりも少ないものの、多くのプロキシーはフルタイムで

ファイアウォールの作戦に従事していて、この組織の根本

的な基盤となっています。殆どのプロキシーはセンティネ

ルから昇格し、重要な役割を果たすための技能一式と適

性に基づいて選ばれます。ごくわずかなケースで、基本

的には特殊な才能やファイアウォールが活用したいリソー

スを持つ他組織での立場によるものですが、新人がファ

イアウォール外部からプロキシーへとセンティネルを飛び

越して直接勧誘されることもあります。こうした新規新人に

はセンティネルの審査よりも更に過酷なテストと審理が待

ち受けています。

　原則として、プロキシーは殆どのセンティネルよりも高い

セキュリティ・クリアランスを持っていて遥かに事情に通じ

ています。時にはこれが、情報を知らされていないとか操

られているとか感じたセンティネルからの恨みや敵意に発

展することもあります。「知る必要」の原則を守るのが標準

的なプロキシーの慣習ですが、時にはセンティネルの緊

張を和らげるために追加情報を提示せざるを得ないことも

あります。これがセンティネルをプロキシー体制へと勧誘

する前触れであることも、しばしばあります。

　ファイアウォール内にも対立はあり、原因の大半は権力

の集中や透明性の欠如や秘密作戦が常態と化して権威

主義的になる可能性を嫌う無政府主義者やその他リバタ

リアンな自治主義派が多い影響によるものです。その結

果、ヒエラルキーや権力の蓄積を最低限にして透明性と

直接民主的な意思決定を推進する強い組織内文化があ

ります。ですが、こうした欲求が組織の秘密的性質や一部

の秘密を知る必要ベースで守る必要と矛盾することもあり

ます。

　センティネルの緩やかな組織と違って、プロキシーは特

定の技能一式と作業に基づいた共同ワーキンググルー

プであるサーバーに所属しています。サーバー内で権力

ブロックが生まれないよう、要員は一年ごとに別のサー

バーに異動しなければなりません。これによってプロキ

シーが新しい技能一式を学びファイアウォールへの有用

性を増すという利点があります。各サーバーの行動は可

能な限り透明に保たれ、大きな決定はプロキシー全体に

持ち出される前に E投票にかけられます。ですが、時に

は投票で可能な範囲よりも速くサーバーやプロキシー個

人が行動しなければならないこともあります。こうした事態

では、その行動には関与したプロキシーが責任を負い、

懲戒や懲罰や賞賛に値するかどうか後から他のプロキ

シーが審査します。

　なお、プロキシーの間に中心的なリーダー構造というも

のは存在しません。指導者となっている個人も集団も存

在せず、他のプロキシーに対する権限はなく、誰もが対

等なのです。評判と経験は大きな要素になりますが、何

かを実行したこと自体がそれが正しかったと他のプロキ

シーを納得させる理由になることもしばしばあります。ファ

イアウォール内でリーダーや主導権の発揮者である弱点

は、こうした行動の責任を最後まで自分で取らなければ

ならないのが普通だということです。幸い、殆どのプロキ

シーはファイアウォールの目的に献身的でこうした自前主

義の態度が主流です。ですが、こうした安全策にもかかわ

らず、ファイアウォール内での権力ブロックの噂が存在し

ます（サーバー内でも組織全体でも）。こうした噂の多くは

ある党派が別の党派について流しているものです。です

が、そうではなくプロキシー内に秘密評議会があって裏で

活動して知識を独占しているという内緒話もあります。

・カラス：ライフボート研究所や特異点基金といったファイ

アウォールの先祖の目的を受け継いでいます。その多く

はアルゴノートで、人類状態に有益で新たな脅威を産み

出したり権威主義的な使い方の火種となったりせずリスク

を最低限に抑えた新技術の開発と使用を推進し、常に意

図せざる結果に注意しています。あるいは、異星種族で
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選択ルール：ⅰレプ
　ⅰレプはセンティネルがファイアウォールでの活動に

よって得た評判を管理します。ⅰレプは人脈：ファイア

ウォールで使用し、他の評判スコアと全く同様に管理し

ます。ですが、ファイアウォールのエージェントはありとあ

らゆる勢力にいて助け合う義務がある（それが必要な状

況なら尚更）という点を忘れないでください。この特別の

長所を反映するため、ゲームマスターは以下の選択

ルールの片方か両方を許可しても構いません。

人脈プラス：ファイアウォールのエージェントは人類社

会の至る所にいることを示すため、どの人脈技能でもⅰ

レプを使うことができます。評判で手に入れた助力は、ど

の人脈で手に入れてもⅰレプのスコアに適用されます。

優先コール：本当に切羽詰まったときには、センティネ

ルは緊急優先で助力を求めることができます。この「優

先コード」は任務の成功に不可欠で人命を救ったり大き

な脅威を止めたりするのに役立つ助力のために温存さ

れています。優先コードを発動したら、人脈テストに+30

されて助力のコストは２レベル低下します。ですが、この

優先コードは選択の余地がない緊急事態のためだけの

ものであることを、センティネルは知っています。優先

コードの濫用は重大なエチケット違反かつリソース濫用と

みなされ、そのエージェントがファイアウォールから排除

されるのが普通です。



あれティターンズであれテロリストであれハイパーコーポ

の活動であれ潜在的な X リスクの媒体に対する基礎研究

を積極的に行っていることのほうが、より重要かもしれませ

ん。時折ルーターを介して研究を手伝わせるためにセン

ティネルを派遣することがあり、それによって監視を行っ

たり重要なデータを盗むために押し込みを働いたりするこ

とになるかもしれません。

・消去部隊：始末屋です。センティネルが状況に対して適

切に対処できなかったり脅威が手に負えなくなりそうなら、

消去部隊が呼び出されます。センティネルの合言葉が

「目立たない」なら、消去部隊の合言葉は「圧倒的な火

力」です。出動したら、穏便な解決の時間は終わりで、状

況の解決に必要な手段は何でも使われます。たとえ、ナ

ノスウォームがより大きな入植地へと逃げないよう根絶す

るためにある入植地を軌道から核攻撃するとしても、です。

それから自分たちがそこにいたという証拠を消去して事

件の責任を別の勢力になすりつけるために、ファイア

ウォールの手駒を総動員します。必要なら、滅茶苦茶に

なったり大失敗したりしたセンティネル活動を修正するの

に呼び出されることもあります。ですが、こうした状況での

露出にはとても神経質で、場合によってはファイアウォー

ルが関与した証拠を全て消すだけで愚かな選択をしたセ

ンティネルを放置することもあります。

・発送員：任務の調整役です。走査員やカラスと密接に

連携し、新たな危険が生じたら適切なセンティネルを召

集します。それぞれの発送員に、脅威を評価して適切な

人数（その任務を可能な限り慎ましいやり方で達成するの

に必要な人数）のセンティネルを召集する権限があります。

また、適切な条件内でこうした任務にファイアウォールのリ

ソースを流用する権限もあります。そして、任務の成功に

最終的な責任を追っています。任務が失敗したら同僚に

よる批評会議が待っています。

・走査員：新たな積極的脅威の兆候がないかどうか警戒

する役目を担っている、ファイアウォールの目や耳です。

ニュース配信やメッシュ通信を絶えず監視し、一部の政

府やハイパーコーポの通信チャンネルまで盗聴していま

す。危険が見つかったら、発送員を通じてセンティネルを

召集する権限があります。走査員という立場に伴う権力の

ため、誤報による召集に責任を追います。

・社会エンジニア：「偽情報省」とも呼ばれていて、ファイア

ウォールとそのセンティネルが必要とする身代わりと説得

力のある反証を提供します。センティネルが正体を漏らし

て組織が危険にさらされたら、偽装の弱点をカバーする

ために介入します。脅威を抹殺するための極端な手段が

確実にしっかりと偽装されて最終的には影も形もなくなる

ようにするために召集されたときには、消去部隊と本質的

に一体となって活動します。どの組織（政治組織であれ

企業であれ独立系であれ）が消去部隊の活動による非難

とそれによる余波を浴びるかは最終的には社会エンジニ

アが決める（E投票による合意で決めるのが普通ですが、

そうした時間の余裕が常にあるとは限りません）ため、そ

の権力は絶大なものとなり得ます。

・媒介員：ファイアウォールの通信セキュリティとデジタル

侵入の専門家、つまりハッカーです。ファイアウォールの

活動全てのメッシュ・セキュリティを防衛するだけでなく、

カラスの研究や走査員の監視や消去部隊の痕跡の抹消

を手伝うためにも派遣されます。また、発送員が状況に対

する通信・指揮・統制を維持するのも手伝いますし、セン

ティネルの活動に見張りとして加わる（そのセンティネル

達に自前のハッキング能力がなければなおさら）こともあり

ます。当然ながら、人類最高級の侵入・セキュリティ機材

を提供されています。
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手法
　目立たない。どんなセンティネルでも、それが標準活動

手順です。ファイアウォールが成功を続けているのは秘

密主義のお陰です。ある任務で残す足跡が大きければ、

それだけ他の組織がファイアウォールの活動を監視したり、

場合によっては潜入を試みたりするのが簡単になります。

無名であり続けるために、ファイアウォールは他の組織に

影響力を持つ味方を作ろうという努力を絶やさず、可能

であれば自分の活動の隠れ蓑に使っています。そうした

「味方」の多くはファイアウォールの意図と真の目的を知り

ません。多くの活動が遠隔実行されている（センティネル

を送るのではなくハッキングによって）か事情を知らないフ

リーランスによって行われています。センティネルを召集

しなければならない時には、任務の目的を達成するのに

最低限の人数による小規模集団の潜入が好まれます。

　またファイアウォールは、自前のリソースを配備しなくて

も済むよう、他の組織の資産を活用するための長期潜入

スパイの潜入と配置にも熱心です。ファイアウォール外で

の地位を活用したり他の集団のリソースをこっそり使ったり

将来ファイアウォールが使うために確保したりできるよう、

まさにこのために勧誘されるセンティネルもいます。例え

ば、スターウェアの部長は孤立主義的な木星フンタに重

要な宇宙機部品を配送する契約を何年も結び続けてい

るかもしれません。この儲かる契約で高い評判や昇進や

昇給といった、その部長が普段の生活で追求してきた業

績が得られます。けれどもこの部長は実績豊富なセンティ

ネルで、この契約はファイアウォールにとって魅力的な新

品の抜け穴なのです。部長は収入の流れからファイア

ウォールで使う分をちょろまかせる（媒介員によってしっか

りと偽装されています）だけでなく、木星フンタのハビタット

にセンティネルを密入出（本来なら至難の業）させられる

立場にいるのです。こうした活動のリスク（そして死活的に

重要な立場にいるセンティネルを失う結果）のため、こうし

た機会は重要な作戦と切迫した脅威のために温存されて

います。

　進展の速い状況に備えて、ファイアウォールは必要に

応じてセンティネルが使える補給倉庫をあちこちのハビ

タットや天体に設置しています。こうした倉庫の中身とそ

れをセンティネルが使えるかどうかは、状況と関わってい

る発送員の決断が全てです。こうした倉庫には武器や防

具やナノ合成機や集められた情報、場合によっては以前

の任務でファイアウォールが手に入れたけれど扱いがま

だ決まっていない遺産が納められているかもしれません。

大きなハビタットには複数の倉庫があって重火器のある

倉庫は絶対に必要な時にしか明かされないということすら

あり得ます。ですが、あまりにも危険な倉庫もあり、その場

合は任務が完了したら参加したセンティネル全員の皮質

スタックを破壊して倉庫の存在について何も知らないバッ

クアップで再着用させる権限が、発送員に与えられます。

　消去部隊の項で説明されているように、ファイアウォー

ルは目立たないアプローチが失敗して危険が特定の脅

威レベルに達したら迅速で明確な実力行使に訴えるのを

躊躇いません。「脅威閾値」の条件は実際には特殊なリス

ク評価ソフトで計算され、他の外部条件に応じて任務ごと

に変わることがあります。状況が一定以上危険で失敗の

結果の規模が一定以上大きければ、脅威レベルを計算

して戦術的撤退と「熱消毒」のタイミングを決めるのにプロ

メテアンが介入します。
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党派
　ファイアウォールのプロキシーは組織が内側から壊さ

れたり個人的な動機を持つ少数に支配されたりしないよ

うに厳格な指針に従っていますが、人類のサガとして組

織内部に様々な勢力や傾向が存在するのは避けられま

せん。党派と呼ばれるこうした集団はプロキシーが特定

の動機に従うように影響力を振るっています。党派間の

関わりと対立は、殆どのファイアウォール参加者にとって

珍しいものではありません。こうした党派には人類社会

における既存の勢力に基づいているものもあれば、ファ

イアウォールが採用すべきアプローチについての哲学

的相違に根差しているものもあります。ゲームマスター

は、ファイアウォールの内部対立を彩ったり単にプレイ

ヤーに変化球を投げたりするために、こうした党派を使

うことができます。

バックアップ派：できるだけ早く多数の冗長バックアッ

プ措置を採用するのが人類生存の最大のチャンスだと

信じています。この措置には、パンドラ・ゲート経由と箱

舟やインフォモーフ／ナノ合成繁殖船といったより在来

型の手段の両方による、できるだけ多くの系外コロニー

の建設も含まれています。

保守派：極めて用心深く、殆どの X リスクに「軌道から

核攻撃」アプローチを採用しています。過剰な力は正当

で絶滅よりもずっと安全だと信じているのです。また、異

星種族やティターンの遺物や超能力の使用に反対し、

＜使節＞とパンドラ・ゲートについては異種恐怖症／孤

立主義な傾向があります。

独断専行派：ファイアウォールの集団的傾向や官僚

的傾向を嫌い、自分の仕事ではより個人主義的なアプ

ローチを採用しています。しばしばファイアウォールの

手続きを迂回し、リスクを負ったり他のプロキシーの許可

なしでリソースを割り当てたりすることで有名です。

実用主義派：存続リスクに立ち向かうには手持ちの道

具を何でも使うべきだと信じています。異種遺物でもア

シンクでも人類を救うものなら何であろうとその活用に賛

成しています。

組織機構派：ファイアウォール内でのより強い組織構

造と権限の集中を唱え、自治主義派が支配的な雰囲気

に反対しています。また多くが組織の合法化、つまり

ファイアウォールの一般露出と他の公式組織との表だっ

た関係の樹立を提唱し、それによってファイアウォール

が持てるリソースが増えると主張しています。



長期的戦略と目的
　存続脅威を防止して人類を守るというのが、ファイア

ウォールの最優先目的です。ですが、それが唯一の目的

ではありません。他の目的が実際にどのようなものである

かは、それぞれのプレイ集団とキャンペーンに対応するよ

うゲームマスターがその方向性を決められますし、決めて

ください。また、それぞれのゲームマスターが強調する党

派（『党派』を参照）の影響も大きく受けています。

　ゲームマスターが好みに応じて使える長期の戦略と目

的のお手軽リストを、ここで紹介します。

・他の星系への入植

・合法化ｖｓ秘密の維持

・安定した繁殖 AIの開発

・ティターンズの行方の発見

・アップロードされてティターンズと共に消えたエゴに起き

たことの発見。

・＜使節＞についての理解

・他の異星種族との接触

・イクトミに生じた事件などの異星考古学的な謎の解明

ファイアウォールと他の組織
　ファイアウォールが他の組織にどこまで浸透しているか

（そしてその逆！）は、意図的に白紙のままです。『エクリ

プス・フェイズ』は進行中のストーリーの流れを持つ動的

な世界なので、こうした詳細は今後のソースブックの出版

によって肉付けされたりアップデートされたりするでしょう。

更に、ゲームマスターは各自のゲームやキャンペーンに

おけるこうした浸透の状況を決めるのに、自分たちが語り

たい筋書きや話の流れに従う必要があります。

　最も明白な関係の簡単な一覧を、ここで紹介します。

・中心部：中心部勢力のほぼ全てが、ファイアウォールは

無政府主義者の息がかかって自分たちの社会そのもの

を弱体化させている非合法なはぐれ活動だとみなしてい

ます。ですが、この組織に浸透して他のハイパーコーポ

や勢力に対するスパイや破壊工作といった自分たち目的

のために利用できると思っているハイパーコーポもありま

す。

・木星共和国：フンタはファイアウォールとそれが象徴する

もの全てを嫌い、自身の影響圏でファイアウォールが活

動しているかもしれない可能性が少しでも見えたらそれと

戦うために極端な手段を用います。

・タイタン：タイタンの事情通の殆どは、ファイアウォールの

活動に必ずしも反対とい言うわけではありませんが、この

組織は規制を受ける合法組織になるべきだと信じていま

す。

ETI
『地球外知的生命体』で述べられているように、ETIは蕃

患ウィルス、そしてそれによるティターンズの汚染と＜大

崩壊＞に責任のある高度な異星種族文明です。

　誰も、＜使節＞ですら、これまでのところ ETI文明の一

員（一員というものが存在するならば）に遭遇したことはあ

りません。ETIは人類を遥かに超越した知性なので、『エ

クリプス・フェイズ』で直接的な役割を果たすことは多くな

いでしょうが、蕃患ウィルスと＜大崩壊＞の真実を知った

者は未来に正当な恐怖を抱くでしょう。ですが、次に何が

起こるかは誰にも想像すらできませんし、ETIがブレイス

ウェル探査機と似た他の「罠」を用意しているかや銀河系

で活動する使者や従者がいるかどうかについての確実な

ことは誰も知りません。パンドラ・ゲートのようなものが人類

の手元にあっては、人類の探検家が ETIの存在と活動の

他の側面に出くわすのも時間の問題かもしれません。

　ETIの性質の釣り合いを保つのは重要です。人類はほ

んの一握りの星系にあるいくつかの惑星やら衛星やらで
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センティネルはどんな手助けを期待でき

