
マインド・ハック

・超能力のルール
　キャラクターが特性／超能力を持っていれば、超能力を使うことできます。
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・プシー・カイ詭技
　アシンクの知覚と認知を強化する能力です。

・プシー・ガンマ詭技
　他の生物の精神の働きを分析したり影響を及ぼしたりします。

・心理手術
　行動矯正や技能の埋め込みや尋問拷問等々に使えます。
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超能力

＞デステモナ：おかえりなさい。ペリオンか

らの遠投射がうまくいったのならよいのだ

けど。アイネイアスから、ダボーヴァという

超能力遺伝学者（ガニメデの双極子研究

ステーション、ステリント在住）のインフォ

モーフ・バックアップが出展の、超能力に

ついての要約が届いていて、あなたのファ

イアウォール・ノードに配送されています。

「psi」（超能力）という言葉は、生物学者の

バートルード・Ｐ・ウィスナーによって、瞬間

移動や超感覚的知覚といった実在の確認

されていない「心霊」能力や超常現象を名

付けるために発明された。２０世紀と２１世

紀初頭ではこの単語は超心理学とポップ・

カルチャーの分野で広く使われるように

なったが、研究それ自体は方法論に欠点

のある疑似科学だという認識が主流で、

徐々に出資や支持を失っていった。

　ところが、＜大崩壊＞の際に、不可解な

現象の噂や証拠が積み重なって科学者

や軍の上層部や特異点探し達の注意を

惹き付けた。人類の間に膨大なナノウィル

スが放出され、感染と変異を続けていった

のだ。軽い生物学的ないし精神的変化や

障害しかもたらさないものもあったが、多く

は厄介で危険だった。しかし、一番恐ろし

い種類のものは、犠牲者を変異させてそ

の手下に変えてしまう変異性のナノプレー

グで、ファイアウォールは後にそれを蕃患

ウィルスと名付けた。また、蕃患ウィルスは

対象の神経パターンや精神状態も根本的

に変え、シナプスの配列に影響を与えたり、

流れを調節することすらも可能と思われる。

こうした変化によって犠牲者の認知能力

は強化され、また近くにいる他人の精神を

認識したり影響を及びしたりする能力が与

えられるようだ。その原因がいまだに不明

なため、この能力は「psi」（超能力）と呼ば

れている。管理されたハビタットでは、パ

ニックを引き起こさないよう、この現象の存

在と性質は今でも慎重に秘められている。

無政府主義者などのオープンな社会では、

超能力についての知識はもっと広まって

いるが、詳細は曖昧で報告は懐疑的に受

け取られるのが常だ。

　しかし、蕃患ウィルスは極めて変異性と

適応性が高く、それの存在を知り研究して

いた二人のアルゴノートの研究者が、すぐ

に興味深い発見をした。ウィルスの変異株

の一つが、他の株のような変身過程をもた

らさずに、対象に優れた精神能力を与え

るのだ。感染には他の代償もあるが、ファ

イアウォールやその他の組織は、対象が

怪物に変身せず基本的な人格が無事だ

という意味で、この株は「安全」だとみなす

ようになった。ファイアウォールなどの組織

は、他の蕃患株の影響も中和できないか

と考えて、自発的な被験者（一部の当局

やハイパーコーポによる非自発的な犠牲

者についての報告もある）の協力を得てこ

の株の実験を続けている。

超能力の性質

　このウィルスは、発見した研究者の名前

を取ってワッツ・マクラウド株と名付けられ、

その後の研究によって人類の脳への影響

についての調査が進んでいる。感染した

被験者を細かく調査した結果、変化したシ

ナプスが極めて感知しにくい変調脳波を

発することが発見された。これを知る関係

者は、他の脳波（アルファ、ベータ、デルタ、

ガンマ、シータ）と同様にギリシャ文字をあ

てはめて、この

アシンクロナイズド

非　同　期 脳波を「プシー

（psi）波」と呼んでいる。同様に、感染者は

「アシンク」と呼ばれている。

　プシー波の明白な原因の追及は進んで

いない。量子状態を変化させる能力を与

える特殊な精神的変化についての仮説が

存在するが、結論には程遠い。神経画像

と神経マッピングによって関わる脳内部の

構造や神経活動や超能力の行使による

脳の生体電気フィールドの摂動を特定す

ることは可能だが、そうした機能を感染し

ていない脳で模倣しようとする試みは、失

敗か更に悪い結果に終わった。アシンク

をプシー波で個人識別しようという試みに

は成功の見込みすらない。多数の失敗の

結果、多くの研究者は、超能力の基本原

理はそもそも人類の自然科学に対する理

解からあまりにもかけ離れ隔たっているの

ではないかと思い始めている。蕃患ウィル

スが異星人の作品だという説が指示を得

ている理由は、それなのかもしれない。

　有力な仮説の一つによると、感染によっ

て精神にもたらされた変化は神経サブシ

ステムの一部を実際にもつれさせて脳の

中にある種の量子場を産み出すか場合に

よっては脳の内部にボース＝アインシュタ

イン凝縮を生成し、量子コンピュータや場

合によってはハイパーコンピュータとなると

いう。これによってアシンクの精神能力は

現代インプラントや神経改造に匹敵、場合

によっては凌駕するレベルにまで強化さ

れる。しかしこの説では、他のアシンクの

能力、特に他の生物の精神を読んだり影

響を及ぼしたりするものは説明できない。

こうした能力には、近距離から脳波を読ん

だり目標の生体電気フィールドに物理的

に直接触れて影響を及ぼしたりする必要

があるようだ。もちろん、私はファイア

ウォールの発見だけでしか推論できない。

一部のハイパーコーポや他の勢力が更な

る進展を遂げているがその情報を隠して

いるというのは、多いにあり得る。

　超能力の自覚と使い方は基本的に無意

識レベルで理解されるものなので、アシン

クはプシー波を産み出す基本原理をはっ

きりと認識しているわけではない。だが、特

定の技能を訓練すれば特定の作業と超

能力を研ぎ澄ますことができる。そうした超

能力の記憶や認知のアルゴリズムは「詭

技」と呼ばれ、アシンクのエゴに根ざして

いる。

　ワッツ・マクラウド株に感染した人類人口

の割合は統計上ごく稀で、0.001％未満に

過ぎない。アシンクの大半は、様々な組織

に勧誘されたり研究のために「失踪」したり

単に潜在的な脅威として抹殺されたりした。

　＜大崩壊＞から１０年を経て、ファイア

ウォールや他の組織はワッツ・マクラウド株

への感染を比較的安全だとみなすように

なっているが、予想外の副作用や隠れた

危険については今でも心配だ。アシンク

は自分の精神をコントロールできないので

信用できないという抗議もあるが、我々、

つまりこの現象の研究者の殆どは、今で

はアシンクを蕃患ウィルスなどの脅威と戦

うのに有用な道具とみなしている。アシン

クが他の蕃患株に屈服するリスクは高いと

思われるが、超能力以外をもたらすワッ

ツ・マクラウド感染にはまだ遭遇していな

い。詭技の多用による極度の疲労や場合

によっては致命的なバイオフィードバック、

それにアシンクの精神に累積する精神的

ストレスによる精神疾患の発症率の高さな

ど、ワッツ・マクラウド感染によるリスクは他

にもある。
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エーテル・ジャバー：アシンク

エーテル・ジャバー開始

参加メンバー：２

Ａ：手間を取らせて悪いんだけど、うち

のチームに送られてきたこの引用に

俺のミューズが警告を出したんだ。こ

の話、本当なのか？　超能力につい

ての話は、たとえ説明不能だとしても

何かがあると信じるくらいには聞いた

ことがあるが、蕃患感染の変種がどう

こうって話はちょっと突飛過ぎる。感染

者だとわかっている奴と一緒に仕事を

することになるって、マジなのか？　そ

れと、アシンクがチカラをどう使うかを

もっと詳しく知りたい。心配なんだ。そ

こであんたはメディアンズとコネがある

から、話を聞く機会だと思ったんだ。

Ｂ：その、メディアンズについては・・・

あれは過去の話。今ではフリーに戻っ

てるから。でも大丈夫、説明してみる。

ややこしい問題なのはわかってるから。

Ａ：助かる。

Ｂ：さて、スリットは＜大崩壊＞の終わ

り頃、多分火星で一度蕃患ウィルスに

感染したことがある。「ことがある」なん

て言い方をしたのは、他の蕃患株が

犠牲者の脳をいじり終えた後も残って

肉体を変貌させるのと違って、ワッツ・

マクラウド株は犠牲者の脳をいじり終

えたらすぐに休眠するみたいで、活動

を止めて体外に排出されるから。少な

くともそれが有力説で、アシンクの精

神は脳に残留するバイオ・ナノボットを

生成するよう改造されているかもしれ

ないという話も聞いたことがあるけど、

それがどんな機能を持っているのか

はわからない。でも、スリットみたいな

人たちは一度ウィルスが仕事を終えた

ら安全で感染しないという意見が、最

高の神経科学者の間では支配的ね。

もう少し進んで、別の感染さえしなけ

れば信用できるというのが支配的とも

言えるけど・・・少しばかり感染しやす

いのが問題ね。もちろん反対意見は

あるけれど、この業界にパラノイアは

つきものだし。とりあえず、味方のアシ

ンクが最初の感染で寝返ったという証

拠はないし、超能力の使い手を味方

に持つ便利さと有用さは、捨てるには

あまりにも重要すぎるのよ。

Ａ：なるほど。彼女を信用するとは言え

ないけど、推定無罪で行ってみよう。

だけどファイアウォールが推薦してい

ないアシンクはお断りだ。スキンセ

