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『エクリプス・フェイズ』のプレイの最初の一歩は、自分の
キャラクターの確定です。このゲームと設定に不慣れなら、
細かいことを考えずにｐ 154～160 に掲載されているサン
プル・キャラクターから選択するのが一番簡単です。RPG
に詳しいかとにかく自分のキャラクターをもっと細かく管理
したいと思うなら、必要ならサンプル・キャラクターを雛型
に使って、一から作成することもできます。この章では、大
まかなコンセプトや性格から楽しい楽しいゲーム・データ
まで、順を追って説明していきます。

キャラクターの創造
どんなキャラクターにも二つの要素があります。一つ目
は、ゲームシステムに応じてキャラクターの得意なことや
苦手なこと（場合によっては可能なことや不可能なこと）を
規定するいくつかの数値と属性です。ですが、これらは単
なる数字ではなく、キャラクターの能力と関心（解釈を拡
大すれば経歴や教育や訓練や経験も）を決めるのに役
立ちます。キャラクター作成手順時に、こうした特徴を好
きなように割り当てたり調節したりやりくりしたりすることが
できます。自分のキャラクターをどんなものにするかという
考えが先にあれば、それを反映するように数字を最適化
することができます。代わりに、満足のいく結果になるまで
数値をいじり、それを基にキャラクターの過去を膨らませ
ることもできます。
どのプレイヤー・キャラクターにもある二つ目は、その性
格です。キャラクターを個人として特徴づけているものは
何ですか？ その興味を惹くものは何ですか？ 嫌いな
ものは何ですか？ 友人や同志や恋人、あるいは少なく
ともプレイするのに面白そうな人物とする様な、性格面で
の美点は何ですか？ どんな弱点や癖がありますか？
こうした質問は、それによって状態値や技能や特性を割り
当てる指針となるので、重要です。
キャラクター作成は一つ一つの段階を踏む手順です。
キャラクター作成の手順にランダム要素を含むゲームもあ
りますが、『エクリプス・フェイズ』は違います。自分のキャ
ラクターの設計の全要素に完全な支配権があるのです。
段階によっては、次の段階に進む前に完了させなければ
ならないものもあります。手順全体は『キャラクター作成段
階ガイド』サイドバーで細かく説明されています。

キャラクター作成段階ガイド
１．キャラクターのコンセプトの選択（ｐ 130）
２．経歴の選択（ｐ 131）
３．勢力の選択（ｐ 132）
４．無料ポイントの消費（ｐ 134）
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（ｐ 135）
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（ｐ 136～139）
e)特性を選ぶ（ｐ 136～145）
６．装備の購入（ｐ 137）
７．動機の選択（ｐ 138）
８．残った状態値の計算（ｐ 138）
９．キャラクターの細部の確定（ｐ 139）

元傭兵や元超資本主義者が手頃です。精力的で人生に
全力投球しありとあらゆるものを体験せずにはいられない
キャラクターはどうです？ それならハビタットの運び屋や
職業ゲートクラッシャーが気に入るかもしれません。
自分のキャラクターがチームの残りの短所を補い、でき
れば他の誰も持っていない技能の方向性をカバーするよ
う、他のプレイヤーと相談してください。他の誰かが既に
考古学の研究者をプレイしているのに、考古学の研究者
をもう一人作る理由はないでしょう。チームに腕利きの戦
闘スペシャリストやアシンクがいないなら尚更です。その
キャラクターのコンセプト
一方、チームが異星文明の考古学遠征に赴こうというの
キャラクターを作る前にどんな人物をプレイしたいのか
なら、研究者が二人以上（専門分野は別々）いても悪くな
を決めるのは、大抵はベストの選択です。自分のキャラク いかもしれません。
ターに合う単純なアーキタイプを選び、それを基にしま
基本的なコンセプトが固まったら、説明をいくつか追加
しょう。探検家をプレイしたいですか？ スパイや盗賊み
して一文で要約できるように肉付けしてみてください。最
たいな隠密系は？ 科学者みたいな頭脳系は？ 百戦
初のコンセプトが「異種社会学者」なら、「異星人の文化
錬磨の犯罪者や元警官は？ それとも民衆を煽る扇動家 に熱中し、＜使節＞の陳腐な贈り物を集め、不快要因
は好みですか？ 特定の性格傾向を決めてから関係の
（訳注：下水で育てた食用生物など、効率的ではあるが
ある職業を選ぶこともできます。陰謀の巧みな社交家なら、 不快な要素）に無頓着で親しい友人には知性化動物や
メディア・パーソナリティやブロガーやパーティー好きの社 AI が多い、進取の気質に富むアマチュア言語学者にし
交人をプレイできます。薬物乱用問題を抱えた底辺層の て優れた異種社会学者」と膨らませてください。そうすれ
爪弾き者が好みなら、＜大崩壊＞で家族と資産を失った ば、キャラクターのディティールが一段と深くなり、キャラク
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ターの長所と短所が明確になります。

情報生命体

経歴の選択

あなたは、デジタル知性、つまり人工汎用知能（AGI）と
してその存在を始めました。一部のハビタットではあなた
キャラクター作成の第一歩は経歴の選択です。生まれ
たのは＜大崩壊＞前の地球ですか？ ハビタットの共同 の存在そのものが違法です（＜大崩壊＞と聞いて暴走 AI
体で育てられましたか？ それとも肉体のない AI として存 を連想する人たちがいるので）。彼らの恐れる＜大崩壊
＞をもたらした繁殖 AI と違ってあなたの自己成長能力は
在を始めたのですか？
限られていますが、それでも完全に自律しています。
以下の一覧から経歴を一つ選択してください。それぞ
長所：インターフェース技能に+30、コンピュータ系技能
れの経歴で最初から一定の技能や特性や制限といった
特徴が得られるので、賢く選んでください。なお、経歴は （情報保安、インターフェース、プログラミング、調査）の購
あなたの出身であって現在ではありません。経歴は過去 入に必要な CP が半分
で、現在手を組んでいる相手を示すのは勢力です。未来 短所：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
は、もちろん、あなたが作るのです。
CP が倍
以下に示されている経歴は人類の多くをカバーしてい
一般的なモーフ：インフォモーフ、機械のモーフ
ますが、全てをカバーすることはできません。ゲームマス
ターが認めるなら、この一覧のものをバランス調整用の指
針として、収録されていない経歴をゲームマスターと一緒 孤立者
に作成しても構いません。
あなたは太陽系の外れに引きこもった集団の一員として
育ちました。その集団が宗教団体にしろカルトにしろ社会
的実験にしろ反技術集団にしろ単に孤独でいたい集団
漂泊者
あなたは太陽系を移動し続けている社会集団で育ちま にしろ、あなたの子供時代の全てではないにしても大半
した。彼らは自由貿易商や宙賊や小惑星採掘者や廃品 は、他の勢力から孤立していました。
漁りかもしれませんし、単なる移民労働者かもしれません。 長所：技能二つに+20
あなたはハビタットやステーションの間での気ままな宇宙 短所：開始時レプを-10
一般的なモーフ：特になし
旅行に慣れています。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特にないが、多いのはバウンサーとハイ
バーノイド

地球疎開民
あなたは地球で生まれ育ちましたが、悲惨な＜大崩壊
＞で地球を脱出し、かつての生活（おそらくは友人や家
族や愛する人も）を置き去りにしました。幸いにも体は無
事で、この太陽系でなんとか生活を続けています。
長所：操縦：地上機技能に+10、人脈（分野）技能一つに
+10、勇気に+1
短所：開始時クレジットは 2500 のみ（CP で増やすことは
可能）
一般的なモーフ：フラット、スプライサー

ハイパーエリート
あなたは多くの中心部ハビタットやハイパーコーポを支
配する不老不死の上流階級の一員として育つという特権
に浴しました。殆どの人には夢見ることしかできないような
富と影響力が、あなたの思いのままなのです。
長所：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
短所：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
一般的なモーフ：エグザルト、シルフ

ロスト
あなたは、＜大崩壊＞以来でも最大級の大失敗の生き
残りです。「ロスト世代」の一員であるあなたは促成幼少期
を過ごし、他のメンバーが死んだり発狂したり迫害された
りする中を何とか生き延びました（ｐ 233、『The Lost』を参
照）。あなたの経歴は社会的烙印ですが、それなりの長
所をもたらしています・・・苦しみもですが。
長所：知識技能二つに+20、特性／超能力（レベル１）
短所：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
一般的なモーフ：フューチュラ

月植民
あなたは、地球の衛星である月の窮屈なドーム都市や
地下ステーションで子供時代を過ごしました。地球に起
こった＜大崩壊＞は特等席で目撃しました。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：フラット、スプライサー

火星人
あなたは、今では太陽系一人口の多い惑星である火星
の、地表や軌道上で育ちました。あなたの故郷は＜大崩
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壊＞で滅んだかもしれませんし、そうでないかもしれませ
ん。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：フラット、スプライサー、ラスター

旧宇宙植民者
あなた、あるいはあなたの親は、宇宙に進出するために
地球から送り出された植民や労働者の第一「世代」に属
していたので、あなたは窮屈な宇宙旅行や古いステー
ションやハビタットでの生活に慣れています。「ゼロワン
ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ

G」（ゼロ G、第一 世 代 ）であるあなたは、エリートなんか
ではありませんでした。あなたのような経歴の持ち主は真
空労働者やハビタット技術者として何らかの専門的な訓
練を受けているのが普通です。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特になし。特殊なモーフが珍しくない。

一般的なモーフ：新鳥類、新ヒト科、オクトモーフ

勢力の選択
経歴を選んだら、次はキャラクターが所属している主な
勢力を選びます。この勢力はまず間違いなくキャラクター
が現在住んでいるハビタットやステーションを支配し、キャ
ラクターが手を組んでいる集団になると思いますが、必ず
しもそうとは限りません。自分の勢力の不満分子で、彼ら
の間で生活しつつもその核心ミームの一部（あるいは全
部）には反対していて、場合によっては波乱を産み出して
いるということも有り得ます。いずれにしろ、勢力というの
は＜大崩壊＞後のイデオロギー間衝突における自らの
姿を規定します。
以下の一覧から勢力を一つ選択してください。経歴と同
様に、勢力によって一定の技能や特性や制限といった特
徴が得られます。
以下に示されている勢力は人類社会で人数や影響力
に優れたものを採り上げていますが、他の勢力も存在す
るでしょう。ゲームマスターの裁量によっては、収録されて
いない勢力をゲームマスターと一緒に作成しても構いま
せん。

無政府主義者

あなたは社会階層に反対し、水平的な社会構造と直接
民主制の意思決定を好みます。権力は常に腐敗するも
あなたは地球で生まれ育ちましたが、＜大崩壊＞で生
ので、自分の生活に影響する決断には誰もが意見を述
き延びることはできませんでした。自分がそこで死んで
べるべきだと、あなたは信じています。中心部と木星フン
バックアップは宇宙に発信され、幸運にも新しいモーフに
タの原始的で規制マニアな意見によれば、無政府主義は
再載することができた少数派だということしか知りません。
良くて無責任なチンピラを、悪くするとテロリストを産み出
あなたは、何年もストレージで塩漬けになっていたり疑似
すそうです。あなたに言わせると、人民を経済的抑圧と暴
空間で過ごしたりインフォモーフ奴隷だったりしたするか
力による威嚇で抑え込んでいる政府がそんなことを言うの
もしれません。
はお笑い草なのですが。
長所：操縦：地上機技能に+10、人脈（分野）技能一つに
長所：技能一つに+10、人脈（自治主義派）技能に+30
+10、勇気に+2
短所：なし
短所：特性／記憶改竄、開始時クレジットはゼロ（CP で増
一般的なモーフ：特になし
やすことは可能）
一般的なモーフ：ケース、インフォモーフ、シンセ

再載者

アルゴノート

スカム生まれ
あなたは、スカムの荷船では珍しくもない漂泊の混沌と
した生活の中で育ちました。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特にないが、バウンサーが多い