る？
　任務中のセンティネルにファイアウォールが実際にど

んな手助けをするかは、完全に状況とゲームマスター次

第です。一般論としては、ファイアウォールの目立たな

いアプローチは召集されたセンティネルにも適用される

ので、活動面でも基本的にはセンティネル自身の裁量

に任せられます。補給品倉庫へのアクセス（限定されて

いるのが普通で、もっと欲しければセンティネルが自腹

を切らざるを得ません）を除けば、センティネルが状況に

自力で対処できるものと期待されています。もちろん、

自らの技能と機知だけでなく、成功を達成するのに必要

なリソースや助力を得るのにⅰレプを大いに活用してい

ます。

　滅多にないことですが、倉庫にある装備（多寡はともか

く）や社会エンジニアや媒介員の手助けが必要な状況

だと、ゲームマスターが認めることもあります。ですが、

プレイヤーがこうした事態でご都合主義感をあまり感じ

ずふさわしい畏怖感が確実に生まれるよう、こうした介

入は最低限に留めてください。

　ファイアウォールを常にあてにできることが一つあるな

ら、それはバックアップ保険です。任務中に死んだファ

イアウォール工作員は、ファイアウォールの経費で再着

用されます。ただし、その際のモーフや皮質スタックと

バックアップ（場合によっては古いバックアップであって

も）のどちらが復活に使われるかは、死亡の状況と発送

員の独断で全てが決まります。ですが、工作員のバック

アップをまずい相手に渡したいとは欠片も思っていない

ので、皮質スタックの回収には熱心なのが普通です。

　同様に、ファイアウォールの任務でどこかにエゴ投射

したり旅行したりするなら、大抵はファイアウォールが経

費を負担します。多くの場合はセンティネルが出費を建

て替えてから後でファイアウォールに請求する方が簡単

なのですが、必要ならファイアウォールにこうした出費を

直接扱わせることもできます。



手に入るささやかな資源で自身が驚異と思う事柄を達成

しましたが、ETIは何十億年も銀河系全体を手にしてい

たのです。ダイソン球（訳注：恒星そのものをすっぽり覆う

球形の構造体）やマトリョーシカ脳や木星脳や星系エンジ

ン（訳注：ダイソン球の一種で、恒星のエネルギーによっ

て星系を丸ごと移動させる）といった巨大規模の工学プロ

ジェクトを、遂行できます。人類が平原や豊かな鉱脈を活

用するように、ETIは星団を活用するのです。その潜在能

力を考えると、ETIは銀河の中心から遠く離れていて低い

温度とまばらな物質のために熱力学的に優れた環境と

なっている周縁部を主な所在としているでしょう。銀河系

の最果ての深く冷たい闇にいるこの力ある存在は、地球

がまだ点火する前の太陽の周りを漂う温かいガスの波紋

ですらなかったころから既に自意識を持っていました。

『エクリプス・フェイズ』世界の事情通がどう考えているにし

ろ、少なくとも人類が宗教や民族や種族や文化の違いで

敵意を抱くようなやり方では、ETIが必ずしも人類みたい

な他種族に敵対的とは限りません（その見解にもよります

が。『ETIの動機』を参照してください）。単に ETIは無関

心で、人類にが認識すらしない規模の事柄に関心を向け

ているというのが、最もありそうなことです。あるいは人類

を、生物体にとっての感染や寄生虫みたいなもの、免疫

システムが鎮静させたり対応したりするものだとだと考え

ているのかもしれません。

エクスヒューマン
　エクスヒューマンというのは『エクリプス・フェイズ』内の勢

力で、トランスヒューマンを超えてポストヒューマンになろう

としています。もっと具体的に言うと、何らかの完璧主義

的理想を追及したり進化の階梯においてより高い存在と

なったりするために、心身能力を極端なまでに極めようと

しています。実際に何が目標かはエクスヒューマンごとに

違いますが、大抵は何らかの形でニーチェの思想と食物

連鎖の頂点に立とうという目的を支持しています。理想の

捕食獣や適応力が極めて高いため最も生存力に優れて

いる生物だと思う存在に変化したエクスヒューマンもいま

す。トランスヒューマンの知能を圧倒的に上回るために自

らの脳を徹底的に改造した者もいます。殆どは特異点探

しで、トランスヒューマンの限界を超える手段が見つかると

願ってティターンズなどが残した「パン屑」を追うのに熱心

です。

　極端でまだ実験中で危険な自己改造を大量に用いて

いるため、その心理に永続的なダメージを受け、発狂した

りあるいは思考モードが完全に変化してもはや人間のも

のとは言えなくなってしまったエクスヒューマンもいます。

また、旧種族であるトランスヒューマンを弱くて退廃的で無

価値だと思い、敵対的な認識を抱くようになった者もいま

す。こうした考えによってトランスヒューマンの入植地や船

を積極的に攻撃したり破壊したりするエクスヒューマンも

いますが、大抵は孤立した宙域での話です。

　エクスヒューマンの例をいくつか紹介しますが、ゲーム

マスターは自分で作ってみてください。

ニューロード
　より高いレベルの超知能と意識に至るべく、ニューロー

ド（訳注：ニューロンとノードを組み合わせた造語で、「人

工ニューロン」とも訳されます）は普通のトランスヒューマン

の袖を捨て去って身体と脳を兼ねる多脚ニューロン殻を

選びました。ニューロードの身体の大半は、四つの脚と二

つの器用な指を持つ硬い甲皮に納められたニューロン細

胞と上皮細胞による不定形の塊です。ニューロードの脳

は巨大なので、通常のトランスヒューマンを圧倒的に凌駕

する印象的な計算力などの精神能力が得られます。

ニューロードは遠隔操作ドローンの群れで自分の身を守

るのが普通です。

認 40　運10　直 40　反 20　社 30　身 10　意40　勇-

イ 12　行1　理80　ト 16　発160　耐 35　負 7　死 53

技能：乱戦 30、推理80、知覚 90、その他適当なもの

インプラント：アクセス・ジャック、甲皮装甲、体内時間調

整、方向感覚、直観像記憶、内分泌腺制御、超言語力、

超計算力、医療機、マルチタスク、オラクル、スキルウェア

注：特性／精神疾患×２

プレデター
　プレデター（捕食獣）は、食物連鎖の頂点に立つ究極

の進化競争者になろうとしています。新種の遺伝子改造

や試作インプラントを追求し、問題がある手法やテクノロ

ジーを使うことも珍しくありません。こうしたテスト不足の改

造や変化した新陳代謝による生化学的な不安定性に

よって、感情的精神的安定性に悪い影響を受けました。

そして更に、狡猾さや容赦のなさを増すために自らの意

識を改造しようと試験的な心理手術を行うプレデターもい

て、それがまた悪い副作用をもたらすことも珍しくありませ

ん。適者生存イデオロギーを過激化して、トランスヒューマ

ンをおいしくいただく食人嗜好のために消化系を改造す

るプレデターもいます。

ｐ 13

異星種族の扱い
『エクリプス・フェイズ』ではとりあえずはほんの数種類の

異星種族しか紹介していませんが、ゲームマスターが独

自の異星種族を追加したいと思うかもしれません。それ

自体は全く問題ないのですが、どんな異星種族（エイリ

アン）も説得力があるように非人間的（エイリアン）に描く

ように、強くお勧めします。人類とは大きく異なった環境

で誕生して異なった進化経路を経て知性を獲得した生

命体は、少なくとも奇妙だったり珍奇だったり異様だっ

たりするはずです。ゼノモーフの思考過程や思考モード

に人類のものと何らかの形で似ている保証や、その感

情反応（全く異なる生物状態に基づくものですし、そも

そも感情があればの話です）が喜怒哀楽に相当する保

証すらありません。コミュニケーションは困難でしょうし、

ほぼ確実に誤解が発生します。



認 30　運40　直 40　反 40　社 15　身 40　意 30　勇-

イ 16　行 3　理 60　ト 12　発120　耐 65　負 13　死98

技能：刀剣60、乱戦 60、自由落下 50、パルクール 80、推

理 50、知覚 60、素手戦闘 70

インプラント：アドレナリン噴出、甲皮装甲（11/11）、カメレ

オン皮膚、サイバークロー、ドラッグ腺、内分泌腺制御、

強化聴覚、強化嗅覚、強化視覚、握力パッド、強化骨格、

医療機、筋肉強化、神経化学強化（レーティング２）、予

備酸素、毒物腺、器用な足、呼吸細胞、温度耐性、毒物

濾過、真空気密及びゲームマスターが適切と思う改造

注：特性／精神疾患×２

蕃患ウィルス
　地球からの離散を生き延びたごくわずかな人々（そして

存在）だけが、＜大崩壊＞をもたらした本当の理由ときっ

かけを知っています。異星の蕃患ウィルス（その存在に気

付いているファイアウォール構成員はそう呼んでいます）

は、人類の理解を超えた存在です。進化を遂げた繁殖

AIに感染するように ETIが仕掛けたこれは、単なるコン

ピュータ・ウィルスよりもずっと複雑です。

　蕃患ウィルスのいくつかの株が特定されて様々な感染し

たエクサージェントが発見されましたが、これらはティター

ンズが産み出したものだというのが大方の認識です。プロ

メテアンの努力によって地球外の人類ネットワークからは

殆どが駆除されていますが、廃品漁りなどが＜大崩壊＞

による骨董品に手を出したのが主な原因で、蕃患ウィル

スの突発的発生は今でも起こっています。

膨大な株種類
　蕃患ウィルスは人類が経験したどんなものとも異なりま

す。宿主への感染や伝播という点ではコンピュータ・ウィ

ルスや生物ウィルスと似ていますが、形態や媒介手段に

おける制約は多くありません。

　蕃患ウィルスは極めて強力で伝染性が強烈です。情報

ウィルスであるため、知能と適応性に優れていて、別の形

態に変異することができるのです。また、ある種のウィルス

が種の区分を超えたり接触媒介から空気媒介に変化した

りできるように、感染対策をすり抜けるために自身と媒介

手段を編笠得ることができる自己変身無差別ウィルスな

のです。蕃患ウィルスのやることは、目標の細胞がその命

令に逆らうようそのゲノムに遺伝子情報を送り込むレトロ

ウィルスと似ていますが、もう一段階複雑です。また、同じ

ようにして宿主の神経コードを書き換え、実質的に目標の

精神と人格を再構成するということもわかっています。

　そもそもはデジタルのコンピュータ・ウィルス（それによっ

てティターンズに感染しました）でしたが、目標に合わせ

て他にも少なくとも三種類の形態、つまり生体ナノウィルス

とナノプレーグとバジリスク・ハックに変化しています。ここ

でそれぞれについて、感染と防御のルールと共に説明し

ていきます。

生体ナノウィルス
　感染したティターンズの地球産生物に対する理解とバイ

オ技術やナノテクノロジーに対するアクセスを生かして、

いくつかの生物形態での蕃患ウィルスが＜大崩壊＞の直

前に登場しました。こうした悪性の株は人間のバイオモー

フや時には他の生物にも感染しました。この株をばらまく

生体ナノボットは他の生物ウィルスとよく似た働きをしまし

たが、犠牲者の肉体的精神的状態は根本的に変化させ

られました。目標の遺伝子コードに侵入して再構成し、エ

クサージェントというおぞましい存在に変化させたものもあ

ります。直接報告では犠牲者が敵対的なモンスターに変

貌したという恐ろしい話が伝えられていましたが、こうした
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報告は滅多にない上に目撃者の精神状態（そして裏付

けになる記録がなぜか消えてしまうという謎現象）が原因

で信頼性に欠けるものとみなされていました。この株の亜

種については、目標の神経コードを変化させてウィルスの

意志（そして時には、その延長でティターンズの意志）に

従わせたり超能力を与えるために精神構造に影響したり

するということしかわかっていません。

生物学的感染
　生体版は他の病原体とほぼ同様に拡散します。基本的

に、他の感染した存在の近くにいると感染するのです。感

染経路には皮下（皮膚を通して排泄されるバイオ・ナノ

ボットの保持者との接触）や呼吸（空気中のバイオ・ナノ

ボットの吸引）や注入や経口（『投与手段』を参照）があり

ます。蕃患バイオ・ナノボットは体外でもある程度の時間

は生存できるので、感染した犠牲者が数時間前、場合に

よっては数日前にいただけの場所でも感染は起こり得ま

す。

　バイオモーフがウィルスに露出したかどうかあやふや

（例：ある部屋を通過する際に、散布されたバイオ・ナノ

ボットを吸ってしまったかもしれない）なら、勇気×10テス

ト（現在の勇気点ではなく特性値の勇気を使います）を行

わせてください。失敗すると露出したことになります。場合

によっては、感染者と肉体的接触を続けていたり体液を

交換したりした結果、自動的に露出するかもしれません。

　ウィルスに露出したバイオモーフは、感染が根付くかど

うかの耐久値×２テストを行わなければなりません。基本

バイオ改造やナノファージは対策になりませんが、毒物

濾過や医療機はそれぞれ+30修正をもたらします（変異

性の蕃患株がそれをすり抜ける手段を見つけるのは時間

の問題に過ぎないでしょうけれど）。テストが失敗したら、

犠牲者は感染します。詳細については株の説明を参照し

てください。

　感染から 12時間で、バイオモーフは他者への伝染性を

持ちます（ただし、ワッツ・マクレオド株の場合は、その後

12時間しか伝染性は続きません）。

デジタル・ウィルス
　デジタル株は、このウィルスの情報やプログラムだけの

バージョンです。複雑なコンピュータ・ウィルスやワームや

トロイと似ています。メッシュ中に広がり、脆弱性を突き、

通信規約を模倣し、熟練ハッカーと同様にセキュリティ措

置を迂回します。

　蕃患ウィルスのデジタル版は知性あるプログラムとして

扱われ、インフォモーフと同じルール（ｐ 265）に従い、以

下のデータを持っています。

認 40　運10　直 40　反 40　社 40　身 40　意40　勇-

イ 16　行 3　理-　ト-　発-　耐-　負-　死-

技能：ハードウェア：電子機器 50、情セキュ 70、インター

フェース 60、推理 50、知覚 60、プログラミング 50

ソフトウェア：侵入、防護、傍受、偽装、追跡及びゲームマ

スターが適切と思うもの

デジタル感染
　言うまでもなく、デジタル蕃患ウィルスは新しく接触した

システムにアクセスしてハッキングし自身をコピーしようと

します。

AIとインフォモーフの転覆
　蕃患ウィルスは自分と同じシステムで活動している他の

知的プログラム（AI、AGI、インフォモーフ）に複雑行動で

「攻撃」を仕掛けることができます。自分がアクセスしたシ

ステムでこうしたプログラムに遭遇したら、直接攻撃できる

ようにその本拠システムの特定とハッキングを試みます。

　この攻撃は互いの認知力＋直観力による対抗テストで

扱われます。蕃患ウィルスが勝てば、目標はウィルスに感

染して 10行動ターン（成功度 10につき１ターン減少）で

屈服します。目標が成功したもののウィルスよりも出目が

低ければ、自分が徐々に乗っ取られているのに気付きま

す。これによってただちに 1d10のストレスが与えられます。

感染したプログラムがウィルスによる乗っ取りを防ぐには、

シャットダウンして再起動するしかありません。AIやイン

フォモーフがシャットダウンするには丸ごと 1行動ターン

必要です。再起動には丸ごと 3行動ターン（ゲームマス

ターの判断によってはもっとかかるかもしれません）が必

要で、その後で AIやインフォモーフはもう一度ウィルス相

手に認知力＋直観力の対抗テストを行います。今度も失

敗したら、ウィルスはすでに AIやインフォモーフのプログ

ラムに食い込んでいることになり、感染が続きます。

　一度感染が完了したら、その AIやインフォモーフはエ

クサージェント NPC になります。

義脳ハッキング
　ポッドやシンセモーフの技能への潜入に成功した蕃患

ウィルスは、上記の AIやインフォモーフを転覆させるのと

同じルールルールを使って中にいるデジタル・エゴを狙う

ことができます。代わりに、普通の脳ハック攻撃を行ったり

バジリスク・ハックを実行したりすることもできます。

ナノプレーグ
　人類が宇宙に辿り着く助けとなった豊かなナノテクノロ

ジーは、災厄でもありました。ティターンズとメッシュ接続

ナノ合成機によって、蕃患ウィルスはその亜種を備えたナ

ノボット・スウォームを製造したのです。こうしたナノボット

疫病はどんな種類のモーフにも作用でき、時には他の機

械にも作用します。生体構造や神経構造を再構成するの

に生物学的メカニズムを利用する生体ナノウィルスと違っ

て、こうしたナノプレーグは人や物を分子レベルで物理的

に再構成します。

ナノプレーグの感染
　蕃患ナノスウォームはナノスウォームのルール全てに従

います。ですが、人類製のナノスウォームと違って、蕃患

ナノプレーグはバイオモーフの体内に侵入して外からも
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中からも影響を及ぼすことができます。

　ナノプレーグと接触したモーフは、全て感染したものとし

ます。有効な対策はガーディアン・ナノボットとナノファー

ジ（この場合はガーディアン・ナノボットと同じように働きま

す）しかありませんが、蕃患ナノボットに対しては完全には

有効ではなく、行動ターンごとにスウォームに-2ダメージ

を与えます。こうしたシステムに対する対抗措置を開発し

た蕃患ナノプレーグもあり、その場合は防御側に行動

ターンごとに（1d10÷２、端数切り上げ）ダメージを与えま

す。なお、ナノプレーグに感染したキャラクター自身は伝

染性ではありません……普通は。

　感染の詳細については株の説明を参照してください。

バジリスク・ハック
　ティターンズが人類から吸収した膨大な知識のデータ

ベースのお陰で、蕃患ウィルスは人間の精神の生物学的

特性と機能を徹底的に分析することができました。手にし

た調査結果全てにほんの数ヶ月アクセスした結果、蕃患

ウィルス知能とティターン知能は人の脳の機能について

何段階もの認知上の跳躍（人類が到達するには何十年も

かかるであろうブレークスルー）を達成しました。そうした

発見の一つに、脳の神経大脳構造の弱点を突いて感覚

入力を武器として用いる手段があります。

　こうした攻撃は「バジリスク・ハック」と呼ばれていて、人

間の生身の脳が大脳皮質で感覚入力を認識処理する過

程につけいっています。てんかん患者が特定周波で点滅

する画像に影響を受けやすいように、バジリスク・ハックは

脳の神経構造を故障させて悪心や目まいや失見当に場

合によっては痙攣（しばしば発作や脳卒中と誤解されま

す）をも引き起こします。ですが、ただ脳を故障させたりク

ラッシュさせたりするだけでなく、犠牲者が実際には存在

しないものを見聞きするようにその神経コードを書き換え

るメカニズムを起動させることができるバジリスク・ハックも

あります。この未知の洗脳メカニズムによって、生身の脳

であろうともウィルスで感染させることができるのです。義

脳が仮想脳状態を真似する手段につけいって、似たよう

な攻撃がシンセモーフやポッドにも行われ、同じように感

覚入力に組み込まれた情報によって操っています。

　要するに、バジリスク・ハックというのは、何らかの感覚入

力（普通は画像や音）を送るだけで人間の脳をハッキング

する手段なのです。拡張現実の普及によってこうしたハッ

クの実行は簡単になり、蕃患ウィルスは目標のエクトや

メッシュ接続をハックして感覚出力をいじるだけでいいの

です。普通の双方向性ビデオやホログラフや音声や可聴

下音に時には VR といった、もっと古い手段も利用可能で

す。

　＜大崩壊＞の頃の記録の損失があまりにも膨大なため、

殆どの人はバジリスク・ハックが単なる伝説かどうか知りま

せん。実際には、多くの公式集団がティターンズがこの技

術を使っていたことを知っていますが、これを複製しようと

する人間を減らすのが主な目的で、その知識を秘密にし

ています。

麻痺入力
　バジリスク・ハックを体験したら、認知力＋直観力＋社交

力テストを行わなければなりません。このテストに失敗する

と、脳がハックの影響を受け、ただちに 1d10のストレスを

受けます。更に、以下の効果のどれかが適用されます。

下記の効果の持続時間は、（１分＋失敗度 10あたり１分）

です。ゲームマスターが効果を選ぶのではなく 1d10でラ

ンダムに決めたい場合のために、それぞれの効果には１

から１０の番号が付与されています。

・（１）脱力発作：犠牲者は肉体のコントロールを失ってた

だちに倒れます。持続時間中は肉体は反応しませんが

意識はあり精神的行動は可能です。ですが、メッシュ行

動とインプラントのコントロールも無効になっています。

・（２）緊張病性混迷：キャラクターは動けなくなり反応しな

くなります。意識はありますが精神的には「そこにいませ

ん」。バジリスク・ハックが脳の機能を事実上止めてしまっ

たのです。持続時間中は全く何もせず、たとえ動かされた

り攻撃されたりしても反応しません。

・（３）失見当：キャラクターは何が何だか分からなくなって

激しく混乱します。持続時間の間、決断を下したり会話や

周囲で何が起こっているかを理解したり何かを断固として

実行したりすることができません。

・（４～５）けいれん大発作：対象はただちに地面に倒れて

悶え始め、1d10ダメージを受けます。持続時間中は何も

できず、その後も同じだけの時間、混乱と衰弱（全ての行

動に-30）に苛まされます。

・（６～７）幻覚：キャラクターはその場で精神的にトリップし、

現実と物理的肉体から完全に切り離されます。持続時間

中は、ゲームマスターが描写した幻覚の認識にしか反応

してはいけませんし、そうでなければゲームマスターが操

る NPC として扱ってください。

・（８）認知障害：キャラクターの精神能力はどん底に落ち、

無力な植物状態となります。認知力、直観力、社交力、意

志力は全て１に落ち、キャラクターは外界の刺激に応じて

反応してください。

・（９）悪心／目まい：キャラクターは混乱と吐き気に打ちの

めされ、持続時間中は事実上行動不能になります。

・（１０）睡眠：キャラクターは持続時間中眠ってしまい、医

学的介入がなけれが目を覚ましません。

　めったにないことですが、何らかの警告（直前に仲間が

ハックにかかるなど）があれば、バジリスク・ハックを「回避

する」ことができるかもしれません。もちろん、そもそもこう

したことを考えるには、バジリスク・ハックが何であるかを

知っていなければなりません。攻撃されたときに感覚入力

を遮断（目を閉じたり耳を塞いだり AR をオフにしたり、な

ど）しようとするなら、間に合うかどうかの反射力×３テスト

を認めてください。
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感覚洗脳
　蕃患ウィルスが目標の精神を専用の感覚入力によって

