
装備

・装備の調達
　買うなり取引するなり盗むなり借りるなり作るなり、装備を手に入れるのにありふれた手段はどれでも使えます。

装備の合成：豊穣機をはじめとするナノ合成機器のお蔭で、適切な設計図と素材さえあれば自分の装備を

作成できます。

・個人強化
　トランスヒューマンの大半は、バイオウェアやサイバーウェアやナノテク改造により、精神や身体を強化しています。

標準的な強化

バイオウェア

サイバーウェア

ナノウェア

美容改造

ロボット強化
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・その他の装備
　それ以外の装備も役に立つとわかるでしょう。

防具と防具改造

通信

秘密作戦・諜報技術

ドラッグと薬剤と毒物

日常技術

ナノテクノロジー

ペット

廃品漁り技術

サービス

ソフトウェア

サバイバル装備

ロボットと機体

・武器
接近武器

力学武器

ビーム武器

シーカー

噴射武器

グレネード

特殊武器

付属品
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『エクリプス・フェイズ』の飛躍的な技術レベルによって、

個人強化やサバイバルなどに使われる様々な機器が実

現しました。

装備ルール
　以下のルールは『エクリプス・フェイズ』の技術的物品の

全てに適用されます。

装備の調達
　キャラクター作成時には、プレイヤーがキャラクターの代

わりに、キャラクター作成時のクレジットで装備を購入しま

す。ですが、一度プレイが始まったら、必要な装備は買う

なり借りるなり作るなり盗むなりの通常の手段でキャラク

ターが手に入れなければなりません。

　中心部やハイパーコーポや木星共和国の入植地（そし

て資本主義がまだ支配している場所）では、装備の調達

は売り手を見つけて買い取るだけの問題です。それぞれ

の物品には、装備価格表に記載されている通り低額から

巨額までの価格が指定されています。現地ごとにリソース

の手に入りやすさや需要と供給や合法性の問題があるた

め、これらの記載価格はあくまでも目安です。他の要素が

何もなければ、記載されているその分類での平均価格を

使用できます。そうでなければ、ゲームマスターは自分が

相応しいと思うように、価格分類の範囲内で現地の経済

的要素に応じて問題の物品の値段を修正してください。

価格修正表では物品の価格への変化の一部を提案して

いますが、これは単なる提案であり、ゲームマスターの望

むように取捨選択して構いません。具体的な現地の状況

は、自分の卓に相応しくなるように決められるよう、基本的

にはゲームマスター次第です。

　価格が他の装備と関連している（多くの場合、関連する

装備よりも一段階上になっている）装備もあります。価格

が巨額を超えるなら、分類一段階ごとに 10,000 クレジット

を追加します。

　状況によっては、価格交渉ができることもあります。これ

はロールプレイで扱うのが一番いいのですが、ゲームマ

スターは説得対抗テスト（あるいは、ひょっとしたら脅迫テ

スト）を要求することができます。勝者は、成功度10ごと

に 10％、価格を増減することができます。

　辺境部や無政府主義者達やタイタンやスカムや評判経

済を採用しているハビタットでは、必要な品物やサービス

を得るにはレプスコアを活用しなければなりません。その

ためのルールは『評判ネットワークとソーシャル・ネット

ワーク』で説明されています。

　もちろん、詐欺や借用や盗みなど、他に手段を工夫し

て装備を手に入れるのは一向に構いませんが、それには

相応のテストや結果が伴います。時には、ある装備の入

手そのものが冒険になることもあるでしょう。

装備の合成
　ナノ合成技術のお陰で、豊穣機などのナノ合成機器で

自分の装備を作ることも可能です。ただしそれには、ファ

バー付属のものであれ合法的経路やブラックマーケット

で買ったものであれレプで得たものであれオンラインで見

つけたものであれ、適切な設計図が必要です。また、プロ

グラミング：ナノ合成技能によって自分の理想とする設計

図を組むこともできます。

装備修正
　技術の発達した未来では、装備は必需品です。多くの

場合、装備を使ってもある作業が可能になるだけで、有

利な修正は得られません。例えば、錠前破りや何らかの

道具を使わずに機械式の錠前をこじ開けることは不可能

です。

　ですが、装備によって作業に有利な修正が得られること

もあります。壁登りは道具がなくても可能でしょうが、たま

たまゲッゴ・グローブや何らかの登攀器具を持っていれば、

ずっと簡単になります。具体的な修正はその装備の説明

に記述されているのが普通で、基本的には+10 から+30

の範囲です。

装備の品質
　装備が必須であろうとなかろうと、それの品質が普通より

も良かったり悪かったりして、それに応じて有利な修正や

不利な修正を受けることは有り得ます。その装備が精妙

だったり最先端だったり最新の試作品だったり、あるいは

本当に一流だったりするなら、+10 から+30 の修正が得ら

れます。逆に時代遅れだったり粗悪だったり整備不良

だったりしたら、-10 から-30 の修正をもたらします（これに
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装備価格

分類 範囲（クレジット） 平均（クレジット）

低額 1-99 50

安価 100-499 250

手頃 500-1,499 1000

高価 1,500-9,999 5000

巨額 10,000 以上 20000

価格修正

経済的要素 推奨価格修正

盗品 -50％

中古品 -25％

規制品 +25％

禁制品 +50％

欠乏 +25％

極めて希少 +50％

ありふれている -25％



よって装備の使用による有利な修正が相殺されることもあ

るでしょう）。

装備のサイズ
　時には、ある装備がどれだけ大きいのか、あるいは小さ

いのかを知る必要が出てくるでしょう。これは基本的には

ゲームマスターがその場で常識を働かせる問題ですが、

平均的なプレイヤーには寸法の感覚がつかめないかもし

れないような、多くの特殊な物品や未来的な物品には、

サイズを記載しました。こうしたサイズ分類は装備サイズ

表（下記）に記載されています。こうしたサイズは製造者

や製造過程で変わることもあるので、目安と考えてくださ

い。また、技術の進歩に従って様々な装備のサイズや部

品や小さくなるものだということも重要なので、判断に迷う

なら小さい方に決めてください。

質量と嵩張り
　装備を持ちすぎるなら、動きが遅くなって移動力と技能

テストに不利な修正が課されるでしょう。ですがこの問題

については、装備を一個一個細かく管理するのではなく、

基本的にはゲームマスターの常識的な裁量にお任せしま

す。キャラクターの荷物の量に問題があれば、相応の修

正を適用してください。ただし、『エクリプス・フェイズ』の物

品に使われている素材の多くは耐久性や機能を維持しな

がらも現代の基準と比べて非常に軽い（次頁、『未来素

材』を参照）という点に注意してください。同様に、低重力

や微重力環境ではずっと多くの荷物を持つことができま

す。

装備の隠蔽
　キャラクターが、徹底的な身体検査ではばれるとしても

せめて一見して気付かれることがないよう、物品を隠し持

とうとするかもしれません。その装備をどれだけうまく隠せ

たかを決めるには、手技テストを行って成功度を記録しま

す（ゲームマスターはこのテストをこっそり行いたいと思う

かもしれません）。他のキャラクターが隠された物品に気

付く機会があったら、知覚テストを行って手技テストよりも

高い成功度を出さなければなりません。ゲームマスターは

両者のテストに適切な修正を適用してください。例えば、

剣のような大きな物品を隠すのは困難（-30）でしょうけれ

ど、ロングコートやポケットの多いジャンプスーツを着てい

れば役に立つ（+20）でしょう。同様に、積極的に探そうと

していないなら隠された装備に気付く可能性は少ない（-

30）でしょうが、身体検査を実行（+30）したり隠蔽層を透

視する強化視力があったりすれば有利になります。

デザインとファッション
『エクリプス・フェイズ』の物品の多くは２１世紀の相当品と

よく似ています。ソーダのボトルは変わらずに鮮やかな色

の液体が入った透明な容器ですし、衣類はもちろんあな

たが着ているようなものですし、ナイフが刀身と握りで成り

立っているのも同じです。ですが、それを作る素材や製

造過程や設計思想は、大きく異なっています。まず、たと

え実際には規格品だったとしても、大量生産された規格

品らしい外見の物品はほんのわずかです。ミニファクチャ

リング（訳注：立体データを造形する３Ｄプリンタの発展形。

実在する３Ｄプリンタは主に模型やテストパーツを作成す

るのに使われている）やナノ合成という製造過程によって、

一つ一つの物品にユニークな（少なくとも他のものとは違

う）外見を持たせることが可能です。実際、物品の私有と

いうものに本質的な価値は殆どない無政府主義や評判

経済の地域では、表現や独創性が好まれているため多く

の品物が芸術的に個性付けられています（そして実際に

手作り品は希少で高価です）。同様に、殆ど全ての装備

が人間工学を考慮して設計されていて使いやすさを重視

しているため、柔らかい曲線や穏やかな色彩や体にフィッ

トする形態のものが一般的です。懐中電灯や小型の道具

といった個人用の技術系物品の多くは、使用者の手に程

よく収まる卵型などをしていて、身に着けたり服にくっつけ

たりするのも簡単です。２０世紀の住民にとっては、一般

的な機器の多くは変な色をした石か装飾の付いたプラス

チックやセラミック製の塊のように見えるでしょう（実際、旧

世代はこうした物品の多くを「
ブロブジェクト

物　塊 」と呼んでいます）。

　日常品の製造に使われる素材も、エアロゲルやグラフェ

ンからスマート素材や特殊な物理特性を持つ風変わりな

メタマテリアルまでと、発達しました。その結果、殆どの物

品は軽くて丈夫（必要な場合には抗張力や柔軟性も備え

ています）で防水で埃を防ぎ、自然と汚れが落ちます。ま

た、殆どの装備は無重力や微重力での機能も考慮して設

計されているので、クリップ留めしたり紐で止めたりグリッ

プ・パッドで壁に固定したりするのも簡単です。

『エクリプス・フェイズ』の装備の殆ど全ては、知性化動物

やノヴァクラブやスリセロイドといった非人間型モーフでも
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装備サイズ

サイズ分類 一般的な寸法や説明

ナノ 顕微鏡やナノ顕微視力を使わないと見え

ないくらい小さく、フラクタル指やそれに類

似する道具を使わないと扱えないかもし

れません。

マイクロ かろうじて識別できる点から平均的な昆虫

までの範囲です。

超小型 手のひらや小さなポケットに隠せます。

小型 片手で持てて普通のポケットに隠せます。

中型 ２リットルのボトルから中型の犬までの範

囲で、片手で持つには嵩張っています。

ポケットには入りませんが、もっと大きな大

いになら隠せるかもしれません。

大型 だいたい人間サイズです。

巨大 機体などの超大型物体です。



着用や使用が可能なものが手に入ります。たとえそうした

専用の装備がすぐには手に入らなくても、ナノ合成するの

は難しくないのが普通です。また、スマート素材によって

異なるモーフでの相互運用も簡単になっています。

インターフェース
　日用品では、使用者のエクトやメッシュ接続からの無線

放送によって操作するよう設計されているのでコントロー

ラが見当たらないのは珍しくありません。ですが、緊急時

や戦闘やサバイバルや探検で使うために作られた物品に

は、いざというときのために基本的な物理的コントローラが

付随しています。物理的インターフェースはその機器の

表面で色が違っているだけのタッチ・パッドなのが普通で

すが、ホログラフのインターフェース・ディスプレイを表示

できるものもあります。そういったものの殆どには音声起

動／コントロールも可能です。

　どんな機器にもまず間違いなく、ヘルプファイルと

チュートリアルの完全な一式が付いています。また殆どの

電子機器はメッシュ可能で専用のＡＩを備えています（次

頁、『メッシュ接続装備』を参照）。

スマート素材

　多くの一般的な技術品が、いわゆるスマート素材で作ら

れています。こうした機器には、移動したり変形したりする

ことで物体の形や色や肌触りを変化させる大量の微細な

ナノマシンが含まれています（そうしたナノマシンで丸ごと

できていることもあります）。例えば、スマート衣類には何

十万というナノマシンが組み込まれているので、冬季の火

星極地に向いた特殊な耐寒スーツから最新スタイルの

ファッショナブルなスーツに変形することができるのです。

同様に、スマート素材でできた道具は、ナノマシンが移動

して道具の形を完全に変えてしまうので、動力スクリュー

ドライバーからレンチやハンマーへと、変化することがで

きます。スマート素材には皆、定期的な補充さえあれば完

璧に修理される特殊な高性能ナノマシン生成装置が備え

付けられています。
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未来素材
『エクリプス・フェイズ』で手に入ったり一般的に使われた

りしている素材の多くは、現代では貴重だったりまだ実

現していなかったり聞いたことのないようなものです。

エアロゲル
　低密度の固体化した「凍った煙」は、様々な素材（ガラ

スやセラミックが普通ですが）で注意深く極低密度状態

を形成することで産み出されます。エアロゲルは半透明

で軽量で触ると発泡スチレンのような感じがしますが、

高温や低温には極めて優れた断熱材となります。ハビ

タットでは広く使われています。

ダイヤモンド
　人工ダイヤモンドは軽量で極めて堅牢で、融点が極

めて高く、ほぼ 100％の熱伝導率があります。そのため

補強皮膜表面（装甲）や極めて堅いダイヤモンド機械の

構成物質として理想的です。

フラーレン／フラライト
　フラーレンは、極めて強靭（同じ重さの鉄鋼よりもはる

かに強靭）で熱に強く絶縁性にも超伝導にもできる単分

子炭素構造体（バッキーボールやカーボン・ナノチュー

ブやグラフェンとも呼ばれます）です。そのため装甲や

電子機器やセンサー・システムやスペース・エレベー

ターのケーブルといった様々な機材に使われています。

発泡金属
　液状金属に発泡剤を混ぜることによって産み出され、

水に浮くくらいの極めて軽い金属構造体となります。ハ

ビタット建設や浮遊都市にはうってつけです。

金属ガラス
　原子構造が（水晶構造になっているのではなく）散乱

している合金ですが、それでいて剛性と強度を兼ね揃

えているので、摩耗表面として優れていて装甲としては

セラミックの代わりにもなります。また、電気抵抗の強さと

いう（金属としては）珍しい特性も活用されています。

メタマテリアル
　負の屈折率といった、その構造による特殊な物理的特

性（たいていは電磁的なもの）があります。透明外套や

スーパーレンズやフェーズドアレー光学機器や印象的

な平面ホログラムを産み出すのに活用されています。

耐熱金属
　これらの合金の融点は極めて高く、高熱のエンジン・

システムや大気圏突入機体や超音速機にはうってつけ

です。

透明アルミナ
　この鉄鋼よりも硬いセラミック、つまりサファイアは、傷

の付かない表面や透明な装甲が必要な時に活用され

ています。無重力鋳造技術によって魅惑的な透明構造

設計が可能になっているため、抗張力の弱さはむしろ

美点となっています。



メッシュ接続装備
『エクリプス・フェイズ』の技術品の殆ど全ては、ユーザー

の基本的なインプラントからの無線信号で操作するように

設計されていますが、基本的なインプラントのないユー

ザーでも扱えるモデルも手に入ります。どんな機器にも、

ユーザーが簡単に見つけられて状態の報告を受けられる

だけでなく、正しい使い方と手入れの仕方に故障の報告

や直し方まで教えてくれるほぼ顕微鏡サイズのコンピュー

タと無線リンク（「ボイス」と呼ばれています）があります。基

本的には控えめで実に便利ですが、安物だと声がうざっ

たいこともあります。

　ですから、殆どどんな機器でも、メッシュ経由で（無線の

範囲内なら直接）アクセス可能です。そのため、ハッキン

グや侵入の試みや電波妨害を受けてしまいます。しかも、

多くの機器はアクセスが公開されています（『スパイム』を

参照）。また、メッシュ接続装備をメッシュ経由で追跡する

ことが可能です。プライバシーと安全のため、こうした機器

はしばしば他のシステムに従属しています（『従属機器』

を参照）。キャラクターが身に着けたり運んだりしている機

器はパーソナル・エリア・ネットワークに所属していてキャ

ラクターのメッシュ接続やエクトに従属しているのが普通

です。メッシュ接続機器についての詳細は『メッシュ』の章

を参照してください。

　多くの機器にはＡＩが搭載され、ＡＩにはスキルソフトを搭

載しているので、それが言葉による指示やネットを介した

命令に従って機器を自分で操作することができます。ＡＩ

については『メッシュ』章と本章の『ＡＩとミューズ』で説明さ

れています。

無線とセンサーの有効範囲
『エクリプス・フェイズ』では、ほぼ全ての機器に小型無線

が搭載されているのでメッシュ接続が可能です。同様に、

多くの装備にカメラやマイクやその他の探知機といったセ

ンサーが仕込まれています。無線・センサー有効範囲表

には、これらの有効範囲が記載されています。
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無線・センサー有効範囲

サイズ分類 市街地 屋外 例

ナノ 20メートル 100メートル スマート・ダスト、ナノボット／マイクロボット・スウォーム

マイクロ 50メートル 500メートル マイクロバグ

超小型 １キロ 20キロ メッシュ接続

小型 ５キロ 50キロ エクト、小型無線遠投射機、携帯センサー

中型 25キロ 250キロ 無線中継機、機体のセンサー

大型 500キロ 5,000キロ



電源
『エクリプス・フェイズ』の動力機器は、どれも電源がなけ

れば動きません。わずかな例外を除けば、太陽電池や無

線エネルギー供給や強力なバッテリーを採用しているも

のが殆どです。標準型バッテリーは、２１世紀初頭の日用

品バッテリーの最高レベルと比べて２５倍の容量を持つ、

高密度の室温超電導バッテリーです。こうしたバッテリー

は柔軟にしたり機器に印刷したり繊維に編み込んだりす

るように作ることもできます。１００時間から５００時間の間

使え、残り少なくなったらユーザーに警告を発します。

　放射線が漏れないようしっかり防護されて３年以上使え

る、もっと強力な放射性同位体核バッテリーも手に入りま

す。核バッテリーで標準型バッテリーを充電するようにし

て、両者を併用することもあります。

　要は、話の筋で必要にならなければ、『エクリプス・フェ

イズ』で電源が問題になることは滅多にないだろうというこ

とです。電源トラブルはクリティカル失敗の結果として発

生することもあります。

個人強化
　人間であれＡＩであれ知性化動物であれ、太陽系の市

民の殆ど全てが、様々な形のバイオウェアやサイバーウェ

アやナノテクによる強化を受けています。ここでは最もあり

ふれた種類のものを紹介します。

　特記されていない限り、個人強化による有利な修正は

他の強化による有利な修正と併用可能で累積します。

標準的な強化
　太陽系で生産されるモーフの殆どには、以下の強化が

含まれています。

基本バイオ改造
　バイオモーフならほぼ確実にあり、多くのハビタットでは

これのないバイオモーフは公衆衛生を維持するために来

訪や移民が認められません。基本バイオ改造は、回復力

を増したり病気への耐性を大幅に強めたり老化を抑えた

りする、いくつかの遺伝子修復や母体に合わせたウィルス

やバクテリアで成り立っています。基本バイオ改造を受け

たモーフは２１世紀初頭のヒューマンの倍の速度で回復

し、失った身体部位をゆっくりと再生し、普通の病気の全

て（癌からインフルエンザまで）に耐性を持ち、老化も極

めて緩やかです。更に、一晩で３～４時間の睡眠しか必

要とせず、低重力や無重力環境への長期滞在による悪

影響を受けず、鬱や怪我の後のショック反応やアレル

ギーといった医学的問題からは根本的に解放されていま

す。［手頃ですが、殆どのバイオモーフには無料で含まれ

ています］

基本メッシュ接続
　現代モーフならメッシュ接続は必ずあります。このサイバ

ネティック脳インプラントのネットワークは、無線メッシュに

つながり続けて存分に活用したいと思うなら必須です。こ

のシステムには以下の要素が相互連結しています。

・頭内コンピュータ：このコンピュータはキャラクターの

パーソナル・エリア・ネットワークのハブとなり、ミューズの

拠点となります。スマートフォンとＰＤＡの機能全てを持ち、

メディア・プレイヤーやメッシュ・ブラウザや時計／カレン

ダーや位置管理／地図システムやアドレス帳や高性能な

計算機やファイル収納システムや検索エンジンやソー

シャル・ネットワーキング・ソフトのクライアントやメッセー

ジ・ソフトのプログラムやメモ帳として使えます。ユーザー

の強化感覚入力を管理し、どんなソフトでも起動できます

（『ソフトウェア』を参照）。また、他人の記録された記憶を

体験できるようＸＰデータを処理したり、自分のＸＰ感覚入

力をリアルタイムで他人と共有することもできます。容貌／

画像認識ソフトと暗号ソフトが最初から搭載されています。

・無線機：この無線機はユーザーとメッシュや有効範囲内

の他のキャラクターや機器を結びつけています。有効範

囲は、深宇宙といった無線への干渉がほとんどない場所

では２０キロ、混雑したハビタット内では１キロです。

・医療センサー：心拍数や呼吸数や血圧や体温や神経

活動を始めとするユーザーの医学的状態を、いくつもの

インプラントが監視しています。高性能な医学診断システ

ムがデータを解釈し、ユーザーに注意点や危険を知らせ

ます。

　こうした機能は使いたいと思うだけで使えます。［手頃で

すが、殆どのモーフには無料で含まれています］

皮質スタック
　ブドウの粒サイズの人工ダイヤのケースで守られた小さ

なサイバーウェア型データ収納ユニットで、首の脳幹と脊

髄が繋がっている場所に埋め込まれます。これにはキャ

ラクターのエゴのデジタル・バックアップが記録されていま

す。これにはナノウェアの要素もあり、神経接続と脳構造

を監視するナノボットのネットワークを維持し、リアルタイム

で変化を発見して死の瞬間までエゴのバックアップを更

新し続けます。キャラクターが死んだら、皮質スタックを回

収してそのバックアップから復活させることができます

（『再着用』を参照）。皮質スタックには外部アクセスや無

線アクセスは存在しない（セキュリティ上の理由により）た

め、外科的に除去しなければなりません（『皮質スタックの

回収』を参照）。皮質スタックは極めて頑丈で、傷つけたり

破壊したりするには特別な努力が必要です。ドロドロに溶

けたりバラバラになったりした死体から回収されるのが普

通です。ハッキングや外部からの干渉を防ぐためのセ

キュリティ手段として、メッシュ接続や他のインプラントから

は意図的に隔離されています。［手頃ですが、殆どの

モーフには無料で含まれています］

サイバーブレイン
　サイバー脳はシンセモーフやポッドを着用するエゴ（あ

るいは操縦ＡＩ）が宿る場所です。生身の脳をモデルとし
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ていて、心身一体的な構造をしていて指令ノード兼感覚

入力と意思決定の主処理点となります。サイバーブレイン

に一度に「宿る」ことができるエゴやＡＩは一体だけで、メン

バーを増やすならメッシュ接続か屋根乗りモジュールを使

用しなければなりません。サイバーブレインは記憶をデジ

タルで記録しているため、記憶力強化に相当する能力が

あります。また、内蔵型の指人形機能があるので遠隔操

縦もできますが、セキュリティを重視するユーザーがこの

機能を削除していることもあります。サイバーブレインはサ

イバーブレインハッキングなどの電子的潜入／攻撃の対

象となります。普通は首の付け根に、最低二つの外部ア

クセス・ジャックが付属していて、直接の有線接続が可能

になっています。［手頃ですが、全てのシンセモーフと

ポッドには無料で含まれています］

バイオウェア
　バイオウェア強化はモーフが設計ないし培養された時

点での遺伝子改造としても、既存のモーフへの後天的改

造としても行うことができますが、モーフの組織を修正す

るにしろ器官を体外で培養して埋め込むにしろナノマシ

ンを用いています。バイオウェアはバイオモーフ（ポッドと

知性化動物を含む）の強化には使えますが、シンセモー

フには使えません（『シンセモーフとバイオウェア』を参照）。

強化感覚
　最もありふれている強化感覚を以下に列挙します。全て

サイバー埋め込み版も手に入りますが、バイオウェアの方

がずっと一般的です。

　方向感覚：高性能の慣性航法による直感的な方角と距

離の感覚があります。どこが「北」かをはっきりわかるので

移動する方角を把握し続けられますし、どれだけ移動し

たかも大体はわかります。この強化があれば移動した経

路をいつでも引き返せますし、それが難しいのは航法の

目印が無い三次元経路くらいです（深宇宙や海中などで

は-30修正が適用されます）。ハビタット内での位置把握

は基本メッシュ接続さえあれば自動的な行動なので、この

強化を必要とするのは人のいない場所に赴くキャラクター

くらいです。［安価］

　反響定位：蝙蝠やイルカのものに似たソナーがあります。

周囲に超音波の短いパルスを放ち、耳に届いた反響の

パターンによって周囲の物の形を把握します。詳しくは

『強化感覚の使用』を参照してください。この強化は空気

中でも水中でも有効で、空気中では２０メートル先、水中

では１００メートル先まで有効です。［安価］

　強化聴覚：高周波や低周波も聞き取るように強化され、

通常の人間の倍の幅の周波の音を聞き取ることができま

す。『強化感覚の使用』を参照してください。更に、聴力も

それなりに敏感になっていて、本来よりも５分の１の距離

にいるかのように聞き取ることができます。この強化があ

れば小さなレストランの別のテーブルで交わされた静かな

会話ですら簡単に盗み聞きすることができます。聴覚に

関わる知覚テスト全てに+20修正が得られます。［安価］

　強化嗅覚：嗅覚がブラッドハウンド並です。臭いによって

薬品や個人を区別することができ、痕跡が数時間以内の

もので偽装されていないのであれば、臭いで化学反応を

起こしている物品を追跡することができます。また、５メー

トル以内にいる相手の感情や健康状態をざっと把握する

ことも可能です（それにより知覚テストや察知テストに+20

修正）。［安価］

　強化視覚：色彩識別能力に優れた四色型色覚を持って

います。また、テラヘルツ波からガンマ線までの電磁スペ

クトラムに対応していて、普通の人間の七色ではなく合計

で何十色もの色を認識することができます。その上ピント

合わせも柔軟で、倍率五倍の望遠鏡や双眼鏡に相当し

ます。この強化によって視覚に関わる知覚テスト全てに

+20修正が得られます。更なる応用については、『強化感

覚の使用』を参照してください。［安価］

精神強化
　精神強化は極めてありふれています。

・直観像記憶：かつて体験したことの全てを、詳細に思い

出すことができ、長期記憶を失いません。例えば、一か月

前に読んだ本のあるページを引用したり、一年前に見た

ランダムな２００文字の列を暗唱したりできますし、十年前

のある日の朝食に何を食べたのかすら思い出すことすら

可能です。ですが、実際に注意を向けたことしか思い出

すことはできません。誰かの机にあったノートの内容は、

もしそれをざっと眺めただけだとしたら、思い出すことはな

いでしょう。この強化を使うのに努力は不要で、ただ特定

の事実を思い出そうとするだけで構いません。［安価］

・超言語力：モーフの脳は小さい子供の言語に対する柔

軟性を今でも保っていて、言語の習得が実に簡単になり

ます。特性／超言語力と同様に扱います。［安価］

・超計算力：特性／超計算力と同様に扱います。［安価］

・多重人格：追加の人格一つを収納できるよう、脳が意図

的に分割されています。この多重性は、障害ではなく極

めて複雑な環境への対応を助ける認知上の道具とみなさ

れています。この追加の人格は、ゲームマスターが扱うＮ

ＰＣでもプレイヤーが作成した別のキャラクター（エゴの

み）でもダウンロードした別のキャラクターのフォークでも

かまいません。両方の人格が同じ皮質スタックにバック

アップされ、それをダウンロードするなら別々のモーフ二

つかこのインプラントを持つモーフ一つでなければならな

いのを除けば、この追加の人格は別のエゴとして扱われ

ます。

　モーフを一度に支配できるエゴは片方だけです。もう片

方は背後に退き、休眠こそしませんが表面では活動しま

せん。どちらのエゴも相手の行動や思考を完全に把握し

ています。何らかの理由で従属している人格が表に出よ

うと望んだけれどもう片方が支配権を渡したくないというと

きには、意志力×３で対抗テストを行います。どちらのエ

ゴも別々に理性値やトラウマ基準値を持ち、ストレスやトラ

ウマは別々に管理します。超能力攻撃や社会的精神的

干渉は表に出ている人格にのみ有効です。
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　頭の中にもう一人のエゴがいて思考の裏で活動してい

るというのは、マルチタスクの役に立ちます。ターンごとに、

精神的行動かメッシュ行動にのみ使える追加の複雑行動

一回を得ます。［高価］

物理強化

　殆どの物理強化バイオウェアは動物の能力から派生し

たものです。

・アドレナリン噴出：これはアドレナリン腺の強化で、ストレ

スや苦痛や強い感情（恐怖や怒りや欲情や憎しみ）に対

するアドレナリン反応を過剰供給します。活性化すると、

濃厚なノルエピネフリンの分泌が心拍と血流を加速して
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強化感覚の使用
　個人強化と技術的器具によって、殆どのトランスヒューマンの感覚能