知性化動物
あなたは人間ですらありません。チンパンジーやゴリラ
やオランウータンやオウムやカラスやタコといった知性化
動物として生まれたのです。
長所：乱戦技能に+10、知覚技能に+10、知識技能二つ
に+20
短所：開始時モーフは知性化動物であること

あなたは人類社会の不正と不平等の解決を模索する科
学的テクノ進歩主義運動の一員です。あなたはテクノロ
ジーと医療への自由なアクセス、生産におけるオープン
ソース・モデル、体形の自由と民主化に貢献しています。
人類社会の分化はその存続の妨げになると考えているた
め、派閥主義や対立的な政治は避けようとしています。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特になし

バルスーム人
火星の田舎と原野はあなたの故郷です。あなたは、地
方出身の下層階級火星人である「レッドネック」で、しばし
ばハイパーコーポのドームとタルシス同盟の政策や目的
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の衝突に巻き込まれます。
長所：自由走技能に+10、技能一つに+10、人脈（自治主
義派）技能に+20
短所：なし
一般的なモーフ：ケース、フラット、ラスター、スプライサー、
シンセ

僻地民
あなた（の勢力）は、人類社会や太陽系のよそで発生す
る様々なくだらない揉め事には関わりたがりません。あな
たの集団は独自の目的のために自ら孤立を求めている
のかもしれませんし、不評な価値観のせいで追放された
のかもしれません。あるいは単に、他人との触れ合いより
も宇宙の広大な虚空の方を好む一匹狼なのかもしれませ
ん。それとも、宗教的な狂信者や反文明主義者や夢想家
といった人類社会には全く関心がないタイプかもしれませ
ん。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特になし

犯罪者
あなたは犯罪指向の裏社会に関わっています。三合会
やナイト・カルテルや ID 団やナイン・ライブズやパックス・
ファミーラといった太陽系でも大手の犯罪勢力と組んでい
るのかもしれませんし、特定のハビタットで有力なより小規
模でローカルな組織と組んでいるのかもしれません。自ら
の実力と忠誠を証明した終身メンバーかもしれませんし、
気乗りしない新米かもしれませんし、次のゴトを探している
フリーランスかもしれません。
長所：脅迫技能に+10、人脈（犯罪者）技能に+30
短所：なし
一般的なモーフ：特になし

エクストロピア人
あなたは自由市場と私有財産に賛成する無政府主義
者です。あなたは政府を嫌い、警察や法律の問題が民間
企業によって扱われる社会システムを好んでいます。自
分を無政府資本主義者と考えているにしろ相互主義者だ
と考えているにしろ（エクストロピア人同士にしかわからな
い違いです）、あなたはハイパーコーポと自治主義派の
中間に立ち、双方と取引していますがどちらからも信用さ
ていません。
長所：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
交人かもしれませんし、しがない真空労働者かもしれませ
短所：なし
んが、安全と日常的自由のためには政治的自由をいくら
一般的なモーフ：特になし
か犠牲にしなければならないことは受け入れています。
長所：儀礼技能に+10、人脈（ハイパーコーポ）技能に
ハイパーコーポ
+20、人脈（分野）技能一つに+10
あなたはハイパーコーポが支配するハビタットの出身で 短所：なし
す。超資本主義的起業家かもしれませんし、享楽的な社 一般的なモーフ：エグザルト、オリンピアン、スプライサー、
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シルフ

木星人
あなたの勢力は権威的な体制とバイオ保守的なイデオ
ロギーと武断的傾向で知られています。あなたの出身が
どこであれ、テクノロジーは信用ならず、ヒューマンは
ヒューマン自身から守られなければならないのです。
ヒューマニティ

人 類 の生存を確保するには、自らの身を守れる必要
があり、無制限な成長は抑制されなければならないので
す。
長所：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
短所：開始時モーフはフラットかスプライサーであること。
ナノウェアや先進ナノテクは開始時には所持不可。
一般的なモーフ：フラットとスプライサー

を変え、新しい経験を試し、超えられる限界を突破し・・・
そしてそれについていけない連中をカモります。
長所：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
短所：なし
一般的なモーフ：特になし

社交人

あなたは、流行を打ち出したりミームを広めたり囁きや
仄めかしや裏取引で何人もの命を左右したりする、メディ
アだらけの社会的派閥である中心部の名士たちの一人
です。あなたは偶像にして熱烈な崇拝者です。文化は、
あなたにとっては単なる生活ではなく、選び取った武器な
のです。
長所：説得技能に+10、儀礼技能に+10、人脈（メディア）
技能に+20
短所：フラット、各種ポッド、知性化動物、機械のモーフで
月面人
ゲームを始めることができない
あなたは最初の地球外植民地だった月の出身です。今 一般的なモーフ：エグザルト、オリンピアン、シルフ
では人口過密な上に凋落している月は、住民が今でも地
球時代の民族や国家のアイデンティティにこだわってい
タイタン人
る数少ない場所の一つです。またあなたの家から見える
あなたはタイタン連邦の社会主義的サイバー民主制に
地球の姿は、ハイパーコーポによる封鎖を非難したり地
参加しています。自治主義派の他のプロジェクトと違って、
球に戻ってテラフォームして再び故郷として取り戻す権利
タイタンの共同努力がタイタン得票制で承認されて国有
があると主張したりする奪回派へと、多くの「月人」を駆り
マイクロコーポで運営されることで、印象的な社会基盤プ
立てる消えない象徴となっています。
ロジェクトが産まれることがあります。
長所：言語技能一つに+10、人脈（ハイパーコーポ）技能
長所：技術技能か学術（分野）技能二つに+10、人脈（自
に+20、人脈（環境主義者）技能一つに+10
治主義派）技能に+20
短所：なし
短所：なし
一般的なモーフ：ケース、エグザルト、フラット、スプライ
一般的なモーフ：特になし
サー、シンセ

変貌者
あなたの勢力には、もっと「人間らしく」なるために本当
の自分を捨てる気など毛頭ありません。あなたは自分の
運命が人類と絶対に結び合わさっているというわけでは
ない AGI かもしれませんし、非人間生物（あるいは少なく
とも自分の種）を保護振興しようと望む知性化動物かもし
れません。ひょっとしたら、人類の関心や価値観からあま
りにも離れすぎて今では自分特有の新しい生の軌跡を作
り出しているのだと考えているインフォモーフやポスト
ヒューマンかもしれません。
長所：技能二つに+10、人脈（分野）技能に+20
短所：なし
一般的なモーフ：インフォモーフ、シンセ、知性化動物

スカム
誰もが待ち望んでいた未来が今ここにあり、そしてあな
たはそれを満喫するつもりです。パラダイム・シフトが発生
し、他の勢力が追いすがっている間、あなたの勢力はそ
れを受け入れて大いに楽しんでいます。欲しくて手に入
らないものも、死人も、やれることの限界も有りません。ス
カムは新しい生き方にどっぷり漬かり、気に入るように己

究極主義者
あなたの勢力は人類の未来の可能性を追求し、他の人
類を弱くて享楽的だと見なして背を向けています。人類
は次の進化の段階に進む準備ができていて、能力を最
大限に生かせるよう自らを再設計する時が来ているので
す。
長所：技能二つに+10、人脈（分野）技能に+20
短所：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
一般的なモーフ：エグザルト、リメイド

金星人
あなたは金星のエアロスタットで構成される明星連盟の
支援者で、惑星連合を始めとする頑迷で保守的な中心
部の権力による影響力の増加に不満を抱いています。あ
なたは、自分の勢力の成功によって中心部政界における
守旧派のやり方を改革する機会が生まれると考えていま
す。
長所：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
短所：なし
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タイはキャラクターを作成する。彼女は、昔は月植
民だったが今では僻地民になっている回収／廃品漁
り系のキャラクターを作ることにした。経歴と勢力を組
み合わせた結果、人脈（自治主義派）技能に+20、人
脈（ハイパーコーポ）技能に+20、操縦：宇宙機技能
例 に+10、操縦：地上機技能に+10 が手に入る。また、
後で選ぶ他の技能二つ（一つは学術技能か職業技
能か技術技能）に+10 が得られる。
適性にはまず 105 ポイントがあるので、一つあたり
15 になる。彼女は自分のキャラクターを衝動的で反
社会的にしたいので、とりあえず社交力と意志力の両

方を 10 に落とす。また賢くて身軽にしたいので、余っ
た 10 点で認知力と反射力をそれぞれ 20 に上昇させ
る。結果、彼女の適性はこうなった。
認 運 直 反 社 身 意
20 15 15 20 10 15 10

例

また、無料で得られる１点の勇気と第一言語（中国
語）85 を記録する。
そして 5000 クレジットを得、レプスコアを＠レプとｃレ
プに均等に割り振り、それぞれを 25 にする。

一般的なモーフ：ケース、エグザルト、メントン、スプライ
サー、シルフ、シンセ

トか 0 クレジット）を与えられます。詳しくはｐ 137 の『装備
の購入』を参照してください。

無料ポイントの消費

レプ

あなたのキャラクターは完全な新米ではありません。任
それぞれの初期キャラクターは、レプや適性などに使用
する無料ポイントを一定量受け取ります。これらの無料ポ 意の人脈に割り振る 50 レプ・ポイントが得られます（ｐ
イントはキャラクター作成のほんの手始めに過ぎないので、 285、『Reputation and Social Networks』を参照）。
目標ほど高くできない値があっても気にしないでください。
キャラクター作成の次の段階で、自分のキャラクターを改 改造点の消費
造するための追加のポイントが手に入ります（次のページ
キャラクターの基本が出来上がったら、もっと調節する
の『改造点の消費』を参照）。
ために追加で改造点（CP）を消費することができます。各
キャラクターは 1000CP を与えられ、それを使って適性を
初期適性
上昇させたり技能や追加の勇気や追加クレジットを買っ
認知力、運動力、直観力、反射力、社交力、身体力、意 たりレプを上昇させたり有利な特性を得たりできます。ま
志力という七つの適性（『適性』を参照）に割り振る無料ポ た、自分のキャラクターを改造するための CP をもっと多く
イントが 105 点得られます（これで各適性の平均は 15 に 手に入れるために不利な特性を取得することもできます。
なるので、まず 15 を割り振ってから上下させるのが一番
こうした改造の手順はキャラクターを望むようにいじったり
簡単でしょう）。各適性には最低５点を割り振らなければ
特化させたりするためのものです。
ならず（ｐ 149 の特性／不向きがあれば例外です）、適性
もしゲームマスターが通常とは異なるレベルでのゲー
を 30 を超えて上昇させることもできません（ｐ 146 の特性 ム・プレイを望むなら、CP の量を調節できます。初期キャ
／卓越した適性があれば例外です）。なお、一部のモー ラクターが若かったり経験不足だったりするシナリオなら、
フ（例えばフラットやスプライサー）によって適性に上限が CP を 800 か、思い切って 700 に減らすことができます。
課されることもあります（ｐ 124 の『適性最大値』を参照）。
処理を簡単にするために適性の値を５の倍数にすること
改造点
をお勧めしますが、これは強制ではありません。
15CP=勇気１点

第一言語
各キャラクターは 70+直観力のレーティングで自然と身
についた言語技能を無料で習得しています。この技能は
CP で上昇させることも可能です（下記参照）。

初期勇気

10CP=適性１点
5CP=詭技一つ
5CP=専門化一つ
2CP=技能１点（61～80）

各キャラクターは１の勇気値を最初から持っています（ｐ
122 の『勇気』を参照）。

1CP=技能１点（60 まで）

クレジット

1CP=10 レプ

どのキャラクターも、キャラクター作成時に装備を購入す
るために、地球疎開民や再載者の経歴がなければ 5000
クレジット（こうした経歴があれば、それぞれ 2500 クレジッ

