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キャラクター作成サマリー
１．キャラクターのコンセプトの選択

２．経歴の選択

３．勢力の選択

４．無料ポイントの消費

　a)105適性点

　b)１勇気点

　c)5000 クレジット

　d)50 レプ

　e)第一言語

５．改造点の消費

　a)1000CP を使用可能

　　15CP＝勇気１点

　　10CP＝適性１点

　　5CP＝詭技一つ

　　5CP＝専門化一つ

　　2CP＝技能１点（61-80）

　　1CP＝技能１点（60以下）

　　1CP＝1000 クレジット

　　1CP＝10 レプ

　b)能動技能は最低 400CP必要

　c)知識技能は最低 300CP必要

　d)開始時モーフの選択

　e)特性を選ぶ

６．装備の購入

７．動機の選択

８．残った状態値の計算

９．キャラクターの細部の確定

経歴
漂泊者：航法技能に+10、操縦：宇宙機技能に

+20、人脈（分野）技能一つに+10

地球疎開民：操縦：地上機技能に+10、人脈

（分野）技能一つに+10、勇気に+1、開始時クレ

ジットは 2500 のみ（CP で増やすことは可能）

ハイパーエリート：儀礼技能に+10、+10000 クレ

ジット、人脈（ハイパーコーポ）技能に+20。フ

ラット、スプライサー、各種ポッド、知性化動物、

機械のモーフでゲームを始めることができない

情報生命体：インターフェース技能に+30、コン

ピュータ系技能（情セキュ、インターフェース、

プログラミング、調査）の購入に必要な CP が半

分、特性／リアル知らず、特性／社会的烙印

（AGI）。特性／超能力は購入不可、社交技能

の購入に必要な CP が倍

孤立者：技能二つに+20、開始時レプを-10

ロスト：知識技能二つに+20、特性／超能力（レ

ベル１）、特性／精神疾患（超能力１レベルによ

るものを含めて二つ）、特性／社会的烙印（ロス

ト）、開始時モーフはフューチュラであること

ルナ植民：操縦：地上機技能に+10、技術技能

か学術（分野）技能か職業（分野）技能一つに

+10、人脈（ハイパーコーポ）技能に+20

火星人：操縦：地上機技能に+10、技術技能か

学術（分野）技能か職業（分野）技能一つに

+10、人脈（ハイパーコーポ）技能に+20

旧宇宙植民者：操縦：宇宙機技能ないし自由

落下技能に+10、技術技能か学術（分野）技能

か職業（分野）技能一つに+10、人脈（分野）技

能一つに+20

再生者：操縦：地上機技能に+10、人脈（分野）

技能一つに+10、勇気に+2、特性／記憶改竄、

開始時クレジットはゼロ（CP で増やすことは可

能）

スカム生まれ：説得技能か欺瞞技能に+10、収

集技能に+10、人脈（自治主義派）技能一つに

+20

知性化動物：乱戦技能に+10、知覚技能に

+10、知識技能二つに+20、開始時モーフは知

性化動物であること

勢力
無政府主義者：技能一つに+10、人脈（自治主

義派）技能に+30

アルゴノート：技術技能か学術（分野）技能か職

業（分野）技能二つに+10、人脈（科学者）技能

に+20

バルスーム人：パルクール技能に+10、技能一

つに+10、人脈（自治主義派）技能に+20

僻地民：操縦：宇宙機技能に+10、技能一つに

+10、人脈（分野）技能一つに+20

犯罪者：脅迫技能に+10、人脈（犯罪者）技能に

+30

エクストロピア人：説得技能に+10、人脈（自治

主義派）技能に+20、人脈（ハイパーコーポ）技

能に+10

ハイパーコーポ：儀礼技能に+10、人脈（ハイ

パーコーポ）技能に+20、人脈（分野）技能一つ

に+10

木星人：武器技能二つに+10、乱戦技能に

+10、人脈（ハイ

パーコーポ）技能に+20、開始時モーフはフラッ

トかスプライサーであること。

ルナ人：言語技能一つに+10、人脈（ハイパー

コーポ）技能に+20、人脈（環境主義者）技能一

つに+10

変貌者：技能二つに+10、人脈（分野）技能に

+20

スカム：自由落下技能に+10、技能一つに+10、

人脈（自治主義派）技能に+20

社交人：説得技能に+10、儀礼技能に+10、人

脈（メディア）技能に+20。フラット、各種ポッド、