力は大幅に向上しました。こうした感覚機能がもたらす能力について

のいくつかの具体例を、ここで紹介します。生身の感覚によるものでも

技術的なセンサーによるものでも能力は基本的には同じですが、技

術的センサーなら一部の波長を「オフ」にして特定の周波数だけを認

識することができるのに対し、生身の感覚では部分的に無視する能力

がないので全情報を認識するという違いがあります。

感覚データベース

　技術的センサーにも強化された生身の感覚にも、ユーザーが認識し

たものの識別を助ける走査された「シグネチャー」（訳注：対象の特徴

など）のデータベースが付随しています（バイオウェアの場合なら、こう

したデータベースはメッシュ接続に記録されていてそこからアクセスで

きます）。例えば、赤外線センサーには様々な動物や物品の熱シグネ

チャーがあるので、それらの識別の助けになります。この手の状況で

は、こうして認識した目標の識別に+20 の修正が適用されます。

アクティブとパッシブ

　アクティブ・スキャナーは実際に特定の周波数で発信を行う必要が

あり、それからその反響を計測します。そのため、似たようなセンサー

で探知して発信源を突き止めることができます。例えば、強化視覚が

あれば、普通の視力の持ち主が懐中電灯から放たれる光を見ることが

できるのと同様に、他人のテラヘルツ放射を文字通り見ることが可能

です。

　パッシブ・スキャナーは受け身の体勢で発生した周波数を受信する

だけで、何も発信しません。

電磁スペクトラム

『エクリプス・フェイズ』のルール上、電磁スペクトラムは波長と周波数

によって無線、マイクロ波、テラヘルツ、赤外線、可視光線、紫外線、

エックス線、ガンマ線に分けられます。

　レーダー（無線／マイクロ波）：レーダー・センサーはアクティブに無

線やマイクロ波を放射してそれが目標に反射するのを計測することで

成り立ちます。レーダーは金属製の物体の探知に最も向いていて、バ

イオモーフや小さな物品にはそれほど効果がありません（-20修正）。

分解能も高くないので、形を知ることはできますが色や詳しい形状は

わかりません。速度や動きを探知するのに使え、壁越し（装甲と耐久

値の合計が 100 に達するまで）に「透視」することができ、サイバー・イ

ンプラントや隠した物品を探知することができます。至近距離（１～２

メートル）では、胸腔の動きを計測することで心臓の鼓動や呼吸を探

知できます。

　テラヘルツ：テラヘルツ・センサーはテラ線（訳注：テラヘルツ波）を

放射して反射を計測し、それを物品や素材によって異なるテラヘル

ツ・シグネチャーのデータベースと比較します。分解能はレーダーより

も高いものの、普通の視力よりは若干劣ります。レーダーと同様に壁

などの物体を透視することが可能ですが、貫通力は劣ります（装甲と

耐久値の合計が 50 に達するまで）。テラ線は自然でも存在しますが、

大気（水や金属でも）に吸収されてしまうので、テラヘルツ・センサーに

は発信機が必要なのが普通です。ですが宇宙では、発信機は必要な

いでしょう。逆に、大気中でのパッシブなテラヘルツ・スキャンは有効

距離が２５メートルです。テラ線は皮膚を貫通しないので、インプラント

の発見には役に立ちません。

　赤外線：近赤外波長は暗視用に使われ、低光量状況での通常視力

に相当する分解能と精度があります。中赤外線や遠赤外線は熱源

（霧や煙に妨げられません）や温度の違い（セ氏 0.1度の精度でも）の

探知に極めて有効で、こうした熱映像は温かい熱源が自分より冷たい

物体にわずかの間残す熱痕跡を認識し、誰かが座っていた跡を見た

り消えゆく熱の足跡を追ったり時間さえ間に合うならば押されたのがど

のボタンなのかを見たりすることがかのうになります。赤外線ではバイ

オモーフの顔の血流もわかるので、感情状態を把握するのに役立ち

ます（察知テストに+20修正）し皮下インプラントを見つけることもできま

す。可視光線では白い壁には赤外線では反射性（鏡になっている）も

のもあり、赤外線視力の持ち主が角の向こうや背後を見れるようになっ

ていることもあります。逆に、赤外線では不透明なガラスもあります。赤

外線は薬品の配合の識別にも役立ちます（視覚だけで化学テストが

可能になります）。赤外線感覚入力はパッシブです。

　ライダー（様々な光）：赤外線から紫外線までの光を目標へとアクティ

ブに放射して後方散乱や蛍光などの性質を計測し、レーダーと似て

いますが分解能はずっとすぐれています。ライダーは大気の化学的特

性や天候の探知に非常に優れています。レーダーと同様に目標の移

動や速度を計測したり、三次元イメージを把握したりするのにも使えま

す。ライダーのうまい使い方の一つに、ある部屋にあるもの全てを前

もって正確に「マッピング」（スキャンに数ターンかかります）しておいて

から、何か動かされたものがないかどうか位置を確認するというのがあ

ります。

　紫外線：一部の動物や花や昆虫や尿や鉱石など、紫外線では蛍光

性（可視光線よりもずっと鮮やか）な物体があります。紫外線でしか見

えない模様を持つ植物や動物もあります。同様に、紫外線でなければ

透明な染料や紫外線に対して蛍光性なある種の物質（血液など）はセ

キュリティ系で多くの使い道があります。紫外線には不透明なガラスも

あります。

　エックス線／ガンマ線：エックス線やガンマ線周波を使って精密な立

体画像を取得する後方散乱画像化システムは、隠された武器やイン

プラントの発見に非常に便利です。こうしたシステムは壁や金属の透

視力も非常に優れています（人体に安全なレベルでも、装甲と耐久値

の合計が 200 に達するまで）。こうしたセンサーは、もちろん有害な放

射線の存在を探知するのにも使えます。

音波

　音、つまり媒体を伝わる振動の伝播は、可聴下音（普通の人間には

聞こえないほど低い周波数）、通常の音響範囲、超可聴音（普通の人

間には聞こえないほど高い周波数）に分かれます。音波は真空では

伝わりません。

　超可聴音：超可聴音ソナーはレーダーと同じような仕組みで、目標

に音波を反射させて反響を計測します。超可聴音の画像化も同様に

分解能が低く、形と動きはわかりますが、色はわからず、至近距離（１

～２メートル）でなければ細部はろくにつかめません。ですが、超可聴

音は素材の密度の識別には向いていて、密度の薄い素材の下にある

厚い素材も探知できます。多くの医療機器が超可聴音を活用してい

ますし、ガス漏れや摩擦によるモーターの雑音やその他の機械的な

異常を探知するのにも使われています。超可聴音センサーは通常の

音響範囲の雑音による影響は受けないのが普通です。

　可聴下音：可聴下音は普通の音よりもずっと遠く（数百キロ）まで届き

ます。機械的機構や地震擾乱や竜巻や滝や一部の気象現象が可聴

下音波を発生させます。ゾウやクジラといった大きな動物は長距離で

意思を疎通させるために可聴下音を使いますが、可聴下音による

データ送信は複雑なコミュニケーションには遅すぎます。

複合センサー・システム

　これらのセンサー技術は、まとめて使えば実に強力です。例えば、ラ

イダーと熱映像とレーダーを使えば、ある建物とその中にいる人と物

の全ての三次元マップが描けます。



炭水化物を燃焼します。ルール上、これによって負傷１個

による修正を無視して反射力を一時的に+10 します（反

射力に関連する技能とイニシアティブも増幅されます）。

これらの修正は、キャラクターが気を静めるまで有効です

（内分泌腺制御もあれば、アドレナリン噴出は自在にオン

オフ可能で、負傷無視の能力は累積します）。［高価］

・バイオ繊維装甲（軽装）：人工のクモの糸に似た生体繊

維でモーフの皮膚を補綴します。これによって、モーフの

肌の外見や肌触りや敏感さを変えずに 2/3の装甲値が

得られます。この装甲値は防具の装甲値と累積しますが、

バイオ繊維装甲（重装）や甲皮装甲の装甲値とは累積し

ません。［安価］

・バイオ繊維装甲（重装）：重装バイオ繊維装甲では軽装

のものと同じ繊維より高密度で分厚い網でモーフの皮膚

を補綴します。モーフの皮膚は厚くなり、間接以外では幾

分か硬くなります。また、見た目も不自然なほど滑らかに

なり、肌触りの滑らかさと丈夫さは明らかです。モーフの

動きを損なわずに 3/4の装甲値が得られます。ですが、

手と足と顔以外では触覚が大幅に落ちています（-20修

正）。この装甲は防具の装甲と累積します。［手頃］

・甲皮装甲：バイオ繊維装甲に節足動物の顕微鏡レベル

での構造と肌触りをモデルとしたチキン‐セラミック・ハイブ

リッド素材による頑丈だけど柔軟な装甲板を組み合わせ

たものです。存在は明らかで、外見にはワニや昆虫めい

たところがあります（キャラクターが選べます）。また、モー

フは完全に無毛になります。11/11の装甲値が得られま

す。この装甲値は防具や バイオ繊維装甲 の装甲値と累

積しません。［手頃］

・カメレオン皮膚：モーフの皮膚が複雑な色素胞で強化さ

れているため、カメレオンやタコの皮膚みたいに色を変え

ることができます。ほぼどんな色でにも模様にも合わせる

ことができます。停止しているかゆっくり歩いている限り、

見られたり気付かれたりするのを避ける潜入テストに+20

修正が得られます。キャラクターは、全裸か同じ色や模様

のスマート衣類を着ていなければなりません。偽装が不

完全か移動速度が速ければ、修正は+10 に落ちます。紛

れ込むだけでなく、意図的に目立ったり（気付くための知

覚テストに+20）か単に魅力的か印象的な色や模様を表

示したりするために意識的に肌の色や模様を変化させる

こともできます。［安価］

・体内時間調整：健康を維持して最高の精神能力で活動

するのに、２時間の睡眠しか必要としません。睡眠中は常

に夢を見ていて、ほぼ一瞬で寝たり起きたりできます。更

に、４４時間起きて４時間寝る２日サイクル生活を悪影響

なく簡単に行えます。［手頃］

・クロー：猫の爪に似た、収納可能な爪があります。この爪

は手先の器用さを損なわず、剃刀のように鋭利です。で

すが、かなり小さくて 1d10+1+（身体力÷10）ダメージしか

なく、AP は-1です。そのため、殆ど全てのハビタットで合

法で半ば武器半ば道具とみなされています。［安価］

・新陳代謝浄化：モーフを「清潔に」保つよう、共生細菌や

腸管内菌叢や腺が遺伝子改造されています。また、体内

や皮膚で細菌や酵母菌が繁殖するのを防ぐスマート抗体

を、モーフが分泌します。その結果、病気への感染や虫

歯や口臭が完全に防がれ、汗が臭わず、効率的な消化

によって排泄物の固さや臭さも幾分かはましになります。

［手頃］

・ドラッグ腺：特定のホルモンや薬品を精製して体内に分

泌するよう設計された、特別製の腺があります。この腺の

動きはコントロール可能で、薬品は自在に分泌することが

できます。種類の異なるドラッグ腺は別々の強化として扱

います。ドラッグや薬品の候補については『ドラッグと薬剤

と毒物』を参照してください。［ドラッグの価格よりも一段階

上］

・ウナギウェア：電気ウナギの遺伝子が元になっていて、

ウナギウェアを埋め込んで手や足（あるいは他の四肢）の

生体伝導体のネットワークにそれを接続し、接触によって

電撃ショックを発生させることができます。ウナギウェアは

一組のショック・グローブと全く同じ電撃ダメージをもたら

します。ウナギウェアはインプラントや触れている特別設
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計された携帯機器に電力を供給するのにも使えます。

［安価］

・感情抑制：これは内分泌腺制御の安上がりな代用品で、

モーフの感情反応と瞳の膨張や目の動きや声のトーンと

いった様々な非言語ヒントを自発的に抑制することができ

ます。この強化を使えば脳足りんが最高に鋭い観察者に

対応するのと同じやり方で嘘をついたり感情を隠したりで

き、虚偽テストとなりすましテストに+30修正が得られます。

この修正は、神経状態の判読を伴う嘘発見や感情探知

手段（プシー・ガンマ詭技を含む）には適用されません。

そして、この強化は全ての感情反応を抑制するので、リア

ルタイムの個人的交流では説得力が乏しくなり、説得のよ

うな他の社交技能テストには-10修正が課されます。この

強化は自在にオンオフ可能です。［安価］

・内分泌腺制御：この強化はモーフの内分泌腺系を改造

し、そのホルモン出力を細かくコントロールできるようにし

ます。これによって欲求と感情を完璧にコントロールする

ことができ、苦痛を抑えることもできます。飢えや恐怖や

詭技／感情操作みたいな感情への介入への抵抗に+30

修正が得られます。また、完璧な自信を持って嘘をつい

たり神経出力に関わらない嘘発見手段なら何でも完璧に

欺いたりでき、虚偽テストに+20修正が得られます。また、

不利な修正なしに 48 時間の間起き続けることができます

が、それ以降は普通に疲れ始めます。最期に、苦痛の発

生を管理する能力によって負傷１個による-10修正を無

視することができます。［高価］

・フェロモン強化：近くにいる他の人間に無意識に影響を

与える強化フェロモン信号を分泌するよう、モーフの生化

学的特性が改造されています。このフェロモンによって、

キャラクターは魅力的で信頼できるように感じられ、説得

などの適切な社交技能テストに+10修正が得られます。こ

の強化はフェロモンを嗅ぐことができるキャラクターにしか

効かず、知性化動物やゼノモーフには無効です。［安価］

・強化呼吸器：肺の効率と血液の酸素運搬力の両方を強

化することで、0.2気圧から 5気圧までの通常とは異なる

気圧環境で目まいも段階的な減圧の必要もなく快適に生

活できます。更に、最低限の活動を行いながら 30 分間、

あるいは極めて激しい活動を行いながら 10 分間の間、息

を止めていられます。［安価］

・えら：肺組織がえらとして働くように適応し、水が有毒で

も淀み過ぎていているのでもなければ空気中でも水中で

も呼吸することができます。この強化があるキャラクターは、

水中で呼吸する時は、一番下のあばら骨のすぐ下にある

スリット（空気中では閉じています）から水を排出します。

［安価］

・握力パッド：手のひらと下腕部とすねと足の裏に、特殊

なパッドがあります。ヤモリの足の吸盤を真似して設計さ

れていて、この強化を防ぐよう特別に設計されたのではな

い素材による表面にこれらのパッドを二つ以上付けること

で、壁や天井で体を支えることができます。どんな壁でも

登れ、体重を支えられる天井なら簡単に伝わって移動す

ることができるのです。登攀テストに+30修正が適用され

ます。パッドは登る表面とじかに接していなければなりま

せん（グローブは不可）。こうしたパッドの性質上、パッドが

あることは見ればわかりますが、触覚や手先の器用さは

妨げません。真空気密と組み合わせれば、真空状態の表

面にも吸い付くことができます。［安価］

・冬眠機能：本来の５％しか食料や水や空気を必要としな

いレベルにまでモーフの新陳代謝を自発的に低下させる

ことができます。キャラクターは深い眠りに沈んでいるよう

に見えますが、ぼんやりとした触覚と聴覚の認識は保って

いるので簡単に目を覚ますことができます。この状態に

なったりやめたりするのは、ある程度無力な状況では３分

必要です。空気さえ十分なら、水も食料もなしで４０日間

は安全に冬眠できます。［安価］

・筋肉強化：モーフの筋肉が強化調律されて筋繊維が強

化されています。身体力を+5します。［高価］

・神経化学強化：このバイオウェアは化学神経を強化して

神経伝達物質を増やし、神経接続を大幅に加速していま

す。精神的に活性化させることも特定の感情によって起

動させることも可能です。レベル１神経化学強化は行動

値を+1し、副作用はありません。レベル２では行動値を+2

しますが、強化が切れた後は１時間の間神経系の疲労に

よる後遺症（全ての行動に-20修正）が課されます。行動

値の強化は 30 分続きますが、再起動も可能です。望む

ならレベル２をレベル１として使うこともできます。［高価（レ

ベル１）、巨額（レベル２）］

・毒物腺：ドラッグ腺と同様に、蛇の毒腺みたいな毒物を

生成する特殊な腺があります。毒物腺は指や口にあるの

で、爪でひっかいたり血が出るくらい激しく噛んだり、場合

によっては同じ飲み物を飲んだり相手の飲み物に唾を混

ぜたりしたりすることで毒物を送り込むことができます。

モーフ自身は自分が生成する毒物に免疫があります。こ

の腺ではナノ毒物は生成できません。［毒の価格よりも一

段階上］

・器用な足：爪先が長く器用になって踵が足の指と対とな

る親指になるよう、足と脚の関節が改造されています。物

理的には、このモーフの足は細長い手か、人間の足に指

（および親指）みたいな踵がついたものといった感じです。

特製の靴を履かなければなりませんが、普通に歩くことは

できます。しかし、走る速度は普通の足のモーフよりも少

し遅くなります（行動ターンあたり－１メートル）。また、可

動範囲が広がるよう、お尻も少し改造されています。適切

な構造の椅子に座っているか無重量で漂っているなら、

手と足で同じ物体を扱うことができます。無重力生活者の

モーフのほとんどがこの強化を持っています。［安価］

・器用な尻尾：長い（1.5メートル）器用な尻尾が、モーフ

の臀部から尾骨沿いに追加されています。この尻尾は器

用で物品を掴んだり支えたりできますし、操作すること

だって可能です。集中すれば尻尾の動きをコントロール

することは可能ですが、集中していない時は勝手に動き

がちです。また、尻尾でバランスを取りやすくなり、バラン

スが問題になる身体技能テストに+10修正が得られます。

［安価］

・性変換：各種変換の複雑なセットによって、肉体的な性

別を男や女や両性や無性へと変換することができます。
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この変化は精神的に起動できますが、完了には約一週

間かかります。［手頃］

・皮下ポケット：小さな品物を隠し持てる（+30）ポケットが、

皮膚層にあります。［低額］

・気温耐性：体温管理と血行がかなり強化されていて、不

快や悪影響なしに-30度から 60度（セ氏）で生存すること

ができます。［安価］

・毒物濾過：肝臓と腎臓が強化されていて、肺にはバイオ

濾過器があります。この強化があれば、娯楽用ドラッグか

ら神経毒や痛んだ食べ物まで、ありとあらゆる生化学毒

物に対して安全です。更に、安全快適に煙を吸ったり塩

水を飲んだりできます。医療機と違って、毒物による短時

間の害や不快すらも感じません（医療機は毒によるダメー

ジを速やかに治療してからその毒をモーフから排出する

だけです）。この強化では強酸やナノテク攻撃や同様の

破壊的な薬品への抵抗力は得られません。この強化の持

ち主にはシアン化物やヒ素といった様々な化学毒物のグ

ルメに目覚めた者もいます。［手頃］

・真空気密：この強化を持つには、他に何らかのバイオ

ウェア装甲か甲皮装甲が必要です。このモーフは真空の

影響を生き延びるよう、特別に設計されています。皮膚は

真空に耐え、-75度から 100度の温度から身を守ります。

更に、口や鼻といった開口部は真空に耐えるよう閉じるこ

とができますし、目には特殊な薄膜がかかっているので、

目を傷つけることなく真空中で物を見ることができます。こ

の強化は強化呼吸器か予備酸素、あるいはその両方と

組み合わせるのが普通です。［高価］

サイバーウェア
　サイバーウェアを実際に埋め込むことは滅多にありませ

ん。代わりに、モーフを治療タンクに入れて、タンクのナノ

ボットがバイオモーフの体内にサイバーウェアを作成する

のです。バイオウェアで可能なことでサイバーウェアが使

われることはまずありません。

　シンセモーフやボットもサイバーウェアを使えます。

強化感覚
　バイオウェアの強化感覚をどれでも再現可能なのに加

えて、サイバーウェアでしか得られない強化感覚がいくつ

かあります。

・閃光耐性：この視覚改造は閃光による不利な修正を打

ち消します。［低価］

・電感覚：キャラクターは電場を知覚できます。５メートル

以内では、電子機器の電源がオンオフされたらすぐわか

りますし、壁の向こうや機器の内部にある電子配線の正

確な位置を見ることもできます。これによって電子機器の

分析や修理や改造に関わるテストに+10修正が得られま

す。［低価］

・放射線感覚：ニュートリノや圧縮粒子や宇宙線を含む、

ありとあらゆる危険な放射線の存在と大まかな発生源が

わかります。［低価］

・テラ線照射機：額の皮下に搭載したこのインプラントは、

弱いテラヘルツ放射線（テラ線）ビームを発生させて反射

したテラ線で物を見ることができるようにすることができま

す。『強化感覚の使用』で述べられているように、これを強

化視覚（あるいはテラヘルツ・センサー）と組み合わせるこ

とで、服やプラスチックや木や石や複合素材やセラミック

を事実上透視したり、様々な素材の配合を識別したりす

ることができます。このインプラントによる反射テラ線で、

通常の空気中では 20メートルまで、真空中では 100メー

トルまで見ることができます。［低価］

精神強化
　これらのサイバー強化は脳や精神の機能を増幅します。

・アクセス・ジャック：このインプラントは直接神経インター

フェースを持つ外部ソケットで、後頭部か首に埋め込む

のが普通です。これによって光ファイバー・ケーブルで外

部機器や他のキャラクターとの直接有線接続を確立でき

るので、無線リンクが信頼できなかったり完璧なプライバ

シーが必要だったりする場合には便利です。アクセス・

ジャックでリンクしている二人のキャラクターは、心と心で

「会話」したり自分のメッシュ接続等のインプラントの間で

情報を移送したりできます。全てのシンセモーフには最初

からあります。［低価］

・死亡スイッチ：これは皮質スタックのアクセサリで、スタッ

クがまずい相手に渡るのを防ぐために設計されたもので

す。モーフが殺されたら、死亡スイッチが皮質スタックを完

全に消去して融解し、エゴを回収できないようにします。

このオプションは最近バックアップを取った秘密工作員し

か使わないのが普通です。［低価］

・緊急遠投射機：この強化には皮質スタックが必要です。

モーフにはセキュリティ厳重なストレージ施設とリンクした

量子遠投射機が埋め込まれます。このインプラントの高い
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シンセモーフとバイオウェア
　バイオウェアの方が好まれていて一般的ではあります

が、多くの種類のバイオウェアはサイバーウェアでも真

似ることができます。これはバイオウェアでは強化できな

いシンセモーフやロボットの場合では特に便利です。以

下のバイオウェアはシンセモーフやロボット用のサイ

バーウェアとして再現できます。

・カメレオン皮膚

・ドラッグ腺

・ウナギウェア

・感情抑制

・強化感覚（全て）

・握力パッド

・精神強化（全て）

・筋肉強化

・神経化学強化

・毒物腺

・器用な足

・器用な尻尾



価格にはストレージの価格も含まれています。通常の無

線と量子暗号によって、遠投射機は４８時間ごとにキャラ

クターのエゴ（皮質スタックから得ます）の完全なバック

アップを送信します。エゴの送信はセキュリティ上の理由

と膨大な送信量によって制限されているのが普通なのを

念頭に置いてですが、ゲームマスターの裁量によってこ

のバックアップ周期を調整してもかまいません。こうした送

信はキャラクターがストレージ施設まで無線を届けられる

距離にいないと意味がないので、ハビタット内かバック

アップを送信する宇宙船の近くでしか使われないのが普

通です。無線送信が遮断されたり妨害されたりしていたら、

この機器によるバックアップは作成できません。

　この強化には、遠投射機が働かない場合に備えて、使

い捨ての緊急ニュートリノ送信機も搭載されています。こ

の送信機にはオレンジ大の三重冗長磁力封入器に込め

られた約１０ナノグラムの反物質が用意されています。

キャラクターが瀕死になったり緊急にモーフを離脱したく

なったら、エゴの最新のバックアップを変換した短く精密

なニュートリノ・パルスを一発発生するよう、このわずかな

反物質とわずかな通常物質を制御しながら接触させます。

ですが、その過程で発生する熱によってモーフ全体が文

字通り黒焦げになり、焼死させてインプラントや着用して

いる電子機器を全て破壊します。

　この過程全体は 0.1秒足らずで終わり、発信はニュート

リノ受信機がキャラクターの 100天文単位以内にあれば

受信可能です。太陽系では、このインプラントによって

キャラクターのバックアップは事実上保証されます。バック

アップ施設のニュートリノ圏外にある系外惑星ではあまり

意味がありません。このインプラントに含まれる反物質の

量は爆発を引き起こしたり周囲の物体にダメージを与え

たりするほど多くはありません。殆どのハビタットではこの

インプラントを持っていないかどうか、そして使用される反

物質の量がハビタットやその住民の害になるほど多くない

かどうか、全ての来訪者を厳しくスキャンしていますし、こ

のインプラントを全面的に禁止しているハビタットもありま

す。［巨額］

・屋根乗りモジュール：このインプラントによって、別のイン

フォモーフを頭の中に乗せることができます。乗せるイン

フォモーフは、ミューズでもＡＩでもバックアップされたエゴ

でもフォークでも構いません。このモジュールはメッシュ接

続とリンクしているので、屋根乗り者もメッシュにアクセス

できます。キャラクターは屋根乗り者のアクセスを制限し

たり、自分の感覚情報や思考や通信や他のインプラント

への直接アクセスを許可したりすることもできます。［安

価］

・記憶力強化：この強化と皮質スタックがあれば、自分が

体験した感覚データ全てにＸＰフォーマットのデジタル記

録としてアクセス（そしてそれを他人と共有）できます。記

憶力強化では、バイオウェアの直観像記憶と違って、自

分の感覚データを全部他人とデジタルに共有することが

できます。また、その時には注意していなかった感覚デー

タをじっくりと精査することもできます。例えば、キャラク

ターがある走り書きを目にしたけれど読んではいなかった

場合、後から画像処理ソフトでその光景を拡大できますし、

何と書いてあるかはまず間違いなくわかるでしょう。記憶

力強化を使えば、近くのテーブルでのその時には一部し

か聞き取れなかった会話みたいな背景ノイズも全て鮮明

に聞き取ることができます。記憶力強化で特定の情報を

抜き出すのは実に簡単なことですが、２分から２０分の集

中が必要なのが普通です。［安価］

・マルチタスク：この強化には皮質スタックが必要です。

キャラクターの脳に高性能のコンピュータがインストールさ

れていて、それが様々な精神的作業をこなすための短期

フォークを何体も同時生成するために皮質スタックのデー

タを使っています。このコンピュータは、これらのフォーク

全てをを最大４時間（望むならもっと早く）が経過したら

キャラクターの中核人格に自動的に統合するよう、設計さ

れています。この強化によって、それぞれのフォークが

別々に活動するので、スピーチの文言を練りながら集中

的にメッシュ巡りをしつつそれと並行して銃撃戦をしたり

追っ手から逃げたりできるのです。ですが、これらの

フォークは純粋に精神的な活動かオンラインの活動しか

行えません。この強化で一度に最大二体のフォークを産

み出せ、行動フェイズごとに精神的行動やオンライン行

動に使える追加の２複雑行動が得られます。このインプラ

ントを追加の行動をもたらす他の強化や精神加速と同時

に使うことはできません。［高価］

・指人形機能：この埋め込みコンピュータによって、バイオ

モーフの肉体（「人形」）を別のキャラクター（「人形使い」）

がコントロールすることができます。起動中は、人形は自

分の肉体をコントロールできずただ流れに身を任せてい

るだけ（ゲームマスターの裁量によっては、頻繁か極端な

コントロール喪失によって苛まされた人形がストレスをこう

むることもあるでしょう）です。人形使いは人形を直接

「ジャミング」することも、ロボットやポッドを遠隔操縦する

のと同様に遠隔操作することもできます。人形使いは人

形に屋根乗りしている（『屋根乗りモジュール』を参照）か

直接の通信リンク（メッシュや無線やレーザー等によるも

の）を確立していなければなりません。［手頃］

物理強化
　これらのインプラントはモーフの物理的な肉体を強化し

ます。

・サイバークロー：モーフの拳の骨にスマート素材の爪が

接合されています。この爪は皮膚の隠し穴から展開する

ことができ、拳から６インチ（訳注：約１５センチ）まで伸び

ています。剃刀のように鋭いこの武器は 1d10+3+（身体力

÷10）のダメージを与え AP は-2 です。ウナギウェアと併

用すれば、電撃も与えることができます。同様に、毒物腺

やナノ毒物インプラントによって毒やナノ毒物を注入する

こともできます。［安価］

・サイバーリム（四肢）：手足を簡単に再生できる時代では、

多くの人々がサイバー義肢を粗雑で不愉快に思っていま

す。ですが、スカムなどは、これを自己表現のお約束的な

シンボルとして扱っています。標準的な置換サイバーリム

は生身の手足と同様に働きますが、そのサイバーリムを
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指定して狙われたときに+3/+3の装甲修正が得られます

（この修正はシンセモーフには適用されません）。サイ

バーリムは本物らしく見えるように偽装できます（『生体偽

装』を参照）し、小さな物品を隠したり保管したりするため

の小さな保持スペースを持つこともできます。［手頃］

・サイバーリム・プラス：サイバーリムのもっと派手なモデル

も手に入りますが、それにはより大きな肉体改造が必要で

す。これらでは一本当たり身体力が+5（最大+10）されます。

生身の四肢との置換でも骨格フレームに接合する「追加

の」四肢でも構いません。こちらのサイバーリムは偽装で

きません。［高価］

・ハンド・レーザー：前腕部に武器レベルのレーザーが埋

め込まれていて、レンズにつながっている柔軟な導波管

が利き腕の指の第一関節と第二関節の間に仕込まれて

います。レーザーはこの導波管から発射され、2d10 のダ

メージを与えて AP は 0 です。レーザーの電源はモーフ

の胴体にある小型の核バッテリーから供給され、他のビー

ム武器バッテリーと同様に５０発撃ったら充填しなければ

なりません。［手頃］

・強化骨格：モーフの骨格が補強素材で補綴されていま

す。耐久値と身体力に+5の修正があります。［高価］

・予備酸素：胴体に小型の酸素タンクと再呼吸装置を埋

め込んでいます。このインプラントは軽真空服と同レベル

の生命維持システムを提供し、最大３時間の間快適に呼

吸することができます。モーフの血流に直接酸素を送る

ので、気圧の変化による問題はありません。埋め込まれた

センサーによって、空気の毒性や酸欠を検出したら用意

された酸素が自動的に使われます。真空気密がなけれ

ば、真空中では５分しか生き延びられませんが、その間

はずっと意識を保って活動することができるので、このイ

ンプラントがないキャラクターよりも避難場所や真空服を

見つける時間の猶予はずっと多くなります。このインプラ

ントは、呼吸可能な空気中に１時間いるごとに、１時間の

酸素貯蓄を回復します。キャラクターがほぼ純粋な酸素

の高圧環境にいれば１５分で完全に充填できます。［安

価］

・反射強化：モーフの脊柱と神経系が超伝導素材で再構

成され、通信速度を上昇させています。これによって反応

力が+10 され行動値が+1されています。［巨額］

ナノウェア
　全てのナノウェア強化は先進ナノテクノロジーで、特化

したナノマシンを生成するブドウの粒サイズのナノボット生

成機で構成されています。ナノウェアはバイオモーフだけ

でなくシンセモーフやボットでも使えます。

・ナノ毒物インプラント：ナノ毒物を生産するナノボットの巣

がモーフに埋め込まれています。このインプラントは、こう

したナノボットを爪でのひっかきや唾のばらまきやただ持

続的に素肌を触れ続けるだけですぐに展開できるように

設計されています。こうしたナノボットを展開するかどうか

は任意に選択することができます。それぞれのナノ毒物

生成機は一種類のナノボットしか生産できず、殆どどんな

生物でも殺したり無力化したりするよう設計されているもの

か、繊細な機械を破壊するよう設計されているものが最も

一般的です。キャラクターは自分のナノ毒物には免疫が

あります。ナノ毒物は厳しく規制されていて、多くのハビ

タットではこのインプラントの持ち主の入場を認めません。

［毒の価格よりも一段階上］

・医療機：これは一番ありふれたナノウェアです。ナノボッ

トがユーザーの肉体を細胞レベルで監視し、問題を発見

したら修理します。

　医療機は殆どの病気やドラッグや毒物（ただしナノドラッ

グやナノ毒物は除きます）を、宿主に深刻な害が及ぶ前

に排除します（『ドラッグの影響』を参照）。望むなら、酩酊

などの影響を許可するためにこの防御に一時的に介入

することも可能ですが、第二段階の特別指定介入を実行

しなければ、その毒の致命的か後遺症が残るレベルでの

摂取は防がれます。この場合、ドラッグや毒物の影響時

間を半分に減らすために摂取後に起動することもできま

す。

　医療機によって負傷１個の影響を無視することができま

す。また、『バイオモーフの回復』に記載されているように

通常の回復速度も速めます。ユーザーが一度に５個以上

の負傷を受けたか、あるいは１時間に６個を超える負傷を

受けたら、ダメージは医療機の修復能力を超えてしまい

ます。この場合、医療機はキャラクターを医学的停滞状態

にして心身を完璧に保全しますが、行動は全くできなくな

ります。また、その際には医療機がメッシュ接続経由で緊

急サービスに救急通報します。

　シンセモーフやボット用の医療機はシェルの一体性と内

部システム機能を監視修復するナノボットで構成されてい

ます。なお、シンセモーフ版の医療機によって医療機持

ちのバイオモーフと同様に自然回復することができます。

［安価］

・精神加速：このナノウェア・システムでは、ナノボットが

キャラクターの神経構造を書き換えてニューロンの機能を

強化します。思考速度を意図的に加速し、また普通の人

間よりもずっと速く感覚情報を認識処理することができる

ようになります。主観時間は遅く流れるように感じられ、た

とえ１秒足らずの余裕しかなくても次の行動を慎重に計画

することができます。このシステムを起動させれば、古い

アナログ・フィルムの一コマ一コマや通常の何倍にも圧縮

された音声など、普通の人間には速すぎて理解できない

ことも識別できます。また、通常の十倍の速度で本を読め

ますし、知覚テストに成功すれば銃弾などの高速物体の

軌跡を追うことができます。

　この強化を使っている間、行動フェイズごとに精神行動

にのみ使える複雑行動２個を得ます。またイニシアティブ

が＋３されます。このナノウェアが起動していない時には

普通の速度で思考しています。このナノウェアは、マルチ

タスクのような追加の行動をもたらす他の強化とは併用で

きません。この強化は好きなだけ使えますが、積極的に

使っていると普通の会話や社交活動が難しくなって続け

るのに精神を集中させなければならなくなります。［高価］

・ナノファージ：これらのナノボットは体内を巡回し、侵入し

たナノドラッグやナノ毒物の兆候を発見したら警報を発し
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て大きな影響を及ぼす前に破壊します。ナノファージは、