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。

1CP=1000 クレジット
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逆に、最初から老練なベテランを作りたいのなら、CP を
1100 か、場合によっては 1200 に増やすこともできます。
全ての改造が同じ値段というわけではありません。例え
ば適性は、技能一つと比べるとかなり大きな重要性があり
ます。それを反映するために、CP はそれぞれの上昇に
応じた特定の比率で費やされます。

知識技能は大きく分けて 5 種類ありますが、それぞれが
分野技能（ｐ 172）なので、別々の分野に対して何度も取
ることが可能です。
全技能の一覧はｐ 176 にあります。

専門化

Specialization（ｐ 173）を、一つあたり 5CP で購入するこ
適性の改造
とも可能です。能動技能にも知識技能にも専門化を購入
適性の上昇は、適性１点あたり 10CP とかなり高価です。 できます。各技能が持つことができる専門化は一つだけ
上記の通り、適性を 30 を超えて上昇させることはできま
で、専門化を購入するにはその技能のレーティングが 30
せん。ただし、モーフによって特定の適性にボーナスが
以上でなければなりません。
得られることも有ります。

追加クレジットの購入
勇気の上昇
勇気は 1 点あたり 15CP で上昇させることができます。
勇気の最大値は 10 です。

装備を買うための金がもっと欲しければ、1CP で 1000 ク
レジットが得られます。買い物の詳細についてはｐ 137 の
『装備の購入』を参照してください。追加クレジットのため
に消費できる CP は 100 が上限です。

習得技能
各キャラクターは最低でも 400CP 分の能動技能と
300CP 分の知識技能を購入しなければなりません（『技
能』を参照）。技能は 1 点あたり 1CP します。なお、習得
技能は関連適性のレーティングが初期値です。例えば、
ある技能を 30 まで上昇させたくてその技能の関連適性
が 10 なら、20CP を費やす必要があります。また、経歴や
勢力による技能ボーナスも、技能を上昇させる前に適用
してください。処理を簡単にするために技能の値を５単位
で購入することをお勧めしますが、これは強制ではありま
せん。
60 を超える技能の上昇はより高価になります。60 を超
える 1 点ごとの価格が倍になるのです。関連適性が 20 の
技能を 70 に上昇させるなら 60CP が必要になります（20
から 60 にするのに 40 点、60 から 70 にするのにもう 20
点）。
キャラクター作成時に習得技能を 80 を超えて上昇させ
ることはできません（ｐ 146 の特性／専門家があれば例外
ですが）。

レプの上昇
キャラクターに最初から多くの社会資本を持たせたけれ
ば、追加 10 点ごとに 1CP でレプスコアを上昇させること
ができます。どのレプスコアも 80 を超えてはならず、レプ
のために消費できる CP は 35 点が上限です。

開始時モーフ
あなたのキャラクターがプレイを始める際のモーフの購
入は、一番重要な CP の使い道かもしれません。これはあ
なたのキャラクターが人生を始めた時からずっと使ってい
る最初の肉体かもしれませんし、今着用しているだけの袖
に過ぎないかもしれません。
購入可能なモーフはｐ 139 から挙げられています。
なお、モーフによって得られる適性や技能のボーナス
は全ての CP を消費した後で適用されます。つまり、こうし
たボーナスはキャラクター作成時に適性や技能点を購入
する際の価格には影響しないのです。修正後の適性が
40 を超えてはいけません。
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（続き）：さてタイには改造用に 1000 点ある。彼女は
幸運でいたいので、まず 60（4×15）CP を消費して勇
気を 1 から 5 に上昇させた。また、自分のキャラクター
を注意深くしたいので、50CP（5×10）を費やして直
観力を 15 から 20 に上昇させた。この時点で 110CP
を消費している。
最低でも 400 点分の能動技能を購入しないといけ
ないので、次はそちらに取り掛かる。技能は適性が初
期値で 60 を超えると高価になると知っているので、
基本的に一つの技能には 40CP を消費する（一番高
い適性は 20 なので）ことにした。技能を選び、ポイン
トを割り当て、そして初期適性と合計する。
以下が最初の割り振りで、各技能に消費したポイン
トを記録し、（適性を加算した）合計値を括弧付きで
付け加えている。
例
ビーム武器（運）30（45）、登攀（身）30（45）、爆破
（認）40（60）、乱戦（反）30（50）、自由落下
（反）40（60）、パルクール（身）30（45）、ハードウェア：
航空宇宙（認）40（60）、潜入（運）30（45）、インター
フェース（認）20（40）、航法（直）40（60）、知覚
（直）40（60）、説得（社）20（30）、調査（認）20（40）、
収集（直）40（60）
これで 450CP になり、合計で 560CP を消費してい
る。
そして知識技能に 300 点を消費する。
学術：天体物理学（認）40（60）、学術：工学
（認）40（60）、学術：＜大崩壊＞史（認）40（60）、芸
術：彫刻（直）40（60）、関心：陰謀論（認）30（50）、言
語：英語（直）40（60）、職業：鑑定（認）40（60）、職業：
廃品取引（認）40（60）

これでもう 350CP になり、合計消費 CP は 910 にな
る。
経歴技能と勢力技能を加えると、人脈（自治主義
派）（社）30、人脈（ハイパーコーポ）（社）30、操縦：宇
宙機（反）30（50）、操縦：地上機技能（反）30（50）とな
る。自由に割り振れる+10 を乱戦に加算（60 に上昇）
し、もう一つの+10 も割り振って学術：経済学（認）30
にする。
残り 90CP で、タイはレプに取り掛かる。いいコネを
大量に欲しいので、両方のレプスコアを 30 ずつ上昇
させて 6CP を消費する。また、犯罪者系ともそれなり
の信頼性が必要だと考えて、CP をもう 4 点消費してｇ
レプを 40 にする。これで残りは 80CP だ。
タイのキャラクターには肉体が必要なので、彼女の
僻地民という宇宙を流離う生活にはバウンサーが一
例
番適していると考えた。これでもう 40CP で、消費でき
るのは後 40CP だ。
技能を見直した結果、操縦：宇宙機を 50 から 65 に
上昇させることにした。技能を 60 に上昇させるのに
10CP、そして 60 から 65 に上昇させるのにもう 10CP
がかかる。また、収集技能も 60 から 70 に上昇させた
いので、20CP かかる。これで CP をきれいに使い
切った。
ところが、特性に目を通した結果、自分の廃品漁り
には状況認識が欲しいと思った。10CP かかるので、
それを捻出するために別の不利な特性を取る必要が
ある。＜大崩壊＞で猛威を振るったナノウィルスによ
る神経ダメージ（共感覚）を選択した。
これでタイのポイントは使い尽されてプラスマイナス
ゼロになった。

詭技
特性の購入
特性というのは、あなたのキャラクターが持つ特別な特
徴で、有用なものも邪魔なものもあります。
有利な特性は特定の状況でボーナスをもたらし、それ
ぞれに必要 CP があります。有利な特性に費やせるのは
50CP までです。
不利な特性はキャラクターに不利益をもたらしますが、
その一方でキャラクターの改造に使用できる追加の CP
をもたらします。取得できる不利な特性は 50CP 分までで、
不利なモーフ特性は 25CP 分までです（モーフを複数購
入していても）。
有利な特性はｐ 145 に、不利な特性はｐ 148 に収録され
ています。なお、経歴や勢力によって得られる特性は CP
を必要としませんし提供もしません。
モーフ特性として記述されている特性は、エゴではなく
モーフに適用されます。キャラクターがモーフを交換した
らこうした特性は失われます（そして新しいモーフ特性を
得るかもしれません）。モーフ特性は、キャラクター作成時
には他の特性と同様に取得できます。

特性／超能力（ｐ 147）を購入したキャラクターは、CP で
詭技（ｐ 233、『Psi-Chi Sleights』を参照）を取得することが
できます。これらは、各キャラクターが身に付けた特定の
超能力です。詭技一つの購入には 5CP が必要です。
キャラクター作成時に購入できるのはプシー・カイ詭技五
つとプシー・ガンマ詭技五つが上限です。
なお、詭技による技能や適性へのボーナスは修正とし
て扱われますので、全 CP を支払い終えた後に適用され、
キャラクター作成時の技能や適性の価格には影響しませ
ん。

装備の購入
どの勢力の出身であろうと、キャラクター作成時の装備
の購入にはクレジットを使用します。前装備とその価格の
一覧は『Gear』の章（ｐ 296）に収録されています。装備の
価格を計算す時には、各価格分類の平均価格を使ってく
ださい。最低価格が記載されてる巨額なアイテムはその
最低価格を用います。
どのキャラクターも、標準型ミューズ（ｐ 332）という装備を
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最初から持っています。これはキャラクターの子供の頃か
らのデジタル AI 仲間です。更に、各キャラクターは一カ
月のバックアップ保険（ｐ 331）を最初から無料で持ってい
ます。
キャラクター作成時に買える装備については、ゲームマ
スターの許可以外の制限はありません。プレイヤーもゲー
ムマスターも、キャラクターの経歴と勢力を考慮してくださ
い。ハビタットによっては完全に禁止されていないとしても
厳しく規制されるであろう装備もあるので、そうした場所出
身のキャラクターが何者でどうやってそうした装備を手に
入れることができたのかについてのもっともらしい説明が
必要です。そうした説明がなければ、ゲームマスターはそ
の装備を却下することができます。ゲーム開始時の土地
柄も考慮してください。規制だらけの木星共和国出身の
キャラクターは、違法な豊穣機をどうやって手に入れたか
の説明に四苦八苦するかもしれませんが、何でも手に手
に入る何でもありのスカムの荷船の中がゲームの舞台な
らばこうした説明はずっと簡単になります。
クレジットによる装備の購入には、追加のモーフの購入
という例外が一つあります。キャラクター作成時に追加の
モーフを買うことは可能ですが、CP で購入しなければな
りません。またどのモーフを着用しているかを決めなけれ
ばなりません。そして追加のモーフには肉体銀行サービ
スの手数料（ｐ 331）も必要です。
なお、装備による技能や適性へのボーナスは修正とし
て扱われますので、全 CP を支払い終えた後に適用され、
キャラクター作成時の技能や適性の価格には影響しませ
ん。
装備価格
分類

範囲（クレジット）

平均（クレジット）

少額

1-99

50

低価

100-499

250

手頃

500-1499

1000

高価

1500-9999

5000

巨額

10000 以上

20000

動機の選択

動機の実例表
異星人との接触
無政府主義
芸術表現
バイオ保守主義
教育
探検
名声
ファシズム
享楽
超資本主義
不老不死
リバタリアニズム
火星解放
体形の自由
ナノ環境主義
オープンソース
個人的キャリア
個人的成長
慈善
保全主義
地球奪回
宗教
研究
（AI／インフォモーフ／知性化動物）の権利
（AI／インフォモーフ／知性化動物）の奴隷制
社会主義
テクノ進歩主義
復讐
金星独立
富

さい。動機が後で変化することもあります（ｐ 152、『動機の
変更』を参照）。動機によってプレイ中に勇気（ｐ 122）を回
復したり追加のレゾ点を得たりする（ｐ 385）ことができます。
動機は、短い単語かフレーズに賛否を示すプラスかマ
イナスの記号を付けて、キャラクター・シートに記載してく
ださい。例えば、「＋名声」ならあなたのキャラクターは有
名なメディア・パーソナリティになりたがっていることを示し
ますし、「－地球奪回」なら地球の奪回には反対だという
ことです。

