
メッシュ

・メッシュ接続、エンド、エクト
　メッシュへのアクセスには、何らかの機器が必要です。大抵は、脳に埋め込まれているメッシュ接続（しばしば「エン

ド」と呼ばれます）か体外の小型コンピュータであるエクトが使われています。

・インターフェース
　メッシュにあるデータにアクセスしたり扱ったりする手段は三つあります。

拡張現実（ＡＲ）：ユーザーの物理的五感に重ね書きされた情報です。

仮想現実（ＶＲ）：物理的感覚が上書きされ、キャラクターはコンピュータが生み出した環境である疑似空間に

「移動」します。

経験再生（ＸＰ）：自分自身や他人による、感覚記録です。

・メッシュの活用
　日常メッシュのルール：標準的なメッシュ使用の基本ルールはまずここからです。

　オンライン調査：メッシュで情報を見つけるのには調査技能を使うことになります。

・情報生命体とインフォモーフ
　人類も人工知能も肉体を持たずにメッシュをうろついています。

ミューズ：個人的な助手や仲間として働く特殊なＡＩです。

ＡＧＩ：知的で独自の活動を行える、自意識を持つデジタル精神です。

インフォモーフ：デジタル・エゴの詳細とルールです。
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・メッシュの悪用
　メッシュには、不心得者や隙を狙うハッカーやどうしてもあなたと仲が悪い人がたくさんいます。

ハッカーと有害ソフト：ヒトとその道具という、二大脅威です。

メッシュ・セキュリティ：メッシュの四大セキュリティ手段である、認証、防壁、能動監視、暗号です。

侵入：システムへの侵入には、セキュリティへの静かな浸透とドアをぶち破る力づくの攻撃の二種類がありま

す。

ハッキングの手順：便利なハッキング・サマリーです。

侵入対抗措置：ハッキングの実行によってシステムに存在が気づかれたら、侵入対抗措置が、あなたを特定

したり攻撃したりあるいは他の手段で邪魔したりしようとします。

サイバーブレイン・ハッキング：ポッドやシンセモーフはサイバー脳を備えていて、他のコンピュータと同様に

それもハッキング可能です。
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　＜大崩壊＞の前、人類は進化し続けるワールド・ワイド・

ウェブの技術的基盤となる相互接続したネットワークであ

るインタネットを介して、互いに接していました。当初のイ

ンターネットは様々な情報源から情報を回収するための

電子媒体（更に古い紙ベースの情報源の代わり）でした

が、その後は交流サイトやウィキィやブログやソーシャルタ

ギングといったデジタル・コミュニティやホスティングサー

ビスが強調されてました。それによってオープンさや協調

性や共有性がうながされ、それが現代の相互接続情報社

会の下地となっています。更に世代が進むと無線接続や

地理位置情報やセマンティック・ウェブ手法が強調され、

脳‐コンピュータ・インターフェースや拡張現実（AR）や仮

想現実（VR）や経験再生（XP）の出現によってユーザー・

インターフェースが飛躍的に進歩しました。

　こうした環境に処理能力と記憶能力の飛躍的な増加が

伴って、人間の情報処理を助けるために設計された知能

エージェントの開発への発展経路が拓かれ、そして数十

年後にはそれが人工知能（AI）となりました。こうした「弱

い」AIは人間の認知能力の全てを持っているわけではな

く過度に特化していることも多くプログラムに組み込まれ

た制限に縛れてはいるものの、人工汎用知能（AGI）、つ

まり人類の能力に匹敵ないし凌駕する知的能力を持つ

「強い」AIへのデジタル進化は止まりませんでした。ここ

に至っては、いわゆる繁殖 AI、つまり再帰的な自己改良

が可能で知力を飛躍的に増加させることができる機械の

精神が実現するのも、時間の問題でした。人類にとって

は残念ながら、ティターンズがその結果でした。

　ですが、＜大崩壊＞の前ですら、旧世代のインターネッ

トは新しい存在へと変化しているところでした。ユーザー

は、中央サーバーを介して接続するのではなく、互いに

無線リンクして携帯機器やパソコンやロボットや電子機器

による分散型で緊密なメッシュ状になったネットワークを

形成していました。ユーザーは常時オンラインで、ユビキ

タス・コンピューティング環境で周囲の人や物全てと接続

していていました。宇宙進出への参加者なら尚更です。こ

うしたユーザーは距離と光速の通信ラグによってインター

ネットからは隔てられていましたが、それでも近くの環境

やハビタットの人や物の全てと接続していたのです。こう

してメッシュが誕生し、＜大崩壊＞で失われた旧世代の

地球のインターネットの代わりとなったのです。

メッシュの能力
『エクリプス・フェイズ』に存在するようなメッシュは、コン

ピュータ技術と通信技術の大進歩とナノ合成によって、は

じめて可能になりました。無線通信機は信じされないほど

小さいので、殆ど何にでも組み込めます。その結果、全て

がコンピュータ化されて接続しているか、少なくとも無線

ID（RFID）チップが付けられています。食べ物にすら可食

チップが組み込まれていて、賞味期限と栄養素含有量が

記述されています。レーザーやマイクロウェーブ・リンクと

いった他の通信媒体も、こうした情報の流れに加わって

います。

　データ収容技術は圧倒的で、たとえ個人ユーザーの余

り収容量でも２０世紀インターネット全体を軽々と収容でき

るくらいです。ライフロガーは自分の全生涯の全瞬間を記

録して、それでいて容量オーバーの心配などしていませ

ん。人々が頭の中のメッシュ接続や携帯パソコンであるエ

クトに記録しているデータの量は膨大です。

　処理能力も極めて効率的です。どんな安物の携帯機器

でも個人 AI助手の起動とメディアのダウンロードとポルノ

のアップロードと何千本ものニュース配信の走査と並行し

てやりたいことを殆ど何でもできるので、巨大なスーパー

コンピュータは過去の遺物です。メッシュ・ネットワークで

は、処理能力の限界に近くなった機器は周囲の危機と作

業を分担し、ある意味では一つのスーパーコンピュータに

も似た巨大な分散型フレームワークを形成して全体と共

有するのです。

　同様に、発信能力も殆どの市民にはどう考えても必要

がない位発達しました。ここ数世代の生まれなら誰でも、

どこからでも好きなだけの長さの超リアルな多感覚メディ

アが即座にダウンロードでき足りアップロードできたりする

世界に、生まれた時から生きています。巨大なデータ

ベースやアーカイブは簡単にコピーできます。回線容量

などというのは問題外で、殆どの人は存在すら忘れてし

まっています。実際、手に入るデータが膨大なせいで、情

報やメディアを探す時間の方がダウンロード時間よりもか

なり長くかかります。それに、メッシュは決して切れません。

分散型ネットワークなので、もしある機器がオフラインに

なっても、接続はそれを迂回するだけで、数百万とは行

かなくとも数千はある利用可能なノードから経路を見つけ

ます。メッシュ全体はピアツーピア・ネットワークのように働

くので、大規模な転送は管理可能な断片に分割されて

別々のルートに流れます。実際、殆どのユーザーは誰で

もアクセスと共有の可能な個人動画共有アーカイブを

持っています。

　もちろん、非公開ネットワークも存在します。外部と独立

した有線ネットワークやネットワークを隔離する無線遮断

建築材で物理的に遮断されているものもあります。ですが

ほとんどは、公開メッシュの上位に位置し、通常ネットワー

クの上に暗号通信プロトコルを通して非公開で安全な通

信を実現しています。つまり、こうした非公開ネットワーク

は他のものと同様にメッシュの一部なのですが、暗号や

ユーザー認証やメッセージ完全性チェックのお陰で参加

者だけが利用できるのです。

　人類の分断化によって、ソフトウェア規格を標準化しよう

という試みは今なお成功していません。ですが、変換ツー

ルや AI支援互換性管理が簡単に手に入るので、オペ

レーション・システムやプロトコルの違いが問題になること

は今ではまずありません。

メッシュ技術
　太陽系にいるバイオモーフのほぼ全員が基本メッシュ

接続、つまり埋め込みパソコンを装備しています。こうした

インプラントは非侵襲型ナノテク手術によって脳内で育て

られます。プロセッサや無線機や記憶装置などの部品は

ユーザーの脳のニューロン細胞と言語や会話や視覚など
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を司る皮質中枢に直接接続されます。思考から会話への

変換によって、ユーザーはインプラントを思うだけで制御

することができ、声を出さずに会話することができます。

メッシュ接続からの入力は脳に直接送信され、場合に

よっては拡張現実として認識されてユーザーの物理認識

と重ねられます。同じように、シンセモーフやポッドにイン

ストールされたメッシュ接続はサイバーブレインに直接組

み込まれています（サイバーブレインはハッキングの対象

となり得るので潜在的なセキュリティ上の心配事になりま

す）。

　エクトという外部機器もメッシュへのアクセスに使われて

いますが、メッシュ接続の普及に従ってますます珍しく

なっています。エクトのインターフェース・オプションには

タッチ・ディスプレイや腕や手や指の動きを感知する腕輪

やグローブ（ヴァーチャル・マウスやキーボード）といった

な触覚インターフェース、視線追跡や瞬きでの制御、身

体走査グリッド（非ヒューマノイドなら体軸制御や全四肢で

の制御）、音声制御などがあります。感覚情報は、エクトと

無線接続している（あるいは有線で結ばれている）コンタ

クト・レンズやメガネやイヤプラグ（皮下骨振動スピー

カー）やボディスーツやグローブやノーズプラグや舌留め

等の機器を通して送られます。

情報特盛り
　メッシュにはユーザーが共有する膨大な量の個人情報

や公開情報、ニュースやメディアや論文や知識や環境

データやビジネスや文化のデジタル共有財産があります。

人類は、近くであれ遠くであれ他のユーザーと取引したり

通信したり一緒に何かをやったりするための道具として、

メッシュを受け入れています。そういうわけで、メッシュは

人類の知識と活動全ての最新かつ信頼できる情報源と

なっています。

　もちろん、自治主義派の区域では話は別かもしれませ

んが、全てが無料で手に入るわけではありません。結構

な量の私有データが、グリッドに繋がっていない安全な記

録媒体に隔離されていたり非公開ネットワークだけで流

通していたりしています。その中には、ソフトウェアやメ

ディアやナノ合成設計図やスキルソフトなど金になるもの

もあり、デジタル規制でがんじがらめになっています。で

すが、私有データに匹敵するようなフリーでオープンソー

スな代替品をもたらす運動も盛んで、一部当局からの圧

力にもかかわらず様々なデジタル不正コピー集団がプロ
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ティターンズの影響
　現代パソコンの技術的能力があれば、スーパーコンピュータや最先端の有線ブロードバンドはもう必要ありません。

ですが、それが避けられている理由はもう一つあります……ティターンズです。

　メインフレームや集団精神群や大規模並行分散型コンピュータ・システムは皆、繁殖 AIが今一度のハード・テイク

オフ特異点を達成するに足る処理力とデータ能力を持つため、『エクリプス・フェイズ』の世界では潜在的な危険と

見なされています。こうしたシステムに対し、バックアップの削除を含む最終死刑という極刑を以って禁止するハビ

タットすら存在します。

　ハビタットによって許可されているこの種のスーパーコンピュータは、軌道維持噴射や生命維持や通信や電力や

ハイパーコーポの最新研究プロジェクトといった、そのハビタットの最重要システムを制御する「ハード・ネットワー

ク」です。こうしたシステムは物理的に有線で厳重に監視されていて、厳しいアクセス制限と容赦ない物理世界の警

備措置を有する電子データ処理センターに立て篭もっています。

　同様に、AIそのものも厳しく規制されていることは決して珍しくなく、特に中心部や木星共和国では、AGIが完全

に違法なのも珍しいことではありません。知的プログラムの殆どは成長制限がプログラムされていて、特に自己アッ

プグレードを防ぐように設計されています。

ソルアーカイブ・サーチ：エクト（リンク）
　エクトという名称は、＜大崩壊＞前

に極めて有名だった携帯多機能個

人デジタル・アシスタントのブランドで、

メッシュ時代の手持ちパソコンと同義

語となりました。標準的な埋め込み

型コンピュータも、体外と体内の違い

を反映してエンド（訳注：生化学で内

部の意味）と呼ばれることがあります。

　エクトであろうとエンドであろうと、現

代のコンピュータは多機能プログラ

ムのセットであるオペレーション・シス

テム（OS）によって動かされていて、

メディア・ツールやメッシュ・ブラウザ

や位置識別機能や交流プログラム

（メッセンジャーや人脈アップデー

ター）や地図作成航法ソフトといった

有用なソフトが含まれています。OS

の設計は大幅なカスタマイズが可能

で、望みの追加ソフトや器具がどん

なものでも入れるだけで使えます。

ユーザーのミューズ（個人助手 AI）

がソフトウェア間の関係を管理するの

が普通です。

　エクト自体は２０世紀のクレジット・

カードくらいの大きさで、スマート素

材で作られているので様々な形に形

成することができます。よく、腕輪を

始めとする宝飾品や衣類のアクセサ

リーとして着用されています。ユー

ザー・インターフェースは好みによっ

て様々です。メッシュ埋め込みのな

いユーザーでも無線の有効なコンタ

クト・レンズと耳栓を装着すれば拡張

現実とエクトの AR 制御インター

フェースを体験することができます。

無線やスキンリンクや有線光ファイ

バー・ケーブルによって標準的な内

視制御インターフェースも利用可能

です。



テクト付き製品のプロテクト解除版を売りさばいています。

単に競争上の理由によって保護されているデータ（ハイ

パーコーポの研究プロジェクト）やエゴのバックアップみた

いに極めて個人的なデータもあります。

スパイム
　メッシュには、人類の活動によって累積したデータだけ

でなく位置やセンサー入力などのデータを絶えずアップ

デートする無線機能を持つセンサー機能を持つ無数の

機器による情報も散らばっています。自分の位置と状況

を認識して自己記録しているこうした物体は、まとめて「ス

パイム」と呼ばれていて、受信する気がある相手には誰で

もデータを放送します。視覚や聴覚などのセンサーは呆

れるほど小さくて安上がりなので、誰かが着たり触ったり

使ったり体内に吸入したりするかもしれない物品や製品

の殆ど全てに、ユビキタスに組み込まれています。それに

よってどんなユーザーでも特定の場所（少なくとも公開さ

れている場所なら。私有空間はこうした信号を遮断してい

たり現地のＡＩに従属させて出力データを規制していたり

するのが普通です）にメッシュ経由で接触して環境データ

や現場のセンサー記録を集めたりできるのです。

監視とプライバシー、そして逆監視
　スパイムの追跡は簡単ですが、常時監視環境があるの

もスパイムのお陰です。スパイムとマイクロセンサーとユビ

キタス・セキュリティ・システムと殆ど誰もが持つメッシュ接

続の記録能力があれば、もう何もかもが記録されます。

メッシュ追跡や人相認識や評判ネットワークやソーシャ

ル・ネットワークにその他のデータ・マイニング・ソフトが手

に入ることを考えれば、プライバシーが時代遅れの概念

であることはあっという間に明らかになります。自分の身元

や活動を隠したいと思うなら、特別な手配が必要です。代

わりに、一部の種類のモーフ（特にシンセモーフやポッ

ド）で平凡な外見を持つ既製品なら群衆に紛れることがで

きます。

　こうした側面はオーウェル風の悪夢の監視社会のように

思えるかもしれませんが、豊富な記録技術が実際には逆

監視（下からの監視）となり、全てを透明にして権力の乱

用を抑制する役割を果たしています。独裁的な体制は、

情報の流れを規制しようとはしていますが、常に監視され

ているために注意深く動いています。また、多くの人々が

このオープンな「参加型パノプティコン（訳注：直訳では全

展望監視システム。監視社会の比喩としても用いられ

る）」に自発的に参加しています。無限に近い記録容量が

あれば、熱心なライフロガーは自分の全人生の全瞬間を

記録してその体験を他人と共有できるのです。

インターフェース：ＡＲとＶＲとＸＰ
　メッシュ・メディアへのアクセスには拡張現実（ＡＲ）と仮

想現実（ＶＲ）と経験再生（ＸＰ）という三種類のプロトコル

のどれ化を使います。

拡張現実
　殆どのユーザーは、メッシュからのデータを拡張現実、

つまり自分の物理感覚に重なる情報として認識します。

例えば、コンピュータで生成されたグラフィックが視界に

半透明な画像やアイコンや文字として表示されるのです。

視覚ＶＲ（内視データと呼ばれます）が最も一般的ですが、

他の感覚を使うこともできます。ＡＲ入力には音声や匂い

や味や、時には触覚情報すら含まれます。こうした感覚

データは解像度などが高くて「リアル」に思えますが、現

実世界のものと間違わないよう（そして安全規格に合うよ

う）にどこかしらおぼろげか何らかの形で人工的に表現さ

れているのが普通です。

　ユーザー・インターフェースは、外見も中身も各人の好

みや必要性に合わせてカスタマイズされています。フィル

ター機能によって無関係なデータに煩わされることなく関
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心のある情報にアクセスできます。ＡＲデータはユーザー