知性化動物、機械のモーフでゲームを始めるこ

とができない

タイタン人：技術技能か学術（分野）技能二つに

+10、人脈（自治主義派）技能に+20

究極主義者：技能二つに+10、人脈（分野）技

能に+20。フラット、スプライサー、知性化動物、

各種ポッドでゲームを始めることができない

金星人：操縦：航空機に+10、技能一つに+10、

人脈（ハイパーコーポ）技能に+20
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改造点

15CP=勇気１点

10CP=適性１点

5CP=詭技一つ

5CP=専門化一つ

2CP=技能１点（61～80）

1CP=技能１点（60 まで）

1CP=1000 クレジット

1CP=10 レプ

特性とモーフの価格は、個別に記載されて

いるように様々です。

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

モーフ価格表（アルファベット順）

種類 CP 価格

アラクノイド 45 巨額（４万以上）

バウンサー 40 巨額

ケース 5 手頃

ドラゴンフライ 20 高価

エグザルト 30 巨額

フラット 0 高価

フレックスボット 20 巨額（３万以上）

フュリー 75 巨額（４万以上）

フューチュラ 40 巨額（５万以上）

ゴースト 70 巨額（４万以上）

ハイバーノイド 25 巨額

インフォモーフ 0 0

メントン 40 巨額

新鳥類 25 巨額

新ヒト科 25 巨額

ネオテニック 25 巨額

ノヴァクラブ 60 巨額（３万以上）

オクトモーフ 50 巨額（３万以上）

オリンピアン 40 巨額

快楽ポッド 20 高価

リーパー 100 巨額（５万以上）

リメイド 60 巨額（４万以上）

ラスター 25 巨額

スリセロイド 40 巨額

スプライサー 10 高価

スウォーマノイド 25 巨額

シルフ 40 巨額

シンセ 30 高価

労働ポッド 20 高価
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技能一覧

技能 関連適性 分類 技能 関連適性 分類

学術：[分野] 認知力 知識 推理 直観力 能動、精神

動物使い 社交力 能動、社会 察知 社交力 能動、社会

芸術：[分野] 直観力 知識 力学武器 運動力 能動、戦闘

ビーム武器 運動力 能動、戦闘 言語：[分野] 直観力 知識

刀剣 身体力 能動、戦闘 医療：[分野] 認知力 能動、技術

登攀 身体力 能動、肉体 航法 直観力 能動、精神

棍棒 身体力 能動、戦闘 人脈：[分野] 社交力 能動、社会

超能力支配 意志力（代用不可） 能動、精神、超能力 手技 運動力 能動、肉体

欺瞞 社交力 能動、社会 知覚 直観力 能動、精神

爆破 認知力（代用不可） 能動、技術 説得 社交力 能動、社会

変装 直観力 能動、肉体 操縦：[分野] 反射力 能動、機体

特殊接近武器：[分野] 身体力 能動、戦闘 職業：[分野] 認知力 知識

特殊射撃武器：[分野] 運動力 能動、戦闘 プログラミング 認知力（代用不可） 能動、技術

飛行 身体力 能動、肉体 儀礼 社交力 能動、社会

乱戦 反射力 能動、戦闘 超能力攻撃 意志力（代用不可） 能動、技術

自由落下 反射力 能動、肉体 心理手術 直観力 能動、技術

パルクール 身体力 能動、肉体 調査 認知力 能動、技術

重火器 直観力 能動、戦闘 収集 直観力 能動、精神

ハードウェア：[分野] 認知力 能動、技術 シーカー武器 運動力 能動、戦闘

なりすまし 社交力 能動、社会 超能力知覚 直観力（代用不可） 能動、精神、超能力

潜入 運動力 能動、肉体 噴射武器 運動力 能動、戦闘

情セキュ 認知力 能動、技術 水泳 身体力 能動、肉体

関心：（分野） 認知力 知識 投擲武器 運動力 能動、戦闘

インターフェース 認知力 能動、技術 素手戦闘 身体力 能動、戦闘

脅迫 社交力 能動、社会

特性

有利な特性 必要CP 不利な特性 獲得CP

適応性 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) 依存症（エゴ特性かモーフ特性） 5（軽度）ないし 10（本格的）ないし 20（重度）