メッシュ接続経由でユーザーからの特別な傍観命令を受

けていなければ、ナノドラッグやナノ毒物に対する自動的

な免疫をもたらします。［手頃］

・オラクル：これらの神経マクロセンス（訳注：膨大な情報

による全体的な動向のリアルタイム分析）ナノボットは、

キャラクターが注意を向けていない感覚入力に気を配り、

見逃していたかもしれない重要な事柄を知らせます。また、

オラクルはある種の記憶バッファや検索補助としても働き、

短期記憶を延長し、記憶や細部を思い出すのを助け、他

の記憶と照合します。オラクルは集中していないことによ

る知覚テスト修正を打ち消し、推理テストに+10修正を適

用し、記憶関連のテストに+30修正を追加します。［手頃］

・呼吸細胞：これらのナノボットは極めて効率的な人工赤

血球として働き、酸素と二酸化炭素を運ぶ能力に優れて

います。これによって４時間まで息を止めることができ、耐

久値が+5されます。［手頃］

・スキルウェア：モーフの脳がダウンロードされた情報で

フォーマットできる人工ニューロンのネットワークで補綴さ

れています。これによって脳にスキルソフトを自分の脳に

ダウンロードして、そのスキルソフトを消したり書き換えたり

するまでプログラムされた技能を使うことができるようにな

ります。スキルウェア・システムは一度に 100 技能点分ま

でのスキルソフトしか扱えません。［高価］

・百面相：この変装インプラントによって、顔の特徴や筋肉

組織を再構成したり肌や髪の色を変えたりできます。２０

分ばかりで過程全体が完了します。百面相によって変装

テストに+30修正が追加されます。［手頃］

・スキンリンク：スキンリンク・ナノボットはモーフの外皮や

シェルの表面にあり、ユーザーが接触した電子機器に自

動的に進出して物理的接続を確立します。また、通信の

ためにバイオモーフの皮膚の電場も活用しています。そ

のため、機器に触れるだけで通信したりメッシュしたりでき

るのです。これは有線リンクとして扱われるので、無線の

傍受や妨害の対象にはなりません。また、スキンリンクを

持つキャラクター二人は、触れるだけで通信したりメッシュ

したりできます。［手頃］

・腕部道具：両方の手首の周りに、ナノボット生成機を内

蔵した幅６センチの金属バンドがあります。ナノボットは合

体して便利ツール代わりになり、先端が専用の道具に

なった細くて極めて柔軟な腕になります。また、ナノボット

は小さな隙間の向こうを見るのに使える細い光ファイバー

やバイオウェアのクローに相当する小さな武器も生み出

せます。こうした道具は心でコントロールできるので、機械

の部品の修理や改造や錠前破りや警報システムの無力

化や応急手当てに+20修正が得られます。［手頃］

美容改造
　美のありふれた時代では、多くの人がごく普通に肉体へ

の芸術的な美容改造を追及しています。昔は危険か過

激だと思われていた肉体改造は、今では安全かつ一般

的で、無政府主義者やスカムや僻地民にとってはなおさ

らです。

・肉体彫刻：モーフの優れた体格で不満なら、耳や指の

伸長や鼻の整形や髪の増毛／脱毛や羽毛やエキゾチッ

クな目や蛇の肌や性器の追加やもっと特殊な肉体的変

化といった特注の肉体彫刻で更に先に進めます。［安価］

・ナノタトゥー：ナノボットで作られたタトゥーは、皮膚を移

動したり形や色や明るさや肌触りを変えたり、違う文章や

画像に変更したり、皮膚上でちょっとしたホログラフ効果

を発生させることすらでき、これらは全てメッシュ接続でコ

ントロール可能です。［安価］

・ピアシング：体のどこだろうと、ピアスする（大抵は何本

も）手段を誰かが見つけています。通す物としては輪や

バーベルやプラグやチェーンが極めて一般的で、しばし

ば形状変化スマート素材で作られています。［低額］

・スカリフィケーション：現代医学の能力を考えれば、どん

な種類の傷跡も純粋な飾りです。［低額］

・体臭変更：肉体の生化学的要素を少しいじれば、自然

な体臭を変えたり常に香りをまとったりできます。［安価］
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・皮膚染色：およそ考えられるどんな色や模様にも染めら

れます。［低額］

・皮下インプラント：皮膚の下に小さなインプラントを埋め

込んで隆起やうねりやピアス止めといった構造や変化を

作り出すことができます。［低額］

ロボット強化
　以下の改造はシンセモーフやロボットにのみ可能です。

装甲
　これらの装甲改造はシンセモーフの初期装甲値に追加

します。防具とは併用できません。

・戦闘用重装甲：シンセモーフのフレームに、本格的な戦

闘活動に備えた重武器からの防護となる装甲が搭載され

ています。この改造は嵩張って目立ちます――フレーム

が頑丈な甲殻に包まれているのです。ボットの初期装甲

を+16/+16します。追加重量に対応できるよう、シェルの

移動システムと運動出力も強化されています。［高価］

・産業用装甲：シェルに、衝突や過酷な天候や作業場の

事故といった過酷な扱いからの防護が搭載されています。

ボットの初期装甲値を+10/+10 します。［手頃］

・戦闘用軽装甲：シンセモーフのフレームが、警察やセ

キュリティ用に設計された装甲で護られています。これに

よってボットの初期装甲値が+14/+12 します。［手頃］

移動システム
　シェルの設計で採用されている推進システムには色々

あり、特定の環境や重力で使うよう作られていることもあり

ます。複数の移動システムを持つシンセモーフもあります。

そうしたシステムの多くは収納型なので、シェルのフレー

ムに格納することができます。

・跳躍：カエルやバッタみたいに、モーフを前や上に推進

させる二つ以上の脚があります。［手頃］

・ホバークラフト：羽根車で高圧空気のクッションを地表に

叩きつけ、シェルのフレームを地面から浮かします（現代

のホバークラフトはゴムのスカートを使いません）。殆どの

ホバークラフトは地面からの高さ１メートルかそこらを移動

しますが、短距離ではもっと高く浮かぶこともできます。

［安価］

・イオン：浮力と推進力を産み出すために周囲の空気を

プラズマへとイオン化するという電磁流体力学の原理に

よって浮遊と飛行を実現しています。また、安定性を高め

るために回転しています。このシステムは真空では働きま

せんが、水中バージョンは液体環境で推進するために同

じ仕組みを採用しています。［高価］

・マイクロライト：低重力や微重力の環境では人気がある

マイクロライトは、動力パラグライダーやオートジャイロや

気球や飛空ステーションや小型飛行船といった様々な超

軽量飛行機や浮空システムをまとめたものです。［安価］

・回転：円形シェル専用で、このシステムによってシンセ

モーフがボールみたいに転がることができます。シェルは

内軸を中心に回転し、モーター駆動の振り子によって推

進します。［手頃］

・回転翼：翼の回転によって揚力を産み、シェルがヘリコ

プターみたいに動いたり浮かんだりできるようになります。

殆どのモデルではティルトローター（訳注：向きを前方か

上かに変更できる回転翼）かティルトウィング（訳注：回転

翼だけではなくそれを備えた主翼全体の向きを変えられ

る翼）を備えているので、回転翼を前に向けることができ

ます（プロペラ機に近い速度と無重力での扱いやすさの

ために）。このシステムは真空では働きません。［安価］

・蛇行：スリセロイドがよく使う移動システムで、側面のうね

りを使い、肉体を左右に振ってフレームを前進させます。

こうしたシェルは横這いや折り畳み動作（前部を伸ばし、

それから後部を収納する）で移動することもできます。ま

たジャイロスコープ制御も搭載しているので、輪になって

車輪のように転がることもできます。［手頃］

・無限軌道：無限軌道シェルは、他の地上機ならはまり込

んでしまうような地形でもスマート軌道接地面によって渡

ることができます。高い障害物を乗り越えるために車高を

高くしたり溝やクレバスを渡るために車長を長くしたりする

こともできます。［安価］

・指向推力：一組の翼で揚力を産み出すためにターボ

ファンかターボジェットを使っています。エンジンの向きは

変更可能で垂直離着陸したり無重力で

機動性を高めたりするために様々な方向に推力を向ける

ことができます。［手頃］

・歩行：地面を歩いたり這ったりするために二つ以上の手

足を使います。多くは地面から離れないように握力パッド

や磁力システムを使っています。［安価］

・有輪：有輪シェルの殆どは障害物に対応して階段を登

ることすらできるスマート・スポークを備えています。低重

力シェルにはパンク耐性があって自己修復する圧縮ガス

タイヤを備えているものもあります。［安価］

・翼：主に小型シェルで使われていて、四つの別々にコン

トロールされている翼によって浮かんだりどんな方向にも

機敏に動いたりできます。［安価］

物理改造
　これらの改造はシェルの物理的フレームに対して行わ

れます。

・追加リム：一つ以上のリム（手足）が追加されています。

それを使用する際には非利き腕修正が課されます（『複

数武器の使用』を参照）。こうしたリムには腕（手や掴み具

などが付いています）や脚や触手の類や何らかの関節付

き器官や尻尾などがあります。リムを全方位に動かすこと

ができる回転型フレームになっているシェルもあります。

［安価］

・フラクタル指：小さな指に細分でき、そして更にそれをま

た細分してマイクロメートル級に細かくできる「入れ子ロ

ボット」指があり、極めて細かい操作が可能になっていま

す。こうした細かい操作が関わる状況（精密な修理作業な

ど）では運動力に+20修正を適用します。このボーナスを

得るには有効なナノ顕微視力が必要です。［手頃］

・隠し収納部位：貴重品の収納やブツの密輸にはうって
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つけな、安全な体内の収納部位への隠し開口部がありま

す。人力でもセンサーによる走査でも、この収納部位を発

見する際には-30修正が適用されます。［安価］

・磁力システム：このシステムによって殆どの磁性素材に

張り付くことができます。これによって無重力環境で磁力

で張り付いた表面の上を歩いたり天井にぶら下がったり

他の機器を落としたり漂ったりさせずに保持したりできま

す。何かに対して磁力を維持する際の判定に+30修正を

受けます。［安価］

・モジュール型設計：このシェルは別の構造パターンを持

つ同様のモジュール型モーフと連結合体してより大きな

ゲシュタルト体を形成するように設計されています。他の

モジュールと合体しているときには、まとめて一体のユ

ニット／モーフとして扱われ、能力を共有します。ダメージ

を受けてから分離したら、ダメージと負傷は各モジュール

で平等に分配され、余りはランダムに割り振られます。合

体時の具体的な能力は構成次第で、基本的にはゲーム

マスター次第です。［高価］

・空気圧肢：四肢に最大 7,000ニュートンの力を発生させ

る空気圧シリンダー・システムが仕込まれています。これ

によってシェルは物を押したり派手な跳躍をやってのけた

りできます（人間サイズ／重量のシンセは高さ２メートルま

で跳べます）。パルクール・テストに+20修正を適用します。

素手戦闘で相手を打つのに空気圧肢を使えば 1d10 の

ダメージが追加されます。［安価］

・収納型／延長型四肢：シェルの四肢は、フレーム内に

完全に折りたたんだり、あるいはもっと長く（たいていは１

～２メートル追加）したりできます。延長型四肢によって接

近戦闘でリーチの利が得られます。［安価］

・形状調整：シェルは形状を変えるためのスマート素材で

できていて、質量が変わらない範囲で高さや幅や胴回り

や外見の特徴を変えることができます。この改造はモーフ

を特定の作業（トンネル内を這い回れるように細長くしたり、

安定性を高めるために下半身の幅を広くしたり、複数の

アクセス・ポイントに同時に接触するために体を伸ばした

り、など）に向けた特別仕様に再構成するために行われる

のが普通です。また、この改造によって変装用に外見を

変えることができ、変装テストに+30修正が適用されます。

［高価］

・構造補強：この改造はシェルの構造的な完全性を強化

し、ダメージに耐える能力を高めます。耐久値を 10、負傷

基準値を 2上昇させます。［手頃］

・群構造：このシェルは一つのユニットではなく、何百とい

う昆虫サイズのロボット・マイクロドローンの群れです。そ

れぞれの「虫」は這ったり転がったり何メートルか跳んだり

ナノサイズ回転翼で宙に浮いたりできます。サイバーブレ

インやセンサー・システムやインプラントは群れ全体に分

散されています。群れが融合しておよそ子供サイズの形

をとることも可能ですが、群れが一つのユニットとして何か

を掴んだり持ち上げたり支えたりすることはできません。で

すが、それぞれの虫が電子機器への干渉能力をしっかり

と持っています。群れは殆どの装備を持てませんし防具

も着れず、筋力に関わる身体力系の技能テストも行えま

せん。戦闘においては、ナノスウォームと同じルールを使

います。ダメージや負傷は虫の損傷や破損となります。群

れは追加の虫の生産によって「治療」できます。［高価］

・生体偽装：シンセモーフはリアルな疑似皮膚の外装を備

えていて、バイオモーフ（時には特定の人物）として通用

するよう丁寧に造形されています。モーフは泣いたり唾を

吐いたりセックスしたりできますし、切られたら出血すらし

ます。しっかりとした身体検査、あるいはレーダーかテラ

ヘルツかエックス線によるスキャンでしか正体を見破るこ

とはできず、そうした検査やスキャンですらも-30修正を

課されます。［手頃］

・武器マウント：武器を内蔵（あるいは搭載）しています。こ

の武器マウントには内部（隠蔽型で、シェルよりも小さな

武器しか扱えず、発見するための知覚テストに-30修正）

のものも外部（露出型）のものもあります。固定式（一方向

のみ）のものも旋回式（射界が制限されています）のものも

関節付きマウント（全方位）のものもあります。［安価だが、

隠蔽型か関節付きなら手頃］

センサー
・全方位視野：シェルの視覚センサーは全方位の視野が

得られるように配置されています。［安価］

・化学探知機：このセンサーは空気中の微粒子を探知し

てその化学構成を分析します。毒や臭いを含むガスの存

在に気付くための化学テストが可能になります。また、爆

発物や火薬式銃の存在に気付くこともできます。［手頃］

・ライダー：レーザー光を発振してその反射を計測し、そ

れによって目標との距離や速度や画像を認識します。

『強化感覚の使用』を参照してください。［安価］

・ナノ顕微視力：シェルの視覚センサーは顕微鏡みたい

に視野を拡大し、光学回析の限界を超えてナノメートル

級の物体を見るために先進スーパーレンズ技術を使って

います。このスケールで物体を見るにはほぼ停止してい

なければなりません。［手頃］

・レーダー：このセンサー・システムは電波やマイクロ波を

目標に反射させた結果を計測し、それによってサイズや

構成や動きを判断します。『強化感覚の使用』を参照して

ください。［安価］
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防具
　現代の個人装甲システムは２１世紀初頭の高弾性ポリ

エチレン熱可塑性プラスチックやアラミド繊維から進歩し

ました。『エクリプス・フェイズ』の防具は、有機織物繊維や

結晶構造に培養されたプレートという形ではバイオ技術

の産物で、衝撃吸収フラーレン素材という形ではナノテク

の産物です。時には、金属ガラスのプレートや衝撃を受

けると硬くなる対切断液体など、他の素材が使われること

もあります。こうした装甲は（徹甲）銃弾や力学的衝撃だけ

でなく刀剣武器や鋭い突刺物体にも有効です。またエネ

ルギー武器や電撃の爆発的な熱も遮断します。こうした

装甲は銃弾を防ぎ、何層もの素材が銃弾を止めてその運

動エネルギーを体全体に分散しますが、それでも打撲を

もたらすことがあります。

　戦闘における装甲のルールは『アクションと戦闘』章の

『装甲』にあります。装甲エグゾスケルトンは『ロボットと機

体』に収録されています。

・アーマー・クロージング：力学武器やエネルギー武器に

対する最低限の防御になる極めて強靭な有機織物繊維

やフラーレン素材を通常のスマート素材に編み込んで、

目立たないセキュリティを提供する様々な穏当な装甲衣

類（アーマー・クロージング）を仕立てることができます。こ

うした防御服は普通の衣類と見分けがつかず、スタイル

やデザインも自由自在です。3/4の装甲値があります。

［低額］

・アーマー・ベスト：身体の重要部位をもっと徹底的に護り、

腹部と胴体を完全に多い、首を固い襟で守り、金的用の

股下防御まであります。アーマー・ベストはかさばりはしま

せんが、防具であることは明らかです。アーマー・クロー

ジングと併用しても不利な修正はありません。6/6の装甲

値があります。［安価］

・ボディ・アーマー（軽装）：これらの高性能装甲装備は、

着用者の頭から爪先まで守ります。一体型のアーマー・

ベストが四肢と関節部の防御で補強されていて、それで

いて柔軟で動きやすいのです。ボディ・アーマーはセキュ

リティや警察の要員がヘルメットと一緒に着用しているの

が普通です。10/10 の装甲値があります。［安価］

・ボディ・アーマー（重装）：軽装のボディ・アーマーと似て

いますが、防護層が追加されていて、しばしば特定人物

の肉体に合わせて人間工学的に製造され、過酷な環境

から着用者を守るための体温管理付き環境気密がありま

す。13/13の装甲値があります。［手頃］

・クラッシュ・スーツ：産業作業場での安全と無重力衝突

事故から身を守るために設計されたクラッシュ・スーツは、

スポーツ愛好家や探検家にも好まれています。この基本

的なジャンプスーツにはアーマー・クロージングと同レベ

ルの快適な防御力があります。ですが、電気信号で起動

すると、スーツ内部の弾性ポリマーが硬化して重要部位

に対する堅固な防護となります。起動していない時には

3/4の、起動時には 4/6の装甲値があります。［安価］

・ヘルメット：この防具付属品はボディ・アーマーと併用す

るのが普通です。ライト・ヘルメットは開放型ですが、フ

ル・ヘルメットは密封型で１２時間の空気付きの環境気密

があります。ライト・ヘルメットは装甲値に+2/+2 の修正が

あり、フル・ヘルメットなら+3/+3です。ヘルメットの多くに

はエクトや無線中継機やスペックに相当するセンサーが

搭載されています。［低額］

・ライオット・シールド：群衆制圧に使われるライオット・

シールドは軽くて頑丈で命令すれば帯電させて外側に触

れた相手を感電させることができます（電撃攻撃として扱

います）。ライオット・シールドは装甲値に+3/+2 の修正が

あります。［安価］

・セカンド・スキン：クモの糸やフラーレンで編まれたこの

軽量ボディスーツは、下着として着用するのが普通です

が、ユニフォームとして着用するアスリートもいます。防御

力は最低限ですが、他の防具と併用しても不利な修正は

ありません。1/3の装甲値があります。［安価］

・スマート・スキン：着用者の肌を覆う先端ナノ液体です。
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装甲値

防具 エネルギー 力学 ページ

アーマー・クロージング 3 4 311

アーマー・ベスト 6 6 312

バトルスーツ（動力エグゾスケルトン） 21 21 344

バイオ繊維装甲（軽装） 2 3 302

バイオ繊維装甲（重装） 3 4 302

ボディ・アーマー（軽装） 10 10 312

ボディ・アーマー（重装） 13 13 312

甲皮装甲 11 11 303

クラッシュ・スーツ（非起動時） 3 4 312

クラッシュ・スーツ（起動時） 4 6 312

エグゾウォーカー 2 4 344

ハードスーツ 15 15 334

ヘルメット（ライト） ＋２ ＋２ 312

ヘルメット（フル） ＋３ ＋３ 312

ハイパーデンス（エグゾスケルトン） 6 12 344

ライオット・シールド ＋３ ＋２ 312

セカンド・スキン 1 3 312

スマート・スキン 3 2 312

スマート真空服 2 4 312

スプレー・アーマー 2 2 312

シンセモーフ産業用装甲 10 10 310

シンセモーフ戦闘用装甲（軽装） 14 12 310

シンセモーフ戦闘用装甲（重装） 16 16 310

トランスポーター（エグゾスケルトン） 2 4 344

トライク（エグゾスケルトン） 2 4 344

真空服（軽装） 5 5 333

真空服（標準） 7 7 333



液状の水銀みたいですが、普段は普通の肌の感触と柔

軟さを保ち、起動すると着用者を護って運動エネルギー

を分散できるくらい硬化します（動きを妨げないよう、関節

部分は柔らかいままですが）。キャラクターが身につけて

いる特殊なナノハイブが、ナノボットを補充したり使わない

時に収納したりします。ナノボットを体全体に展開するの

には１行動ターンかかります。3/2 の装甲値があり、他の

防具と併用しても不利な修正はありません。［安価］

・スプレー・アーマー：この手軽な装甲塗料はスプレー缶

に入っていて素肌に張り付く（でも髪や目にはくっつかな

い）スマート化学ポリマーを噴射します。ポリマーは人体

の温度になるとラテックス・スーツみたいな外見と肌触りの

密着したボディ・アーマー繊維に凝固します。スプレー・

アーマーは機械のモーフや衣類や防具には反応しませ

ん。アーマーの色と肌触りは電流や追加のポリマーに

よって調節できるので、社交人やナイトライフ・シーンで好

評です。スプレーされたアーマーは洗っても落ちません

が、１２時間ごとに１点（エネルギーと力学の両方）劣化し

ます。特殊なナノテク溶剤で落とすこともできます。2/2 の

装甲値があります。［安価］

防具改造
　防具改造は特定の危険に対する抵抗力を高めたり何ら

かの効果をもたらす追加の素材や被膜を付け加えます。

防具改造は適切なナノボット塗布機を使えば簡単に着脱

できます。

・蒸発パッチ：この薄くて軽い棒状追加パッチは、ビーム

や爆発の熱やエネルギーを吸収して安全に蒸発して高

熱ガスを排出するように設計されています。蒸発パッチは

装甲値を+4/+2上昇させますが、命中ごとに蒸発パッチ

の装甲値はエネルギー装甲も力学装甲も１ずつ低下しま

す。［低額］

・カメレオン・コーティング：これによってカメレオン外套と

同じ効果が得られます。［低額］

・防火：耐熱セラミックや防火素材（どちらも超高熱に耐え

られる）の追加を含みます。装甲値を+4/+2上昇させ、熱

や火に対しては装甲値が 10追加されます。［低額］

・免疫原システム：この改造は、特殊なナノハイブによって

維持される能動的なナノボット・スウォームを追加し、それ

が防具の外側と着用者のモーフの防具に覆われていな

い部分も覆います。このナノボットは接触した毒物やナノ

毒物を中和する外層免疫システムとして働きます。スラッ

プ・パッチや散布グレネードといった、皮膚接触のドラッグ

や毒物やナノ毒物への免疫となります。吸入ドラッグや経

口ドラッグや注入ドラッグ（ドラッグを塗布した武器を含む）

には無効です。［安価］

・ロータス・コーティング：水と似た液体全てを弾く超撥水

コーティング（接触角が約 170°）が防具に組み込まれて

います。防具に液体の毒物や薬品がかけられたら、液体

が防具から弾かれるので効果が落ちます。液体による攻

撃に対する防御に+30修正が適用されます。［低額］

・攻性装甲：起動すると、防具の外側が帯電して触れたも

の全てに電撃を加えます。電撃攻撃として扱います。［安

価］

・リアクティブ・コーティング：先進ナノテクの厚い層を防具

に被せ、攻撃の飛来を感知するように設計されたナノボッ

トのコロニーで守るように設計されています。攻撃がコー

ティングに当たると、その攻撃を逸らすように爆発します。

バーストやフルオートは一つの攻撃として扱います。リア

クティブ・コーティングは装甲値を+5/+5しますが、起爆ご

とに着用者に１点のダメージが自動的に与えられます。リ

アクティブ・アーマーは接近戦闘の攻撃にも有効で、攻

撃者は更にこの小爆発で攻撃ごとに 1d10÷２（端数切り

上げ）のダメージ（装甲は有効）を受けます。リアクティブ・

コーティングは５回だけしか働かず、その後は特殊なナノ

ボット・ハイブが１時間当たり１点の比率でコーティングを

補充します。［手頃］

・反射光沢：反射鏡や反射性メタマテリアルや放熱機付き

のエネルギー変換システムによって、エネルギー武器へ

の防御力が高められています。装甲値を+3/+0 します。

［安価］

・自己治癒：修理スプレーと同様に働くナノハイブを備え

ています。［手頃］

・絶縁：絶縁防具は放電に対して電気的に遮断されてい

て電撃武器の効果を軽減します。ショック・バトンの効果

に抵抗する際に+10修正を追加します。［安価］

・断熱：体温を電気エネルギーに変換することによって熱

シグネチャーを曖昧にします。そのためこの目標を熱セン

サーによって発見するのが難しくなり、知覚テストに-30

修正が適用されます。［手頃］

通信
　無線は、一番古く、そして今でも一番広く使われている

通信技術です。人類が住むどんなハビタットや天体も無

線通信で溢れかえっていて、人間も機械も知性化動物も

皆、常にお互い通話しています。一番小さい無線機は塵

の一粒ほどしかなく電波も２０メートルまでしか届きません

が、一番大きいのではトラックサイズで何千マイルにも届

きます。大小様々な無線はどこにでもあり、殆ど全ての機

器が少なくとも短距離の無線を搭載しているのでメッシュ

と通信することが可能です。殆どのモーフはインプラント

無線が含まれている基本メッシュ接続を搭載しています。

無線の有効範囲については、『無線とセンサーの有効範

囲』を参照してください。

・光ファイバー・ケーブル：二つの機器の間で有視界接続

を確立するのに使われます。無線がどこにでもあるのと

ケーブル絡みの不便さがあるので、プライバシーの必要

な場合（無線通信と違って、光ファイバーの信号は傍受

できません）や無線障害のひどい地域でしか使われない

のが普通です。［低額］

・レーザー／マイクロ波リンク：これらの携帯機器は細い

ビームによって別のレーザー／マイクロ波リンクとの有視

界通信チャンネルを確立するのに使われます。こうした送

受信の有効範囲は環境によって様々ですが、大まかには

大気圏内で５０キロ、宇宙空間では５００キロです（地平線

の問題も考慮する必要があり、これは地球上では５キロ、
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より小さい天体ではもっと短くなります）。レーザーは霧や

塵や煙といった視界障害によって妨げられ、またマイクロ

波は金属製の障害物で遮られます。こうしたリンクはビー

ムの直線状にいなければ傍受できません。このシステム

の超小型版を採用しているチームもあり、各人が着用し、

無線みたいには傍受できないチーム内有視界通信を確

保しています。［手頃］

・無線中継機：この機器はインプラントやエクトやマイクロ

バグなどによる短距離無線の距離や感度を増幅します。

中継機は短距離機器の範囲内にある（か光ファイバー・

ケーブルで直接リンクされている）必要があります。その

機器から受信した内容をそのまま、都市部では 25キロ

（辺鄙な地域では 250キロ）の有効範囲で再送信します。

無線中継機からの放送は放送を探していれば簡単に受

信できます（『無線走査』を参照）が、発信を偽装すること

もできます。中継機はハビタット等の文明的な地域から遠

く離れて旅するキャラクターがよく使っています。［安価］

ニュートリノ通信
　ニュートリノというのは、どんな固体でも簡単に通過でき

て妨げることができない粒子です。そのため、通信の媒体

としては理想的です。その代わり、傍受も簡単です。二か

所の間での細いニュートリノのビームですら、送信先の背

後に受信機を置くだけで傍受できるのです。ニュートリノ

通信には、ニュートリノ発信を発生させるための高エネル

ギー粒子相互作用のための大型電源が必要です。

ニュートリノ受信機もそれなりに大型で、少なくとも１００立

方メートルを占めます。ニュートリノ通信機の殆どは全方

位にニュートリノを発信できるよう設計されていますが、細

いビームによる発信も可能です。多くのニュートリノ通信

ではセキュリティ上の理由で量子遠投射を活用していま

す。

・ニュートリノ通信機：この通信機は少なくとも 100天文単

位の有効範囲でニュートリノ信号を発生させたり受信した

りできます。８立方メートル（一辺２メートルの立方体）と大

型ではありますが大型機体に搭載できます。起動させる

には、ハビタットや大型宇宙機にあるような大型電源に接

続しなければなりません。この機器の価格とサイズには量

子遠投射に必要なコンピュータも含まれています。［巨

額］

量子遠投射機
　量子遠投射機というのは、通信チャンネル（光ファイ

バーや無線やレーザー／マイクロ波やニュートリノ）を解

読不能な暗号で守るように設計された特殊なコンピュータ

です。機能させるには、まず複数の遠投射コンピュータを

同じ物理的位置で（量子レベルで）エンタングルしなけれ

ばなりません。その後で遠投射機を引き離すことができま

すが、互いに量子テレポーテーションによって暗号デー

タをやり取りすることができます。このデータ通信には通

常の通信リンク（光ファイバーや無線やレーザー／マイク

ロ波やニュートリノ）が必要で光の速度の制約を受けます

が、回線容量の面では優れています。こうしたエンタング

ルされた遠投射機による量子暗号は解読不能で、傍受

の試みはただちに発覚して無効化されます。量子遠投射

機はエンタングルされていない遠投射機とは安全な通信

は行えません。

　ニュートリノ通信による量子遠投射は極めて安全なので、

ハビタット間の長距離通信やエゴ投射の主な手段となっ

ています。ニュートリノ信号は遮断できませんしその信号

を操縦するコンピュータにアクセスできなければ復号でき

ないのです。

・小型無線遠投射機：小型遠投射機は普通の無線機で

通信します。上述の通り、エンタングルされた遠投射機と

しか安全には通信できません。殆どの小型遠投射機は宝

飾品として着用されたり衣類や他の装備に組み込まれた

りしています。［安価］

量子エンタングル通信
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　最も珍しい種類の通信手段といえば、量子エンタングル

（ＱＥ）通信です。ＱＥ通信に時差はありませんし距離が

あっても有効ですが、大きな制約があります。ＱＥ通信に

は量子ビットというエンタングルされた一組の粒子が必要

です。ＱＥを使うには、大量の量子ビットを生成し、それか

ら分離します。こうして分離された何百もの粒子は量子

ビット貯蔵器という特殊な容器に保管されます。二つのＱ

Ｅ通信機の量子ビット貯蔵器に、相手とエンタングルされ

ている量子ビットがあれば、ＱＥ通信機によって時差なし

で通信できます。何処にいようと、たとえ片方が太陽系に

いてもう片方がパンドラ・ゲートを通過して 500光年彼方

の惑星にいようとも、時差なしで通信することが可能です。

　ＱＥ通信機での通信１ビットごとに、量子ビットが１ビット

費やされます。量子ビットが尽きたら、エンタングルされた

量子ビットが補充されるまではその組では通信できませ

ん。量子ビットの生産や貯蔵や運送には金がかかるので、

通信手段としては実に高くつきます。そのため、全感覚Ａ

Ｒやエゴ投射といった特大容量の通信はＱＥ通信では行

えません。

・携帯ＱＥ通信機：携帯超光速通信機器です。実際の通

信ユニットは好きなだけ小さくできますが、量子ビット貯蔵

器に接続したり貯蔵器を収容したりするだけの大きさが必

要です。量子ビット貯蔵器はそこそこ大きくて交換の必要

があるため、埋め込まれることはまずありません。量子ビッ

ト貯蔵器を接続して光速通信と超光速通信の両方ができ

るように設計されている小型遠投射機もあります。［安価］

・小容量量子ビット貯蔵器：10 時間の高解像度ビデオ会

議やメッシュ閲覧、または 100 時間の音声やテキストのみ

通信が可能です。［高価］

・大容量量子ビット貯蔵器：100 時間の高解像度ビデオ会

議やメッシュ閲覧、または 1,000 時間の音声やテキストの

み通信が可能です。［巨額］

秘密作戦・諜報技術
　これらの技術によって、守られた情報を手に入れたり他

人が封鎖した場所に入り込んだりできます。こうした機器

の多くにはメッシュ機能があり無線を備えています。無線

の有効範囲については『無線とセンサーの有効範囲』を

参照してください。

・カメレオン外套：このだぼだぼとしたポンチョみたいな外

套には、マイクロ波から紫外線までの波長を認識するセ

ンサーのネットワークが組み込まれています。小型発振機

による同じようなネットワークがセンサーの受信した情報を

そのまま複製し、対象の波長では着用者が透明であるか

のように見せかけています。カメレオン外套によって、停

止しているかゆっくりとした歩行までの移動速度ならば事

実上透明になれます。もっと速く移動しても、見られたり

気付かれたりするのを避けるための潜入テストに+30修正

が得られます。

　カメレオン外套はレーダーやエックス線やガンマ線セン

サーには効きません。ですが、着用者の体温をヒートシン

クに吸収することによって熱赤外線からは隠れられます。

外套は体温を一時間しか吸収できず、その後は熱を排出

しなければなりません。熱排出にも一時間が必要で、そ

の間は熱赤外線で簡単に視認できます。［安価］

　秘密作戦ツール：この携帯機器は潜入技術の究極の一

品です。スマート物質小型マニピュレータと切断工具と殆

どどんな素材でも穴を開けたり切断したりして殆どどんな

電子錠でも無力化したり開けたりできるナノボットを生成

するナノテク生成機を備えています。

　秘密作戦ツールで錠を切開したり壁に１ミリの穴を開け

たりするには（（耐久値＋装甲値）÷10）秒が必要です。

壁に直径１メートルの穴を開けるには（（耐久値＋装甲

値）÷10）分が必要です。穴を開けるのに使ったナノボッ

トはこのダメージを修理するのにも使えるので、よほど細

かく徹底的に調べなければ痕跡はわかりません。

　秘密作戦ツールは、昔ながらの機械式の錠前なら分析

して適切な鍵の形を形成するだけで簡単に開けられます

が、これには丸ごと１行動ターンが必要です。また電子錠

が相手でも、その電子機器に干渉するナノボットを浸透さ

せることで認証システムに関係なく開けることができます。

電子錠を開けるには丸ごと１行動ターンが必要ですが、

ほぼ確実に成功します。ですが、こうして電子錠を開ける

と警報が発動したり記録に残ったりします。詳しくは『電子

錠』を参照してください。［高価］

・手錠バンド：このスマート・プラスチック製の輪は起動す

ると囚人の四肢を束縛します。囚人がもがけば、締め付け

はもっと強くなります。手錠バンドは切断されたり緩められ

たりしたらユーザーに報告しますし電子的にコントロール

できるので、ユーザーが囚人を離れた場所から解放する

こともできます。手錠バンドの亜種には乱暴な囚人に一

撃食らわせて押さえつけるための電撃システム（電撃攻

撃として扱います）が組み込まれているものもあります。

［安価］

・眼潰し機：細いレーザーを放射するシステムで、転がる

ボールに仕込まれています。起動すると、回転して全方
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バグと監視
『エクリプス・フェイズ』では監視技術はあり触れています