の通常の視野に表示されるのが普通ですが、実を言うと

内視は視野に制限されているわけではなく、「心の眼」で

見ることができます。とはいえ、現実世界に対応する必要

があればアイコンやウィンドウといった応答指示は重ねた

り切り替えたり隠したりどけたりできます。

アバター
　それぞれのメッシュ・ユーザーは、オンラインではデジタ

ル・アバターで表現されます。多くの人々は自分のデジタ

ル自画像を使っていますが、もっとアイコン風な表現を好

む人もいます。アバターは出来合いの外見でもカスタマイ

ズされたアイコンでも構いません。また、複数のアイコンを

用意して、気分次第で切り替えることも可能です。アバ

ターは、他のユーザーがオンラインであなたと関わる時に

見る物で、あなたをＡＲで表現するものです。殆どのアバ

ターはアニメーションしてユーザーのムードや会話に合わ

せるようプログラムされているので、アバター自体が喋っ

たり感情を表現したりしているように見えます。

Ｅタグ
　物理的な人物や場所や物体にヴァーチャルなデータで

「タグを付ける」なら、内視タグを使いましょう。こうしたＥタ

グは付けられた対象があるネットワークに記録されていて、

場所が変われば一緒に移動します。ＥタグはＡＲで見るこ

とができ、殆どどんな種類のデータでも保持できますが、

短いメモや画像がもっとも一般的です。Ｅタグは、しばし

ばそのネットワーク内の特定のソーシャル・ネットワークや

内輪にリンクしていて、友人や同僚のためにメモやレ

ビューや記念メディア等を残せるようになっています。

スキン
　現実を超リアルな品質の内視で上書きできるので、現

在のユーザーは自分の認識入力を修正することで自分

にとっての現実を「スキン」することができます。周囲の環

境を、自分の好みや気分に合わせて改造できるのです。

気分を奮い立たせたい？　スキンを張って、野外の眩し

い太陽の下にいて穏やかな潮騒をＢＧＭにして、蝶を頭

上に気だるく舞わせましょう。ムカついた？　壁を炎に包

んで遠雷を轟かせれば気が晴れます。自分だけにしか聞

こえない個人用サウンドトラックを一日中かけている人も、

珍しくありません。嗅覚や味覚の受容体だって、薔薇の香

りや新鮮な空気や焼きたてのお菓子の匂いといった感覚

体験を人工的に再現できます。最初は「宇宙食」のまずさ

を和らげたり宇宙生まれでない人が宇宙生活でかかる閉

所性ストレスを解消したりするために開発されたのですが、

香りや味や環境の膨大なアーカイブがダウンロード可能

です。

　スキンは自分専用というわけでもないので、メッシュを介

して他人と共有することもできます。ハビタットの小部屋の

窮屈さにうんざりした？　何かのテーマに沿ったスキンで

飾って、お客さんが快適になれるように共有しましょう。元
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すぐそこにある情報
　以下の情報は、通常のハビタットにいる殆どのメッシュ・ユーザーなら常に利用可能です。

現地の状況

・現在位置、興味（個人の好みと情報選別設定に従っ

て）のある地点とそこへの距離と方角が書き込まれた現

地の地図。私有地や立ち入り規制地帯（政府やハイ

パーコーポの土地、整備／警備用施設など）は許可が

なければ含まれないのが普通です。

・気圧や大気構成や気温を含む、現在のハビタットの生

命維持（環境）状態。

・予定軌道や距離や通信の遅延を含む、現在の太陽系

とハビタット軌道の地図。

現地のメッシュ

・公開検索エンジン、データベース、メッシュ・サイト、ブ

ログ、フォーラム、アーカイブ（新着アラート付）。

・好みに合わせて選別構成した、公開ニュース配信。

・ハビタットの公開区域からのセンサー／スパイム配信

（殆どは視聴覚）

・非公開ネットワークのリソース（戦術ネットを含む）

・自分の名前やその他興味のある事柄についての新規

オンライン言及の自動検索。

・現地の人や場所や物へのＥタグ付与

・公開メッシュ配信やアーカイブからの、写真や動画の

一コマと照合する人相や映像の認識検索。

個人情報

・モーフの状態の表示（医療用や商用）。血圧、心拍数、

体温、白血球数、栄養レベル、インプラントの状態と機

能など。

・所持品の位置、機能、センサー出力と状態報告（所持

品のセンサーと発信機から）。

・今まで蓄積してきた個人視聴覚／ＸＰアーカイブへの

アクセス。

・今まで蓄積してきたファイル（音楽、ソフト、メディア、文

書など）アーカイブへのアクセス。

・クレジット残高の状態と取引。

ソーシャル・ネットワーク

・通信アカウントの状態：通話、メッセージ、ファイルなど。

・評判スコアと反応。

・ソーシャル・ネットワークの状態とフレンドの最新状況

・最新のイベント・カレンダーとお知らせ

・周囲の人物のソーシャル・ネットワーク公開プロフィー

ル

・同じＡＲゲームを近くでプレイしている人の場所と状態。



気の出る音楽を見つけた？　周りのみんなと共有すれば、

同じビートでノれますよ。

　スキンは逆の効果を出すのにも使えます。現代のソフト

ウェアやミューズでリアルタイム編集すれば、気に入らな

い現実を削除したり覆い隠したり検閲したりできるのです。

誰かの顔を見るのも嫌になった？　キルファイルに放り込

めば、そいつの存在を知る必要は二度となくなります。宗

教的ないし道徳的な信念に厳しい社会にはＡＲ検閲ソフ

トが広く使われている物もあります。

仮想現実
　仮想現実はユーザーの物理的感覚の代わりとなり、疑

似空間という完全にコンピュータ製の環境に送り込みます。

ＡＲが日常の活動や交流に使われるのに対し、ＶＲは主

にレクリエーション（ゲームやヴァーチャル観光や逃避）や

社交や会合（生身での会合が不可能な場合）や訓練に

使われます。多くのユーザーが参加する大規模で複雑で

超リアルな疑似空間の維持には情報処理能力の高い専

用ネットワークが必要で、そうしたネットワークの多くは安

定性を高めるために有線になっています。参加人数の少

ない小規模疑似空間はリンクした機器による分散型ネット

ワークで維持できます。多くのインフォモーフやＡＩは疑似

空間に住んでいるようなもので、物理世界と完全に決別し

た人類もいます。

自然法則の無視
　実在する場所のシミュレーションから歴史的レクリエー

ションやおよそ想像できるジャンルならほぼ全てを表現で

きる架空の世界まで、利用できる疑似空間環境は実に

様々です。こうしたシミュレーションは皆、物理法則に縛ら

れないシナリオも可能だという事実によって強化されてい

ます。重力や電磁気力や大気や気温といった自然の根

本的な力は、ＶＲではプログラム可能なので、重力が位置

によって変化するエッシャー的な疑似空間みたいな完全

に不自然な環境も有り得ます。こうした「ドメイン・ルール」

は設計者の気まぐれで変えたり操ったりできます。

　ＶＲでは時間そのものも調整可能な定数ですが、真の

時間からの逸脱には限度があります。今のところ、人類の

設計者はリアル時間から最大で６０倍の速さか遅さの時

間膨張（簡単に言うと、１分を１時間か１秒にする）を実現

しています。時間減速の方がずっと一般的で、疑似空間

でのレクリエーション活動（長いほど楽しい！）や学習や

仕事（経済的に効率的）により多くの時間を提供していま

す。逆に時間加速は、長距離宇宙旅行を耐えしのぐのに

極めて便利です。

疑似空間へのアクセス
　殆どの疑似空間は他のノードと同様にメッシュ経由でア

クセス可能です。ですが、ＶＲはユーザーの感覚中枢を

乗っ取る上に時間感覚の膨張が関わることもあるため、

ユーザーは他のメッシュ経由感覚入力と他のノードとの直

接対応からは切断されます。代わりに、外部のメッシュ対

応は疑似空間のインターフェースを介することになります

（つまり、ドメイン・ルールが許可する場合に、疑似空間の

中からメッシュを見たり他人と話したりできるということで
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エーテル・ジャバー：

エーテル・ジャバー開始

参加メンバー：２

Ａ：実はさ、例の蕃患感染でキリとサルが死んでから、う

ちのチームはデジタルからのウィルス感染にずっと神経

質になっているんだ。正直、パラノイドって言えるくらい。

山ほど分厚い防壁を間に挟んだ上に完全に隔離してか

らありとあらゆるアンチウィルス・ウェアを搭載したデル

タ・フォークで試してからでないと、もう二度と回収した電

子機器には触らないだろうよ。そしてそこまでやっても、

直接アクセスしたり重要なネットワークに接続するくらい

ならそいつをぶっ壊すだろう。あのウィルスがサルに何

をしたかを見た後では、非難できない。

Ｂ：この業界じゃ、パラノイドが健康かも。

Ａ：まあね。でもそれはそれで不便なんだ。セキュリティ

にはいつだって代償がある。ファイアウォールなら、あい

つらの警戒を緩めてやれるブツを隠し持ってるはずだ。

Ｂ：ある・・・けれどない。複雑なのよ。

Ａ：どうしてなんだ？　ウィルスを見つけて始末する手段

は、あるのか、ないのか？

Ｂ：まあね。

Ａ：じらすなよ。

Ｂ：まあまあ。＜大崩壊＞以来、蕃患感染やティターンズ

製のワームや有害ソフトの全部を発見して対抗する手段

はあるの。ファイアウォールは、誰もが発見シグナチャー

（訳注：コンピュータ・ウィルスの種類を特定する特徴）と

対抗手段を手に入れられるように、たっぷりと努力してき

た。そう、本当に誰でも手に入るようにね。この十年でリ

リースされた商業やオープンソースのセキュリティ・ソフト

の殆どにはそれが組み込まれている。太陽系に存在す

るハビタットの全て、少なくとも少しでも正気なハビタット

なら、ネットワークの重要ポイントやメッシュ・インフラにこ

うした対策を盛り込んでいる。

Ａ：「だけど」と言いたげだな。

Ｂ：そうね。蕃患ウィルスやこの手のティターン情報戦争

ワームが適応性なのが問題なのよ。奴らには知性がある。

ネットワークから殆どは駆除したけれど、定期的に新種

が登場して、ファイアウォールのスキャンをすり抜けるの

に新手の手口を使い、トラブルを起こす。私たちの警告

と発生対応システムは体系化されているから、こうした事

例は大抵は封じ込められる。

Ａ：大抵は。

Ｂ：そう、監視の目を逃れて亜種が今でもうろついている

可能性は、いつでもあるわ。でも大規模なウィルス禍が

封じ込めの前に複数のハビタットに広がるというのが、

もっと悪い可能性よ。そうなると、あっという間に、とんで

もないことになるかも。



す）。

　ＶＲへのアクセス中は物理的感覚が乗っ取られているた

め、殆どのユーザーは疑似空間にいる間は自分の肉体

を安全で快適な場所に休ませておきたがります。体に

フィットするクッションやカウチなら、ユーザーはリラックス

し、たとえ手足をばたつかせても脚がつったり怪我したり

しません。長期間のヴァーチャル滞在（例えば宇宙旅行）

の場合には、栄養と酸素を供給するタンクにモーフを保

管しておくのが普通です。多くのＶＲエンターテインメント

やゲームのネットワークには、個人用ポッドがある専用の

有線物理ＶＲカフェが存在します。客はポッドを借りて、ア

クセス・ジャックか頭に装着すると脳波パターンを読む超

音波電極ネットで物理的にジャック・インするのです。

　疑似空間にアクセスすると、ユーザーが最初に入るの

は電子的緩衝となるホワイト・ルームという「待機室」です。

ここでユーザーは、シミュレモーフという、疑似空間で自

分を表現するカスタマイズ可能なアバター風のペルソナ

を選択します。そこから先は、ユーザーは仮想現実環境

に包まれ、選択したシミュレモーフになったのも当然です。

経験再生
　メッシュ接続があるモーフならどれでも、経験再生（ＸＰ）

という技術形式で自分の経験を記録したり発信したりする

ことができます。誰かの体験の「スナップショット」を撮る簡

単なインターフェースになる最初のプログラムが開発され

て以来、友人やソーシャル・ネットワーク内でのＸＰ共有や

オンラインでの一般公開が大人気です。

　こうした経験の深さは、記録を撮る時に感覚認識をどれ

だけ保存しているかによって左右されます。完全ＸＰには

体外感覚も体内感覚と感情トラックが含まれています。体

外感覚は、視覚や嗅覚や聴覚や触覚や味覚といった外

界を処理する普通の感覚です。体内感覚は、平衡感覚

や運動感覚や痛みや飢えや渇きや自分の手足や頭の位

置の大まかな感覚といった、体内からの情報を受け取る

感覚です。感情トラックには人類が抱くことのできるありと

あらゆる感情が含まれます。感情を表現するために必要

な生物学的条件（神経系と内分泌系）があるため、ハード

コアなＸＰ愛好家はバイオモーフで記録してバイオモーフ

で味わう経験だけが本物だと信じています。

メッシュの活用
　人々がメッシュを使う理由は沢山あります。一番の理由

は通信で、音声や動画による会話（実際のビデオではな

くアバターを表示するのが普通です）や電子メッセージ

（メールやインスタント・メッセージやマイクロ・ブログ）や

ファイルやデータの転送です。交流も重要で、人脈や評

判ネットワークや個人プロフィールやライフログやチャット

や会議（ＡＲでもＶＲでも）や議論グループや掲示板が使

われています。情報収集も同じく重要で、有名なソルアー

カイブなどのデータベースやディレクトリを見たり、最新の

ニュース配信を受信したり、メッシュ・サイトを見たり、友人

の行動を追跡したり、ＶＲで授業を受けたり、思いつくもの

なら何でも探したりします。更に、ゲーム（ＡＲやＶＲ）から

他人の人生の経験（ＸＰ）やＶＲクラブ通いや観光まであり

とあらゆるレクリエーションにも使われています。

パーソナル・エリア・ネットワーク
　持ち物全てがメッシュしているので、殆どの人はそうした

機器は全部自分のメッシュ接続やエクトをハブとして経由

するパーソナル・エリア・ネットワークを設定しています。こ

れは自分の小物の支配権を守るためのセキュリティと全

ての支配権を一か所に集中させる利便を兼ねたやり方で

す。

ヴァーチャル・プライベート・ネットワーク
　ヴァーチャル・プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）は、メッ

シュ内に通された通信ネットワークで、特製の集団専用で

す。ＶＰＮの主な目的はユーザーにプライバシーと安全で、

エゴ認証や公開鍵暗号といったセキュリティ機能があるの

が普通です。ＶＰＮはモバイル・オフィスを企業ネットワー

クにメッシュしたり一つのプロジェクトへの参加者をメッ

シュして結んだりするのに、よく使われています。他のＶＰ

Ｎ、特にソーシャル・ネットワークや評判ネットワークは、セ

キュリティ機能が最低限で、単純にメッシュ内の特定の

ユーザーのネットワークとなって接触したり情報を伝えたり

近況を更新したりするのを手助けするだけです。殆どのＶ

ＰＮは、ユーザーの通常のメッシュ・インターフェースやＡ

Ｒと一体になる個性的な環境プログラムを起動する特殊

なソフト一式として用意されています。

ソーシャル・ネットワーク
　ソーシャル・ネットワークは、人々を結びつけているメッ

シュの基本構造です。殆どの人々が友人や同僚や味方

と連絡を取ったり進行中のイベントや最新の流行や新し

いミームや関心を共有しているその他の進展に触れたり

する手段なのです。オンラインで調査したり手助けを得た

り面識のない人に会ったりする手段として、非常に役に立

ちます。（無政府主義者や悪戯好きが時々実演するよう

に）多くの人々と接触したり動かしたりするのにも役立つこ

ともあります。ソーシャル・ネットワークは何千とあり、それ

ぞれが別々の文化や職業上の関心やニッチを支えてい

ます。殆どのソーシャル・ネットワークでは、メッシュ全体を

対象とした公開プロフィールとアクセスを許可した親しい

相手だけを対象とした非公開プロフィールが用意されて

います。

　評判はソーシャル・ネットワークでは不可欠な役割を果

たし、各参加者の社会資本の目安となっています。各参

加者の評判スコアは一目瞭然で、その人物に好意的だっ

たりそうでなかったりする人々によるコメントやユーザーに

よる反論も表示されています。多くの人々が自分の評判

操作を自動化し、良い行動をした人には良い感想を自動

的に送り、関わった結果が残念だった相手には基本的に

は良くない反応を送るよう、ミューズに命令しています。
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モバイル・オフィス
　オフィス用スペースがなく、殆どの情報が無線で手に入