次の段階では、キャラクターの個人的な動機（ｐ 120、
最後の仕上げ
『動機』を参照）を三つ選択します。これらは、あなたの
全部決めたところで、最後の仕事がいくつかあります。
キャラクターが追求する、イデオロギーや目的という形の
ミームです。「地元の三合会のボスを打倒する」といった
具体的なものでも「超資本主義の推進」といった漠然とし 未決定の状態値
たものでも構いませんし、短期間のものでも長期間のもの
でも構いません。動機の実例表に、動機の例がいくつか
さて、いくつかの状態値を計算してキャラクター・シート
あります。動機は話の流れを進めるのに使ったりキャラク
に記述してください。
ターの目的を中心として特別なシナリオを作ったりできま
すので、動機を選ぶ時にはゲームマスターと協力してくだ ・理性値（ｐ 122）は意志力×２です。
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・トラウマ基準値（ｐ 122）は理性値÷５（端数切り上げ）で
す。
・発狂値（ｐ 122）は理性値×２です。
・イニシアティブ（ｐ 121）は（反射力＋直観力）÷５（端数
切り上げ）です。
・接近戦で使用するダメージ・ボーナス（ｐ 122）は身体力
÷１０（端数切り捨て）です。
・死亡値（ｐ 121）は、バイオモーフなら耐久値×1.5（端数
切り上げ）、シンセモーフなら耐久値×２です。
・行動値（ｐ 121）は１（インフォモーフなら３）で、インプラン
トによる修正を受けます。

キャラクターの細部を決める
キャラクター作成の最終段階は、細部の穴埋めと、全体
像の想像です。キャラクターの経歴は過去の説明の手始
めとしては悪くありませんが、もっと膨らませることができま
す。子供の頃はどんなことを考えていました？ 経歴との
つながりは今でも残っていますか？ そうした過去からど
うやって現在の勢力に参加したのですか？ 自分の勢力
の目的に全面的に賛成ですか、それとも自分は反対派
ですか？ 他の勢力をどう思っていますか？
次に、技能などの特徴的な部分に目を向けてください。
それらもまた物語を産み出します。こうした技能をどうやっ
て身に付けたのですか？ なぜ見に付けたのですか？
どうやってレプスコアを増やした（あるいは増やしていな
い）のですか？ 人脈技能が示す集団とはどうやってコネ
を作ったのですか？ 特性はどんな影響を及ぼしていま
すか？ 現在のモーフはどうやって手に入れたのです
か？ 生まれつきのものですか？ そうでないとしたら、最
初の肉体はどうなったのですか？
そして動機という大きな要素も考慮すれば、こうした質
問はどれもキャラ立ての役に立ちます。もちろん、全ての
要素を穴埋めする必要はありません。後で決められるよう
いくつかの空白を残しておいても問題はないのです。で
すが、ここまでの推測を組み合わせれば、キャラクターを
単なる雛型ではなく有機的でユニークな個人として描くの
に役立ちます。

最後に、何分かかけて、キャラクターを他人に向けて描
写するのに使える個性的な特徴や個人的な癖を考えてく
ださい。喋り方や強く打ち出している態度やよく使うキャッ
チフレーズや個性的な外見や服装や反復する行動や不
快な癖など、簡単に思いつくもので構いません。他のプレ
イヤーはこうした特異性を活用してロールプレイの機会を
掴むことができます。

開始時モーフ
それぞれのモーフには必要 CP があります。また、耐久
値と負傷基準値、そして場合によってはイニシアティブと
行動値と一部の適性や習得技能への修正も記述されて
います。クレジットでの価格もありますが、これはゲームプ
レイ中にそのモーフを買う場合の値段です。
多様な適性ボーナス：モーフによってはプレイヤーが選
んだ適性にボーナスが適用されることもあります。これは、
全てのモーフが全く同じというわけではないことを示すも
のです。こうした汎用の適性ボーナスを適用する場合、そ
れぞれの修正は別々の適性に適用してください。その
モーフが既に上昇させている適性を強化することはでき
ません。一度特定のモーフに適用された適性ボーナスは、
そのモーフに固定されます（もし別のキャラクターがその
モーフを再着用しても、ボーナスは変わりません）。

バイオモーフ
バイオモーフは完全に生物な袖（殆どはインプラントを
備えていますが）で、自然出産か人工子宮で産まれ、普
通の速度か若干加速した速度で成長させられます。

フラット
基本的な無改造人間で、先天的な欠陥や遺伝病といっ
た進化が心を込めて贈る遺伝変異と共に生まれています。
フラットの大半は＜大崩壊＞で死んだので、人数はます
ます少なくなっています。今の子供の殆どは、フラットが
二級市民や奉公労働者として扱われているハビタットでも
なければ、少なくとも遺伝病の浄化と遺伝子修復を受け
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ているスプライサーです。
インプラント：なし
適性最大値：20
耐久値：30
負傷基準値：6
短所：特になし（特性／遺伝的欠陥が一般的）
必要 CP：0
必要クレジット：高価

オリンピアン

持久力や目と手の連携や心血管機能といった運動能
力を強化したアップグレード版の人間です。運動選手や
ダンサーや運び屋や兵士の間で一般的です。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック
適性最大値：30
耐久値：40
負傷基準値：8
長所：運動力+5、反射力+5、身体力+10、他の適性一つ
スプライサー
に+5
遺伝子を修復された人間です。ゲノムから遺伝病が浄
必要 CP：40
化され、外見と健康を重視して最適化されていますが、そ 必要クレジット：巨額
れ以外の大幅な強化はありません。人類の大半を占めて
います。
シルフ
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック
メディアの有名人や上流の社交人やＸＰスターやモデ
適性最大値：25
ルやナルシストのために特注されたモーフです。遺伝子
耐久値：30
配列は際立った美貌をもたらすよう特別に設計されてい
負傷基準値：6
ます。妖精のように優美な特徴が、ほっそりして柔軟な体
長所：適性一つに+5
型と並んで一般的です。また不快な体臭が発生しないよ
必要 CP：10
う新陳代謝が殺菌されていて、万人を惹きつけるフェロモ
必要クレジット：高価
ンを発しています。

エグザルト
遺伝子強化を受けた人間で、何らかの特徴を強調する
よう設計されています。より健康でより賢くより魅力的にな
るよう、遺伝子コードを調整されています。延ばされた寿
命の間ずっと壮健さを保ちやすくするよう新陳代謝を改
造されています。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック
適性最大値：30
耐久値：35
負傷基準値：7
長所：認知力+5、他の適性三つに+5
必要 CP：30
必要クレジット：巨額

インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、新陳代謝浄
化、皮質スタック、フェロモン強化
適性最大値：30
耐久値：35
負傷基準値：7
長所：特性／美貌（レベル１）、運動力+5、社交力+5、他
の適性一つに+5
必要 CP：40
必要クレジット：巨額

バウンサー

ゼロＧや微重力の環境に遺伝子を適応された人間です。
脚はより柔軟で、足で手と同じように物をつかむことがで
きます。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、
メントン
握力パッド、予備酸素、器用な脚
認知能力、特に学習能力と独創性と注意力と記憶力を 適性最大値：30
増すよう遺伝子改造されています。更に極端な知性改造 耐久値：35
を施した超強化メントンについての噂もありますが、脳の
負傷基準値：7
改造は難しいことで有名で、多くの知的能力を再設計し
長所：特性／柔軟（レベル１）、運動力+5、身体力+5、他
ようという試みが機能不全や不安定性や発狂をもたらしま の適性一つに+5
した。
必要 CP：40
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、 必要クレジット：巨額
直感像記憶、超言語力、超計算力
適性最大値：30
フュリー
耐久値：35
戦闘用モーフです。耐久力や筋力や反射神経を重視
負傷基準値：6
して調整された遺伝子と攻撃性と狡猾さを重視した行動
長所：認知力+10、直観力+5、意志力+5、他の適性一つ
修正を特徴とした遺伝子組換人間です。気ままな傾向と
に+5
マッチョな行動パターンを抑えるため、群れメンタリティと
必要 CP：40
協調性を強化する遺伝子配列も備えていて、多くは肉体
必要クレジット：巨額
的には女性です。
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インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、バイオ繊維
装甲（軽装）、皮質スタック、強化視覚、神経化学強化、
毒物濾過
適性最大値：30
行動値修正：+1（神経化学強化）
耐久値：50
負傷基準値：1
長所：運動力+5、反射力+5、身体力+10、意志力+5、他の
適性一つに+5
必要 CP：75
必要クレジット：巨額（最低４万）

個人的助手や超資本主義者にも好まれています。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、体内時間調
整、皮質スタック、冬眠機能
適性最大値：25
耐久値：35
負傷基準値：7
長所：直観力+5、他の適性一つに+5
必要 CP：25
必要クレジット：巨額

ネオテニック

子供のような体型を維持するよう改造されたトランス
ヒューマンです。小さくて敏捷で探究心が強く資源の消費
「ロスト世代」のために特別に作られた、エグザルトの一種 も少ないので、ハビタット生活や宇宙船にうってつけです。
です。促成に対応していて自信や自立性や適応力を重
ネオテニックを不快に思う（一部のメディアやセックス労働
視して調節されていて、人類がその足掛かりを取り戻す
職で使われるには特に）人たちもいます。
のに役立つはずでした。計画は大失敗に終わって製造
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック
は中止されましたが、今でも残っているモデルがあり、悪 適性最大値：20（身体力）、30（それ以外）
趣味だと思われることもあれば収集品や珍品と思われるこ 耐久値：30
ともあります。
負傷基準値：6
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、 長所：運動力+5、直観力+5、反射力+5、他の適性一つに
直感像記憶、感情抑制
+5、小さな目標として扱われる（戦闘で攻撃を命中させる
適性最大値：30
際には-10 修正）
耐久値：35
必要 CP：25
負傷基準値：7
必要クレジット：巨額
長所：認知力+5、社交力+5、意志力+10、他の適性一つ
に+5
リメイド
必要 CP：40
根本的に再設計されたヒューマン、いわばヒューマン
必要クレジット：巨額（極めて珍しいので最低５万）
2.0 です。心血管能力は強化され、消化管は弱点をなく

フューチュラ

すよう殺菌再構成され、他の部分も様々な遺伝子組換改
造によって知力と体力を高めて寿命が延びるよう最適化
戦闘への活用もある程度は考慮されていますが、主な
されています。究極主義者の間で好評です。外見は
設計目的は隠密と潜入です。遺伝子特性は速度と敏捷
ヒューマンに似ていますが、長身や禿頭や若干細長い頭
性と反射神経を重視していて、精神は忍耐強さと問題解 蓋や幅の広い目や小さな鼻や歯に細長い指と、明確で
決を重視して改造されています。
場合によっては不気味な違いがあります。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、カメレオン皮 インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、体内時間調
膚、皮質スタック、アドレナリン噴出、強化視覚、握力パッ 整、新陳代謝浄化、皮質スタック、直感像記憶、強化呼
ド
吸器、気温耐性、毒物濾過
適性最大値：30
適性最大値：40
耐久値：45
耐久値：40
負傷基準値：9
負傷基準値：8
長所：運動力+10、反射力+5、身体力+5、意志力+5、他の 長所：認知力+10、社交力+5、身体力+10、他の適性二つ
適性一つに+5
に+5
必要 CP：70
短所：特性／不気味の谷
必要クレジット：巨額（最低４万）
必要 CP：60
必要クレジット：巨額（最低４万）

ゴースト

ハイバーノイド
睡眠パターンと新陳代謝プロセスを大幅に変更したした
遺伝子改造人間です。必要な睡眠が少なく、１日当たり
平均１～２時間しか必要ありません。また、一種の自発的
冬眠に入って新陳代謝を殆ど止めてわずかな酸素しか
必要としないようになることもできます。長距離宇宙旅行
者やハビタット技術者にはうってつけですが、２４時間戦う

ラスター
この遺伝子組み換えモーフはテラフォーミングの完了し
ていない火星の環境でも最低限の装備で生存できるよう
適応していて、体温をよりうまく維持するための絶縁皮膚
と必要な酸素が少なく二酸化炭素をカットする呼吸器の
強化などを特徴としています。
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負傷基準値：6
長 所：運動力+5、直観力+5、身体力
+5、他 の適性一つに+5、登攀技能に+10
必要 CP： 25
必要クレジッ ト：巨額