ティックみたいなハイパーコーポが秘

密研究所でどんなのを作ってるのか、

わかったもんじゃない。

Ｂ：賢い選択ね。

Ａ：ワッツ・マクラウド感染がどのように

発生するのかをもうちょっと詳しく説明

してくれると安心できるんだけど。

Ｂ：うーん、不幸にもお馴染みな他の

蕃患株と一緒で、主な伝達媒体はナ

ノウィルスだけど、デジタルのコン

ピュータ・ウィルスや、ひょっとしたらバ

ジリスク・ハックでも伝達可能みたい。

物理的な病原体はバイオモーフに感

染する高度に発達した技術有機ナノ

ボットによって拡散して、バイオモーフ

に感染して生体偽装メカニズムで普

通の細胞になりすまして血液と脳の間

のフィルターをすり抜けて神経中枢に

達するの。人類の産み出せるテクノロ

ジーよりも数段も上手で、どんなに厳

重な防御措置も効かない。感染した

精神は組み換えられたも当然で、そ

の変化はエゴをアップロードした時に

もコピーされる。シンセモーフとイン

フォモーフはこの種のナノ感染には罹

らないけど、理論上は他の伝達媒体

でやられる可能性がある。

Ａ：シンセモーフは超能力にも事実上

無敵だって聞いた。それは本当？

Ｂ：ええ。わかっている限りでは、アシ

ンクの能力は、自分のであれ他人の

であれ、生物の精神にしか影響しな

い。そしてごく近距離の他人しか読ん

だり影響を与えたりできなくて、殆どの

場合は物理的接触が必要。ポッドの

半肉精神も影響を受けるけど、程度

は限られるわね。同様に、アシンクが

その能力を使うには生物の脳が必要

で、シンセモーフを着用したら超能力

は使えないし、ポッドでは使いにくくな

る。

Ａ：なるほど。そうだ、もう一度聞かな

きゃいけないんだけど・・・彼女が安全

だって確信できる？　アシンクにはどう

しようもないマジキチもいるって聞いた

んだ。

Ｂ：何人ものそうしたアシンクと、直接

話をしたことがあるわ。実情はというと、

彼らの精神は感染によって組み替え

られてしまって、物の感じ方が根っこ

から変わってしまったと打ち明けた人

もいる。自分が別人になってしまった

か、自分の一部に何か新しいものが

あるような気がして、そしてそれが気に

入っているとは限らない。それを存在

感だと説明する人もいれば、自分に

囁きかける黒い虚空だと説明する人も

いる。そしてそれを自分の無意識に人

格を与えるかのように説明する人もい

るけれど、それで意識と無意識の隔た

りはむしろ大きくなっている。自殺して

感染前のバックアップに戻りたいとい

う人もいる。結果としては精神的に潰

れやすくなるかもしれないけど、彼ら

の能力をコントロールできないものとし

て語る話は一つも聞いたことがないわ。

Ａ：まあ、朗報かね？　超能力の実際

の仕組みについて、他にわかってるこ

とはないだろうか？

Ｂ：残念ながら。プロメテアンですら、

あまり助けになってないわ。もちろん

理論はいくつかあるけど、厳密な実験

で証明できたものは一つもない。超能

力の実在に気付いている勢力が互い

のノートを見せ合ったりしないのも一

因ね。みんな、超能力をどう人類のた

めに生かすのかを考えるんじゃなくて、

他の勢力に対する武器として使う手

段を見つけるのに忙しいのよ。

Ａ：全くだ。ティターンズは俺たちを滅

ぼさなかったけど、それでも俺たちは

自分で自分を滅ぼせる。何も学ばな

かったんだろうか。

Ｂ：その観点を忘れないで。人類は大

きな進歩を遂げたし大きな達成もあっ

たけど、この宇宙のことは全然理解し

ていないのよ。ここで相手にしている

のは、私たちなんて虫けらに過ぎない

くらい進歩した知性によって仕組まれ

たものかもしれない。多分それは、私

たちを超越した理解力でこの宇宙を

把握している。調子に乗って投げかけ

られた謎を何でも解けるなんて考え

ちゃ駄目。そうじゃなくて、本当に、本

当に慎重にならないと。
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　神経科学の飛躍的な発達によって精神を徹底的にス

キャンしたりマッピングしたりソフトウェアとしてエミュレート

したりすることは可能になりましたが、人類の脳は今でも

複雑で完全には理解されていなくて極めて厄介な存在で

す。神経改造の普及にも関わらず、意識の座に手を出す

というのは今なお面倒で危険な作業なのです。それでも、

心理手術（精神のソフトウェアとしての編集）は広く普及し

ていて、しばしば予想外の結果をもたらします。

　同様に、神経科学者の知識は飛躍的なペースで増大し

ていますが、精神は想像よりも遥かに謎に満ち溢れてい

るということも、時折発見されます。＜大崩壊＞の頃に

あった、大量に散布されたナノプレーグの一つに感染し

た患者による「特異活動」についてのまばらな報告は恐怖

とパラノイアの産物として退けられましたが、闇予算研究

所によるその後の調査ではそうでないことが証明されまし

た。今では、こうした感染は犠牲者の神経ネットワークに

複雑な変化をもたらして奇妙で不可解な能力を植え付け

たのだと、最高機密ネットワークでは囁かれています。こう

した能力の正確なメカニズムと性質は今なお不明で現代

人類の科学では説明できません。新種の脳波の証拠とこ

の現象の超常的性質によって、こうした能力は大まかに

「超能力」と呼ばれています。

超能力
『エクリプス・フェイズ』では、超能力は蕃患ウィルスが突然

変異した（そして超能力以外の害はないと思われる）ワッ

ツ・マクラウド株への感染による特殊な認知状態として扱

われます。このウィルスによって犠牲者の精神は改造され、

特殊な能力が与えられます。こうした能力は脳の構造に

組み込まれ、精神がアップロードされた時にコピーされ、

キャラクターがモーフを交換しても超能力は失われませ

ん。

前提条件
　超能力を使うには、キャラクター作成時に特性／超能力

を取得しなければなりません。ゲーム中にワッツ・マクラウ

ド株に感染して超能力を得ることも、理論上は可能です。

『蕃患ウィルス』を参照してください。

　超能力は、モーフの生物的や遺伝的な要素ではなくエ

ゴに備わった能力として扱われます。研究者は超能力が

どうやってアップロードやバックアップや遠投射を経て受

け継がれるのかを解明していませんが、超能力がアシン

クのエゴの全要素に量子レベルで融合しているか、たと

えコピーやアップロードやダウンロードされても自力でエ

ゴに融合したり必要な形態や配置を形成したりする能力

があると推測されています。ここで推測されている融合過

程は、アシンクが新しいモーフに適応する際に経験する

障害（下記参照）の原因とも考えられています。

モーフと超能力
　アシンクがその能力を生かすには生物の脳が必要です

（知性化動物の脳でも有効です）。エゴをインフォモーフ

や完全にコンピュータ化された脳（シンセモーフ）にダウ

ンロードされたアシンクは、そのモーフにいる限り超能力

を使えません。

　ポッドに宿っているアシンクは超能力を使えますが、

ポッドの脳は部分的にしか生物でないため、その能力に

は制限があります。ポッドを着たアシンクは、詭技の使用

に関わるテスト全てに-30修正が課され、詭技によるスト

レインは倍になります。

モーフ適応
　アシンクの精神は、新しいモーフに適応するのが人一

倍苦手です。再着用から一日の間、錯乱一つと同じ効果

を受けます。ゲームマスターとプレイヤーは、キャラクター

と物語に相応しい錯乱を選んでください。軽度の錯乱を

お勧めしますが、ゲームマスターの裁量によっては中程

度や重度の錯乱もあり得るでしょう。この錯乱による精神

障害はありません。

モーフ病
　アシンクは、長期間にわたってインフォモーフやポッド

やシンセモーフとして生き続けるのが不愉快で心に傷が

残るということに気付きました。この現象は「モーフ病」と呼

ばれていて、アシンクのエゴに一時的な錯乱やトラウマを

もたらすことがあり、時には永続的な精神疾患すら引き起

こします。起動中の（つまりヴァーチャル塩漬け状態では

ない）インフォモーフとして収容されたり囚われたりしてい

るアシンクは、収容時に何らかの鎮痛プログラムか支援者

による心理学的援助がなければ発狂するかもしれません。

　ゲーム上、精神科医やソフトウェアやミューズによる心理

学的支援なしでポッドやシンセモーフやインフォモーフに

留まっているアシンクは、一カ月ごとに 1d10÷２（端数切

り上げ）の精神ストレスダメージを受けます。

超能力の短所
　超能力にはいくつもの短所があります。

・超能力を与えるワッツ・マクラウド株は、キャラクターの脳

を作り変えます。この変化の不幸な副作用として、アシン

クは精神的ストレスに弱くなります。トラウマ基準値を１減

少します。

・また、超能力への感染による精神不安定によって、キャ

ラクターの精神は脆くなりがちです。特性／超能力のレベ

ルごとに１個の精神疾患を、ＣＰボーナスなしで取得しま

す。ゲームマスターとプレイヤーで、キャラクターにどんな

精神疾患が相応しいかを相談してください。この精神疾

患は、通常のルール通り、時間をかけて治療することがで

きます（『精神の回復と心理療法』を参照）。

・特性／超能力を持つキャラクターは、他の種類の蕃患

ウィルスにも感染しやすくなります。蕃患感染への抵抗時

に-20修正が課されます。

・超能力を使った時のクリティカル失敗の多くは、はアシ

ンクの精神にストレスを与えます。詭技に関わるテストの

際にクリティカル失敗になるたび、次の行動ターンの終わ
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りまで-30修正が課されて何も行動できなくなります。また、