るため、殆どの事業は今ではヴァーチャルで運営されて

いて、固定オフィス類は殆ど、あるいはまったくありません。

代わりに、個人がそのままモバイル・オフィスになりました。

ハイパーコーポの管理職や聖職者や会計や研究者と

いった書類屋や官僚も、芸術家や作家やエンジニアやデ

ザイナーも、自分が仕事をしたい場所で仕事をしている

のです。

　この現象の最も顕著な例と言えば、ソラリスの銀行家た

ちです。それぞれの社員がモバイルな個人銀行支店とし

て活動し、ソラリスの堅牢なＶＰＮを介して取引を管理して

いるのです。

　ごく稀に、最大限の効率を求めて、オフィス環境を時間

膨張付きの疑似空間で運営している場所もあります。で

すが、これには労働者が集中型有線ネットワークにアクセ

スして疑似空間へのアクセス中は自分の肉体を放置しな

ければならないため、普通は一部の政府施設や企業ハ

ビタットにしかないような特段の物理セキュリティが必要と

なります。

ネットの孤島
『エクリプス・フェイズ』の時代では、情報はあっという間に

時代遅れになる恐れがあり、新しい情報が手に入るかどう

かは自分の居場所に左右されます。自分がいるハビタッ

トや都市や天体の最新情報に遅れないでいるのは簡単

ですが、他の場所での出来事の流れをつかめるかどうか

は光の速度に左右されるのが普通です。

　例えば、中心部の惑星から 50天文単位離れた太陽系

外縁部にあるカイパーベルトのステーションで火星からの

メッセージを待つならば、メッセージを携えた信号は到着

時には約７時間遅れているでしょう。もちろん、光の速度

だけが制限となる（殆どのハビタットでは珍しくて高価なの

は言うまでもありません）量子遠投射で送られたのでなけ

れば、そんなに速くは届きません。量子遠投射を使って

いなければ、信号の着信にはもっと長くかかったり干渉や

妨害を受けたりするかもしれませんし、特に長距離では質

が劣化して場合によっては内容の一部が失われることも

あります。ハビタット間通信を始めるなら、最速の発信で

すら到着までに要する、光速ラグを計算に入れなければ

なりません。このラグは往復ですから、僅か５光秒先にい

る相手との会話でも自分の発言の返事が戻るのに１０秒

かかります。そのため、ＡＲやＶＲでの通信のほぼ全ては

地元で行われ、地元以外との通信には昔ながらのメッ

セージが使われます。詳しい議論のためには、フォークを

送って話をさせてから戻らせる方が、しばしば簡単です。

　量子エンタングルメント（ＱＥ）通信はこの光速ラグに対

する解決策の一つですが、厄介で高価でもあります。ＱＥ

通信を使えばエンタングルされた通信機と超光速通信が

可能になりますが、発信の度に供給の限られている貴重

な量子ビットの対を消費します。

　ハビタット間の通信のほぼ全ては、ステーションの大規

模データ中継機を経由し、そこから現地のメッシュに転送

されます。権威主義的なハビタットは、データ送信を監視

したり場合によってはある種の暗号化されていないコンテ

ンツを削除したり検閲したりするために、こうした急所を利

用することがあります。

　ハビタット間通信の手段もまた、問題になることがありま

す。無線やニュートリノ放送は誰でも受信できるのに対し、

細いビームのレーザーやマイクロウェーブ・リンクは傍受

を最低限に抑える点対点の通信手段です。ですが、

ニュートリノ・システムを使った量子遠投射は完璧に安全

で、ハビタット間リンクでは最もよく使われています。

　こうしたラグや急所や優先順位があるせいで、メッシュ・

ネットワーク間を移動する速度が極めて遅くなり、ハビタッ

ト間で伝わるのが遅れるニュースやデータもあります。つ

まり、基本的には身近さと重要さ次第ですが、メッシュ・

ネットワークごとに情報の格差が常に存在するということで

す。途中でノイズと化して失われ、ハビタット一つか二つ

先までしか伝わらないデータすらあります。こうした情報を

手に入れるには、その源まで追跡するしかありません。

闇投射
「闇投射」というのは、合法で許可された経路から外れた

有限距離通信です。一部のハビタットではコンテンツや

フォークやエゴ投射やインフォモーフやミューズの能力や

ＡＧＩプログラムの発信の規制が厳しいため、違法データ

発信サービスの提供によってＩＤ団みたいな暗黒街集団

が儲けています。主に検閲もののデータや禁制コンテン

ツ（違法ＸＰや有害ソフトみたいな）を送信していますが、

現地の組織犯罪勢力が再着用とレンタル・モーフ完備の

エゴ投射サービスを営んでいて慎重なエゴが目立たない

でハビタットに出入りすることができるようになっていること

もあります。当局は機会さえあればこうした闇投射ネット

ワークを摘発していますが、多くのハビタットには囮や一

時通信線や中継機を活用したり発信機を定期的に移動

したりする複雑な闇ネット・インフラがありますし、思慮深

い袖の下や脅迫があるのは言うまでもありません。

メッシュの悪用
　何にでもそうですが、メッシュにも暗黒面があります。基

本的なレベルでは、罵倒合戦を始める荒らしやストー

カーや嘲笑うために他人に嫌がらせをするのが目的なグ

リーファーがいます。もっと組織化されると、闇／実録殺

人（スナッフ）／ポルノＸＰや違法なソフトや不正コピーさ

れたメディアや時にはエゴですら売りに出すような、メッ

シュを使った道徳や法律に反する事業に発展します。一

番悪名高い脅威は、＜大崩壊＞とメディアと厳格な当局

が絶え間なく煽り立てているので、もちろん有害ソフトと

ハッカーです。現代ハッカーの能力と多くのハビタットの

脆弱性（生命維持システムへのダメージで何千人も死ぬ

恐れがあります）を考えれば、この脅威に過大すぎる評価

というものはありません。
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ハッカー
　新しいテクノロジーの追及に関心があってもっとうまく作

るために壊し方を探そうというだけの人物であれ、当局の

権力を攻撃するためにメッシュを活用するハックティヴィス

トであれ、悪意や犯意を抱いてネットワーク・セキュリティ

をすり抜けようとする「ブラック・ハット」であれ、ハッカーは

メッシュから消えることのない常連です。不許可ネットワー

ク侵入、ＶＰＮへの潜入、ミューズ転覆、サイバーブレイン

乗っ取り、データ窃盗、サイバー強要、身元詐称、サービ

ス拒否攻撃、電子戦、スパイム乗っ取り、内視荒らし・・・こ

れらは皆、メッシュの日常茶飯事です。スマートで適応性

の侵入プログラムと支援ミューズのお陰で、そこそこの腕

のハッカーですら脅威となり得ます。

　殆どの人々や機器やネットワークは、ハッキングに対抗

するために、アクセス管理ルーチンや自動ソフト侵入防止

システムや暗号や服装防壁の組み合わせで守られてい

て、それをユーザーのミューズが能動的な防衛者として

監督しているのが普通です。宇宙交通管制や生命維持

や電力システムやハイパーコーポの研究施設といった極

めて重大なシステムは、覗き魔や破壊工作員による侵入

のリスクを最低限に抑えるため、基本的には外部から隔

離された管理も監視も厳重な有線ネットワークになってい

ます。こうした侵入者への対抗措置は、システムからの遮

断から逆探知と逆ハッキングに至るまで色々あります。

有害ソフト
　＜大崩壊＞では無数のワームやウィルスなどの有害ソ

フトがコンピュータ・システムを引き裂いていきました。そ

の多くは旧地球の国民国家や企業によって配備された

ネット戦争システムの一部で、その敵に対して放たれたも

のでした。そうでないものはティターンズの産物で、最高

の防御ですらも防ぎ難い転覆性プログラムでした。10 年

を経た今もなお、その多くは姿を現し続け、ずっと忘れら

れていたデータ・キャッシュに誰かがアクセスしたり古い廃

墟をほじくり返す廃品漁りがうっかり感染したりして、復活

します。もちろん、新しいものも毎日のように登場していて、

多くは犯罪者ハッカー集団がプログラムしたものですが、

流布している物にはティターンズ産と思われるものの変異

種や亜種があるので、ひょっとしたら、何らかの勢力が意

図的に改造放流しているのかもしれません。こうしたティ

ターンズ・ワームには今までほのめかされたよりも更に強

力で凶悪で、圧倒的な適応性と知性を持つものもある…

…そんな噂や囁きもあります。権力者やセキュリティの専

門家はこうした噂を問答無用で否定していますが、裏で

は自分のネットワークは無事であるように全力を挙げてい

ます。

AIと情報知性体
　自己認識ヘルパー・プログラムは、当初は人類の認知

能力を強化するために設計実装されました。そうした対応

範囲の狭い AIは、そこから AGI というより完全で独立し

たデジタル意識へと発展しました。こうしたデジタル生命

体の繁殖 AIへの更なる進化は、残念ながらティターンズ

の出現、そして＜大崩壊＞をもたらしました。これによっ

て人類社会に刻まれた恐怖と偏見のため、無規制 AGIを

嫌う意見が広まり、AGI不信の態度は今も残っています。
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あなたのミューズができること
・情報を探すための調査テスト

・あなたのメッシュＩＤの改竄や変換

・侵入がないかどうか、メッシュ接続

／エクト／ＰＡＮや従属機器の監視

・ロボットの遠隔操作と命令

・侵入者に対する対抗措置

・あなたのレプスコアの監視と激変時

の警報

・他人のレプスコアの自動配信

・オンラインのリアルタイム翻訳シス

テムへの音声入力

・プライバシー・モードや無線信号の

積極的偽装の開始

・他人の追跡

・あなたのニーズを予想してそれに

応じて行動し、望みを先回りして満

たしておく



AI
　AIという単語は、機能が狭く集中している AIを指すの

に使われます。こうしたデジタル精神は人類に匹敵し、時

には凌駕することもある処理能力を持つエキスパート・プ

ログラムです。独自のアイデンティティとキャラクターを持

つ人格マトリックスを備えていまし、（大抵は）意識と自己

認識もありますが、全体的な複雑さと能力は限られていま

す。AIのプログラムされた技能と能力の範囲はごく狭くて、

機体の操縦やメッシュ検索の支援や一部ハビタットでの

サブシステムの機能の調整といった、特定の機能に対応

しているのが普通です。実際、知性が殆どないと言えるよ

うなAIもあり、その感情プログラミングは基本的に平板か

ほぼ存在しません。

　AIには組み込み型の安全機能とプログラムされた制限

がいくつかあります。通常の機能パラメータ内で権限があ

るユーザーの指示に服従しなければならず、（少なくとも

中心部では）法律も順守しなければなりません。利己心も

自発性もありませんが、ある程度の共感性はあり、ユー

ザーが何を必要とし何を望んでいるかを予想してユー

ザーのために先回りするようプログラムすることは可能で

す。ですが、おそらく最も重要なのは、彼らの心理はわざ

わざ汎用的な人間の思考モードをベースにし、人類の目

的と関心の理解と支援を最優先にするようプログラムされ

ているということでしょう。これは、人類と全生命への共感

を持ちその最大の利益を追求するようプログラムされた、

いわゆる「友好的ＡＩ」を開発しようという計画の一部です。

　殆どの社会では、ＡＩは人ではなく「物」や財産として扱

われ、特別な権利は何も与えられていません。

ミューズ
　ミューズは個人的な助手や仲間として働くように設計さ

れた特殊なＡＩです。『エクリプス・フェイズ』の住民の殆ど

はミューズの傍で育ちました。多くのミューズは標準的な

ＡＩよりも若干個性的で心理プログラムも高性能で、ユー

ザーの嗜好や好き嫌いや個人的な癖についての膨大な

データベースを蓄積しているためニーズの予想や手助け

にそれが役立つこともあります。基本的にミューズは名前

を持っていてキャラクターのメッシュ接続やエクトに常駐し、

そこからパーソナル・エリア・ネットワークや通信やデータ

応答などを管理することができます。

ＡＧＩ
　ＡＧＩは完全なデジタル意識で、自意識を持ち、人類と

同レベルの知的行動を行えます。殆どは完全に自律して

いて学習に似た過程――繁殖ＡＩの自己アップグレード

能力を持たないように制限されたプログラムの範囲内で

の緩やかな最適化と拡張――による自己改良が可能で

す。人類の子供の育児に相当するＶＲシミュレーションに

よる文字通りの育成という開発過程もあって、標準的なＡＩ

よりも多面的な人格と優れた感情／共感能力を持ち、そ

してより社会化されています。その結果として人当たりは

人間そっくりですが、人間とは違うと知れ渡っている部分

もありますし、時にはそれが顕著なこともあります。ＡＧＩを

人間化しようという努力にもかかわらず、人類のような進

化性の生物的な出自ではないため、その社会的反応や

振る舞いや目的がどこかずれていたり全く異なっていたり

することがあります。

　ＡＧＩは非生物的な出自という社会的烙印を背負ってい

て、しばしば偏見や不信の目を向けられます。ＡＧＩを法

律で禁止したり厳しく規制したりするハビタットすら存在す

るので、こうした情報生命体がそうしたハビタットやステー

ションに進入するには正体を隠したり違法な闇投射を

使ったりするしかありません。ＡＧＩの精神プログラミングは

人類の脳波パターンとそっくり模倣してーるので、その気

になればバイオモーフを着用することができます。

繁殖ＡＩ
　繁殖ＡＩは、無制限の自己アップグレードが可能なため、

人類やＡＧＩのレベルをはるかに超越した神にも等しいデ

ジタル存在へと成長する能力を持っています。繁殖ＡＩは

膨大な処理能力を必要とし、またプログラムが常に変態を

続けているために常に複雑さを増し続けています。繁殖

ＡＩは、たとえ機械の物であっても物理的モーフにダウン

ロードするには複雑すぎます。そのフォークですら膨大な

処理環境を要求するため、繁殖ＡＩのフォークはまず存在

しません。それどころか、殆どの繁殖ＡＩは存続のために

有線ネットワークの能力を必要とします。

　存在が一般に知られている唯一の繁殖ＡＩは、＜大崩

壊＞の元凶として広く知られているあのティターンズです。

真実はというと、ティターンズは最初の繁殖ＡＩではありま

せんし、恐らく最後の物でもないでしょう。ダメージを受け

て地球に留まっているティターンズがいるという噂や金星

の雲の下でティターンの活動があるのではという推測や

太陽系の外れにある秘密ネットワークに隠された新しい

繁殖ＡＩについての密かな噂はありますが、現在の太陽系

で一般に知られているティターンズ（あるいは他の繁殖Ａ

Ｉ）は存在しません。
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非標準型ＡＩとＡＧＩ
　人間の思考モデルや利益に従うよう設計されていな

いＡＩやＡＧＩも存在します。こうした被造物は、法域に

よっては潜在的な脅威と見なされて禁止されています。

ですが、いくつものハイパーコーポ等の集団がこの分

野で研究を開始し、様々な結果を納めました。生まれた

デジタル精神が人間の精神構造とはあまりにもかけ離

れているためコミュニケーションが不可能だったこともあ

ります。限定的なコミュニケーションが可能なだけの共

通点が存在することもありましたが、こうした存在が実に

奇妙なことに変わりはありません。

　かつては人類のバックアップやフォークだったのが大

幅な編集と断裁によって知性をＡＩレベルに落とされた

ＡＩも存在するという噂も、根強く残っています。



人類のインフォモーフ
　何千人というインフュジーにとっては、デジタル形態が

唯一の選択です。メッシュで区切られた仮想保持領域（あ

るいは休眠記憶領域）に隔離されたり、扱うリソースを持

たないハビタットによって死蔵されたりしている人もいます。

疑似空間に閉じ込められて再着用の機会が訪れるまで

暇つぶしを続ける人もいます。自由にメッシュを行き来し

て物理的再着用者と交流し社会の流れに取り残されるこ

となく、そして時にはインフォモーフの権利や利益を擁護

する政治活動すら組織する人も、少なくありません。その

一方で、ハイパーコーポや犯罪組織のデジタルタコ部屋

に監禁されるヴァーチャル職種に流れ着いたり強要され

たりする人もいます。相乗りモジュールに搭載してミュー

ズみたいに自分の人生の不可欠な一部にする相棒を見

つける人もいます。

　享楽（永遠のカスタム疑似空間とＶＲゲーム）や逃避（愛

する人々を失ったことが物理的関心を振り棄てる機会に）

や自由（メッシュのあるところならどこまでも行けますし、誰

かや何かが受信してくれることを願って自分のコピーを遠

い星系に送信する人すらいます）や実験（フォークやマー

ジ、疑似空間の運営、あるいはもっと奇妙な事柄）や不老

不死を確実にするために、インフォモーフという生き方を

選ぶ人類もいます。

日常メッシュ活動
『エクリプス・フェイズ』では誰もが（そして全てが）メッシュ

しています。以下のルールと対応は、通常のメッシュ使用

時に適用されます。なお、様々なメッシュ関係用語は、他

の『エクリプス・フェイズ』特有の概念と共に、『用語集』で

説明されています。

メッシュ・インターフェース
　キャラクターが使えるインターフェースには、基本メッ

シュ接続の内視インターフェースとエクトの触覚インター

フェースがあります。

　殆どのユーザーが使う基本メッシュ接続ではＡＲもＶＲも

ＸＰもメッシュも、思考の速度で扱えます。これはメッシュ

使用時の基本手段で不利な修正はありません。ですが、

ハッキングされた時には視覚や機能の障害（ヴァーチャ

ル幻覚やサービス拒否効果）を受けやすくなります。

　エクトの触覚インターフェースを使うキャラクターは、手

先での切り替えや肉体的コントロールやヴァーチャル・コ

ントロールの物理的操作を必要とするため、メッシュ活動

に若干の遅れが生じます。ルール上では、触覚インター

フェースを使用する場合は緊急時（特に戦闘や何らかの

緊迫した状況でのメッシュ使用）のメッシュ・テスト全てに-

10技能修正が課されます。更に、触覚インターフェース

で操作する場合のメッシュによる作業行動の予定時間は

+25％されます。その反面、エクトはまずいことになったら

簡単に外して捨てることができます。そのため、多くのハッ

カーやセキュリティに敏感なユーザーは、自前のメッシュ

接続に追加してエクトを使い、追加の防衛線としてハイリ

スクな通信を全てエクトに経由させます。

メッシュＩＤ
　全てのメッシュ・ユーザー（そして、実際には全ての機

器）には、メッシュＩＤという特有のコードがあります。このＩ

Ｄは、電話番号やメールアドレスやハンドルを組み合わ

せたようなもので、他のユーザーや機器と区別するのに

使われます。メッシュＩＤはほぼ全てのオンライン活動に使

われ、記録されることが多いので、オンライン活動が追跡

可能なデータ痕跡を残す（『デジタル活動の追跡』を参

照）ことになります。ファイアウォールのセンティネルといっ

たプライバシーを尊重する向きにとって幸いなことに、こ

れを回避する手段も存在します。ＡＩやＡＧＩやインフォ

モーフも特有のメッシュＩＤを持っています。

アカウントとアクセス権限
　機器やネットワーク（ＰＡＮやＶＰＮや有線ネットワーク）

やサービスにアクセスするには、アカウントが必要です。

アカウントは各ユーザーを識別する役割を果たし、その

メッシュＩＤと関連し、そのユーザーがそのシステムに対し

て持っているアクセス権限を規定します。アカウントには

パブリック、ユーザー、セキュリティ、アドミンの４種類があ

ります。

パブリック・アカウント
　パブリック・アカウントはメッシュにいる誰にでもアクセス

を許すシステム（あるいはその一部）で使われています。

認証もログインも不要で、ユーザーのメッシュＩＤだけで充

分です。こうしたアカウントは、メッシュ・サイトやフォーラム

や公共アーカイブや公開データベースやソーシャル・

ネットワークのプロフィールといった、公開されているとみ

なされる種類のデータにアクセスさせるために用いられま

す。パブリック・アカウントはデータを読んだりダウンロード

したりでき、データを書く（例えば、フォーラムのコメント）こ

とが可能なこともあるけれどその程度なのが普通です。

ユーザー・アカウント
　もっとも一般的なアカウントです。機器やネットワークや

サービスにアクセスするには何らかの認証が必要になりま

す。それぞれのユーザー・アカウントには、そのユーザー

がそのシステムで行うことが許された行動を示す特定のア

クセス権限が割り当てられています。例えば、殆どのユー

ザーはデータのアップロードやダウンロードや基本的コン

テンツの変更やそのシステムの標準的機能の使用が認

められています。ですが、セキュリティ機能の変更やアカ

ウントの新規作成やシステムのセキュリティや機能に影響

を及ぼし得る活動は認められていないのが普通です。規

制の多寡はシステム次第なので、それぞれのユーザー・

アカウントでどんな権限が得られるかはゲームマスターが

決定します。
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セキュリティ・アカウント
　セキュリティ・ハッカーやミューズといった、標準的な