オクトモーフ
知性化タコの袖で、 無重力環境では極めて有用です。
八本の腕と肌の色を カメレオンのように変える能力と墨
袋と鋭い嘴をもっています。また脳が増量されると共に寿
命も延ばされ、空気 中でも水中でも呼吸可能で、骨格
がないので狭い場所 にも潜り込めます。無重力では腕
の吸盤を使って泳い だり空気を噴出して推進したりする
のが普通で、低重力 では二本の腕で歩くことすら可能
です。
インプラント：基本バイオ改
目には色覚を付与 され、全方位を見ることができ、細
造、メッシュ接続、皮質スタック、 長い瞳が「上」を向く よう回転調節しています。遺伝子組
強化呼吸器、気温耐性
み換え声帯によって 喋ることも可能です。
適性最大値：25
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、
耐久値：35
カメレオン皮膚
負傷基準値：7
適性最大値：30
長所：身体力+5、他の適性一つに+5
耐久値：30
必要 CP：25
負傷基準値：6
必要クレジット：巨額
長所：八本の腕、嘴の攻撃（1d10 DV、素手戦闘技能を
使用）、墨の攻撃（目くらまし、特殊射撃：墨の攻撃技能を
新鳥類
使用）、特性／柔軟（レベル２）、全方位視野、水泳技能
人間レベルまで知性化されたカラスやオウムなどです。 に+30、登攀技能に+10、運動力+5、直観力+5、他の適性
肉体的サイズは知性化されていない同種よりもずっと大き 一つに+5
く（人間の子供サイズ）、脳の増大に伴って頭も大きくなっ 必要 CP：50
ています。翼には様々な遺伝子組換改造が施され、１Ｇ
必要クレジット：巨額（最低３万）
でもある程度は飛行できますが、うまく曲げたり折り畳んだ
りできるよう鳥よりも蝙蝠に似た構造になっていて基本的 ポッド
な道具操作のために原始的な指が付け加えられていま
ポッド（「ポッド人間」に由来）は培養タンク製で脳が殆ど
す。爪先も関節が増やされていて反対側には親指があり
発達していない生身の肉体をインプラントしたコンピュー
ます。新鳥類は微重力環境にはうまく適応していて、体格
タとサイバネティック・システムで補強したものです。普通
が小さくて消費するリソースが少ないことで好まれていま
はＡＩが操作していますが、ポッドが奴隷労働に使われて
す。
いて社会的に嫌われているステーションもありますし、完
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック
全に違法になっている場所もあります。ポッドは作製時に
適性最大値：25（身体力は 20）
促成され、殆どの場合はパーツ単位で培養されてから組
耐久値：20
み立てられるので、肉体の設計には若干の簡略化と限界
負傷基準値：4
があり、インプラントと定期的なメンテナンスによってそれ
長所：嘴や爪の攻撃（1d10 DV、素手戦闘技能を使用）、
を補っています。生殖能力はありません。多くのハビタット
飛行、直観力+5、反射力+10、他の適性一つに+5
では、ポッドの法的地位は激しい議論の最中です。
必要 CP：25
特に記述がなければ、ポッドはルール上バイオモーフと
必要クレジット：巨額
して扱います。

新ヒト科
知性化されたチンパンジーやゴリラやオランウータンで
す。どれも知性が強化され二足歩行骨格を備えています。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、
器用な脚
適性最大値：25
耐久値：30

快楽ポッド
快楽ポッドは、夜の娯楽のためだけに設計された人造
人間という見た目そのままの存在です。性感帯には神経
群が追加され、局部の筋群の運動機能に優れ、フェロモ
ンが強化されて新陳代謝は殺菌され、愛撫に向いた遺伝
特性を持っています。もちろん、容姿端麗で魅力的に作
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られていて、他の部分も強化されています。快楽ポッドは
男にも女にも両性にも無性にもその他の性的バリエー
ションにも思いのままに性別を変えることができます。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、新陳代謝浄
化、皮質スタック、義脳、フェロモン強化、記憶力強化、指
人形機能、性変換
適性最大値：30
耐久値：30
負傷基準値：6
長所：直観力+5、社交力+5、他の適性一つに+5

操作で制御されるのが普通ですが、＜大崩壊＞後に使
えるバイオモーフが足りないせいで多くのインフュジーが
より安くて生産も速くて手軽に手に入る機械の殻を再着
用する羽目になりました。それでも多くのハビタットでは、
貧しくて他の選択がない者だけが再着用を受け入れる選
択だと、軽蔑の眼差しを向けられています。ですが、機械
のモーフにも長所がないわけではなく、雑用や重労働や
ハビタット建設や警備業務では広く使われています。
どのシンセモーフにも以下の長所があります。

・生物的機能の欠如。呼吸や食事や排泄や老化や睡眠
といった、細かいけれど生物にとっては重大な要素に煩
わされることはありません。
・痛覚遮断。痛覚受容体を停止させることができるので、
負傷や物理的ダメージに行動を妨げられることはありませ
ん。これによって負傷一つによる-10 修正（ｐ 207、
労働ポッド
こうした基本的なポッドはエグザルトと機械のあいのこで、 『Wound Effect』を参照）を無視することができますが、触
覚による知覚テストに-30 修正を課され、（修正込みでの）
人間とは殆ど区別がつきません。労働ポッドは人間との
知覚テストに成功しなければダメージを受けたことにすら
関わりが必要な雑用職でしばしば用いられます。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、皮質スタック、 気付きません。
・電撃武器への耐性。シンセモーフに電撃で乱されるよう
義脳、記憶力強化、指人形機能
な神経系は存在しませんし、光学電子機器は干渉から注
適性最大値：30
意深く遮蔽されています。ですが、電撃攻撃によって、そ
耐久値：35
れが有効な間は無線通信機能が一時的に使えなくなる
負傷基準値：7
かもしれません。
長所：身体力+10、他の適性一つに+5
・環境耐性。シンセモーフは塵だらけの火星からエウロパ
短所：特性／社会的烙印（ポッド）
の海から宇宙の真空まで、様々な環境に耐えられるよう
必要 CP：20
に製造されています。よほど極端な温度や気圧でもなけ
必要クレジット：高価
れば、その影響を受けません。気温耐性（ｐ 305）と真空
気密（ｐ 306）として扱います。
ノヴァクラブ
・頑強。機械の殻は長持ちするよう作られていて、高い耐
家畜化されたヤシガニとクモガニを基にバイオ工学で設
久値と組み込み装甲値にそれが反映されています。また
計されていて、より大型（人間サイズ）に成長しています。
機械という構造のお陰で物理的打撃がより強烈になって
長さ２メートルの脚が１０本、と巨大な爪とチキン質の装甲
います。人間サイズ以上の殻による素手攻撃のＤＶ修正
があるため、真空労働者や警察や護衛の仕事だけでなく
に+2 を適用してください。
過酷な作業環境にもうってつけです。登攀と微重力活動
に長け、真空から深海まで様々な大気圧（そして突然の
ケース
気圧変化）にも耐えられます。複眼（解像度は人間に相
＜大崩壊＞によって発生した何百万人ものインフュ
当します）とえらがあり、５組目の脚には器用な操作がで
ジーに手頃な再肉化の選択を提供するために開発され
きる指があり、遺伝子組換による声帯もあります。
インプラント：基本バイオ改造、メッシュ接続、甲皮装甲、 た、極めて安価な大量生産品のロボット殻です。様々な
種類のケースが存在しますが、どれも粗悪な安物だとみ
皮質スタック、義脳、記憶力強化、予備酸素、指人形機
なされています。殆どのケースは一応人間型をしていて、
能、気温耐性、真空気密
直立すると平均的な人間よりも若干背が低くて痩せた体
適性最大値：30
形をしています。
耐久値：40
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
負傷基準値：8
脳、記憶力強化
長所：脚１０本、甲皮装甲（11/11）、爪の攻撃（DV
移動形態（移動力）：歩行（4/16）
2d10）、身体力+10、他の適性二つに+5
適性最大値：20
必要 CP：60
耐久値：20
必要クレジット：巨額（最低３万）
負傷基準値：4
短所：適性一つに-5、特性／不良品、特性／社会的烙
機械のモーフ
印（うるさいブリキ）
機械のモーフは完全に人工のロボットです。ＡＩか遠隔
必要 CP：5
所：特性／社会的烙印（快楽用ポッド）
必要 CP：20
必要クレジット：高価
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必要クレジット：手頃

シンセ
人間型のロボット殻（アンドロイドやガイノイド）です。基
本的にはポッドに向かない場所での雑用に使われていま
す。モーフの中ではかなり安い方なので、すぐ手に入る
肉体や安い肉体や単なる一時しのぎの肉体が必要な
人々によって広く用いられています。外見は人間型です
が、人工偽装オプション（ｐ 311）がなければ生物でないこ
とは簡単にわかります。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、記憶力強化
移動形態（移動力）：歩行（4/20）
適性最大値：30
耐久値：40
負傷基準値：8
長所：身体力+5、他の適性一つに+5、装甲 6/6
短所：特性／社会的烙印（うるさいブリキ）、特性／不気
味の谷
必要 CP：30
必要クレジット：高価

アラクノイド
体長１メートルで二つの節に分かれた体を持ち、蜘蛛や
シロアリのような小さな頭を持つ蜘蛛型のロボット殻です。
長さ 1.5 メートルの格納可能な肢を４組持ち、体軸を中心
に回転することができ、短距離跳躍の可能な圧縮ジャッ
キを内蔵しています。それぞれの肢の操作爪を小型車輪
にスイッチして高速滑走も可能です。頭に近い小型の操
作アームによって細かい手作業や道具の使用もできます。
無重力環境では、肢を格納して空気指向推進で移動しま
す。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、視覚強化（視覚による知覚テストに+20）、追加の肢
（合計 10 本）、ライダー、記憶力強化、空気圧肢、レー
ダー
移動形態（移動力）：歩行（4/24）、指向推力（8/40）、車
輪（8/40）
適性最大値：30
耐久値：40
負傷基準値：8
長所：運動力+5、身体力+10、装甲 8/8
必要 CP：45
必要クレジット：巨額（最低４万）

ドラゴンフライ
このロボット・モーフは体長１メートルの柔軟な殻に幾つ
もの羽根と器用な腕を付けた姿をしています。地球の重
力でほぼ無音のターボファン併用飛行が可能で、微重力
では更にうまく飛ぶことができます。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、記憶力強化
移動形態（移動力）：羽根（8/32）

適性最大値：30（身体力は 20）
耐久値：25
負傷基準値：5
長所：飛行、反射力+5、装甲 2/2、小さな目標として扱わ
れる（戦闘で攻撃を命中させる際には-10 修正）
必要 CP：20
必要クレジット：高価

フレックスボット
多目的機能を果たすよう設計されていて、様々な状況と
作業に応じて殻を変形させることができます。中心フレー
ムは５～６個の連動した変形可能なモジュールで構成さ
れていて、多脚型や触手やホバークラフトを始めとする
様々な体形に自動変身することが可能です。各モジュー
ルは独自のセンサー・ユニットと「入れ子ロボット」型のフラ
クタル分岐指（マイクロメートルサイズまで細かく分解でき
るので超精密操作が可能）を備えています。フレックス
ボット制御用のコンピュータも複数のモジュールに分散し
ています。一代のフレックスボットは大型犬くらいの大きさ
しかありませんが、大規模な質量操作のために複数のフ
レックスボットが合体し、爆破や発掘や製造やロボット組
立といった力仕事をこなすことすらできます。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、フラクタル指、記憶力強化、モジュール型設計、ナノ
顕微視力、体形調整
移動形態（移動力）：歩行（4/16）、ホバー（8/40）
適性最大値：30
耐久値：25
負傷基準値：5
長所：装甲 4/4、合体していないフレックスボットは小さな
目標として扱われる（戦闘で攻撃を命中させる際には-10
修正）
必要 CP：20
必要クレジット：巨額（最低３万）