味方 30 高齢（モーフ特性） 10

両手利き 10 不運 30

動物共感 5 ブラックリスト入り 5 ないし 20

勇敢 10 汚点 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)ないし 30(レベル 3)

常識 10 戦闘硬直 20

第六感 10 記憶改竄 10

方向感覚 5 敵 10

直感像記憶（エゴ特性かモーフ特性） 10 不向き 20

卓越した適性 20 脆弱 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)

専門家 10 遺伝的欠陥（モーフ特性） 10 ないし 20

高速学習 10 アイデンティティの齟齬 10

第一印象 10 非識字 10

超言語力 10 不老不死の憂い 10

優れた免疫系（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) インプラント拒絶（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)

平凡（モーフ特性） 10 苦手 10

柔軟（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) 不良品 10

超計算力 10 苦痛に弱い（エゴ特性かモーフ特性） 20

生来の耐性（モーフ特性） 10 精神疾患 10

苦痛に強い（エゴ特性かモーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) 軽度のアレルギー（モーフ特性） 5

後援者 30 行動矯正 5(レベル 1)ないし 10(レベル 2)ないし 20(レベル 3)

超能力 20(レベル 1)ないし 25(レベル 2) 再肉化不全 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)ないし 30(レベル 3)

超能力擬態（エゴ特性かモーフ特性） 10 神経損傷 10

超能力防御（エゴ特性かモーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) 皮質スタック欠如 10

高速回復（モーフ特性） 10 鈍感 10

馴染みのモーフ 10 追われる身 10

第二の肉体 15 超能力脆弱性（エゴ特性かモーフ特性） 10

状況認識 10 リアル知らず 10

美貌（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2) 重度のアレルギー（モーフ特性） 10（珍しい）ないし 20（ありふれている）

頑強（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)ないし 30(レベル 3) 低速学習 10

動物記号感覚 5 社会的烙印（エゴ特性かモーフ特性） 10

臆病 10

不細工（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)ないし 30(レベル 3)

不気味の谷（モーフ特性） 10

不健康（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)

ＶＲ酔い 10

軟弱な免疫系（モーフ特性） 10(レベル 1)ないし 20(レベル 2)