し簡単に手に入りますが、プライバシーを守りたいと

思っている相手の情報をこっそり手に入れるのが簡単

にいくとは限りません。マイクロバグやスマート・ダストと

いった殆ど目に見えない記録機器を設置するのは実に

簡単ですが、一度それが発信を開始したら、探知する

のも簡単です（『偽装信号』を参照）。覗き屋は信号の偽

装を試みることもできますが、それが成功する保証はあ

りません。一度信号が見つかったら、それを発信してい

る装置の特定は時間の問題なのが普通です。

　小型量子遠投射機を使うことでこの問題を回避しようと

する記録機器もありますが、そうしたものはずっと大きく

なり隠しにくくなります。大抵の場合、監視機器を設置し、

記録はするけれど発信はしないように設定し、後で回収

するのが秘密情報の入手手段としては上策です。しば

しば危険でリスクはあるものの、記録機器が放送によっ

て正体を曝すことが無いので見つかりにくいのです。



位にレーザー・パルスを発振します。このパルスは危険で

はありませんが、カメラ（スペックやビューアーやボット／

シンセモーフのセンサーを含む）のレンズを発見して様々

な威力のレーザー・パルスを連続放射してオーバーロー

ドで眩ませてしまいます。ダズラーが起動している間、視

界内の 200メートル以内にあるカメラ（可視光線、赤外線、

紫外線）は使い物になりません。［手頃］

・サイバーブレイン無力機：この小さな機器をアクセス・

ジャックに差し込んで起動すると、圧倒的な電流を発して

機械のモーフやポッド（サイバーブレインがあれば何で

も）を完全に無力化します。電流が切れるまでサイバーブ

レインは機能せず、事実上エゴ（あるいはＡＩ）をシャットダ

ウンします。抵抗する相手にサイバーブレイン無力機を差

し込むには、まず相手を押さえ込むか接近戦闘での部位

狙いに成功しなければなりません。この機器は大型の機

械のモーフ（機体など）やサイバーブレインのないロボット

には効きません。［高価］

・ケーブル眼：柔軟で電子的に制御できる長い光ファイ

バー・ケーブルとレンズで、裂け目の先や扉の下や角の

向こうをこっそり覗き見するのに活用できます。［安価］

・透明外套：負の屈折率を持つメタマテリアルでできてい

るため、光が実際に迂回するため、これとこれが覆うもの

が透明になります。この透明性はマイクロ波から紫外線ま

で有効ですが、レーダーやエックス線には無効です。弱

点として、これで隠されているものも外を見ることができな

くなります。この問題は外部センサー配信（利用できるな

ら）と内視で周囲を把握できるなら簡単に解決できます。

代わりに、接触させると外套の透明特性を打ち消す少量

のアンチ外套によって、外を覗き見る小さな窓を作ること

もできますが、これによって発見される可能性が高くなりま

す。こうした窓に気付くには-30修正付きの知覚テストが

必要です。［高価］

・マイクロバグ：この機器は直径１ミリの小さなカメラ兼マイ

クです。周囲 20メートルの物音を全て聞き、同じ範囲で

視線が通っている物を全て見ることができます。最大 100

時間の情報を記録できます。常時放送するようにも、設定

した周期で放送するようにも、特別な信号を受けたときに

のみ放送するようにも設定できます。望むなら、設置され

た部屋で動きや声がしたときにのみ記録を行うようにも設

定できます。背面は粘着性でほぼどんな表面にもくっつ

けることができます。メッシュ位置測量やＧＰＳで自分の現

在位置を把握することもできるので、追跡機としても使え

ます。無線発信によって発見されるのを避けるため、小型

量子遠投射機に接続されているものもあります。そういっ

たマイクロバグはずっと大きくなり（１センチ）見つけやすく

なりますが、その発信を見つけたり止めたりすることはでき

ません。［低額、量子遠投射バグなら安価］

・囚人マスク：このフードは囚人の頭部の周りを締め付け、

全ての視覚周波を遮断し、メッシュ接続による無線通信を

遮断するために弱い電波妨害を行います。［手頃］

・超能力ジャマー：この機器は半径 20メートルで発振され

る脳波を妨害します。脳の機能に影響はありませんが、

有効範囲内での機器は妨げられます。［手頃］

・量子コンピュータ：この高度な機器は量子コンピュ―

テーションを活用し、膨大な数字を容易く扱うことができま

す。『メッシュ』章の『量子暗号解読』に記述されているよう

に、これは暗号解読にはきわめて便利です。［巨額］

・スマート・ダスト：直径が人間の髪の毛ほどの小さな球形

の小型センサー・ナノボットを産み出す、クルミの実サイズ

の特殊なナノボット生成機です。スマート・ダストの・３立方

センチパケットに三百万のナノボットが含まれ、公会堂み

たいな大きな部屋を詳しく監視することができます。それ

ぞれのナノボットが小型カメラとマイクと小型コンピュータ

と無線と化学センサーを搭載していて、秒速５センチで歩

いたり登ったりできる短い脚が生えています。

　部屋にスマート・ダストのパケットを放ったら、家具や気

密でない引き出しなどを含む部屋の表面全てに 20 分で

スマート・ダストが展開します。この時点で、過去１～２週

間にその部屋に入った人物全員のＤＮＡを含む極めて詳

細な観察によって部屋についての全データを収集してい

ます。そこで短い圧縮信号を送信したり、ユーザーに回

収ダウンロードしてもらうように全情報を数百個のナノボッ

トに渡して事前に指定された場所に歩かせることもできま

す。このスマート・ダストが収集した情報を手に入れるには、

ナノ探知機でナノボットを一個見つけるだけで充分です。

命令されていれば、残りのナノボットは電源を落として将

来の命令を待つことも、大半が金属とシリコンのわずかな

チリになるよう自壊することもできます。［手頃］

・粘着パッド：特殊な指なしグローブや靴やニーパッドの

セットで、ヤモリの脚の吸盤を真似するように設計されて

います。こうした機器を防ぐよう特別に設計されたのでは

ない素材による表面にこれらのパッドを二つ以上付けるこ

とで、壁や天井で体を支えることができます。どんな壁で

も登れ、体重を支えられる天井なら簡単に伝わって移動

することができるのです（登攀テストに+30修正）。登攀だ

けでなく、これらの機器は無重力環境でも大いに広まっ

ています。。この物品の着用は触覚や手先の器用さは妨

げません。［安価］

・ホワイトノイズ発生機：この小型で身に付けられる機器は、

会話が明瞭に録音されたりすぐ傍にいない誰かによって

聞かれたりするのを防ぐ音を発します。［低額］

・エックス線発振機：この機器は視覚強化）かスペックと併

用するように設計されています。そうした機器のユーザー

がエックス線放射の後方散乱によって殆どの物体やその

向こう視認することができる低出力の細いエックス線の

ビームを発振します。これにより、壁やコンテナ（金属製の

物を含む）を文字通り透視することができるのです。［安

価］

ドラッグと薬剤と毒物
『エクリプス・フェイズ』では、心身を強化しようというトラン

スヒューマンの欲望（とりわけ薬品によるもの）はレクリエー

ショナル・ドラッグ乱用という人類昔ながらのお楽しみと綺

麗に重なりました。化学系であれナノ系であれ電子系で

あれありとあらゆるドラッグが、好評どころか広まっている

のです。かつてのドラッグ使用者を蝕んだ副作用の多く
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はバイオ技術の進歩によって排除されましたが、人体が

複雑な環境であることに変わりはないので、副作用（特に

長期の使用によるもの）は今なお残っています。それに、

同じブツをしょっちゅう飲むが好きな人にとっては依存症

は常に心配ごとですが、もちろん依存症への薬も存在し

ます。

　ドラッグの説明には効用、副作用、使用者の特徴、依存

性、長期使用の影響が含まれます。説明には持続時間と

依存修正（『依存症と依存物乱用』を参照）も含まれてい

ます。

依存物ルール
　以下のルールではドラッグと毒物の扱い方を説明します。

依存物の分類
　依存物は四つの分類に分かれます。

・化学：化学合成やナノテク合成や（遺伝子組み換え）生

物の酵素生合成によって産み出された、薬理学的に活

性な少量の化合物（毒物や薬剤や化学ドラッグ）です。

（地球外）植物相や動物相における既知の種が自然に分

泌するもの、有機体が分泌する内毒素、内因性ドラッグを

強化したもの（デザイナー・ドラッグ）、それに特殊な医療

や娯楽目的のためにゼロから設計開発されたものも含ま

れます。化学ドラッグは生身のモーフとポッドにしか効きま

せん。

・生物：ペプチドやホルモン、それに生物毒やバクテリア

やウィルスといった生物的なもの、つまり自然に発生する

内因性の生物的物質から派生したりそれをもとにしてい

たりするドラッグが含まれます。この分類にはウィルスやバ

クテリアといったドラッグと似た効果をもたらす感染性の生

物も含まれます。生身のモーフとポッドには効きますが機

械のモーフやインフォモーフには効きません。

・ナノドラッグ：特定の効果を産み出すようにプログラムさ

れた一時的なナノボットのコロニーです。ナノボットは基本

的にはインフォモーフ以外のどのモーフでも目標にしたり

感染したりできますが、実際にどのモーフが影響を受ける

のかは事前にプログラムされた効果によって変わる（例：

生体と機械のどちらを目標にするのか）のが普通です。

・電子：電子ドラッグには、操作性ＸＰプログラム、あるいは

経頭蓋磁気刺激や頭部電気療法などの旧式技術みたい

に脳に直接影響するソフトウェアや技術が含まれます。ま

た、ＡＩやインフォモーフやサイバーブレインに宿るエゴに

対してドラッグに似た効果を発揮する麻薬ソフトも含まれ

ます。

投与手段
　依存物をモーフに投与する手段にはいくつかあります。

・皮下：このドラッグないし毒物は、ガスや液体や固体（例

えばペースト）として皮膚から吸収されます。ＤＭＳＯ（ド

ラッグを皮膚から浸透させます）と混合したスラップ・パッ

チやスラップ・バンドが広く使われています。

・吸入：肺に吸い込んだり鼻から吸引したりするガスです。

吸入器やエアロゾルや粉末やグレネード／シーカーに使

われます。

・注入：この液体は筋肉や静脈への注入によって投与さ

れます。注射器や突刺武器に使われます。

・経口：胃や口腔（飲食）で吸収される、液体や固体です。

カプセルや液体として使われます。

ドラッグの効果
　ドラッグを適正な投与手段で摂取した（カプセルを飲ん

だり皮下パッチを張ったりスプラッシュ・グレネードをぶち

まけられたりガスを吸ったり毒を塗られた武器で刺された

り、など）キャラクターは、そのドラッグの効果を受けます。

発症時間はそうした効果が出るまでの時間で、持続時間

はそれが続く時間です。

　一度摂取したドラッグや毒物に対する抵抗テストというも

のはありませんが、場合によっては（特に毒物の場合は）

効果がどれだけ深刻かを決めるのにテストが必要なことも

あるでしょう。

　特に記述があるか明示で優先指定があるのでなければ、

医療機はドラッグや毒物（ただしナノドラッグやナノ毒物は

除きます）の効果を防ぎます。毒物フィルターみたいな強

化もドラッグの効果を軽減したり完全に防いだりするかも

しれません。摂取前か発症前に解毒剤を投与されれば、

ドラッグは効果を発揮しません。

依存症と依存物乱用
　ドラッグには依存性のものもあり、依存性には肉体的な

もの（モーフに影響）も精神的なもの（エゴに影響）も、そ

して双方に影響があるものもあります。そうしたドラッグを

使うたび（あるいはゲームマスターが決める一定量を使う

たび）、依存症を避けるための意志力×３テストを行わな

ければなりません。それぞれのドラッグにはこのテストを修

正する依存修正があります。

　失敗するとキャラクターは依存症になり、ただちに不利

な特性／依存症を得ます。依存症には軽度と本格的と重

度の三段階があります。この深刻さによって、キャラクター

がそのドラッグを必要とする頻度と、そのドラッグを使って

いない時の悪影響が決まります。

　依存症のキャラクターは、そのドラッグを使うたびにゲー

ムマスターの指示に従って意志力×３テストを行い続けな

ければなりません。失敗すると依存症が悪化します。

　依存症に終わりはありません。依存症を断ち切るには、

そのレベルごとに１週間は使用を断たなければなりません。

欲求をこらえるのは困難で、少なくとも一度は別に意志力

×３テスト（依存修正を受けます）が必要になるでしょう。

プレイヤーもゲームマスターも、悪臭を断とうという試みを

ロールプレイしてください。そのドラッグを１週間断ってい

れば、依存症は１段階低下します。軽度の依存症が無く

なればきれいな身になれますが……再発の危険は常に

残ります。

　肉体的依存症は再着用すれば新しいモーフには移りま

せんが、精神的依存症は移ります。アップロードして再着

用すれば、精神的依存症は残り、置き去りにしたモーフ
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は肉体的依存症を抱えたままです。ですから、金回りか

運の悪いキャラクターはしばしば肉体的依存症がある

モーフに再着用する羽目になることになります。この場合、

キャラクターはそのドラッグの精神的依存性の対象にはな

らないものの肉体的依存性の対象にはなり、そのドラッグ

に屈服して濫用したら肉体的に依存する可能性がありま

す。

　インフォモーフとして再着用したキャラクターも、もはや

肉体がないとはいえ依存物への精神的依存が残るかもし

れません。もっとも、インフォモーフやＡＩには以下のドラッ

グの殆どの効果を再現する様々な麻薬ソフトがありますし、

市場がいつでも喜んで供給してくれます。以下の肉体的

依存性ドラッグのインフォモーフ向け麻薬ソフト版は、実

際には精神的依存性のものとしてください。

ドラッグ
　ここで紹介するドラッグは基本的には（常にというわけで

はありませんが）有益で、意図的に摂取されるのが普通で

す。攻撃的に使われるドラッグや薬剤については『薬剤と

毒物』で紹介されています。

　なお、ここにあるドラッグは単なる一例にすぎません。

『エクリプス・フェイズ』では何百万とはいかなくとも何千種

類ものドラッグが流布しています。ゲームマスターは以下

を指針として独自のドラッグを追加するといいでしょう。

認知ドラッグ
　向知性薬やその手のドラッグは服用者の精神的能力を

増幅するためのものです。

・ドライブ：この向知性薬は右脳と左脳の通信を加速し、

アイデア生産を刺激し、集中力を高め、そして基本的に

は副作用がありません。服用者は効果の持続中は認知

力に+5修正を受けます。［安価］

・クラー：注意力を高めて明瞭さと知覚力を強化します。

服用者は「高揚感」を感じると報告しています。効果の持

続中は直観力に+5修正を受けます。［安価］

・ニーム：体験と精神的入力に精神状態に基づく記憶の

編成に役立つ一連の特有な刺激を「タグ付け」する記憶

力ドラッグです。ニーム・ガムには絶滅した旧地球の動物

を連想させる様々なフルーツ味のものがあります。ニーム

を服用中に体験した情報を思い出すための認知力テスト

に+20 の修正が得られます。ニームの短所は、その影響

下で得た記憶とは感情的な結び付きが得られないという

ことです。例えば、ニームの服用中に友人に何か恐ろし

いことが起きるのを目撃したり恋人とケンカをしたりしても、

その出来事に感情的な関わりを感じることはないでしょう。

［手頃］

コンバット・ドラッグ
　コンバット・ドラッグは、戦いでの不利を打ち消す手軽な

手段です。

・ブリンギット：ある意味ではコンバット・ドラッグというよりも

むしろソーシャル・ドラッグで、戦闘時の注意の中心を服

用者へと引きつけるように設計された大量の攻撃性フェロ

モン分泌を促進します。戦闘では、キャラクターから３メー

トル以内にいてまだ他のキャラクターと素手戦闘や接近

戦闘を行っていない相手は、意志力×３テストに成功しな

いとブリンギットの服用者を攻撃します。ですが、空気媒

介フェロモンという性質は正確ではないため、ブリンギット

の服用者がフェロモンの対象に敵対的な別のキャラク

ターから１メートル以内にいた場合、対象者はブリンギット

の服用者ではなくその近隣キャラクターを攻撃しても構い

ません。このドラッグの服用者は社会技能テストに-20修
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正を課されます。［安価］

・グリン：強力な麻酔にして苦痛抑制剤です。服用者は負

傷２個による修正を無視（類似する効果とは累積しませ

ん）し、それどころか怪我をしたことにすら気付かないかも

しれません。ですが、グリンの服用者は狭窄視野に陥り、

知覚テストに-10修正を課されます。［安価］

・キック：服用者の反応時間を短縮してエッジに追い込む、

強力な刺激剤です。このドラッグの持続時間の間、反応

力が+10、行動値が+1されます。ですが、キックの影響下

にあるキャラクターは神経過敏で、突然の、あるいは予想

外の刺激に対してビクっと猫みたいに反応します。ゲーム

マスターの裁量によっては、意志力×２テストに成功しな

いと予想外の雑音などの突発的な事柄に対して反射的

に反応してしまいます。長期の服用者は運動力が-5され

ます。［安価］

・ＭＲＤＲ：率直で強烈なコンバット・ドラッグです。苦痛へ

の耐性と速度と力を強化します。身体力に+10、行動値に

+1、耐久値に+10修正を受け、負傷１個による修正を無

視することができます。このドラッグの持続時間中に受け

たダメージは、まず追加の耐久値に適用されます。ＭＲＤ

Ｒの服用者は血走った目や気張った態度や顔や腕や脚

の筋肉にありありと表れている緊張で簡単に識別できま

す。長期の服用者は身体力が-5されます。［安価］

・フロ：注意力と手足の協調性を高め、服用者の動きを優

雅にして乱戦で機敏になれるようにします。このドラッグの

持続時間中は運動力に+5、知覚テストに+10 の修正を受

けます。フロの服用者にとっては不可能なことなんてない

ように感じられるので、愚かだったり危険だったりするかも

しれない行動を唆されてしまう恐れがあります（適切な社

会技能テストに-10修正を適用します）。［手頃］

医療ドラッグ
　健康状態や身体状態を向上させる医薬食はありふれて

います。

・泥縄バナナ：このドラッグは細胞に対する脱イオン化放

射線の影響の一部を復元します。カプセル版もあります
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ドラッグ

種類 投与手段 発症時間 持続時間 依存修正 依存種類

認知ドラッグ

ドライブ 化学 経口 20 分 8 時間 ‐ 精神

クラー 化学 経口 20 分 8 時間 ‐ 精神

ニーム 化学 経口 20 分 12 時間 ‐ 精神

コンバット・ドラッグ

ブリンギット 生物 吸引、注入、経口 1分 15分 ＋１０ 肉体

グリン 化学 吸引、注入、経口 3行動ターン 3時間 -10 肉体

キック 化学 吸引、注入、経口 3行動ターン 2 時間 -10 肉体

ＭＲＤＲ 化学 経口 20 分 1時間 -10 肉体

フロ 化学 経口 20 分 1時間 -10 肉体

医療ドラッグ

泥縄バナナ 化学 経口 20 分 1日 ‐ ‐

コンフルーツ 生物 経口 20 分 12 時間 -10 精神

レクリエーショナル・ドラッグ

バズ 化学 吸引、経口 1時間 36時間 ‐ 精神

もののあはれ 化学 経口 20 分 8 時間 -10 精神

軌道大麻 化学 吸引 3分 3時間 ‐ 精神

ソーシャル・ドラッグ

アルファ 生物 吸引 1分 2 時間 -10 精神

ヒザー 生物 皮下 1分 6時間 -10 肉体

ジュース 化学 吸引、経口 20 分 8 時間 ‐ 精神



が、鮮やかな橙赤色をした大きなバナナが最もありふれ

ています。放射線被爆の深刻さを和らげます（程度は

ゲームマスターの裁量です）。［安価］

・コンフルーツ：このおいしいヨーグルト菓子はストレスホ

ルモンを遮断し、気分を落ち着かせ、不安を和らげ、トラ

ウマ１個の影響を無視して理性値を一時的に+5すること

ができます。このドラッグの持続時間中に受けたストレス

は、まず追加の理性値に適用されます。また、服用者の

感情に対する操作への抵抗に+10 の修正をもたらします。

過度に摂取するとヒスタミン分泌による慢性のかゆみが生

じることがあります。［安価］

レクリエーショナル・ドラッグ
　これらのドラッグは、人々の暇つぶしや逃避の道具とし

てペタルやブラックマーケットＸＰと覇を競っています。

・バズ：ＢＺ（訳注：無力化ガスの一種である 3-キヌクリジニ

ルベンジラート。映画『ジェイコブス・ラダー』にも登場し

た）の遺伝子改造版で、極めて強烈な幻覚剤です。服用

者や摂取者は極めてリアルな幻覚を体験し、他の摂取者

とそれを「共有」することすらあります。このドラッグの影響

下で発生したことを思い出すためのテストには-30修正が

課されます。［手頃］

・もののあはれ：諸行無常への哀感を指す日本語を付け

られたこのドラッグは、お茶として摂取するのが普通で、

瞑想状態へと誘導する抑制剤です。芸術テストと超能力

知覚テストに+10 の修正が得られます。多用すると皮膚の

色素に影響が出て、たとえ肌の黒いモーフでも少し青み

がかった蒼白になります。［安価］

・軌道大麻：昔ながらの「葉っぱ」ですが、強力な照明とポ

スト特異点水栽培によって宇宙で栽培されています。ハ

ビタットやスカムの荷船ではスペースは貴重なので、輸送

や配達の形態としては大麻樹脂のブロックが好まれてい

ます。ですが、金持ちや惑星上では、葉っぱ状の花穂も

珍しくありません。大麻によってトラウマ１個の影響を無視

できますが、記憶に関わるテストと知識技能テストの全て

に-10修正が課されます。大麻の服用者は目が血走った

り挙動が気だるくなったり空腹感を感じたりします。［安

価］

ソーシャル・ドラッグ
　こうした人付き合いの潤滑油は服用者の他人との関わり

に影響します。

・アルファ：ブリンギットを控えめにしたもので、ハイパー

コーポの管理職やストリートのゴロツキやボス野郎としてア

タマに立ちたい人々に人気があります。これを発明した薬

理デザイナーにはレトロな感性がありました（あるいは、ゆ

がんだユーモア感覚も）。アルファは鼻から吸引するキラ

キラ光る白い粉末として合成されるのが普通です。アル

ファは脅威フェロモンの分泌を刺激しますが、ブリンギット

ほどあからさまではありません。アルファは自信や精力感

や油断のなさをもたらします。服用者は４日間寝ないで活

動できますが、その後も活動を続けるなら最低４時間の睡

眠が必要です（基本バイオ改造があるモーフは必要な睡

眠時間が少ないのをお忘れなく）。服用者は脅迫テストに

+20、押しの強さが生きる（ゲームマスターの裁量）説得テ

ストや人脈テストに+10 の修正を受けます。こうしたボーナ

スはアルファの服用者から２メートル以内にいる相手にの

み有効です。

　その代わり、アルファの服用者は忍耐と集中力に欠ける

クズになります。ゲームマスターの裁量ですが、ある種の

人々に対しては社会技能修正が逆にマイナスになるかも

しれません。更に、記憶や一貫的思考や論理的思考に

関わる認知力技能テスト全てに-10修正が課されます。

長期の常用者は服用していない時でもこの認知力修正を

課されるかもしれませんし、服用時にはもっと厳しくなるか

もしれません。［高価］

・ヒザー：バクハツ寸前の快楽モーフみたいにセクシーさ

を溢れさせたい？　そんな言葉でなんか説明できないエ

ロエロさが欲しければ、ヒザーこそがその道具です。ヒ

ザーは透明で滑らかなジェルで、時にはかすかな麝香の

香りが付けられていることもあります。ヒザーは汗腺の集中

している場所に塗って使い、すぐに皮膚に吸収されます。

ヒザーは弱めの陶酔薬で、服用者に自信と「求められて

いる」感をもたらします。また、性的フェロモンの大量分泌

を促します。服用者は誘惑可能な相手に対する説得テス

トに+10修正を得ます。ゲームマスターの裁量によっては、

虚偽テストやなりすましテストや人脈テストにも適用できま

す。［安価］

・ジュース：この強力な抗鬱剤を使うと、嫌な気分になった

りネガティブな考えを持ったりすることは殆ど無理です。

服用者は不自然なまでにハッピーで、ウザいくらい、ある

いはおかしいくらいハッピーなことも珍しくありません。恐

怖や感情をネガティブな方向に操ろうという試みへの抵

抗に+30修正が得られますが、大量出血を見てクスクス

笑ったりビクビク怯えている他人にくだらない話題を陽気

に振ったりと、おかしな行動をとる傾向があります。［安価］

ナノドラッグ
　ナノドラッグというのは、特定の効果をもたらす一時的な

ナノボット侵入です。

・フレクェンシー：フレクェンシー（別名フレーク）は、サイ

エンティフィック・ビジュアライゼーション（訳注：見えない

物を科学的に視覚化することでわかりやすくする技術。音

楽の楽譜や天気図からＣＴスキャンなど、昔から様々なも

のがある）の道具として設計されたナノドラッグです。キャ

ラクターの表皮の血流にナノボットの小規模な群れを送り

込み、それが電磁放射線のセンサーとなります。そしてこ

のセンサー入力は視触覚の感覚器に送り込まれ、服用

者に一連の斬新な体験（その多くは光のショーや奇抜な

触覚刺激）をもたらします。娯楽目的だけでなく、通常の

知覚テストで制限視野放射線を見つけるのにも役立ちま

す。センサーや隠された電子機器を見つけるのにも活用

できます。ですが、今となっては時代遅れになったＬＳＤ

やサイロシビンといった２０世紀の幻覚剤と同様に、フレ

クェンシーでのトリップで方向感覚や気分がめちゃくちゃ

になることがあります（ゲームマスターは自分が適切と思う
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ような修正やストレス、場合によってはトラウマも与えてく

ださい）。基本的に、トリップの約３分の１の時間は、感覚

入力が極めて強烈で、その間（普通は約２時間続きます）

は字を読めません。［手頃］

・グラヴィー：高重力環境への適応を助けます。様々な味

があり、しばしば食事のソースとして追加されます。グラ

ヴィーの効果を完全に発揮させるには、事前に服用して

おかなければなりません。高重力適応の修正を 20減らし

ます。［安価］

・スキゾ：
パラノイド・スキゾフレニア

妄想型統合失調症の症状を模倣するナノドラッ

グです。とことん無茶で不思議な体験なので、一部のハイ

パーエリート社交集団では人気があります。スキゾは使い

捨ての古風な鋭い刃みたいな外見をしています。それで

肌を切りつけるとナノボットの群れが放出されて中枢神経

系に届き、ドラッグの効果を発生させます。効果の持続中

は深刻な妄想に襲われて幻聴を耳にします。これをどう

表現するかはゲームマスター次第ですが、非合理的な恐

怖や幻聴の指示に基づいた異常な衝動強迫、そしてキャ

ラクターが暴力的ないし破壊的な形で振舞う可能性の高

さは欠かせません。無生物や赤の他人に対する暴力を避

けるために意志力×３テストを行うことができます。友人や

信頼する知人は、恐らく暴力の目標にはなりにくいでしょ

う（気にかけている人物を傷つけたりや重要な財産を壊し

たりするのを避ける場合には+30修正）。なお、キャラク

ターのミューズはスキゾの影響を受けていないのでキャラ

クターのお守をすることができます。スキゾの服用者は

1d10 のストレスを受けます。［安価］

ペタル
　ペタルというのは、物語性のある幻覚剤で、服用者の感

覚を乗っ取ってゲームみたいで極めてリアルなトリップへ

と導くナノドラッグです。「置き去りの手」や「闇の複製」や

「探求の緑」といった様々な魅力的な名前が付けられてい

るペタルは、ポスト＜大崩壊＞社会のヘロイン、全てを

失った者や敗残者が選ぶドラッグです。殆ど全てのペタ

ルはナノ調剤された花の形をしていて、鉢に植えられて

いたり茎に栄養パックが取り付けられたりしています。花

弁（ペタル）をちぎって飲み下すと、効果がただちに発揮

されます。一つの花には５～１０枚の花弁があります。最

初の一枚がちぎられてから１分以内に服用すれば、複数

のユーザーでペタル体験を共有できます。それを過ぎる

と残っていた花弁は全て半透明な白になってしおれて活

性を失います。

　ペタル体験は全体に自分が参加するシナリオのようなも

のです。服用者のメッシュ接続全体に作用する（服用者

はインプラントの制御権を自発的に譲らなければなりませ

ん。譲らないのであれば極めて鈍いＬＳＤっぽい幻覚しか

生じません）ものもあり、内視ディスプレイの制御を乗っ

取って秘密のメッシュ・サーバーや他のトリッパーとリンク

し、感覚野をＡＲ「幻覚」で侵します。脳内トリップの間、

キャラクターを昏睡に近い状態に置くものもあります。通

常のペタル体験には何らかのよく練られたテーマや筋書

きがありますが、ただイメージの流れを体験するだけという

場合もあります。

　殆どの社会はペタルを抑制しようとしていますが、作者

や服用者のしぶといサブカルチャーによって新作の供給

は絶えません。ペタル作者は自分の作品をある種の芸術

品（すくなくとも極上の娯楽）と思っていて、優れたペタル

は愛情を込めて作られた忘れられない美の体験です・・・

たとえ忘れ得ぬ恐怖であろうとも。ペタル服用のサブカル

チャーにはたまに短期間の花をつまむカジュアル系から

ペタってない時間のほとんどを最高に強烈で珍しいペタ

ルを追い求めるのに費やすハードコアな依存者まで色々

あります。このサブカルチャーから、様々なペタルの外見

とその効果についての豊富な情報が得られます。ペタル
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ナノドラッグ

ナノドラッグ 種類 投与手段 持続時間 依存修正 依存種類

フレクェンシー ナノ 注入、経口 8 時間 -10 精神

グラヴィー ナノ 注入、経口 特殊 ‐ ‐

ペタル ナノ 経口 2 時間～1日 +10～-20 精神

スキゾ ナノ 注入 1日 ‐ 精神

その他のナノドラッグ
　ナノドラッグは肉体の生化学状態や精神状態に根本

的な変化をもたらすことができます。実現できるかもしれ

ない効果はここで挙げきれないほど膨大ですが、ゲー

ムマスターは「勇敢」や「方向感覚」や「超計算力」や「苦

痛に強い」や「超能力擬態」や「超能力防御」や「状況認

識」や「頑強」や「不向き」や「脆弱」や「苦痛に弱い」や

「精神疾患」や「軽度のアレルギー」や「神経損傷」や

「超能力脆弱性」や「重度のアレルギー」や「臆病」や

「VR Conditioning」（訳注：該当する特性はない。意味と

しては「ＶＲ洗脳」）や「ＶＲ酔い」や「軟弱な免疫系」や

「無重力酔い」といった一部の特性を一時的に与えるナ

ノドラッグを許可するかどうか、検討してください。同様

に、ナノドラッグで気分の悪さやピリピリ感や満足感や自

信過剰といった特定の精神感情状態を押しつけることも

できます。ゲームマスターは色々な可能性や効果を試

してみるといいでしょう。



は特注ナノボットと特製の薬品を組み合わせていて、時

にはメッシュ・サーバーへの接続もそこに追加されている

ので、合成機による複製は不可能で、作者や売人や商人

のマーケットを活発にしています。

　ペタルには隠し機能やボーナスが含まれていることもあ

り、ペタル服用者はこれを「スィーツ」と呼んでいます。

スィーツを手に入れるためには、質問に正しい答えを返し

たり目的を達成したりといった何らかの条件を、トリップ中

に達成しなければならないのが普通です。スキルソフトや

新しい服や製品の設計や特注インフォモーフの着用など

が、よくあるスィーツです。

　短所として、バッド・トリップするペタルもあり、服用者に

少なくとも 1d10 のストレスを与えます。あるいはもっと悪い

ことに、服用者のメッシュ接続を乗っ取る有害ソフトが仕

込まれているペタルもありますし、なお悪いことに蕃患ウィ

ルスが混ざったペタルについて密かにささやくセンティネ

ルすらいます。［低額から巨額］

麻薬ソフト
　生身の肉体に対するドラッグの効果を再現するソフト

ウェアです。殆ど全ての化学ドラッグや生物ドラッグやナノ

ドラッグは麻薬ソフトとして模倣可能で、相応の効果（ゲー

ムマスターの裁量）があります。標準的な持続時間は３時

間です。麻薬ソフトへの依存症は精神的なものとなります。

麻薬ソフトはインフォモーフやサイバーブレイン（ポッドや

シンセモーフ）に宿るエゴやシミュレモーフ、そしてＡＩでも

起動できます。

・ＤＤＲ：ＤＤＲ（「ダンス・ダンス・ロボット」の略）は、元はい

たずら好きのハッカーが作成してウィルスとしてばらまか

れたもので、対象の運動制御回路にインパルスを送りま

す。その結果、対象はギクシャクと自動人形っぽい動きで

「ダンス」します。また快感受容体も起動するので、このダ

ンス（そしてどんな動きも）心地好く感じられます。様々な

変種が様々な動きやスタイルで踊らせます。対象はダン

ス中に他の行動に-20修正を課されますが、意志力×３

テストでダンスを抑制することができます。［安価］

・リンクステート：このソフトは使用者を実際にピアツーピ

ア・ネットワークに接続し、それによってほかのリンクス

テート使用者とランダムに接続してそのＸＰ配信とランダム

にアクセスした記憶を少しばかり（脈略を掴むにはなんと
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ペタルの例
　ペタル体験の例をいくつか紹介します。