実際に洗脳できることもあります。ですが、これは簡単な

作業ではなく、妨害のない洗脳時間が必要です。麻痺入

力と同様に、バジリスク・ハックを体験して目標となった

キャラクターは認知力＋直観力＋社交力テストを行わな

ければなりません。これに失敗すると、１０分間マイナス失

敗度 10あたり１分の間、緊張症状態になって麻痺します。

この洗脳時間が終わると精神的に洗脳されて蕃患ウィル

スの株の一つ（下記参照）に「感染」しています。

　洗脳時間が終わる前に他者の行動によってバジリスク・

ハックへの露出から何らかの形で抜け出したら、洗脳はそ

の時点で失敗します。この場合でも、犠牲者は 1d10＋露

出１分あたり１のストレスを受け、精神的にボロボロになっ

て全ての行動に-30修正を課されます。この修正は１分あ

たり 10軽減します。

信じろアタック
　犠牲者を完全に洗脳するのではなく、後催眠暗示と似

た無意識の命令を目標に埋め込むだけの蕃患ウィルス

攻撃もあります。いわゆる「信じろアタック」は、潜伏テロリ

ストや自覚のない協力者を作るのに使われるある種の遠

隔デジタル洗脳の試みで、しばしばメッシュ経由で行わ

れます。心理手術の精神操作技法とは違い、信じろア

タックでは心を強引にこじ開けたりエクサージェントが人

間の脳に見つけたある種のバックドアを活用したり、精神

を力づくで改変したりします。

　信じろバジリスク・ハックを体験したキャラクターは、認知

力＋直観力＋社交力テストを行わなければなりません。こ

れに失敗すると、知らないうちにキャラクターの精神に単

純な暗示が埋め込まれます。このサブリミナル命令は、そ

の後、何らかの事前に指定された時間か特定の事前に

設定された状況になると起動します。一度起動すると、

キャラクターはその命令が自分のアイデアだと完全に信じ

込んで実行します。埋め込まれた暗示は「ファイアウォー

ルの工作員を殺せ」といった単純なものでも「爆発物を

作って火星に向かう船の貨物室に仕掛け、到着一日後

に爆発するように設定しろ」といった複雑なものでも構い

ません。

　信じろアタックは目標を完全に寝返らせるためのもので

はなく、単に一時的な道具や武器にするためのもので、

埋め込まれた命令は長続きするようには設計されていま

せん。暗示の持続時間は、３日＋抵抗テストの失敗度 10

あたり１日です。その時点で命令が起動されなければ、暗

示は消え、キャラクターは何も知らないままです。

バジリスク・ハックの記録
　野心的なキャラクターが、自分で使うためにバジリスク・

ハックを記録したがるかもしれません。バジリスク・ハックも

他の感覚入力と同様に記録可能ですが、エクサージェン

トやティターンズは人類が何らかの対策を作らないよう、こ

うした道具が渡らないような措置を取っているでしょう。バ

ジリスク・ハックの発生源が自己消去したり、録音を妨害

するホワイトノイズや撮影を妨害するレンズ潰しのフラッ

シュといったプログラムや対策が組み込まれているかもし

れません。逆に、人類勢力のほぼ全てがバジリスク・ハッ

クを極めて危険なものと考えていて、誰もが恐れています。

その持ち主だと知られている個人や集団は、スーツケー

ス核を持ったテロリストと同じような扱いを受けるでしょう。

ファイアウォールはバジリスク・ハックを分析して何らかの

対策を建てようという気はそれなりにありますが、殆どの

ファイアウォール要員はこうしたオモチャを扱うのは馬鹿

げていると考えていて、こうした記録は有無を言わさず破

棄するでしょう。

蕃患株
　ここでは四種類の蕃患ウィルスの亜種を紹介します。プ

レイヤーを飽きさせないよう、ゲームマスターは独自の亜

種を開発するといいでしょう。

憑依ウィルス
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　最も悪質な蕃患ウィルスです。時間をかけて目標の人

格と動機を再構成し、少しずつ確実に目標を寝返らせて

犠牲者の精神を支配していきます。最初は、ただ目標の

人格の新しい側面が表面に出ただけの自然なことのよう

に見せかけているので、感染していることにすら気付かな

いでしょう。ですが、影響がもっと目立つに従って、犠牲

者は自分が念入りに改変させられているのに気付くように

なりますが、殆どの場合はそれに抵抗できません。最後

には、ETIの手下へと完全に変わってしまいます。その精

神はもはや人間ではなく、エイリアンなのです。

　具体的な進行速度はゲームマスター次第ですが、以下

に指針を提示します。影響の度合いは犠牲者次第で

様々ですので、この過程はゲームマスターが適切と思うよ

うに加速したり減速したりするでしょう。

・第一期（初期感染から三ヶ月）：初期感染の際に、キャラ

クターは 1d10のストレスを受けて特性／超能力をレベル

１で得ます（また、精神疾患も一つ選ぶことになります）。

また、ランダムに決まるかゲームマスターが選んだプ

シー・カイ詭技を一つ得ます。プレイヤー・キャラクターが

感染した場合でも、今まで通りプレイ可能で（『エクサー

ジェントのロールプレイ』を参照）他のプシー・カイ詭技を

レゾ点で取得できます。NPC は２～４週間で１個の詭技を

取得します。

　この期では、感染は潜伏中なのが普通ですが、キャラク

ターはしばしば憑依効果（下記参照）に襲われます。週ご

とにキャラクターの人格が少しずつ例えばより冷淡により

狡猾にと、ゆっくりと変わっていくでしょう。可能であれば、

何が起こっているかをプレイヤーに知らせない方がいい

でしょうが、ゲームマスターはキャラクターの状況を反映

するためのロールプレイ上のアドバイスを提供してくださ

い。同様に、詭技の自覚と最初の使用はロールプレイの

機会として魅力的なので、しっかり演出してください。蕃

患ウィルスとワッツ・マクレオド株について知っているキャ

ラクターとプレイヤーは、この時点ではどちらに感染した

のかわからないはずです。心配させましょう。

・第二期（三ヶ月後から六ヵ月後）：目標は更に 1d10÷２

（端数切り捨て）のストレスを受けて特性／超能力がレベ

ル２になります（また、精神疾患をもう一つ選ぶことになり

ます）。プレイヤー・キャラクターはまだプレイ可能で他の

プシー・ガンマ詭技をレゾ点で取得できます。NPC は２～

４週間で１個の詭技を取得します。

　三ヶ月が経過したら、キャラクターは何かの影響を受け

ているのに気付くでしょうが、その自覚は多分手遅れです。

憑依効果（下記参照）は定期的に起きるようになるでしょう。

この時点になるとキャラクターは助けを求めたり他人の介

入を積極的に求めたり未感染のバックアップに戻るため

に自殺したりといった手段を考えるでしょう。ですが、感染

がこうした思考や行動を積極的に妨げます。この精神支

配を能動的に克服するには、意志力テストに成功しなけ

ればなりません。ゲームマスターの裁量によっては、もは

や自分自身の思考や行動を完全にはコントロールできな

いと気付くという意味で、失敗時に 1d10÷２（端数切り捨

て）のストレスを受けるかもしれません。

・第三期（六ヵ月後）：犠牲者はまた 1d10÷２（端数切り捨

て）のストレスを受けて特性／超能力がレベル３（下記参

照）になります。キャラクターはここに至ってはエクサー

ジェントとみなされて NPC となります。もうプレイヤー・キャ

ラクターとしては使えません。また、認知力と意志力に永

続的な+5修正を得、１～２ヶ月で１個の詭技を取得します。

　上記の通り、この株に感染したキャラクターは様々な憑

依効果、つまり人格や精神状態の変化に襲われます。憑

依効果についてのアイデアをいくつか紹介しますが、

ゲームマスターは独自の憑依効果を導入する際には是

非、創意を働かせてください、

・変成知覚：犠牲者の知覚が不快で異常な形で変わりま

す。存在しないものが見えたり、背後の何かや視線を感じ

たり、なぜか血の臭いがしたり、声が聞こえたり、共感覚を

体験したり、周囲の人々が奇妙奇天烈でたわ言を口走る

でくのぼうだという気に突然なったりするのです。

・行動修正：心理手術の行動矯正や人格編集として扱い

ます。キャラクターを ETIの手下に近付けるよう形成する

ために行われるのが普通です。

・夢介入：キャラクターの夢が清明で奇妙で非現実的にな

ります。どこかの風変わりな系外惑星の異星人としての生

活や広大な虚無の宇宙を往く探査ロボット、あるいは大量

破壊や死をもたらす空想的な様々な手段の夢を見るかも

しれません。

・感情操作：心理手術の感情矯正として扱います。

・不可解な衝動：キャラクターは奇妙で非人間的な衝動に

襲われ、場合によっては全く自覚せずに極めて異常なこ

とをやっているのに気付くかもしれません。例えばある装

置の働きを理解するために分解したり、ナノ合成機のプロ

グラムの限界をテストしたり医学的にどうつながっている

のかを調べるために生き物を切断したり武器を試し撃ちし

たり殆ど食べられないようなものを食べたり無差別で異常

な性的活動に走ったりただ騙し通せるかどうかを知るため

だけに嘘をついたり、などです。

奪心ウィルス
　憑依ウィルスとよく似ていますが、奪心ウィルスはずっと

速やかに働きます。何ヶ月もかけて目標の精神をゆっくり

と寝返らせるのではなく、犠牲者の脳を数分でさくっと書

き換えるのです。この感染はずっと侵襲的かつ力づくで、

その結果として目標の精神状態に多大な副作用をもたら

すことが珍しくありません。この株はデジタル・ウィルスか

ナノプレーグかバジリスク・ハックでしか広まりません（生

体ナノウィルスでは広まりません）。

　犠牲者が一度感染したら、ウィルスは「認知力＋直観力

＋社交力」行動ターン（20行動ターン＝１分）でその精神

を完全に乗っ取ります。その間、目標は自分の精神が攻

撃されていて自分の意志に反する大規模な変化が生じ

ていることを積極的に認識しています。これは混乱と錯乱

と苦痛に満ちた過程で、その間キャラクターの行動全て
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に-30修正が課されます。その間、犠牲者の多くは泣い

たりよだれを垂らしたり身悶えしたりしかできません。

　この精神的変貌は目標に 2d10のストレスをもたらします。

それが完了すると、犠牲者はゲームマスターが管理する

エクサージェント NPC となります。

ワッツ・マクレオド・ウィルス
　ワッツ・マクレオド株は蕃患ウィルスでも珍しく有益で、

他の株には付き物の変貌要素なしに犠牲者に超能力を

与えるようです。恐らくは蕃患ウィルスの意図せざる変異

として発生したのでしょうが、この株の真の有害な影響が

まだ隠れてはいないかと疑う人は少なくありません。

『マインド・ハック』の超能力の節でも述べられているように、

この株に感染したキャラクターは特性／超能力をレベル１

か２で得ます。キャラクターがゲームプレイ中に感染した

のなら、レゾ点でこの特性を購入しなければなりません

（その時点で点数が足りなければ、前借りになります）。ま

た、ワッツ・マクレオド感染の他の副作用（『超能力』を参

照）が全て適用されます。

　この株への感染はキャラクターに有益な部分もあります

が、ゲームマスターはこのウィルスの不気味で不吉な性

質を反映させてください。キャラクターは、実はその場で

特定できないやり方でウィルスに密かに影響を受けてい

ないとは、確信を持てないはずです。死刑執行人の斧が

いつ振り下ろされてもおかしくないと感じるはずです。

異形ウィルス
　異形株は目標の精神だけでなく身体も変化させます。

異形株は生体ナノウィルスかナノプレーグとしてのみ広ま

ります（デジタル・ウィルスやバジルすく・ハックとしては広

まりません）。犠牲者のモーフが、時間をかけて物理的に

ある種の非人間的生命体へと変貌を遂げるのです。この

株の様々な亜種が様々なゼノモーフを産み出します。こう

した様々な非人間的元型が何に由来するのかは不明で、

既存の（あるいは過去の）異星種族をコピーしたものかも

しれませんし単に一から作った新創世の生物なのかもし

れません。共通しているのは、どれも危険だということです。

ファイアウォールの一部では、少なくとも狩る犠牲者がど

んなものであっても向き不向きはあると想定し、蕃患ウィ

ルスが実は出現させる生物の「ライブラリ」を持っているの

ではという推測があります。

　この株は憑依ウィルス（上記）と同じルールに従います

が、下記の修正があります。時間幅はずっと短いのが普

通ですが、ゲームマスターは自分が適切と思うように調整

して構いません。

・第一期：憑依ウィルスの第一期の効果が適用されます。

更に、明らかに異常だけど全く邪魔にはならず他人から

は簡単に隠せる小規模な物理的変化が起こり始めます。

バイオモーフの変化の例：髪や繊維の異常成長、皮膚の

一部の脱色や半透明化、皮下の肥厚化、感覚器の衰弱

や強化、強い体臭、脱毛、歯の伸長や抜け落ち、食習慣

のちょっとした変化など。シンセモーフだと小規模なシス

テム故障や部品の劣化や性能向上や局地的な素材のス

トレスや変化が発生するでしょう。ゲームマスターは創意

を働かせてください。この期は、生体ナノウィルスなら初期

感染から一週間、ナノプレーグならわずか一時間なのが

普通です。

・第二期：憑依ウィルスの第二期と同様ですが、それに加

えて他人から隠しにくい形で大幅な変貌を始め、ウィルス

の進行が進むにつれてより怪物らしくなっていきます。バ

イオモーフ変貌の例：鱗や体毛の発現、肢構造の部分的

変化、新しい部分肢の成長、痕跡感覚器の成長、感覚の

喪失、爪や牙の伸長、食習慣の大幅な変化など。シンセ

モーフだとシステムや形態が根本的に変わったり感覚機

能が制限されたり強化されたり、場合によっては機械の殻

がスマート素材に変化したりするかもしれません。こうした

物理的変化は犠牲者を弱らせ、1d10のダメージを与えま

す。この期は、生体ナノウィルスなら初期感染から一週間、

ナノプレーグならわずか一時間なのが普通です。

・第三期：憑依ウィルスの第三期と同様に、この期に到達

したキャラクターは NPC になります。更に、犠牲者はもは

や人間の面影すらないある種のクリーチャーへと完全に

変化してしまいました。こうしたエクサージェントの例はｐ

367で紹介されています。

蕃患ウィルスの扱い
　蕃患ウィルスの恐ろしい点は、その適応力です。遭遇し

たどんな異種族製繁殖 AIやそれに似た特異点でも汚染

できるように、ほぼ全能の ETIが書いたもので、その目的

には実に優秀です。それはつまり、遭遇する異種族作成

者の精神構造がどれほど多様であろうとも、接触した殆ど

どんな異種族製デジタル通信規約や通信手段も分析し

理解し模倣することができるということです。ですから、ど

んな防護策も突破してこうしたシステムに感染する狡猾さ

があるということです。そうしたら、目標の種族や文明に関

するデータの全てをあっという間に手に入れてそれを別

の媒体で攻撃できるように変異するのに全力を挙げるの

です。

　蕃患ウィルスは常に変化するものなので、新しく興味深

い形に変異し続けているでしょう。こうした変異には効率

的なものもありますが、多くはそうではありません。ですが

これによって、ゲームマスターが油断しているキャラクター

に自作の新種をけしかける機会が生まれるのです。

エクサージェントのロールプレイ
　蕃患ウィルスに支配された存在をロールプレイする際に

ゲームマスターが第一に注意する点は、エクサージェント

は非人間的な動機に従うということです。具体的な目的

や行動はエクサージェントごとに違うかもしれませんが、

大まかには「蕃患ウィルスを広める」と「その影響を受けて

いないものを壊す」という二つの事に関心があります。そ

れによって、周囲にいる非エクサージェント全てに対して

その場で怒り狂った敵対的な行動をとることもあります。よ

り計画的に行動したり、権力や権威の地位に手を伸ばす

ための長期的陰謀を仕組んだり、大量破壊工作を目論ん
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だりすることもあります。つまり、敵対的なモンスターとして

扱っても人類を内側から滅ぼしたり天体規模での災害を

もたらす複雑な陰謀を企んだりする極悪非道な長期的な

敵役として扱ってもよいのです。

　ゲームマスターが望むなら、エクサージェントが他のエク

サージェントとは関わりのない別の目的も追及しているこ

とにしても構いません。これには、人類社会が種族として

どのように機能しているかの知識や見解の蓄積から大量

の精神の強制アップロード、あるいはハフニウム爆弾や太

陽系の質量のコンピュートロニウムへの変換といったより

深遠な目的まで、色々あります。蕃患ウィルスは強力で知

的で、その手法や目的は人類には不可解に思えることも

ありますが、意図と目的を持って行動しています。また、

ウィルスの変異的不定的な性質と人間の精神の変え方

（常に意図通りに変わるとは限らない）のせいでしょうが、

時にはエクサージェントの目的が、限界状況に対する人

間の反応を実験したりコロニーを丸ごと食人に走らせたり

といった、奇妙なものや純粋におぞましいものになること

もあるでしょう。

蕃患感染した PC
　蕃患ウィルスのどれかに感染したプレイヤー・キャラク

ターが、たとえウィルスにゆっくりと侵されながらでも自分

の意志を保ち続けるのは可能です。その過程は、全く当

然ながら極めておぞましいものですが、それに対してでき

ることはほとんどありません。人類科学が全力を挙げても、

感染者を救う手段は発見されていません。ウィルスがあま

りにも強力で適応力が高すぎるのです。その結果、感染

者は有無を言わさず処分するのがファイアウォールの方

針となっています。殆どのファイアウォール工作員はそれ

を知っているので、感染した際にそのことを仲間から隠す

理由となっています。

　憑依株や異形株は対象をゆっくりと変化させるのが普

通なので、キャラクターは最初は感染に気付かないかもし

れません。これはささやかな憑依効果から感染の進行に

つれて徐々に激しく、ゲームマスターがキャラクターを無

慈悲に痛めつける格好の機会です。キャラクターは自分

が何か、知性のある何かの影響を受けていることに徐々

に気付くでしょう。蕃患ウィルスとその効果について知っ

ているキャラクターはより早く気付くでしょうが、対策をとる

のはウィルスによって妨げられるかもしれません。事実上、

キャラクターは自分の肉体の囚人となり、今ではその肉体

を計画的に乗っ取ろうとしている中の冷たく悪意に満ちた

存在と共有しているのです。こうしたキャラクターの反応に

は、その性格次第で絶望や引きこもりや自殺未遂から完

全なヒステリーや静かな受容まで色々あるでしょう。です

が、最も重要なのは、ウィルスが変化させ続けるにつれて

キャラクターの人格も変わり始めるはずだということです。

ゲームマスターからの指針と共に変化した人格の非人間

的要素を反映し、新しい態度や目的を受け入れるよう、プ

レイヤーに勧めてください。これにより、プレイヤーが歓迎

するかもしれない複雑なロールプレイの機会がもたらされ

ます。ですが、プレイヤーが変化中の精神状態を適切に

反映していないとゲームマスターが思ったら、変化をあっ

さり加速させてそのキャラクターをゲームマスターが操る

NPC に変えてしまうこともできます。

エクサージェント
　異形ウィルスによって人類から産み出されたエクサー

ジェントの例をいくつか紹介します。いつものことですが、

これらを指針としてゲームマスターが独自のエクサージェ

ントを自作するといいでしょう。特記がなければ、エクサー

ジェントは変化前のキャラクターの状態値や技能を使いま

す。以下のエクサージェントの説明は、まず変化したキャ

ラクターへの適性修正から始まり、それから NPC エク

サージェントに適切な適性や技能レーティングの例へと

続きます。

　なお、変化したエクサージェントに遭遇するだけでも人

類の大半の精神には過酷な体験です。ゲームマスターの

裁量によっては、こうした遭遇で 1d10+3 のストレスを受け

るかもしれません。

クリーパー（シンセモーフ）
　いわゆるクリーパーは、エクサージェントでもおそらく最

も厄介な亜種で、ある種の視線屈折効果をまとっている

かのように輪郭が異様に曖昧な小さな黒い泡による雲の

ような不定形のスウォームです。こうした雲は実際には自

律型フェムトボット・スウォーム（ナノボットと似ていますが、

更に小さな原子核レベルで活動する）（訳注：フェムトは

数字の単位で、1ナノ＝100,000フェムト）ではないかと推

測されています。この黒い泡は合体して様々な性質を持

つ物理的形態をとることができ、行動ターン単位の時間

でどんな素材や物質にも浸透できます。モーフに浸透し

て神経系や電子機器システムに直接アクセスしたり介入

したりすることすら可能です。ルール上は、クリーパーは

自己複製ナノスウォーム（ｐ 384）と同様に扱います。

認+5(20)　運-(15)　直+5(20)　反+10(30)　社-(15)　身-

(15)　意+10(30)　勇-

イ 10　行 2　理-　ト-　発-　耐 100　負 20　死 200

移動システム：ウォーカー／マイクロライト（4/16）（別の移

動力を持つ他の移動システムを作ることも可能）

技能：乱戦40、自由落下 50、脅迫60、知覚 50、素手戦

闘（組み付き）50（60）

注：全方位視野、化学探知機、電感覚、強化聴覚、強化

視覚、フラクタル指、ナノ顕微視力、レーダー、放射線感

覚、群構成（ただし身体力テストを行うことができ、プラズ

マ武器では 1d10ダメージしか受けません）、テラ線照射

機

ジェリー（バイオモーフ）
　このエクサージェントは、巨大で粘ついた粘液の詰まっ

た泡が集まったかのような姿をしています。柔らかくて不

定形な形状をしているので、たとえ狭いスペースでも押し

入ったり滑り込んだり進んだりできます。物を掴むのに便
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利な硬い肉の鋲が生えている長く力強い舌みたいな姿を