無重力酔い（モーフ特性） 10



戦闘サマリー
・戦闘は対抗テストで扱われる。

・攻撃者は攻撃技能±修正で判定する。

・接近戦闘：防御者は乱戦技能か接近戦闘技

能±修正で判定する。

・射撃戦闘：防御者は（乱戦技能÷２）±修正で

判定する。

・攻撃者が成功して出目が防御者よりも高けれ

ば、攻撃は命中する。

・クリティカル・ヒットは装甲無効（装甲を適用し

ない）。

・装甲は攻撃の徹甲値（ＡＰ）だけ減らされる。

・武器のダメージは目標の修正された装甲値だ

け減少する（攻撃が装甲無効でなければ）。

・ダメージが目標の負傷基準値を超えていれば、

負傷も発生する（ダメージが負傷基準値の２倍

や３倍を超えていれば、それだけ多くの負傷が

発生する）。

行動ターン
ステップ１：（直観力＋反射力）÷５＋1d10 でイ

ニシアティブを決める

ステップ２：第一行動フェイズを始める（行動値

１）

ステップ３：行動を宣言し、処理する

ステップ４：同じ順序で繰り返す（行動値２～４）

着弾誤差
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回復表

キャラクターの状況 ダメージの回復速度 負傷の回復速度

基本バイオ改造がない １日あたり 1d10(5) １個あたり１週間

基本バイオ改造がある 12 時間あたり 1d10(5) １個あたり３日間

ナノ包帯を使用 2 時間あたり 1d10(5) １個あたり１日間

医療機がある 1 時間あたり 1d10(5) １個あたり 12 時間

貧相な環境（まずい食事、休息不足／活発な活動、貧しい住まいや殺菌不足） 予定時間が２倍 予定時間が２倍

過酷な環境（栄養不足、休息なし／激しい活動、住まいや殺菌が（ほぼ）存在しない 予定時間が３倍 負傷は回復しない

修正値程度表

程度 修正値

小 0

中 ±20

大 ±30

テスト難易度表

難易度 修正値

朝飯前 0

単純 +20

簡単 +10

平均 0

困難 -10

苦難 -20

至難 -30

補助技能ボーナス

技能レーティング 修正

01-30 10

31-60 +20

61以上 +30

戦闘修正

一般 修正

利き腕でない手を使っている -20

負傷ないしトラウマがある（１個あたり） -10

有利な位置にいる +20

接触のみの攻撃 +20

部位狙い（注） -10

両手武器を片手で使用 -20

小さな目標（子供サイズ） -10

極めて小さな目標（ネズミや虫サイズ） -30

大きな目標（車サイズ） +10

極めて大きな目標（倉庫の壁） +30

小規模な視界妨害（薄い煙、薄暗がり） -10

大規模な視界障害（濃い煙、闇） -20

見えない目標を攻撃 -30

接近攻撃 修正

リーチが有利 +10

突撃 -10

突撃を迎撃 +20

射撃攻撃 修正

スマートリンクかレーザーサイトを使用 +10

攻撃者が遮蔽を取っている -10

攻撃者が走行している -20

攻撃者が接近戦闘中 -30

防御者が小さな遮蔽を取っている -10

防御者がある程度の遮蔽を取っている -20

防御者が大きな遮蔽を取っている -30

防御者が伏せていて距離がある（10メートル以上） -10

防御者が隠れている -60

照準（高速行動） +10

照準（複雑行動） +30

ビーム武器で掃射（２射目に） +10

同じ行動フェイズで複数の目標を狙う

（二つ目以降の目標ごとに）

-20

間接射撃 -30

至近距離（２メートル以下） +10

近距離 ‐

中距離 -10

遠距離 -20

超遠距離 -30

武器射程表

武器（種類） 近距離 中距離(-10)遠距離(-20) 超遠距離(-30)