リーパー
バイオモーフ兵士の代わりに使われている一般的な戦
闘用モーフで、基本的に遠隔操作や自律性ＡＩが動かし
ています。リーパーの中心部は装甲円盤なので、その場
で振り返ることができますし敵に晒す輪郭も細くなってい
ます。微重力での移動には指向推進ノズルを使用し、長
距離の高速移動にはイオンドライブも活用しています。フ
レームの内部には４本の脚／操作腕と４基の武器ポッド
が格納されています。リーパーの殻はスマート素材ででき
ているので、こうした四肢や武器マウントを好きな方向に
向けることができますし、形や長さを変えることすらできま
す。重力下では、四肢を２本か４本使って歩いたり跳んだ
りします。数多くの戦争ＸＰのお陰で悪名高く、殆どのハ
ビタットでは、持ち込んだら、たとえ逮捕されなくとも嫌が
られるのは間違いありません。
強化：全方位視野、アクセス・ジャック、閃光耐性、メッシュ
接続、皮質スタック、義脳、追加の肢（４本）、磁力システ
ム、記憶力強化、空気圧肢、指人形機能、レーダー、反
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射増幅、体形調整、構造増強、Ｔレイ照射機、武器マウン
ト（関節付き、４個）
移動形態（移動力）：歩行（4/20）、跳躍（4/20）、イオン
（12/40）、指向推力（4/20）
適性最大値：40
行動値修正：＋１（反射増幅）
耐久値：50（構造増強により 60）
負傷基準値：10（構造増強により 12）
長所：肢４本、運動力+5、反射力+10（反射増幅を含める
と+20）、身体力+10、装甲 16/16
必要 CP：100
必要クレジット：巨額（最低５万）

スリセロイド
道具を使うための格納可能な腕を２本持つ、体長２メー
トルの金属製の分節蛇の形をした機械の殻です。蛇型
ボットはとぐろを巻いたり身体をひねったり球形や円形に
身を丸めたりでき、這ったり穴を穿ったり転がったり腕で
体を引っ張ったりして移動します。各種センサーと制御コ
ンピュータは頭部にあります。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、強化視覚、記憶力強化
移動形態（移動力）：蛇行（4/16、転がるなら 8/32）
適性最大値：30
耐久値：45
負傷基準値：9
長所：運動力+5、身体力+5、他の適性一つに+5、装甲
8/8
必要 CP：40
必要クレジット：巨額

インフォモーフ
デジタルのみの形態で、物理的な肉体がありません。し
ばしば他人の屋根乗りモジュール（ｐ 307）にミューズの代
わりに（あるいは追加して）搭載されています。インフォ
モーフについての完全なルールはｐ 265 にあります。
強化：記憶力強化
適性最大値：40
行動値修正：＋２
短所：物理的形態がない
必要 CP：0
必要クレジット：0

特性
特に記述がなければ、掲載されている特性はエゴ特性
です。

有利な特性
特定の状況でキャラクターにボーナスをもたらします。

適応性
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
キャラクターにとって再着用はどうということありません。
他の人たちよりもずっと早く新しいモーフに適応します。
一体性テスト（ｐ 271）と疎外テスト（ｐ 272）にレベルあたり
+10 の修正を適用します。

味方

必要 CP：30CP
時々支援を求めることができる何らかの影響力ある集団
スウォーマノイド
に属しているか、関係しています。例えば、かつてのゲー
厳密には、独立した一個の殻ではなく、昆虫サイズの超
トクラッシュ仲間や以前勤めていた研究所の同僚や所属
小型ドローン・ロボットが何百個も集まった群れです。そ
している犯罪組織や上流階級の派閥かもしれません。
れぞれの「虫」は這ったり転がったり何メートルか跳んだり、
キャラクターとその集団にはどんな関係があり、そしてな
あるいは回転翼で超小型ヘリとして宙に浮いたりすること
ぜ助けを求めることができるのかを、ゲームマスターとプ
ができます。制御コンピュータと皮質スタックと知覚系は
レイヤーで決めてください。一回のゲームセッションで二
群れのあちこちに分散しています。おおよそ子供サイズ
度以上助けを求めたりといった風に味方が乱用されること
の形に「集まる」こともできますが、全体として何かをつか
がないよう、ゲームマスターは気を付けてください。また、
んだり持ち上げたり支えたりといった物理的な作業に取り
キャラクターとその集団との関係は一方的なものではあり
組むことはできません。それぞれの虫は電子機器とのイン
ません。しばしば彼らのために仕事をこなすよう求められ
ターフェース性能は優れています。
るでしょう（シナリオに使える潜在的な話のネタです）。
強化：アクセス・ジャック、メッシュ接続、皮質スタック、義
脳、記憶力強化、群構造
両手利き
移動形態（移動力）：歩行（2/8）、跳躍（4/20）、回転翼
必要 CP：10CP
（4/32）
どちらの手でも同じくらい器用に物を扱うことができます
適性最大値：30
（ｐ 206、『Wielding Two or More Weapons』で述べられて
耐久値：30
いるような、非利き腕修正を受けません）。器用な肢（足、
負傷基準値：6
尻尾、触手など）が他にもあれば、それらに対してこの特
長所：『Swarm Composition』（ｐ 311）を参照
性を適用することもできます。この特性は別々の肢に対し
短所：『Swarm Composition』（ｐ 311）を参照
て複数回取得することができます。
必要 CP：25
必要クレジット：巨額
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動物共感
必要 CP：5CP
種類を問わず非知性動物の扱いや畜産に本能的なカ
ンが働きます。動物使い技能や動物との交流にテストが
必要な場合に+10 修正が適用されます。

を上昇させるだけで、適性点その物を 10 追加するわけで
はありません。モーフもエゴもこの特性を一つしか取得で
きません。

専門家

必要 CP：10CP
特定の技能一つの実践にかけては伝説級の腕前です。
勇敢
キャラクター作成時に習得技能一つを、80
を超えて最大
必要 CP：10CP
90
まで上昇させることができます。この特性は技能そのも
多少のことで怯えることはなく、危険や脅迫やある種の
肉体的な苦痛にも平然と立ち向かいます。副作用として、 のを上昇させるのではなく、最大値を上昇させるだけです。
この特性は一つしか取得できません。
特に他人への危険を考慮する必要がある時には、リスク
の判断を誤るかもしれません。恐怖や脅迫に抵抗するテ
高速学習
スト全てに+10 修正を受けます。
必要 CP：10CP
技能の上昇や新しい技能の習得に通常の半分の時間
常識
ですみます（ｐ 152、『技能の上昇』を参照）。
必要 CP：10CP
判断を曇らせるかもしれない邪魔者や要素に惑わされ
ずに判断を下す、根っからのセンスがあります。ゲーム・
セッション当たり一回、選ぶべき選択や行うべき行動につ
いてプレイヤーがゲームマスターに質問することができ、
ゲームマスターはキャラクターの知識に基づいた堅実な
アドバイスを行ってください。代わりに、キャラクターが破
滅的な決断を下しそうな時に、ゲームマスターがこの無料
ヒントを使って過ちを犯そうとしていると警告することもでき
ます。

第六感

第一印象
必要 CP：10CP
印象的に振る舞う術を知っている等、誰かと最初に会っ
た時に良い印象を与えます。身に付いたこの社会的円滑
さによって新しい知人とより親しくなったり新しい社交環境
により馴染んだりすることができます。他人と最初に会っ
た時だけ、その時の社交技能テストに+10 修正を適用し
ます。

超言語力

必要 CP：10CP
差し迫った危険を感じ取る直感的な第六感があります。
不意打ちテスト（ｐ 204）に+10 修正を受けます。

必要 CP：10CP
言語構造に対する直観的な理解があり、それによって
新しい言語の習得が簡単になっています。言語を学ぶ（ｐ
152、『技能の上昇』を参照）時に通常の三分の一しか時
間も経験もかかりません。また、一日ただずっと浸りきるだ
方向感覚
けで、人間の言語なら何でも見に付けることができます。
必要 CP：5CP
理由はともあれ、たとえ目が見えなくても上や北がどちら 更に、知らない言語の解釈を試みる時に+10 の修正を受
の方向かを常に把握しています。複雑な道順を把握した けます。
り地図を読んだり辿ってきた道を憶えたり正しく引き返し
優れた免疫系（モーフ特性）
たりするのに+10 修正を受けます。
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
モーフの免疫系が頑強で、病気や薬物や毒への耐性
直感像記憶（エゴ特性かモーフ特性）
は基本バイオ改造すら超えています。レベル１では、病
必要 CP：10CP
コンピュータみたいに完璧に記憶を辿ることができます。 気への感染や薬物や毒の効果に抵抗する際のテストに
一度知覚したことは、時にはほんの一瞥に過ぎなくても、 +10 修正を適用します。レベル２では、この修正を+20 に
何でも思い出すことができます。インプラントの直感像記 増やします。この特性はバイオモーフだけが取得できま
す。
憶（ｐ 301）と同じ働きをします。

卓越した適性（エゴ特性かモーフ特性）

平凡（モーフ特性）

必要 CP：20CP
エゴ特性ならば、選択した特性一つの最大値（ｐ 122）を
30 から 40 に上昇させることができます。モーフ特性なら
ば、そのモーフの選択した特性一つの最大値を 10（フ
ラットなら 30 に、スプライサーなら 35 に、それ以外なら 40
に）上昇させることができます。なお、この特性は最大値

必要 CP：10CP
エキゾチックな外見や美貌が珍しくないこの時代に、こ
のモーフの外見は驚くほど地味で特徴がなく、ある意味
では型通りの無個性です。このキャラクターの外見は、人
混みで見分けたり外見を説明したり物理的詳細を思い出
したりするのが難しい位ありふれています。キャラクターを
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特定したり説明したり思い出したりするためのテスト全て
があるのかを、プレイヤーとゲームマスターで協力して
に-10 修正が適用されます。この修正は超能力やメッシュ しっかりと決めてください。特に、この人物がキャラクター
での調査には適用されません。
を助ける理由（家族の縁？ 幼馴染？ 命を救われた？）
が必要です。ゲームマスターはこの特性が乱用されない
ように気を付けてください。後援者は時たま（おそらくは、
柔軟（モーフ特性）
最大でも１セッションに１回）の手助けであるべきで、常に
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
このモーフは極めて関節が柔らかくしなやかで、優雅に キャラクターのいいなりになっていてはいけません。キャラ
クターがあまりにも多くを、あるいはあまりにも頻繁に望む
捻ったり 珍しいポーズをとったりすることができます。レ
ならば、後援者の支援が干上がるのに気付くはずです。
ベル１では、爪先で煙草をくわえたりきれいに開脚したり
更に、後援者のための任務を引き受けるなど、関係を保
小さく狭い場所に身を納めたりできます。レベル２では、
軟体動物並みの縄抜け師です。レベルごとに、拘束から つための行動が必要かもしれません。場合によっては、
キャラクターがいつでも仕事を引き受けるかその NPC に
逃れたり狭い空間に収まったりといった肉体の柔軟さに
とって何らかの形で役に立つからこそ後援を与えられて
関わる行動に+10 の修正が得られます。この特性はバイ
いるということもあります。
オモーフだけが取得できます。

超計算力

超能力

必要 CP：10CP
どんな計算芸でもどんなに複雑で高度な算数でも、あっ
という間に、極めて正確に、そして、無改造ヒューマンが２
に３を足すのと同じくらいの感覚でこなせます。勝率を計
算したり数値データに関連性を見出したりといった作業を
楽々とこなせます。計算の関わるテストに+30 修正を適用
します。