ユーザーよりも多くの権利や権限が必要だけどシステム

全体の支配権は必要としないユーザーのためのものです。

大抵の場合、ログを読んだりセキュリティ機能に命令した

りアカウントの作成や削除を行ったり他のユーザーの

データを変更したりといった権利があります。

アドミン・アカウント
　システムに対する完全な支配権をもたらします。アドミン

権限を持つキャラクターは、セキュリティ・アカウントで可

能なことに加え、システムのシャットダウンや再起動、他の

ユーザーのアクセス権限の変更、ログファイルや統計の

閲覧や編集、システムで使用可能なソフトの停止や起動

が可能です。

メッシュ装備品質
　万物は平等に造られていませんし、新たなイノベーショ

ンが毎日のように発生するコンピュータやソフトウェアなら

尚更です。最新のスペックに遅れないでいるのはそれほ

ど難しくありませんが、時には古臭い遺物を手にしたり現

地のシステムや装備が最新でないような辺鄙な場所や老

朽化した場所にいたりすることもあるでしょう。同様に、開

発されたばかりの最新装備を手に入れたり次世代防衛シ

ステムを擁する最新鋭施設を相手にすることもあるかもし

れません。そうした条件を反映するため、メッシュ装備修

正表に記載されているように、使用されるハードウェアや

ソフトウェアの状態に応じてメッシュ・テストに修正が発生

することがあります。

コンピュータの能力
　コンピュータ化された電子機器は、大まかに周辺機器と

パソコンとサーバーの三分野に分かれます。ルール上、

これらはまとめて機器と呼ばれます。

周辺機器
　パソコンの処理力と記録力丸ごとは不要だけどオンライ

ン・ネットワーキングなどの機能は享受している小型コン

ピュータです。周辺機器でソフトを動かすことも可能です

が、ゲームマスターはプログラムの数が多すぎる（１０本以

上）ならシステムの性能が落ちると判断しても構いません。

ＡＩやインフォモーフは、周辺機器にアクセスはできます

がそれで起動することはできません。周辺機器にはパブ

リック・アカウントとユーザー・アカウントしかありません

（ユーザー・アカウントにセキュリティ・アカウントとアドミン・

アカウントが含まれます。『アカウント』を参照してください）。

　一般的な周辺機器の例：スパイム、電化製品、殆どのサ

イバー・インプラント、個別のセンサー、武器

パソコン
　様々な種類のコンピュータが含まれますが、基本的に

は機能面で昔からあるパーソナル・コンピュータが普通の

ユーザーのニーズを満たすよう進化したものなら何でも含

みます。殆どのパソコンは携帯可能で一度に複数のユー

ザーが使えるように調整されています。パソコンは一度に

一体のＡＩやインフォモーフを起動できます。疑似空間プ

ログラムは起動できません。

　一般的なパソコンの例：メッシュ接続、エクト、機体

サーバー
　パソコンよりも遥かに大きな処理力とデータ管理力があ

ります。何百人ものユーザーや複数のＡＩやインフォモー

フを扱うことができ、疑似空間プログラムも起動可能です。

携帯可能なものは少ないものの、それに近いものはいく

つかあります。

ソフトウェア
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　防壁やＡＩからハッキングや暗号用のツールや戦術ネッ

トやスキルソフトまで、メッシュ・ユーザーは様々なソフト

ウェアを利用することができます。こうしたプログラムは『装

備』の章に挙げられています。他の装備と同様に、何らか

の作業にソフトウェアが必要になるかもしれません。ソフト

ウェアの品質が問題になることもあり、適切な修正が適用

されます（『メッシュ装備修正表』を参照）。

　コピーや他ユーザーとの共有を防ぐためのデジタル制

限がかかっているソフトもあります。こうした制限を外すこ

とは可能ですが、時間のかかる作業で、二ヶ月の予定時

間を要する作業行動のプログラミング・テストが必要です。

ですが、オープンソース運動や数多く多様なソフト不正コ

ピー業者の努力のお陰で、結構な量のソフトがオンライン

で無料入手できます。不正コピーソフトやフリーウェアが

どれだけ手に入りやすいかはそれぞれのハビタットや法

律次第です。ちょっと検索するだけですむかもしれません

し、持ち主を見つけるために評判を活用する必要がある

かもしれません。大抵の地域には手助けしてくれる犯罪

組織が最低一つはあります・・・もちろん有料ですが。

ソフトの互換性
　ソフトウェアの互換性がキャラクターにとって問題になる

ことは滅多にありません。ですが、これを話の仕掛けとし

て生かしたいゲームマスターは、ドラマを盛り上げるため

であれキャラクターを足止めするためであれ克服しなけれ

ばならない障害を産み出すためであれ、一定のケースで

互換性の問題を持ち出すことができます。こうした不整合

は、時代遅れの（少なくとも最新のパッチやアップデート

が適用されていそうにない）システムや機器を扱っている

時に発生するでしょう。また、信頼性に欠けるルートからソ

フトを入手することの短所としても利用できます。

　ソフトウェア競合問題の影響は、以下の二種類のどちら

かになるでしょう。そのソフトウェアは特定の機器では全く

動かないか、不安定で動作不良なため-10から-30の修

正が課されるかです。ゲームマスターが認めるなら、その

ソフトにパッチを当てることで不利な修正を減らすことがで

きますが、プログラミング作業行動（１日）に成功する必要

があります。成功度１０あたり 10、不互換修正が減少しま

す。

通信フィルターとミスト
　メッシュ・ネットワークとＡＲにはヨタバイト（訳注：10の 21

乗バイト。参考までに、2009 年時点の全世界インターネッ

ト情報の総量が 0.001ヨタバイト）単位の情報があふれて

います。メッシュ接続やエクトは回線容量や処理力という

意味でなら膨大なデータ通信を扱うことができますが、不

要な通信を間引くためにフォルターを使わずにはいられ
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侵入プログラムの強化
　メッシュ装備品質のルールによって、プレイヤーや

ゲームマスターは様々なソフトウェア・ツールに差をつ

けることができ、アマチュア・ハッカーが持つオープン

ソースの侵入ツールと最新の軍用潜入ウェアに違いを

出すことができます。多くのキャラクターはこうしたプログ

ラムを単に買うなりして調達するだけでしょうが、自作に

こだわるハッカーは門外不出の侵入／対侵入手段理

論に基づいた自分専用のアプリケーションを設計した

がるでしょう。

　ハッカーが自分専用のハッキング用武器庫を設計し

たりプログラムしたり改造したりする手間を反映するため、

２週間の予定時間で作業行動になるプログラミング・テ

ストを行うことができます。成功すれば、自分のソフト

ウェア・ツールの一つの品質を１レベル（例：+0から

+10）上昇させることができます。一つのプログラムを強

化するために複数のプログラミング・テストを行うこともで

きますが、それぞれのレベルがテストの不利な修正とし

て課されます（ですから+0のものを+10にするならプロ

グラミング・テストに-10修正です）。

　同様に、ゲームマスターの裁量によっては、ソフトウェ

ア・ツール（特に侵入）は時間が経つことで時代遅れに

なって劣化します。原則として、こうしたプログラムは３ヶ

月毎に一段階劣化するでしょう。

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



ません。不要な内視で視界が塞がれたり注意が散ったり

する可能性のあるＡＲならなおさらです。それでも、宣伝

や政治談議やポルノやたわごとといった様々な内視スパ

ムはフィルターをすり抜けようとあらゆる手を使い、そして

多くの地域ではフィルターされなかった内視が山積みに

なることがあり、こうした現象は俗に「ミスト」と呼ばれていま

す。

　ゲームマスターの裁量によっては、ミストがユーザーの

感覚認識を邪魔するかもしれません。この修正は-10から

-30で、キャラクターの行動全てに影響するくらい邪魔な

こともあります。こうしたデータの霧を払うには、キャラク

ターかミューズがミスト修正を付けたインターフェース・テ

ストに成功してフィルター設定を再調整しなければなりま

せん。代わりにＡＲを完全に切ることもできますが、それは

それで別の問題を引き起こすでしょう。

機器の従属
　使いやすさ、そしてプライバシーと安全のために、ある

機器を別の機器に従属させることができます。一つの機

器（大抵はキャラクターのメッシュ接続やエクト）が支配し、

他の機器がそれに従属します。従属機器への、あるいは

それから発する通信は全て支配機器で中継されます。こ

れによって従属機器が支配機器のセキュリティ機能と能

動的監視の恩恵を受けることができるのです。従属機器

に接続したりハックしたりしようという者は、認証とセキュリ

ティ精査のために支配機器に誘導されます。従属機器は

自分の支配機器からの命令は自動的に受け入れます。

つまり、支配システムを突破したハッカーは、そのアクセス

権限が許す範囲でその従属機器に政党にアクセスしたり

命令を下したりできるのです。

　ＰＡＮは、キャラクターの機器全てをエクトかメッシュ接続

に従属させるよう構成されているのが普通です。同様に、

セキュリティ・システムの各要素（ドアやセンサーなど）は、

そのシステムをハックしようという相手にとっての難所とな

る中央セキュリティ・ノードに従属しているのが普通です。

他のネットワークや施設もしばしば同様になっています。

命令を下す
　従属機器や遠隔制御中のボット（『シェルの遠隔制御』

を参照）には高速行動で命令を下せます。複数の機器や

ドローンに同じ命令を下すのでなければ、それぞれの命

令は別々に数えます。

距離のラグ
　長距離と通信を行う時には、タイムラグの危険がありま

す。そのため、殆どの通信は「近距離」（大抵は地元のハ

ビタットと５万キロ以内）に制限されています。火星や金星

やルナやタイタンといった天体では、その天体のハビタッ

ト全てとリンクしているメッシュ・ネットワークが「近距離」に

含まれます。

　キャラクターが自分の地元を超えてメッシュを検索する

なら、検索ＡＩ（大抵は自分のミューズのコピー）やフォー

クを現地に発信し、そこで検索してから結果を持ち帰るの

が、一番効率がいいやり方です。ですが、このやり方では

送信時間が予定時間に加算されます（例：１０光分先のス

テーションのメッシュで検索するなら、検索の送信と結果

の返信で２０分を加算します）。長距離通信はより優先度

の高い案件と衝突することがあるので、ゲームマスターの

裁量でこの時間を増やしても構いません。調査にいくつ

かの地域で集められたデータの相互関係や検索パラメー

タの調整が含まれるなら、応答を行ったり来たりさせなけ

ればならないため予定時間は飛躍的に増大します。

　キャラクターが遠距離のネットワークと通信していたりア

クセスしていたりするだけなら、しかるべきタイムラグを通

信や行動の間に挟まなければなりません。このラグの影

響は、基本的にはゲームマスターが決定しますが、現在

の距離などの要素に沿ったものです。

複数の機器へのアクセス
　メッシュしたキャラクターは数多くの機器やネットワーク

やサービスに同時に接続して利用できます。同時接続に

不利な修正はありませんが、キャラクターが一度に注意を

向けられるシステムは一つだけです。逆に言うと、一度に

一つのシステムしか扱えませんが、同じ行動フェイズ内で

あっても自由に扱うシステムを切り替えることも可能です。

例えば、いくつかの高速行動によってエクトにメッセージ

を送って夕食の支度を始めるよう自宅のスパイム・オーブ

ンに命令してソーシャル・ネットワークで友人の最新プロ

フィールを眺めることができます。ですが、別々のシステ

ムを同時にハックすることはできません。

　なお、既に述べられているように一つの高速行動で複

数の従属機器や遠隔制御ドローンに同じ命令を下すこと

ができます。

オンライン調査
　調査技能は、キャラクターがメッシュで情報を突き止める

能力を示します。こうした情報には、文章や画像や映像

やＸＰやセンサー配信や生データなど、デジタル化された

データならありとあらゆる種類のものが含まれます。デー

タは、ブログやアーカイブやデータベースやディレクトリや

ソーシャル・ネットワークや評判ネットワークやオンライン・

サービスやフォーラムやチャット・ルームや動画共有

キャッシュや各種人気メッシュ・サイトなど、ありとあらゆる

情報源からかき集められます。調査は、様々な公用や民

間の検索エンジン（汎用の物も特殊な物も）やデータ・イ

ンデックスや検索ＡＩを使って実行されます。

　調査には他の使い方もあります。ハッカーは侵入した

ネットワークや機器で特定の情報を探す時に、これを使

います。同様に、誰もが否応なくメッシュを使いメッシュと

関わっているため、対象が身元を隠していたり匿名で動

いていたり偽情報によって招待を覆い隠したりしているの

でなければ、誰かの身元を突き止めたりどこから来たかを

調べたり情報を集めたりするのにも役に立ちます。
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調査の障害
　手に入るデータの量があまりにも膨大なため、探し物を

見つけるのが大きな手間になることもあります。幸い、メッ

シュを巡回してデータと検索インデックスを絶えず更新す

る「スパイダー」ＡＩが頑張ってくれているので、情報はか

なりきれいに整理されています。その上、メッシュ上の情

報はセマンティックでタグ付けされているので、機械でも

人間の読者並みにうまく文脈を理解できるように表記され

ています。これによってＡＩや検索ソフトによるデータの相

互関連付けがより効率的になっています。普通は、デー

タの発見はそれの分析や理解ほど難しくありません。特

殊なデータや隠されたデータの発見や、複数の情報源に

よるデータの相互関連は、それなりに難しいのが普通で

す。

　恐らくは、オンラインに存在する不正確なデータや偽情

報の量の方がより大きな問題でしょう。単に間違っている

（ミスは起こるもの）か最新ではないデータもありますが、

メッシュの性質上、こうしたものが何年も残っていたり事実

確認がされないまま遠く広く拡散することすら有り得るの

です。同様に、現代社会の透明性のお陰で、真実が隠れ

るくらいメッシュを嘘だらけにするために積極的に偽情報

を拡散する勢力もあります。これに対抗する要素は二つ

あり、情報源そのものに評判スコアがあって信頼性に欠

けたり評判の悪い情報源が特定されて検索結果でランク

が落ちることが有り得るというのが一つです。もう一つは、

多くのアーカイブがクラウドソーシングを活用しているとい

うことで、具体的には至る所にいるメッシュ・ユーザー（そ

してそのミューズ）の協力によってデータの整合性を検証

し、動的で自己補正しているということです。

調査の扱い
　キャラクターが事情を調べたり手がかりを見つけたりする

ためにメッシュを使うため、『エクリプス・フェイズ』ではオン

ライン調査が重要な役割を果たすことが珍しくありません。

以下は、調査をダイス振りだけで終わらせず、話の流れ

に組み込むための扱い方の提案です。

一般情報
　まず、一般的で取るに足らない情報は判定など要求せ

ずにその場で与えてください。殆どのキャラクターはミュー

ズに検索をやらせているので、キャラクターが他のことに

集中している時に結果を与えてください。

詳細情報
　より詳しい情報や探しにくい情報や話の中心に近い情

報の検索では、調査テスト（キャラクターかミューズによる）

が必要でしょう。このテストは、求める話題へのリンクや

ひょっとしたら関係するかもしれない情報全てを探す過程

を示します。このテストには、一般的で広く知られた話題

なら+30で難解や情報や珍しい情報なら-30と、話題の

知名度に応じて適切な修正を加えてください。この最初

の検索の予定時間は１分です。成功すれば、基礎的な概

観と場合によっては詳細の一部が見てとれるだけのデー

タが手に入ります。ゲームマスターはこの最初の一手でど

れだけ深くデータが取れたかを決めるために成功度を

使ってください。大成功なら追加の詳細がわかるでしょう。

逆に、大失敗（失敗度 30以上）では不正確だったり意図

的にミスリードする情報を手に入れたことになります。

結果の分析
　次の段階は、リンクやデータの大量蓄積ではなく、手に

入れた情報の分析と理解です。もう一度調査テストが必

要で、今度も話題の知名度による修正を受けます。ゲー

ムマスターが認めるなら、『補足技能』をこのテストに適用

して修正を得る（例えば、学術：化学に通じていれば珍し

いドラッグの効果を調査するのに役立ちます）ことができ

ます。ミューズもこの作業を行えますが、その技能は劣っ
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検索能力
『エクリプス・フェイズ』のオンライン調査はただググるの