置き去りの手
　キャラクターの手の一つが分離してどこかに行ってし

まいます。キャラクターは意識があって現実世界と通常

通り関わることができますが、「逃げた」手の感覚はなく、

それがどこかに逃げたと堅く信じています。手の追跡は

楽しい追いかけっこになりますが、しばらくすると手首に

新しい手が生えてきます。新しい手はキラキラ光る乳白

色のものかもしれませんし、鉤爪の生えた悪魔じみたも

のかもしれませんし、獣じみたものかもしれません。やが

て、一時間か二時間経つと、逃げた手が見つかります

が、新しい手を外して古い手を再び付けるためには、妖

精めいた存在による謎めいた質問に答えなければなり

ません。

闇の複製
　このペタルはメッシュ（ＡＩがイベントの流れの一部を監

視制御する）に接続することで効果の多くが得られるも

のと信じられていて、複数のトリッパーがいないと役に立

ちません。置き去りの手と同じく、現実世界にＡＲ知覚を

上書きして機能しますが、効果の性質上、トリッパーで

ない人物がいる場所での使用は断じてお勧めしません。

闇の複製は各トリッパーのデルタ・フォークを作成し、共

用者の視覚入力を使ってトリッパーを悪魔的にしたよう

な外見のインフォモーフに着用させます。ＡＲ上書きに

よって自分自身は天使のように認識され、真に迫った悪

魔的なインフォモーフは現実世界認識のＡＲ上書きとし

て出現します。そこで起きることには色々ありますが、

キャラクターもそのフォークもヒザーとにた効果のものか

ら大量のＭＲＤＲまで（そして時にはその両方）の様々

で強烈な一連の化学的刺激や麻薬ソフト刺激に曝され

るのが普通です。そして基本的にはフォークに向けられ

る効果の方がはるかに強烈です。自分のフォークを

マージするというのが、状況のヒントで示される目的で、

「仕留めて心臓を食らう」から「パズルを解く」や「フォー

クよりも先に目的地に到着する」までと、達成の手段は

様々です。

デルフィニウム６
　ペタルの例の最後、そして最も希少なデルフィニウム６

は、ペタル・ユーザーの憧れの的で、ひょっとしたら存在

していないかもしれない超越的な体験だとされています。

デルフィニウム１は欠乏していて、２と３は実に希少、４は

掘り出し物、そして５と６は噂にすぎません。６の内容に

ついてのヒントは、旧作について知られているわずかな

情報からの推定に大きく依存しています。大まかな賛成

を受けているのは、以下の事柄です。集団体験ではあ

るけれど、トリップ集団の全員が平等に報われてはいま

せん。強烈な超現実主義ではあるけれど、それいて意

図的な方向性はあり、そこはデルフィニウム・シリーズで

一貫しています。デルフィニウム１で始まった、ある王女

と彼女の導きを求めての探求の童話のヤク漬け版（奇

妙な予兆や神話の生き物が満載）を大雑把な構造で物

語っていたものを、完結させています。エンディングに

ついてのうわさはもっと自由奔放で、「トリッパーが神の

ようなインフォモーフを再着用する」から「エゴの牢獄に

永久に囚われる」まで、色々あります。デルフィニウム６

は完全にヴァーチャルで、服用中のキャラクターは昏睡

状態になり、かなりの長時間、おそらく 40 時間になるで

しょう。



か足りるけれど個人的な詳細を知るには足らないのが普

通です）採取します。こうした入力はまとめて接合され、感

情入力が増幅され、それから全体になんらかのホルモン

回路条件と人工共感覚で味付けされているのです。その

結果、圧倒的な幸福感で心を打つ、感覚のスープにすり

つぶされた、人々の生活の衝撃的な混ぜこぜサンプルが

できあがります。リンクステートの使用者は持続時間中（普

通は３～４時間）は緊張症状態ですが、その後で他人の

人生での出来事をフラッシュバックすると報告することが

時々あります。［安価］

薬剤
・アトロピン：多量に摂取すると毒になりますが、ＢＴＸ２や

ナーヴェックスみたいな神経毒には有効な解毒剤です。

メイカーで簡単に合成できて、神経毒を摂取する直前で

も直後でもその効果を無効化します。［低額］

・ＤＭＳＯ：この薬剤は媒体となり、他の薬剤を皮膚から吸

収できるようにします。これによってどんな薬剤でも皮下

投与できます。［低額］

・液状テルミット：解体ゲルと似ていて、どんな環境でも簡

単に使えるゲル状になっています（化学反応の性質上、

テルミットは酸素を含んでいるので水中や宇宙空間でも

燃焼します）。電荷で着火し、2,500度を超える高温で燃

焼して触れたもの全てを融解します。液状テルミットは３

ターン接触していた物全てに１行動ターンあたり

3d10+5DV のダメージを与えます。装甲も焼き尽くされる

ので、装甲値が使い果たされたらもう役に立ちません。

［手頃］

・ノットウォーター：強力な液状防火剤ですが、どんなに吸

水性の高い物体でも濡らさずにそのまま弾かれます。［低

額］

・解体ゲル：この軟泥は、電荷が加わると強酸になります。

ゲル状になっていてゼリーみたいに塗ることができ、宇宙

空間で使うことすら可能です。酸形態では、酸対策がされ

ていなければ３ターン接触していた物全てに１行動ターン

あたり 1d10+5DV のダメージを与えます。装甲はこの酸に

対して最初は役に立ちますが、溶かし尽くされてしまうの

で、装甲値が使い果たされたらもう役に立ちません。［安

価］

・スリップ剤：この液体は摩擦がほとんどありません。ある

地域に撒く（よくスプラッシュ・グレネードに仕込まれてい

ます）と、撒かれた表面で歩いたり走ったりしようとしたら

運動力テストに成功しないと転びます。同様に、スリップ

で覆われた表面を手掛かりにするのは極めて難しいので、

掴まるのには身体力が必要になります。スリップまみれの

キャラクターを捕まえようとするなら-30修正が課されます。

［安価］

・追跡用染料：この液体は普通の光では無色ですが事前

に指定された別の波長（赤外線や紫外線など）なら識別

できます。［低額］

毒物

　化学戦では、敵を殺したり傷つけたり無力化したりする

ために化学物質や生物物質の毒素作用を用います。な

お、試料が手に入って適切な医療テストや学術テストに

成功すれば、大抵の毒には解毒剤が調合可能です。こ

れは予定時間が１時間の作業行動になります。こうした毒

物はバイオモーフにのみ有効で、シンセモーフには無効

です。

・ＢＴＸ２：ＢＴＸＸ（別名「カエルの牙」）は極めて強力な心

毒性かつ神経毒性のバトラコトキシンを遺伝子改造したも

のです。対象を数行動ターンで迅速に麻痺させて多くの

場合は心臓麻痺で死に至らしめます。対象は３行動ター

ン後に 2d10+10 のダメージを受けます（医療機はこのダ

メージを半減します）。また、身体力×２テスト（医療機が

あれば+30）に成功しないと１時間の間麻痺します。［高

価］

・ＣＲガス：この強力な無力化ガスは目のかゆみと一時的

な視覚障害とひどい咳と呼吸困難、皮膚の炎症とパニッ

クを引き起こします。対象は 1d10÷２のダメージを受け、

視覚による知覚テストに-30修正を課され、20 分間（医療

機があれば 5分間）の間他の行動に-20修正を課されま

す。［安価］

・フライト：このドラッグは人間が恐怖によって放出するフェ

ロモンを基にしたもので、対象に警戒心や場合によって

は恐怖をも植え付けるためのものです。意志力×３テスト

（医療機があれば+30）に成功しないとパニックに襲われ

て 1d10 のストレスを受けます。また、脅迫や恐怖による感

情操作への抵抗に-30修正が課されます。フライトの効

果は１時間（医療機があれば 5分間）続きます。［安価］

・ナーヴェックス：シクロサリンやＶＸやノヴィチョックといっ

た危険な神経ガスから発展した遺伝子改造毒で、散布後

１０分で安全に不活性になる無色無臭のガスとして用いら

れます。筋肉の不随意収縮や発作や呼吸不全による死

をもたらします。汚染から１分後に、身体力テストに成功し

ないと発作や麻痺や悪心や嘔吐で行動不能になります。

成功しても、全ての行動に-20修正が課されます。10 分

後には、解毒剤（アトロピンみたいな）が投与されていな

ければ死亡します。医療機のあるキャラクターは最初の

効果は受けますが、５分後には回復します。［高価］

・オキシトシンＡ：オキシトシンを遺伝子強化したドラッグで、

摂取者に信頼感を植え付けます。薬漬けになったキャラ

クターは信頼が問題になる意志力テストや察知テストに-

30修正が課されます。［安価］

・トウィッチ：痙攣剤で、非致死性の神経ガスです。対象は

身体力テスト（医療機があれば+30）に成功しないとひど

い筋肉の震えで行動不能になります。成功しても、全て

の行動に-20修正が課されます。トウィッチの効果は 10

分（医療機があれば 5分間）続きます。［安価］

ナノ毒物
・ディスラプション：このナノ毒物は神経のミエリン鞘を攻

撃し、神経インパルスを混乱させて多発性硬化症を引き

起こします。１時間ごとにモーフは運動力と反射力と認知

力に－５修正を課されます。適正がゼロになったら、モー
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フは事実上麻痺して緊

張症となります。［手頃］

・ネクロシス：ネクロシス・

ナノボットは体内の細胞

壁を攻撃して組織を殺し

ます。このナノ毒物は１分

間にわたって１行動ター

ンごとに 1d10÷２のダ

メージを与え、その後で

ナノボットは行動を停止

して体内から排出されま

す。ネクロシスはバイオ

モーフにのみ有効です。

［手頃］

・ニューロパス：これらの

ナノボットはモーフの苦

痛受容器を全身レベル

で刺激して苦痛と障害を

もたらすように設計されて

います。殆どのニューロ

パスは生身の受容器を

目標としていますが、同

様の効果を産み出すた

めにシンセモーフのサイ

バーブレインに同じような

（幻）痛刺激をもたらす亜

種も存在します。対象は

意志力×３テストに成功

しなければ行動不能になります。たとえ成功しても、もたら

された苦痛によって-30修正が課されます。負傷修正を

無視する苦痛耐性によって、ニューロパスによる苦痛修

正は軽減できます。［手頃］

・ナッツクラッカー：モーフ体内の皮質スタックを捜索し、

移動し、その水晶格子を攻撃して合成ダイヤモンドの

ケースを分解するナノボットです。この過程にはおよそ６

時間かかり、それが過ぎると皮質スタックは破壊されます。

また、これらのナノボットは皮質スタックと（義）脳や脳マッ

ピング・ナノボットとの接続も攻撃します。１時間が経過す

ると、犠牲者は自分の皮質スタックが危険にさらされてい

るのに気付きます。３時間が経過すると、全ての接続は切

断されて皮質スタックによるバックアップは不可能になりま

す。［高価］

病原体
　病原体というのは、宿主に病気をもたらす感染性の生

物因子です。自然の病原体が意図的に宿主を殺すこと

はまずありませんが、＜大崩壊＞の間に復活し、そして

ティターンズによって推進された細菌戦プログラムは、病

原体を戦争の兵器として改造し使おうと目論んでいました。

危険な生物因子の理想的な特性といえば、感染力の高

さ、病気の重さ、ワクチンの存在、そして空気散布が可能

であることです。殆どのバイオモーフは普通の病原体に

対しては基本バイオ改造のお陰で免疫がありますし、他

の病原体の殆どに対しては医療機が守ってくれます。で

すが、こうした防御ですらもティターンズの遺産や新世代

のテロ細胞のバイオ戦争細菌には通じないかもしれませ

ん。基本的には、病原体はキャラクターへの直接の脅威

ではなく話のネタとして扱うことをお勧めします。病原体は

シンセモーフには無効です。

・デジェン：この
デジェネレイティブ

退　化　性神経病に曝されたら耐久値×

２テストに成功しないと感染します。医療機はこの病気を

治しますが、そうでなければ１週間は感染の兆候は現れ

ず、それから記憶の欠落や人格の変化や幻覚といった急

速に進行する認知症の症状が明らかになります。治療さ

れなければ、もう１週間でデジェンは進行し、言語障害や

おかしな運動や平衡感覚や手足の協調の喪失、更には

発作といったもっと深刻な症状が出ます。これは（最初の

１週間以降の）１日あたり５点、全ての適性が低下すること

で表現されます。どれかの適性がゼロになったら、死亡し

ます。デジェンは、発症したときにはすでに皮質スタック

のバックアップが汚染されているという性質のため悪名が

広まっています。［巨額］

・トリガー：目標を選別して肥満細胞に感染して超アレル

ギー反応を引き起こすデザイナー・ウィルスです。全身の

血管拡張（血圧の急低下と関連します）によるアナフィラ

キシーショックと気管支膨張（収縮と呼吸困難をもたらしま

す）により、治療されなければ発症後数分で死に至るのが

普通です。感染者は耐久値テスト（現在の耐久値－ダ
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毒物

種類 投与手段 発症時間 持続時間

化学毒物

ＢＴＸ２ 化学 皮下、注入、経口 1行動ターン 3行動ターン/1時間

ＣＲガス 化学 皮下、吸入 1行動ターン 20 分

フライト 生物 吸入 3行動ターン 1時間

ナーヴェックス 化学 皮下、吸入、注入、経口 1分 死亡

オキシトシンＡ 生物 吸入、注入 3分 2 時間

トウィッチ 化学 皮下、吸入、注入、経口 3行動ターン 10 分

ナノ毒物

ディスラプション ナノ 注入、経口 即時 8 時間

ネクロシス ナノ 注入、経口 3行動ターン 1分

ニューロパス ナノ 皮下、注入、経口 3行動ターン 8 時間

ナッツクラッカー ナノ 注入、経口 即時 6時間

超能力ドラッグ

阻害剤 化学 注入、経口 3行動ターン 6時間

開花剤 生物 注入、経口 20 分 1時間

増幅剤 化学 注入、経口 1分 1時間



メージを使用します）に成功しないと、すぐに死亡します。

医療機でもこのウィルスに対して間に合うよう反応するの

は困難で、医療機を持つキャラクターは生き延びるため

に耐久値×２テストに成功しなければなりません。［巨額］

超能力ドラッグ
　ワッツ・マクラウド株の研究によって超能力に影響を与え

るドラッグの誕生に関わる異例のブレイクスルーがいくつ

も発生しました。こうしたドラッグはどれも実験段階ですが、

既にファイアウォールやその手の秘密集団で何らかの使

い道が見つかっています。

・阻害剤：プシー波を弱めて詭技を遮断したり妨害したり

するために脳の受容体や伝達機能の一部の機能を止め

る神経薬剤です。アシンクの囚人がその能力を使えない

ようにするのにするために、よく使われます。投与された

キャラクターは意志力×２テストを行わなければなりませ

ん。成功すれば、超能力技能に-30修正が課せられて全

てのストレインが倍になるだけですみます。ですが、阻害

剤にはキャラクターを弱めるという不幸な副作用があり、

認知力に-10修正が課せられます。阻害剤の影響を受け

ているキャラクターは酔っ払って寝ぼけた様子なことが多

く、あまり興奮したり感情的になったりしません。［高価］

・開花剤：このドラッグはワッツ・マクラウド株の変種で、一

時的な効果を持つものの服用者の脳を永久に変化させ

ることはありません。開花剤は、特性／超能力を持ってい

ようといなかろうと特定の詭技一つを使う能力を服用者に

一時的に植え付けます。それぞれの種類の開花剤は

別々の詭技に特化しています。主に非アシンク向けのも

のですが、非アシンクは超能力技能を持てないため、意

志力で代行しなければなりません。そのため、開花剤はし

ばしば増幅剤と併用されます。

　開花剤の服用は心を捻じ曲げられるような体験です。服

用者はしばしば幻覚を体験します（ゲームマスターの裁

量）。ドラッグの効果が切れると 1d10 のストレスを受け、プ

シー・ガンマ詭技を植え付けるドラッグならば更に+2

されます。［巨額］

・増幅剤：アシンクの超能力を増幅します。ドラッグの持続

時間の間、超能力技能テストに+20修正を適用します。で

すが、その間は全てのストレインの DV を+2 します。増幅

剤には精神的依存性があり、依存修正は-10 です。［巨

額］

日常技術
　以下の機器は極めてありふれていて殆どどこのハビタッ

トでも手に入ります。『エクリプス・フェイズ』の住民のほぼ

全員が、こうした機器を持っているか、持ち主を何人も

知っています。

・エクト：基本メッシュ接続の体外版で、医療センサーを抜

いたものです。これらのカラフルな機器は身に付けられる

メッシュ端末やＰＤＡや位置測定装置やカメラ付き電話と

して使えます。柔軟で（ブレスレットとして着用されることも

しばしばあります）埃を防ぎ、自然と汚れが落ち、スクリー

ンのサイズを拡大するために伸ばすことも可能です。ホロ

グラフ・ディスプレイを投射でき、大抵は無線機能を持つ

眼鏡やコンタクト・レンズと装飾過多なイアピースやイアリ

ングが付いているので、強化現実にアクセスできます。

メッシュ接続がどこにでもあるのでエクトは珍しくなってき

ていますが、バイオ保守派やインプラントのない人やセ

キュリティ上の理由でメッシュには体外機器でアクセスし

たいという人が今でも使っています。［安価］

・ホログラフ投射機：鮮明で極めてリアルな三次元画像や

映像を投射することができます。遠距離（20メートル以

上）ではこうしたホログラムを偽物と見破るのは困難です

が、近づけば簡単になります（知覚テストに+20修正）。ホ

ログラムは可視光線以外の波長では現れないので、強化

視力があれば簡単に見破れます。［安価］

・微重力シューズ：この靴にはベルクロや磁力システムが

仕込まれていて、微重力や無重力環境でも適切な表面

なら、浮かんだり跳ねたりしないで普通に歩くことができま

す。［低額］

・携帯センサー：これは小型の携帯（着用可能なことすら

あります）センサー・システムです。センサーの種類（例：

赤外線、ライダー、レーダー、エックス線）を選んでくださ

い。複合センサー・システムも、累積した価格で手に入り

ます。『無線とセンサーの有効範囲』と『強化感覚の使用』

を参照してください。［手頃］

・スマート衣類：スマート衣類は色や肌触りやカットすらも

変えることができ、単色のジャンプスーツから格子縞の

パーティ・ドレスやピンストライプの２０世紀後半の背広の

レプリカに変形するのに１分かそこらしかかかりません。着

用者の偽装にも使え、停止しているかゆっくり歩いている

限り、そしてスマート衣類で完全に身を覆っているか同じ

色やパターンのカメレオン皮膚を併用しているのであれ

ば、見つかるのを避ける潜入テストに+20修正が得られま

す。偽装が不完全か移動が速ければ、この修正は+10 に

減少します。また、スマート衣類は暑さや寒さからもキャラ

クターを護り、-40℃から 70℃までの環境で快適に過ごす

ことができます。［安価］

・スマート真空服：普通のスマート衣類と似ていますが、こ

の服は軽真空服にも変形できます。また、装甲値 2/4の

装甲にもなります。［手頃］

・スペック：視力強化眼鏡です。基本メッシュ接続に接続

して着用者の視覚野に感覚データを直接送り込みますが、

バイオ保守派やインプラントがない人のために視覚ディス

プレイもあります。スペックは着用者の可視周波をテラヘ

ルツ波からガンマ線まで拡張します。テラ線照射機は組

み込まれていますが、エックス線やガンマ線はハビタット

や安全な環境では珍しいため、それで物を見るには別の

照射機が必要です。最大５倍のピントに相当する機能が

あり、視覚に関わる知覚テスト全てに+10修正をもたらしま

す。［安価］

・道具：道具にはキット（携帯可能）と工房（大型機体に収

納可能）と施設（大型で移動不能）があります。それぞれ

の道具は、ハードウェア：電子機器やハードウェア：地上

機といった特定の技能に対応しています。［安価（キット）、
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高価（工房）、巨額（施設）］

・便利ツール：この手工具には特殊な小型ナノボット生成

機が仕込まれています。基本形態では、大きな万年筆み

たいなサイズと形です。ですが、レンチやナイフや動力ス

クリュードライバーから回転研削盤やペンチまで、殆どど

んな道具にも変形することができます。安物の便利ツー

ルには料理や野外サバイバルといった特定の仕事に特

化したものもありますが、高級なモデルは想像しうる手工

具ならほぼどんなものにでもなれます。便利ツールは基

本メッシュ接続で精神的にコントロールするのが普通です。

こうしたインプラントがなければ音声コマンドやタッチパネ

ル等でもコントロールできます。便利ツールの使用者は機

械的な部品のある機器の修理や改造、鍵開け、警報シス

テムの解除や応急手当てに+10修正が得られます。［安

価］

・ビューアー：小型で高度に発達した双眼鏡で、スペック

の視覚強化全てを持っていますが、倍率は 50倍です。ま

た、ビューアーが向けられている方向と連動している倍率

50倍の指向性マイクも備え付けられています。向けられ

ている先への視聴覚に関わる知覚テスト全てに+30修正

が得られます。この修正は他の機器や強化による修正と

は累積しません。［安価］

ナノテクノロジー
　ナノテクノロジーとは、物質の原子レベルでの精密な操

作で、何百万という超小型のナノマシンを用いるのが普

通です。ナノテクノロジーは生産の在り方を変え、新しい

技法と素材を実現しました。ナノ合成、つまり分子レベル

での物体組み立ての出現は経済を変え、必要なものがな

んであろうと原材料からそのまま生産できるようになりまし

た。ですが、ナノテクノロジーは今なお成長中の分野で、

限界はあります。ティターンズは幾何学的成長の力によっ

て何でも変化させたり滅ぼしたりできる自己複製ナノス

ウォームを放ちましたが、こうした技術は人類の手にはま

だ遠く及びません。

基本ナノテクノロジー

　基本ナノテクノロジーは大きく広まっていて太陽系全体

で使われていて、生産の主要手段として何十年も活用さ

れています。基本ナノテクのナノボットは豊穣機や治療タ

ンクの内部といった繊細で特別に管理された環境に閉じ

込められていて、その外部では活動できません。

治療タンク
　治療タンクは最初に開発されたナノテク医療で、今でも

一番強力な医療機器です。いくつかの極めて危険なナノ

プレーグを除けば、治療タンクはどんな病気も怪我も治せ

ます。治療タンクに入れられた時点で患者が生きてさえい

れば、患者は生き延びるだけでなく、出てきたときには傷

跡一つありません。治療タンクは切断された頭（医療機や

ナノテク応急手当てによって容体が安定していればです

が）から、その遺伝子を使って全身を再生することすら可

能です。患者の肉体や医歴にインプラントやバイオウェア

や先進ナノテクについての情報があれば、こうした改造も

全て完全復活します。

　治療タンクが必要なほどの重傷を負う人というのは、多く

ありません。殆どは、肉体彫刻を行ったりインプラントやバ

イオウェアを埋め込んだりするための安全で手軽な手段

として使っています。治療タンクは患者の肉体を変更した

りインプラントやバイオウェアを融合したりするのに特殊な

ナノマシンを使っています。治療タンクの長所の一つに、

追加の治療時間が不要というのがあり、患者は強化を受

けたらそのまま出ていけるのです。どこの病院や診療所

やボディショップや強化店にも治療タンクが何台もありま

す。治療タンクが必要とする時間は、治療タンク表（下記）

に挙げられているように、治療するダメージの深さや行う

強化の規模によって様々です。［高価］

ナノ探知機
　ナノボットを走査探知するために空気や微細なデブリを

吸入する小型機器です。ナノボットは極めて小さいため、

ナノボットの密度が探知の成功率に大きな影響を与えま

す。ナノボット探知の際には基本技能は 30 で、活動中の

ナノスウォームかハイブがその場にあれば+30、ナノス
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ウォームかハイブが最近活動していれば+0、スウォームか

ハイブの外にあるナノボットに対しては-10 の修正が加わ

ります。ナノボットを探知したらユーザーやナノ探知機の

ＡＩ（学術：ナノテクノロジー 30）が分析できます。ナノ探知

機を身に付けたままにして敵対的なナノスウォームを探知

したら警報を発するように設定されていることがしばしば

あります。［安価］

ナノ合成機
　ナノ合成機は太陽系における生産のほぼ全てを担って

いる汎用組み立て機です。ユーザーが素材と電子データ

計画を設定すれば、武器から超軽量飛行機から熱々で

おいしい夕食まで、ありとあらゆる製品が生産できるので

す。多くのナノ合成機には一般的な設計図（基本的な食

事や普通の衣類や一般的な道具など）のライブラリが付

随しています。そうでない設計図はオンラインで買ったり

自分でプログラムしたり何らかの他の手段で入手する必

要があります（『ナノ合成』を参照）。最大級のナノ合成ユ

ニットは一辺が１０メートルを超え、小さな消費財をまとめ

て生産したり軌道乗換機みたいな大型機器を建造したり

するのに使われます。

　ナノ合成機の手に入りやすさや合法性は、太陽系の各

地で様々です。中心部と木星共和国では、豊穣機は規

制されているのが普通で違法なこともあり、ハイパーコー

ポや軍の部隊やその他当局やエリートにしか許可は得ら

れません。こうしたハビタットでは、一般大衆にはもっと規

制の大きなファバーしか使えません。更に、設計図も著作

権法で規制されていて許可が必要で、多くのナノ合成機

には武器や爆発物などの規制物品の生産だけでなく無

許可設計図の使用を防ぐ制約が最初から組み込まれて

います。ですが、辺境部の自治主義派の間では、ナノ合

成機は簡単に利用できて全員が共有し制約もありません。

　ナノ合成機による物品の作成ルールについては、『ナノ

合成』を参照してください。

・デスクトップ豊穣機：豊穣機というのは多目的ナノ合成

機です。最小級の豊穣機は一辺50センチほどで最低40

リットルの容量がある机サイズの立方体です。道具から

きっちり折り畳まれた衣類一式から拳銃やシリアル入りボ

ウルまで、小さな物体なら何でも生産できます。もっと大き

な物品を生産できることもありますが、部品を生産してか

らそれを組み立てる必要があります（適切なハードウェア・

テストが必要でしょう）。

　専用の素材を買うこともできますが、豊穣機には分解機

も付いています。ゴミなどを分解機に入れれば、それが、

豊穣機用の素材になるのです。合法的に手に入る分解

機はどれも、無生物しか分解できません。［巨額］

・ファバー：携帯可能で豊穣機よりもかなり小さな、特化し

たナノ合成機です。どんな手工具や個人用電子機器でも

作れるものやどんな有機素材でも飲食物に変えられるも

の、それにどんなドラッグや医薬品や包帯（特殊なものも

含む）も作れるものなど、様々な携帯ファバーがあります。

最も一般的なファバーは容量４リットルです。大きな手工

具や機器は２～３個の部品として生産してから結合しなけ

ればなりません。豊穣機と同様に、ファバーにも小型分解

ユニットがあります。［手頃］

・メイカー：使用者に飲食物を供するように特別に設計さ

れたものです。水分を含む液体や残飯や草やほこりや動

物の死体や人間の排せつ物といったバイオマスの寄せ

集めならなんでも素材に使えます。標準型真空服に組み

込まれているモデルもあります。メイカーは水や様々な味

付き飲料、それにレーション・バーか厚いプディングみた

いな食用ジェルを生産できます。素材さえあれば、３人前
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治療タンク

怪我 治療時間

負傷３個以下の通常のダメージの治療
負傷１個あたり２時間

（負傷０個なら１時間）

腕や脚といった大きな身体部位の回復、あるいは負傷４個以上の瀕死や重症のキャラク

ターの治療
負傷１個あたり１２時間

死んだばかりだけど、死を避けるための医学的停滞状態がすぐに施され、損傷は少ない

キャラクターの復活
負傷１個あたり１日

死んだばかりで、死を避けるための医学的停滞状態がすぐには施されなかったキャラク

ター、及び身体の大半を失ったキャラクターの復活
負傷１個あたり３日

強化

小規模なインプラントやバイオウェア、肌の色に瞳の色や形に髪の色や肌触りや分布に

容姿や体脂肪分布の小規模な変更といった、小規模な美容整形
１時間

大規模な脳や神経のインプラントやナノウェアやバイオウェア、性転換、5％以内の身長

変更や 20％以内の体重変更
１２時間

四肢の追加といった大規模な肉体改造や身長や体重の激変 ３日



までの飲食物を無限に供給できます。ですが、殆どのユ

ニットは味や触感のレパートリーが極めて乏しく、しかも実

にまずいというのが定評です。味や触感が多様で優れて

いるモデルはもっと高価ですが、まともか、場合によって

は美味とも呼べる食事を生産します。［安価ないし手頃］

・設計図：ナノ合成機で何かを作りたければ、それを分子

レベルでどう作るかを教える必要があります。およそ考え

られる物品の殆ど全てで、そのための設計図が手に入り

ます。こうした設計図の価格はその物品の購入価格を上

回るのが普通ですが、いつものように合法性や品質と

いった要素が価格に影響を与えることがあります（『装備

の調達』を参照）。［物品の価格よりも一段階上］

先進ナノテクノロジー
　先進ナノテクノロジーには、最新の開発が含まれます。

基本ナノテクと同様、先進ナノテクノロジーでも自己複製

はできませんが、ナノボットは殆どの環境で通常通り機能

し、バクテリアによる攻撃などの環境上の問題にも抵抗力

に優れています。典型的な先進ナノテクは、素材が供給

されている限りナノボットを生産し続ける発生機（「ハイブ」

と呼ばれます）で構成されています。こうしたハイブのそれ

ぞれに、小型分解ユニットや発生機用に素材を集める専

用のナノボットが付随しています。こうしたハイブがナノ

ボット・スウォームを生産し、それが何らかの機能を果たす

ために放たれるのです。

　先進ナノテクの例には秘密作戦ツールや医療機やス

マート・ダストなどが含まれます。

　汎用ハイブ：汎用ハイブは、正しい設計図やプログラム

さえあれば、およそどんな種類のナノボットでも生産可能

です。最低でも一辺３０センチの立方体で容量２５リットル

なので、最小のものでも携帯は困難です。［巨額］

・専用ハイブ：汎用ハイブよりもずっと普及していますが、

一種類のナノマシンしか生産できません（なので、ハイブ

ごとに一種類のナノスウォームを選択してください）。最小

の専用ハイブは１２ゲージ・ショットガンのシェルか大きな

プチトマト程の大きさです。［手頃＋プログラムされたナノ

スウォームの価格］

エゴ接続機
　エゴ接続機は、精神のアップロードやダウンロードに使

われるタンク機器です。『バックアップとアップロード』と

『再着用』を参照してください。［巨額］

ナノスウォームとマイクロスウォーム
　スウォームというのは、ハイブで作られたナノボットやより

大きなマイクロボットの群れで、特定の指示をプログラムさ

れ、それから設定された作業を行うために放たれます。そ

れぞれのスウォームは数百から数千のナノボットやマイク

ロボット（微生物から小型昆虫までの大きさがあります）で

構成されています。ナノボットは裸眼では見えないのが普

通ですが、ナノ探知機やナノ顕微視力で探知することが

できます。マイクロボットはもっとわかりやすいものの極め

て小さいことに変わりはなく、大抵は砂やほこりの一粒くら

いの大きさで、大きくてもノミくらいです。スウォームに属

するそれぞれのボットはナノコンピュータで指示を受け、

昆虫や動物の群れをモデルにした行動ルーチンに従っ

ています。こうしたスウォームは一体となってまとまって行

動し、ナノ無線機やナノレーザーや化学信号で通信し、

スウォーム内の他のボットと情報を共有しています。なお、

ナノスウォームは生物の体内には侵入しません（外から攻

撃することはあっても）。体内のナノはナノウェアやナノド

ラッグやナノ毒物で扱われます。

　ナノボットやマイクロボットは、イオンを除いた全ての小

型推進システム（『移動システム』を参照）を設計に組み込

むことができます。動力は小型バッテリーや太陽電池で

賄われます。小型センサーは素材や物体の識別には極

めて優れているので、目標の識別にも優れています。ナ

ノボットやマイクロボットは、例えば、金属物体や特定種類

の植物や特定のモーフや女性や特定人物を無視するよ

うにプログラムできるのです。スウォームはハイブから直接

放出することも事前に収納しておいた設定可能な容器か

ら放出することもできます。

　スウォームは放出の前にプログラムしておく必要があり

ます。このプログラムは、まずそのスウォームがどれだけ

長く活動するかを決めます。予定時間に上限はありませ

んが、殆どのスウォームはハイブで補充されなければ二

週間で衰弱して機能を失います。それから、スウォームが

滞在する場所を指定します。この指定には解釈が柔軟で、

「この人物を覆え」から「直径２０メートルに展開しろ」や

「一番近い化学痕跡を見つけ、それを辿れ」まで様々な

指定が可能です。最後に、特定の素材を無視するとか事

前に指定された時間に報告を送るとか特定の作業が終

わったら自壊して無害な塵になるかいった、スウォームの

任務に必要な他の条件を指定します。

　こうしたプログラミングは、基本的にはプログラミング（ナ

ノスウォーム）技能による単純成功テストで扱われます。

失敗は単にプログラミングが完璧でなかったというだけで、

スウォームが計画通りには活動を完了しないかもしれませ

ん。通常のプログラミング（ナノスウォーム）成功テストは、

スウォームのプログラミングがかなり複雑か、スウォームの

通常の設定機能の範囲外で行動させる場合にのみ必要

となります。ですが、各スウォームのボットの装備はそれが

設計された作業に特化しているので、ゲームマスターの

裁量によってはスウォームを全く別の目的に使おうとする

のは難しかったり無理だったりするかもしれません。

　一度放出されたスウォームは、無線やレーザー・リンク

で遠隔制御したり操作したり（再）プログラムしたりすること

ができます。

　スウォームは丸ごと一つの存在として扱います。標準的

なスウォームは一辺１０メートルの立方体をカバーするだ

けの量があり、これが容器やハイブで放出されるスウォー

ムの標準「単位」です。もっと大きなスウォームもあります

が、それは別々のスウォームとして扱います。各スウォー

ムは耐久値50 で負傷を受けることはありません。スウォー

ムに対しては殆どの攻撃は１点しかダメージを与えません。
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範囲効果武器やプラズマ・ライフルや火は 1d10 のダメー