必要 CP：20CP（レベル１）ないし 25CP（レベル２）
蕃患ウィルスのワッツ・マクラウド株に感染し、脳の構造
を改変されて認知能力を強化し他の生物の精神を読ん
だり操作したりする能力（p220、『Psi-Chi Sleights』を参
照）を与えられました。レベル１では、プシー・カイ詭技し
か使えません。レベル２では、プシー・カイ詭技とプシー・
ガンマ詭技の両方が使えます。
この特性の必要 CP はそれほど多くありませんが、ゲー
ムマスターは乱用させないでください。ｐ 200 の『Psi
Drawbacks』で述べられているように、ワッツ・マクラウド株
への感染には数々の有害な副作用があります。

生来の耐性（モーフ特性）

必要 CP：10CP
特定の薬物や病気や毒一つに対する生来の耐性があ
ります。問題の薬剤や毒や病原菌が体内に入っても、影
響を受けません。この耐性はナノ薬物やナノ毒には適用 超能力擬態（エゴ特性かモーフ特性）
できませんし、ゲームマスターの裁量によっては他の特定 必要 CP：10CP
このキャラクターの精神状態は、超能力による探知を受
の異物にも適用できません。この特性はバイオモーフだ
けにくい性質を持っています。このキャラクターを詭技に
けが取得できます。
よって捜索や探知しようとする際には-10 修正が適用され
ます。
苦痛に強い（エゴ特性かモーフ特性）
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
苦痛への耐性が強く、苦痛で能力や精神集中が損なわ 超能力防御（エゴ特性かモーフ特性）
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
れにくくなっています。レベル１では負傷一つによる-10
このキャラクターの精神状態は、精神攻撃を受けにくい
修正を無視することができます。レベル２では苦痛二つに
性質を持っています。レベル１では、超能力攻撃に対す
よる-10 修正を無視することができます。この特性はバイ
る防御テスト全てに+10 修正が適用されます。レベル２で
オモーフだけが取得できます。
は+20 修正が適用されます。

後援者
必要 CP：30CP
以前、時々支援を頼むことができる影響力の大きな人
物と出会いました。その人物は裕福なハイパーエリートの
家族の一員かもしれませんし、三合会上層部のボスかも
しれませんし、圧倒的な評判を持つ無政府主義ネット
ワーカーかもしれません。手助けを頼まれれば、この後援
者はキャラクターのために裏から手を回してくれたり、リ
ソースを補給してくれたり、会う必要のある人物に紹介し
てくれたり、トラブルから救ってくれたりします。この NPC
がどんな人物でプレイヤー・キャラクターとはどんな関係

高速回復（モーフ特性）
必要 CP：10CP
このモーフはダメージからの回復力に優れています。ｐ
208 の『Healing table』に記載されている回復の予定時間
を半分にします。この特性はバイオモーフだけが取得で
きます。

馴染みのモーフ
必要 CP：10CP
モーフの種類を一つ（スプライサー、新ヒト科など）選び
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ます。その種類のモーフに慣れ親しんでいます。その種
のモーフを再着用した時には、新しい肉体に自動的に適
応し、一体性テストも疎外テストも不要で、ペナルティも精
神ストレスもありません。

効です。
この特性には、キャラクターを見つけたり思い出したりす
るのが簡単になるという欠点があります。

頑強（モーフ特性）
第二の肉体

必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）ないし
必要 CP：15CP
30CP（レベル３）
経歴や勢力にって開始時モーフに制限がある（例えば、 このモーフは同じ種類の他のモーフよりも頑丈で、酷使
知性化動物は知性化動物モーフでなければなりません） に耐えることができます。耐久値をレベルごとに５上昇（レ
場合でも、この特性によってそれを無視して好きな開始
ベル１なら+5、レベル２なら+10、レベル３なら+15）します。
時モーフを選ぶことができます。
また、負傷基準値もそれぞれ+1～3 されます。

状況認識

動物記号感覚

必要 CP：10CP
必要 CP：5CP
身の回りで起こっていることに対して絶えず注意の一部
この特性と特性／超能力があれば、非知性動物や半知
を割き続けるのに、とても優れています。ゲーム上では、
性動物に詭技を使う際の修正を課されません。
注意が余所に向いている時や戦闘中に高速知覚テストを
行う時でも、何かに気付くための知覚テストに「注意がそ
不利な特性
れている」ことによる修正を受けません。
不利な特性は、基本的にキャラクターの妨げになったり
特定の状況で不利な修正を適用したりします。
美貌（モーフ特性）
必要 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
依存症（エゴ特性かモーフ特性）
バイオ彫刻が手軽な時代では、端麗な容姿は安上がり
獲得 CP：5CP（軽度）ないし 10CP（本格的）ないし 20CP
でありふれています。ですが、このモーフの肉体的外見
（重度）
は、衝撃的で珍しいと言い得るだけでなく、華麗で端正な
依存症には精神的なもの（エゴに作用）と肉体的なもの
名士たちですら興味を抱くくらい魅惑的なところがありま
（バイオモーフに作用）の二種類があります。キャラクター
す。キャラクターの美貌が効果を発揮するかもしれない状
やモーフは、心身の健康に影響が出るくらい、薬物（ｐ
況での社交技能テストに、+10 修正（レベル１）か+20 修正
317）や刺激（XP）や活動（メッシュの使用）に依存してい
（レベル２）が得られます。この修正は異星人や情報生命
ます。自分たちのゲームにはどんな依存症が適切かは、
体や知性化動物の経歴の持ち主には効きません。この特
プレイヤーとゲームマスターで合意を取ってください。依
性はバイオモーフだけが取得できます。
存症の深刻さには軽度と本格的と重度の三段階がありま
この修正は知性化動物のモーフでも得られますが、必
す。
要 CP は半分になり、その種類の知性化動物（新鳥類、
軽度：基本的にはコントロールできる依存症で、人生が
新ヒト科など）の経歴を持つキャラクターに対してのみ有
崩壊することはありませんが、何らかの問題になることもあ
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ります。自分が依存症だと気付いていなかったり認めてい
なかったりすることすらあります。週に少なくとも一回はこ
の依存症を満たさずにはいられませんが、我慢するのは
それほど難しくありません。週に一度の摂取ができなけれ
ば、依存物が手に入るまで全ての行動に-10 修正を課さ
れます。
本格的：本物の依存症です。問題があるのは明らかで、
少なくとも一日に一回はこの依存症を満足させなければ
なりません。それができなければ、渇望を満たすまで、気
分変動や強迫行動や吐き気といった副作用に見舞われ
ます。依存物が手に入るまで全ての行動に-20 修正を課
されます。更に、このレベルの依存症を持つキャラクター
は、耐久値が－５（肉体的依存症の場合）されるか意志力
によるストレス・テストに-10 修正（精神的依存症の場合）
を課されます。
重度：重度の依存症では破滅への急な坂道を転がり落
ちています。６時間ごとに渇望を感じ、耐久値が－10（肉
体的依存症の場合）されるか意志力によるストレス・テスト
に-20 修正（精神的依存症の場合）を課されます。もしい
つものブツが切れてしまったら、摂取するまで全ての行動
に-30 修正を課されます。この執着によって人生が台無し
になっていないとしても、時間の問題です。

うかに関係なく、特定の社会でブラックリストに名を連ねま
した。ゲーム上、指定された人脈一つのレプスコアをゼロ
から上昇させることはできません。その人脈の参加者は、
報復や自分の評判の崩壊を恐れ、キャラクターへの手助
けを拒むでしょう。この特性で得られる CP は、キャラク
ター自身の開始時勢力に関係している人脈が対象なら
20CP、そうでなければ 5CP です。

汚点
獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）ないし
30CP（レベル３）
キャラクターは、過去のいずれかの時点で、自分の評判
に汚点を残す何かに手を染めました。この汚点がどんな
ものであろうと、それを拭い去ることができない理由があり、
それが対人関係にまとわり続けます。ゲーム上は、勢力を
一つ選んでください。その勢力と関わったり（人脈テストな
ど）キャラクターのことを知っているその勢力の出身者と関
わったり（社交技能テスト）する際に、レベルごとに-10 の
修正を課されます。

戦闘硬直

獲得 CP：20CP
戦闘やストレスに満ちた状況ではヘッドライトを浴びた
高齢（モーフ特性）
鹿みたいに動けなくなるという、不幸な性癖があります。
獲得 CP：10CP
キャラクターの周囲で暴力沙汰が発生したり不意を打た
このモーフは肉体的に老いていて、若返り処置を受け
れたりしたら、何らかの形で行動したり反応したりするため
ていません。古いモーフはますます少なくなっていますが、 に意志力テストが必要です。失敗したら、状況に反応す
老練な雰囲気や風格を得ようとして採用する人もいます。 ることができないまま、行動できずに棒立ちになります。
適性最大値を５減少し、全ての肉体的行動に-10 修正を
適用します。
記憶改竄
この特性はフラットとスプライサーでしか得られません。
獲得 CP：10CP
過去のいずれかの時点で、特定の記憶を計画的な除
不運
去などで失いました。不快な経験や恥ずかしい経験を忘
獲得 CP：30CP
れたり過去を捨てたりするために、意図的に行ったのかも
何らかの不可解な宇宙の偶然のせいで、キャラクターは しれません。また突然死（バックアップが最近のものでは
ツキがないようです。ゲームマスターはキャラクターの勇
ない）によって記憶を失ったのかもしれませんし、キャラク
気値と同じだけの勇気点を与えられ、これは回復量もキャ ターの意思に反して消されたのかもしれません。いずれ
ラクターの勇気と同じです。ですが、この勇気を扱えるの にしろ、その記憶には何らかの重要性があり、起こった事
はゲームマスターだけで、そしてキャラクターに不利なよう 件の証拠や真相を知る NPC が存在するはずです。これ
に使うのが目的です。言い換えると、ゲームマスターは
は、過去からの亡霊によってキャラクターを襲うためにい
キャラクターに自動的失敗を起こさせたり出目を交換した つでも使える、ゲームマスターの道具なのです。
りするために、この裏勇気を使うことができます。キャラク
ターに付きまとう悪運を再現するために、キャラクターの
敵
友人や味方の、キャラクターと一緒にやったりキャラクター
獲得 CP：10CP
に関係があったりする行動に対してこの裏勇気を使うこと
過去のいずれかの時点で、キャラクターはしつこい生涯
すらできますが、それはあまりやりすぎないでください。
の敵を作りました。敵の詳細についてはゲームマスターと
キャラクターの妨害を躊躇うゲームマスターは、この特性
プレイヤーで一緒に考え、そしてゲームマスターはこの敵
を得ることでプレイヤー自身がこれを望んでいるのだとい
を時たまの危険や驚きや邪魔者として使ってください。
うことを思い出してください。

ブラックリスト入り
獲得 CP：5CP ないし 20CP
キャラクターは、実際にそれだけのことをしでかしたかど

不向き
獲得 CP：20CP
どれか一つの適性が全然ありません。その適性は５未
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満で習得しなければならず、キャラクター成長によって上
昇させることもできません。どんなモーフを着用していよう
と、その適性の最大値は 10 になります。

脆弱（モーフ特性）
獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
このモーフは同じ種類の他のモーフよりも軟弱です。耐
久値をレベルごとに５減少させます。また、負傷基準値も
それぞれ-1～2 されます。

遺伝的欠陥（モーフ特性）
獲得 CP：10CP ないし 20CP
このモーフは遺伝子修復を受けておらず、実際に遺伝
子異常などの突然変異による疾患が発生しています。自
分達の卓にはどんな欠陥が適切か、プレイヤーとゲーム
マスターで決めてください。心臓病や糖尿病や嚢胞性線
維症や鎌状赤血球病や高血圧や血友病や色覚異常な
どが考えられます。ちょっとした不便や時折の健康問題を
もたらす遺伝子疾患は 10CP に値し、日常活動を大きく
妨げたり慢性的な健康問題をもたらしたりする欠陥なら
20CP に値します。ゲームマスターはその疾患の厳密な
内容を、適切なように決定してください。
この特性はフラットでしか得られません。