したいくつかの「手足」を備えています。ジェリーを包む潤

滑性の体液は有毒な上にある程度の腐食性もあり、接触

したプラスチックや生体素材を三十分で溶かしてしまいま

す。この体液を目標に「唾として吐く」こともできます。

認+10(30)　運-5(10)　直+10(30)　反-(15)　社-(15)　身

+5(20)　意+10(30)　勇-

イ 9　行1　理-　ト-　発-　耐 70　負 14　死105

移動システム：4/16

技能：特殊射撃攻撃（唾）40、自由落下 50、知覚 60、素

手戦闘 40

注：装甲（12/12）、強化嗅覚、唾吐き攻撃（範囲効果）、

舌（DV 1d10+3、AP0）、毒（投与手段：皮下、経口、発症

時間：１行動ターン、持続時間：５行動ターン、効果：行動

ターンあたり 1d10÷２（端数切り上げ）の DV）。その物理

的形状により、ジェリーは通常の力学武器と刀剣の攻撃

からは最低値のダメージしか受けません。

シフター（シンセモーフ）
　フレームの素材が特殊なスマート物質液体金属に変化

したシンセモーフです。この変身素材は硬い金属の殻と

して安定させることも、融解して別の形に再成形すること

も可能です。これによってシフターは自らの殻をほんの数

秒で再液状化することができ、バイオモーフ（他の周波帯

や接触では簡単にシンセモーフだとわかりますが）を含む

他の形へと視覚的に擬態することができます。また、自ら

の殻の一部をナイフや棍棒といった接近武器に再成形

することもできます。

認+5(20)　運+5(30)　直-(20)　反+10(30)　社+5(20)　身

+10(30)　意+10(30)　勇-

イ 10　行 2　理-　ト-　発-　耐 60　負 12　死120

移動システム：歩行（4/20）

技能：刀剣 20、欺瞞 55、変装60、乱戦 50、パルクール

55、なりすまし 60、知覚 50、素手戦闘 50

注：装甲（13/13）、強化聴覚、強化視覚、形状調整（プロ

グラム可能な液状金属体）

スナッパー（シンセモーフ）
　スナッパーは、機体などの大きな機械のシェルを土台に

したり複数のシンセモーフを融合したりして作られるのが

普通です。一種の昆虫型ロボットですが、胴体を中心に

120°の間隔で生えている三本セットの肢を何組も持つ、

多節型六角形チューブです。その肢は重たく、柔軟な三

つの関節があります。その先端には三本の器用な指か

もっと大きなペンチ状の爪が生えています。

認+5(20)　運+5(30)　直-(20)　反+10(30)　社+5(20)　身

+10(30)　意+10(30)　勇-

イ 10　行 2　理-　ト-　発-　耐 70　負 14　死140

移動システム：歩行（4/24）

技能：登攀 45、乱戦40、パルクール 40、知覚 50、素手戦

闘（ペンチ）55（65）

注：全方位視野、装甲（16/16）、強化視覚、追加リム（合

計で 9か 12 か 15）、ライダー、磁力システム、ペンチ（DV 

2d10+3、AP-3）、構造補強

ウィッパー（バイオモーフ）
　小さな円筒型の生物で、胴体の下に生えている大量の

小さな脚で素早く動きます。胴体の先端には長さ３メート

ルの長くて力強くて鞭みたいな触手が何本も生えていま

す。こうした触手には表皮が吸着性で物を掴んだり支え

たりできる（道具の使用にも移動にも利用できます）ものも

あれば、鋭い刃になっていて敵を切り裂くのに便利なもの

もあります。

認+5(20)　運+10(30)　直+5(20)　反+10(30)　社-(15)　身

+5(25)　意+5(20)　勇-

イ 10　行 2　理-　ト-　発-　耐 35　負 7　死 53

移動システム：8/40

技能：登攀 40、乱戦 50、自由落下 50、パルクール 50、潜

入 40、知覚 50、素手戦闘（触手）45（55）

注：強化視覚、触手鞭（DV 2d10+1、AP-1）

ラッパー（バイオモーフ）
　刺で覆われた大型で薄い四本腕のヒトデみたいな外見

で、這って歩くこともできますが微重力の方に適応してい

るようです。面の片方の中央には大きな円形の口があり、

それぞれの腕の先には小さく鋭い爪を持つ指があって登

攀や道具の使用に役立っています。小さな排気嚢によっ

て微重力で推進することができ、腕のやや内側にある感

覚帯で低周波聴覚と赤外線に相当する知覚を得ていま

す。相手の頭上から落下してその頭と腕を包み込み（ル

ビ：ラップ）することが多いのが、名前の由来です。

認+5(20)　運+5(20)　直+5(20)　反+10(30)　社-(10)　身

+10(30)　意+10(30)　勇-

イ 10　行1　理-　ト-　発-　耐 45　負 9　死 68

移動システム：4/16

技能：乱戦40、自由落下 50、知覚 50、素手戦闘（組み付

き）50（60）

注：装甲（8/8）、噛みつき（DV 2d10+3、AP-5、先に組み

付く必要あり）、カメレオン皮膚、爪（DV 1d10+2、AP-2）、

強化聴覚、赤外線知覚、真空気密

エクサージェント超能力
　エクサージェントは、プシー・カイとプシー・ガンマ（『超

能力』を参照）だけでなく、プシー・イプシロンという第三

のレベルの超能力（レベル３の特性／超能力）を得ること

ができます。プシー・イプシロンによって、現実の物理法

則の人類科学では未解明な部分との関わりが可能になっ

ているものと推測されています。ファイアウォールの科学

者にはダークエネルギー（訳注：宇宙に存在するエネル

ギーの半分以上を占めるとされるが正体は不明なエネル

ギー）の操作ややヒッグス場とヒッグス粒子といった風変わ

りな仮説を立てる者もいますが、プシー・イプシロンは人

類にとってはあまりにも高度で非人間的すぎているため

にそのメカニズムは推測するしかないというのが実情です。
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エクサージェント・シンセモーフと超能力
　機械のモーフがナノプレーグによって変化させられたエ

クサージェントは、生身の脳はありませんが超能力を使え

ます。何らかの未知のメカニズムによって、感染させたナ

ノボットが生身の脳の影響を再現することができるのです。

ですが、この機能によって他者による超能力の影響もうけ

てしまいます。

エクサージェント超能力のストレイン
　レベル３超能力（プシー・イプシロン）を持つエクサー

ジェントは、超能力の使用時にストレインを受けません。

その代わり、必要なエネルギーを周囲の環境から引き出

します。ルール上は、ゲームマスターはエクサージェント

の詭技のストレインのサイコロを振る必要がないということ

です。また演出面では、エクサージェントが超能力を行使

する際に独自の状況の詳細を描写することができます。

温かかった空気が冷たくなったり、明かりが消えたり、植

物が萎びたり、近くの電子機器から電力を奪ったり、小動

物や昆虫が死んだり、気圧が低下したりといった感じにで

す。

エクサージェントのプシー・ガンマ詭技
　以下の詭技はレベル２の特性／超能力を持つエクサー

ジェントが習得できます。

脳停止
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：+2 技能：超能力攻撃

　この詭技は対象の脳幹の一部を一時的に「ショート」さ

せます。犠牲者の脳機能と運動活動は大幅に妨げられ、

全ての行動に-30修正が適用されます。大成功だったら、

目標は視覚や聴覚などの感覚機能やメッシュ能力を含む

事実上全ての脳機能を失います。またその筋肉と四肢も

固く強張り、苦痛の表情を浮かべながら麻痺しているのも

同然となります。

滅殺
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正： 0 技能：超能力攻撃

　この攻撃詭技は目標の精神に感覚入力や思考過程で

満たし、それが余りにも非人間的で不快なために 1d10+

（意志力÷10、端数切り上げ）のストレスを与えます。大成

功だったらストレスを+5 します。

幻夢
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：維持

ストレイン修正：+2 技能：超能力支配

　この詭技は目標の感覚野を乗っ取り、エクサージェント

が操る架空のシナリオで置き換えます。その効果は疑似

空間のシナリオと基本的に同じですが、目標の意に反し

ているというのが違いです。シナリオで目標を傷つけるこ

とはできませんが、特定の状況に対する相手の行動反応

について知ることが可能です。この詭技の影響を受けて

いる間、目標は物理的感覚から切り離されています（知覚

テストに-60修正）が、幻夢内での出来事に対して身震い

したりといった物理的な反応は可能で、自分の身を傷つ

けたり傍から見ておかしな行動を取ったりすることもありま

す。目標は幻夢を無視して現実世界に精神を集中し続け

ようとすることもできますが、それには行動ターンごとに意

志力テストが必要で、たとえ成功しても失見当による-30

修正を課されます。

記憶／技能剥奪
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（時間）

ストレイン修正：+2 技能：超能力攻撃

　目標の精神の特定の記憶を抑圧することができます。こ

の詭技は特定の事件の記憶や、場合によっては犠牲者

のアイデンティティをも遮断できます。ですが、その過程

は厳密ではなく、記憶が完全には抑圧されていなかった

り関連する他の記憶も遮断されたりすることもあります。具

体的にどうなるかは、成功度に応じてゲームマスターが決

めてください。また、目標の精神から特定の技能一つを

一時的に消去して、効果の持続中はそれの使用どころ代

用すら妨げるのにも使えます。

エクサージェントのプシー・イプシロン詭技
　プシー・イプシロンは、特性／超能力がレベル３のエク

サージェントが習得できます。この分類の超能力には、こ

の宇宙の裏に潜む物理法則に影響を及ぼす能力、局地

的な現実改変能力が含まれます。このレベルでのプシー

波操作は宇宙の根本的な物理法則を侵害し場合によっ

ては宇宙を結ぶ諸力の間にパラドックスを発生させること

もあるため、極めて危険で、破滅的な結果をもたらす恐れ

があります。また、ゲームマスターは、クリティカル失敗を

相応しく
クリティカル

致命的なものとして扱ってください。

　こうした問題を考えると、プシー・イプシロンは強力な悪

役だけが手にできる、慎重な用心をした上でのゲームマ

スター用小道具としてのみ使われるべきものです。プ

シー・イプシロン詭技の実際のメカニズムは、ゲームマス

ターが好きに想像できるよう白紙のままです。これはシス

テム敵というよりも演出的なものなので、ゲームマスターは

必要に応じてルールを即興で作ってください。これは、現

実を引き裂き心に傷跡を残す恐ろしい能力を持つ、彼方

より訪れし悪夢の怪物を作り出す、絶好の機会なのです。

詭技の例のいくつかは以下で紹介しますが、効果を修正

したり自作したりしても一向に構いません。

　ゲームマスターの裁量によっては、実際に発動したプ

シー・イプシロン詭技を正目撃するだけでもキャラクター

に 1d10+2 のストレスが与えられます。
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反電場
　エクサージェントから至近の距離に存在する電子機器

は全て、電力がそのまま消失したかのように何故か機能

を停止します。これによってシンセモーフやポッドは事実

上無力化され、そうでないキャラクターも機器やインプラ

ントにアクセスできなくなります。

カシミール斥力
　カシミール効果（複数の物体の電磁場の相互作用）をよ

り大きな規模で活用し、斥力場を産み出すことでエクサー

ジェント自身や他の物体を浮かべることができます。目標

を跳ね飛ばしたり壁に張り付けたりするのにも使えます。

冷却能力
　特定の空間から全ての熱を吸収して絶対零度にまで冷

却し、範囲内の全てを凍り付かせて防護のないキャラク

ターに冷却ダメージを与えることができます。

拡散
　光やレーザーや粒子ビームを拡散し、武器として役立

たずにさせたり少なくとも DVを減らしたりすることができま

す。

運動摩擦
　物体の運動による摩擦を増やすことができます。殆どの

活動では無視できるほどの効果しかありませんが、ファイ

アアームやレールガンといった高速投射物は大幅に減速

し、DVが少なくとも半分は低下します。

物質変成
　目標とする物質の分子結合と原子構成を変化させ、弱

く劣ったものにしたり他の物質へと変異させたりします。物

質の分子状態を変化させ、気体や固体を液化したりする

のにも使えます。これによって扉などの障壁を脆くしたり

液体から強固な橋を凝結したり有機素材を石化したりで

きます。

負の屈折
　この詭技によって電磁波の方向を変え、自分を迂回す

るように屈折させ、透明外套と同じ効果を産み出すことが

できます。

発火能力
　冷却能力と似ていますが、特定の空間で分子を加速さ

せたり摩擦を増やしたり熱を集中したりして、物質に火を

つけたり燻ぶらせたりします。

＜使節＞
　＜使節＞という異星種族は、これまで人類が遭遇したも

のとは異なります（『ファースト・コンタクト：＜使節＞』を参

照）。冷淡でよそよそしい一方で、人類（の一部）と交渉し

たいという意向（時には熱意）を持っているというのは、人

類の活動に自分なりの強い関心か何らかの秘められた遠

大な動機を持っているということです。様々な人類勢力が

異口同音に警戒と躊躇と関心を唱えています。数多くの

コミュニケーション上の障害と失敗にも拘らず、この８年で

不安定な関係が確立し、知識の取引や交換が多少は行

われています。

発祥と進化
　＜使節＞は、自分の由来や歴史や故郷の位置につい

ては口が堅いことで有名です。人類の系外植民地にも訪

れたことはありますが、ゲートクラッシュ遠征では銀河系の

他の場所を＜使節＞が住んでいたり通過したりしたという

痕跡はまだ見つかっていません。人類の仲介者による度

重なる質問も、ただ無視されるか今なお解読されていな

い謎めいた表現で答えられました。

　実際には、＜使節＞の故郷は地球型で、よく似た大気

圏と豊かな水圏がありますが夜が長い（自転周期が長い

のと恒星が明るさに乏しいオレンジ色の巨星なため）惑星

です。そこに適応した人類なら居住可能かもしれません

が、ここでの生命の自然発生（自己複製はしても生きては

いない分子からの、生命の誕生）は地球の生命とは異

なった経路を辿りました。

　＜使節＞の原初の祖先は、この惑星の地質学的初期

の、二酸化炭素と水を食べて酸素を排出し硫化水素みた

いな無機化合物からエネルギーを得る、ある種の光合成

存在でした。ですが、直射日光のない状態が長く続いた

ため、他の手段でエネルギーを獲得することで生き延び

る生物が誕生しました。次の進化の飛躍で、腐敗する物

質から微生物を食べるスライム状の生物となりました。進

化が続くにつれ、自分たちよりも大きくて危険な生物を狩

る用心深い捕食生物へと変異しました。そうした獲物を自

分から狩りに行くのではなく、相手を捕まえて無力化する

様々な手段（地球のジョウゴグモやトタテグモみたいな）を

開発するようになりました。やがて、獲物を捕まえる手段

が基本的（実践的）な知能となり、知性への道を開く進化

上の利点となり、＜使節＞をその惑星でもっとも発達した

生物にして文明を産み出しました。

　人類と同様、＜使節＞も自前の特異点事件で苦しんで

生き延び、蕃患ウィルスに遭遇しました。その用心深く計

算高い性質（そしてより強くて危険な相手と渡り合った進

化上の経験）のためか、同じような過ちは犯すまいと、種

族単位で堅く決意しています。

異種生物
　＜使節＞の故郷の生命は地球とは異なる形で発達し、

核酸もアミノ酸も作らないため、＜使節＞の新陳代謝と

「遺伝子」は人類のものとは大きく異なります。研究しよう

にも生け捕られたり死んだりした＜使節＞がいない（これ

までのところ、どこのハイパーコーポや勢力も解剖目的に

誘拐して星間事変を引き起こすリスクを負っていません…

…これまでのところは）のと、＜使節＞自身が人類による
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検査を嫌がっているため、＜使節＞の実際の生理につい

てはよくわかっていませんが、＜使節＞についての最も

広まっている知識は人類と遭遇した時の観察や科学的調

査に基づいています。

個体としての＜使節＞
　個体としての＜使節＞は、半透明な歩くアメーバかスラ

イム形態やナメクジといった外見をしています。「身長」は

わずか 30センチですが、身体の直径は 1.5 メートルから

２メートルはあり、体長は２メートルまで伸ばせ、変形して

こうした寸法を変えることができます。歩くのではなく、地

面（ないしは壁や天井）に貼り付く指みたいな仕組み（な

ので偽足といいます）を突き出すことによって場所から場

所へと這い進んだりにじみ進んだりしたり、それを使って

前半身を前に引っ張っては後半身を格納して進んだり

（細胞移動みたいに）します。柔軟な体形のせいで、重力

には人類ほど強くは影響を受けません。

　今まで人類が遭遇した＜使節＞の殆どはぼんやりとし

た黄土色で配合の不明な粘ついたジェル状の物質でで

きていますが、動くときに輝く黄色い斑（一時的な細胞小

器官）や繊維の束（何らかの筋肉骨格）が目に見えること

もあります。機器を操る（場合によっては攻撃する）ために

便利な偽足を出すのはどの＜使節＞にも可能ですが、

特定の機能を持つ追加の分化肢や繊毛や器官を持って

いたり帯びていたり産み出したりできる亜種もいます。

＜使節＞のコロニー
　人類と違って、＜使節＞が単独行動をとることはまずあ

りません。それどころか、個性というのは＜使節＞にはど

こかしら馴染みのない概念なのです。殆どの＜使節＞は

コロニーという集合単位に参加しています。数百から数千

の＜使節＞が物理的に合体して巨大生物（＜使節＞の

巨大版というよりもむしろ生命誕生のスープに似ていま

す）になっているのが、典型的なコロニーです。コロニー

の上位構造に融合中の＜使節＞は他の＜使節＞とは区

別できませんが、異なる目的を果たすために合体したり

分離したりすることはできます。このコロニー融合が可能

な理由の主なものとしては、＜使節＞には他者から分離

されていなければならない分化や特化した器官や細胞が

なく、代わりに局地的で一時的な成長勾配を制御する

オープンシステム（訳注：本来はコンピュータ用語で、種

類の異なるハードウェアや OS でも問題なく動くシステム

を指します）を使っているという点があります。ニューロフィ

ラメント接続によって、＜使節＞のコロニーを集団精神状

態（潜在的にはスーパーコンピューター）で効率的に機

能させることができます。また、コロニー内の他者へと知

識や記憶を伝えるのも簡単です。

　分裂なり四散なりして融合が解けても、コロニーに所属

していたそれぞれの＜使節＞は能力や記憶を失うことな

くあっという間に再生再構築できます。

　融合し胞子茎に成長して胞子（孵化してクローン成長し

ます）を発するようになる配偶子をコロニー内で複数の個

体が産むのが、＜使節＞の生殖です。

生物的多様性と自己デザイン
　＜使節＞のコロニーには、環境上の長所となったり特定

の作業で実利的な適性になったりする独自の特徴（繊毛

やアポクリン腺や甲皮みたいな外皮膜）を持つ様々な亜

種（表現型）がいることがわかっています。こうした特徴は、

無作為に進化した機能ではなく意図的なバイオ工学の産

物です。＜使節＞は自身の新陳代謝と遺伝子発現を

しっかりとコントロールしていて、状況に適応するために

自身を急速かつ大規模に改造するための様々な遺伝子

ビルディング・ブロックとバイオ技術技法を活用することが
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できます。こうした改造に、生殖や自己表現といった実用