ジを与え、プラズマ手榴弾は通常通りのダメージを与えま

す。スウォームには EPM兵器が極めて有効で、2d10+5

ダメージを与える上に通信能力を損傷させるため修理さ

れるまで全てのテストに-10修正を与えます。スウォーム

は真空の影響を受けません。

・クリーナー：このナノスウォームは掃除して磨いて塵や染

みを除きます。場所や特定の物品や人に使うことができま

す。完璧に綺麗にしておくために常時クリーナーを展開さ

せている施設もあります。ある場所を浄化するために特定

の毒物や薬品や有害物質を除去するようプログラムされ

ていることもあります。時には、秘密工作員や犯罪者が、

血痕や髪の毛などＤＮＡを特定できるものが鑑識の手に

渡らないように現場から証拠を消滅させるためにクリー

ナーを使うこともあります。［安価］

・ディサセンブラー：これらのナノボットはスマート腐食剤と

も呼ばれ、どんな物質でも分解します。普通の酸と違って、

エネルギーを使って化学結合を破壊することでどんな素

材でも分解できるだけでなく、ある物質は無視して他の物

質だけ破壊するようにプログラムできるというのが長所で

す。ディサセンブラーはシンセモーフに対してよく使われ

る武器で、間違ってバイオモーフにばら撒いてしまう心配

なしにシンセモーフの部品を腐食します。接触すると、行

動ターンあたり 1d10÷２（端数切り上げ）のダメージを与

えます。累積したダメージが負傷基準値に達したら、負傷

として扱います。エネルギー装甲も力学装甲もこのダメー

ジには有効ですが、これらの装甲値も腐食されるので、

吸収した DV の分だけ減少します。［高価］

・エンジニア：このマイクロスウォームは、壁の建設やトン

ネルの掘削や穴の封鎖や土台の補強など、様々な建築

用途に活用されています。［手頃］

・フィクサー：これは修理スプレーのナノスウォーム版です。

［手頃］

・インジェクター：このマイクロスウォームには細い注射針

と容器があります。インジェクター・スウォームに襲われた

生身の目標は１点のダメージを受け、注射されたドラッグ

や薬剤や毒物の効果を受けます。［手頃］

・ガーデナー：このマイクロスウォームは雑草退治や種植

えや草刈りや授粉、場合によっては小さな作物の収穫と

いった様々な農作業に便利です。また、単にある地域を

不毛の地にするのにも使えます。［手頃］

・ガーディアン：このナノスウォームは他の無許可スウォー

ムがいないかどうか警戒し、攻撃します。接触した他のス

ウォームに、行動ターンあたり 1d10÷２（端数切り上げ）の

ダメージを与えます。［手頃］

・プロテアン：このナノスウォームは他の素材や物体を分

解し、それを使って特定の事前にプログラムされた機器を

作成する（特化したナノ合成機みたいに）よう設計されて

います。適切な原素材を確保できてなければなりません

（例えば、金属製の機器を作るには何か他の金属を変化

させる必要があります）。製作には品物の価格分類ごとに

１時間（少額な物品なら１時間、安価な物品なら２時間と

いった具合）かかります。［高価］

・サボタージュ：サボ・ナノボットは電子機器や機械機構に

侵入し、接続の切断や部品の無力化や可動パーツの分

断といった細かいけれどわかりにくいやりかたで破壊する

ように設計されています。サボタージュはディサセンブ

ラーと同様に機器にダメージを与えますが、目標は破壊

されず、そのダメージはその場では明らかにはなりません。

行動ターンあたり 1d10÷２（端数切り上げ）のダメージを

シンセモーフやボットなどの機器に与えます。装甲は無

効ですが、累積したダメージが負傷基準値に達したら負

傷として扱います。［高価］

・スカウト：スカウト・ナノスウォームは地域を体系的に測量

探索し、発見した素材や物質全ての試料を採取します。

その試料はハイブや容器に持ち帰られて化学分析されま

す。スカウトはＤＮＡ試料の採取や化学残留物の分析や

その他の証拠の検査といった鑑識目的にも使えます。

［高価］

・タガント：タガントは散布された地域にあるもの全てに付

着しようとします。それぞれに固有の識別コードがあるの

で、後で発見されたときにタグ付けされた人や物をタグ付

けされた時点での場所と関連付けることができます。タガ

ントは沈黙を保って適切な暗号コードによる無線呼びか

けにのみ反応するようにも、メッシュ経由で場所を散布者

に発信するようにもプログラムできます。［安価］
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ペット
　これらの部分的に知性化されたバイオ工学動物には初

歩的な知能と限定的な対話技能があります。そのため仲

間や助手として優れています。

・ファー・コート：いわゆる「毛皮のコート」は生きたままの

原始的な生物を使った上着です。この生物の肌や毛皮

や鱗は本物です。遺伝子改造家畜から培養されて衣服

の形になるよう形成されていて、ホッキョクグマのパーカー

やアザラシのダイビング・スーツやハリネズミのコートなど、

実用性があることも珍しくありません。無線制御と触覚シス

テムで改造されているので、コマンド一つで動かしたり震

えさせたりマッサージさせたり刺を出したりさせることがで

きます。［安価］

・知能化犬：あからさまな番犬としてよく使われていて、し

ばしば戦闘用のバイオウェアやサイバーウェアで強化さ

れています。［手頃］

・知能化猿：スリみたいなけちな盗みをさせるためによく犯

罪集団が使っていて、頭が良くて役に立つ助手になれま

す。［手頃］

・知能化ネズミ：普通のドブネズミを強化したもので、頭が

良くて器用で、ポケットやフードに簡単に隠れることができ

ます。［安価］

・宇宙ゴキブリ：小型犬くらい大きさにまで成長した昆虫で、

しばしば生体彫刻で鮮やかな体色や模様を与えられて

います。細かい清掃作業に便利です。［安価］

廃品漁り技術
　ゲートクラッシャーや宇宙廃品漁りや任務中のファイア

ウォール・チームがしばしば用います。

・分解ツール：回収活動や解体、それにハビタットの部屋

から機体やシンセモーフまで何でも分解するのに便利で

す。プラズマ・トーチやレーザー・カッターや空気圧式万

力、それに様々な接続や付属品に使えるスパナやレンチ

みたいなスマート工具が含まれています。［高価］

・モバイル・ラボ：液体や気体や固体の有機物や無機物

（土から生体組織まで）の構成と組成をを分析するありと

あらゆるセンサーを搭載している携帯機器です。様々な

分光分析や生化学的テストによる物質分析を行い、その

結果を内蔵した元素や化合物のスペクトルのデータベー

スと比較します。学術：化学 30 のＡＩを内蔵しています。

［手頃］

・試料容器：このカプセル容器はどんな種類（化学や生

物）の試料でもほぼ停滞状態で保存するように設計され

ています。極低温冷凍から超高熱、場合によっては真空

や高圧大気まで、使用者が指定したどんな状態でも再現

するようにプログラムできます。［安価］

・超テルミット火薬：ナノ金属と酸化金属を組み合わせたも

ので、強力で実に安定している爆破用の火薬です。一回

分で 2d10+5ダメージの爆風を発生させることができます。

この火薬は爆破テストに成功すればうまく形成でき、爆風

を特定の 90°の方角に集中させる（例えば、ドアを吹き

飛ばす方角に）ことができます。その場合、集中した方角

での爆風のダメージは３倍になり、他の方角では 1/3（端

数切り捨て）になります。量を増やせば効果は累積します。

［手頃］

サービス
・匿名アカウント：オンライン取引をこっそり行いたいなら、

これが欠かせません。『匿名アカウント・サービス』を参照

してください。［手頃］

・バックアップ：貧乏だと保険のない一度限りのバックアッ

プ一つしか用意できず、後でバックアップ保険を買えるよ

うになるか誰かが再着用の面倒を見てくれると願うしかな

いこともあります。［手頃］

・バックアップ保険：死亡が確認されたか一定の失踪期間

が経過したら、バックアップ保険によって皮質スタックが回

収されて別のモーフにダウンロードしてもらえます。皮質

スタックの回収が不可能なら、一番最近のバックアップが
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生物 認 運 直 反 社 身 意 イ 行 耐 負 理 ト 技能

ファー・コート 1 1 1 5 1 5 1 12 1 15 3 2 1 ‐

知能化犬 5 10 15 15 5 15 10 60 1 25 5 20 4
乱戦 30、パルクール 30、脅迫30、知

覚 30、収集 30、素手戦闘 40

知能化猿 5 15 15 15 5 10 10 60 1 20 4 20 4

登攀50、乱戦 30、パルクール 30、潜

入 30、知覚 30、収集 30、素手戦闘

30

知能化ネズミ 5 15 15 15 5 5 10 60 2 5 1 20 4
登攀40、乱戦 40、パルクール 30、潜

入 50、知覚 20、収集 50

宇宙ゴキブリ 1 10 10 15 5 5 5 50 1 5 1 10 2
乱戦 30、自由落下30、潜入 50、知覚

20、収集 50

訳注：この表のイニシアティブは第二刷までの基準でしたが、原文通りに訳しました。使用する際には 10 分の 1に

してください。



用いられます。殆どの契約では加入者は少なくとも年に

二回はバックアップを保安ストレージにアップロードしなけ

ればなりません。保険引受と同様に、危険な職業の従事

者はより多くの保険料を支払う必要があります。更に、追

加料金を支払うつもりがなければ皮質スタックの回収活動

も最低限です（そのための準軍事的なエゴ回収活動業が

繁盛しています）。［一ヶ月当たり安価ないし手頃］

・ボディバンク：別のステーションにエゴ投射するけれど

戻った時に同じ肉体にダウンロードしたいという人は、自

分がいない間モーフを氷漬けにしておくことができます。

［一ヶ月当たり手頃］

・ボット／ポッドのレンタル：一日かそこら助手か連れ合い

が必要なら、ボットやポッドを借りるという手があります。

［一日当たり手頃］

・エゴ投射：エゴやインフォモーフを送信するために遠投

射を使います。遠投射は安くはありませんし、価格には受

信ステーションとの距離や優先サービス（優先度を上げる

ために追加料金を支払う）といった要素の影響があります。

［巨額］

・偽造エゴＩＤ：この偽造ＩＤは中心部や木星共和国のハビ

タットの殆ど、そして場合によっては他の場所でも通用し

ます。［高価］

・モーフ売買：新しいモーフの調達が常に簡単とは限りま

せんし、モーフの種類や希望する強化やカスタマイズや

現地での手に入りやすさといった要素の影響を受けます。

必要なもの、あるいはそれに近いものを見つけるための

売買サービスがいくつも存在します。充分な所要時間が

あれば、望むモーフとよく似たポッドを培養することも可能

かもしれません。中古モーフやモーフの下取りを受け入

れるなら、出費を減らすことができます。詳しくは『モーフ

売買』を参照してください。

・心理手術：この宇宙に生きる結果として得た錯乱や精神

疾患を折り合いを付けるために、没入型高品質疑似空間

での心理外科医やＡＩによる専門医療時間を買うことがで

きます。追加料金で疑似空間での相対時間を加速するよ

う処理時間を調節することもできます。詳しくは『精神の回

復と心理療法』と『心理手術』を参照してください。［一ヶ

月当たり手頃］

・疑似空間登録：これによって、プライベートな集まりや休

暇用であれ最新最高のＶＲゲーム用であれ、どれでも好

きな疑似空間にアクセスできます。［安価（一回／一日）な

いし手頃（月額登録）］

・宇宙旅行：宇宙輸送の費用は距離や部屋の質や持ち

込める貨物の量といったいくつかの要素によってピンキリ

です。キリの方では、同じクラスターでのハビタット間シャト

ル移動や天体の地表と軌道の間の移動なら、安くはあり

ませんが手は届きます［高価］。それを超えるとどんどん

費用は高くなります。［巨額］

ソフトウェア
　ソフトウェアの使用についての情報は、『メッシュ』を参照

してください。

プログラム
　これらのプログラムはコンピュータ化された機器でなら何

でも起動できます。

・ＡＲ幻覚：こういったＡＲ記録のデータべスは、内視ディ

スプレイにリアルな幻覚を産み出すのに使えます。『拡張

現実幻覚』を参照してください。［手頃］

・暗号：暗号文ソフトが一組の鍵を生成し、公開鍵でメッ

セージを暗号化し、秘密鍵で復号します。『メッシュ』章の

『暗号』を参照してください。［安価］

・侵入：他のソフトウェアに存在する既知の脆弱性を活用

するハッカーの道具です。侵入を試みるにはこれが必要

です。［高価］

・容貌／画像認識：このプログラムは画像を採取して公開

アーカイブでパターン照合検索を行うのに使えます。歩き

方や声紋など他の生体認証に対応した類似のプロごラム

も存在します。［安価］

・防壁：このプログラムは機器を敵対的侵入から守ります。

どのシステムにもこのソフトの標準バージョンが最初から

あります。［安価］

・傍受：このプログラムが起動している機器から出入りした

り通過したりする通信を全て記録します。『メッシュ』章の

『傍受』を参照してください。［手頃］

・偽装：コマンドや通信を偽装して別の送信源から送られ

てきたかのように見せかける、ハッカーの道具です。『メッ

シュ』章の『認証の偽装』を参照してください。［手頃］

・戦術ネットワーク：こうしたプログラムによって分隊内で戦

術データをリアルタイムで共有することができます。『戦術

ネットワーク』を参照してください。［手頃］

・ＸＰ：経験再生記録というのは、他人の経験の記録です。

内容によっては、ある種のＸＰ（ポルノや実録殺人や犯罪

など）が一部の法域で規制されていることもあります。感

情記録がもっと強烈になって視聴者の興奮が大きくなる

よう、意図的に改造されているＸＰ記録もあります。［安価

～高価］

ＡＩとミューズ
　どのキャラクターも最初から個人用のミューズを持って

います。また、多くの機器にはユーザーを助けたりコマン

ドに応答したり時には自力で機器を活動させることすらで

きるＡＩが最初から搭載されています。ＡＩについてのルー

ルは『メッシュ』章の『ＡＩとミューズ』にあります。

　以下は、簡単に手に入るＡＩプログラムの一例です。特

記がなければ、こうしたＡＩの適性は 10 で言語技能一つ

を 80 で取得しています。またスキルソフトも使用可能です。

・ボット／機体ＡＩ：ロボットや機体を人間の補助がなくても

操縦できるように設計されています。反応力 20 です。技

能はハードウェア：電子機器 20、情セキュ 20、関心：［ボッ

ト／機体］のスペック 80、インターフェース 40、調査 20、

知覚 40、操縦：［適切な分野］40 です。［高価］

・機器ＡＩ：これらのＡＩは人間の補助なしで特定の機器を

操作するために設計されています。技能は情セキュ 20、

関心：［機器］のスペック 80、インターフェース 30（機器に
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専門化）、プログラミング 20、調査 20、知覚 20 です。［手

頃］

・ケイオスＡＩ：陽動やシステム破壊工作のためにハッカー

や秘密作戦チームが使っています。反応力 20 です。技

能はハードウェア：電子機器 40、情セキュ 40、インター

フェース 40、職業：セキュリティ・システム 80、プログラミン

グ 40、調査 20、知覚 30、武器技能一つ 40 です。［巨額］

・セキュリティＡＩ：電子機器システムを監視します。技能は

ハードウェア：電子機器 30、情セキュ 40、インターフェー

ス 40、職業：セキュリティ・システム 80、プログラミング 40、

調査 20、知覚 30、武器技能一つ 40 です。［高価］

・標準的なミューズ：ミューズというのは、個人的助手兼生

涯の仲間として設計されたデジタル存在です（『メッシュ』

章の『ＡＩとミューズ』を参照）。直観力 20 です。技能は学

術：心理学 60、ハードウェア：電子機器 30、情セキュ 30、

インターフェース 40、職業：会計 60、プログラミング 20、

調査 30、知覚 30及び他の知識技能三つ 40 です。［高

価］

焦脳プログラム
　これらはハックした技能を攻撃するのに使われる有害神

経フィードバック・プログラムです。

・狂気：凄惨な精神入力でエゴを攻撃し、ストレスをもたら

します。犠牲者は恐ろしくおぞましく心を引き裂かれる感

覚入力や感情入力で打ちのめされます。攻撃ごとに

1d10 の SV が与えられます。［高価］

・焼灼：エゴを破壊的神経フィードバック・ルーチンでズタ

ズタにします。攻撃ごとに目標のエゴに 1d10+5の DV が

与えられます。このダメージはデジタル化された神経ダ

メージとして発生します。［高価］

・悪夢：へんとう体と海馬の役割を果たす神経回路を刺激

して、犠牲者に不安とパニック発作を引き起こします。目

標のエゴは意志力×２テストに成功しなければなりません。

成功すれば、動揺するだけですみ、次の行動ターンの終

わりまで全ての行動に-10修正を課されます。失敗すると、

1d10÷2 のストレスを受けてパニックに圧倒されます。そ

の結果、でたらめな方向に逃げ惑ったり神経衰弱を起こ

したりショックで身がすくんだりします（ゲームマスターの

裁量）。このパニック症状は失敗度10 あたり１行動ターン

続きます。［高価］

・閉鎖：犠牲者の感覚皮質を狙い、指定した感覚一つに-

30修正を課します。攻撃側ハッカーが大成功すればこの

修正は倍になります。この修正は行動ターンあたり 10 の

割合で減少します。［高価］

・痙攣：エゴを激しい苦痛で動けなくするように設計されて

います。影響を受けた目標はただちに意志力×２テスト

に成功しなければなりません。失敗すると、ただちに身も

だえし、失敗度10 あたり１行動ターンの間何もできずに

苦痛に悶えます。成功しても、全ての行動に-30修正が

課されますが、この修正は行動ターンあたり 10 の割合で

減少します。［高価］

スキルソフト
　スキルソフトはスキルウェアで使います。

標準型スキルソフト：これらのプログラムは能動技能一つ

を最大レーティング 40 で提供します。［高価］

サバイバル装備
　以下の装備は、兵士やスパイや犯罪者やゲートクラッ

シャーや緊急サービス要員といった安全でなかったり馴

染みがなかったりする領域へと赴くことの多い人々にとっ

て、しばしば生死に関わります。

・ブレッドクラム位置システム：この着用型機器はキャラク

ターの移動に伴って非常に細かな「
ブレッドクラム

パン屑 」を残します。

ブレッドクラムは有効範囲（50メートル）以内ならメッシュ

接続（あるいはエクト）と通信できるので、使用者がブレッ

ドクラムの跡と比較して自分の位置をマッピングできます。

遺棄されたハビタットや野外や地元に機能するメッシュが

ない場所では便利で、マッピングにも戻り道の発見にも役

に立ちます。［安価］

・電気重力ネット：この安全装置は安全ネットとも呼ばれて

いて、落下時に重力を相殺するために電場を用います。

実際に重たい物体を浮かせることはできませんが、重力

が強すぎない（落下高度が１Ｇなら５０メートル未満）ので

あれば使用者が安全に着陸できるくらいには減速させま

す。こうした電場の発生には膨大なエネルギーを消費す

るので、一回分しか充電されておらず、使用後には再充

電する必要があります。［手頃］

・電動ロープ：このロープの繊維は電気で操ることができ、

蛇みたいに動かしたり、固くしたりでき、物体に巻きつか

せることすら可能です。普通の電動ロープは 250キロを

支えられる長さ 50メートルのケーブルです。［安価］
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・緊急バブル：宇宙船の最後の手段としての「救命いか

だ」としてよく使われていて、先進スマート素材で作られて

いて、使用者を中心としてあっという間（１行動ターン）に

膨張する携帯パッケージに入っていて、大抵はエアロック

内に置かれています。バブルは直径５メートルで４人を快

適に収容することができます。真空中で１気圧を保ち、-

175℃から 140℃までの気温変化から滞在者を守り、照明

と呼吸可能な空気、それに内蔵型メイカーによる人間サ

イズの滞在者４人分までの水と食料リサイクル能力があり

ます。簡単なエアロックと緊急救難ビーコン（下記）があり、

透明にも不透明にも偏光にもできます。小型核バッテリー

で稼働し、快適な空気注入式家具もあります。［手頃］

・緊急救難ビーコン：この小さいけれど強力な発信機は核

バッテリーで稼働し、プログラムされた救難信号を何年も

送信し続けます。このビーコンは携帯可能で中型ですが、

都市部での有効範囲は 500キロでそれ以外では 5,000

キロです。［手頃］

・懐中電灯：これらの手持ち／着用型／携帯可能照明は、

可視光線でも赤外線でも紫外線でも好きな光を照らせま

す。［低額］

・ナノ包帯：医療機がなければ治療には外部の回復源に

頼らなければなりません。その最もありふれた手段は、ナ

ノ包帯、つまり再利用可能な自己殺菌包帯に仕込まれた

干しブドウサイズの精巧なナノテク発生機です。中毒から

火傷や外傷まで、どんな怪我や病気でも治せます。傷に

包帯を巻くだけであとはナノボットが処置してくれます。ナ

ノ包帯が苦痛や不快感を取り除いて回復速度を速めます

（『バイオモーフの回復』を参照）。特に深刻な怪我では、

接骨や破片の除去といった物理的な応急処置が必要に

なるかもしれません（ゲームマスターの裁量）。負傷があま

りにも深刻（患者が５個以上の負傷を負っている）なら、ナ

ノ包帯は患者を医学的停滞状態にして無線で救急サー

ビスを呼びます。［低額］

・修理スプレー：このナノボット発生機はシンセモーフや機

体などの一般的な物体を修理するよう設計されたナノボッ

トを産み出します。修理スプレーにはよく使われるシンセ

モーフや機器の殆ど全ての仕様書や設計図が記録され

ていて、どこの家庭にもあります。修理するものの仕様書

がなければ、そうした詳細について修理対象のボイスに

質問しなければならず、そうしないと修理できません。ス

プレーを損傷した場所に接触させて上部のボタンを押し

てからナノボットをしっかりスプレーするだけで、修理には

充分です。こうしたナノボットは２時間あたり 1d10 のダメー

ジを修理します。全てのダメージの修理が終わったら、１

日１個の速度で負傷を修理します。また、修理スプレーは

対象をぴかぴかきれいにして、新品同様まっさらの状態

に戻ります。修理スプレーは負傷が４個以上ある物体に

はあまり効きませんが、自分で完全に修理するには損傷

の大きすぎるものの修理のテスト全てに+30修正がありま

す（『シンセモーフと物体の修理』を参照）。［安価］

・シェルター・ドーム：緊急バブルの一種で、このパッケー

ジを展開すると高さ 2.5 メートル直径４メートルのドームに

なります。このシェルターを安全に使うには、展開した地

表に固定しなければなりません。［手頃］

・ナノケーブル生成機：極めて強靭なケーブルを産み出

す先進ナノテク生成機です。手持ちの原材料で、250キ

ロまで支えられる直径 0.2 ミリのケーブルを２キロまで作成

できます。１秒ごとに 20メートルのケーブルを生成できま

す。一本の長いケーブルを作ることもできますし好きな長

さで分断することもできます。ケーブルを１秒当たり５メート

ルの速度で巻き戻して分解することもできます。千時間の

使用ごとに必要な充電と少量の追加素材さえあれば、

ケーブルの生成や分解は永遠に可能です。最高生産速

度を秒速 10メートルに設定すれば、ケーブルで落下速

度を遅くすることで、ナノケーブル生成機の使用者が建

物から飛び降りて安全に着地することも可能です。［手

頃］

・ナノケーブル昇降機：この機器をナノケーブル生成機に

取り付けると、高性能な昇降機になります。ナノケーブル

昇降機には二つの機能があります。まず、ケーブルに硬

い先端を取り付けて距離 50メートル以内に高速射出でき、

昇降に耐えられるくらい丈夫な表面の殆ど全てに食い込

むだけの威力があります。もう一つは、ナノケーブル昇降

機が自身と 250キロまでの重量を秒速２メートルで引っ張

り上げることができます。ナノケーブル昇降機には充電な

しでも 50回の射出と引き上げを行うだけの電力がありま

す。ナノケーブル生成機はナノケーブル昇降機の内部に

収まります。［安価］

真空服
　殆どの真空服は真空に耐えるために着用者の肉体の

先進スマート繊維の圧力を使っているスキンタイト衣類で

す。また、着用者が呼吸可能な大気にいるときには、ス

マート繊維が服を緩めて普通の衣服にしたり簡単に着脱

できるようにしたりします。いずれにせよ、３行動ターンで

スキンタイト状態にできます。全ての真空服には何時間も、

あるいは何日も呼吸可能な空気を維持できる高性能な空

気浄化機があります。

・軽真空服：気密ハビタットの住民なら、こうした服を最低

一着は持っています。形態は様々です。安いものなら、

折り畳めばコートのポケットに収まる簡単なスマート繊維

でできた薄手のジャンプスーツなのが普通です。最高の

モデルには真空服に変形できるハイエンドなスマート衣

類一式や、使用者を包み込んで真空服になるナノボット

を展開する大きなオレンジサイズの先進ナノテク発生機

などがあります。どちらも完全な２行動ターンで真空服に

なり、命令されたときでも生命維持が必要だとセンサーが

発見したときでも起動します。

　どのモデルにも３時間分の空気を供給する小型の酸素

タンクと高性能な空気浄化機が軽量のベルトかトーク（訳

注：古代ガリアなどの、装飾用の腕輪やネックレス）が搭

載されています。ですが、食料や水のリサイクル機能はあ

りません。どのモデルにもエクトとヘッドライトがありますが、

真空服を外しても安全だと着用者に知らせる空気セン

サーと大して変わらないのが普通です。着用者は-75℃

から 100℃までの温度から守られます。また、5/5の装甲
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値があり、一度に 20点を超えるダメージを受けなければ

破けた場所はただちに自動封鎖されます。［安価、スマー

ト繊維版なら手頃］

・標準真空服：軽真空服と似ていますが、もっと丈夫な素

材でできていて厚く、消耗に耐え着用者に若干の装甲を

もたらします。全ての排せつ物をリサイクル可能で 48 時

間まで空気を供給し無限に食事と水を用意するメイカー

を含む、より実質的な生命維持ベルトを備えています。最

高のモデルは１行動ターンで普通の服から真空服に変形

し、生命維持が必要な時には自動的に起動します。また、

それぞれの真空服にはエクトと無線中継機とスペックに相

当するセンサーが搭載されています。こうした真空服の装

甲値は 7/7で着用者は-175℃から 140℃までの温度から

守られます。一度に 30点を超えるダメージを受けなけれ

ば破けた場所はただちに自動封鎖されます。［手頃、ス

マート繊維版なら高価］

・ハードスーツ：この頑丈な真空服はもはや小型宇宙船と

言ってもいいでしょう。ハードスーツは関節付きの手足が

付いた大きな金属製の卵みたいな外見をしています。か

なり重いのですが、主要手足関節のサーボアシスト・モー

ターによって比較的楽に動かすことができます。他の真

空服と違って硬く、真空にも 100気圧までの外圧にも耐

えることができます。ハードスーツの着用者はガス惑星の

大気圏上層部を安全に探検できます。物体の貫通や放

射線に対する装甲も頑丈で 10 時間の間 0.01Ｇの推力を

出せる小型プラズマ推進機を搭載しています。内蔵され

た高性能のメイカーはハードケースの使用者に食事や空

気や水を永遠に供給できます。ハードケースを連続二ヶ

月使った探検家もいます。グローブにはスマート素材が

組み込まれていて、どちらの手も便利ツールの相当品を

使うことができます。また、標準真空服のものと同じ無線と

センサーを搭載しています。フィクサー・ナノスウォームに

よって整備されていて、一度に 30点を超えるダメージを

受けなければ破けた場所はただちに自動封鎖され、着用

者は-200℃から 180℃までの温度から守られます。装甲

値は 15/15です。乗員は装甲値（エネルギーにしろ力学

にしろ）4以下の防具しか着用できません。その防具の装

甲値は重ね着修正なしに累積します。［高価］

武器
　原始的なものからハイテクなものまで、『エクリプス・フェ

イズ』では様々な武器が手に入ります。

接近武器
　接近武器は接近戦闘の際に手「あるいは足」で扱われ

るものです。使用するのに使う技能で分類されます。

刀剣
　これらの武器は刀剣技能で扱われます。

・ダイヤモンド・アックス：消防用や緊急用として多くのハビ

タットに配備されていて、扱うのに両手が必要です。刃は

切断力を増すためにダイヤモンド・コーティングされてい

ます。［安価］

・変形カッター：この鉈に似た武器の刃は形状記憶ポリ

マーでできています。起動していない時の刃はぐにゃりと

柔らかく、丸めたりして簡単に隠すことすら可能です。で

すが、起動すると刃が硬く鋭くなって危険な切り裂き武器

となります。［安価］

・ナイフ：今でも多くの人が持ち歩いている、標準的な切

断道具です。［低額］

・単分子繊維剣：『エクリプス・フェイズ』の時代では剣とい

うのはかなり時代遅れですが、何人かの奇人変人が金属

も手足も容易く切り裂ける自己形成準単分子の刃を持つ

現代版の剣を活用しています。［安価］

・高周波ブレード：この唸る電動刃は切断力を増すために

高周波で振動しています。刺したり斬ったりするときには

大した効果はありませんが、何かを注意深く鋸引く際には

-3AP と 2d10ダメージが追加されます。［安価］

・ワスプ・ナイフ：ワスプ・ナイフの握りには容器が仕込まれ

ています。この容器に高圧空気を満たして目標の体内で

膨張させるというのが、一般的な使い方です。真空や高

圧環境（水中など）では行き場のないガスが体腔に向かう

ため、命に関わります（こうした状況では+2d10ダメージ）。

また、薬剤やドラッグやナノボットを仕込むこともできます。

目標が容器の中身の影響を受けるにはダメージを受けて

いなければなりません。［安価］

棍棒
　これらの武器を使う際には棍棒技能を使います。

・棍棒：ブラックジャックから杖やパイプまでの、様々な片

手鈍器をまとめて扱います。［低額］

・特殊警棒：強化複合素材製の警棒は携帯や保管や隠

蔽が簡単にできるよう、握りに収納できます。振ったり電

気信号を送ったりするだけで展開できます。［低額］

・電撃警棒：警察業務で使われる標準的な警棒ですが、

起動すると打った目標に電気ショックも与えます（『電撃攻

撃』を参照）。［安価］

特殊接近武器
　珍しい武器を使うには別々の特殊接近武器：[分野]技

能が必要です。

・モノワイヤー・ギャロット：この暗殺用武器は、二つの握り

と内蔵型糸巻きに収納された危険な単分子ワイヤーが特

徴です。握りの一つに糸巻きが付いていて、ワイヤーの

先にもう一つの握りが結び付いているので、目標（基本的

にはその首や四肢）に巻き付けて引っ張れば切断できま

す。ですが、単分子繊維の抗張力は弱いので、一度使っ

たら切れるのが普通です。［手頃］

素手
　これらの武器は素手戦闘技能で扱います。

・デンシプラスト・グローブ：起動すると超硬化してパンチ

の威力を高めます。［低額］

・電撃グローブ：起動すると、パンチや掴みの際に麻痺電

撃も与えます。なお、グローブが片手だけでも両手でも効
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果は変わりません。［安価］