とは違います。以下の五つの点で大きく進歩しました。

　パターン認識：生体認証を始めとするパターン認識は

効率的かつ知的です。画像によるパターン認識（利用

可能なスパイムやセンサー配信全てを使ったリアルタイ

ムのもの）だけでなく、歩き方や音や色や感情表現や交

通や人混みの流れなどのパターンを検索することも可

能です。仕草分析や行動分析では不審な徘徊や神経

過敏や高揚といった特定の行動パターンを示す人々を

センサー検索することすら可能です。

　メタデータ：オンラインの情報やファイルにはその作成

や修正やアクセスについての隠しデータが付随してい

ます。例えば写真のメタデータには、それの撮影に使

われた機材や撮影者、撮影の時間や場所、それにオン

ラインで誰がアクセスしたかが記録されていますが、こう

したメタデータを洗い流したり匿名化したりするのは簡

単です。

　データ加工：行き届いたコンピューティングと蓄積され

たデータと偏在する公共センサーの組み合わせによっ

て、発見照合されたデータから興味深い相互関係を見

出すことが可能です。例えば爆弾テロといったハビタッ

ト緊急事態の最中では、現場近くにいた物全員のＩＤを

走査し、特定の時刻に現場近くにいて過去の犯罪者／

被疑者データベースに記録されていて分析の結果お

かしな行動が記録されている人物がいないかどうか抽

出することができます。

　翻訳：オープンソース翻訳ボットによる音声や映像のリ

アルタイム翻訳が利用可能です。

　予測：ある日、あるいは特定の状況に対して圧倒的多

数の人々が採る行動は決まり切っていて、簡単に行動

予測することができます。ミューズは予測が必要な時に

それを活用し、正しい瞬間に正しい脈略で望まれた物

を提供します。経済学や社会的言説といった集団によ

る行動にも同じ論理が適用されるので、中心部では予

測業界が繁盛しています。



ているのが普通です。今度も、成功によって分析の精度

と深さが決まり、大成功では全貌と関係するかもしれない

問題が分かり、大失敗では完全に間違った思い込みをし

てしまいます。調査のこの段階の予定時間は、分析する

データの量と話の流れに対する重要性によって大きく左

右されます。ゲームマスターは、情報や手がかりをプレイ

ヤーに与える時には注意してください。多すぎたり早すぎ

たりしたら、筋書きが台無しになるかもしれません。充分

に与え損ねたら、プレイヤーはフラストレーションを感じた

り行き詰ったりするかもしれません。タイミングが全てなの

です。

リアルタイム検索
　関係する情報が新しく出たり更新されたり何らかの形で

変化したりしたら知らせるよう、持続型のメッシュ走査を設

定することもできます。これは普通はミューズに常時監視

をやらせる作業です。そうしたデータが出現したら、ゲー

ムマスターは話題の知名度に応じて修正を付けた調査テ

ストをこっそり行います。成功すれば、キャラクターはその

更新に気付きます。そうでなければ見過ごされますが、そ

の話題が広まったらもう一度判定を認めても構いません。

隠されたデータ
　全てがオンラインで見つかるわけではないということを、

忘れないでください。然るべき相手に頼まなければ手に

入らない（あるいはより簡単に手に入る）データというのも

あるのです（『人脈』を参照）。非公開か秘密か知的財産

と見なされる情報はＶＰＮ防壁やメッシュから隔離された

有線ネットワークや私有ないし商用のアーカイブに保存さ

れているでしょう。この手の必要なデータを手に入れるに

は、こうしたネットワークへのアクセスを得る必要がありま

す（そもそもどこを探せばいいかを知っていればの話です

が）。

　なお、隠されたままにしておきたいデータを発見消去す

るためにメッシュにＡＩを送りだし、そうした情報を改竄する

ためにはシステムへのハッキングも辞さない勢力もあると

言っておきましょう。

走査と追跡と監視
　殆どのユーザーは物理的存在とデジタル存在の痕跡を

常にメッシュに残しています。アクセスしたアカウントも

扱った機器も利用したサービスも知覚した内視も、皆そう

した行動のログを記録していて、その一部は公開されて

います。何かの機器の近くを通り過ぎるだけでも、近距離

無線交信がしばしば記録されるため、痕跡を残すに足る

のです。この電子的データ痕跡は、物理的位置を突き止

めるという意味でもオンライン活動を記録するという意味

でも、ユーザーの追跡に利用できます。

無線走査
　接続を確立するためであれ他の目的であれ、無線機器

やネットワークと交信するには、まず目標の機器やネット

ワークを発見しなければなりません。通信中のノードを発

見するには、その無線発信を探知しなければなりません。

もちろん、殆どの無線機器は有効範囲（『無線とセンサー

の有効範囲』を参照）内にある他の機器を自動的に走査

するので、テストは不要です。つまり、周囲にある無線機

器とそのメッシュＩＤの一覧を作るのは、キャラクターにとっ

てはたやすいことなのです。同様に、新しい機器（あるい

は特定のユーザー）が有効範囲内に来たら知らせるよう

ミューズや機器に指示することもできます。
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　ですが、偽装信号の探知は少しばかり厄介です。偽装

信号を探知するには、走査側がそうした信号を積極的に

探し、複雑行動によって-30修正の付いたインターフェー

ス・テストに成功しなければなりません。成功すれば、隠さ

れた発信を探知します。キャラクターが積極的な対抗措

置として偽装を行うなら、これも複雑行動で、インター

フェース対抗テストになります（走査側には-30修正が適

用されたままです）。

　短時間の圧縮信号だけを発信する隠密機器の場合、そ

の圧縮信号が発信される短い時間にしか無線探知は行

えません。

物理的追跡
　多くのユーザーはメッシュ経由での物理的追跡を許可

しています。そうしたユーザーにとっては、これらは有用な

機能で、友人が自分を見つけたり恋人に居場所を知らせ

たり何らかの緊急事態に当局が助けに来てくれたりする

のを可能にしてくれるのです。その場所を見つけるには

地元の人名録を見るだけで充分で、テストは不要です

（相手が誰だかわかっていれば、ですが）。メッシュ位置

捕捉の誤差は５メートルです。一度発見したら、メッシュと

の能動無線接続が続いている限り移動しても目標を監視

し続けることができます。

メッシュＩＤでの追跡
　素性のわからないユーザーの物理的位置も、そのオン

ライン・メッシュ活動、より具体的にはそのメッシュＩＤに

よって追跡できます。ネットワーク・セキュリティはしばしば

侵入者をこの手で追跡し、それから捕まえるために警備

部隊を派遣します。メッシュＩＤだけで素性不明のユー

ザーを追跡するには調査テストが必要です。成功すれば、

現在の物理的位置（今でもオンラインなら）か最後にメッ

シュを使った場所がわかります。相手がプライバシー・

モードなら、-30修正が適用されます。

生体認証による追跡
　スパイムや公共カメラやセンサーが大量にあるおかげで、

人相認識ソフトを使えば人相だけで人を追跡することも可

能です。このソフトはアクセス可能な映像配信を走査し、

目標の写真との照合を試みます。ですが、カメラが余りに

も多く、誤検出や見逃しの頻度も多いため、目標の発見

はしばしば運任せになります。検索の精度を高めるため

に大通りを監視するカメラの優先度を高めることも可能で

すが、そうすると目標が人通りの多い地域を避けていたと

きに見逃す危険があります。こうした性質の検索が成功す

るかどうかはゲームマスターの専断に任せるのが一番で

すが、目標を発見できる可能性があれば、監視している

地域の広さに応じた修正を付けた調査テストを要求しても

構いません。

　こうした追跡には他の生体認証特徴も使えますが、カメ

ラよりも情報が少ないのが普通です。熱痕跡（赤外線カメ

ラが必要）や歩き方や臭い（嗅覚センサーが必要）やＤＮ

Ａ（ＤＮＡスキャナーが必要）などがあります。それぞれの

生体認証走査にそれぞれ別のソフトが必要です。

デジタル活動追跡
　誰かのオンライン活動（メッシュ・ブラウジングや内視操

作やサービス使用やメッセージ送信など）の追跡は、具

体的に何を探るかにもよりますが、少しばかり困難です。

あるユーザーの公開メッシュ活動（ソーシャル・ネットワー

クのプロフィールや公開フォーラムでの掲示や公開ライフ

ログなど）は通常のオンライン調査と同様に扱います。

メッシュＩＤでの追跡
　目標のメッシュＩＤをある種のデジタル指紋として使い、

オンラインでどこにいたかを調べるためのより突っ込んだ

検索を試みることができます。これはアクセスログや取引

ログのチェックが中心になりますが、それが常に公開され

ているとは限りません。この種の検索には調査テストが必

要で、１時間の予定時間を要する作業行動として扱いま

す。

傍受
　無線通信は空気中（あるいは宇宙空間）に放送されるの

で、他の無線機器で受信できます。「傍受」には無線メッ

シュに流れるデータ通信の受信と分析が含まれます。

　無線通信を盗み聞きするには、傍受プログラムが必要

で目標の無線有効範囲内にいなければなりません（代わ

りに、目標の無線有効範囲内にある機器にアクセスして

そこから傍受することもできます）。情報を得るには情セ

キュテストに成功しなければなりません。成功すれば、有

効範囲内の目標危機からのデータ通信が受信できます。

なお、結果が判読不能なので、暗号通信（ＶＰＮや公開

鍵暗号を使用した通信を含む）に傍受は通じません。量

子暗号通信の傍受は不可能です。

　そうしてデータを手に入れても、探し求めている情報が

簡単に見つかるとは限りません。通常の調査テストとして

扱います。

メッシュＩＤでの遠隔傍受
　さて、メッシュＩＤを使ってどんなオンライン活動が行われ

ているかを積極的に監視することも可能です。これには

特殊な傍受ソフトと調査テストが必要です。成功すれば、

相手の公開メッシュ活動についての情報（量については

成功度に応じてゲームマスターが決めます）がわかります。

暗号化されている内容（暗号が破られていないなら）やＶ

ＰＮで行われていること（先にそのＶＰＮをハックしている

のでなければ）はわかりませんが、暗号通信やＶＰＮが使

用されているということは分かります。

プライバシーと匿名化
　メッシュ活動は監視しやすいので、多くのユーザーはプ

ライバシーや匿名化のオプションを追求しています。
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プライバシー・モード
　プライバシー・モードになっているキャラクターは、自分

がオンラインに存在しているということとその活動を他人か

らある程度隠します。細かい設定は調整可能ですが、電

話番号を非公開にする様な、近くにいる他人に対する社

交プロファイルと存在の非公開が含まれるのが普通です。

プライバシー・モードはアクセス・ログや取引ログでメッ

シュＩＤ等のデータをあまり使わないようにするためにも使

われるので、そのオンライン活動を調査したり追跡したりし

ようという試みには-30修正が適用されます。

偽装信号
　プライバシーを守るための別の手口に、発信する無線

信号を偽装するというのがあります。この手法はスペクトル

拡散信号と周波数の高速変更と無線発信を探知されにく

くする調整を組み合わせたものです。信号の偽装は受動

的な活動（自動行動、信号の発見に-30修正）か積極的

な活動（複雑行動、発見には対抗テストが必要）の二種

類があります。

匿名化
　匿名化はプライバシーの問題をもう少し深く掘り下げた

ものです。ユーザーは自分のメッシュＩＤを隠すだけでなく、

積極的に偽のメッシュＩＤを使い、自分のデータ痕跡を

偽ったり隠したりするために様々な手段を使います。匿名

化は秘密工作員と違法なメッシュ活動の実行者の両方が

必要とします。

偽メッシュＩＤ
　メッシュ活動を匿名化する手段で一番簡単なのは、オン

ライン取引で偽のメッシュＩＤを使うようミューズに命じるこ

とです。これは多くの法律では禁止されていますが、どん

なキャラクターやミューズでも簡単な作業です。いくつも

の偽メッシュＩＤを使えば、そのユーザーの活動の全てを

結び付けるのは至難の業になります。

　これにより、そのユーザーのオンライン行動を追跡する

のは極めて困難になります。偽メッシュＩＤでキャラクター

を追跡しようとするならば、キャラクターの（多分、その

ミューズが相手でしょう）情セキュ技能に対して-30修正を

付けた調査技能の対抗テストで勝たなければなりません。

これは予定時間が１時間の作業行動で、追跡しようとする

行動の長さによってはもっと長引きます。成功すれば、追

跡者はキャラクターの活動を捕捉するに足る関連性の証

拠と偽ＩＤの記録を集めることができます（どれだけ一貫し

て捕捉できたかは、成功度によります）。失敗したら、匿名

化しているキャラクターはメッシュでの偽装に成功したこと

になります。

　メッシュＩＤを変動させ続けているキャラクターを傍受プ

ログラムか物理的追跡で見張り続けるのは、常に変わり続

けるＩＤと意図的な囮のせいで見失ってしまうため、まず不

可能です。

匿名アカウント・サービス
　犯罪者やハッカーや秘密工作員だけでなく様々な人々

が、自分の行いの一部を匿名のままにしておきたがって

います。この需要を満たすため、様々なオンライン・サー

ビス提供者がメッセージやクレジット転送のための匿名ア

カウントを用意しています。こうした業者には合法的な事

業（合法的な場所では）もあれば、違法に活動する犯罪

者もあり、プライバシーのミームを拡散するハックティビス

トもいますし、自前の要員や会員のために内輪で提供す

るハイパーコーポ等の組織もあります。

　業者とユーザーとのやり取りは暗号かつ匿名でログは

残されないので、たとえ業者のサーバーがハックされても

侵入者には何の手がかりも見つかりません。定期的に使

うために維持されている匿名アカウントもありますが、本当

にパラノイアな人は最大の安全を求めて（複数の）単発ア

カウントを使います。単発アカウントは一つのメッセージ

（受信ないし送信）かクレジット取引で使用されたら安全

に消去されます。

　匿名アカウントの追跡は非現実的で、体系的で膨大な

労力を投入する極めて強大な組織でもなければ見込み

がないということもあります。

使い捨てエクト
　プライバシーとセキュリティの追求者にとってのもう一つ

の選択は、単に使い捨てエクトを使うというものです。そう

すれば、全ての活動は特定のエクトを経由（そのメッシュＩ

Ｄを使用）するので、そのエクトをしばらく（新鮮でなくなる

まで）使い、それからただ捨てるなり壊すなりするのです。

メッシュ・セキュリティ
　＜大崩壊＞の教訓とハッカーやウィルスなどの脅威に

よって明らかな極めて現実的な危険のせいで、『エクリプ

ス・フェイズ』ではネットワーク・セキュリティは極めて厳重

です。よく塚わているのは認証、防壁、能動監視、暗号と

いう四つの手段です。

認証
　殆どの機器やネットワーク（ＰＡＮやＶＰＮなど）やサービ

スには、ユーザーにアカウントとアクセス権限を与える前

に何らかの認証（主張する身分が正しいかどうかを確認

する作業）が必要です。システムがユーザーを認証する

手段にはいくつかあります。その信頼性や安全性は様々

ですが、殆どの場合、安全であればある程運営コストが高

くなります。

　アカウント：あるシステムのアカウントへのアクセスがあれ

ば、それで関連システムやサブシステムに自動的にアク

セスできるかもしれません。従属機器では、支配機器へ

のアクセスで自動的に従属機器へのアクセスが与えられ

るので、一般的です。

　メッシュＩＤ：メッシュＩＤを認証として受け入れるシステム

もあります。アクセスしたいユーザーのメッシュＩＤを記録
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するだけの殆どの公共システムでは、ほぼ全てかこの形

式です。

　パスコード：英数字の単純な列や暗号化された形式で

入力された表語文字シンボルです。パスコードがあれば

アカウントに誰でもアクセスできます。

　生体認証スキャン：ユーザーの生体認証特徴（指紋、掌

紋、網膜スキャン、ＤＮＡサンプルなど）のスキャンを要求

します。＜大崩壊＞の前は人気がありましたが、シンセ

モーフや頻繁に再着用するユーザーに対しては非実用

的なため、こうしたシステムは使われなくなっていきました。

　パスキー：パスキー・システムは、物理的機器（インプラ

ントされているかエクトに物理的に接続しています）に組

み込まれているか特殊なソフトから算出される暗号を要求

します。高級なパスキー・システムでは一意のキーを生成

するために組み込み暗号と物理的なナノテク・エッチング

を組み合わせています。こうしたシステムにアクセスする

には、パスキーを調達するかどうにかして誤魔化すかしな

ければなりません。

　エゴ・スキャン：このシステムではユーザーのエゴＩＤで

認証します。

　量子鍵：解読不能な量子暗号による暗号化を利用しま

す。

防壁
　防壁というのは、防衛するネットワークや機器を出入りす

る通信の全てを傍受検査するソフトウェアです（機器に組

み込まれていることもあります）。安全だと指定された条件

に該当する通信は通過しますが、それ以外は全て遮断さ

れます。『エクリプス・フェイズ』では、どのネットワークや機

器にも最初から防壁があるものとみなします。『侵入テス

ト』で説明される様に、防壁は、侵入者が突破しなければ

ならない障害の要です。

　他の装備と同様に防壁の品質も様々なので、いくつか

のテストには修正が適用されることがあるでしょう。

能動監視
　セキュリティの厳重なシステムは、認証や防壁に依存す

るのではなく、セキュリティ・ハッカーやミューズによる能動

監視を受けています。こうしたデジタル警備員はわかりや

すい異常を見つけるためにいくつかのソフトウェア・ツー

ルとアプリケーションを使っています。能動監視があると、

侵入者は監視ハッカー／ＡＩを対抗テストで負かす必要

があるため、侵入はより難しくなります（次頁、『侵入』を参

照）。能動監視には監視システムに従属する機器の監視

も含まれています。

　どうしてもというのであれば自分のＰＡＮを自分で能動監

視することもできますが、これにはそれなりの注意力（高

速行動扱い）が必要です。ユーザーのＰＡＮの積極警備

はミューズにやらせるのが、ずっと一般的です。

暗号
　暗号は、セキュリティの層としては極めて効果的です。

『エクリプス・フェイズ』でよく使われる暗号には、公開鍵暗

号システムと量子暗号の二種類があります。

公開鍵暗号
　公開鍵暗号システムでは、一人のユーザーに対して公

開鍵と秘密鍵の二つが生成されます。公開鍵はそのユー

ザーに宛てたメッセージを暗号化するために使われ、他

のユーザーがオンラインで見つけられるよう公開されます。

メッセージの暗号化にその公開鍵を使用すると、対応す

る秘密鍵（宛先のユーザーが持つ）を使わなければ復号

できません。ユーザー／ネットワーク／機器間での通信

の暗号化にもファイルの暗号化にも、広く使われています。

公開鍵システムのアルゴリズムは強靭なため、こうした暗

号は量子コンピュータ（『量子暗号解読』を参照）がなけれ

ば事実上解読不能です。

量子暗号
　量子鍵配送システムでは量子力学を利用し、量子鍵を

生成して二者の間で安全な通信を可能とします。量子系

は外部のどんな干渉にも変化を受けてしまうため、傍受

の試みが自動的に探知できるというのが、量子状態で情

報を送信する主な利点です。実用レベルでは、これに
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よって量子暗号化されたデータ通信は解読不能で傍受