意志力＋認知力テストに成功しなければ転倒してしまい

ます。

超能力技能と詭技
　人類の超能力者は、自分のエゴを操るなど、しばしばテ

クノロジーでは対抗も代用もできない効果を産み出すこと

ができます。こうした能力を使うには、詭技という心の働き

や認知アルゴリズムを訓練して、必要に応じてそれを無

意識のうちに思い起こして使います。詭技には、プシー・

カイ（認知の強化）とプシー・ガンマ（脳波の識別と操作）

の二種類があります。プシー・カイは特性／超能力があ

れば誰でも使えますが、プシー・ガンマは特性／超能力

が２レベルでなければなりません。こうした詭技を使うには、

それぞれの詭技に応じた超能力支配や超能力攻撃や超

能力知覚といった技能を習得していなければなりません。

アシンクのロールプレイ
　アシンクをプレイすることを選んだプレイヤーは、ワッツ・

マクラウド株への感染という、その能力の源に気を付けて

ください。キャラクターは力の源に気付いていないかもし

れませんが、自分が何らかの変化を遂げて他人にはない

能力を持っているということは、間違いなく自覚していま

す。感染しているという知識がなければ、笑い物になった

り攻撃されたりどこかの秘密実験計画のために連れ去ら

れたりしないよう、自分の能力を隠すようになっているで

しょう。超能力の性質についての真相を知ることですら、

キャンペーンの始まりやファイアウォールへの加入のきっ

かけに過ぎないかもしれません。ですが、もし真実を知っ

たら、自分はティターンズが広めたであろうナノプレーグ

の犠牲者で、将来それが合併症や副作用や予期せぬ事

態をもたらすかもしれないという事実と共に生きていかな

ければなりません。

　ゲームマスターもプレイヤーも、この感染がどういったも

のでキャラクターがそれをどう受け止めているかを、しっか

り追求してください。前にも触れたように、アシンクの多く

は根本的に変わってしまった人物なのです。その能力が

侵襲的で非人間的であるという要素をなくさないでくださ

い。例えば、あるアシンクは自分の超能力を、詭技で栄養

を得るある種の寄生的存在だと創造するかもしれません

し、その力を使うことで奇怪で恐ろしいある種の宇宙の基

礎基質に触れていると感じるかもしれません。あるいは、

自分の人格が何か自分ではない存在と融合したかのよう

に感じているのかもしれません。この状況の捉え方はアシ

ンク次第で様々ですが、素敵なものは何一つありません。

超能力の使用
　超能力の使用（何らかの効果を発生するために特定の

詭技を使用する、など）には、テストが必要とは限りません。

それぞれの詭技の説明に、その力の使い方が詳しく述べ

られています。

能動超能力
　能動超能力を使うには「発動」しなければなりません。こ

うした詭技には技能テストが必要なのが普通です。他の

知性体や生命体を目標とする詭技は常に対抗テストです

が、そうでなければ成功テストです。こうした詭技を使うた

めに必要な精神集中の程度は様々で、高速行動か複雑

行動か作業行動が必要になります。また、能動詭技はア

シンクにストレインをもたらします。プシー・ガンマ詭技の

殆どは能動超能力です。

　能動超能力は、追加の精神的行動を可能にする強化

を持つキャラクターにとっては精神的行動として扱います。

ですが、深い集中が必要なため、能動プシー・ガンマ詭

技を複雑行動が必要な他の精神的行動と同じ行動フェイ

ズに行うことはできません。

受動超能力
　受動超能力は無意識の内に常時発動しているものとし

て扱われる能力です。発動させるのに行動が必要なこと

は滅多になく、超能力者に苦労もストレインもありません。

受動詭技の多くは、何らかの技能テストを行うのではなく、

様々な行動にボーナスを加えたり特定の能力を与えたり

します。プシー・カイ詭技の殆どは受動超能力です。

超能力の有効距離
　詭技には自己、接触、至近の有効距離があります。

　自己：この詭技は使用者自身にのみ有効です。

　接触：接触詭技は他の生命体にも使えますが、使用す

るアシンクは目標と物理的に接触していなければなりませ

ん。目標が接触を避けるのであれば、接触のみによる+20

修正を加えた接近攻撃に成功しなければなりません。こ

の攻撃はダメージを与えず、その超能力の使用と同じ行

動の一部として扱われます。

　至近：至近詭技には近くにいる他の生命体との関わりが

必要です。最適距離は５メートル以内です。それより１

メートル離れるごとにテストに-10修正が適用されます。

　超能力対超能力：超能力の性質上、詭技は他の超能

力者にはより強力です。有効距離：接触の詭技は他のア

シンクが目標なら有効距離：至近として扱えます。同様に、

有効距離：至近の詭技を他のアシンクに使うなら通常の

距離が倍（１０メートル）になります。

目標の種類
　シンセモーフやボットや機体は、生物の脳がないため、

詭技の目標にはできません。脳が半ば生物半ばコン

ピュータであるポッドは、影響を受けにくいため超能力に

対する防御時に+30修正を受けます。なお、超能力はメッ

シュや疑似空間の中では無効なので、インフォモーフは

詭技の目標にはなりません。

　複数の目標：目標の全てが上記のルールに適合してい

るならば、一つの行動で複数のキャラクターに詭技を使う

ことができます。超能力者は一度だけ判定し、防御者は

それぞれ対抗テストを行います。ですが、超能力者は目
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標ごとにストレインを受けるので、複数の目標に超能力を

使うのは極めて危険なのです。

　動物と単純な生命体：超能力は脳や神経システムを持

つ生物にならなんにでも有効です。部分的な知性を持つ

動物に対しては、-20修正が課されてストレインが+1され

ます。非知性動物には、-30修正が課されてストレインが

+3されます。植物や藻やバクテリアといった単純な生命

体には無効です。

　＜使節＞と異星の生命体：ゲームマスターの裁量に

よっては、その生理と神経次第ですが異性の生命体には

詭技が全く通じないかもしれません。たとえ有効だとして

も、少なくとも-20修正が課されてストレインが+1されるで

しょう。

対抗テスト
　他のキャラクターに対して行使した超能力は、対抗テス

トによって抵抗されます。防御者は意志力×２で抵抗しま

す。自発的に成功しないことにしても構いません。意識を

失っていたり眠っていたりするキャラクターは抵抗できま

せん。

　超能力使いが成功して防御者が失敗したら、詭技が目

標に効果を発揮します。超能力使いが失敗したら、防御

者は無傷です。両者とも成功していたら、出目を比較して

ください。超能力者の出目の方が高ければ、詭技は防御

者の精神防御をすり抜けて効果を発揮します。そうでな

ければ、詭技は防御者のエゴに効果を発揮するのに失

敗します。

攻撃の認識
　詭技の目標は、対抗テストの出目が目標値の半分以下

だったら、攻撃されたのに気付きます（アシンク側の出目

とは無関係です）。ただし、この認識は超能力を使われた

という理解につながるとは限りませんし、『エクリプス・フェ

イズ』の住民の殆どは超能力の実在に気付いていないの

でなおさらです。代わりに、何か外部の影響が仕掛けら

れているか、なにか奇妙なことが起こっているというのが、

目標の認識でしょう。一服盛られたか、何かの奇妙なテク

ノロジーに攻撃されているかと疑うかもしれません。

　判定に失敗した目標は、攻撃に気付かないままです。

超能力全力防御
　物理戦闘の全力防御みたいに、超能力の存在を知って

いる防御者は（たとえアシンクでないとしても）複雑行動を

費やして気合を入れて集中し、次の行動フェイズまで超

能力に対する防御テストに+30修正を得ることができます。

クリティカル
　もし防御者がクリティカル成功したら、超能力を使おうと

したキャラクターはその目標の精神からは一時的に締め

出されます。ゲームマスターの指定する適切な「リセット」

期間が経過するまで、その超能力者はそのキャラクター

に詭技を使うことはできません。

　アシンクがクリティカル失敗したら、その精神が何らかの

形で過酷で悲惨な機能停止を起こすため、一時的に行

動不能になります（『超能力の短所』を参照）

　超能力者がクリティカル成功するか防御者がクリティカ

ル失敗したら、その詭技の効果の強さを倍にします。攻

撃ならばＤＶを倍にするか精神装甲を無視することができ

ます。代わりに、超能力攻撃を使っているなら、目標は

ワッツ・マクラウド・ウィルスに感染してしまうかもしれませ

ん。

精神装甲
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　超能力防壁という詭技は、超能力による攻撃に対する