力学武器
　力学武器は、射出体を高速で放って激しい衝撃でダ

メージを与えます。ですが、「
スラッグスロウァー

弾ハジキ 」も２１世紀初頭

の火器から進歩し、今ではファイアアーム（訳注：現代の

実銃と同じ火薬式）とレールガンという二つの分類に分か

れています。両者の発射メカニズムは異なりますが、結果

は大体同じです。レールガンは貫通力に優れてより多く

のダメージを与えますが、選べる銃弾の種類が少ないと

いう短所があります。現代ビーム武器にもそれなりの使い

道はありますが、力学武器の威力に匹敵することは殆ど

ないため、今でも
スラッグスロウァー

弾ハジキ  が一番多様で効率的な武器

システムとみなされています。

　力学武器は軽量の強化プラスチセラミック素材製なので、

ナノ合成が使えなくても簡単に製造できます。現代の力

学武器は右利きと左利きの両方に対応し、もっと重要なこ

とにセフティ・システムとスマートリンク・システムも搭載し

ているのが普通で、スマートリンク・システムは射撃支援や

目標認識や戦術ネットワーキングのために所持者のメッ

シュ接続と自動的に接続します。

　ファイアアームやレールガンの使用者は力学武器技能

を使います。射撃モードについては『射撃モードと射率』

を参照してください。様々な銃弾種類については『力学

銃弾』を参照してください。射程は『武器射程表』に掲載

されています。

ファイアアーム
　現代ファイアアームは弾倉から自動装填されるケースレ

ス（無薬莢）弾を使っています。事実上無反動（流動学的

スマート液状機構のお陰で）で電気着火（電荷が弾薬を

燃焼させ、膨張した気流とプラズマで射出体を排出加速
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接近武器‐刀剣、棍棒、特殊、素手

刀剣 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV

ダイヤモンド・アックス -3 2d10+3+(身体力÷10) 14+(身体力÷10)

変形カッター -1 1d10+3+(身体力÷10) 8+(身体力÷10)

ナイフ -1 1d10+2+(身体力÷10) 7+(身体力÷10)

単分子繊維剣 -4 2d10+2+(身体力÷10) 13+(身体力÷10)

高周波ブレード -2 2d10+(身体力÷10) 11+(身体力÷10)

ワスプ・ナイフ -1 1d10+2+(身体力÷10) 7+(身体力÷10)

棍棒 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV

棍棒 ‐ 1d10+2+(身体力÷10) 7+(身体力÷10)

特殊警棒 ‐ 1d10+2+(身体力÷10) 7+(身体力÷10)

電撃警棒 ‐ 1d10+2+(身体力÷10)+電撃 7+(身体力÷10)

特殊接近武器 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV

モノフィラメント・ギャロット -8 3d10 16

素手 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV

クロー -1 1d10+1+(身体力÷10) 6+(身体力÷10)

サイバークロー -2 1d10+3+(身体力÷10) 8+(身体力÷10)

デンシプラスト・グローブ ‐ 1d10+2+(身体力÷10) 7+(身体力÷10)

ウナギウェア ‐ 電撃 ‐

電撃グローブ ‐ 1d10+(身体力÷10)+電撃 5+(身体力÷10)

素手 ‐ 1d10+(身体力÷10) 5+(身体力÷10)



します）式です。

　なお、昔の＜大崩壊＞前のファイアアームもまだ存在し

ていますしブラックマーケットで流通していますが、液状

火薬や薬莢付き弾薬といった時代遅れのシステムを採用

しています。ゲームマスターの裁量によっては、こうした骨

董品は射程が短かったり貫通力が弱かったり射撃モード

が少なかったりダメージが減ったりするかもしれません。

・ピストル：ピストルは小型（『装備サイズ』）で片手用に設

計されています。ライト・ピストルは隠しやすさのために貫

通力を犠牲にしています。ヘビー・ピストルはストッピン

グ・パワーを重視し、ミディアム・ピストルはその中間です。

どの種類もセミオート、バーストファイア、及びフルオート

で射撃可能です。［安価］

・サブマシンガン（ＳＭＧ）：ＳＭＧはピストル弾を使います

が、中型（『装備サイズ』）で、セミオート、バーストファイア、

及びフルオートで射撃可能です。近接活動用にブルバッ

プ方式（訳注：グリップや引き金よりも後方に弾倉や機関

部を配置し、銃の全長を縮める構造）を採用しているのが

普通で、戦術打撃チームには理想的です。［手頃］

・オートマチック・ライフル：ライフル弾を使い、ＳＭＧよりも

射程や貫通力に優れています。セミオート、バーストファ

イア、及びフルオートで射撃可能です。両手武器です。

［手頃］

・スナイパー・ライフル：射程と精度とストッピング・パワー

を求めて最適化されています。セミオートでのみ射撃でき

る両手武器です。［高価］

・マシンガン：基本的に手持ちでは扱わない重武器で、支

援や制圧用に絶え間なく射撃するためのものです。バー

ストファイアとフルオートで射撃可能な両手武器です。

［高価］

レールガン
　レールガンは、一組の電磁レールを使って非爆発性の
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ブランドネーム武器と複合武器
　本書に掲載されている武器は、各武器の一般的な例

を示したものです。ゲームマスターはそれぞれの独自性

と細かな変化を持つブランドネーム版を追加するといい

でしょう。例えば、ダイレクト・アクション A30 ＳＭＧにはセ

ミオート機能がない代わりに装弾数が 35に増えている

かもしれません。また、メデューサン・アームズ『ロンギヌ

ス』スナイパー・ライフルはダメージが+2 される代わりに

ＡＰが-12 しかないかもしれません。

　同様に、ここで紹介された武器の多くは複合武器シス

テムとしても手に入ります。警察支給版のアサルト・ライ

フルにはスタナーも付いているかもしれませんし、その

場合は全てが一つの武器に組み込まれています。複合

武器の場合、それぞれの武器要素の価格を単純合計し

てください。

力学武器‐ファイアアーム

ファイアアーム 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV 射撃モード 装弾数

ライト・ピストル ‐ 2d10 11 SA,BF,FA 16

ミディアム・ピストル -2 2d10+2 13 SA,BF,FA 12

ヘビー・ピストル -4 2d10+4 15 SA,BF,FA 10

サブマシンガン -2 2d10+3 14 SA,BF,FA 20

オートマチック・ライフル -6 2d10+6 17 SA,BF,FA 30

スナイパー・ライフル -12 2d10+10 21 SA 12

マシンガン -6 2d10+6 17 BF,FA 50

力学武器‐レールガン

レールガン 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV 射撃モード 装弾数

ライト・ピストル -3 2d10+2 13 SA,BF,FA 16

ミディアム・ピストル -5 2d10+4 15 SA,BF,FA 12

ヘビー・ピストル -7 2d10+6 17 SA,BF,FA 10

サブマシンガン -5 2d10+5 16 SA,BF,FA 20

オートマチック・ライフル -9 2d10+8 19 SA,BF,FA 30

スナイパー・ライフル -15 2d10+12 23 SA 12

マシンガン -9 2d10+8 19 BF,FA 50



伝導性射出体を滑らせて超高速（マッハ６以上）に加速さ

せ、それによって圧倒的な貫通力を持つ攻撃を発生させ

ます。こうした射出体の運動エネルギーはより質量の大き

な爆発物弾頭のそれを超え、衝突時に目標（あるいはそ

の一部）を裂いて燃やすショックと熱波を発生させます。

レールガンはファイアアームよりも強力ですが、射出体が

伝導性かつ加速と摩擦によって発生する熱に耐えられる

必要があるため、選べる銃弾には制限があります。ナノ合

成によってレールガンを個人用武器のスケールで生産す

ることができ、高出力バッテリーによって発射のための電

力を賄うことができます。レールガンの動作に閃光は発生

せず、射出体のソニックブームを除けば音もありません。

　レールガンはファイアアームと同じモデル（ピストルから

マシンガンまで）で手に入りますが、以下の変更点があり

ます。

・AP を-3

・ダメージを+2

・各射程分類の上限を 1.5倍

・価格分類を１段階上昇

・レールガンは通常弾と徹甲弾しか使えません

・レールガンには射撃ごとにバッテリー電力も必要です。

標準型バッテリーには 200発分の電力があります。バッテ

リーはビーム武器バッテリーと同様に再充電や再装填も

可能です。

力学銃弾
　銃弾はその性質（標準、ゲル、APDS など）と銃の種類

（ライト・ピストル、ヘビー・ピストル、SMG など）で分類され

ます。処理を単純にするために同じ種類でなら他の銃と

同じ銃弾を使えるものとしますが、ファイアアームとレール

ガンで同じ銃弾を使うことはできません。例えば、全ての

レールガン SMG で同じ銃弾を使えます。

　銃弾のダメージ値と徹甲修正は武器の基本 DV と AP

に加算されます。レールガンでは通常弾と徹甲弾しか使

えません。掲載された価格は 100発あたりのものです。

・徹甲弾：このタングステン炭化物弾は装甲を楽々と貫通

します。［安価］

・バグ弾：マイクロバグと医療センサー・ナノボットが仕込ま

れています。これらは目標の位置（通常のメッシュ追跡に

よって）と健康状態（目標の医療機に問い合わせる）と周

囲の状況（目標の体内にいるせいでよくわからないのが
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ヘビーピストル

（ファイアアーム）

力学銃弾

銃弾 AP修正 DV修正

徹甲弾 -5 -2

バグ弾 ＋１ -1d10

カプセル弾 ＋１ 半減

可変弾 銃弾種類と同じ 銃弾種類と同じ

ホロ―ポイント ＋２ +1d10

妨害弾 ‐ ダメージなし

プラスチック弾 AV が倍 半減

反応弾 -2 ＋２

反応徹甲弾 -6 -1

通常弾 ‐ ‐

散布弾 ‐ ダメージなし

衝撃弾 2 半減＋電撃

スマート弾

確射弾 ‐ ‐

刺咬弾 ‐ +1d10

有刺弾 ‐ ＋２

誘導弾 ‐ ‐

レーザー誘導弾 ‐ ‐

近接弾 -1 ＋２

ゼロ弾 ‐ ‐



普通ですが）についての情報を集めようとします。連続し

てか指定した周期で、メッシュか指定した周波帯で状況

報告を送信します。［安価］

・カプセル弾：内蔵物（ドラッグや毒物やナノボット）が仕

込まれていて、貫通後にそれが目標の体内に放出されま

す。［低額＋内蔵物の価格］

・可変弾：弾の一発一発を通常弾にも致死性の少ない軟

プラスチック状の弾にも変化させるよう「プログラム」できる

流動学素材でできています。これにより、射撃ごとに弾の

種類（通常弾かプラスチック弾）を選んだり変えたりするこ

とができます。［安価］

・ホローポイント：目標に当たったらひしゃげて幅が広がり、

それによってより多くのダメージを与えるように設計されて

います。［低額］

・妨害弾：目標に張り付いて電磁妨害信号を放ち、目標

の無線通信を妨害します。対抗テストが必要なら、妨害弾

はインターフェース 30 とします。『無線妨害』を参照してく

ださい。［安価］

・プラスチック弾：目標を傷つけることはあっても大怪我は

させないように設計されていて、群衆統制用によく使われ

ています。［低額］

・反応弾：この投射体は反応素材に覆われていて、突然

の衝撃を受けたとき（例えば目標への着弾）にそれが大

量のエネルギーを放出します。要するに、命中すると爆

発したり超加熱したりするのです。［安価］

・反応徹甲弾（ＲＡＰ）：これはこのタングステン炭化物製

の徹甲弾を反応素材で覆ったもので、より深く貫通するこ

とができます。［手頃］

・通常弾：この標準的な金属投射体はモーフに穴を開け

るために設計されたものです。［低額］

・散布弾：カプセル弾みたいに内蔵物を搭載しています

が、目標の体内に送り込むのではなく衝撃で壊れ、中身

を目標の表面にまき散らすように設計されています。塗料

やタガント・ナノボットや追跡用染料などが搭載されている

のが普通です。［低額＋内蔵物の価格］

・衝撃弾：圧電効果みたいに射撃時に放電するゴム弾や

ゲル弾で、目標を弾と電撃の両方で効果的にスタンさせ

ます。［低額］

スマート弾
　スマート弾は、自身の飛行経路を変えたり目標に誘導し

たり照準を修正したりできる銃弾を製造するのにナノテク

ノロジーを活用したものです。スマート弾はレールガンで

は使えません。刺咬弾と有刺弾と近接弾以外は、他の銃

弾種類と複合できます（例えば、確射徹甲弾）。

・確射弾：距離があっても風や抵抗や重力の影響を相殺

し、コースから外れないように変形します。確射弾による

攻撃は距離修正を全て無視します。［安価］

・刺咬弾：命中した目標の硬さに反比例して砕けるように

設計されています。硬い目標（シンセモーフ）なら、ほとん

ど破砕しないで大きな穴を穿ちます。柔らかい目標（バイ

オモーフ）なら、破裂して体内であちこちの方向に跳ね回

ります。［安価］

・有刺弾：着弾を事前に予測探知するナノセンサーを搭

載していて、着弾寸前に単分子の刺を生やします。銃弾

の貫通と共にこのモノワイヤーが目標を切り裂き、より大き

なダメージを与えます。［安価］

・誘導弾：スマートリンク・システムと併用すると、誘導弾が
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シーカー武器

シーカー武器
射撃

モード
装弾数

使い捨てランチャー SS 1

シーカー・アームバンド SS 4

シーカー・ピストル SA 8

シーカー・ライフル SA

マイクロミサイル

12 個／ミニミサイ

ル 6個

アンダーバレル・シーカー SA 6

ビーム武器

ビーム武器 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV 射撃モード 装弾数

サイバー・ハンド・レーザー ‐ 2d10 11 SA 50

レーザー・パルサー ‐ 2d10 11 SA 100

　スタン・モード ‐ 1d10 5 SS ‐

マイクロ波アーゴナイザー ‐ 苦痛（説明参照） ‐ SS 100

　黒コゲモード -5 2d10 11 SS 50

粒子ビーム・ボルター -2 2d10+4 15 SA 50

プラズマ・ライフル -8 3d10+20 36 SA 10

スタナー ‐ (1d10÷2)+電撃 ‐ SA 200



目標を識別してナノセンサーでロックオンし、表面の変化

と小型指向ノズルで自身の軌道を修正します。攻撃テスト

に+10修正を適用し、この修正は照準やスマートリンクの

修正と累積します。誘導弾は間接射撃でも使えます。［安

価］

・レーザー誘導弾：誘導弾と同じように働きます（攻撃に

+10修正を適用します）が、スマートリンク・システムが必

要な代わりに目標をペイントするのに使われたレーザー・

サイトの反射にロックオンします。レーザー誘導弾は間接

射撃でも使えます。［安価］

・近接弾：スマートリンクによって発射されたときに目標を

識別する爆発弾です。目標に当たらないとわかったとき

でも、目標の近くまで届けば爆発します。攻撃が失敗度

10 以下で失敗したら、近接弾は目標から 1d10メートル離

れた場所で爆発し、目標周辺に 1d10 の範囲効果ダメー

ジを与えます（『爆風』を参照）。［手頃］

・ゼロ弾：誘導弾と同様に、スマートリンクによって発射さ

れたときに目標を識別します。ですが、それが命中しても

外れても、次のゼロ弾に遠隔計測データを送信し、目標

に命中させる（あるいはより正確に命中させる）ためのコー

ス補正と「ゼロイン」（訳注：特定距離での狙点と着弾を一

致させるための照準調整）ができるようにします。同じ行

動ターンの同じ目標に対する二回目以降の射撃全てに

+10修正が得られます。［安価］

ビーム武器
　ビーム武器というのは、様々な効果を持ついくつかの電

磁武器を含めた幅広い分類です。いくつかの例外を除け

ば、エネルギー武器は主に低致死用途に用いられ、目標

の殺害ではなく無力化を目的として設計されています。

装甲で防がれやすく、目標に与えるダメージも少なく、大

量のエネルギーが必要なため、力学武器ほど便利ではあ

りません。全てのビーム武器にはセフティ・システムとス

マートリンク・システムが内蔵されています。こうした武器

の使い手はビーム武器技能を使用します。

・バッテリー：ビーム武器には標準型バッテリーも核バッテ

リーも装着できます。標準型バッテリーは記載された射撃

回数でエネルギー切れになります。核バッテリーは標準

型バッテリーを５時間で完全に再充電できます。標準型

バッテリーは高速行動で交換できます。［低額（標準型）

ないし安価（核）］

・レーザー・パルサー：レーザー武器は光を収束したビー

ムで目標を焼き表面外層を蒸発膨張させて爆発作用を

発生させることでダメージを与えます。そしてレーザーは

ビームが拡散する前に目標に食い込むよう、パルスとして

照射されます。ですが、パルサーは塵や霧や煙や雨と

いった大気の要素の影響を受けるので、ゲームマスター

はそれに応じて実効射程を減らしてください。なお、レー

ザー・パルスは通常視力では見えません（強化視力があ

れば見えますが）。パルサーは中型でセミオートで射撃可

能です。［手頃］

　パルサーには、低致死モードに設定できるという長所が

あります。この場合、まず一射目で目標にプラズマ球を撃

ち出し、すぐ後の二射目のパルスでプラズマを撃って目

標をスタンさせて混乱させる閃光と轟音の衝撃波を発生

させます。この爆風には半径１メートルの範囲効果があり

ます。爆風に巻き込まれたら身体力×２（シンセモーフか

何らかの苦痛耐性があれば身体力×３）を行わなければ

なりません。失敗すると一時的にスタンして混乱し、次の

行動を失います。クリティカル失敗だと転倒して失敗度10

あたり１行動ターンの間麻痺します。このスタン設定では、

パルサーはシングルショット・モードでしか撃てません。

・マイクロ波アーゴナイザー：アーゴナイザーは（たとえ防

具越しであろうと）皮膚と金属に不快な燃焼刺激を発生さ

せるミリ波ビームを発生させます。アーゴナイザーには二

つの設定があります。一つ目は積極排除設定で、目標に

高熱の苦痛を与え、行動に-20修正を課して意志力テス

ト（レベル１の我慢強さかそれに相当するものがあれば修

正は-10 だけでテストは意志力×２になります）に成功し

ないと次の行動でビームから逃げてしまいます。機械の

モーフと我慢強さ（あるいはそれに相当するもの）がレベ

ル２あるバイオモーフにこの武器は効きません。もう一つ

の設定（俗に「黒コゲ」設定と呼ばれています）には最初

の設定と同じ効果に加えて、実際に目標を焼いて記載さ

れたダメージを与えます。アーゴナイザーは本来は群衆

統制のために開発されたのですが、動物撃退にも便利で

す。アーゴナイザーは小型でシングルショットで射撃可能

です。［手頃］

・粒子ビーム・ボルター：この武器は目標との衝突時に膨

大な運動エネルギーを超高熱に変換して爆発を発生さ

せる亜光速に加速された粒子の
ボルト

一撃を放ちます。ボル

ターのビームは雲とぶつかっても分散しないので、レー

ザー・パルサーよりも貫通力に優れています。同様に、ボ

ルターは煙や霧や雨の影響を受けません。ボルターの

ビームは目に見えません（ですが赤外視力でなら見えま

す）。ボルターは大気圏内作動か大気圏外（真空）作動

のどちらかに設定されていなければならず、対応していな

い方の環境では機能しませんが、複雑行動で切り替え可

能です。ボルターはセミオートで射撃可能でライフルサイ

ズの両手武器です。［高価］

・プラズマ・ライフル：この嵩張って重たい両手武器は目

標に超高熱のプラズマ流を放ち、ひどい火傷と熱による

ダメージを与え、場合によっては目標を完全に溶かしたり

蒸発させたりすることもあります。あるいは、一番危険な実

用携帯武器かもしれません。大成功（成功度30 以上）で

命中したら目標に引火し、消火されるまで行動ターンあた

り 2d10 のダメージを与え続けます。プラズマ・ガンは真空

ではオーバーヒートの危険があり、２射ごとに丸ごと１行動

ターンの冷却時間が必要です。プラズマ・ライフルはセミ

オートで射撃可能です。［巨額］

・スタナー：目標との間に伝導性プラズマによる電流経路

をつなぎ、強力な電流を送り込んで電撃を与える導電

レーザーです。［手頃］

シーカー
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　シーカーというのは、自動グレネード・ランチャーとマイ

クロミサイルとコイルガンとスマート弾技術を組み合わせた

ものです。過去の在来型ランチャーと違って、小型化に

よって個人武器サイズのマイクロミサイル・ランチャーの製

造が可能になりました。シーカー弾は磁力コイルのリング

から高速射出され、それからマイクロミサイルやミニミサイ

ルがスクラムジェットで推進して長距離間の高速度を維持

します。シーカーはシーカー武器技能で扱います。

　シーカー・ミサイルは『グレネードとシーカー』で詳しく紹

介されています。グレネードと同様に、シーカーも様々な

起爆条件を設定することが可能です（『グレネードとシー

カー』を参照）。全てのシーカー武器にはセフティ・システ

ムとスマートリンク・システムが搭載されています。

・使い捨てランチャー（標準ミサイル）：このランチャーには

標準ミサイル一発が最初から用意されています。［手頃

（ミサイルの分を含む）］

・シーカー・アームバンド（マイクロミサイル）：この武器ユ

ニットは腕にはめるもので、使用者が内視スマートリンク・

システムで照準発射できます。携帯には便利ですが、

アームバンドのマイクロミサイルはなかなか手に入りませ

ん。シングルショットで射撃可能です。［手頃］

・シーカー・ピストル（マイクロミサイル）：このピストルサイズ

のシーカー・ランチャーはセミオートでマイクロミサイルを

発射します。［手頃］

・シーカー・ライフル（マイクロミサイル／ミニミサイル）：ブ

ルバップ式で、セミオートでマイクロミサイルでもミニミサイ

ルでも撃てます。両手武器です。［高価］

・アンダーバレル・シーカー（マイクロミサイル）：このシー

カー・マイクロミサイル・ランチャーはＳＭＧやアサルト・ラ

イフルの
アンダーバレル

銃身下 によく付けられています。セミオートで

射撃可能です。［手頃］

グレネードとシーカー

　グレネードとシーカーは、容れ物や形態や使い方は異

なるものの弾頭の品揃えや起爆メカニズムは似ています。

シーカー・ミサイルはシーカー武器技能を使ってシー

カー・ランチャーから発射します。グレネードは投擲武器

技能で投げます。グレネードやシーカーが命中しなかっ

たら、着弾誤差のルールを使います。

　グレネードには標準版と小型版があります。同様に、ミ

サイルにも標準版とミニミサイルとマイクロミサイルがありま

す。標準グレネードとミニミサイルは記載された効果をそ

のまま発揮します。全て範囲効果武器です。ミニグレネー

ドとマイクロミサイルはダメージが-1d10 されます（あるい

は、記載されている別の効果減少があります）。標準ミサ

イルは記載されたＤＶを倍にします。均一爆風効果のある

武器や爆風範囲の固定されている武器では、ミニグレ

ネードやマイクログレネードでは記載された基本半径を半

分に、標準ミサイルでは倍にします。記載された価格はグ

レネードやミサイル 10 個分のものです。

　それぞれのシーカーには、刺咬弾と有刺弾を除くス

マート弾オプション一つがあります。

・衝撃：これらの機器は相手を転倒スタンさせるための衝

撃性爆風を発します。基本爆風半径である 10メートル以

内にいるキャラクターは身体力×２テストを行ってください。

失敗すると転倒します。失敗度が 30 以上だと、更に次の

行動ターンの終わりまでスタンします。爆風半径に巻き込

まれたキャラクターは全員、その行動ターンの終わりまで

行動に-10修正を課されます。［手頃］

・ＥＭＰ：ＥＭＰ弾は「起爆」したときに強烈な電磁パルスを

放ちます。『エクリプス・フェイズ』の電子機器の殆どは光

学技術を採用していますし電源や繊細な集積回路は防

護されていてサージ対策もされているので、大きな損傷

はありません。ですがアンテナ（特にメッシュ接続に使わ

れるような細い線）は影響を受けます。その結果、無線通

信を無力化するのがＥＭＰの主な効果となり、爆風範囲

内の無線は全て有効範囲が通常の１割に低下します。Ｅ
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グレネードとシーカー

種類 AP DV 平均DV 抵抗に使う装甲

衝撃 ‐ 1d10÷2 5 エネルギー

破片 -4 3d10+6 22 力学

ＥＭＰ ‐ ‐ ‐ ‐

ガス／煙幕 ‐ ‐ ‐ ‐

炸薬 ‐ 3d10+10 26 エネルギー

ＨＥＡＰ -8 3d10+12 28 力学

圧倒 (AV×2) 1d10÷2 5 力学

プラズマ爆風 -6 3d10+10 26 エネルギー

散布 ‐ ‐ ‐ ‐

サーモバリック -10 3d10+5 21 エネルギー



ＭＰの基本爆風半径は 50メートルです。［高価］

・破片：破片爆発物は危険なフレシェット（矢状の投射体）

を効果範囲中に雨あられとばら撒きます。力学装甲で抵

抗できます。［手頃］

・ガス／煙幕：ガス弾／煙幕弾は内蔵した気体を散布しま

す。煙幕弾はシーカーの着火時に濃い噴煙を放って視

界を妨げます。煙幕は何色でも構いませんし、視界を遮

る煙幕の中を移動する際に熱シグネチャーをぼやけさせ

るように熱を持っている（熱煙幕といいます）こともしばし

ばあります。なお、環境（風や雨など）によってはガスが普

段よりもずっと早く消えることがあります。［安価］

・炸薬：炸薬グレネードや炸薬シーカーは極めて強烈な

ショックと熱波を産み出すように設計されています。ダメー

ジはエネルギー装甲で抵抗できます。［手頃］

・炸薬徹甲（ＨＥＡＰ）：シーカーでのみ可能（グレネードで

は不可能）な設計で、徹甲弾への道を切り開くために炸

薬を用います。ＨＥＡＰは、爆風から１メートル離れるごと

にダメージが－４（通常の－２ではなく）されます。［手頃］

・圧倒：圧倒グレネードや圧倒シーカーは目標の様々な

感覚に全面攻撃を仕掛けます。この攻撃には強烈な閃

光による目潰しや激しい超可聴音による鼓膜が破れるよ

うな雷鳴に吐き気を催す臭気剤に不快な感情的反応（不

安や困惑や激しい悲しみや嫌悪感の過敏さや恐怖）を引

き起こす可聴下音波などが含まれます。そのうえ、圧倒弾

には「チクリ玉」、つまり装甲の薄い目標の近くで破裂した

ときに痛みを与えるゴムの小片まで搭載されています。基

本半径 10メートルの爆風に巻き込まれたら身体力＋意

志力テストを行わなければなりません。失敗すると、ただ

ちに効果範囲を離れなければなりません。失敗度30 以

上で失敗すると、失見当や嘔吐によって３行動ターンの

間行動できず、その後また判定しなければなりません。圧

倒弾は１分間作動し続けます。効果範囲にいると行動に-

30修正を課され、この修正は範囲から出ると行動ターン

ごとに 10 ずつ減少します。最後に、圧倒弾の方向を向い

ていると眩しさによる-10修正が課されます（対閃光シス

テムで相殺できます）。［手頃］

・プラズマ爆風：これは「地獄玉」とも呼ばれ、起爆すると

効果範囲に激しい熱と炎のダメージを生じさせますが、閉

鎖環境で反響したりハビタットのインフラに穴を開けたり

するような爆発の強烈な衝撃波はありません。［高価］

・散布：散布弾は起爆時に内蔵した物質（ドラッグや薬剤

やナノスウォームや塗料）を基本半径 10メートルにまき散

らします。［安価＋内蔵物の価格］

・サーモバリック：サーモバリック・グレネードやサーモバ

リック・シーカーは、より危険な爆発形態を活用しています。

起爆すると、気体爆薬を散布し、それから点火して文字

通り空気に火を付けて、強烈な気圧波を発生させ、その

場の酸素を燃やし尽くします。サーモバリックは基本半径

10メートルで均一爆風のルールを使用します。［高価］

粘着グレネード
　粘着グレネードには起動すると粘着性になる特殊な

コーティングがあり、殆どどんな表面にも張り付けることが

できます。粘着グレネードを接近戦闘で扱い、敵に張り付

けてから後で起爆させることすら可能です。［低額］

噴射武器
　噴射武器は射出物を広がる円錐状に飛ばし、一度に複

数の目標を攻撃することができます。原則として、噴射武

器はセフティ・システムとスマートリンク・システムを備えて

います。以下の武器は噴射武器技能で扱います。

・射出物：ブザー（ナノスウォームを使用）とスプレイヤー

（ドラッグを一射一服分使用）を除いて、全ての噴射武器

の射出物の価格は同じです。［100 射分で安価］

・ブザー：ブザーは特殊なナノボット・ハイブを備えていて、

目標や場所にナノスウォームを撒くのに使われます。ス

ウォームの容量は少ないものの、ナノハイブが一時間で

一つ、新しいスウォームを作成できます、この武器は両手

用です。［手頃］

・フリーザー：噴射後ただちに硬化を開始する高速硬化

フォームを吹き出します。主に目標を殺さずに固定したり

確保したりする手段として用いられています。命中を受け

たキャラクターはただちに反射力×３テストに成功しない

と絡め取られてしまいます。攻撃者が大成功（成功度30

以上）したらこのテストには-30修正が適用されます。口

や鼻が覆われてもフォーム越しに呼吸できますが、視界

は遮られるかもしれません。更に鎮静させるために、フ

リーザー・フォームに接触毒や接触ドラッグを混ぜることも

可能です。また、一時的なバリケードや遮蔽を築くのにも
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噴射武器

噴射武器 徹甲(AP) ダメージ値（DV） 平均DV 射撃モード 装弾数

ブザー ‐ ナノスウォーム ‐ SS 3

フリーザー ‐ 行動不能 ‐ SA 20

シャード -10 1d10+6 11 SA,BF,FA 100

シュレッダー -10 2d10+5 16 SA,BF,FA 100

スプレイヤー 薬剤やドラッグに準ずる 左に同じ 左に同じ SA 20

トーチ -4 3d10 16 SS 20



使えます。硬化したフォームは装甲値10 で耐久値 20 で

す。12 時間が経過すると徐々に分解劣化します。フリー

ザーは両手用です。［手頃］

・シャード・ピストル：ダイヤモンドイド（訳注：ナノカーボン

の一種）単分子のシャード（破片）を噴射するフレシェット

武器です。使用されるマイクロ・フレシェットは装甲の貫通

力は優れていますが運動エネルギーはそれほど伝えな

いため、肉体に力学武器ほどのダメージは与えません。

ダメージ効率を高めるため、射出されるシャードにドラッグ

や毒物が塗布されていることもしばしばあります。［安価］

・シュレッダー：シャード・ピストルの大型版で、目標の一

部を細かい霧へとズタズタに引き裂けるくらい大きな危険

なフレシェットの噴流を放ちます。［手頃］

・スプレイヤー：これは両手持ちの汎用噴射機で、所持者

が選んだ薬剤やドラッグが入ったタンクを搭載しています。

［安価］

・トーチ：この現代版の火炎放射機は燃料タンクではなく

濃縮燃料カプセルを使っていて、目標をあぶって引火さ

せます。大成功（成功度30 以上）で命中したら目標に引

火し、行動ターンごとに 2d10 のダメージを与え続けます。

この化学火炎は酸素があるかぎり消火が極めて困難です。

トーチは両手持ちです。［手頃］

特殊射撃武器
　以下の武器は珍しいか、他の武器種類とは大きな差が

あります。適切な分野の特殊射撃武器技能で扱われます。

・渦輪銃：この低致死両手武器は空砲を鳴らして先端の

広がる銃身から爆圧を放ち、高速の渦輪（回転するドー

ナツ状の渦型爆風）を形成します。この浸透性の爆風は

近距離の目標を転倒無力化するのに使われます。渦輪

が命中した目標はその行動ターンの間行動に-10修正を

課され、身体力×２テストに成功しないと転倒します。失

敗度が 30 以上だと、その上スタンして次の行動ターンの

終わりまで行動できなくなります。ドラッグや薬剤などを渦

輪に仕込むことも可能です。［手頃］

武器付属品
　武器に以下の付属品を付けることができます。

・アーム・スライド：このスライドマウントはピストルサイズの

武器を袖の内側に仕込むことができ、電気信号や指定し

た一連の腕の動きによって手に武器を射出します。［安

価］

・大容量弾倉：この弾薬ケースは容量に優れています。武

器の装弾数を５割増しします。ファイアアームとシーカー

でのみ使用可能です。［安価］

・ジャイロマウント：この武器ハーネスには武器を固定する

ジャイロ安定式武器マウントが備わっています。移動によ

る修正を全て無効化します。［手頃］

・画像スコープ：武器の上部に取り付けて、スペックと同様

の働きをします。スコープを潜望鏡みたいに取り付けて、

遮蔽に身を隠したまま角の向こうの目標を狙うことも可能

です。［安価］

・消炎器：この機器はファイアアームの銃口の発火炎を曖

昧にし、それによって射撃中の武器を探すための知覚テ

ストに-10修正を適用します。［安価］

・レーザー・サイト：このアンダーバレル・レーザーは照準

を助ける赤い輝点を表示するビームを照射します。攻撃

テストに+10修正を適用します（スマートリンクの修正とは

累積しません）。レーザー・サイトはレーザー誘導スマート

弾やシーカーの照準にも使えます。赤外線や紫外線の

レーザーもあるので、それらによる輝点は対応する波長を

見ることができるキャラクターにしか見えません。［安価］

・セフティ・システム：生体認証（掌紋や声紋）センサーや

エゴＩＤセンサーが武器に組み込まれていて、許可された

使用者以外が発砲しようとすると無力化します。［安価］

・電撃セフティ：セフティ・システムと同様ですが、不許可

使用者が電撃を食らうという違いがあります。電撃警棒と

して扱います。［手頃］

・消音器／抑音器：この銃身搭載型付属品はファイア

アームの発砲音を抑えます（レールガンには使えません）。

銃声を聞きつけたり位置を特定したりするための聴覚によ

る知覚テストに-10修正を適用します。［手頃］
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・スマートリンク：武器と使用者のメッシュ接続を結び、視