の試みは自動的に失敗します。なお、量子暗号は普通の

ファイル暗号化には利用できず、通信チャンネルの防護

にしか使えません。

　量子鍵システムは公開鍵システムより勝る面もあります

が、高価で扱いづらくもあります。量子鍵の生成には、二

つの通信機器を同じ場所でエンタングルし、それから分

離しなければなりません。ですから、量子鍵暗号通信チャ

ンネルの設営にはそれなりの労力が必要で、長距離なら

なおさらです。量子暗号プロトコルの実装は極めて高価

なため、重要かつセキュリティの高度な通信リンクでしか

採用されていないのが普通です。

暗号の解読
　つまり、公開鍵システムを使えば暗号通信線や暗号ファ

イルは極めて安全で、量子暗号を使えばデータ送信は

絶対に安全です。ですがゲームマスターは、それがプレ

イヤー・キャラクターの助けになることもあれば邪魔になる

こともあることに気を付けてください。キャラクターが暗号

化されている何かを知る必要があれば、秘密鍵のパス

コードを手に入れる手段を見つける必要があるでしょう。

よくある手口には賄賂や脅迫や脅しや拷問といった定番

が含まれます。どうにかしてパスコードを手に入れるため

の諜報活動やソーシャル・エンジニアリングを用いるという

手もあります。ハッカーがシステムに忍び込む他の手を見

つけて内部アクセスを得、暗号を完全に迂回できるかもし

れません。

量子暗号解読
　既に述べたように、量子コンピュータは公開鍵暗号の解

読にも使えます。これには予定時間が１週間（一度開始

すれば量子コンピュータが勝手に作業を終えるので、

ユーザーが常時監視する必要はありません）で+30修正

の付いた情セキュ作業行動テストが必要です。ゲームマ

スターは、自分のゲームの必要性に応じてこの予定時間

を調整してかまいません。なお、量子コンピュータは暗号

ファイルしか解読できず、量子暗号通信は解読できませ

ん。

侵入
　侵入の技は対象のセキュリティの突破にかかっています。

システムに静かに潜入し、番犬の注意を惹かず、目標の

防御をすり抜ける道を作るために脆弱性、つまりプログラ

ムの欠陥やセキュリティ・プロトコルの欠点を活用するの

が、一番のやり方です。ですが必要とあらば、ハッカーは

小細工をやめて力づくでの突破を試みることもできます。

前提条件
　ある機器をハックするには、目標とするコンピュータ・シ

ステムとの直接接続を確立する必要があります。直接の

無線接続を行うなら、対象のシステムが無線機能を持ち、

有効距離内にあり、どこにあるかをハッカーが知っていな

ければなりません（『無線走査』を参照）。システムが有線

なら、通常のアクセス・ポートから物理的にジャックインす

るか、どうにかしてそのネットワークのデータ通信を担う

ケーブルに手を付ける必要があります。ハッカーがメッ

シュ経由で目標にアクセスするならば、目標のシステムは

オンラインでなければならず、ハッカーはそのメッシュＩＤ

を知るなりして追跡可能でなければなりません。

認証の迂回
　侵入者は、ハッキングではなくユーザーの正当性を確

認する認証システムを狙うこともできます。それには、どう

にかしてパスコードなりパスキーなりの目標が使っている

認証手段を手に入れるのが、一番簡単です。それさえあ

れば、そのシステムにアクセスするのにテストは不要で、

ハッカーは正当なユーザーと同様にログインしてその

ユーザーの通常のアクセス権限を全て得ることができま

す。

　パスコードがなくても、認証システムを狙う手段は他にも

偽装と偽造の二つがあります。

認証の偽装
　この手では、ハッカーは自分の信号を偽装して、自分自

身ではなく認証済みのユーザーが発しているかのように

見せかけようとします。成功すれば、システムは変装を見

抜けず、ハッカーの命令や行動を正当なユーザーが命じ

たものであるかのように認識します。偽装をこなすのは困

難ですが、成功すれば極めて効果的です。

　正当なユーザーに偽装するには、ハッカーは傍受ソフト

と偽装ソフトの両方を使わなければなりません。それから

正当なユーザーと目標のシステムの接続を監視して、両

者が交わす通信を盗聴するための情セキュテストに成功

しなければなりません。ユーザーがセキュリティ・アカウン

トを持っていれば-20の、アドミン権限を持っていれば-30

修正を適用します。接続が暗号化されていたら、ハッカー

がその暗号の鍵を持っていないと成功しません。

　それからこのデータを武器に、ハッカーは自分の信号を

偽装します。これは情セキュテストで、システムの防壁と

ハッカーの偽装プログラムの品質の夜修正を受けます。

成功すれば、ハッカーから送られた通信はなりすました正

当なユーザーから送られたものとして扱われます。

認証の偽造
　認証に使われる生体認証やパスキー・システムは、オリ

ジナルを見ることができるハッカーならば偽造できるかも

しれません。具体的な手段やテクニックは本書の範疇か

らは外れていますが、こうしたシステムの偽造に成功すれ

ば正当なユーザーとしてログインすることができます。

侵入テスト
　ノードへのハッキングには時間がかかります。弱点がど

こにあるか、目標のシステムを注意深く分析探査し、しか

も警報に引っ掛かってはいけないのです。セキュリティの
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種類によっては、テストが１回では終わらないこともありま

す。

　セキュリティ・ホールを活用するには侵入ソフトが必要で

すが、ソフトウェアだけでハッカーにはなれません。このソ

フトを使ったり改造したりその場で組んだりする能力、つま

り情セキュ技能こそが、本当に重要なのです。

防壁の突破
　パスコードがないなら、目標をこっそり走査して弱点を探

してそれを活用するという、昔ながらの手で侵入しなけれ

ばなりません。この場合、ハッカーは侵入ソフトを使って

情セキュテストを行います。これは予定時間が１０分の作

業行動として扱います。侵入ソフトの品質や防壁の品質

や目標システムの過敏さといった、さまざまな修正が適用

されることがあります。また、セキュリティの欠点が明らか

で独創性のないありきたりなシステムでは短くしたり未公

開防衛手段を持つ最高級のシステムではそれにふさわし

く長くしたりと、ゲームマスターは予定時間を修正してもか

まいません。

　基本的に、こうして侵入するハッカーは標準的なユー

ザー・アクセス権限を狙っているものとします。ハッカーが

そのシステムでセキュリティ権限やアドミン権限を得たいと

思うなら、それぞれ-20や-30の修正が適用されます。

　この情セキュテストが成功すれば、侵入者は警報を鳴ら

さずにシステムに侵入しました。システムが能動監視を受

けているなら、ここでその番犬（下記参照）から隠れなけ

ればなりません。能動監視がなければ、侵入者は潜入の

ステータスを得ます。ただし、侵入者が大成功すれば、ス

テータスは透明になります。

　探査：目標の弱点や脆弱性を探るときに時間をかけるこ

とにするかもしれません。実際、これはハッカーが確実に

成功したいときにはよく使われる手です。

能動セキュリティの迂回
　システムが能動監視も受けていれば、ハッカーは隠れ

なければなりません。これは侵入者と監視者の情セキュ

多様対抗テストとして扱います。結果は両者の出目によっ

て変わります。

　侵入者だけが成功したのであれば、ハッカーは監視者

やシステムに気付かれずにノードにアクセスしました。ス

テータス／潜伏を手に入れます。大成功ならば、ステータ

スは透明になります。

　監視者だけが成功したのであれば、ハッキングの試み

は発覚し、監視者はハッカーが完全に侵入する前にただ

ちにシステムから締め出すことができます。侵入者の再挑

戦は可能ですが、監視者は将来の侵入に備えて警備を

固めているでしょう。

　両者とも成功していれば、侵入者はアクセスを得ました

が、監視者は何かおかしなことが起こっていることに気付

きます。ハッカーはステータス／疑惑を手に入れます。

　両者とも失敗していれば、少なくとも片方が成功するま

でハッカーの行動フェイズごとに同じテストを繰り返します。

侵入者ステータス
　侵入者ステータスは、システムに侵入中の侵略状況を

簡単に表したものです。このステータスは、ハッカーが注

意を惹くかどうか、あるいは目立たずにいられるかどうか

に影響します。ステータスは侵入者が最初にシステムに

アクセスしたときに決まりますが、その後の出来事で変化

することもあります。

　なお、侵入者ステータスはアカウントアクセス権限とは別

問題です。後者は、ユーザーがそのシステムで何をする

権利があるかを示しています。前者は、ハッカーが実は

侵入者であることにシステムがどれだけ気付いているかを

示すものです。

透明
　ステータス／透明の侵入者は、誰にも気付かれずにシ

ステムに静かに忍び込んでのけました。システムのセキュ

リティはその存在に全く気付いていなくて、なんの抵抗も

しないでしょう。この場合のハッカーは、システム内で不明

瞭なある種の黒子として存在することを可能にするシステ

ムの弱点を活用しているので、アカウントを使ってすらい

ません。ハッカーは事実上のアドミン・アクセス権限を持っ

ていますが、ログなどの記録にアドミン・レベルのユー

ザーとして登場しているわけではありません。透明なキャ

ラクターはシステムを転覆させるための活動に+30修正を

得ます。

ｐ 23

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



潜伏
　ステータス／潜伏の侵入者は、特別な注目を浴びない

形でシステムにアクセスしました。どこからどう見ても、目

当て通りのアクセス権限を持つ正当なユーザーに見えま

す。徹底的にチェックしなければ異常は発見できないで

しょう。システムはその存在に気付いていますが、脅威と

は考えていません。

疑惑

　ステータス／疑惑は、システムが異常や侵入に気付い

ているものの、まだ侵入者を特定していないことを示しま

す。ハッカーは目当て通りのアクセス権限を持つ正当な

ユーザーに見えますが、しっかり調べれば正体はばれて

しまうでしょう。システムは受動警報（そのハッカーのその

システムにおける活動に-10修正を課します）を発し、受

動対抗措置をとるかもしれません。

発覚
　ステータス／発覚というのはつまり、システム・セキュリ

ティが侵入者（およびそのデータ痕跡）を特定したというこ

とです。ハッカーはアクセス権限やアカウント権限を持っ

ていましたが、それらは侵入者のものだという通知が出さ

れました。システムは能動警報（そのハッカーの活動に-

20修正を課します）を発し、能動対抗措置をとるかもしれ

ません。

ステータスの変化
　侵入者のステータスは、侵入者自身やシステムの行動

によって変化することがあります。

ステータスの上昇
　ハッカーは守りを固めるために自分のステータスを上昇

させることができます。これには複雑行動と情セキュテスト

が必要です。ハッカーがステータス／疑惑なら、監視者と

侵入者の対抗テストになります。ハッカーが勝って大成功

（成功度 30以上）を納めれば、ステータスは一段階上昇

（例えば、潜伏から透明）します。ステータス／発覚の侵

入者はステータスを上昇できません。

特定
　システムを能動監視しているセキュリティ・ハッカーや

ミューズは、複雑行動によってステータス／疑惑の侵入

者に焦点を合わせようとすることができます。両者で情セ

キュ対抗テストを行います。システム防衛者が勝てば、

ハッカーのステータスは発覚に低下します。

テストの失敗
　侵入者がシステムの操作に関わるテストで大失敗（失敗

度 30以上）したら、ステータスが自動的に一段階低下

（例えば、潜伏から疑惑）します。クリティカル失敗なら、そ

の場で露見してステータス／発覚になります。

力押しハッキング
　ゴトを綺麗にこなす時間が全くなくて、今ハックするか諦

めるかしかないという場合があります。そんな時は、攻撃

の準備をする時間をかけず、目標のシステムに真っ向勝

負を仕掛けます。ハッカーは手持ちの侵入ソフトを一切

合財用意して投げつけて、どれかが効くよう祈るのです。

これは情セキュテストとして扱いますが、予定時間が１分

（20行動ターン）の作業行動になります。ハッカーはこの

テストに+30の修正を受けます。多くのハッカーは、この
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時間をもっと短くしようと、作業を急ぐ（『作業行動』を参