神経補強という形で、精神装甲となります。この精神装甲

は、物理装甲と同様に、超能力攻撃によるダメージの量

を減らします。

持続時間
　詭技には、常時、即時、短期、維持という四種類の持続

時間があります。

　常時：常時詭技は常に「オン」です。

　即時：即時詭技はそれが使われた行動フェイズでのみ

効果を発揮します。

　短期：短期詭技はアシンクが追加の労力を費やさなくて

も多少は長持ちします。持続時間はアシンクの意志力÷

５（端数切り上げ）で、時間の単位は詭技によって行動

ターンか分になります。詭技のストレインは、持続時間の

終わりではなく、使用後直ちに適用されます。

　維持：維持詭技はアシンクが発動させ続けたい限り続き

ますが、積極的な労力が必要です。詭技の維持には集

中力が必要で、その間は他の技能テスト全てに-10修正

が課されます。また、アシンクは詭技の有効距離内に留ま

らなければならず、離れた瞬間に詭技の効果は消えます。

修正は累積しますが、一度に複数の詭技を維持すること

も可能です。詭技のストレインは、持続時間の終わりでは

なく、使用後直ちに適用されます。ゲームマスターの裁量

によっては、詭技の長時間の維持によって更なるストレイ

ンが発生するかもしれません。

ストレイン
　超能力の行使は、超能力者を肉体的に（そして時には

心理的に）消耗させます。この現象はストレイン（負荷）と

呼ばれ、疲労や消耗や苦痛や神経の過負荷や心臓血管

のストレスや筋無力症（脱力）といった症状として発生しま

す。アシンクが直接死ぬようなストレインはまずありません

が、状況によっては能動的な超能力を使い過ぎると生命

に関わるかもしれません。

　ルール上、それぞれの能動詭技には 1d10÷2（端数切

り上げ）のＤＶのストレイン値があります。それぞれの能動

詭技には、この値を修正するストレイン値修正が記述され

ています。例えば、-1のストレイン値修正がある詭技は

（1d10÷2）-1のＤＶをもたらします。ポッドを着用している

アシンクはこのストレインが倍になります。

　ストレインによるダメージがキャラクターの負傷基準値を

超えたら、他のダメージの場合と同様に負傷を受けるで

しょう（『負傷』を参照）。

プシー・カイ詭技
　プシー・カイ詭技は、認知情報機能（脳の情報処理）を

加速したり知覚や認知を強化したりする能力です。

周辺感覚
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　この詭技は身の回りと近くに潜んでいるかもしれない脅

威に対する本能的な感覚をもたらします。アシンクは全て

の推理、近く、収集、不意打ちテストに+10修正を受けま

す。

認知強化
種類：能動 行動：高速

有効距離：自己 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1

　アシンクの認知能力が一時的に上昇します。ルール上、

持続時間の間は認知力が+5されます。認知力の上昇に

よって、認知力に関連する技能のレーティングも上昇しま

す。

休止
種類：能動 行動：作業（最低４時間）

有効距離：自己 持続時間：維持

ストレイン修正：０

　この詭技によってアシンクの精神は遁走状態の再生休

止を行い、その間に心理が修復されます。アシンクは最

低４時間は休止していなければなりません。４時間の休止

ごとに１点のストレスが治療されます。トラウマや錯乱や精

神疾患はこの詭技による影響を受けません。休止中のア

シンクは、外からどう調べても緊張性混迷状態にあり、外

部の世界を完全に無視しています。激しい妨害や肉体的

ショック（傷つけられたり電撃武器で攻撃されたり、など）

でしか、アシンクを引き戻すことはできません。
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　マトリックは失踪事件を捜査していて、手掛かりを

探す時に直観力を増幅するためクオリアを使うこと

にした。これはプシー・カイ詭技で始めるのには高

速行動だけですみ、判定は必要ない。マトリックの

意志力は 25なので、この短期詭技の持続時間は５

行動ターン（25÷５＝５）になる。この詭技のストレイ

ン修正は-1なので、（1d10÷2）-1のＤＶを受ける。

サイコロの目は１だったので、ストレインは全くなかっ

た！

　その後、マトリックは誘拐犯と死闘を繰り広げてい

る。マトリックにとって幸いなことに接近戦なので、敵

に触れてみようと試せるくらい近い。自分の行動フェ

イズで、+20修正（接触のみ攻撃）を付けて素手戦

闘テストを行い、成功した。これによって心霊必殺を

試すことができる。目標の意志力×２（32）に対し、

超能力攻撃：57で判定する。だが目標は労働ポッ

ドにいるので超能力に強く、+30修正を得る（32+30

＝62）。マトリックは 32 を振り相手は 64を振って、マ

トリックの勝ちだ！　ダメージを決めるため、1d10＋

（意志力÷10）を振る。意志力は 25なので、これは

1d10＋3になる。出目は７で 10点（7+3）のダメージ

を与えた。労働ポッドは苦痛の叫び声をあげ、この

心霊攻撃によって負傷を受けた。

例



感情制御
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　感情制御によって、自分の感情を厳密に制御すること

ができます。望まない感情を排除したり、望みの感情を受

け入れたりできるのです。これは、感情操作の詭技や脅

迫技能といった感情的介入からアシンクが身を守るのに

有用です。こうしたテストで防御者となったアシンクは+30

修正を得ます。

独創性強化
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　独創性強化を持つアシンクはイマジネーションが強まっ

て既成観念に囚われないようになります。独創性が大き

な役割を果たすテストでは+20修正を適用します。これほ

どの創意はしばしば奇妙な感じや違和感をもたらすこと

があり、特に芸術の分野では、奇怪で不気味な形をとるこ

ともあります。

無視
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　これにより、ゲームマスターの裁量の範囲内で、気が散

る要素を無視して集中していないことによる状況の不利な

修正をなくすことができます。

物品把握
種類：能動 行動：複雑

有効距離：自己 持続時間：即時

ストレイン修正：-1

　この詭技を使うことで、ただ見て手に取るだけで、馴染

みのない物品や機体や機器の使い方を直観的に理解す

ることができます。キャラクターが認知力×２テストに成功

すれば、その物品や機体や機器がどれだけ非人間的で

奇妙な物であろうと、それを使うための基礎的な能力が得

られます。この詭技は対象の原理や技術に対する理解は

もたらさず、超能力者は使い方しか把握できません。テス

トが必要なら、その危機を使うのに+20修正が得られます

（このボーナスは馴染みのない機器やキャラクターが経験

のない装置にのみ適用され、馴染みのある機器には適用

されません）。

我慢強さ
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　この詭技によって、苦痛を遮断するなり無視するなりし

てその影響をなくします。アシンクは負傷による不利な修

正を 10点無視します。

超記憶
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　超記憶によって、優れた自伝的記憶が得られ、どんな

些細な体験でも思い出すことができるようになります。超

記憶持ちのアシンクは、適当な日付を指定されてもそれ

が何曜日でその日に何があってどんな天気だったか、そ

して普通は思い出せないような些細に思える多くの細部

を思い出すことができます。

本能的直観
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　この詭技によって、状況を無意識のうちに分析して慎重

に考え抜かれた決断と同じくらい正確な即決の判断を下

す能力が磨かれます。分析や計画だけの作業行動（その

大半は精神技能の行動）では、不利な修正を課されずに

予定時間を９割減できます。分析や計画が部分的に含ま

れる作業行動では、不利な修正を課されずに予定時間を

３割減できます。

マルチタスク
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　圧倒されることなく膨大な情報を扱い、一度に複数の精

神的作業を行うことができます。各行動フェイズごとに、精

神行動やメッシュ行動にのみ使える複雑行動を１個、追

加で得られます。

パターン認識
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　キャラクターはパターンを発見してごちゃ混ぜ状態から

規則性を見つけるのが得意で、彼らにとって関連性のあ

る事柄は丸わかりです。これは言語を翻訳したり暗号を解

いたり膨大な量のデータから隠れた手がかりを見つけたり

するのに役立ちます。キャラクターは、ゲームマスターが

充分だと認めるだけのサンプル量と研究時間を必要とし

ます。その範囲は、人類言語の会話を聞きとるのに必要

な数時間から、ずっと昔に死んだ異星人が残した碑文の

調査に必要な数日や長い暗号を解くために必要な一週

間かそれ以上まで、様々です。言語は文章を読んだり話

を聞いたりすることで理解できます。適切な言語、推理、

調査、暗号解読（ただし、解読ソフトが行う情セキュテスト

には適用されません）に+20修正を適用します。また、新

しい言語をより手軽に学ぶのにも使うことができ、訓練時

間を半分にします。

予測力強化
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　アシンクの脳のベイズ確率計算機能がこの詭技によっ