ファイアアーム

　ライト・ピストル 0-10 11-25 26-40 41-60

　ミディアム・ピストル 0-10 11-30 31-50 51-70

　ヘビー・ピストル 0-10 11-35 36-60 61-80

　ＳＭＧ 0-30 31-80 81-125 126-230

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

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

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

レールガン

　ファイアアームと同様だが、各距離での有効射程を５割増し

ビーム武器

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

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

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

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

　プラズマ・ライフル 0-20 21-50 51-100 101-300

　スタナー 0-10 11-25 26-40 41-60

シーカー

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

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

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

噴射武器

　ブザー 0-5 6-15 16-30 31-50

　フリーザー 0-5 6-15 16-30 31-50

　シャード・ピストル 0-10 11-30 31-50 51-70

　シュレッダー 0-10 11-40 41-70 71-100

　スプレイヤー 0-5 6-15 16-30 31-50

　トーチ 0-5 6-15 16-30 31-50

　渦輪銃 0-5 6-15 16-30 31-50

投擲武器

　刀剣 身体力÷5 身体力÷2 身体力 身体力×2

　ミニグレネード 身体力÷2 身体力 身体力×2 身体力×3

　標準型グレネード 身体力÷5 身体力÷2 身体力 身体力×3



オンライン調査
1.一般データ＝自動的に入手

2.一般的でないデータ

　a.入手するデータの知名度に応じた修正を受ける調査作業テスト（作

業時間：１分）

　b.成功の程度によって見つかったデータの深みが決まる

3.データの分析

　a.データを理解するための調査作業テスト（作業時間：ＧＭが決定）で

補助技能が使える

ｐ 5

ハッキングの手順

作業 結果

１　防壁の突破 情セキュ作業行動（１０分）

２　能動セキュリティの迂回 情セキュ多様対抗テスト

　ａ　ハッカーが大成功、防御者が失敗 ステータス／透明、アドミン権限、全ての転覆テストに+30

　ｂ　ハッカーが成功、防御者が失敗 ステータス／潜伏

　ｃ　両者とも成功 ステータス／疑惑、受動警報、全ての転覆テストに-10

　ｄ　防御側が成功、ハッカーが失敗 ステータス／発覚、能動警報、全ての転覆テストに-20

メッシュ装備修正表

修正 ソフトウェア／ハードウェア

-30 壊れた機器、サポート切れのソフト、地球や初期宇宙開発時代の骨董品

-20 故障した／性能の悪い機器、バグの多いソフト、＜大崩壊＞前の技術

-10 時代遅れで低品質のシステム

0 標準的なエクトやメッシュ接続やソフト

＋10 高品質な機材や標準的な警備用製品

＋20 次世代機器、高性能ソフト

＋30 新開発、最新鋭、最先端の技術

+30以上 ティターンズや異星人の技術

侵入対抗措置

受動対抗措置（侵入者に-10修正）

侵入者の発見 情セキュ対抗テストで、成功すると侵入者は特定される

再認証 次の行動ターンで、侵入者は再ログインするための情セ

キュテストを行わなければならない

権限の縮小 ユーザーのアクセス権限を縮小する

能動対抗措置（侵入者に-20修正）

逆侵入 追跡（下記参照）が成功すれば、侵入者自身のシステムに

侵入を開始する

遮断 情セキュ対抗テストで、成功すると侵入者は遮断される

再起動／シャットダウン １行動ターンから１分（ＧＭが決定）が必要で、全ユーザー

がシステムから排除される

　追跡：調査テストで侵入者自身のシステムを追跡する（プ

ライバシー・モードになっているなら-30）

無線遮断 行動ターンの終了時に全ての無線接続が遮断され、無線

によるユーザーが排除される

転覆の例

転覆難易度表で挙げられた作業に加えて、以下の修正も行動の例になります。

修正 作業

ボットや機体のハッキング

－0 ドローンへの命令

-10 センサーのシステム・パラメータの改変、センサー・システムや武器シス

テムの無力化

-20 スマートリンク入力の改変、ＡＩや遠隔操作者への偽データの送信

0 ＡＩや遠隔操作者の排除、指人形機能による掌握

エクトやメッシュ接続のハッキング

－0 内視の操作、有効距離にいる全員のフレンド追加、ユーザーのクレジッ

トによるオンライン購入、通信傍受、活動の記録

-10 ソーシャル・ネットワークのプロフィールやステータスの改変、ＡＲフィル

ターの調整、感覚インターフェースへの介入、ＡＲスキンの変更、アバ

ターの変更、ＶＰＮへのアクセス

-20 感覚の遮断や撹乱、ＡＲ幻覚の混入、ドローンや従属機器への偽命令

-30 ＡＲの使用禁止

ハビタット・システムのハッキング

－0 扉の開閉、エレベータの移動、内線の使用

-10 気温や照明の調節、安全警告の無力化、内視スキンの交換、扉の施