野に照準用の角括弧を表示して射程と照準情報を提供

します。攻撃テストに+10修正を適用します。また、武器

が向いている方向を見たり角越しに射撃したりできる小型

カメラも組み込まれています。その上、可変弾の変形や

シーカーの起爆条件の設定といった一部の武器システム

のコントロールも可能です。［手頃］

・スマート弾倉：射撃ごとにどの銃弾を撃つかを選ぶこと

ができます。ですが、このシステムによって銃弾のための

スペースが狭くなるので、装弾数は半分（端数切り上げ）

になります。スマート弾倉は大容量弾倉と組み合わせるこ

ともでき、その場合の装弾数は通常通りになります。［手

頃］

ロボットと機体
　以下は、太陽系で使われている様々な機体のごく一部

です。現在使われている機体のほぼ全て（ここで紹介され

る気体の全てを含みます）に、殆どどんな状況でも自動

操縦可能な内蔵ＡＩが搭載されています。基本的には、

乗客は目的地を設定するだけで機体がそこまで運んでく

れるのです。手動操縦は主に緊急時か自分の機体を自

分で操縦するというエキゾチックなスリルを好む人によっ

て行われます。

　ロボットと機体を扱うルールは『ボットやシンセモーフや

機体』で詳しく説明されています。こうしたシェルはサイ

バーブレインを搭載することで機械のモーフとして使える

ように改造できます。ここで紹介されるシェルは全て、遠

隔操縦活動用に指人形機能を搭載しています。

航空機
　火星や金星、あるいはオニール式シリンダーみたいな

大型のオープン・スペース型ハビタットの内部では、様々

な種類の航空機がよく使われています。種類としては、回

転翼機（ヘリコプターやオートジャイロやティルトローター）

や固定翼機や飛行船の現代版にその他の浮空機などが

あります。これらの大半はターボファン・エンジンやジェッ

ト・エンジンやプロペラや指向推力で飛びます。これらの

機体は操縦：航空機技能で操縦します。

・マイクロライト：この超軽量個人用航空機には、支柱で補

強した翼とフレームと電動プロペラエンジンくらいしかあり

ません。空域の狭い大型ハビタットで飛び回るのに最適

です。［安価］

・携帯飛行機：この軽くて丈夫なプロペラ機は、、超伝導

バッテリーを電力とした超小型ながらも強力な電動モー

ターを持ち、小さな携帯パッケージに手軽に折りたためる

スマート素材でできています。火星やタイタンや金星での

飛行用に設計された別々のモデルがあり、どれも１０分で

組み立てや分解ができます。火星モデルを展開すると翼

長 11メートルで最高速度が時速 250キロ、巡航速度が

時速 200キロで航続距離が 1,300キロです。金星モデル

は翼長 9メートルで最高速度が時速 200キロで航続距離

が 1,000キロです。タイタンで使うように設計されたモデル

は翼長 8メートルで最高速度が時速 200キロで航続距離

が 2,000キロです。どのモデルでも、乗客二名が新鮮な

空気と快適な室温を提供する（火星と金星なら 20 時間、

タイタンなら 15時間）生命維持システム付きの空気注入

式絶縁加圧バブルに搭乗します。［高価］

・ロケット・バギー：この機体は月面での中長距離個人移

動手段としては最もありふれたもので、他の衛星や大型

小惑星の殆どでもよくみかけます。こうした大気のない天

体では、ロケット・バギーは１時間以内なら軌道まで行き

来したり放物線軌道で他の地点に移動したりできます。こ

の機体は距離３万キロ未満のハビタットへの旅行にもよく

使われています。与圧はされていますが、設計は短距離

旅行にしか対応していません。座席は小さ目で生命維持

システムに食事や水のリサイクル能力はなく、乗客の生命

維持も不快な 50 時間が絶対的な限界です。ロケット・バ

ギーにはヘッドライトと無線中継機と有効範囲 250キロの

レーダーが搭載されています。

　これの亜種が火星とタイタンでも使われていますが、そ

こでは車体が揚力体になるように改造されていて、薄い

火星の大気では最高速度が時速 2,500キロ、航続距離

が 8,000キロです。タイタンの大気圏内では最高速度が

時速 3,000キロになり、そして軌道にも届きます。［巨額］

・小型ジェット：メタンを燃料とするジェット飛行機は火星と

水星でも普及度では指折りの高速交通手段です。似たよ

うな飛行機はタイタンにもありますが、そちらでは液体メタ

ンと液体酸素の両方を搭載しています。こうしたジェット機

の大きさは、２０世紀後半の旅客機から５～６名を乗せる

ように設計された小型飛行機まで様々です。ある一般的

な小型ジェット機は金星と火星とタイタンで類似モデルが

存在し、ジェット・エンジン一機と 100 時間まで空気を供

給する生命維持システムを備えています。金星モデルと
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機体‐航空機

航空機 乗客 操縦修正 移動力 最高速度 装甲値 耐久値 負傷基準値

マイクロライト 1 ＋２０ 8/40 100 ‐ 30 10

携帯飛行機 2 ＋１０ ‐ 200-250 10／6 50 10

ロケット・バギー 4 -10 8/32 2,500-3,000 24/16 100 20

小型ジェット 6 ＋２０ ‐ 650-900 30/20 200 30



火星モデルはどちらも最高速度が時速 900キロ、翼長 11

メートルで航続距離が 5,000キロです。タイタン用に設計

されたモデルは翼長 8メートルで最高速度が時速 650キ

ロ、航続距離が 4,000キロです。ジェットにはヘッドライトと

無線中継機と有効範囲 250キロのレーダーが搭載されて

います。

エグゾスケルトン
　エグゾスケルトンというのは、人が着用する電子機械工

学的動力骨格構造体です。サーボ水圧関節によって着

用者自身の動きを模倣しつつその筋力を増幅することが

できます。エグゾスケルトンは電子的に操縦することも可

能です。エグゾスケルトン（トライクとトランスポーター以

外）は着用者自身の肉体の延長のようなものなので、着

用者は普通に身動きできます。エグゾスケルトンにジャミ

ングしているキャラクターは操縦：歩行機技能を使います

（トライクとトランスポーターの場合を除いて）。

・バトルスーツ：動力エグゾスケルトンであるバトルスーツ

は、断熱用の柔軟なエアロゲルと強力な弾道兵器やエネ

ルギー兵器にも耐えられるように設計されたダイヤモンド

補強された外層を備えた軍用フラーレン装甲殻が特徴で

す。また、着用者の筋力と機動力も強化し、筋力に関わる

テストに+10修正を適用し、接近戦闘では+1d10 のダメー

ジと-2 のＡＰ修正を追加し、跳躍できる距離を倍にします。

バトルスーツは着用者を環境要素と-175℃から 140℃の

温度から守るよう、完全に密閉されています。バトルスー

ツのヘルメットにはエクト、無線中継機とスペックに相当す

るセンサーが搭載されています。全ての排泄物をリサイク

ルして 48 時間分の空気と無期限の水と食料を供給する

生命維持機能とメイカーも付いています。このスーツの装

甲値は 21/21です。乗員は装甲値（エネルギーにしろ力

学にしろ）4以下の防具しか着用できません。その防具の

装甲値は重ね着修正なしに累積します。［巨額］

・エグゾウォーカー：着用者の筋力と移動力の強化を主な

目的として設計された、最低限の骨格のエグゾスケルトン

です。装甲値は 2/4で、筋力に関わるテストに+10修正を

適用し、跳躍できる距離を倍にします。［手頃］

・ハイパーデンス：この動力エグゾスケルトンは通常のもの

よりも大きく（ざっと人間の二倍サイズ）、重たい／大きな

物体の扱いといった産業重作業用に製造されました。着

用者はデブリや産業上の事故から身を守るために半ばカ

プセルに包まれています。ハイパーデンス・エグゾスケル

トンに移動修正はありませんが、筋力に関わるテストに

+30修正を適用し、物理攻撃では+3d10 のダメージと-5

のＡＰ修正を与えます。装甲値は 6/12 です。［巨額］

・トランスポーター：このエグゾスケルトンのフレームには

一組の指向推力ターボファン・エンジンが付いていて、使

用者が重力下で飛行することができ無重力での機動性も

増しています。着用者には部分的な防護があり装甲値は

2/4です。操縦：航空機技能で操縦します。［高価］

・トライク：これは歩行機ではなく個人用三輪バイクになっ

ています。着用者には部分的な防護があり装甲値は 2/4

です。操縦：地上機技能で操縦します。［手頃］

地上機
『エクリプス・フェイズ』では、電車と自転車が今でも一番

ありふれた交通手段です（特にハビタットでは）。大型ハビ

タットや衛星や惑星では、バイクや自動車も使われていま

す。

・バイク：ハビタットの気密維持と生命維持にコストがかか

るため、火星の最新都市の一部を除けばスペースは貴重

です。その結果、広い道やかつて地球都市の道路に並

んでいたような自動車に必要な空間は殆どありません。そ

の代わり、地球都市の歩道より少し広いだけの狭い街路

をかけるために設計されたバイクが、現代の一般機体で

す。

　バイクにも色々あります。車輪が一つだけでジャイロで

安定させているものもありますが、殆どは二輪で旧地球の

バイクと似ています。ドライバーと乗客が流線型のポッド

に包まれているものもあります。超伝導バッテリーで動き、

航続距離は 600キロで最高速度は時速 120キロですが、

混んだ街路ではもっとゆっくり走らなければならないのが

普通です。どのバイクも無線中継機とヘッドライトと携帯

レーダー・センサーを搭載しています。タイヤはソリッドタ

イヤ（空気が入っていない）か、場合によっては階段を登

れるスマート・スポーク付きです。豪華モデルには多少の

生命維持機能がある小型の客室を持つものもあり、乗客

に最大 10 時間分の空気を供給します。［手頃］

・火星バギー：いわゆる火星バギーは道路でも殆どどんな

地形でも走れるように設計された大きなバルーン・タイヤ

を持つ四輪機体で、火星でも指折りの普及度を誇ってい

ます。火星バギーは路上では時速 110キロ、比較的平坦
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機体‐エグゾスケルトン

エグゾスケルトン 乗客 操縦修正 移動力 最高速度 装甲値 耐久値 負傷基準値

バトルスーツ 1 ‐ 8/32 30 21/21 60 12

エグゾウォーカー 1 ‐ 8/40 40 2/4 30 6

ハイパーデンス 1 ‐ 8/20 30 6/12 100 20

トランスポーター 1 +10 8/40 200 2/4 50 10

トライク 1 +10 8/40 120 2/4 50 10



な地形では 90キロ、荒れて岩がちな地形では 40キロで

移動できます。こうした速度を維持できるのは、起伏のあ

る地形に対応するよう自己変形するスマート素材がサス

ペンションとタイヤの両方に使われているのと、核バッテ

リーで航続距離が事実上無限なためです。殆どの火星バ

ギーは気密ですが与圧されていません。ですが、似たよう

な機体が月とタイタンでも使われていて、そちらの乗客区

画には最低100 時間分の空気を供給する生命維持シス

テムが組み込まれています。バギーは核バッテリーで動

き、そのサイズは二人乗りの小型サイズから大きなトラック

サイズまで様々です。火星バギーはヘッドライトと無線中

継機と機体レーダー・システムを搭載しています。［高価］

個人用機体
　これらの一人用移動補助機体は主に宇宙で使われま

すが、宇宙機そのものとしては扱われません。

・ＥＶＡ（船外活動）スレッド：この小型スレッド（そり）は空

気噴射機で無重力機動をします。取り付けた装備を運ぶ

ために使われるのが普通ですが、人間サイズのモーフ一

体も引っ張ることができます。［安価］

・ロケット・パック：着用者が背負う小型の金属水素ロケット

で、ロケット噴射は着用者の胴体や脚から離れるよう外側

を向いています。バイオモーフとポッドが安全に使うには、

真空服か同等の熱耐性を持つ服を着ていなければなりま

せん。また、熱で着用者が怪我しないように、噴射は火星

や同じくらい低重力の衛星から離陸できるくらいの低出力

に抑えなければなりません。ロケット・パックは火星の重力

では 15分間、月やタイタンや木星の四大衛星では 30 分

間の滞空能力があります。火星では、最高速度は時速

700キロです。月やタイタンや木星の衛星みたいな類似

した小型天体なら軌道まで行き来できます。ロケット・パッ

クに無線中継機はありますが他のセンサーや通信機器は

ありません。［安価］

・推力パック：ＥＶＡ（船外活動）時に着用し、指向推力ノ

ズルで何もない空間を移動できます。これはジェットパッ

クではなく、大気圏内で移動するのに必要な推力は出せ

ません。［安価］

ロボット
『エクリプス・フェイズ』ではロボットはよく見かけますし日

常生活の一部として受け入れられています。ロボペットか

ら作業機械から戦争ボットまで様々なロボットが存在しま

す。ある仕事をボットの方が安く（そしてときにはより安全

に）こなせるなら、大抵はボットがこなしています。ここに挙

げられたロボットは、文化的な理由も一因となって人間の

エゴが宿る機械のシェルとしては基本的には使われず

（ケースに着用というだけでも充分悲惨というのにクリー

ピーに着用なんて……有り得ません）、着用にも対応して

いません（ジャミングは可能ですが。『シェル・ジャミング』

を参照してください）。ですが、サイバーブレインを搭載す

ればこうしたボットを機械のモーフとして使えるように改造

できます。

・オートメック：どこでも見かけられる、汎用修理ドローンで

す。それぞれのオートメックは特定の修理作業に特化し

ていることが多く、ハビタット排泄物リサイクルなり外殻完
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機体‐地上機、個人用機体

地上機 乗客 操縦修正 移動力 最高速度 装甲値 耐久値 負傷基準値

バイク 1～3 +20 4/40 120 12/10 50 10

火星バギー 2～6 +10 8/32 40/90/110 30/20 150 30

個人用機体 乗客 操縦修正 移動力 最高速度 装甲値 耐久値 負傷基準値

ＥＶＡスレッド 1 -30 4/16 16 5 40 8

ロケット・パック 1 -20 ‐ 700 +5/+5 40 8

推力パック 1 -10 4/20 40 +4/+4 30 6



全性なり従僕システムなりに対応した工具とＡＩ技能を

持っています。標準型オートメックは関節付きの四肢をも

つ車輪付き立方形ですが、無重力作業用に指向推力ド

ライブも装備しています。［手頃］

・クリーピー：小型の這行ボットで、リス型ロボットからロボ

昆虫から奇妙でゲージュツ的なメカクリーチャーまで様々

な種類や形態があります。当初はある種のロボペットとし

て設計されたのですが、愛される従者といった感じの汎

用家事手伝いとして広く使われています。実際、多くの人

がクリーピーを身に付けていて、自分の身体を昇り降りさ

せては小さな作業をやらせています。［安価］

・ドクター・ボット：この有輪医療ロボットは怪我人や病人の

世話をしたり運んだりするために設計されています。治療

タンクと特殊な薬品メイカーと様々な医療器具、それに遠

隔手術を行うための関節付きアームを備えています。［高

価］

・ドワーフ：この大型産業ボットの名前は、その主用途（鉱

業や採掘や掘削や建築）だけでなく、出荷時のデフォル

トＡＩが働きながら喜びの汽笛をあげることが多いようにプ

ログラムされているのも由来の一つです。ドワーフは四足

歩行の歩行機で、掘削ドリルやシャベルや水圧ジャッキ

やハンマーやパワーショベルや強酸散布機といった大型

のモジュール型産業機器を搭載しています。［巨額］

・ナット：小型の回転翼カメラ／監視ドローンです。個人的

なライフロギングに多くの人が使っていますし、社交人や

メディアは魅力的なニュースや刺激的なニュースを撮るの

に使っています。［安価］

・ガーディアン・エンジェル：この回転翼機はナットみたい

に護衛対象の周辺を漂い、その脅威に対して油断なく警

戒しています。［手頃］

・ソーサー：この円盤型ドローンは軽くて静かです。フリス

ビーみたいに投げて使うのが普通で、その後はイオン・ド

ライブによって自力推進します。ソーサーは「鳥瞰」監視

機器や斥候として実に優れています。［安価］

・サービター：最もありふれたロボットで、コックや管理人

や汎用お手伝いや荷物持ちや個人的助手として働きま

す。どこの家庭にも、少なくとも一機はあります。普通のシ

ンセモーフと間違わないよう、そして遠慮なく命令できるよ

う、サービターは意図的に非ヒューマノイド形態に作られ

ています。ですが、どれも会話のために何らかの「顔」を
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機体‐ロボット

ロボット 移動力 最高速度 装甲値 耐久値 負傷基準値 移動システム

オートメック 4/8 8 4/4 30 6 有輪／指向推力

強化：アクセス・ジャック、電感覚、追加リム４本、ヘッドライト、磁力システム、放射線感覚、便利ツール、その他の

道具

クリーピー 4/12 12 2/2 25 5 歩行ないし跳躍

強化：運動力+5、アクセス・ジャック、カメレオン皮膚、追加リム２～８本、握力パッド

ドクター・ボット 4/16 16 ‐ 40 8 有輪

強化：アクセス・ジャック、強化嗅覚、ファバー、フラクタル指、治療タンク、ナノ顕微視力

ドワーフ 4/12 20 16/12 150 30 歩行

強化：身体力+10、アクセス・ジャック、追加リム４本、産業用装甲、ソナー、その他の道具

ナット 8/40 25 2/2 25 5 回転翼

強化：全方位視野、アクセス・ジャック、強化聴覚、強化視覚、レーダー

ガーディアン・エンジェル 8/40 80 14/12 40 8 回転翼

強化：反射力+5、全方位視野、アクセス・ジャック、カメレオン皮膚、ウナギウェア、強化聴覚、強化嗅覚、強化視覚、

ライダー、戦闘用軽装甲、神経化学強化、テラ線照射機

ソーサー 8/40 200 2/2 25 5 イオン

強化：全方位視野、アクセス・ジャック、カメレオン皮膚、強化聴覚、強化視覚、レーダー

サービター 4/20 20 4/4 30 6 歩行ないし有輪

強化：アクセス・ジャック、追加リム２～６本

スペック 1/5 5 ‐ 5 1 翼／跳躍

強化：反射力+5、運動力+5、身体力-10、アクセス・ジャック、握力パッド、強化聴覚、強化視覚、生体偽装



持っているので、機械らしすぎるということもありません。

［安価］

・スペック：体長 2.5 ミリ幅 2 ミリでだいたい小さなミバエほ

どの大きさの、小さな昆虫ロボ・スパイドローンです。ス

ペックは小さな翼で飛び、マイクロバグを運び、監視活動

や「壁の耳や障子の目」になることにかけては実に優れて

います。スペックを発見するのは難しく（知覚テストに-30

修正）で本物の虫と区別するのはまず不可能です。［安

価］

宇宙機
　個人旅行の手段としてはエゴ投射が一般的ですし、

様々な品物の仕様を送ってナノ工場で複製するだけの

方が簡単なことも珍しくありませんが、太陽系では宇宙機

が重要な役割を果たし、乗客と高価な貨物を運んでいま

す。素材の面でも推進手段の面でも、ポスト＜大崩壊＞

時代の宇宙機は２０世紀や２１世紀初頭に使われていた

原始的な宇宙船よりもはるかに優れていますが、それでも

同じ原理で動いています。

『エクリプス・フェイズ』の宇宙機は、主に機体ではなく舞

台として扱われるため、データは多くありません。また、宇

宙機用武器のデータも存在しません。宇宙戦闘は極めて

致命的で危険なため、戦闘シーンではなくストーリーの道

具として扱うことを強くお勧めします。どうしても宇宙機用

武器のＤＶを知る必要があるのなら、戦闘艇やシャトルな

ら通常の武器のＤＶの３倍、中型機なら５倍、大型機なら

１０倍として扱ってください。

宇宙機の推進手段
　どんな宇宙機でもエンジンが一番重要な部位で、どん

なエンジンでも排出速度（特定の速度に達するのに必要

な燃料がこれで決まります）と推力（最大加速がこれで決

まります）が一番重要な特徴です。惑星や衛星の重力の

約二倍の推力を持たないロケットは、そこから離陸できま

せん。推力と重力の例は、以下の『重力井戸の脱出』に

記載されています。

・水素酸素ロケット（ＨＯ）：エンジン設計の改良と軽量素

材によって最適化されていますが、基本的には人類が２０

世紀に初めて月に行った時と同じ原始的なロケットです。

滅多に使われず、これをよく使うのは金属水素を安全に

製造する資金や技術力がない集団くらいです。

・金属水素ロケット（ＭＨ）：金属水素は超高圧によって産

み出される固体に水素です。本来は不安定ですが、注意

深く制御した電磁場でなら安定させることができ、こうした

電磁場生成装置はどの金属水素燃料タンクにも組み込

まれています。この電磁場を排出ノズルの近くで選択的

に減衰させることで、少量の金属水素を普通の水素ガス

に急速かつ爆発的に復元でき、簡単な制御手段でロケッ

トを膨大な力で推進できるのです。金属水素エンジンは

殆どの惑星着陸機と短距離機で使われています。

・プラズマ・ロケット（Ｐ）：このドライブは水素をプラズマに

まで加熱し、強力な電場で加速します。この種のロケット

は２１世紀中盤では実に一般的でしたが、核融合ロケット

にとって代わられ、スカムの荷船みたいな旧式で原始的

な宇宙機でしか使われていません。

・核融合ロケット（Ｆ）：プラズマ・ロケットと似ていますが、

核融合ロケットには遥かに高い熱と圧力が必要で、また

大量の電力も供給します。核融合ロケットは今では長距

離航宙用の宇宙機では最も一般的な推進手段となって

います。

・反物質ロケット（ＡＭ）：少量の反物質を水素燃料と混ぜ

て、とてつもない量のエネルギーと極めて早くて強烈な排

出を産み出します。ロケットで使う水素燃料の１％に等し

い質量の反物質を収納した厳重に防護された磁力封入

型反物質貯蔵器を備えているのが普通です。反物質を

安全に封じるのに必要な磁力封入器は、基本的に中身

の反物質の１０倍の重さがあります。

　反物質貯蔵は極めて安全ですが、事故があった場合に

膨大なエネルギーが放出される恐れがあるため、反物質

ロケットは有人惑星や衛星から 25,000キロ以内の接近を

禁止されています。また、反物質ロケットの停泊を認める

ハビタットは殆どなく、代わりに最低１万キロ先に停止させ

て貨物や乗客は全て小型ＬＯＴＶみたいな小型機で移動

させます。反物質の製造は極めて高くつくので、反物質ロ

ケットは軍艦、そして太陽系の各地に短期間で極めて重

要な積荷を運ぶために設計された特急艇でしか使われ

ていません。

宇宙機の例
　以下は、今日の太陽系で最もよく使われている種類の

代表例です。

・バルク・キャリア：外部貨物引っ掛け鉤で大量の貨物を

運ぶように改装されただけの、標準的な輸送船です。製

錬した鉱物や氷といった大量で有用だけど優先度は低

い貨物を運ぶのに使われていて、大量の貨物を比較的

低速で輸送します。また、ハビタット間での安くて信頼で

きてゆっくりとした旅行手段にもなり、しばらく身を隠した

い人物が時々使います。標準的な輸送船と違って、回転

居住ポッドはありません。

・特急艇：標準的な輸送船では、月から火星までは約３週

間、火星から木星までは約四ヶ月かかるのが普通です。

殆どの目的ではそれで間に合うのですが、時には自分自

身や極めて重要な貨物を太陽系を横断して、週単位や

月単位ではなく日単位や週単位の期日で送らなければ

ならないこともあります。

　反物質特急艇は、そのためだけに設計された船です。

この船は金星から火星まで一週間、火星から木星まで

一ヶ月で辿りつけます。特急艇は現在建造されている船

では最速で、光速の 0.5％にまで達することができます。

この速度を達成するために、100 トンの磁力封入器に６ト

ンの反物質を搭載しなければなりません。緊急時には、こ

の封入装置を放出できます。

・駆逐艦：よく使われている軍用宇宙機としては最大級で、

2000 トンの磁力封入器に 150 トンの反物質を搭載してい

る反物質ドライブを使っています。この反物質はミサイル
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の破滅的に強烈な反物質弾頭としても使えます。また、

レールガンや核ミサイルや炸薬ミサイルに局地防御レー

ザーも装備しています。その上、全ての駆逐艦には戦闘

艇 20 機の分遣隊が搭載されています。

・戦闘艇：この小型短距離軍用船は、インフォモーフかＡＩ

が操縦するように設計されています。ですが、必要とあら

ばシンセモーフか真空対応したバイオモーフ一人をパイ

ロットとして収容することもできます。船の中央周辺に配置

された小型ポッドにレーザー三機とレールガン二機を搭

載していて、どの方向でも射撃できます。船首にはミサイ

ル・ランチャーが一機あり、小型の炸薬ミサイルか戦術核

ミサイルを六発搭載しているのが普通です（危険な目標

に対しては反物質ミサイルを搭載することすらも）。

・汎用探検機（ＧＥＶ）：ＧＥＶはパンドラ・ゲートの彼方で

の探検で使われる標準的な機体の一つです。殆どどんな

環境にも立ち向かえるよう、特別に設計されています。車

長６メートル幅 2.2 メートル高さ２メートルの角ばった機体

です。車体の下部にスマート素材を豊富に使っていて、

車輪や短い脚（主に極めて過酷な地形で便利）を生成で

きます。水上や水中での移動に適したある程度の船体適

応や船舶推進すら行えます。その上、最大 0.1Ｇの加速

度で宇宙機動できる小型の金属水素エンジンまでありま

す。最大速度は 200（有輪）／40（歩行）／60（海上）／

40（水中）です。

　またＧＥＶには、最大６人（かなり窮屈）の生身の乗客を

一ヶ月養える閉鎖サイクル生命維持システムと荷電粒子

線に対するある程度の電磁防護があります。どのモデル

にも優れた操縦・航法ＡＩとある程度の自己修理機能があ

ります。そして、伸張型エアロックと治療タンク一基と何台

かのデスクトップ豊穣機にレーダーと望遠型全波長カメラ

を含む様々なセンサーがあります。

・大型着陸軌道移動機（ＬＬＯＴＶ）：これは惑星や衛星と

軌道の間で、あるいは距離１０万キロ未満のハビタット間

での短距離で乗客や貨物を輸送するのに使われる、一

般的な機体です。円錐形で基部には丸くなった耐熱シー

ルドとスマート素材製の着陸脚と引っ掛け鉤があるので安

定した地形ならどこにでも安全に待機させておくことがで

き、どんな停泊留め具にも対応しています。水素酸素化

学ロケットを使うモデルもあれば金属水素ロケットを使うモ

デルもあります。軽量スマート素材の使用により、燃料の

量や客席数や貨物スペースの再設定には時間も手間も

かかりません。惑星着陸のできる設計でなかったり空気の

ない衛星にのみ着陸するように設計されていたりするＬＬ
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重力井戸の脱出

宇宙機エンジン 推力（Ｇ）

水素酸素ロケット ４＋

金属水素ロケット 3

プラズマロケット 0.01

核融合ロケット 0.05

反物質ロケット 0.2

ロケット・バギー 0.5

惑星、衛星など 重力

地球 1

エウロパ 0.13

木星 2.53

ルナ 0.17

火星 0.38

水星 0.38

海王星 1.14

冥王星 0.06

土星 0.91

タイタン 0.14

天王星 0.89

金星 0.9



ＯＴＶは流線型ではなく、かなりゴツゴツとした外見をして

います。

　ＬＬＯＴＶの構造には高速と低速の二種類あります。高

速構造では燃料補給なしに金星や地球に降りてまた離

陸することができ、近くのハビタットに高速輸送できます。

低速構造は燃料補給なしに火星や様々な大型衛星に降

りてまた離陸することができ、近くのハビタットにより燃料

効率のよい輸送が行えます。スマート素材を大量に使っ

ているので、金属水素エンジンを使っているＬＬＯＴＶは

高速構造と低速構造を簡単に切り替えることができ、設備

の充実した整備施設なら一日もかかりません。ですが、水

素酸素エンジンを使っている船体は切り替えられません。

金属水素は極めて効率的な推進剤なので、これを使う着

陸機は常に緊急時に備えて余分な推進剤をたっぷりと用

意しています。

・スカムの荷船：この巨大機は、当初は地球脱出の第一

段階で使うように設計されたものです。最大二万人を収

容し、より適切なハビタットを建築できるまで数ヶ月か場合

によっては数年、比較的窮屈な環境で生存できるように

建造されました。こうした船のいくつかは今でも就航中で、

主に様々な無政府主義的サブカルチャーによる移動ハ

ビタットとして使われています。最高のものはプラズマ・ロ

ケットを現代核融合ロケットに交換して五千人から一万人

が比較的快適に過ごしています。最低のものでは老朽化

したプラズマ・ロケットを使い続けて生命維持システムと生

活スペースを限界まで酷使し、二万五千人の貧しく全て

を失った乗客を運んでいます。

・小型着陸軌道移動機（ＳＬＯＴＶ）：設計と用途はＬＬＯＴ

Ｖと同じですが、総質量が三分の一で建造と補給が相応

に安上がりという違いがあります。大富豪が小型ＬＯＴＶを

個人私有していることもあります。水素酸素エンジン推進

の小型ＬＯＴＶに乗って金星で離着陸したりといった高速

運用は極めて厳密でミスは絶対に許されません。ＬＬＯＴ

Ｖと同様に、低速構造と高速構造に簡単に切り替え可能

で、流線型モデルも非流線型モデルもあります。

・標準的な輸送船：この船は太陽系でも指折りの普及度

を誇る貨物船／旅客船です。ハビタット間の移動手段とし

てはエゴ投射の方が圧倒的に普及していますが、船で旅

行するのが好きな人もいますし現在のモーフを置き去り

にしたくない人もいます。それに、テンプレートで複製す

るよりも物理的に輸送した方が簡単だったり安かったりす

る品物もあります。その結果、太陽系の大型ハビタットや

有人惑星や衛星のどこにでも、標準的な輸送船が定期

的に行き来しています。これは乗客に速くて快適な旅を

提供するとともに小さな貨物を比較的すばやく輸送する、

現代核融合船です。

　標準的な輸送船の更なる利点の一つとして、四つに分

かれた乗客区画があり、それぞれが長さ９０メートルの

ポールに付いていて展開回転して重力を再現します。快

適な毎分二回転ペースだと、こうしたポッドにいる乗客は

火星レベルの重力を感じます。こうしたポッドで維持され

る重力は、最初は現地重力（ただし火星重力が上限）で

旅の途中で徐々に目的地の重力へと調節されるのが普

通です。ですが、こうしたポッドは火星の重力よりも高い重

力を産むように回転させることはできません。
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機体‐宇宙機

宇宙機 乗客 操縦修正 装甲値 耐久値 負傷基準値

バルク・キャリア 110 ‐ 20 750 150

特急艇 13 ‐ 15 500 100

駆逐艦 90 ‐ 30 0 500

戦闘艇 1 +30 20 0 60

ＧＥＶ 6 -10 15 200 40

ＬＬＯＴＶ（ＨＯ） 20（高速）/100（低速） -10 20 800 160

ＬＬＯＴＶ（ＭＨ） 250（高速）/350（低速） -10 20 800 160

スカムの荷船 20,000 ‐ 20 0 150

ＳＬＯＴＶ（ＨＯ） 3（高速）/30（低速） -10 20 400 80

ＳＬＯＴＶ（ＭＨ） 70（高速）/100（低速） -10 20 400 80

標準的な輸送船 200 ‐ 20 750 150