て強化され、周囲でリアルタイムで進行する出来事を見

積もったりその結果を推測したりし、情報の変化に応じて
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それらをアップデートする能力が強化されます。どんな結

果が起こりそうかというより直観的な感覚を得るようなもの

です。これによって、出来事の結果の予測に関わる技能

テストに+10修正が得られます。また、ベストな動き方をよ

り明確に決めることで戦闘時の意思決定能力も強化され

るため、イニシアティブに+1、乱戦テストに+10 のボーナス

を得られます。

クオリア
種類：能動 行動：高速

有効距離：自己 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1

　アシンクの直観的把握力が一時的に上昇します。ルー

ル上、持続時間の間は直観力が+5されます。直観力の

上昇によって、認知力に関連する技能のレーティングも

上昇します。

人間計算機
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　直観的な計算が信じられないほど得意です。ギャンブ

ルの時の正確な確率計算から地形と現地の気流に基づ

いた木から落ちた葉の着地までの正確な所要時間の予

想まで、何でもできます。複雑なカオス系の活動に関わる

計算が得意で、爆発による破片の散布パターンといった

どんなに早いコンピュータでも不可能な計算をこなせます。

ですが、この計算力は基本的に直観的なものなので、問

題の答えは知っていてもそれを算出するための方程式は

知りません。

　この詭技によって、数学に関わる技能テスト（コンピュー

タではなくキャラクターが計算するもの）に+30修正が得ら

れます。

知覚力強化
種類：能動 行動：高速

有効距離：自己 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-2

　この詭技で大脳の処理力を高めることで、強化の有無

を問わず感覚（視覚、聴覚、嗅覚など）を強化し、感覚に

よる知覚テストに+20修正修正が得られます。

仕草洞察
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　他人の感情や意図や反応を予測する際の感情シグナ

ルや身振りや表情やボディ・ランゲージに深い洞察が得

られます。仕草技能テストに+10修正を適用します。

時間感覚
種類：能動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1

　この能力を持つアシンクは、時間の感じ方を遅くして全

てをスローモーションや低速で動いているかのように感じ

ることができます。ルール上、この詭技によって行動値が

+1されます。ですが、この追加行動フェイズは精神行動

かメッシュ行動にしか使えません。

無意識主導
種類：能動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：+0

　この詭技によって、意識を捨てて無意識の導きに身を

委ねることができます。この状態では、アシンクの意識精

神は禁忌というものを殆ど忘れていますし、その間に起

こった出来事の記憶は良くて曖昧です。その代わり、無

意識はより機敏に行動するため、アシンクの行動値は+1

されます。キャラクターは状況を認識していますし行動も

しますが、複雑なコミュニケーションや精神行動はできず、

意識的な思考よりも本能や原始的な衝動の勢いの方が

強くなっています。無意識主導を使用している間もプレイ

ヤーにキャラクターの支配権を持たせておくことをお勧め

しますが、ゲームマスターは状況に応じてキャラクターの

行動を命令しても構いません。

プシー・ガンマ詭技
　プシー・ガンマ詭技は、生物の精神（バイオモーフに宿

るエゴですが、動物も含みます）の機能との接触（判読と

通信）と操作を扱います。プシー・ガンマ詭技は特性／超

能力が２レベルのキャラクターだけが得られます。

　プシー・ガンマ詭技の行使の殆どは、アシンクと目標の

対抗テストとして扱われます。

疎外
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：+0 技能：超能力攻撃

　エゴとそのモーフの間に、新しい肉体を着用した時の体

験と似たような断絶感をもたらす詭技です。エゴは自分の

肉体が扱いにくくて馴染みがなくて不自然で、まるで自分

がそれの囚人であるかのように感じます。アシンクが対抗

テストで目標に勝てば、目標が一体性テストに失敗したの

と同じ結果が得られます。この効果は詭技が終わるまで

続きます。

カリスマ
種類：能動 行動：高速

有効距離：接触 持続時間：短期（分）

ストレイン修正：-1 技能：超能力支配

　目標に無意識レベルで働きかけて、自分が魅力的で目

が離せなくて説得力があるかのように感じさせるために、

この詭技を使います。アシンクが対抗テストで目標に勝て

ば、持続時間の間はそれに続く社会技能全てに+30修正

が得られます。
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記憶混濁
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（分）

ストレイン修正：-1 技能：超能力支配

　目標が長期記憶を形成するのを妨げることができます。

アシンクが対抗テストで勝てば、持続時間の間は目標の

記憶保存能力は無効化されます。その間、目標は短期

記憶は保っていますが、詭技が効いている間の体験は全

て、すぐに忘れてしまいます。

深層探査
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：維持

ストレイン修正：+1 技能：超能力知覚

　これは思考検索をもっと強引にしたもので、目標となっ

た個人から情報を抽出します。対抗テストに成功すれば、

アシンクはテレパシーで目標の精神に侵入して情報を探

ることができます。テストでアシンクが得た成功度 10ごと

に一つの情報が得られます。それぞれの情報の取得に

は１行動ターン丸ごとが必要で、その間この詭技を維持し

ていなければなりません。目標は自分の心が探られてい

るのに気付きますが、アシンクがどんな情報を得たかはわ

かりません。

感情操作
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1 技能：超能力支配

　この詭技によって目標の脳の感情に関わる皮質領域を

刺激することができます。それによって、特定の感情を誘

発したり増幅したり抑止したりすることができ、目標に働き

かけることができます。アシンクが対抗テストで目標に勝

てば、持続時間の間目標はその感情に基づいて行動し、

状況によってはゲームマスターの指定により何らかの不

利な修正（最大で+/-30）を課されるかもしれません。例え

ば、恐怖を植え付けられた目標に対する脅迫テストには

+30修正が得られるでしょう。

エゴ探知
種類：能動 行動：複雑

有効距離：至近 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1 技能：超能力知覚

　有効距離内にいる他の知性ある生命体（つまりエゴ）の

存在と位置を探知するのに使えます。こうした生命体の探

知には、アシンクは一度だけ超能力知覚テストを行い、有

効距離内の生命体は別々に対抗します。小動物や昆虫

の探知には、射撃戦闘でそれらを目標にする場合と同様

の修正（『戦闘修正表』）が課されるでしょう。同様に、大き

な生命体を探知する際の修正も適用されるでしょう。成功

度 10ごとに一つの、アシンクからの方角やおよその大き

さや種類や距離といった、探知した生命体についての情

報一つが得られます。目標が詭技の有効距離内に留まる

のであれば、それが移動してもアシンクには分かります。

共感走査
種類：能動 行動：高速

有効距離：至近 持続時間：維持

ストレイン修正：-2 技能：超能力知覚

　目標の基本的な感情を知ることができます。アシンクが

対抗テストで勝てば、詭技が維持されている間は目標の

現在の感情状態を直観的に知ることができます。ゲーム

マスターの裁量によっては、この知識である種の社会技

能テストに修正（最大で+30）が得られるかもしれません。

記憶挿入
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：即時

ストレイン修正：+0 技能：超能力支配

　この詭技で目標に最長１時間分の記憶を埋め込むこと

ができます。その記憶が目標自身のものでないことは極

めて明白で、取り違えようはありません。記憶の偽装では

なく、アシンクの記憶の一つを他の記憶媒体のように他人

がアクセスできるようにするのが目的なのです。これは、

重要なデータを味方に「保存」したり文字通りに他人の視

点を提供したり、単に目標が精査するための「データ置き

場」を作ったりするのに役立ちます。拒否する相手への記

憶挿入には対抗テストが必要です。ゲームマスターの裁

量によっては、極めて凄惨な記憶は受け取り手に精神的

ストレスをもたらすかもしれません。

技能挿入
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：+0 技能：超能力支配

　この詭技は記憶挿入と同様に、アシンクの経験の一部

を目標の精神に埋め込みます。詭技が持続している間、

その技能を使う際に目標は有利になります。アシンクの技

能が 31～30 なら、目標は+10修正を得ます。アシンクの

技能が 61以上なら、目標は+20修正を得ます。拒否する

相手への技能挿入には対抗テストが必要です。目標によ

る技能の使い方にアシンクのスタイルや癖が表れることも

あるそうです。

模倣
種類：能動 行動：高速

有効距離：至近 持続時間：即時

ストレイン修正：+0 技能：超能力知覚

　肉体や顔の変更が珍しくない世界では、人々が他人の

習慣や個人的な癖を悟るのが速くなっています。アシンク

はこの詭技を目標に使って成功テストに成功しなければ

なりません。成功すれば、相手のエゴになりすます時に活

用できる精神的「印象」を知ることができます。その目標の

行動や社会的振る舞いを模倣する際のなりすましテスト
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に、アシンクは+30修正を得ます。