錠、信号機の切り替え

-20 サブシステム（配管やリサイクルなど）の無力化、無線接続の無力化、

修理班の出動

-30 安全装置遮断の乗っ取り

セキュリティ・システムのハッキング

－0 カメラやセンサーの移動や操作、セキュリティ・システムや警備員やボッ

トの位置の把握

-10 センサーの走査パターンの調整、セキュリティ・ログの閲覧、武器システ

ムの無力化

-20 セキュリティ・ログの削除、セキュリティ・チームの出動

-30 警報の無力化

疑似空間システムのハッキング

－0 疑似空間やシミュレモーフやアクセス中のエゴの現在ステータスの閲覧

-10 ドメイン・ルールの変更、チートの追加、ストーリーのパラメータの改変、

シミュレモーフの改変、時間膨縮の変更

-20 シミュレモーフの排除、キャラクターＡＩの改変や削除

-30 疑似空間の中断

スパイムのハッキング

－0 ステータス報告の取得、機器の機能の使用

-10 ＡＩや音声の個性設定の調整、活動時間スケジュールの調整

-20 センサーの無力化、機器の機能の無力化

転覆難易度表

一般的なコンピュータ作業の難易度修正

修正 作業

－0 コマンドの実行、制限された情報の表示、制限されたソフトの実行、他のシステムとの

接続の開閉、ファイルの読み書き／コピー／削除、センサー配信へのアクセス、従属

機器へのアクセス

-10 システム設定の変更、ログや制限されたファイルの改変

-20 システム・オペレーションへの介入、センサーやＡＲによる入力の改変

-30 システムのシャットダウン、ユーザーやミューズの遮断、他者への対抗措置の発動
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小説

イアン・バンクス(Ian Banks)

　The Cultureシリーズ

　　Consider Phlebas

　　The Use of Weapons

　　ゲーム・プレイヤー

　　The State of the Art

　　Inversions

　　Excession

　　Look to Windward

　　Matter

グレッグ・ベア

　火星転移

　女王天使

　斜線都市

デイヴィッド・ブリン(David Brin)

　ガイア -母なる地球-

　知性化シリーズ

　　スターライド・ライジング

　　知性化戦争

　サンダイバー

ポール・ディ・フィリポ(Paul Di Filippo)

　Ribofunk

コリイ・ドクトロウ(Cory Doctorow)

　マジック・キングダムで落ちぶれて

　Eastern Standard Tribe

グレッグ・イーガン(Greg Egan)

　Axiomatic

　ディアスポラ

　万物理論

　順列都市

　宇宙消失

Warren Ellis

　Crooked Little Vein

Kathleen Ann Goonan

　The “Nanotech Cycle”

　　Queen City Jazz

　　Mississippi Blues

　　Crescent City Rhapsody

　　Light Music

ピーター・ハミルトン

　The “Commonwealth Saga”

　　Pandora’s Star

　　Judas Unleashed

　《グレッグ・マンデル》三部作

　　マインドスター・ライジング

　　A Quantum Murder

　　The Nano Flower

ジェイムズ・P・ホーガン

　　断絶への航海

ケン・マクラウド(Ken Macleod)

　Fall Revolutionシリーズ

　　The Star Fraction

　　The Stone Canal

　　The Cassini Division

　　The Sky Road

　ニュートンズ・ウェイク

リチャード・モーガン(Richard Morgan)

　《タケシ・コヴァッチ》シリーズ

　　オルタード・カーボン

　　ブロークン・エンジェル

　　ウォークン・フュアリーズ

　Black Man（アメリカ版では Thirteen）

リンダ・ナガタ(Linda Nagata)

　極微機械（ナノマシン）ボーア・メイ

カー

　幻惑の極微機械（ナノマシン）

　Limit of Vision

　Tech Heaven

　Vast

フレデリック・ポール

　ゲイトウエイ

アレステア・レナルズ(Alastair Reynolds)

　Absolution Gap

　カズムシティ

　The Prefect

　Pushing Ice

　量子真空

　啓示空間

キム・スタンリー・ロビンソン(Kim Stanley 

Robinson)

　火星三部作

　　レッド・マーズ

　　Blue Mars

　　グリーン・マーズ

　The Martians

カール・シュレイダー(Karl Schroeder)

　Ventus

ダン・シモンズ

　エンディミオン

　エンディミオンの覚醒

　イリアム

　ハイペリオンの歌

　　ハイペリオン

　　ハイペリオンの没落

　オリュンポス

ニール・スティーヴンスン

　ダイヤモンド・エイジ

ブルース・スターリング(Bruce Sterling)

　Caryatids

　Crystal Express

　ホーリー・ファイヤー

　Schismatrix Plus（スキズマトリックス＆

蝉の女王）

チャールズ・ストロス(Charles Stross)

　アッチェレランド

　Glasshouse

　Halting State

　アイアン・サンライズ

　シンギュラリティ・スカイ

　Toast

カレン・トラヴィス(Karen Traviss)

　City of Pearl

ヴァーナー・ヴィンジ(Vernor Vinge)