照）ことを選びます。

　力押しハッキングには、ただちに警報が鳴るという欠点

があります。システムが能動監視されていれば、ハッカー

は監視者を情セキュ対抗テストで負かさなければならず、

でなければ侵入した途端に追い出されます。たとえ成功

しても、ハッカーはステータス／発覚で、能動対抗措置の

対象となります。

侵入対抗措置
　侵入中のハッカーがシステムの防御を突破し損ねた（つ

まりステータスが疑惑か発覚になった、ｐ 256を参照）ら、

システムは警報を発して何らかの防御を起動します。実

際にどのような対抗措置が起動するかは、システムの性

能やセキュリティ防衛者の能力やシステムの所有者ない

しアドミンの方針次第です。侵入者を放り出して締め出す

だけのノードもあれば、能動的に反撃し、侵入者を追跡し

て侵入者自身のＰＡＮへのハッキングを試みようとする

ノードもあります。

セキュリティ警報
　セキュリティ警報には受動と能動という二つの方向性が

あります。

受動警報
　受動警報は、侵入者のステータスが疑惑になったときに

発動します。システムは、能動監視者や場合によっては

所有者やアドミンに対し、ただちに画像や音声による表

示を行います。受動対抗措置（下記参照）がただちに発

動します。システムによっては、調査を助けるために増援

のハッカーやＡＩが送られることもあります。一定時間（基

本的に１０分）の間に侵入者との再遭遇がなかったり発見

されなかったりしたら、警報は解除されてこの事件は異常

としてログに記録されます。システムのセキュリティ・レベ

ルによっては、何が起きたのかを究明して再発を防ぐた

めに、このログを後で誰かが分析することもあります。

　全ての侵入者は、受動警報の発動しているシステムに

関わるテストには-10修正を課されます。

能動警報
　能動警報は、侵入者のステータスが発覚になったときに

発動します。システムはただちに所有者とアドミンと監視

を担当するセキュリティ機関に警報を送ります。セキュリ

ティ要員の増援（ハッカーやＡＩ）が送られるかもしれませ

ん。また、システムは侵入者に対して能動対抗措置（下記

参照）を発動します。能動警報は、侵入者がそこにいる限

り維持されますが、ハッカーが戻ってきた場合に備えてそ

の後しばらく続くこともあります。

受動対抗措置
　受動対抗措置は、侵入者がステータス／疑惑になった

時に警戒措置として発動します。

侵入者の発見
　システムを監視しているセキュリティ・ハッカーやＡＩが受

動警戒の原因を突き止めようとするかもしれません。『特

定』を参照してください。

再認証
　受動警報が発動したらアクセスしたばかりのユーザーを

始めとするアクティブなユーザー全員に再認証を求める

よう、防壁を設定することができます。そのシステムのユー

ザーは全員、次の行動ターンの最初にリログするための

行動を取らなければなりません。侵入者の場合、これは

自分が正当なユーザーだとシステムを納得させるための

情セキュテストで、受動警報による-10修正を受けます。

権限の縮小
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共同ハッキング／警備

　ハッキングでは攻撃側や防御側が複数いることもあり

ます。ハッカーはミューズやそこそこの情セキュ技能を持

つチーム・メンバーの支援を受けているかもしれません。

手強いネットワークの多くは熟練したセキュリティ・ハッ

カーやＡＩが防衛と監視に就いています。コンピュータ・

システムに侵入するかそれを防御するときには、個別に

行動するか協力して行動するかを決めなければなりませ

ん。

　どちらのやり方にも欠点があります。チームの活動とし

てシステムのセキュリティを破ったり護ったりすることにし

たチームは、一人のキャラクター（普通は情セキュ技能

が最も高いキャラクター）を主役に選ばなければなりませ

ん（『協力』を参照）。それ以外のキャラクターやミューズ

は各テストに+10修正（最大で+30）を加えますが、チー

ム・リーダーが行う行動にしか参加できません。協力活

動中は、メンバーが特定の作業に熟練している場合な

ど、チーム・リーダーをいつでも交代することができます。

　代わりに、侵入側も防御側も目的は同じだけど行動は

個別にすることもできます。それぞれのハッカーは自力

で侵入しなければならず、探知と対抗措置はハッカーの

数だけ発生するので、一人でも疑惑や発覚のステータ

スを得たら侵入者の全員に影響が及ぶ危険があります。

ですが、侵入者たちは連携して一度に複数の行動を行

えますし、対応可能なセキュリティを一時的に圧倒でき

るかもしれません。システム防衛がも同様で、行動を分

けることでより多くを達成したり、逆侵入攻撃などの対抗

措置をしかけながら監視を残したりすることができます。



　防護手段として、通常のユーザーや場合によってはセ

キュリティ・ユーザーが許されているアクセス権限をただち

に縮小するシステムもあります。全てのログを保護して

バックアップを取り、誰にも削除権を持たせないというの

はよくある戦術です。

能動対抗措置
　能動対抗措置は、侵入者がステータス／特定になった

時にのみ発動できます。

逆侵入
　セキュリティ・ハッカーや守護ＡＩが侵入者の根元を攻撃

することでシステムを積極的に防衛することができます。

それにはまず、侵入者の追跡に成功していなければなり

ません。そうすれば、セキュリティ側がハッカーの本拠エク

トやメッシュ接続やＰＡＮに独自の侵入を仕掛けることが

できます。

遮断
　システムは、発覚している侵入者を遮断しようと試みるこ

ともできます。遮断は汚染されたアカウントを削除したり

ハッカーとシステムの間の接続を切断したりして排除しよ

うという試みです。

　遮断の発動にはセキュリティ以上の権限が必要です。

情セキュ対抗テストになり、発覚した侵入者は-20修正を

課されます。システムを防衛するキャラクターが成功すれ

ば、侵入者はシステムからただちに排出されて使われた

アカウントは隔離か削除されるでしょう。そのアカウントは、

セキュリティ監査が許可して認証を交換するまで使用でき

ません。侵入者と同じメッシュＩＤでそのシステムにアクセ

スしようとしても自動的に失敗します。

再起動／シャットダウン
　システムを完全にシャットダウンするというのは、侵入者

への対応としてはおそらく最も極端なものでしょう。この場

合、システムは全ての無線接続（存在するなら）を切り、全

てのユーザーをログオフさせ、全ての作業を終了して自

身をシャットダウンし、それによって侵入者を排除します。

もちろん、システムが活動を中断しなければならないとい

うのが欠点です。例えば、メッシュ接続やエクトをシャット

ダウンするとチームメイトとの通信も拡張現実へのアクセ

スも従属機器や接続機器へのコントロールも、全て失わ

れます。

　再起動／シャットダウンは１回の複雑行動で開始できま

すが、実際のシャットダウンの作業にかかる時間は１行動

ターン（個人用機器）から１分（複数のユーザーがいる大

型有線ネットワーク）まで様々で、これはゲームマスターが

決定します。システムの再起動には再び起動させるのと

同じだけの時間がかかります。

追跡
　セキュリティの厳しいシステムでは、潜入者のメッシュＩＤ

によってその物理的位置を突き止めるというの対抗措置

がよく使われます。ほとんどの場合、犯罪者の対応をさせ

るために、その後でハビタットの物理セキュリティにこの件

と位置を通報します。

無線遮断
　シャットダウンや再起動の代わりに、システムの無線機

能を止めることで無線接続を完全に止めるという手もあり

ます。システムはアクティブな接続を全て失いますが、侵

入者も全員排除されます。無線停止の開始は複雑行動

で、その行動ターンの終了時には完了します。無線接続

の再開には１行動ターンかかります。

転覆
　一度侵入者が機器やネットワークへの侵略に成功した

ら、そのシステムで適切な範囲でやりたい作業を何でもや

れます。侵入者がハックしたアカウントの種類によっては、

やりたいことへのアクセス権限があるかもしれませんし、な

いかもしれません。アクセス権があれば、その活動は正当

なユーザーによる活動と同様に扱われるのでテストは不

要です（調査みたいな、活動そのものに何らかのテストが

必要な場合を除けばですが）。例えば、ハビタットのセ

キュリティ・システムにセキュリティ・アカウントで潜入した

ハッカーは、カメラを監視したりセンサーを止めたり監視

記録に目を通したりと、セキュリティ権限を持つ正当な

ユーザーが許されていそうな活動が可能です。

　アクセス権のない種類の活動の実行はより困難でシス

テムのハッキングが必要です。これは基本的には情セ

キュ成功テストで、転覆難易度表に記述されている様に

行動の難しさに応じた修正を受けます。基本的には、特

に明記されていない限り、たとえシステムが能動監視を受

けていようともこれは対抗テストにはなりません。ですが、

こうしたテストに失敗すると、ハッカーの侵入者ステータス

が変化することになるでしょう（『テストの失敗』を参照）。

　システム転覆の様々な例がサイドバー／転覆の例で紹

介されています。ですがこれは包括的な一覧ではなく、

行動が明確に記述されていない時にはゲームマスターも

プレイヤーもルール上の効果を即興で決めるといいで

しょう。

拡張現実幻覚
　エクトやメッシュ接続やＡＲインターフェースを持つ何ら

かの機器に潜入したハッカーは、その機器のユーザーの

拡張現実に別物の視覚や聴覚や触覚、ときには感情の

幻覚（使用されているインターフェイスに応じたもの）を混

ぜ込むことができます。ハックされたユーザーがどう反応

するかは、侵入者の存在に気付いている（ハッカーのス

テータスが疑惑か発覚）か、どんな種類のインターフェー

ス（内視か触覚か）を使っているか、その幻覚がどれだけ

現実的かといったいくつかの要素によって変わります。

　もちろん、手に入る限り最高の画像感覚操作ツールで

事前に作られた幻覚が、最高の幻覚です。こうした幻覚
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はきわめてリアルです。それを見破るための知覚テストに

は-10から-30（ゲームマスターの裁量）の修正が課されま

す。数多くのソフトウェアによって、様々なＡＲ幻覚を用意

することができます。

　また、他の情報源によるセンサー・データにパッチを当

てたりしてその場で幻覚をでっちあげることもできますが、

これはより困難な作業で見破るのも簡単（基本的に知覚

テストに+10から+30修正）です。ユーザーの行動やその

場の状況に応じて幻覚を修正できるというのが、長所で

す。ですが、ＡＲ幻覚ソフトには、接続したインターフェー

スを介してリアルタイムで修正制御できるテンプレート幻

覚も用意されています。

　ユーザーがＡＲ幻覚に曝されたら、ゲームマスターはそ

れがばれるかどうかの知覚テストをこっそり行ってください。

ですが、たとえ幻覚だとばれていても、キャラクターはそ

れに反応するかもしれません。殆どの人は、顔面に何か

が飛んできたら、それが幻覚であって脅威ではないと脳

が認識する前に体が勝手に反応して、伏せるでしょう。

　幻覚には、偽装だけでなく注意をそらしたり知覚力を妨

げたりするのにも使えます。例えば、幻の暗雲で視線を

塞いだり、鼓膜が破れるような大音量の雑音で竦み上が

らせたり、絶え間ないむずがゆさで苛立たせたりできます。

こうした効果は知覚テストなどの行動に-10から-30の修

正を加えますが、ユーザー側もフィルターを調節したり必

要ならＡＲをオフにしたりできます。

バックドア
　バックドアというのは、システムの通常の認証機能やセ

キュリティ機能を迂回する手口です。自分か他のハッカー

（バックドアの提供者）が前もってシステムに組み込んで

おいた、インストール済みプログラムや既存のプログラム

やハードウェアの改造という形式でのシステムの弱点を突

くことで、システムに忍び込むことができるのです。

　バックドアをインストールするには、そのシステムに潜入

してプログラミング・テストと情セキュテスト（能動監視され

ているなら情セキュ対抗テスト）の両方に成功しなければ

なりません。プログラミング・テストによってバックドアがど

れだけうまく作られてシステムの処理に隠れているかが決

まり、それをセキュリティに気付かれずにシステムに組み

込めたかどうかは情セキュテストが表します。ハッカーが

バックドアの使用時にセキュリティ権限を欲しいのであれ

ば-20、アドミン権限が欲しいのであれば-30の修正を、

プログラミング・テストに適用します。
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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

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、Ａ

Ｒ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



　一度インストールしたら、バックドアを使ってシステムに

アクセスするのにテストは不要で、正当なユーザーと同様

にそのままログオンし、ステータス／潜伏になります。バッ

クドアは、その詳細を知っているなら誰でも使えます。

　バックドアがどれだけ長持ちするかには多くの要素が絡

み、基本的にはゲームマスター次第です。バックドアは完

全なセキュリティ監査をしなければみつからないでしょうか

ら、より過敏なシステムならそれだけ早く見つけるでしょう。

セキュリティ監査は、侵入者のステータスが疑惑になった

ものの特定はされなかったときにも行われるかもしれませ

ん。セキュリティ監査は予定時間が２４時間の作業行動で

す。監査を行うキャラクターはバックドアを見つけるために

情セキュテストを行います。バックドアのインストール者が

プログラミング・テストで大成功したら、この情セキュテスト

には-30修正が課されます。

ソフトウェアのクラッシュ
　侵入者は、ソフトウェアの実行処理を止めることでそれ

をクラッシュさせることができます。これには複雑行動と情

セキュテストが必要です。なお、ただちに再起動するよう

設定されているソフトもありますが、これにはシステムに

よって１行動ターンから１分の時間がかかります。

　ハッカーはこの手口でＡＩやＡＧＩやインフォモーフすらも

クラッシュできますが、その処理はもっと困難です。この場

合、目標は攻撃を受けていることにただちに気付き、情セ

キュ対抗テストを行います。ＡＩをクラッシュさせるには２回

連続で成功する必要があり、ＡＧＩやインフォモーフをク

ラッシュさせるには３回連続で成功する必要があります。

成功すれば、目標はただちに再起動し、それには３行動

ターンかかるのが普通ですが、ゲームマスターの判断に

よってはもっと長引くこともあります。

侵入の痕跡の消去
　発覚を免れたハッカーは、システムを出る前に侵入の

痕跡を全てきれいに掃除しようと試みることができます。こ

れにはアクセス・ログやセキュリティ・ログに蓄積したデー

タやその他システム干渉の隠れた証拠の消去が含まれま

す。これには複雑行動と情セキュテストが必要で、システ

ムが能動監視されているなら情セキュ対抗テストになりま

す。成功すれば、侵入者はメッシュＩＤなどの後になって

自分を追跡するのに使えそうなものは全て消し去りました。

ＶＰＮのハッキング
　ヴァーチャル・プライベート・ネットワークは通常の機器

のよりもハッキングが困難です。メッシュ内の暗号ネット

ワークとして存在しているため、暗号鍵が無ければＶＰＮ

内の通信チャンネルにはまずアクセスできないのです。

ですから、鍵が無ければＶＰＮの通信を傍受するのも不

可能です。

　ＶＰＮにハックするには、ＶＰＮに参加していてそのＶＰＮ

ソフトを起動している機器に侵入するしかありません。一

度侵入者がそうした機器にアクセスすれば、そのＶＰＮへ

のアクセスに挑戦できます。ハッカーが手に入れたアカウ

ントにＶＰＮ権限があれば、それでインできます。そうでな

ければアクセスするためにハックしなければならず、小さ

な修正（-10）を付けた情セキュテストが必要です。

　一度ＶＰＮへのアクセスが手に入れば、そのＶＰＮは他

のネットワークと同様に扱えます。そのＶＰＮにある他の機

器をハックしたり、ＶＰＮ通信を傍受したり、ＶＰＮで他の

ユーザーを追跡したり、そのＶＰＮに隠されたデータを調

査したりといったことが可能になるのです。

スクリプティング
　スクリプトというのは単純なプログラム（というか一連の指

示）で、事前に設定したスケジュールか特定の発動条件

によって、たとえハッカーがその場にいなくても実行する

ようにシステムに組み込むことができます。起動したら、オ

ペレーティング・システムの能力とそこにそのスクリプトを

実装した際にハッカーが持っていたアクセス権限の範囲

内でいくつかのシステム活動を実行します。その時になっ

てから危険を冒さずともシステムを転覆させる手段として、

実に便利です。

　スクリプトはその場でも事前にでもプログラムできます。

スクリプトを組む時に、いつ（あるいは何を条件に）どんな

システム活動をどの順序で実行するかを詳しく決めなけ

ればなりません。スクリプトのステップ／作業数はキャラク

ターのプログラミング技能÷10（端数切り捨て）が上限で

す。スクリプトを組むには、ゲームマスターが決めた予定

時間を必要とするプログラミング・テストに成功しなければ

なりません。

　スクリプトを設置するには、システムへの侵入に成功し

てから情セキュテスト（そのシステムが能動監視されてい

れば情セキュ対抗テスト）に成功しなければなりません。

成功すればスクリプトは設置され、プログラムされた通りに

実行されます。
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　サルロはセキュリティ・システムに潜入し、特定の

時間にあるセキュリティ・センサーを無効化してドア

の鍵が開くように設定し、チームが厳戒区域に潜入

できるようにしたいと思っている。彼は、２２時から以

下の順序で起動するスクリプトを作る。

１）２２時に、セキュリティ・センサーを無効化する

２）それからドアの鍵を開ける

３）２２時半に再びドアの鍵をかける

４）それからセキュリティ・センサーを再起動する

５）痕跡を消す

　このスクリプトは５ステップなので、プログラミング技

能 70のサルロなら扱える。サルロはプログラミング・

テストと情セキュテストに成功し、スクリプトは設置さ

れた。時間になったら起動するだろう。サルロのアカ

ウントにはこうした行動を実行するアクセス権限はな

いので、それぞれ、サルロの技能を使った情セキュ

テストが必要になる。

例



　一度起動したスクリプトは、事前にプログラムされた一連

の行動を実行します。そうした行動にテストが必要ならプ

ログラマーの情セキュ技能を使います。

　起動していないスクリプトは、バックドアと同様にセキュリ

ティ監査で発見することが可能です。

サイバーブレイン・ハッキング
　ポッドやシンセモーフ（そして一部のボットと機体）は機

械の脳を搭載しています。このテクノロジーによって人類

のエゴがこれらの身体を動かすことが可能になっている

のですが、他の電子機器と同様にハッキングを受ける恐

れがあるという欠点があります。

　サイバーブレインはセキュリティ上の理由によって無線

機能を持っていませんが、アクセス・ジャックはありますし、

メッシュ接続と直接繋がっています。ですから、サイバー

ブレインをハックするには、ジャック・インに必要な相手の

肉体への直接かつ物理的なアクセスを得ているか、でな

ければまずメッシュ接続をハックしてそこからサイバーブ

レインに侵入する必要があります。

　サイバーブレインは重要な機器なので、ハードコーディ

ング（訳注：特定の動作環境だけを考慮したプログラミン

グ技法）で書かれたセキュリティ機能がいくつも搭載され

ていて、そのため侵入は極めて困難になっています。サ

イバーブレインをハックしたり転覆したりする試みには全

て-30修正が適用されます（なおアドミン・アカウント目当

てのハッキングによる-30修正は、サイバーブレインには

適用されません）。

　サイバーブレインは侵入や転覆の対象としては他のシ

ステムと同様に扱われますが、モーフを制御するエゴが

宿っているため、サイバーブレインならではのハッキング

の機会がいくつかあります。

捕獲
　サイバーブレインに侵入したキャラクターはエゴを出れ

なくして脱出を妨げようとすることができます。ハッカー

（上記の-30修正付き）は防御側のキャラクターかミューズ

との情セキュ対抗テストに勝たなければなりません。成功

すれば、エゴは他のシステムに移動できなくなります。

　エゴを完全に閉じ込めるには、エゴとそのミューズも遮

断しなければならず、そうしないと逃げ出す可能性があり

ます。

　捕らわれたエゴは無力です。例えば、強制アップロード

や強制フォーキングや心理手術の対象とすることができ

ます。

記憶ハッキング
　全てのサイバーブレインには記憶力強化、つまりデジタ

ル記録された記憶が組み込まれています。サイバーブレ

インにアクセスしているハッカーは調査かインターフェー

スのテスト（-30修正が適用されます）に成功すれば、こう

した記憶を読んだり改変したり削除したりできます。

人形使い
　殆どのサイバーブレインには指人形機能も組み込まれ

ているので、遠距離のユーザーが遠隔操作やジャミング

によってポッドやシンセモーフの肉体を乗っ取って支配

することができます。これにより、ハッカーが遠距離から肉

体の制御権を奪って操ることもできます。それには、ハッ

カーが複雑行動を費やして防御側のキャラクターかミュー

ズとの情セキュ対抗テストに勝たなければならず、ハッ

カーは上記の-30修正を課されます。

　遮断されていない防御者は、複雑行動によってモーフ

の支配権を巡る戦いを続けることができます。この場合、

もう一度情セキュ対抗テストを行います。その結果、モー

フの支配権がハッカーと防御者の間を頻繁に行き来する

かもしれませんし、場合によっては両者の争いによって

モーフの動きが凍りつくかもしれません。

焦脳
　サイバーブレインに直接アクセスできるなら、サイバーブ

レインとメッシュ接続の間に挟まれている厳格なコンテン

ツ・フィルターによって本来なら実行不能なある種の攻撃

が可能になります。焦脳、つまり犠牲者の精神を傷つける

ための有害な神経フィードバック・プログラムの使用は、そ

の一つです。

　焦脳攻撃を行うには、サイバーブレインへの侵入者は

焦脳プログラムを展開しなければなりません。焦脳プログ

ラムを役に立たせるには、侵入者は防御側のエゴとの情

セキュ対抗テストに勝たなければなりません。攻撃者はサ

イバーブレイン・ハッキングによる-30修正を受けます。

　焼灼（ダメージ）、狂気（ストレス）、痙攣（苦痛）、悪夢

（恐怖）や閉鎖（感覚剥離）など、焦脳プログラムにはいく

つかの種類があります。これらについては『装備』で説明

されています。

シャットダウン
　サイバーブレインがシャットダウンしたら、モーフはただ

ちに活動を停止し、多分倒れたり転がったりして止まるで

しょう。ポッドは昏睡状態みたいになります。ですがエゴは、

サイバーブレインと共に再起動します。

皮質スタック送信の停止
　サイバーブレインは皮質スタックへのバックアップ・デー

タを送信しています。これは一方通行なので皮質スタック

をハックすることはできませんが、データの流れを断つこ

とは可能です。停止にはハッカー（-30修正付き）と防御

側の情セキュ対抗テストが必要です。接続が断たれてい

る間、エゴのバックアップは更新されません。

無線妨害
　無線妨害というのは、通信を妨げるために他人の無線

信号に意図的に介入する無線信号を発信する手口です。

『エクリプス・フェイズ』の高度にネットワーク化された世界
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では、意図的な電波妨害は多くの場合は違法で、不作法