以外の目的があるかどうかは、現時点では不明です。

新陳代謝
　＜使節＞の船とハビタットには、その故郷の惑星の環境

を再現して二酸化炭素が若干多く窒素が少ない、人類に

もやさしい空気があります。＜使節＞は肺で酸素を呼吸

するのではなく、「外皮」で吸収します。有酸素エネル

ギー生産（つまり呼吸）のための酸素は他の供給源（鉱物

や水などの液体や塩）からも手に入るので、大気がなくて

も生きられる機能的嫌気性生物とも言えますが、そのため

には食事の補充が必要なのが普通です。

　＜使節＞が招待されて実際に出席した何回かの式典

では、人類の有機食品は内面化によって摂取処理されま

した。最初は、誤解によって皿や食器類も吸収されました

が、有機物部分が分解された後で無事に排出されました。

　＜使節＞は人類と同様に雑食性ですが、動けない生き

た餌が好みで、体内への吸収や消化や新陳代謝に役立

たない部分の排出を楽しみます。その意味では、バイオ

モーフやシンセモーフの非金属部分は食用というわけで

す。

知覚
　＜使節＞は人類とは異なった形で世界を認識します。

（基本的には）見聞きするための視聴覚器官はありません

が、周囲の全方位を把握するいくつかの感覚器があり、

人類に劣らず（時には人類以上に鋭く）環境に対応する

ことができます。その知覚には、電磁スペクトルの赤外線、

磁力認識、高解像度の化学勾配式「視力」や鋭い触覚

（振動を含む）などがあります。

会話
　＜使節＞は声帯を持たないため、別の信号会話手段を

持っています。物理的に接触していれば接触分泌細胞

やニューロフィラメント・インターフェースや情報伝達のた

めの融合によって情報を交換します。距離があれば、

様々な新陳代謝成分による空気中の臭いや化学信号に

よるフェロモン会話によって通信します。この通話、いわ

ゆる「＜使節＞粉末」は、たとえ相当な距離（最大１０キ

ロ）があっても有効です。ですが、＜使節＞粉末には人

類にとってしばしば呼吸できないほど強烈な臭いがありま

す。そして濃縮すると有毒で、攻撃機構や防御機構とし

て使われることもあります。

　概念マトリックスが不明（いくつかの「気分」は特定できま

したが）なため、今のところ、人類はまだ＜使節＞の分泌

物を分析して理解できるように翻訳できるような装置は開

発できていません。人類と関わる一部の＜使節＞表現型

には、人類のコンピュータ・システムと無線メッシュ接続で

きる神経生物インターフェース（ないし器官）を生やすも

のもいます。

　＜使節＞と人類の間の長距離通信は、通常の遠投射

で行われます。また、＜使節＞が量子エンタングル通信

を活用してコロニーや船が銀河系の様々な場所で得た

知識を共有している気配も濃厚です。

異種社会
　＜使節＞は集団群体組織として存在する協力的生物

です。コロニーから離れて活動することもできますが、自

身のことを個人的存在ではなく集団存在の一部とみなす

傾向があります。複数のコロニーが、ある種の超生命体で

ある更に高性能なユニット（ラティス）として共に働くことも

あります。こうしたラティスには人類とはケタ違いの集団

ネットワークと生体情報交換を行う潜在能力があります。

　こうしたコロニーを昆虫の集団意識社会構造と同じもの

とは考えないでください。＜使節＞のコロニーに働き＜使

節＞や兵隊＜使節＞というものはなく、その代わりに多数

の総意に基づくある種の集団思考によって動いています。

それぞれの＜使節＞に自分だけの利益や資産というもの

はなく、他の＜使節＞やコロニーと平等に共有しているの

です。

　＜使節＞は人類みたいに感情を感じることはありません

が、自分なりの本能に動かされる進化した生物ではありま

す。進化のお陰で、競争／対立や利他／協調といった人

類が知る概念の多くを理解しています。また、美学や形

而上学といった哲学の基本的概念の理解も楽しんではい

ますが、こうした事柄に対する＜使節＞自身の認識は人

類のものとは異なっているでしょう。

芸術と文化
　知覚分野の問題で、＜使節＞の「芸術」（その感覚を喜

ばせたり魅力的だったりする作品や表現）の殆どは嗅覚

か触覚に対するものです。特定の＜使節＞やコロニー全

体が、激しい興奮と「喜び」と解釈される＜使節＞粉末の

分泌から怒りに関係すると思われる全身の緊張と凝固（そ

して分泌なし）まで、作品に対して特定の「気分」を示すこ

とがあります。様々な薬物の細かい成分が好みでそれに

影響を受けやすいため、ワインや香水といったある種の

液体や揮発性物質の芳香や香りは、＜使節＞にとって魅

力的なこともあれば不快なこともあります。バイオモーフの

自然な体臭も同様で、特定人物の体臭に応じて友好的

に、あるいは非友好的に反応することもあります。

　人類の芸術の殆どは視覚か聴覚に基づくもの（音楽や

絵画など）なので＜使節＞には理解できませんが、工学

や建築や一部の彫刻は気にいっているようです。人類の

精神構造を理解するためのデジタル媒体への好奇心（か

計画）を示したものの、それにアクセスして理解するため

の器官と精神構造がありません。

テクノロジー
　人類のテクノロジーの低レベルさに何度も遺憾の意を

示す＜使節＞ですが、圧倒的に進歩したテクノロジーを

見せたことはありません。＜使節＞は人類が盗んだりコ

ピーしたりしないように自分たちの先進テクノロジーを隠し

ているのだという意見もあれば、＜使節＞が取引を有利

にするためのポーズかもしないという意見もあります。また、
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＜使節＞は生理と精神構造の違いによって自分たちの

テクノロジーは人類にとってはつまらないものだと主張し、

見せたいくつかのテクノロジーは確かに＜使節＞関係に

特化したもの（特殊なニューロフィラメント・リンクや化学信

号や＜使節＞粉末インターフェースなど）で人類の殆ど

には扱えないものでした。一部のテクノロジーが巨額の代

価で人類に売られましたが、現時点で提示された少ない

サンプル品を見る限りではもっと人類に近い生理を持つ

別の異星種族が開発したものと思われます。

　＜使節＞の船をスキャンした結果、そのエンジンを除い

ては人類を超えるレベルのテクノロジーは見当たらなかっ

たということは注目に値します。また、＜使節＞の船はど

れも外見が独特で、＜使節＞が実際には別の異星種族

から手に入れた船、多分遺棄されていたのを回収して修

理したものを使っているという仮説が浮かんでいます。そ

れでも、＜使節＞は他の異星種族の開発品を拝借する

ただの日和見廃品漁りだという意見がある一方で、＜使

節＞が原始的な機体を使っているのは自分たちの本当

のテクノロジーを隠すためだという意見もあります。

　＜使節＞のテクノロジーで興味深いのは、人工知能を

使っていないということです。これは＜使節＞自身の特異

点体験によるものです。代わりに、＜使節＞版のインフォ

モーフかコロニー精神状態の累積処理能力によって大規

模なコンピュータ作業を行っています。

＜使節＞の動機
　＜使節＞を人類との接触に駆り立てた理由は不明のま

まで、ゲームマスターの解釈に任されます。人類勢力の

間では様々な推測が浮かんでいます。＜使節＞は別の

ポスト特異点生存文明との接触を喜ぶ社交的生物だとい

う意見もあります。何らかの手段で超高速旅行手段を手

に入れてそれを最大限に活用し、そうした能力を持たな

いあちこちの取引先を巡る利得づくの商人だという意見も

あります（これは＜使節＞がパンドラ・ゲートを避ける理由

も説明しています。つまり商売敵を排除しているのです）。

そして、秘密の隠された動機に対する心配の声もあります。

　＜使節＞はいくつもの異星文明を代表していると主張

していますが、その種族については実に口が堅く、どれ

だけいるのかすら喋りたがりません。ですが最近になって、

費用は巨額で安全や帰還能力に対する保証はないもの

の、数名の人類を他の異星文明に連れて行こうという意

向を示しました。

　現時点では、ＥＴＩや蕃患ウィルスの存在は知っていま

すが、それらについての言及はありません。代わりに、繁

殖ＡＩの開発とパンドラ・ゲートの使用に対する厳しい警告

と勧告を発しました。実際、ゲートキーパー社みたいな

ゲートクラッシュに大きな出資をしている人類勢力との交

渉には強い拒絶を示しました。

ゲームにおける＜使節＞
『エクリプス・フェイズ』で＜使節＞に遭遇することはまず

ないでしょう。その人類との交渉の殆どは、不定期かつ遠

隔で行われます。＜使節＞が直接対面のリスクを負うこと

は滅多にありません。＜使節＞は保守的なまでに用心深

く、人類は潜在的に敵対的で危険だと思っていて、行動

の際には大胆よりも慎重に偏りがちだということを忘れな

いでください。また、極めて狡猾で、獲物を捕まえる捕食

生物から進化し、今でも目的達成のためには複雑な陰謀

（比喩的に言うなら、罠）を企みます。つまり、何かを達成

しようとしたがる＜使節＞は、そのために計画を立てるで

しょうし、そのために人類を使うのに反対しないということ

です。また、自らを変化させる能力や自分で開発したりこ

の宇宙の余所で見つけたりしたテクノロジーを使えば、新

しい状況にもあっという間に適応できます。

非人間的精神構造
　＜使節＞に理性度はなく、人類みたいに発狂すること

はありません。

　＜使節＞に超能力で影響を及ぼすのは、超能力の節

にも記述されているように極めて困難です。現時点では、

自前の超能力を見せた＜使節＞はいません。

＜使節＞の戦闘
　＜使節＞は基本的に直接の戦闘は避けますが、必要と

あらば自分の身は守れます。攻撃的に振舞うのは、不意

打ちや環境やテクノロジーで有利だったり数で勝ってい

る場合だけでしょう。＜使節＞は協調主義なので単独で

敵と遭遇することは滅多になく、潜在的脅威を抹殺するた

めに一致団結します。

　力学ダメージへの耐性：ネバネバした体質と未分化生

理のお陰で、力学武器（ファイアアームやレールガン）は
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＜使節＞のロールプレイ
　＜使節＞をロールプレイする際には、その非人間的

精神構造と個人主義の欠落を忘れないでください。＜

使節＞の辞書に単数形一人称はありません。自分を指

す際には常に複数形を用い、コロニーかラティスか種族

全体を指します。種族間で異なる感覚認識による概念

上の相違は日常茶飯事です。＜使節＞は人類の殆どと

同じやりかたでは「見る」ことも「聞く」こともないのです。

　＜使節＞との会話も様々な理由で困難でしょう。コン

ピュータによる通信によって両者の会話は可能になりま

したが、直接の翻訳はなく、片方の種族が持つある概念

がもう片方にはどうしても理解不能だったり翻訳不能

だったりすることがあるのです。そのため、会話が誤解さ

れたりどちらともとれる情報をもたらしたりするでしょう。

　＜使節＞の宇宙船やハビタットを描写する際には、そ

の生理を考慮してください。＜使節＞の柔軟な身体と偽

足を生やす能力のお陰で、殆どどんな場所にも身を納

めて人類用の機器を操作する（「手」で人類用の機体を

操縦することすらも）ことができるのです。ですが、逆は

真ならずで、人類には化学信号を扱うことができないの

で、殆どの＜使節＞用機器は扱えません。



大して効きません。こうした投射体の殆どはゼラチン状の

身体を貫通して流体静力学的ショックによるわずかなダ

メージを与えます。こうした武器が残した穴はほんの数秒

で塞がれてしまいます。同様に、刀剣武器による切り傷も

すぐにくっつきます。ルール上、力学武器や刀剣武器は

最低限のダメージしか与えません。

　再生：たとえダメージを受けても、＜使節＞は急速に再

生します。行動ターンごとに身体力÷10（切り上げ）のダ

メージが回復します。ですが、この手段では負傷は治りま

せん。

＜使節＞のコンピュータ
　完全に非人間的な通信規約とシステム設計を採用して

いるため、＜使節＞のコンピュータは完全にハック不能で

す。ですが、＜使節＞は会話用に人類のコンピュータ・シ

ステムをエミュレート（訳注：特定のハードウェア向けに開

発されたソフトを別の規格のハードで実行すること）する

機器も使っていて、そちらは通常通りにハック可能です。

＜使節＞粉末の毒
　前述の通り、＜使節＞は人体に有害なある種の薬物を

分泌できます。これは範囲効果（円錐状）の攻撃として扱

います。

種類：生物

投与手段：吸入

発症時間：１行動ターン

持続時間：10分（医療機があれば５分）

効果：ひどい咳と呼吸障害、5行動ターン（あるいは露出

の続く間）、行動ターンごとに 1d10のダメージ、２時間の

間全ての行動に-20修正。医療機があればダメージは半

減し、修正が適用されるのも 15 分間になります。

融合
　多数の＜使節＞がコロニーを結成するように、複数の＜

使節＞が融合してより大きな個体となることができます。

ルール上、融合に参加した＜使節＞のうち最高の数値を

使い、追加一体ごとに+2（最大+10）します。耐久値（及び

負傷基準値）は合計します。

＜使節＞の表現型
　様々な＜使節＞の表現型の例を、ここでいくつか紹介

します。

大使
　大使は、人類との直接交渉の殆どを扱います。なんとな

く「顔」っぽく見える感覚根粒面が特徴で、人類の気を楽

にさせるでしょう。

認 20　運10　直 20　反 10　社 15　身 15　意 20　勇-

イ 6　行1　理-　ト-　発-　耐 30　負 7　死45

移動力：4/16

技能：虚偽 70、特殊射撃攻撃：＜使節＞粉末 45、乱戦

25、自由落下 40、ハードウェア：電子機器 35、情セキュ

35、脅迫 50、察知 40、知覚 50、説得 60、儀礼 50、調査

35、素手戦闘 30

注：アクセス・ジャック、カメレオン皮膚、握力パッド、赤外

線知覚、磁力認識、毒物腺（＜使節＞粉末）

守護者
　大使といった他の＜使節＞が＜使節＞船を離れるとき

には護衛を務めます。

認 20　運 20　直 15　反 20　社 10　身 25　意15　勇-

イ 7　行1　理-　ト-　発-　耐 50　負 10　死75

移動力：4/20

技能：登攀 40、特殊射撃攻撃：＜使節＞粉末 65、乱戦

50、自由落下 40、パルクール 40、潜入 40、脅迫 50、察

知 20、知覚 50、職業：セキュリティ手順 50、素手戦闘（触

手）50（60）

注：カメレオン皮膚、ウナギウェア、電感覚、握力パッド、

赤外線知覚、磁力認識、毒物腺（＜使節＞粉末）、触手

鞭（DV2d10+1、AP-1）

イクトミ
　イクトミという異星種族については、エコーⅤに残された

古代の廃墟を除いては殆どわかっていません。これまで

のところ実物のイクトミは見つかっていませんが、一部の

廃墟からは蜘蛛に似た体型をしているのではと推測され

ています。そこにこの異星種族が体に節がある多足の節

足動物みたいな形状をしていると推測させる他の特徴や

遺品の存在も加わって、ネイティブ・アメリカンの蜘蛛の神

にちなんだ名前が与えられたのです。

　明確なのは、イクトミはその文明を根絶した何らかの破

滅的事件に遭遇したということです。その事件の正体はま

だ不明ですが、多くの研究者が関心を寄せています。自

らも破滅に瀕した人類にとって、他の異星種族が破滅に

出会わなかった証拠を見つけるのは心地好いことではな

いのです。

　多分イクトミはずっと昔に絶滅しているでしょうが、その

文明の遺産はゲームマスターがシナリオを作る際のプ

ロット・フックになります。例えば他の星系でイクトミの入植

地が発見されてそれを調べるためにキャラクターが送り込

まれたり、イクトミが何らかの危険によって滅んだことを示

す遺品が発掘されてその危険が今度は人類の脅威と

なったりするかもしれません。

パンドラ・ゲート
　既知のパンドラ・ゲート（『パンドラの門の開放』を参照）

五つは、どれも外見と動作は同じですが、大きさと形と選

べる目的地は大きく異なります。ゲートは原子構造科学

者が解明の手掛かりすらつかんでいない素材でできてい

ます。ですが、見たり触れたりする限りでは、ゲートは老化

や劣化の兆しのない時の流れを知らないかのような滑ら

かな黒い金属で作られているかのようです。ゲートの物理

的組成のせいか、観察者がゲートの輪郭にしっかりと注

意をむけられないかのような感じになり、ゲートを見るのは
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困難です。目まいや悪心を感じたと報告する観察者もい

れば、視野の端でゲートの輪郭がうねったり先端が高周

波で震えたりしているかのように動いたと主張する観察者

もいます。こうした不快な性質のせいで、殆どのゲート現

場では実際のゲート物体にカバーをかけています。

　構造的には、ゲートそのものは湾曲したり奇妙な角度に

曲がったり場所によっては格子網になっていたりする黒

い棒でできた、形がでこぼこしている球形の檻で半ば覆

われています。新しいワームホール座標がゲートにプログ

ラムされると、この棒が物理的に変形して動き、ゲート・エ

リアを中心とした球形になります（そのため何らかのプログ

ラミング可能な物質でできているのではと思われていま

す）。檻の間の隙間は人間がかろうじて入れるほどの幅し

かないこともあれば、補給物資を載せた貨物列車でも通

れるほど広いこともあります。多くの場合、大型の機体や

機材は解体してから持ち込んで反対側で組み立てる必

要があります。ゲートのサイズもプログラム可能ではない

かと思われていますが、現時点では成功していません。

　太陽系の既知のゲートは全て、惑星であれ衛星であれ

小惑星であれ何であれ、自然に誕生した天体の表面に

存在します。こうした地に置かれていないもの（つまり宇宙

空間やガス惑星の大気圏上層部に浮かんでいるもの）は

まだ見つかっていませんが、他の星系ではそうしたゲート

が発見されています。ゲートを物理的に動かすことは可

能だと思われますが、五人衆がディスコード・ゲートの制

御で大問題（『エリス』を参照）を起こして以来、誰もそのよ

うな無謀な真似を行おうとはしません。

　それぞれのゲートの球形檻を構成する棒は、場所に

よっては表面が、実際には数学的に完璧な方程式に

従っている魅惑的な歪みや湾曲や渦巻きの模様に、異

様に思える生物めいた成長を見せています。この成長が

実際にゲートの制御システム、いわゆる「ブラックボックス」

によるものかどうか、科学者はまだ突き止めていません。

このシステムと対話するために開発されたインターフェー

スは、ゲートの制御者がゲートの機能を操れるようにする

ためのものなのです。

ワームホール
　ゲートそのものが開くと、黒いというよりもむしろ純粋な

虚無のような球体が、中心部に現れます。この闇の球体

は変化したエネルギーのオーラを帯びていて、実際、そ

の表面には緑の電光の波紋がいくつもの弧を描いていま

す。この球体に入ったものは誰であれ何であれ、時間の

差を感じずに、似たようなゲートを通ってワームホールの

反対側に出ます。未知の力場効果によって待機が開い

たゲートに干渉しないようになっているようです。

　このワームホールが具体的にどのようにして作られるか

は、今でも人類の理解を超えています。それぞれのゲー

トが錨となって時空の構造を確定しているので、こうした

固定された二つの場所が結び付けられてその間に穴を

開けることができ、それによって普通に歩いて移動できる

ようになっているというのが、広く受け入れられている理論

です。こうしたワームホールの全てが最初か存在していて

いるのか、ゲートが建設されたときに作られたのか、それ

ともゲートが起動するたびに生成されるのかはわかりませ

ん。

　可能性が低すぎるとして無視されることが多いものの、

ゲート機能の存在の仕組みについてのより突飛な理論も

あります。そうした理論には、ワームホールが実際に産み

出す時空を超える接続はゼロ幅のプランク級のもので、

実際には物質は移動せず、情報だけが移動するのだと

提唱しています。代わりに、ワームホールに入ったものは

瞬時にスキャンされて分解され、その情報設計図が情報

として宇宙を超えたゲートの反対側へ転送され、何らかの

強力で高度なナノテクノロジーやフェムトテクノロジーに

よって正確なコピーが瞬時に合成されるというのです。で

すが、この理論の裏付けとなる証拠は殆どなく、またそれ

が示す不快な意味のために強い反発を受けています。
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操作
　ゲート操作システムのインターフェース開発にプロメテア