　Across Realtime

　最果ての銀河船団

　遠き神々の炎

　レインボーズ・エンド

　マイクロチップの魔術師

Elisabeth Vonarburg

　Slow Engines of Time

ピーター・ワッツ(Peter Watts)

　Blindsight

　“Rifters’Trilogy”

　　Starfish

　　Maelstrom

　　Behemoth (s-Max + Seppuku)

Scott Westerfeld

　The Risen Empire

　The Killing of Worlds

ウォルター・ジョン・ウィリアムズ(Walter 

Jon Williams)

　Aristoi

　Angel Station

　必殺の冥路

ディヴィッド・ジンデル(David Zindell)

　The Broken God

　ありえざる都市

　War in Heaven.

　The Wild

マンガやグラフィック・ノベル

ジェイミー・デラノ(Jamie Delano)

　Narcopolis

Warren Ellis

　Doktor Sleepless

　Doom 2099

　Global Frequency

　Ministry of Space

　Ocean

　Transmetropolitan

Jonathan Hickman

　Transhuman

グラント・モリスン(Grant Morrison)

　The Filth

　The Invisibles

士郎正宗

　攻殻機動隊 Ghost in the Shell

　攻殻機動隊 1.5: HUMAN-ERROR 

PROCESSER

　攻殻機動隊 2: MANMACHINE 

INTERFACE

アダム・ウォーレン

　アイアンマン： ハイパーヴェロシティ

幸村誠

　プラネテス

ノンフィクション

Ronald Bailey

　Liberation Biology

スーザン・ブラックモア

　ミーム・マシーンとしての私

Cynthia Brezeal

　Designing Sociable Robots

デイヴィッド・ブリン(David Brin)

　The Transparent Society

リチャード・ブロディ

　ミーム――心を操るウイルス

James Brook and Ian Boal (eds)

　Resisting the Virtual Life

ロドニー・ブルックス(Rodney Brooks)

　Flesh and Machines:

　　How Robots Will Change Us

　Cambrian Intelligence:

　　The Early History of the New AI

クリティカル・アート・アンサンブル

(Critical Art Ensemble)

　Digital Resistance

　Electronic Civil Disobedience

　The Electronic Disturbance

　Flesh Machine

　The Molecular Invasion

　The Marching Plague

リチャード・ドーキンス

　利己的な遺伝子

K・エリック・ドレクスラー

　創造する機械――ナノテクノロジー

フリーマン・ダイソン

　宇宙をかき乱すべきか

　科学の未来

Ann Finkbeiner

　The Jasons

　Imaginary Weapons

ジョエル・ガロー(Joel Garreau)

　Radical Evolution

アダム・グリーンフィールド(Adam 

Greenfield)

　Everyware: The Dawning Age of

　　Ubiquitous Computing

James Hughes

　サイボーグ市民

レイ・カーツワイル(Ray Kurzweil)

　The Singularity is Near

ハワード・ラインゴールド

　スマートモブズ―<群がる>モバイル族

の挑戦

John Robb

　Brave New War

クレイ・シャーキー

　みんな集まれ！　ネットワークが世界を

動かす

ブルース・スターリング(Bruce Sterling)

　Shaping Things

　Tomorrow Now: Envisioning the Next 

Fifty Years

グレゴリー・ストック

　それでもヒトは人体を改変する

Simon Young

　設計者革命：トランスヒューマン宣言

ロールプレイング・ゲーム

Blue Planet

Burning Empires

クトゥルフ神話 TRPG

CthulhuTech

Cybergeneration

Dawning Star

Delta Green

FreeMarket

Gamma World

GURPS: Transhuman Space

Morrow Project

パラノイア

シャドウラン

Shock: Social Science Fiction

トラベラー

映画やテレビ番組

イーオン・フラックス

A.I.