精神連結
種類：能動 行動：高速

有効距離：接触 持続時間：維持

ストレイン修正：二人目以降の目標一人につき+1

技能：超能力支配

　精神連結によって、目標との双方向精神コミュニケー

ションが可能になります。一度に複数の目標に使うことも

でき、その場合はアシンクがテレパシーの「サーバー」に

なって繋がっている目標全員が互いにテレパシーで会話

できます（中継しているアシンクにも聞こえますが）。精神

連結によるコミュニケーションでも言語は問題になります

が、音や画像や感情といった感覚を発信すれば解決でき

るでしょう。拒否する相手への精神連結には対抗テストが

必要です。

逆注意
種類：能動 行動：高速

有効距離：至近 持続時間：短期（分）

ストレイン修正：-1 技能：超能力知覚

　逆注意を持つアシンクは、他の生命体による監視には

極めて敏感です。詭技の持続している間、有効距離内に

いて自分に注意を向けている生命と、超能力知覚による

対抗テストを行います。成功すれば、アシンクは監視され

ていることに気付きますが、誰が監視しているかはわかり

ません。とはいえ、監視者を探す際には+30 の知覚修正

が得られます。この詭技は部分的な注目や一瞬の関心

は捉えず、積極的に監視している目標（たとえ監視してい

ないふりをしていても）だけを発見します。この詭技は尾

行の確認やバーでの潜在的なお相手の発見に役立ちま

す。

貫通
種類：能動 行動：高速

有効距離：接触 持続時間：即時

ストレイン修正：AP1あたり 1 技能：超能力攻撃

　超能力攻撃技能を使う他の攻撃的な詭技と組み合わせ

て使う詭技です。超能力の攻撃を集中することで相手の

超能力障壁を貫通することができます。超能力による攻

撃に付け加えた AP １点ごとに１のストレインを受けます。

AP はアシンクの超能力攻撃技能÷10（端数切り捨て）が

上限です。

超能力障壁
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　超能力による攻撃や干渉に対してアシンクの精神を補

強します。超能力攻撃を受けたら、意志力÷５（端数切り

上げ）の装甲があり、これによってダメージ量を減らします。

また、他の詭技に抵抗する際に+10修正を得ます。

心霊必殺
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：即時

ストレイン修正：+0 技能：超能力攻撃

　目標の脳と神経系に肉体的ダメージを与えるのを目的

とした攻撃的な詭技です。攻撃の成功ごとに 1d10+（意志

力÷10、端数切り上げ）のダメージを与えます。大成功

（成功度 30以上）ならダメージを+5します。

隠蔽
種類：受動 行動：自動

有効距離：自己 持続時間：常時

　他のアシンクによるエゴ探知や逆注意から身を隠します。

防御アシンクの対抗テストに+30 します。

感覚遮断
種類：能動 行動：複雑
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有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：-1 技能：超能力攻撃

　目標の感覚皮質の一つ（アシンクが選びます）に障害を

起こしてショートさせ、持続時間の間その感覚入力源を弱

体化させたり場合によっては使えなくしたりします。アシン

クが対抗テストで目標に勝てば、目標はその感覚による

知覚テストに-30修正（アシンクが大成功だったら倍にし

て-60修正）が課されます。

圧倒
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：短期（行動ターン）

ストレイン修正：+0 技能：超能力攻撃

　目標の感覚皮質の一つ（アシンクが選びます）をわけの

わからなくて気が散る感覚入力で圧倒し、邪魔をします。

アシンクが対抗テストで目標に勝てば、詭技の持続時間

の間は目標は全てのテストに-10修正（アシンクが大成功

だったら倍にして-20修正）が課されます。

妨害
種類：能動 行動：複雑

有効距離：至近 持続時間：維持

ストレイン修正：+0 技能：なし

　プシー波妨害場を生成し、有効距離内での非接触詭

技の使用を妨げます。こうした非接触詭技は全て-30修

正を課されます。この詭技は自身に対する詭技や接触詭

技には無効です。

無意識暗示
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：即時

ストレイン修正：+2 技能：超能力支配

　この詭技によって、目標の精神に単純な後催眠暗示を

植え付けることで他人を操ることができます。アシンクが対

抗テストに勝てば、被催眠者はその暗示が自分の考えで

あるかのように実行します。埋め込む暗示は短くて単純な

物でなければならず、ゲームマスターは短い一文（例：

「エアロックを開けろ」「武器を渡せ」）にまとめるよう要求し

ても構いません。目標は、直ちに命に関わる暗示（「橋か

ら飛び降りろ」）や自分の動機や個人的意見に反する暗

示に抵抗する際には有利な修正を得るでしょう。暗示は

短い発動条件付きで埋め込んでも構いません（「警報が

鳴ったら、それを無視しろ」）。

思考検索
種類：能動 行動：複雑

有効距離：接触 持続時間：維持

ストレイン修正：-1 技能：超能力知覚

　アシンクが指定した何らかの単語やフレーズや音やイ

メージといった特定の「キーワード」によって目標の表層

思考を走査する、それほど強引ではない精神走査です。

深層走査みたいに目標のエゴを探り抜くのではなく、目

標が特定の人物や場所や事件や物事について考えてい

るかどうかを調べるだけですが、腕利きの推理者ならば精

神に直接踏み込む必要なく結論を導くのに使えるでしょう。

思考検索は維持可能なので、目標の思考を長時間調べ

続けることができます。調べごとの度に目標との対抗テス

トに勝たなければなりません。

心理手術
『エクリプス・フェイズ』の時代における神経科学の発達を

考慮すれば、精神をプログラム可能なソフトウェア、つまり

リバース・エンジニアリングしたりリコーディングしたりアッ

プグレードしたりパッチを当てたりできる存在だと考えるの

は簡単でしょう。基本的にはその通りです。ナノテクノロ

ジーと遺伝学と認知科学の助けによって、神経科学者は

精神の構造と機能を理解するための障壁を何枚もぶち破

り、意識の本当の性質を深く鋭く解き明かすに至りました。

遺伝子調整や神経改造や神経インプラントによって脳の

能力を強化する手段は山ほど用意されています。人類の

精神は遊び場になりました・・・そして戦場にも。何百万人

もが＜大崩壊＞で散布されたナノウィルスに感染し、その

脳を取り返しのつかない形で改変され、十年後になって

もウィルスは時々発見されます。認知ウィリスはメッシュを

徘徊し、インフォモーフやＡＩを冒し、その精神状態を書き

換えます。「罹患性のアイデア」というのは、今や比喩では

なくなったのです。

　実を言うと、精神編集は簡単でも安全でもエラーが起こ

らない作業でもありません。困難で危険で、しばしば欠陥

があるのです。神経科学は百年前から何光年も進歩した

かもしれませんが、脳と神経の機能にはたとえ最高の専

門家やＡＩでも戸惑ったり理解できなかったりする要素が、

今でも数多く存在するのです。ナノ神経マッピングやアッ

プロードやデジタル精神エミュレーションや人工知能と

いったテクノロジーも、誕生してからわずか数十年で、そ

れほど成熟していません。人類はこれらの作業をどうやる

かは身に付けているのですが、その背景にある仕組みを

完全に理解しているとは限らないのです。

　神経技術者にとっては常識ですが、精神の泥沼に手を

出すというのは厄介な仕事です。脳というのは、何百万年

もの無計画な進化によって形作られた有機機器なのです。

それぞれの脳が行き当たりばったりに成長し、進化の余

地が残っていて、無数の人生体験と環境要素によって不

規則に変化しています。どの精神にも細胞や接続や受容

体といった機構が山ほどあり、これらが記憶や知覚や学

習や推論や情動や本能や意識といった数多ある機能を

司っています。その組織と記録のシステムはホロノミック

（訳注：拘束式が一般化座標の代数方程式に帰着できる

法則性）で拡散していて無秩序です。遺伝子を改造強化

されたトランスヒューマンの脳ですら、混雑し混沌とし錯綜

していて、それぞれの精神が独自のやり方で記憶や人格

や不可欠な機能を保存しているのです。
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　つまり、神経ネットワークの全般構造と地形のスキャンと