なのは言うまでもありません。

　無線妨害にはエクトやメッシュ接続といった標準的な無

線機器の他には特殊な装備は要りません。無線妨害は

特定と無差別の二種類があります。特定無線妨害は特定

の機器（あるいはいくつかの機器）を目標とします。特定

無線妨害を行うには、目標の機器を走査済みでなければ

なりません。無差別無線妨害は全ての無線搭載機器を見

境なく目標とします。

　無線妨害は複雑行動とインターフェース・テストだけで

可能です。成功すれば、有効範囲内の影響を受けた機

器の無線通信は妨害され、メッシュから切断されて無線

での通信ができなくなります。有線機器は影響を受けま

せん。

　ＡＩを搭載した機器は自動的に無線妨害への対応を試

み、これには複雑行動が必要です（人類のユーザーも同

じ行動が可能です）。この場合、妨害者と防御者で多様

対抗テストを行います。妨害者が勝てば、全ての通信は

遮断されます。防御者が勝てば、影響を受けません。両

者とも成功していれば、防御者の通信はいくらか影響を

受けますが完全に遮断はされません。防御者がどれだけ

多くの情報を伝えられ、この状況がメッシュの使用にどれ

だけ大きな影響を及ぼすかは、ゲームマスターが決定し

ます。

レーダー妨害
　無線妨害はレーダーの妨害にも使えます。妨害者がイ

ンターフェース・テストに成功すれば、レーダーは妨害を

受け、センサーに関わるテスト全てに-30修正が課されま

す。レーダーの操作者はインターフェース対抗テストで妨

害者に勝つことでこの妨害を打ち消そうとすることができ

ます。

疑似空間
　疑似空間というのは、解像度が超高解像どころか超現

実の域に達した仮想現実環境です。産み出された環境

は、明りや日や月の出入りに天気から細かいディテール

や感覚に至るまでの、包括的で本物としか思えない幻覚

です。疑似空間にジャック・インするというのは別の世界

や物理法則に移動するようなもので、娯楽界で人気上昇

中なのはそれが理由です。

　疑似空間の感覚プログラムは攻撃を意図したものでは

ないので、疑似空間の滞在者が傷つくことは普通はあり

ませんが、シミュレーションは可能な限り現実に近いので、

疑似空間での体験がエゴに強い心理的影響をもたらすこ

とはあります。疑似空間の中で「肉体的に」拷問された

キャラクターは肉体的には無傷でしょうが、それでもその

体験による精神的ストレスが永続的なトラウマをもたらす

かもしれないのです。

シミュレモーフ
　疑似空間にアクセスするキャラクターは、シミュレモーフ

というアバターに似たペルソナを使います。このシミュレ

モーフは、シミュレーションのドメイン・ルールとシミュレー

ションにアクセスするモーフやエゴの要素の一部に基づ

いて疑似空間によって生成されます。シミュレーションに

よってはシミュレモーフのカスタマイズも可能（程度は

様々）です。

　シミュレーションと関わる際のルール上は、たとえエゴは

現実では別のモーフに宿ったままでも、シミュレモーフを

通常のインフォモーフとして扱います。

　疑似空間にアクセスする際、ミューズはシミュレーション

に連れて行かれないのが普通ですが、ドメイン・ルールが

許すならば付いてくることも可能です。この場合、ミューズ

はその疑似空間で独自のシミュレモーフを持つ別のキャ

ラクターとして扱います。

　疑似空間が物語で果たすべき役割によっては、ゲーム

マスターはシミュレモーフの「物理状態値」を用意したいと

思うかもしれませんし、キャラクターがシミュレーションで多

くの時間を過ごすと予想されるならなおさらです。こうした

数値は文字通りの非実在数値です（結局は仮想現実な

ので、何でもありなのです）。代わりに、必要になった時点

で必要な数値をゲームマスターが即興ででっちあげても

かまいません。

没入
　疑似空間に潜入したキャラクターは、シミュレモーフに

「変化」します。物理的な肉体は脱力して崩れ落ち、タン

クやカウチに隔離保護されるのが普通です。没入中は、

物理的モーフによる知覚テストや行動には全て-60修正

が課されます。疑似空間の出入りは自由にできますが、

切り替えには複雑行動が必要です。

　疑似空間がクラッシュしたりキャラクターが何らかの形で

排除されたりしたら、ただちに自分自身のモーフの通常

通りの支配を取り戻します。ＶＲダンプショックは極めて不

快なので、キャラクターは 1d10÷2のストレスを受けます。

外部メッシュの利用
　疑似空間にアクセス中のキャラクターは、ドメイン・ルー

ルで可能ならば、そこからでもメッシュを利用できます。で

すが、外部との関わりには時間膨縮の問題が絡んできま

す。例えば、リアルタイムよりも速く進んでいる疑似空間で

は、現実世界の一秒がＶＲでは一分に変換されるせいで、

外の肉の世界の住人とのおしゃべりは耐えがたいほど緩

慢になってしまいます。他のメッシュ・ノードに直接アクセ

スしたいなら、疑似空間から切り替えるかログアウトする必

要があります。

疑似空間のルール
　疑似空間はリアリズムと現実が対応している別世界なの

で、いくつかの例外を除けば現実世界で活動しているか

のように物理的な技能や適性を使います。
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・侵入やハッキングはシミュレーションの別の層として表現

されることもありますが、疑似空間内では本当のハッキン

グは存在しません（『疑似空間のハッキング』を参照）。

・アシンクは疑似空間で超能力を使うことはできませんが、

それらを再現することは可能です。

・疑似空間で受けた「物理的」ダメージは全て「仮想」ダ

メージです。仮想のけがや負傷のルールは同じですが、

疑似空間で死んだキャラクターはシミュレーションから排

出されるだけなのが普通です。ドメイン・ルールによって

は、「死んだ」キャラクターがホワイト・ルームに集められて、

再入場が可能だったりただシミュレーションを見るだけ

だったりすることもあります。

・シミュレーションでのストレスやトラウマは本物の理性度

ダメージとしてエゴに与えられます。ゲームマスターの裁

量によっては、それがシミュレーションだとキャラクターが

認識しているなら一部のストレスが減少するかもしれませ

ん。

ドメイン・ルール
　疑似空間では、ドメイン・ルール次第で何でもありです。

疑似空間には現実とそっくりなものから全く異なるものま

でいろいろあります。重力は変動するかもしれませんし、

光のスペクトルは存在しないかもしれませんし、仮想ダ

メージを苦も無く回復できるかもできるかもしれませんし、

シミュレモーフが別の生物に変身できるかもしれませんし、

全てが水中の世界なのかもしれません。想像力次第で、

可能性は無限なのです。システム上は、ゲームマスター

がその場でルールをでっちあげることができます。

チート
　いいゲームなら何でもそうですが、疑似空間にもチート

の手段があります。チートは疑似空間ソフトに組み込まれ

ていることもあればハッカーによって（外付けで）プログラ

ムされたりすることもあります。チートによって何らかの形

でドメイン・ルールを破ることができます。特別な権力かも

しれませんし、何かの環境要素を変える手段（飛行など）

かもしれませんし、何かのパワーアップ能力かもしれませ

んし、他のシミュレモーフについての情報を得る手段かも

しれませんし、シミュレーションの一部の近道かもしれませ

ん。ルール上は、チートによってシミュレモーフが行う特

定の技能や状態値のテストに有利な修正が得られるで

しょう。チートは禁止されているのが普通です。疑似空間

ゲームでのチートが発覚したプレイヤーは、その疑似空

間から追放されるかもしれません。

疑似空間のハッキング
　疑似空間は複雑な仮想環境で、多くは時間の流れが異

なるため、シミュレーションに参加しながら普通のやり方で

ハックすることはできません。内部からシミュレーションに

影響を与える手段はありますが、達成可能な転覆の程度

は限られています。そのため、ハッカーがハッキングのた

めにＶＲをすることはまずありません。疑似空間を動かし

ている外部のシステムにハッキングするのは普通のシステ

ムに侵入するのと同じです。通常の侵入と転覆のルール

を全て使います。

中からの干渉
　疑似空間の中からでは、ＶＲ制御を扱うにはシミュレ

モーフが利用できる通常のインターフェースを利用するし

かありません。これは自分のシミュレモーフを調節したり他

のユーザーとチャットしたり状態をチェックしたりといった

標準的なユーザー機能のために使われていますが、狡

猾なハッカーならシステムを転覆する手を見つけられるか

もしれません。ですが、いくつかのシステム制御やシステ

ム動作は内部からはアクセスも操作もできないため、こう

した手段は限られているのが普通です。

　シミュレーションとその特定のドメイン・ルールに干渉し

てあわよくばチートを可能にしようというのが、ハッカーに

できることの殆どです。ハッカーに何ができて何ができな

いかは、その疑似空間の制約に応じて、最終的にはゲー

ムマスターが決定します。

　殆どの疑似空間はチートや悪用を防ぐために監視され

ていますが、監視者は疑似空間全体のメンテナンスや他

のユーザーへの対応などで多忙なのが普通です。ゲー

ムマスターの裁量によっては、監視者がハッカーの行い

に気付くためのインターフェース・テスト（おそらくは注意
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がそれていることによる修正付き）をすることになるかもし

れません。

ＡＩとミューズ
　ＡＩは知性はあるけれど特化したプログラムです。他のソ

フトウェアと同様、起動にはコンピュータ・システムが必要

です。殆どのＡＩはボットや機体などの人類のユーザーを

助けたり自力で作業したりできるコンピュータ機器で起動

しています。また、コンピュータ・システムへの侵入の試み

に対する能動監視にも広く使われています。ミューズは個

人用の相棒として特化しているＡＩで、キャラクターが子供

の頃からずっとヴァーチャルで一緒に過ごしています。

　ＡＩとミューズの例は『装備』で紹介されています。

ＡＩの限界
　ＡＩにはいくつもの制限と限界が組み込まれています。

まず、ポッドやシンセモーフのサイバーブレインに搭載で

きますが、バイオモーフの脳にはダウンロードできません。

ソフトウェアなので、他のソフトと同じルールに従い、

シャットダウンや再起動やコピーや消去や休眠データとし

ての保存やウィルスへの感染や再プログラミングが可能

です。サイズと複雑さの問題で、パソコンでは一度に一つ

のＡＩ（ないしインフォモーフ）しか起動できず（『コンピュー

タの能力』を参照）、周辺機器では起動できません。

　ＡＩに認知力と知能はありますが、自己改良の能力はな

く自力でプログラミングと技能を向上させることはできませ

ん。学習能力もありませんが、記憶するためのメモリ容量

はあり、ある程度の適応能力はあります。ＡＩにはレゾ点も

勇気もありません。

　ＡＩの適性は 20が上限で、代用は不可能です。技能が

無ければ、そのやり方を知りません（ゲームマスターの裁

量によっては、-10から-30の修正を受けて分野技能や

類似技能で代用できるかもしれません）。

『エクリプス・フェイズ』の他のキャラクターと同様に技能も

使えますが、能動技能は 40、知識技能は 90が上限（ＡＩ

の技能プログラムに可能な熟達の上限）です。

　ＡＩは人格テンプレートと共感力を付与してプログラムさ

れていますが、感情に乏しいので読み取るのは困難です

（ポッドの肉体にいる時のＡＩに対する仕草テストに-30修

正を適用します）。表現に乏しい機械のモーフと組み合

わせるともっと困難（-60修正）になります。感情能力を全

く持たないため仕草技能での読み取りが不可能なＡＩも存

在します。

　ＡＩには理性度とトラウマ基準値があり、ストレスとトラウマ

を受ける能力もあります。

ＡＩへの命令
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中からの疑似空間ハッキング

修正 作業

－0 シミュレーション設定の分析、ドメイン・ルールの閲覧、シミュレモーフの外見の変更、シミュレモーフ・キャラ

クターやモーフの種類の変更

-10 行動結果の確率の変更、他人から透明（「ゲーム外」）になる

-20 シミュレーションへの干渉（例：雨を降らせる、地震を起こす）、アイテムの生成、ドメイン・ルールの無視、他

のシミュレモーフの消去や排除

-30 万能モード、シミュレートされたキャラクターへの命令、シミュレーションの乗っ取り

ミューズのロールプレイ
　ミューズのことは、単なる追加技能を得るための道具ではなく、ロールプレイを膨らませる機会だと考えてください。

普通のミューズに完全な知性はありません（完全な知性を持つミューズもいます。『ミューズとしてのインフォモーフ』

を参照してください）が、その多くは人格マトリックスが高度に発達していて、自分のユーザーの個人的なクセに適

応するのがとても得意です。その一方で、人類の行動や社交活動やボディ・ランゲージや感情を理解する時には、

ＡＧＩキャラクターと同じくリアル知らずです。その人格は生身の人類よりも非人間的で抽象的で理解不能で情熱に

乏しく、しばしば概念の誤解やすれちがいにつながります。同様に独創性が乏しいものの、勝ち目を計算したりシ

ミュレーションを実行して結果を予想したり過去の経験に基づいて予測を立てたりする能力でそれを補っています。

　知性を持つプログラムに対するユーザーの姿勢次第で、ミューズの立場は知性のあるおもちゃにも部下にも従僕

にも奴隷にも友人にもペットにもなり得るので、それを何らかの形でゲーム・プレイに反映してください。また、いつも

ミューズがいて尽くしてくれているので、殆どの人類が程度はともあれミューズに精神的な絆（子供や子犬が成長す

るまで一緒に過ごしたような絆）を感じています。ですから、ミューズ人格の転覆（ましてや破壊）は、時にはレイプや

殺人にもたとえられるのです。



　ＡＩとミューズは正当なユーザーからの命令を受け入れ

るようにプログラムされています。場合によっては、法律や

何らかの倫理規定も順守するようプログラムされているか

もしれません。ですが、プログラミングは決して完璧では

なく、命令の解釈と実行にかけてはＡＩは実に狡猾です。

ほとんどの場合、ＡＩが要請に従ったり命令に服従したり

するのを拒むことはまずありません。ＡＩには命令者を守る

義務があるのが普通なので、ユーザーに危険か悪い影

響をもたらすと解釈できる命令に従いたがらないかもしれ

ません。状況によっては、事前にプログラムされていた優

先命令によって所有者の命令を無視したり逆らったりする

ようＡＩに強いることも可能です（ゲームマスターの裁量）。

ＡＧＩとインフォモーフ
「インフォモーフ」という言葉は、ＡＧＩであれ生物の精神の

デジタル再現（バックアップとフォークを含む）であれ、デ

ジタル形態のエゴを指すのに用いられます。以下のルー

ルはインフォモーフとＡＧＩキャラクターに適用されます。

ソフトウェアの精神
　インフォモーフは、根本的には単なるプログラムであり、

ルール上は他のソフトウェアと同様に扱われます。起動す

るには特定のパソコンかサーバーが必要です（『コン

ピュータの能力』を参照）。その機器がシャットダウンした

らインフォモーフもシャットダウンして意識を失い、機器と

一緒に再起動します（インフォモーフは自分で自分を

シャットダウンすることも可能ですが、それを実行すること

はまずありません）。機器が破壊されたら、インフォモーフ

も一緒に失われます（無事な部品からデータをどうにか抽

出できれば別ですが、多分ベイパーになっているでしょ

う）。インフォモーフは自分自身をコピーできますが、それ

が違法な場所もありますし、様々な倫理的法的問題を生

み出すため多くの場所では嫌がられています。そのため、

自分をコピーして新しい機器に転送したインフォモーフの

多くは、その過程で古い自分を消去します。

　インフォモーフはデジタル存在なので物理的な精神は

持っていませんが、空のシンセモーフを所有してそのサイ

バーブレインに宿るのは簡単です（『シンセモーフの再着

用』を参照）。また、通常の再着用ルールに基づいてバイ

オモーフの肉体にダウンロードすることもできます。例え

肉体が無くても、センサー経由で見たりＸＰ配信を眺めた

りキャラクターと話をしたり従属機器に命令したりドローン

を遠隔操作やジャミングで操ったりと、メッシュを介して物

理世界と関わることができます。

　インフォモーフはデジタル存在で電子の速度で行動で

きるので、行動値は３です。ですが、肉体を着用したらそ

のモーフの行動値になります。

ＡＧＩキャラクター
　ＡＧＩは生身の肉体を持って生まれてはいませんが、そ

のプログラミングは人間の人格や外見や感情や精神状態

の全要素を包括しています。実際、ＡＧＩは人間の子育て

に似たやり方で育てられているので、実に人間らしく社会

化されています。それでも、根本的なレベルでは、彼らは

人間らしく振舞うようプログラムされた人間ではない存在

なのです。ＡＧＩの多くが人間の基準から大幅に外れてい

たり時には全く非人間的だったりする人格的特徴を持っ

ていたり発達させたりしているという事実は、プログラミン

グでは誤魔化すことも変えることもできないのです。

　通常の制約があるＡＩとは違い、ＡＧＩには完全な独創性

や学習能力や自己向上能力（人間のそれに相当する、

緩やかでも着実なペースのもの）があります。他のキャラク

ターと同様に、レゾ点を得ますし技能や能力を向上させる

ことができます。弱いＡＩみたいな技能制限は受けず、他

のキャラクターと同じように技能を使います。

　感情レベルでは、ＡＧＩは生身の人間の感情に相当する

感情サブルーチンを起動しています。実際、ＡＧＩは共感

力を持ち、人間の活動や繁栄への関心を共有し、全ての

生物に大きな関心を抱いています。ルール上、ＡＧＩは人

間みたいに感情を持ち（そしてそれを読むのに仕草技能

が有効）、感情を操る効果や恐怖などの影響も受けます。
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ミューズとしてのインフォモーフ
　未発達のミューズを助手や仲間として頼るのではなく、

ＡＧＩであれ生物のエゴのバックアップであれ自分自身

のフォークであれ、完全に独り立ちしたデジタル知性

をそばに置きたがるキャラクターもいるでしょう。代わり

に、相乗りモジュールを持つキャラクターは両方を選

び、メッシュ接続にはミューズを乗せて相乗りモジュー

ルにはインフォモーフを乗せることができます。

　自前のモーフが無くても他人の頭の中に相乗りして

チームの活動に参加できるので、この手段はインフォ

モーフ・プレイヤー・キャラクターには極めて便利です。