エイリアン・シリーズ

アンドロメダ

バビロン 5

THE ビッグオー

ブレードランナー

カウボーイ・ビバップ

クルセイド

第 9地区

ドールハウス

ドリームキャッチャー

イベント・ホライゾン

Ergo Proxy

ファイヤーフライ 宇宙大戦争

ガタカ

GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 

イノセンス 

攻殻機動隊 STAND ALONE 

COMPLEX Solid State Society 

攻殻機動隊 STAND ALONE 

COMPLEX 

攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG 

アイランド

ジキル

月に囚われた男

パンドラム

プラネテス

セレニティー

マインド・シューター

ソラリス

スターゲイト及びスターゲイト：アトラン

ティス

サンシャイン 2057

うずまき

未来惑星ザルドス

ｐ 6
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プレイヤー

エクリプスフェイズ・キャラクターシート

キャラクター

経歴

勢力

モーフ

性的アイデンティティ

実年齢

現在勇気点

レゾ点

動機

装甲 エネルギー： 力学：

ダメージとストレス

ダメージ 負傷 ストレス トラウマ

技能一覧

能動技能 関連適性 基本値 モーフ修正 合計
専門化／

その他修正

説得 社交力

操縦：[分野] 反射力

プログラミング 認知力（代用不可）

儀礼 社交力

超能力攻撃 意志力（代用不可）

心理手術 直観力

調査 認知力

収集 直観力

シーカー武器 運動力

超能力知覚 直観力（代用不可）

噴射武器 運動力

水泳 身体力

投擲武器 運動力

素手戦闘 身体力

知識技能 関連適性 基本値 モーフ修正 合計
専門化／

その他修正

学術：[分野] 認知力

学術：[分野] 認知力

学術：[分野] 認知力

学術：[分野] 認知力

芸術：[分野] 直観力

芸術：[分野] 直観力

芸術：[分野] 直観力

芸術：[分野] 直観力

関心：（分野） 認知力

関心：（分野） 認知力

関心：（分野） 認知力

関心：（分野） 認知力

言語：[分野] 直観力

言語：[分野] 直観力

言語：[分野] 直観力

言語：[分野] 直観力

職業：[分野] 認知力

職業：[分野] 認知力

職業：[分野] 認知力

職業：[分野] 認知力

適性

認 運 直 反 社 身 意

基本

モーフ修正

合計

意×２ モーフによる↓ (直+反)÷5↓ 状態値

勇 ト 理 狂 負 耐 死 イ 行 ダ修

理÷5 理×２ 耐÷5 ↑耐×1.5(ﾊﾞｲｵﾓｰﾌ)

　耐×2(ｼﾝｾﾓｰﾌ)

身÷10

技能一覧

能動技能 関連適性 基本値 モーフ修正 合計
専門化／

その他修正

動物使い 社交力

ビーム武器 運動力

刀剣 身体力

登攀 身体力

棍棒 身体力

超能力支配 意志力（代用不可）

欺瞞 社交力

爆破 認知力（代用不可）

変装 直観力

特殊接近武器：[分野] 身体力

特殊射撃武器：[分野] 運動力

飛行 身体力

乱戦 反射力

自由落下 反射力

パルクール 身体力

重火器 直観力

ハードウェア：[分野] 認知力

なりすまし 社交力

潜入 運動力

情セキュ 認知力

インターフェース 認知力

脅迫 社交力

推理 直観力

察知 社交力

力学武器 運動力

医療：[分野] 認知力

航法 直観力

人脈：[分野] 社交力

手技 運動力

知覚 直観力

武器 技能 AP DV モード 残弾 射程 備考

接近武器

射撃武器



エクリプスフェイズ・モーフシート

ｐ 8

インプラント／強化／カスタマイズ

適性修正

認 運 直 反 社 身 意

モーフ修正

特性／長所と短所

キャラクター

＠レプ ｇレプ

ｃレプ ⅰレプ

ｅレプ ｒレプ

ｆレプ

特性

身分証明の備考

プレイヤー

エクリプスフェイズ・キャラクターシート

ミューズのデータ

認 運 直 反 社 身 意

適性

技能と備考 意×２

ト 理 狂

理÷5 理×２

詭技

バックアップの備考

装備

キャラクター

モーフ種類

性別／外見性別

外見年齢

特徴

適性最大値 行動値修正 移動力／移動システム

耐久値 負傷基準値