推論は可能なものの、悪魔は細部に宿るというのが、結

論です。ある人物の精神を改造したり修理したり強化した

りするのに使われた技術を他人の脳に使っても、同じよう

に成功するという保証はありません。例えば、脳が知識や

技能や記憶を記録する過程でそれらが別の記憶と関連

付けられる予想外の連鎖過程が生じるため、ある記憶を

改変しようとすると別の記憶に悪影響が生じるかもしれま

せん。要は、精神というのは捉え所がなくて曖昧な存在で、

それを組み直そうとしても計画通りに行くことはまずない

のです。

心理手術の手順
　心理手術とは、人間精神に対する厳密で外科的な干渉

作業です。神経の遺伝子改造（遺伝子コードの変更）とも

ニューラルウェアの埋め込み（脳や神経系に対するサイ

バーウェアやバイオウェアの追加）とも脳ハッキング（コン

ピュータの脳や神経接続やインフォモーフに対するソフト

ウェア攻撃）とも異なる分野ですが、併用されることもあり

ます。

　心理手術は、対象がリアルタイムのエミュレーションであ

れバックアップであれフォークであれ、基本的にデジタル

精神状態に対して行われます。殆どの場合、被術者の精

神状態はアップロードやフォーキングと同じテクノロジーと

作業によってコピーされ、疑似空間で起動しています。被

術者は心理手術に合意している必要はなく、その場合は

被術者の許可に制約があります。特定の心理手術目標を

支援するようカスタマイズされていて各種心理療法オプ

ション一式がプログラムされている、様々な心理手術用疑

似空間環境が利用可能です。

　心理手術の実際の作業は、幾つもの段階に分かれます。

最初は診断で、モーフ着用者に対する様々な神経画像

技法の使用や神経接続のマッピングや神経科学モデル

の構築が含まれることがあります。また、人格テストや疑似

空間での状況シミュレーションを含む徹底的な心理プロ

ファイリングや精神測定行動テストも含まれることがありま

す。デジタル精神状態を、関連する情報群を識別するた

めに類似した症状を持つ人々の記録と比較することもあり

ます。こうした分析は作業の計画に使われます。

　心理手術干渉の実装には、求める結果によって様々な

手法が用いられます。精神状態への外部モジュール適

用は、複雑な関係に手を出すことなく新しい入力がすぐ

に解釈同化するため、しばしば最良の手段となります。治

療としては、健康な精神のデータベースからコンパイルさ

れた精神医療パッチからマッチするものがカスタマイズさ

れて適用されます。治療目的のために特定の精神活動

を刺激するための特殊なプログラムを起動させることもで

ｐ 15

ソルアーカイブ・サーチ：ヒトコグノム計画
　ヒトコグノム計画（ＨＣＰ）とは、人間

の脳をリバース・エンジニアリングしよ

うという学術研究計画で、ヒトゲノムを

解読するヒトゲノム計画やその成功と

様々な相似点があります。ＨＣＰは、

生物学や神経科学や心理学や認知

科学や人工知能や精神哲学と関わ

る学際事業でした。

　学会と企業界の起業家と初期のト

ランスヒューマニストによる出資と支

援を受けたＨＣＰは、エゴのデジタル

化の基礎を固め、知性と頭脳能力の

強化された最初のトランスヒューマン

への有力な立役者の一人でした。そ

して、トランスヒューマン精神の目録

作成と精神の病気やダメージを治療

するために健康な個人の精神状態

から作成した「精神パッチ」のデータ

ベースの開発にも貢献しました。ＨＣ

Ｐのデータの殆どは一般公開されて

いますが、一部のハイパーコーポが

占有の精神改造技術を改造するた

めにある種のデータを人質に取って

いると主張するアルゴノートもいます。

　＜大崩壊＞の後、この計画の残骸

は惑星連合によって買収されました。



きます。それどころか、修正を実行する前にまず被術者の

フォークで試してから結果を調べるために加速することす

ら可能です。同様に、こうして加速したフォークを複数用

意して複数の処置を試し、どれが一番うまくいきそうかを

テストすることもできます。

　もちろん、全ての心理手術が被術者のために行われる

わけではありません。囚人を尋問したり拷問したり、記憶

を消したり、行動を矯正したり、障害を与えたりするために

も使えるのです。また、犯行能力を奪う目的で刑罰として

行われることもあります。言うまでもなく、こうした手術は粗

雑なことが多く、安全要素を無視し、時には有害な副作

用をもたらすこともあります。

心理手術のルール
　ルール上、心理手術は多様対抗テストの必要な作業行

動として扱われます。心理手術者は目標の意志力×３に

対して心理手術技能でサイコロを振ります。心理手術修

正表による適切な修正を適用します。

　心理手術者が成功して被術者が失敗したら、その心理

手術は有効で永続化します。変化は永遠に被術者のエ

ゴの一部となり、アップロードされた時も（場合によっては

フォーキングされた時も）コピーされます。

　両者とも成功しているけれど心理手術者の方が出目が

高ければ、その心理手術は有効ですが一時的です。成

功度 10当たり１週間で消えます。

　被術者の方の出目が高いか心理手術者が失敗したら、

手術は失敗です。

　心理手術一覧で挙げられている予定時間は、患者の主

観時間です。殆どの被術者は疑似空間で手術を受ける

ため、時間加速によってこうした手術に必要な時間を大

幅に減らすことができます（『自然法則の無視』を参照）。

精神ストレス
　心理手術は人間の精神、そして時にはその精神にいる

本物の人格に対する改造です。心理手術が被術者の精

神状態にストレスを与えたり、時にはトラウマを与えたりし

ても、意外なことではありません。

　それぞれの心理手術には、テストの成否に関わらず被

術者が受けるストレス値（ＳＶ）が挙げられています。心理

手術者が大成功（成功度 30以上）をおさめれば、このス

トレスは半分（端数切り捨て）になります。大失敗（失敗度

30以上）なら、このストレスは倍になります。代わりに、大

失敗によって他の行動や情動や記憶への影響といった

意図せぬ副作用が生じるかもしれません。

　クリティカル成功なら、ストレスは全く発生しません。です

がクリティカル失敗なら、通常のストレスに加えてトラウマ１

個が自動的に追加されます。

　心理手術修正表にあるように、心理手術の状況によっ

てはＳＶに影響があるかもしれません。

精神編集のロールプレイ
　心理手術によってもたらされる変化の多くは、不明瞭で

ゲームルールで明確に規定するのは困難です。どの道、

キャラクターの人格や精神状態に対する変化は、ロール

プレイの要素として扱った方がいいことが多いでしょう。で

すから、プレイヤーはこうした精神改造を自分のキャラク

ターの言動に組み込むよう努力してください。またゲーム

マスターも、キャラクターの描写がその指針編集を反映す

るようにしてください。エゴ特性で反映できる心理手術改

造もありますし、特定のテストや特定の状況で修正をもた

らすかもしれないものもあるでしょう。ゲームマスターは、

脳改造の影響を慎重に見積もり、適切と思う修正を適用

してください。

心理手術一覧
　以下の改造は心理手術によって実現可能です。ゲーム

マスターの裁量によっては、これらを指針として他の精神

編集を試みることも可能でしょう。

行動矯正
予定時間：１週間

心理手術修正：-10（制限／促進）、-20（阻害／推奨）、-

30（抹消／強制）

ＳＶ：（1d10÷２、端数切り上げ）

　犯罪者更生に広く用いられている行動矯正は、被術者

の心理から特定の行動を制限／疎外／抹消しようと試み

ます。例えば、殺人犯は攻撃的行動を矯正されるでしょう

し、盗癖者は盗癖を規制されるでしょう。食欲をなくしたい

社交界の名士や依存症を断ち切りたい依存症患者など、

この調整を自発的に求める人もいます。

　また、行動矯正は増幅や強化としても使えます。例えば、

コンパニオンは性的抑制を捨て去りたりたいと思うかもし

れませんし、ハイパーコーポの管理職は仕事を何よりも優

先させるために増幅したいと思うかもしれません。

「制限」されている行動は単にやりたくない（おそらくは-10

修正を課される）だけですが、「阻害」されている行動をあ

えて行うのは実に困難（意志力×３テストが必要で-20修

正を課される）です。「抹消」されている行動を試みるのは

絶対に無理で、たとえ無理にやらされても-30修正を課さ

れて（1d10÷２、端数切り上げ）のストレスを受けます。

　同様に、「促進」されている行動をやらなくてはといけな

いと感じるようになりますし、「推奨」されている行動をやら

ないでいるのは困難（意志力×３テストが必要）です。「強

制」されている行動はやるしかありませんし、もし止められ

たら（1d10÷２、端数切り上げ）のストレスを受けます。

行動偽装
予定時間：１週間

心理手術修正：-20

ＳＶ：（1d10÷２、端数切り上げ）

　肉体を交換する能力が存在するため、多くの警備組織

や警察組織は再着用しても個人を識別する手段として性

格や行動のプロファイリングを活用しています。こうした技

法は完璧さからは程遠いものの、個人の無意識の習慣や
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癖が正体を晒してしまう可能性はあるのです。こうした識