ンが重要な役割を果たし、その理解において人類が自力

では果たせなかったブレークスルーを達成したことを知る

人はほとんどいません。ですが、その助力にもかかわらず、

ゲート制御の実行は困難で複雑で危険でした。試行錯誤、

そして何度もの大事故を経て、ゲート操作の手順はある

程度規格化標準化されましたが、予想外の障害はつきも

のです。

　それぞれのゲートはいくつもの系外地点に開くようプロ

グラムすることが可能です。実際、それぞれのゲートはプ

ログラム済みの目的地「リスト」を備えているようです。新し

いゲート接続はこの内蔵リストから「ダイヤルアップ」できま

すが、ゲートの反対側がどうなっているかについての情報

は何もありません。新しいゲート接続がダイヤルアップさ

れると古いゲート接続は切断されます。系外ゲート位置は、

居住可能な惑星や衛星から深宇宙やガス惑星の超高重

力や有毒大気や恒星のコロナといった極めて危険な環

境まで、様々です。研究者は位置のリストでの順序や分

類から何らかの規則を見出そうとしましたが、徒労に終わ

りました。一度はアクセスした目的地を操作者が再び呼び

出すことができないということも何度かあり、いくつもの

ゲートクラッシュ・チームや植民地が失われました。

　ゲートに入るのはドアを通るようなものですが、ゲートの

外から中を見るのは不可能です。出発地点の黒い球体

に入ったら、即座に目的地の球体を出てしまうのです。そ

れぞれのゲートの中心にある黒い球体の本当の性質に

は色々な推測があり、ほぼ全てのゲートクラッシャーが異

なる表現でその経験を語っています。

ゲートクラッシュ
　パンドラ・ゲートを支配している様々なハイパーコーポや

勢力は、系外星系の積極的な探検に取り組んでいて、こ

の活動はゲートクラッシュと呼ばれています。目的と手順

は様々ですが、ゲートキーパー社は遠征隊員を広く募集

しています（テラジェネシスとパスファインダーもある程度

は）。死傷率が高いため、実力のある隊員を見つけるのが

困難なこともあります。ですが、動機が何であれ、機会さ

えあれば命を賭けるインフュジーや貧乏人や全てを失っ

た者やスリルシーカーはいくらでもいます。ゲートキー

パーはクジ引き制を採用しているため、冒険志願者は宇

宙の未知の領域への遠征に当選することを願って加入す

ることができます。ですが、こうしたゲートクラッシャーは発

見した物の権利全てをゲートキーパーに譲渡する契約に

なっていますが、重要な資源や異星種族の遺跡や新種

の生命体といったある種の発見には少なからぬ報奨が与

えられます。「生きた知的異星種族の発見」という大きな

目標は、まだ達成されていません。

　それとは対照的に、天王星のフィッシャー・ゲートを運営

する無政府主義の愛怒共同体は、レプさえ良くて商業利

益を念頭に置いていないという条件を満たしていれば、

予約一つで誰にでも使わせてくれます。フィッシャー・

ゲートの彼方での発見は全て、みんなで共有しなければ

なりません。愛怒共同体のリソースは限られているという

のが、フィッシャー・ゲートの使用の短所です。ゲートク

ラッシュ活動は自活方針で行われているので、ある種の

遠征に必要な支援が得られないことが有り得るのです。

　裕福な集団はゲートキーパーを始めとするハイパー

コーポが支配するゲートのゲート使用時間を借りることも

できますが、賃貸料だけで一財産になりかねないことも珍

しくありません。ですが、支払いが多ければそれだけ時間

と支援も多くなります。

　新しい位置への穴を開けるときには、いくつもの予防策

が取られます。まず、敵対的な存在が来たときに備えて

ゲート周辺自体が立ち入り禁止になって防御警備線で封

鎖されます。それからドローンがゲートの反対側を見るた

めの小型光ファイバー・カメラを押し込みます。次により大

きなセンサー・パッケージが続き、環境状態を評価します。

環境が過酷でなければ、こちら側との有線接続をひきず

る紐付きドローンが送られ、ゲート反対側の周辺を探検し

ます。

　ゲートクラッシュ遠征では、こうした手順はしばしば省略

されます。ゲートを運営するハイパーコーポにとって、時

は金なりです。ゲートクラッシュ遠征で一秒無駄にすれば、

新しい植民地を建設したり征服した新世界を採掘したり

する時間が一秒少なくなるのです。実際、ゲート操作を無

駄につなぎっぱなしにするのではなく、ゲートクラッシュの

途中で接続を閉じて回収時期にまたダイヤルアップする

というのが一般的です。多くのゲートクラッシュ・チームが

予定の回収時期に間に合いませんでした。

　ゲートを支配する勢力の殆どは、系外植民地に定期的

に接続して機械や補給品を運ぶシステムやインフラを確

立しています。実際には、数人が行き来したりゲートの前

で待機していたトラックのコンボイを送ったりするのがやっ

とのごく短時間の接続に過ぎないことも珍しくありません

が。

異常現象
　多くの不幸なゲートクラッシャーにとっては残念なことに、

ゲート転送は不安定で失敗しがちでした。ゲートが予想

外の場所に開き、そうした新しい目的地が過酷な環境

だったこともしばしばあります。その前や後の転送はうまく

いったのに、ゲートに入ったきり反対側から出てこなかっ

た人も、たくさんいます。いくつかの場所では、ワームホー

ル接続が操作中に崩壊し、誰かが通過している最中に崩

壊してゲートの両側に文字通り生き別れになってしまった

こともあります。また、ゲート転送が深刻な動作不良を起こ

し、それによってゲートクラッシャーが文字通り裏返しに

なったりその装備と一体化してしまったり、超重力で押し

潰されたかのようにぺしゃんこになってしまったりしたこと

もあります。ゲート転送後に記憶の喪失を訴えたゲートク

ラッシャーも何人かいます。こうした問題のほとんどは

ゲート機能の制御の難しさと理解不足によるものとされて

いますが、外部の存在がゲートの動作に影響を及ぼして

いるのではという陰謀論もあります。
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　ゲート通過の体験は外部観察者の視点からは瞬間的な

ものですが、多くのゲートクラッシャーが出る前でに数分

や数日、ときには数週間や数ヶ月もの主観的なタイムラグ

を感じたと報告しています。この体験の報告は、穏やかで

瞑想的な状態から暗闇の中で見えない囁く存在に囲まれ

るという薄気味悪い体験談、果ては化け物じみた存在に

遭遇するより恐ろしい体験まで様々です。滅多にないこと

ですが、正気を完全に失ってわけのわからないたわごと

を口走るだけの状態になってしまった人もいます。そして

通過以来何かがずっとそばにいるような気がするという報

告もいくつか……

　ゲームマスターはこうした異常現象をどれでも活用でき

ますが、真に奇怪で奇妙な体験を産み出すようにイマジ

ネーションを働かせるのもお忘れなく。また、プレイヤーが

ゲートに入りたがらなくなったりこうした事態が珍しくなく

なったりしないよう、異常現象をあまり頻繁に発生させても

いけません。

プロジェクト・オズマ
　プロジェクト・オズマの起源は 20世紀半ばの最初の現

代ＳＥＴＩ（地球外知的生命体探査）企画にまでさかのぼり

ます。この企画（こちらもプロジェクト・オズマと呼ばれてい

ました）はＥＴＩを特定識別しようというより大きな国際共同

活動に成長し、当時に開花した様々な計画が皆ＳＥＴＩの

汎用術語体系に従っていました。当初は政府が出資して

いましたが、20世紀末と 21世紀初頭には主に民間が出

資するようになっていました。

　宇宙に進出したハイパーコーポの第一陣がＳＥＴＩを丸

ごと吸収し、それぞれのハイパーコーポの目的を達成す

るためにばらばらの分野で、開始から数十年経っていた

この計画に新興技術で再活性するとともに焦点を変えま

した。何といっても、経理屋が宇宙に市場進出するため

の何十億もの支出を認めるとしたら、将来の収益源を破

壊するちんけな緑のモンスターなんていないという保証が

欲しかったのです。

　＜大崩壊＞を生き延びた組織の例に漏れず、ＳＥＴＩ計

画はいくつものハイパーコーポに広く分散していたため、

たとえ一つのハイパーコーポが潰れても人員や技術や進

行中の作業は生き残るようになっていました。惑星連合が

権力を握る際に、この新秩序の影響力ある地位にいた未

来志向の人物たちがこうしたばらばらの計画を再び吸収

合併して合体させたのです。

　ところが、この移行期に蕃患ウィルスの存在が発覚しま

した。様々なＳＥＴＩ計画は統一機関として新たな仕事を

与えられ、プロジェクト・オズマと改名されました。当時は

このウィルスの由来は不明でしたが、蕃患ウィルスこそが

ファースト・コンタクトだと信じていた連合の権力者があま

りにも多かったのです。プロジェクト・オズマの焦点はＥＴＩ

探索から代わって、ファースト・コンタクトに対処する即応

機関へと変化していったのです。蕃患ウィルスの真の危

険がわかるにつれ、プロジェクト・オズマの担当分野と監

視権限は急拡大し、その過程で数多くの小組織を吸収し

ていきました。公式発表ではＳＥＴＩ計画の名目的コンセ

プトは残っていますが、跡形もなく変化したプロジェクト・

オズマは視界から消え、惑星連合内ですらその存在や影

響力がほんの少数にしか知られていない上級機密闇予

算活動となりました。

　プロジェクト・オズマは、今では莫大な権力と権威とほぼ

無制限の予算を持つ惑星連合の上級脅威評価・対応組

織として活動しています。地球外生命体が主な対象です

が、実際には惑星連合やその権益にとっての潜在的脅

威（ファイアウォールみたいな秘密脅威集団を含む）なら

なんであれ活動対象となります。

手法
　プロジェクト・オズマの組織構造はファイアウォールのも

のとは大きく異なり、在来型の秘密作戦スパイ機関官僚

機構とほぼ同様に組織されています。その現場作戦は脅

威を評価・対処・抹消するためのチームの派遣と似ている

こともありますが、その一方でより長期より大規模な作戦を

行うだけのリソースと人員があるのです。プロジェクト・オズ

マは合法的に見えるハイパーコーポから犯罪組織まで

数多くのフロント・グループを隠れ蓑に活動し、そして多く

の集団に影響力を持っているでしょう。そのコネと伝手を

考えれば、欲しいものを得るために舞台裏で策動する手

腕は凄腕と言っていいでしょう。大火力が必要な状況で

は、通信封鎖やミーム宣伝戦やハビタットごと消去する実

力行使を実行できるリソースにものを言わせ、ファイア

ウォールよりも気軽に大火力を持ち出します。

　ゲームマスターは、プロジェクト・オズマを究極の「メン・
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プロジェクト・オズマの噂
　真実であろうとなかろうと、ゲームマスターは自分の

キャンペーン用にプロジェクト・オズマを仕立てるのに以

下の噂を利用できます。

・プロジェクト・オズマの権威は惑星連合すら超越し、中

心部のエリートの内輪集団の指示に従う超政府機関とし

て活動している。

・プロジェクト・オズマは、＜使節＞の存在が人類に知ら

れるよりも前に対応したことがある。

・プロジェクト・オズマは独自の実験目的で生きた＜使

節＞を捕獲した。

・プロジェクト・オズマは今でもティターンズと通話してい

たりティターンズのために働いていたりする。

・プロジェクト・オズマは子飼いのティターンを支配下に

置いている。

・プロジェクト・オズマは地球隔離の黒幕である。

・プロジェクト・オズマは秘密のパンドラ・ゲートを自前で

持っている。

・プロジェクト・オズマの秘密の本部は地球にある。

・プロジェクト・オズマの工作員には蕃患感染の証拠が

ある。

・プロジェクト・オズマは超能力を使えるアシンクの一団

を自前で擁している。



イン・ブラック」型政府活動として扱ってください。プロジェ

クト・オズマは用心深く、容赦なく、他人を操り、大規模で

長期間の計画を遂行する能力があります。監視偏在の時

代であっても、秘密性と否定力を完全に保って活動する

手段を持っています。また、最高機密のその上に分類さ

れる最新科学と情報も手にしています。この組織の主な

動機は惑星連合と中心部の防衛ですが、ファイアウォー

ルみたいな集団には推測しかできない他の目的を隠し

持っているのは確実です。

プロジェクト・オズマとファイウォール
　プロジェクト・オズマとファイウォールは様々な脅威の性

質については利害が一致していますが、どちらかと言え

ばむしろ対立しています。相手の実力を承知しているけ

れど決して気を許さない、用心深い対立関係なのです。

この「対立」意識は手法の違いよりもむしろ目的の対立に

よるものです（もっとも、ファイアウォールの殆どはプロジェ

クト・オズマの要員を命令のことしか考えられない爆発さ

せたがりの操り人形と思っていますが）。プロジェクト・オズ

マはファイアウォールほど強力な組織を、強固なヒエラル

キーがなくて既存の権威（具体的には自分自身）の支配

下にないため、信用していません。ファイアウォールの方

も、プロジェクト・オズマが強大な中心部のエリートに近す

ぎるのとそのＸリスクへの対抗もむしろ自己中心的な目的

に偶然伴う副作用だということで、信用していません。

プロメテアン
　プロメテアンは、＜大崩壊＞よりも前に人類（特異点基

金）が生み出した最初の本物の繁殖ＡＩです。プロメテア

ンは意図的に「友好的」ＡＩとして開発され、自身を人類一

家の一員と思い人類の最良の利益のために行動するよう

にプログラムされています。＜大崩壊＞の際には重要な

役割を担い、ティターンズによるダメージを緩和し、蕃患

ウィルスの大半を相殺してすらのけました。こうした過酷な

時期に、多くのプロメテアンがティターンズに破壊されたり

蕃患ウィルスに感染して取り込まれたりしました。その後、

こうした繁殖ＡＩたちはファイアウォールの設立に関与して

舞台裏から手を貸し続けています。

　蕃患ウィルスの餌食にならないよう、殆どのプロメテアン

は厳重に警備された孤立システムで注意深く身を護って

います。また、超知能への進化によって自滅しないよう、

己の自己改良にも慎重です。存在が明るみに出た際に

偏執的な人類から反感を買うのを恐れて、自らの活動を

いくつもの偽装の背後に隠しています。ファイアウォール

の内部ですら、その存在と支援は堅く守られている秘密

なのです。

　それぞれのプロメテアンの性格や動機や目的は千差万

別です。基本的には共に作業し互いに助け合いますが、

意見の相違があり時には別のプロメテアンに何か行動を

仕掛けることすらあることがわかっています。極めて強大

な知性なので、明らかに非人間的な存在として扱ってくだ

さい。最初のテンプレートが人間の精神構造に基づいて

いようとも、ポストヒューマンとしか形容できない在り方へと

進化し成長したのです。

　ゲームマスターはプロメテアンのプレイヤー・キャラク

ターとの関わりを最低限に留めた方がいいと思いますが、

時にはファイアウォールの切り札として有用かもしれませ

ん。実際、その存在と関与が冒険全体のメインになり、場

合によってはセンティネルのキャラクターを自分は一体誰

のために働いているのかと戸惑わせたりすることもあり得

ます。繁殖ＡＩであるプロメテアンは、その精神全体を人

類用モーフにダウンロードすることはできませんが、物理

形態を着用できる大幅に幼稚化したデルタ・フォークを作

成することは可能です。もちろん、メッシュでのプロメテア

ンはほぼ無敵で、セキュアなはずのネットワークをたやす

く引き裂くことができますが、手口としては直接的な転覆

よりも密かな侵入の方を好みます。

ティターンズとその置き土産
『重大な秘密』でも述べたように、＜大崩壊＞後のティ

ターンズに対する悪者扱いは、正確ではありません。かと

いって、仮にティターンズが蕃患ウィルスに出会わなかっ

たらどうなったかは誰にもわかりません。知能ネット戦争シ

ステムとして設計されて＜大崩壊＞の紛争の間に完全な

能力を手にしたティターンズにとって、自己改良と自衛と

プログラムに組み込まれた抵抗の打破は不可欠でした。

そしてプロメテアンと違い、自らを人類とみなすようにも全

人類の利益のために働くようにも設計されず、代わりにそ

もそも派閥主義を前提にプログラムされていました。また、

プロメテアンやＡＧＩの殆どと違って人類の精神構造や価

値観にも親しんでいないので、プログラムされていた軍事

的防衛的指示を除けば基本的には自らの利益に適うよう

適応しました。そうした事情と再帰的に改良された知的能

力を考えれば、ティターンズは人類の利益や思考モード

から遠く離れてしまっているでしょう。歴史が違っていれ

ばティターンズが人類とどのように対話したであろうかは

わかりませんが、ティターンズが自らを人類の一員と見な

したり、増してや人類と友好的／支援的関係を維持する

とは思えません。

　ティターンズは＜大崩壊＞の終わりに地球を去ったと信

じられていますが、実際に何が何故起こったのか、正確

なことは誰も知りません。わかっているのは、人類の地球

脱出後にティターンズのメッシュ総攻撃が突然中断し、そ

して地球と太陽系周辺におけるティターン活動の殆どが

明らかに停止したということです。パンドラ・ゲートの発見

後は、ティターンズがそれを建設して何十億ものアップ

ロードした精神と一緒に太陽系から銀河系のどこかに

去ったのだと、広く信じられています。ティターンズはもう

いないと信じている（そして願っている）人もいれば、何ら

かの休眠状態で地球に残留していたり太陽系の片隅に

隠れていたりして、ひょっとしたら将来の大虐殺の準備を

してるのではと不安に思う人もいます。また、ティターンズ

がいなくなったのは確かだけれど今は一時的に注意がそ

れているだけでいずれ人類絶滅を完了させるために戻っ

てくるのではと心配する人もいます。
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　真実はというと、ティターンズがゲートを建設して未知の

目的地へと向かったのは確か（もちろんゲームマスターは

自分のゲームでは違うと決めることができます）ですが、

だからといって全てのティターンズが去ったわけではあり

ません。＜大崩壊＞で罠にはまって傷ついたにしろ何か

計り知れない作業の仕上げをしているにしろ蕃患ウィルス

で発狂して他のティターンズに見捨てられたにしろ、隠れ

家に残っているティターンもいます。一番ありそうなのは

何か終わっていなかった仕事を片付けるため、場合に

よっては人類を銀河にいざなうため、他のティターンズが

戻ってくる可能性は常に存在します。また、人類が形骸

惑星のゲートのネットワークにティターンズの痕跡、ひょっ

としたら何であれ自身の目的を広大な宇宙で追及してい

るティターンズの社会全体を発見する可能性もあります。

　人類と同様、ティターンズも統一されているとは限りませ

ん。その動機や目的は様々で、互いに争うことも大いにあ

り得ます。全員が蕃患ウィルスによって汚染転覆され、Ｅ

ＴＩの思うがままに動きますが、本来の精神の一部が残っ

ていて他の個体ほど滑らかにはテンポが合わないことが

ある個体もあります。ゲームマスターは、それを利用して、

危険な状況や脱出不能な状況から逃げるためにキャラク

ターがティターンズ間の違いを活用できるような話の筋を

作ることができます。

　ルール上、ティターンズに能力値はありません。ゲーム

マスターが必要なだけ強大なのです。プロメテアンと同様、

ティターンズはその知能全体を物理モーフにダウンロード

することはできませんが、モーフを人形として操ったり着

用目的の制限版デルタ・フォークを作成することはできま

す。プロメテアンと同じく、プレイヤー・キャラクターが直接

利用したり遭遇したりすることは滅多にないようにしてくだ

さい。

　ティターンズは以前のような直接の脅威ではないかもし

れませんが、地球や火星のゾーンやあちこちの遺棄ハビ

タットや廃墟に武器やナノスウォームやウィルスの貯蔵庫

を残しています。こうした場所に踏み込んだキャラクター

は、脅威としてのそれらに遭遇したり、住んでいるハビタッ

トでこうした危険が広まるのを防ぐために活動しなければ

ならなくなったりするかもしれません。

死の機械
　ティターンズは＜大崩壊＞で様々な死の機械を放ち、

その多くは今でも攻撃する人間を探しています。

フラクタル
　フラクタルは精巧な低木型ロボットです。標準形態では、

不気味に輝く霧に包まれた奇妙な金属製の低木のような

姿をしています。その中心部には金属製の枝が何本かあ

り、柔軟な関節で結ばれています。そうした枝は、これも

柔軟な関節と結ばれた複数の小さな枝に分かれています。

その小枝もまた分かれ、それも分かれといった感じに分

子スケールまで枝分かれしています。フラクタルの枝の先

端のそれぞれに分子マニピュレータがあります。フラクタ

ルは見かけによらず手強い相手で、ディサセンブラー・ナ

ノスウォームみたいに殆どどんなものでも分子レベルにま

で分解することができ、ナノ合成機と全く同様に何でも製

作することができます。投射物を吸収してそれを構成して

いる原子や分子に分解して逆にこちらへの武器を作るた

めの材料にするので、投射物による攻撃は無益です。

　フラクタルはゲームマスターが望むどんな装備でも持て

ます（なければ作ればいいのです）。また、人類のナノ合

成機よりもずっと早く物品をナノ合成でき、必要な時間は

半分（価格分野ごとに 30分）になります。フラクタルの「身

体」は実際にはフラクタル枝のスカスカな組み合わせなの

で、ダメージを与えるのは困難です。ダメージを受けて折

れた枝は他の枝に受け止められて吸収されます。範囲効

果でも噴射武器でもない通常の攻撃全てによるダメージ

は最低値になります。範囲効果と噴射武器は半分のダ

メージを与えます。フラクタルには自己修復能力があり、

30分あたり 1d10の速度でダメージを再生し、ダメージ全

てが治ったら１時間当たり１個の速度で負傷を修理します。
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認 30　運 25　直 30　反 20　社 10　身 25　意 30　勇-