別を避けたいキャラクターは、自分の無意識の習慣や社

会的な特徴を変えるために、行動偽装を行うことができま

す。この種の識別システムや仕草テストに対する偽装に

+30修正を適用します。

深層学習
予定時間：学習時間を半減

心理手術修正：+20

ＳＶ：１

　教育プログラムや記憶力増強プロトコルや条件付け作

業や深層脳刺激によって、被術者の学習能力が強化さ

れ、新しい技能をより速く学ぶことができるようになります。

感情矯正
予定時間：１週間

心理手術修正：-10（制限／促進）、-20（阻害／推奨）、-

30（抹消／強制）

ＳＶ：（1d10÷２、端数切り上げ）+2

　行動矯正と似ていますが、感情矯正は被術者の感情反

応を修正したり増幅したり制限したりするのが目的です。

幸せになるために悲しみを制限したり競争的になるため

に攻撃性を促進したりと、こうした修正を自発的に受ける

人もいます。傭兵や兵士が恐怖を抹消しているというのは

よく聞く話です。行動矯正と同じルールに従います。

尋問
予定時間：様々（ゲームマスター裁量だが、特に指定が

なければ１週間）

心理手術修正：+30

ＳＶ：1d10

　精神的拷問と干渉を応用することで、心理手術を尋問

に使うこともできます。心理手術テストに成功すれば、尋

問のための脅迫テストに+30修正を適用します。

記憶編集
予定時間：１週間（追加や置換なら２週間）

心理手術修正：-10（自発的）ないし-30（強制）

ＳＶ：（1d10÷２、端数切り上げ）

　記憶の回想（必要ならば強制的に想起）を監視すること

で、心理手術者は脳のどこにその記憶があるかを調べて

削除の狙いを定めることができます。ですが、記憶の収納

というのは複雑で拡散していて、他の記憶と関連している

ことも多いため、ある記憶の除去が他の記憶に影響する

こともあります（ゲームマスターの裁量）。

　記憶の追加や置換はそれよりもずっと困難な作業で、そ

れを経験した別人からコピーするかＸＰソフトから生成す

る必要があります。たとえ埋め込みに成功しても、別の

（本当の）記憶が消されていなければ、そちらと矛盾が生

じるかもしれません。

人格編集
予定時間：１週間

心理手術修正：-10（小規模）、-20（中規模）、-30（大規

模）

ＳＶ：（1d10÷２、端数切り上げ）+3

　人格編集は、おそらくは最も根本的な心理手術で、被

術者の核心的な人格特性の変更を伴います。修正可能

な人格要素には、寛容さや誠実性や利他性や外向性／

内向性や衝動性に好奇心や独創性に自信や性的嗜好

や自制心といった特性を始めとして、大抵のものが含ま

れます。こうした特性は様々なレベルに増減できます。そ

の効果は基本的にロールプレイに反映されますが、ゲー

ムマスターは適切と思う修正を適用しても構いません。

心理拷問
予定時間：様々

心理手術修正：+30

ＳＶ：１日当たり 1d10

　心理拷問は、痛みと苦しみだけを目的とした精神的操

作で、ルール上は精神的なストレスとトラウマとして扱われ

ます。拷問が続けば深刻な精神疾患や更に悪い結果を

もたらすかもしれません。

心理療法
予定時間：様々

心理手術修正：+0

ＳＶ：0

 治療的な心理手術は、ストレスやトラウマや精神障害に

苦しむキャラクターにとって有益です。心理手術テストに

成功すれば、ｐ 215に記述されている通り精神回復テスト

に+30修正が適用されます。

技能付与
予定時間：+10 あたり１週間

心理手術修正：+0

ＳＶ：+10 あたり 1

　技能付与は、被術者の脳に技能を構成する神経パター

ンを挿入して能力を一時的に増幅する、心理手術の応用

です。ですが、技能付与は人工的な増幅に過ぎないため、

一日当たり-10 の割合で劣化します。技能を 60 を超えて
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心理手術修正表

状況

心理手術

テスト修正 ＳＶ修正

事前診断が不適切 -30 +1

安全手順を無視 +20 ×2

疑似空間の時間を加速 -20 +2

被術者がＡＩ、ＡＧＩ

ないし知性化動物

-20 +1



増幅することはできません。

技能封印
予定時間：-10 あたり１週間

心理手術修正：-10

ＳＶ：+10 あたり 1

　技能封印は、技能が脳のどこに記録されているかを探

してそれを封じたり除去したりするのを目的とします。被術

者の技能は妨げられ、完全に失われることもあります。

タスプ
予定時間：１日

心理手術修正：+10

ＳＶ：1

　精神の快楽中枢を刺激する、脳深層刺激技法の応用

です。この処置は鬱などの精神病の患者に対する治療に

用いられることが多いものの、被術者の気分を我慢しよう

のない緩慢な至福の境地に持っていくのが、タスプの目

的です。ですが、こうした刺激には依存性が強く、一定時

間（主観時間で１時間）曝されたキャラクターは特性／依

存症を得ることになるでしょう。下僕を支配する手段として

タスプ依存症やご褒美タスプを利用する犯罪組織もある

そうです。
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ロスト
＜引用開始＞

サイクローン計画四半期会議

ＡＦ８第二四半期

フューチュラ計画最終報告、幹部向け概

略

筆者：アメリア・シェパード博士

　ご要望に従い、フューチュラ計画とその

顛末の報告を、計画の終了と生き残って

いた被検体（大手メディアは「ロスト」と呼

んでいます）の解放を私たちに強いた内

部告発とメディアの集中砲火から５年を経

た今、編集いたしました。

　フューチュラはハント・ゲノミクスの指揮と

コグニートの大きな支持、そして多数の

パートナー（一覧）による協同計画でした。

最初に提案したのは私のメンターである

アントニオ・パスカル博士で、そのチーム

は二つの小規模サンプル（千人未満）で

の予備実験により加速人生体験訓練（Ａ

ＬＥＴ）の実現性を証明しました。こうした

予備実験の被検体はフューチュラ計画の

ものほど若くはなくて時間の膨張幅も少な

いのは確かですが、＜大崩壊＞による人

口激減と太陽系規模での出生率停滞（長

寿化や避妊手段の普及や過酷な時代の

せいで広がる絶望といった、様々な原因

が指摘されています）、そして競争上の長

所を得るために新たな技術分野に積極的

に参入したいという願望によって、この計

画の野心的な側面は正当化されました。

　フューチュラ計画は、現存の遺伝子素

材から選り抜かれた■人の被検体を初期

人口とし、出生から１週間から６ヶ月の間

に処理を開始しました。その内、代理母

や実母を＜大崩壊＞で失った被検体は１

割足らずでした。大半はルナや火星の研

究所の出身で、人工子宮で産まれました。

　標本の抽出が終わると、全ての被検体

は急速成長するフューチュラ・バイオモー

フの肉体を再着用させられて特殊な高速

学習環境疑似空間に接続されました。こ

の計画では、フューチュラ・モーフに採用

されている新創世形質や疑似空間に精

神を収容するための時間歪曲技術といっ

た、ティターンズから奪回した施設から得

た新技術がふんだんに用いられていまし

た。フューチュラ計画は三つの研究ス

テーションで同時進行し、合計で 2211名

の研究者と支援要員と児童教育を専門に

特別プログラムされたＡＧＩ４５体を擁して

いました。それぞれの子供に３年の客観

時間で１８年の主観人生経験を持たせる

のが、計画の目的でした。

　常時の監視と正常性を最適化するため

の疑似空間と教育課程のリアルタイム調

節にもかかわらず、計画のどこかで品質

管理が破綻していて、共感形成がほぼ全

面的に失敗しました。この影響に最初に

気付いたのは、被検体が約６歳になった

１１ヶ月後です。動物虐待の行動や態度

が頻発するようになりましたが、この時点

では容認できる基準の範囲内でした。そ

の流れは数ヶ月後も続き、パスカル博士

は１８ヶ月被験者（９歳）の 23.19％が示し

ているボーダーライン・ソシオパス行動を

矯正しようと、より権威的な「親の仕事」の

導入を命じました。

　こうした変化は冷酷さと暴力の開けっ広

げな露出をやめさせるだけで、被検体の

大半には自分の心の隠し方を教えるだけ

だったと、今ではわかっています。また、

初期の死亡者が出たのもこの時期です。

最初の頃は事故によるものと思われ、犠

牲者も加害者も主観時間で一週間ほど

巻き戻されるのが通例でした。現在の計

画後分析によると、被検体の 43.87％は２

４ヶ月被験（１２歳）の時点で最低一回の

計画殺人を犯していて、カウンセリング手

続きは嘘のつき方に磨きをかけるだけで

した。

　ここに至り、私とアーロン・バラニ博士は

計画の中断と被検体のリアルタイム集中

カウンセリングに賛成しました。パスカル

博士は、私たちの心配に反対して議題に

すら挙げませんでした。計画が終末へと

向かうにつれ、バラニ博士のフォークが３

４ヶ月被験者を公表し、激しい議論を引き

起こしました。パスカル博士は計画を完遂

させようとして捜査を足止めするのには成

功しましたが、研究ステーションのレガ

シーで事件が発生しました。当初の捜索

では一人ないし複数の被検体が逃走した

ことが確認され、ハビタットの環境故障と

それによる数千人の死をもたらしたのが

逃走者であることが後に発覚しました。

　当局と民間の両方による激しい監視に

曝され、計画に参加していたパートナー

の多くは脱退や関与の全痕跡の抹消す

ら試みました。それによる混乱で、約■人

の被検体が太陽系の人類社会にひっそり

と釈放されました。その直後に、被検体の

全てが蕃患ウィルスのワッツ・マクラウド株

に感染していることが発覚しましたが、い

つどのように感染したは今でも見当がつ

かないままです。その後の命令で残りの

被検体全てが安楽死かコールド・ストレー

ジにバックアップされることになりましたが、

釈放された被検体で捕獲されたのはわず

か■人です。残りのうち、■人は同情的な

政府の庇護を求め、■人は名乗り出て徹

底的な心理療法を受け入れ、■人は暴

力事件で殺されて蘇生されず、残りは潜

伏中と思われます。

＜引用終了＞
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