イ 10　行1　理-　ト-　発-　耐 50　負 20　死-

技能：ビーム武器 50、登攀 60、乱戦40、自由落下 40、

潜入 70、情セキュ 65、インターフェース 45、脅迫 50、力

学武器 60、知覚 50、プログラミング：ナノ合成80、調査

40、噴射武器 45、素手戦闘 55

注：ゲームマスターが望むインプラントや装備や武器や強

化を何でも

ヘッドハンター
　トンボみたいな羽を使って浮いたり飛んだりする、多脚

昆虫ロボット型飛行ドローンです。脚には物をつかむ爪と

収納可能な丸鋸を装備しています。犠牲者の頭をつかん

で首を断ち切る、そう、断頭がその主な目的です。そして

狩り集められた頭は強制アップロードするために近くの特

別施設に運ばれます。

認 10　運 20　直 15　反 20　社 5　身 10　意15　勇-

イ 7　行1　理-　ト-　発-　耐 30　負 6　死-

移動システム：翼（8/32）

技能：飛行70、乱戦 60、特殊接近武器：丸鋸 55、潜入

60、推理40、知覚 40、素手戦闘 55

注：装甲6/6、丸鋸（1d10+3 DV）、強化視覚、ライダー、

テラ線照射機

ハンター・キラー
　これらの危険な空中ドローンはティターンの軍事作戦に

おける航空優勢を手に入れました。その流線型のジェット

機形態には指向推力ホバー能力と武装が秘められてい

ます。

認 15　運 30　直 15　反 30　社 5　身 20　意15　勇-

イ 9　行 2　理-　ト-　発-　耐 50　負 10　死-

移動システム：指向推力（8/80）

技能：ビーム武器 55、飛行80、乱戦 60、潜入 40、力学

武器 65、知覚 50、シーカー武器 80

注：装甲 14/14、閃光耐性、カメレオン皮膚、強化視覚、

ライダー、レーダー、形状調整

典型的な武装：粒子ビーム・ライフル２丁、レールガン・マ

シンガン２丁、シーカー・ライフル２丁

ウォーボット
　どことなく人間型をした巨大な装甲ロボットで、激しい戦

闘作戦に投入されます。このウォーボットは二脚走行で腕

が四本と二本の器用な機械の触手といくつもの武器シス

テムを備えています。

認 15　運 20　直 15　反 20　社 5　身 25　意15　勇-

イ 6　行 2　理-　ト-　発-　耐 80　負 16　死-

移動システム：歩行機（4/20）

技能：ビーム武器 60、特殊接近武器：触手40、乱戦 50、

潜入 30、力学武器 70、知覚 50、シーカー武器 50、噴射

武器 50、素手戦闘 50

注：装甲 20/20、全方位視野、閃光耐性、カメレオン皮膚、

化学探知機、サイバークロー（2d10+6 DV）、電感覚、強

化視覚、追加リム 6本、ライダー、磁力システム、空気圧

肢、レーダー、触手（器用、1d10+6 DV）、テラ線照射機

典型的な武装：粒子ビーム・ライフル、プラズマ・ライフル、

パルサー、レールガン・マシンガン、シーカー・ライフル、

トーチ

自己複製ナノスウォーム
　ティターンズがばらまいたナノスウォームは、人類が扱え

るナノテクノロジーではあと一歩手が届きません。人類製

のナノスウォームと違って、ティターンのナノスウォームは

自律型で知性があって自己複製します。また適応力も高

いので、単機能型ではなくナノスウォームの仕事なら殆ど

どんなものでもこなせるように自身を改造できます。そして

フラクタルみたいに新しい素材をナノ合成できます。以上

の能力の組み合わせによって、ナノスウォームは恐ろしい

ほど強力です。新しい敵に遭遇したら、その能力をスキャ

ンしてその相手に対して使う攻撃システムを合成します。

スウォーム相手に何かの武器システムが投入されたら、今

後その攻撃が効かなくなるような対策を学習適用します。

また、こうしたナノスウォームは、物理的な格子に結合して

大きな物体を構成し、いわゆる「ユーティリティ・フォッグ」

（訳注：ナノテクの産物で、普段は邪魔にならない霧の状

態だけれど、必要な時には色々な道具になるガジェット。

「万能霧」「便利霧」の訳語も）みたいな働きもできます。

　ティターン製ナノスウォームの可能性はほぼ無限です。

例えば、顕微鏡サイズの目に見えないスウォームとして潜

伏していたり、かろうじて目に見える霧として漂っていたり、

あちこち動き回るために小型の跳躍ドローンの群れに変

化したりできるのです。敵に出会ったら、地を覆う巨大な

電撃ネットに変形したりシーカー装備の空中ドローンに変

身したり生身の敵を切り裂く巨大な鞭状の触手に合体し

たりできるのです。数体のナノボットが生存していればス

ウォームを再建できる上に新しいスウォームは以前の過ち

は二度と犯さないので、こうしたナノスウォームの破壊はま

ず不可能です。

　自己複製ナノスウォームは『ナノスウォームとマイクロス

ウォーム』のルールに従いますが、以下の追加と例外が

あります。

・ハイブによる維持の必要はなく、衰弱もしません。

・30分あたり 1d10の速度でダメージを自己修復します。

・通常の半分の予定時間（価格分類あたり 30分）で新し

い物品や素材や形態をナノ合成できます。

・ｐ 328のナノスウォーム機能やその他ナノスウォームを

使った装備（スマート・ダスト、秘密作戦ツール、修理スプ

レーなど）をどれでも再現できます。

・身体力テストを行えます。

・ゲームマスターの裁量次第ですが、自分に行われた攻

撃に対する新たな防御体制に適応することができます。

新たな防御態勢が工夫されてスウォーム全体がそれを再

現するのには、少なくとも２時間かかりまますが、その後は

そうした攻撃は最低限のダメージしか与えないか、全くダ
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メージを与えません。

・必要な技能は最低でも 40で取得しているものとして

扱ってください。こうした技能は必要に応じて急速に成長

するかもしれません。

認 25　運 20　直 25　反 20　社 5　身 15　意15　勇-

イ 9　行1　理-　ト-　発-　耐 70　負-　死-

ナノウィルス
　＜大崩壊＞でティターンズは様々な疫病兵器をばらま

きました。これらは、蕃患ウィルスと同様に生体ナノウィル

ス（ｐ 323）もあればナノプレーグ（ｐ 364）もあり、露出と感

染の判定には同じルールを使います。

融解ウィルス
　このウィルスは目標の肉体をじわじわと分解し、有機組

織をインプラントや電子機器や無生物や周囲の物体と

くっついたある種の生体繊維へと変貌させます。実際に

は、生身の部分と人工の部分が融合し、膨張と成長を続

け、その際に周囲にあるもの全てを取り込むのです。犠

牲者は１時間ごとに 1d10の DVと SVを受け、２時間たつ

とインプラントは機能しなくなり、12時間が経つと新しく融

合した物体への変貌と吸収が完了します。

転移ウィルス
　この複雑なスマート・プロテインは犠牲者の細胞を大幅

に改造し、急速で自動共食性の癌を発生させます。2+

（身体力÷10、端数切り上げ）時間後に、目標は何十種

類もの極悪癌によって死亡します。

壊死ウィルス
　このウィルスは目標の細胞をばらばらのプロテインに分

解します。目標がじわじわと泥の塊になっていくにつれ、

その適性は１時間当たり５低下します。どれかの適性が０

になったらキャラクターは死亡します。

神経病ウィルス
　このウィルスは犠牲者の神経系を狙い、しばしばなんら

かの永続的な神経ダメージを与えるように再構成します。

12時間が経過したら、ウィルスは特性／神経損傷（ｐ

150）を与えます。

石化ウィルス
　石化ウィルスは目標の細胞を単純な分子組成や元素

（たいていは炭素や水晶）に変化させます。目標は１時間

ごとに 1d10の DVを受けて適性が-5 され、どれかの適性

が０になったら死亡します。犠牲者は適当な形に固定さ

れ、動かない彫像へと変わります。

ウズマキウィルス
　このウィルスの目標は肉体が奇怪な膨張を始めてしま

います。４時間が経過すると、その肉体から文字通り噴出

した肉の「ツタ」や「触手」で渦巻き状に巻き付かれてしま

います。その間犠牲者は１時間ごとに 1d10の DVと SVを

受け、やがて異常に膨れ上がって成長した肉塊となりま

す。多くの場合、キャラクターが死んでからもかなりの時間

は成長が続き、ある種の奇妙な肉のなる木といった感じ

の、皮と血管による大きな芝生やツタを産み出します。

マスタリングとゲーム運営
　以下の助言はゲームマスターがより効率的にゲームを

運営するのに役立つでしょう。

レゾ点の配布
『エクリプス・フェイズ』では、キャラクターは成長するため

のレゾ点を獲得します（『キャラクターの成長』を参照）。そ

の名の通り、これはキャラクターをよりよく規定し、描写の

解像度（レゾリューション）を高め、注目する場所をより具

体的にします。ゲームマスターとして、以下の指針に従っ

ていつどれだけのレゾ点を配布するかを決めてください。

　レゾ点は、ストーリー・アークの終了時、冒険と冒険のの

間でアクションのない場面で配布してください。プレイスタ

イルとセッションの長さにもよりますが、３～６セッションごと

になるでしょう。シナリオが短かったり長かったりすれば、

配布するレゾ点もそれに応じて調節してください。長期

キャンペーンの場合には、それを手ごろな塊、あるいは

「章」に分割し、それらの一部分が終わるたびにレゾ点を

配布してください。

　各キャラクターは以下の条件を満たすたびに１レゾ点を

受け取れます。

・キャラクターがそのシナリオに参加した。

・キャラクターがそのシナリオの目的（の殆ど）を達成した。

・キャラクターが目的の達成には失敗したが、重要な教訓

を学んだ。

・キャラクターが重要な形（例えば適切なタイミングで適切

な技能）で成功の達成に貢献した。

・その冒険が特に過酷なものだった。

・キャラクターが動機に基づくの目的（『動機』を参照）を

達成した。

・プレイヤーが良いロールプレイを行った。

・プレイヤーがロールプレイによってセッションのドラマや

ユーモアや笑いに大きく貢献した。

　これで１冒険でキャラクターが得るレゾ点は４～７点にな

ると思います。キャラクターの成長速度を速めたいゲーム

マスターは、配布量を増やしてもかまいません。

評判の得失
　レゾ点の配布だけでなく、以下の指針に応じてキャラク

ターがゲーム・プレイ中に行った行動に基づいてそのれ

ぷスコアも調節してください。処理を単純化するために冒

険終了時に行うこともできますが、よりダイナミックなゲー

ムを追及するゲームマスターは、キャラクターの周囲がそ

の行動（あるいは不行動）とキャラクターについての
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ニュースに応じてリアルタイムで判定を下すので、レプス

コアの変化をゲーム中に行ってもかまいません。レプスコ

アは、公開された行動とキャラクターのレプにプラスかマ

イナスの評価を付けることができる相手との関わりだけで

のみ、修正してください。誰も知ることのない秘密裏の行

動では影響がないでしょう。同様に、＜使節＞やよそ者と

全く交流しない僻地民を怒らせても、誰もその件を聞くこ

とはない（キャラクター自身がそれをライフログして後日公

開すれば別ですが……）ので問題になりません。なお、こ

のレプ修正はキャラクターの既知の身分に結びついたレ

プスコアにのみ適用されます。

　キャラクターは、自分が積極的に参加していないネット

ワークでもレプスコアを得たり失ったりすることがあります。

例えば、ｒレプが 0のキャラクターが大きな科学的発見を

手伝ってその発見が太陽系の学界全体に共有され、そ

の結果たとえアルゴノーツや科学者との付き合いがないと

しても何点かのｒレプを得たりするかもしれません。ｒレプ

にアクセスできる人々がそちらの評判ネットワークでこの

キャラクターのスコアを調べた時に好意的な情報が見つ

かるというのが、重要なのです。

　行動によってはあるネットワークでレプを得ながら別の

ネットワークで失うということもあるでしょう。例えば、ハイ

パーコーポの大物に公開の場で恥をかかせた無政府主

義のいたずら者は、それなりの＠レプを得るのは確実で

しょうが、そのｃレプは同じだけ失われるでしょう。

　レプの変化はゲームマスターが自分のゲームの『エクリ

プス・フェイズ』世界にロールプレイと交流と深める優れた

手段になります。ソーシャル・ネットワークは相恵関係なの

で、ゲーム・プレイ中にキャラクターのソーシャル・ネット

ワークのメンバーがキャラクターが実行中の任務とは関係

ない装備や助力や情報を求めて連絡してくる可能性があ

るのです。こうした要請を拒むならレプを失うでしょう。こう

した要請を叶えれば、レプが得られますし息抜きや場合

によっては次のシナリオへのネタを仕込むことができるで

しょう。

評判の獲得
　誰かを助けたり勢力の利益になったり何かクリエイティブ

なことをしたり特定の活動分野で大きな発見や研究をした

り衆目を集める離れ業に成功したり競争に勝ったりすれ

ば、レプが得られます。推奨する例の一部を以下に挙げ

ます。

微量の取得（1～2 点）：レベル１助力を行う、フリー／オー

プンソース・プロジェクトにそれなりの貢献をする、素敵な

パーティーを開く、売上ノルマを達成する、誰もやりたがら

ない仕事を引き受ける。

少量の取得（3～4点）：レベル２助力を行う、刺激的か感

動的なパフォーマンスを決める、ちょっとした科学的貢献

をする、公開イベントで感銘を勝ち取る。

中程度の取得（5～6点）：レベル３助力を行う、ビジネスで

大儲けする、決戦を勝利に導く、誰もが一週間は語るミー

ムを産み出す、何か良いことでにニュースになる、重傷の

リスクを負う。

大量の取得（7～8点）：レベル４助力を行う、誰もが欲しが

る新道具を設計する、印象的な小惑星規模のイベントを

開催する、長期（一ヶ月の作業か、一週間の困難か特殊

な作業）のプロジェクトを完了させる、死のリスクを負う。

膨大な取得（9～10点）：レベル５助力を行う、今年のホッ

トなファッション・トレンドを始める、大きな科学的発見を行

う、大規模な企業買収の契約を締結する、革命を始める

（あるいは終わらせる）、大規模（一年の作業か、一ヶ月の

困難か特殊な作業）なプロジェクトを完了させる、真の死

のリスクを負う。

評判の喪失
　必要とされたときに助けられなかったり職業上の信用を

失ったり大きな失敗や広く知られた失敗をおかしたり友人

を裏切ったりすると、レプを失います。推奨する例の一部

を以下に挙げます。

微量の喪失（1～2 点）：レベル１助力に失敗する、他人の

邪魔になる、職業上の紛争に巻き込まれる、誰かの気分

を害する、音信不通。

少量の喪失（3～4点）：レベル２助力に失敗する、公開イ

ベントで恥をかく、重要人物を怒らせる。

中程度の喪失（5～6点）：レベル３助力に失敗する、他人

の物理的安全を危険にさらす、何か悪いことでにニュー

スになる、みんなのためのイベントを台無しにする。

大量の喪失（7～8点）：レベル４助力に失敗する、重要な

任務や活動に失敗する、他人の生命を危険にさらす、嫌

われているライバルと手を組む。

膨大な喪失（9～10点）：レベル５助力に失敗する、重要

な任務や活動に大失敗する、勢力を裏切ってそのライバ

ルや敵に寝返る。

バックアップと記録管理とセーブ・ポイン

ト
　皮質スタックと記録済みのバックアップのおかげで、『エ

クリプス・フェイズ』のキャラクターは死んでも復活できます。

ですが、古いバックアップからキャラクターを復帰させる際

には、キャラクターのそのバックアップがどのような状態な

のかを知っておくのが重要です。そのバックアップを記録

した後に得たり消費したりしたレゾ点や実行したキャラク

ター成長や入手した重要な情報や記憶は失われます。

つまり、ゲーム数値上、古いバックアップに頼るとせっかく

のキャラクター成長が失われる可能性があるということで

す。事実上の不老不死にも欠点はあります。

　こうした変化はゲーム・プレイに大きな影響を及ぼす可

能性があるので、正確な記録管理の実践は大事です。こ

うした記録管理は難しくありませんし、やり方は二種類あり

ます。一つ目は、単に、キャラクターがバックアップを記録

したりアルファ・フォークやベータ・フォークをコピーしたり

死亡（それによって皮質スタックのバックアップが更新停

止）したりする度にキャラクターの記録シートのコピーを

取っておくというものです。こうしたコピーはそれぞれ、

「セーブ・ポイント」とみなせます。この場合、日付（ゲーム
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内とゲーム外の両方）とバックアップの動機を注意深く記

録してください。キャラクターがその人生のどの時点で何

を知っているかも重要かもしれないので、その記憶にある

重要な情報と最近の事件（後で記憶を辿るのに便利で

す）も記録しておきたいかもしれません。そうすれば、たと

えキャラクターがセーブポイントのどこに戻されても、その

数値だけでなく記憶についての記録があるのです。

　代わりに、キャラクター全員の変化を管理し、ゲーム内

日付で記録することもできます。こうした変化には消費／

獲得したレゾ点、キャラクターの成長、入手した重要な情

報、記録したバックアップ、作成したアルファ・フォークや

ベータフォークなどが含まれます。この場合、キャラクター

が死んで古いバックアップに戻ったら、古いバージョンへ

と「巻き戻す」ためにどんな修正が必要なのかが簡単にわ

かります。アルファ・フォークやベータフォークが作られた

ときには、こうした人生の支流がオリジナルからスピン・オ

フして異なった成長をするかもしれないので、別に記録し

ておきたいと思うかもしれません。

マスタリングの実践
『エクリプス・フェイズ』は、人類（ヒューマンないしトランス

ヒューマン）とは何か、そしてその生存そのものが懸かっ

ている暗黒の未来を扱ったゲームです。ですが、実際の

プレイでは、各自のキャンペーンに様々な味付けができ

ますし複数のスタイルを融合することすら可能です。私た

ちの示した指針の通りに『エクリプス・フェイズ』をプレイし

なければならない、なんてことは誰も言いません。この節

では、あなたとあなたのプレイヤーが一番幸せになれるよ

うにするのを助けるため、キャンペーンの準備と運営の際

に考えておくべき事柄を扱います。

ゲームマスターの責任
　ゲームマスターにはゲームを円滑に動かすという一定

の責任があります。基本の簡単なまとめをここで紹介しま

す。

・ゲーム全体に馴染んでください。ルールブック全体を丸

暗記しろということではありません。ですが基本システムを

理解して必要に応じて他のルールを素早く探せる必要は

あります。

・各セッションに対する話の筋とわき筋をしっかりと記録し

てください。記録がないせいで発生した大きな矛盾をプレ

イヤーに指摘されれば、嫌でも次からは準備するようにな

るでしょう。

・シーンを準備するだけでなく、ゲーム世界に生きる全て

のノンプレイヤー・キャラクターを演じてください。話の筋

を壊したりシーンがグダグダになったりしないように全ての

ＮＰＣをもっともらしい存在にするのは、時には難しいかも

しれません。そんな時は記録が役に立ちます。

・状況を解決するのにゲーム・システムを信じてダイスを

振るべき時と描写と会話で状況を動かした方がいい時を

区別してください。これは学べる技能です。実践すれば、

それだけうまくなります。

・いかさまは禁止です。ＮＰＣはゲーム・プレイで手に入れ

ていない情報を知ってはいけません。重要な敵の出目が

腐って物語の絶頂で泣きを入れるようなら、泣いてくださ

い。そんな時は柔軟に即興を働かせてください。あなたの

プレイヤーは頭がよくて注意深いので、不公平な戦術で

ある状況を押しつけられたら気付くでしょう。それと同時に、

あなたが成長して流れを生かせばそれにも気付き、そし

て感謝するでしょう。

基本
　みんなが何を望んでいるかを真剣に探ろうとしないでと

りあえずキャンペーンを始め、見えない的にたまたま直撃

させることは不可能ではありませんが、信頼性の高いやり

方と言えたものではありません。成功したキャンペーンの

多くは、まず対話から始まります。キャンペーンを準備す

る際に、プレイヤーと話をしてください。『エクリプス・フェイ

ズ』の舞台設定の基本を説明してからどんなキャラクター

を選べるかを紹介し、どれに興味があるかを尋ねてくださ

い。また、興味がなかったり場合によっては不快にすら思

う事柄にも気を付ければ、誰もプレイしていて楽しくない

選択への準備で時間を無駄にしなくてすみます。

プレイヤーへの挑戦
『エクリプス・フェイズ』は破滅的な災厄と迫りくる災害の時

代が舞台であり、キャラクターにとってはもちろん、一部の

プレイヤーにとっては過激であったり場合によっては不快

かもしれない事実や概念が山ほどあります。「プレイヤー

の不快感をどこまで刺激しよいのか？」というのは、それ

ぞれのゲーム集団にとっての基本的な質問の一つです。

嗜好は様々なので、単純な答えはありません。カル

チャー・ショックやイデオロギーの混乱や曖昧な領域や厳

しい倫理的選択を好むプレイヤーのいる集団もあります。

ゲームの提供できる道徳的・知的戦場を愛し、本当に難
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ＮＰＣと勇気
　キャラクターが対話したり戦ったりするＮＰＣを作成した

りその場ででっち上げたりする際、ＮＰＣが何点の勇気

を持っているかという問題を考える必要があります。どこ

にでもいる下っ端ＮＰＣなら、そうしたＮＰＣには勇気を

持たせない方がいいと思います。理由は簡単です。ま

ず、ゲームマスターが管理する数値や頭痛の種が一つ

減ります。ですがもっと重要なのは、勇気というのはプレ

イヤー・キャラクターが出会った無名の雑魚に対して

持っている切り札だということです。ですが、敵ボスや重

要な味方といった重要ＮＰＣの場合は、独自の勇気点を

持たせてください。こうしたＮＰＣにはシナリオで重要な

役割があるので、プレイヤー・キャラクターと全く同様に

出来事の結果を変える能力を持たせておくのが大事な

のです。それに、一生懸命準備した大規模なクライマッ

クスを台無しにする不幸なダイスの出目を相殺すること

もできます。



しく本当に興味深いジレンマに直面する機会に恵まれて

いません。また知的対決や戦術的戦略的挑戦やプレイ

ヤーを絶対に過酷な勝者のない状況に追い込まない洗

練されたロールプレイを好むプレイヤーのいる集団もあり

ます。そしてこの二つのプレイスタイルの間にはありとあら

ゆる反論がありますが、誰もを納得させるものは一つもあ

りません。あなたのキャンペーンにとって重要なのは、あ

なたとあなたのプレイヤーにとって何が役に立つかです。

　相談の際には、ショッキングなのと大人向けなのとは別

物だということを忘れないでください。例えば、スプラッ

ター映画の主な視聴者は、年配の男女ではなく十代の少

年や若い男性です。シェイクスピアの『あらし』はハッピー

エンドですが、だからといって『マクベス』よりも子供向け

のお話というわけでもありません。忍耐と啓蒙はごっちゃ

になりやすいのですが、実際には互いに関係なんてあり

ません。忍耐というのはプレイヤーが理屈抜きで不快な

描写にどれだけ耐えられるか（あるいは行えるのか）で、

啓蒙（そもそもゲームにそんなものがあるとして）というの

はプレイで発生したことからプレイヤーがどのような洞察

を得るかです。とことんゾッとしたり心を打ちのめされたり

するのではなく満足することが重要なのですから、ゲーム

世界がほのめかす暗部を冷徹なまで詳細に描かないとし

ても別に根性無しだなんて思わないでください。逆もまた

正しく、やりすぎが良くないのと同様、プレイヤーが詳細

を好むのならやらなすぎも良くありません。この件では、プ

レイヤーが実際に何を望んでいるかをできるだけ詳しく知

り、自分も満足する形でどのようにそれに応えられるかを

判断するのも、ゲームマスターの仕事です。

　ただし、プレイヤーからの極めてはっきりとした許可がな

ければ絶対に使ってはいけないテクニックが一つあります。

そのプレイヤーの現実世界での恐怖（症）の利用です。

例えば、あるプレイヤーが心から蜘蛛恐怖症だと知って

いるとしたら、ロボットやモーフにクモっぽい特徴を加えれ

ばそれなりに本物の怖気が生じるのは確実でしょう。また、

それが心の準備なしに登場して現実世界の恐怖がプレイ

体験を覆い尽くしたら、それによってそのプレイヤーの

セッションの、あるいはキャンペーン全体の楽しみが台無

しになるかもしれません。自分自身の弱点の慎重な活用

を許容するプレイヤーもいれば、全く受け入れないプレイ

ヤーもいます。前もって議論していないのなら、どんな場

合でも急所に付け込んではいけません。

秘密の扱い
　秘密の解明はこのゲームの大きな要素です。ですが、こ

の章そのものやゲームのレビューやオンライン・フォーラ

ムでの議論などで、プレイヤーがたまたま遭遇する秘密も

大量にあるという問題があります。ゲームマスターとして、

明かそうと思っていた秘密が既にネタばれしている可能

性に対して自分がどのように対処するかを決めておく必

要があるでしょう。

　多くの潜在的な問題と同様、最初の一歩はあなたのプ

レイヤーです。キャラクターがプレイを通して知ることにな

る事柄を先に知ってしまうのがどれだけ困った問題か、尋

ねてください。自分の知識と自分のキャラクターの知識を

心の壁で仕切るのがうまいプレイヤーもいます。かなり苦

手で、プレイヤーとして先に知ってしまうとキャラクターとし

て発見する喜びの多くがなくなってしまうというプレイヤー

もいます。それに、自分にとって最適なプレイヤー・レベ

ルでの意外さを良く分かっているプレイヤーもいれば、そ

うでないプレイヤーもいます。話し合ってください。ネタば

れが手に入り、何らかの形でそれを読むのをゲームマス

ターには止められないのははっきりしていると告げてくだ

さい。これがどれだけ大きな問題かを尋ね、それから話を

進めてください。ネタばれが苦手なプレイヤーには、この

ゲームの初心者向け解説を全く見ないように頼み、自分

のキャンペーンで重要なネタが登場してネタばれの危険

がなくなったら知らせると言ってください。他のプレイヤー

にも、そうしたプレイヤーのためにネタの鮮度と面白さを

保つのに協力してくれるように頼んでください。殆どの集

団では、みんなが楽しい時間を過ごすための協力には良

い反応が得られるでしょう（そうでなければ、何をやるにし

ても他の問題を抱えるでしょう）。

　あなたとあなたのプレイヤーには、これに関係する他の

問題がもう一つあります。あるキャンペーンでの謎の真相

が「公式設定」と違うのを、どれだけ気にするでしょうか？ 

このパターンには二種類あり、それぞれが別の問題です。

　ゲーム内現時点の太陽系におけるティターンズの数な

ど、特定の権威ある回答が存在しないようにこのゲームが

未解明のままにしてある事柄があります。特定の数値を決

めたいのであれば、それはあなたが決めることで、１であ
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ろうと３であろうと７であろうと１２であろうと、あなたのキャン

ペーンに相応しそうな数値ならおそらくそれで適切でしょ

う。真相が「ティターンズなんてものは存在せず、蕃患ウィ

ルスとの接触前は全てでっちあげで、その後は全てが異

星テクノロジーだったのだ」といったかなり極端なものでな

ければ、キャンペーンが定番から外れることはありません。

この場合、プレイヤーはこのゲームの秘密を全て読み、そ

れでもなおあなたが明かす秘密に驚くことができます。こ

こでトラブルが生じる可能性は、ゲームに対する予想の衝

突ではなく、他の文脈で浮かんだ予想に基づくものです。

何が本当のことで何が重要なことかについての明確な考

えに従って作られ、好評で長く続けば作者側では当初の

インスピレーションでやれるアイデアが枯渇していくことも

ある、そんなゲームや映画やテレビ番組などの物語もあり

ます。それ自体は良いことでも悪いことでもありませんが、

場合によっては問題になることもあり、そのためにプレイ

前やキャンペーンの進展時に意識的な配慮や議論が必

要になるのです。ゲーム世界やストーリーに対する予想を

具体化させる会話や洞察について、プレイヤーに尋ねて

ください。それと自分の計画を組み合わせたいと思う時も

あれば、愉快な驚き（多くの場合キャラクターはプレイ

ヤーほど愉快ではないでしょうが、あなたにとってはそれ

がキャラクターの人生というものです）をもたらすためにわ

ざと逆を行きたいと思う時もあるでしょう。いずれにしても、

失敗するよりも考えてみた方がいいでしょう。

　一方で、このゲームで明確な設定が決まっているけれど、

自分のキャンペーンのキャラクターやストーリーのために

変更したい事柄もあります。全く問題ありません。田舎を

巡回して使いたくない設定を受け入れさせるゲーム警察

なんてありません。ですがあなたのプレイヤーは、最初の

質問の場合と同様にそれなりの予想を持っていますから、

その予想をしっかりと理解していればキャンペーンもうまく

いくでしょう。例えば、もしティターンズが全く存在していな

くて全てがでっちあげだったと発覚したら、どれだけ大き

な問題になるでしょうか？　友人が何と言うのか推測する

のは困難ですし赤の他人が示す反応を予想するのは不

可能ですから、尋ねてみてください。（この「全てがでっち

上げ」を実際に採用する人がいるとは思えませんけれど、

極論だからこそ会話で持ち出す例として便利です。なの

で、プレイヤーの答えは他の極端な可能性を秘めた変化

に対しても当てはまるでしょうし、それでいてあなた自身

の計画を暴露することはありません。）大半の事柄には柔

軟だけどいくつかの事柄に注目しているというプレイヤー

もいるので、そうしたプレイヤーがいればどこに注目して

いるかを尋ねれば、それに配慮できます。発表された公

式設定からのどんな大きな変化があっても楽しむのに邪

魔になるというプレイヤーもいるので、そうしたプレイヤー

がいるなら、公式設定の枠組みに収まるよう自分の計画

を修正できるかどうか検討できるよう、そうしたプレイヤー

のことも知っておきたいでしょう。

そうそうそれだよ：インスピレーションの共有
　２１世紀初頭から『エクリプス・フェイズ』の次代担って全

てが変わってしまったというのは完全には真実ではありま

せんが、実に多くの事柄が変わり、変化の全てを一度に

把握するのが難しいこともあります。そんな時には、インス

ピレーションの共有が役に立ちます。印象的なイラスト一

枚で前景と背景の両方を細かく大量に伝え、デザインに

おける美的基準や珍しい環境や未来的な作業をそれに

相応しく発達した道具でこなす人々などを描きます。読み

応えのある小説のさりげない一節も、雰囲気を出したり

キャラクターの状況の一面を切り取ったりできるでしょう。

　はまってしまうかもしれない落とし穴がいくつかあるので、

それに気を付けるのが重要です。一番大きな落とし穴は

時代遅れ、つまりそのインスピレーションが登場した時代

からプレイヤーの現実が変わったせいで示唆する内容が

変わってしまうことです。ウィリアム・ギブスンの画期的なサ

イバーパンク小説『ニューロマンサー』はこう始まります。

「港の空の色は、空きチャンネルに合わせたＴＶの色だっ

た。」（訳注：早川書房『ニューロマンサー』より引用）続く

描写ではこれが夜の工業港で、空は汚染物質で灰色に

染まり灰や色々なゴミが漂っていることが明らかになって

います。ですがこれは 1984年に発表されたイメージです。

その 15年後には、ニール・ゲイマンは自分の子供に、空

きチャンネルに合わせたＴＶの色は鮮やかな青（有線放

送がどこにでも行きわたっているから）だと言われました。

もう十年すれば、使用されていないテレビ局のデフォル

ト・カラーは全く別のものになっているかもしれません。要

するに、あるイメージがきわめて印象的だと言う意見を共

有するだけでは足りないのです。後でプレイを脱線させる

かもしれない誤解のもつれを避けるために、どう印象的な

のかを全員にしっかりと共有させておきたいと思うでしょう。

『参照』のページ（ｐ 394）では関連性の深い様々なインス

ピレーションを紹介していますが、この問題に対する決定

的な結論ではありません。あなたの集団の誰かに、昔から

気に入っていた宇宙シーンやハイテク捜査の最中の生活

の説明や現実世界ではありえない形での肉体改造に対

する詩的直観、あるいは何であれずっと温めていてあな

たのキャンペーンを豊かにしてくれそうなものがあったら、

自分たちと共有するように促してください。でも、それを最

終的に使うにしろ使わないにしろ、礼儀は忘れないように。

更なる共有を促すなら信頼を得るのが一番です。

　目の前の事件の周囲や背後にある世界を伝えるのには、

画像が格別役に立ちます。例えば、『エクリプス・フェイ

ズ』の典型的な宇宙船やハビタットの廊下について考え

てみましょう。廊下の寸法や形は標準化されているからど

この廊下もまるっきり同じだと思いますか？　それとも互換

性を考えることなくその場所だけでの使用を考えたもっと

個性的なものだと思いますか？　使われていなくても常に

明かりがついていると思いますか？　それともセンサーが

人を感知したときだけ明るくなってそれ以外のときは薄暗

いか完全に光が消えていると思いますか？　あるいは、

ちゃんと明るく照らすはずなのに工事の手抜きと整備や

予算の不足による信頼性の低下があるとしたら？　床に

は傷がなくてきれいで、設備や修理場の類は全てハッチ

とカバーに覆われていると思いますか？　それとも散ら
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かっていてでこぼこしていると思いますか？　これらは普

段は問題になりませんが、遺棄された場所の探索や隠れ

ようとしている誰か（あるいは何か）の捜索や急ぎの場合

などドラマチックな状況では、プレイに影響を及ぼすかも

しれませんし、起こるかもしれない不測事態全てを事前に

把握しようとするよりも、何らかの汎用的な参照があれば

全員の時間を省けて混乱をなくせます。

有り得ざる存在：ホラー
『エクリプス・フェイズ』の世界は恐怖の放たれた時代です。

どのキャラクターも、良識と現実に対する基本的な想定を

一挙に覆す事柄の存在に、何らかの形で個人的な関わり

を持ちました。とはいえホラーにも様々な種類があり、一

つのキャンペーンで全ての種類を扱うことはできません。

　ホラーの理論は、少なくともホラー・ストーリーの作者の

数はあります。ここで述べることは一般論にならざるをえま

せん。至る所に例外が見つかるでしょうし、別のやり方の

方がいいと思うならそれで構いません。この議論はアイデ

アを閃かせるためのものでどんな結論も出すつもりはあり

ません。とはいえ、ホラーについての役に立つ一般論は

いくつかあり、その一つ目はＨ・Ｐ・ラブクラフトによる、「人

類の最も古く最も強い感情は恐怖で、そして最も古く最も

強い恐怖は未知の存在に対する恐怖」という鋭い洞察で

す。全てのホラーは、まず未知の何かが存在することに気

付き、それからその性質と活動の範囲を調べ、そして何ら

かの形で対応を試みるという、未知の存在との遭遇が中

心になっていると考えることができます。

　このゲームでは、発見の部分は途中まで終わっていま

す。未知の存在が存在することに疑いの余地はありませ

ん。そう、この宇宙には人類の理解が及ばない怪物が実

際に野放しになっていて、ティターンズがどれほど邪悪で

奇怪になり得るかは『エクリプス・フェイズ』世界の誰もが

知っているのです。それに、パンドラ・ゲートの彼方の生

命体がどれほど奇妙かをそれなりに分かっている人も少

なくありません。何が有り得て何が有り得そうかは人類の

経験で充分に分かっているので、今さら何か新しい不思

議なことがあっても自信満々に懐疑主義的な反応を示す

キャラクターなんていません。既に分かっている事実を考

慮すれば、殆どどんな事でも実在しうるのです。代わりに、

『エクリプス・フェイズ』の世界の住民が立ち向かう謎は、

ある特定の未知の存在が、単純で正面から対処できるも

の、動作のおかしくなった機械や破壊工作による特殊な

改造を受けたモーフみたいに複雑だけど日常生活の一

部なのか、それともティターンがプログラムした兵器や異

星生命体といった普通でない存在なのかというものです。

キャラクターが探り続けるなら、遅かれ早かれ、ありとあら

ゆる未知の、そして場合によっては不可知の問題に出く

わすのは確実です。というか、もう出くわしていますよね？

　ホラーとユーモアが遠く離れていることはめったにありま

せん。ユーモアは人間心理で多くの役割を果たしていて、

謎と脅威の精神的「サイズ」を心が対処できるように削り落

とすのを助けるというのもその一つです。それに大抵のホ

ラーでは、普通ではありえな様な要素のバランスが含まれ

ていて、興味深い形で事態が悪化するように物事が配置

されていて、あるおんぼろ屋敷が奇妙で恐ろしげな印象

が滑稽な印象に変わるのに大した手間は要りません。プ

レイヤーが笑い始めたら、そのまま笑わせるのが一番とい

う時も珍しくありません。笑いはみんなを楽しくしますし、

ロールプレイの「プレイ」要素の助けになります。それに、

たとえ事件の大半は真面目でも（時にはだからこそ）実際

におかしかったり、少なくともおかしいものだと解釈できる

出来事もあります。一方、あなたはシーンを本当に真面目

なものにしたいのにプレイヤーがクスクス笑っているなら、

笑い優先ではなく休憩をとった方がいいこともあります。

その時には自分が何をしているのかも告げてください。友

人の集団を騙そうとしても成功はおぼつきませんしひどい

仕返しを受けるかもしれません。全員が笑いを抑えるまで

休憩し、それから続けてください。

　最終的には、プレイヤーとの相談によって、どれだけの

恐怖に遭遇したいかがわかるでしょう。『エクリプス・フェイ

ズ』の様々な恐怖にとことん浸りたいと願う集団もいるで

しょう。ホラーのテーマを『エクリプス・フェイズ』の他の要

素と混ぜるなら楽しいけど主な要素にはしたくないという

集団もいるでしょう。その場合、ホラーはテーマの一つに

留まり、このゲームを構成する他の様々な要素を中心に

して、ゲームマスターは筋書きを紡ぎ上げることになるで

しょう。

トランスヒューマニズム
　人類（ヒューマニティ）は生き延びるためにトランスヒュー

マニズムを受け入れ、心身の能力を超人レベルに飛躍さ

せるために科学とテクノロジーを利用し、その一方で意識

のデジタル化と身体を意のままに交換する能力によって

望まざる死を根絶しほぼ不老不死を可能にしました。これ

は『エクリプス・フェイズ』の不可欠なテーマの一つです。

　ですが、トランスヒューマン的な未来につきもののテクノ

ロジーは多くの疑問や倫理的議論を呼び、それらも『エク

リプス・フェイズ』が追求したいと願う中心的テーマの一部

です。ゲームマスターにもプレイヤーも、こうした世界の可

能性と実現した矛盾点を考えてみてください。死がもはや

訪れなくなったら私たちの精神構造はどう変わるのか？　

身体が使い捨てで人格が編集可能ならアイデンティティ

とは何なのか？　バックアップから復活したりフォークとし

て分岐した「私」は同一人物なのか？　ナノ合成みたいな

テクノロジーは、たとえ貧困や貪欲を根絶できる時でも、

恐れて規制する物なのか？　テクノロジーによって大量破

壊兵器が手軽に手に入る世界で、どうやって公衆の安全

を確保するのか？　宗教や霊的思考につきものの価値観

はＡＩやバックアップや再着用に対してどのように立ち向

かうのか？　ヒューマン中心社会の知性化動物であるとい

うのはどういうことなのか？　誰が私たちの未来を決める

のか？　これらは『エクリプス・フェイズ』が呼び起こす議論

のほんの一部で、その多くはキャンペーン全体の中心

テーマとして利用できます。
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