すが、何かを大事に思ったり周囲のものに関心を抱いた
り最後の死を恐れたりするのが日増しに難しくなっている
のを自覚しています。動機上の目的の達成によって得ら
れる勇気とレゾ点が半分になります。
この特性は情報生命体や知性化動物の経歴を持つ
キャラクターには取得できません。

インプラント拒絶（モーフ特性）
獲得 CP：5CP（レベル１）ないし 15CP（レベル２）
このモーフはインプラントの相性がよくありません。レベ
ル１では、特殊な対拒絶処置が必要になるためインプラ
ントの入手には追加料金が必要です。そのインプラントの
価格分類が一つ上昇します。レベル２では、そのモーフ
はどんなインプラントも受け入れられません。

苦手
獲得 CP：10CP
選択した能動技能一つが、どんな訓練を受けようと、行
えません。キャラクター作成時にもその後の成長時にもこ
の技能を取得することはできず、適性で代用する際に-10
修正を受けます。特殊武器技能に適用することはできず、
キャラクターにとって有用な技能を選んでください。

不良品（モーフ特性）
アイデンティティの齟齬
獲得 CP：10CP
キャラクターのエゴは、新しいモーフによって変化した
外見にうまく適応できず、かつての肉体の精神的イメージ
にとらわれたまま新しい容姿に慣れることがどうしてもでき
ません。その結果、鏡や写真や監視記録などで自分を識
別するのが苦手です。現在のモーフの外見や体形を忘
れたり不適切な行動をとったり昔の肉体的特徴で自分を
説明したり扉をくぐる時に頭をかがめるのを忘れたりする
のはしょっちゅうです。これは基本的にロールプレイ用の
特性ですが、この適応不全によって影響を受けるテストに
対し、ゲームマスターは適切な修正（たいていは-10）を
適用しても構いません。

非識字
獲得 CP：10CP
キャラクターは喋り方は知っていますが、読み書きが苦
手です。内視情報だらけでアイコン中心という現代社会
の特徴によって、この障がいがあっても難なく過ごしてい
けます。読み書きの際には言語技能を半分（端数切り捨
て）に減らしてください。

不老不死の憂い
獲得 CP：10CP
あまりにも（百年以上）長生きした結果、人生に倦み、今
では情熱を燃やし続けるのが難しくなっています。長寿
処置が初めて実用化された頃には既に高齢で、＜大崩
壊＞を生き延び、今でも前進を続けているふりをしていま

獲得 CP：10CP
この特性は機械のモーフしか取得できません。このモー
フには、何らかの修理不能な不具合があります。ゲーム
セッション当たり一度（できれば、一番ドラマチックになる
時かネタになる時）に、キャラクターに勇気×10 のテスト
（現在の勇気点を使用）を要求できます。もし失敗したら、
何らかの機械的故障か電気的な誤作動といった不具合
による負傷一つがその場で課されます。この負傷は通常
通り修理可能です。

苦痛に弱い（エゴ特性かモーフ特性）
獲得 CP：20CP
痛いのが大の苦手です。苦痛にすぐひるみ、傷ついた
時の行動が大きく損なわれます。各負傷による修正を更
に-10（つまり負傷一つなら-20、二つなら-40、三つなら60）します。更に、痛みの我慢に関わるテストに-30 修正
を課されます。この特性のモーフ版はバイオモーフだけ
が取得できます。

精神疾患
獲得 CP：10CP
かつての悲痛な体験による心理的疾患があります。ｐ
211 に挙げられている疾患から一つを選んでください。

軽度のアレルギー（モーフ特性）
獲得 CP：5CP
指定した特定のアレルギー誘発物質（埃、ふけ、花粉、
一部の薬品）に対するアレルギーがあり、それに触れると
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ある程度の不快な症状（目の炎症、くしゃみ、呼吸困難）
が発生します。それに触れていている間のテスト全てに10 修正を適用してください。この特性はバイオモーフだ
けが取得できます。

このモーフの種類では皮質スタックがあるのが普通です
が、これには欠けています。つまり、死んでも皮質スタック
経由で再着用することはできず、標準のバックアップでの
み再着用できるということです。この特性はフラットでは取
得できません。

行動矯正
獲得 CP：5CP（レベル１）ないし 10CP（レベル２）ないし
20CP（レベル３）
主観時間加速環境における行動制御心理手術を受け
ました。これは元凶悪犯にはよくある特性（特定の考えや
行動に激しい恐怖と不快感を感じるように条件付けされ
ている）ですが、他の理由で施されることもありますし、自
発的に行われることすらあります。選択された行動は、レ
ベル１では制限ないし促進され、レベル２では阻害ないし
推奨され、レベル３では抹消ないし強制（詳細はｐ 231 を
参照）されます。この特性は、キャラクターに不利な影響
を及ぼす場合にのみ許可してください。

再肉化不全
獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）ないし
30CP（レベル３）
このキャラクターにとって、新しいモーフへの適応は人
一倍困難です。一体性テスト（ｐ 271）と疎外テスト（ｐ 272）
にレベルあたり-10 修正を課されます。

鈍感
獲得 CP：10CP
周囲の出来事や注意を向けていない事柄に、極めて鈍
感です。不意打ちテストに-10 修正を課され、「注意がそ
れている」ことによる修正は通常の-20 ではなく-30 になり
ます（ｐ 190、『Basic Perception』を参照）。

凶状持ち
獲得 CP：10CP
特定のハビタットやステーションや勢力の当局から追わ
れていて、相手は積極的にキャラクターを探し続けていま
す。犯罪を犯したのか、何らかの形で権力者を怒らせた
かしたのでしょう。問題の勢力との接触に安全の保証はあ
りませんし、時には賞金稼ぎの相手をする羽目になるかも
しれません。

超能力脆弱性（エゴ特性かモーフ特性）

獲得 CP：10CP
キャラクターの精神には、超能力攻撃にとりわけ脆くなる
神経損傷
何らかの要素があります。こうした攻撃に抵抗する時に獲得 CP：10CP
10 修正が課されます。この特性のモーフ版はバイオモー
どうしても治療できない何らかの神経損傷があります。こ フだけが取得できます。
の病はもはやエゴの一部と化していて、たとえ再着用して
も治りません。この損傷は生まれつきのものかもしれませ リアル知らず
んし、設計に問題があるモーフやインプラントによるもの
獲得 CP：10CP
かもしれませんし、＜大崩壊＞で神経系を狙ったティター
過去の経験によって、現実の（物理）世界の個人体験が
ンのナノウィルス（ｐ 384）の一つに感染したことによるもの ごく僅かか、あるいは疑似空間で長く過ごしすぎて実生
かもしれません。自分達の卓ではどんな疾患が適切かに 活での能力が損なわれています。多くの物理的特性や社
ついて、ゲームマスターとプレイヤーで合意を固めてくだ 会的な手掛かりなど、普通の人間の育ち方をしていれば
さい。適切かもしれない疾患の例は以下の通りです。
ごく当たり前の要素に対する理解が欠けているのです。こ
・部分的な失語症（コミュニケーションや言葉の使用が困
難）
・色覚障害
・音痴（音楽を奏でたり理解したりできない）
・語漏症（言葉が過剰に多い）
・遠近感の欠如（射程修正が倍になる）
・繰り返し行動
・気分変動
・注意の切り替えが遅い
ゲームマスターは、この疾患による適切な修正を課すこ
とができます。

皮質スタック欠如（モーフ特性）
獲得 CP：10CP

うした常識の欠如によって、装置の仕組みや他人のボ
ディランゲージを誤解するかもしれません。
ゲームマスターは、一回のゲーム・セッションにつき一度、
物事や社会的関わりを説明する際に意図的にキャラク
ターをミスリードして構いません。こうした偽りは状況に対
するキャラクターの誤解を示したものであり、たとえプレイ
ヤーがキャラクターの誤りに気付いた場合でも、適切に
ロールプレイしてください。
この特性は、本来なら情報生命体か再載者の経歴を持
つキャラクターだけが取得できるのですが、ゲームマス
ターは、仮想現実やＸＰにどっぷりはまっていた個人的経
験を持つキャラクターに許可しても構いません。

重度のアレルギー（モーフ特性）
獲得 CP：10CP（珍しい）ないし 20 ＣＰ（ありふれている）
このモーフの生化学特性は、特定のアレルギー誘発物
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質に接触（触れたり吸い込んだり飲食したり）したときに深
刻なアレルギー反応（過敏症）を引き起こします。誘発物
質はありふれたもの（埃、ふけ、花粉、一部の食事、ラテッ
クス）でも珍しいもの（特定の薬物、昆虫の毒針）でも構い
ません。どんな誘発物質が適切かはプレイヤーとゲーム
マスターで合意を取ってください。誘発物質に曝されたら、
じんましんを発症し、呼吸が困難（全ての行動に-30 修
正）になり、耐久値テストに失敗すると過敏症のショック症
状（手当てをしないと呼吸器不全により 2d10 分で死亡）を
引き起こします。この特性はバイオモーフだけが取得でき
ます。

低速学習

不気味の谷（モーフ特性）
獲得 CP：10CP
作り物の人間の顔をリアルで人間らしくすると、不気味
なくらい似てはいるけれど、薄気味悪かったり不快だった
りするくらいには違いがある、そんな「不気味の谷」という
現象があります。そうした外見をもつモーフは、人間と関
わる社会テストに-10 修正を課されます。この修正は異星
人や情報生命体や知性化動物の経歴の持ち主には効き
ません。

不健康（モーフ特性）

獲得 CP：10CP
このキャラクターにとって新しい技能を学ぶのは簡単で
はありません。技能を上昇させたり新しい技能を学んだり
するのに、通常の倍の時間がかかります（ｐ 152）。

獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
このモーフは健康面で最適化されていなかったり単に
体調が悪かったりします。運動力、反応力、身体力の適
性最大値を 5（レベル１なら）か 10（レベル２なら）減らして
ください。

社会的烙印（エゴ特性かモーフ特性）

ＶＲ酔い

獲得 CP：10CP
キャラクターの過去の不幸な一面によって、特定の社会
状況では汚名に悩まされます。嫌悪感を催させるような
モーフを着用しているのかもしれませんし、悪名高いロス
ト世代の生き残りなのかもしれませんし、人工知能への恐
怖がはびこるポスト＜大崩壊＞社会に生きるＡＧＩなのか
もしれません。問題となる一面を蔑んだり恐れたり嫌って
いたりする人物にそれが知られている社会状況では、社
会技能テストに-10～30 の修正（ゲームマスターの裁量）
が課せられます。

獲得 CP：10CP
何らかの仮想現実やＸＰや疑似空間を体験すると激し
い目まいと吐き気を引き起こします。強化現実では問題
ありませんが、ＶＲでは全ての行動に-30 修正が発生しま
す。長時間（ゲームマスターの裁量）ＶＲを使うと、意志力
×２テストに失敗したら実際に行動不能になるかもしれま
せん。

軟弱な免疫系（モーフ特性）

獲得 CP：10CP
簡単に怯えます。恐怖や脅迫に抵抗する時に-10 修正
を課せられます。

獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）
免疫系が病気や薬物や毒への耐性に劣ります。レベル
１では、病気への感染や薬物や毒の効果に抵抗する際
のテストに-10 修正を適用します。レベル２では、この修
正を-20 に増やします。この特性はバイオモーフだけが
取得できます。

不細工（モーフ特性）

無重力酔い（モーフ特性）

獲得 CP：10CP（レベル１）ないし 20CP（レベル２）ないし
30CP（レベル３）
端麗な容姿が簡単に買える時代だというのに、このモー
フの醜さは際立っています。不細工であるということが貧
乏や田舎臭さや遺伝子的劣勢と結び付けられることがま
すます多くなるにつれて、容姿の貧しさは不快から恐怖ま
で様々な反応をもたらすようになっています。レベル１で
は-10 修正、レベル２では-20 修正、レベル３では-30 修
正が社会テストに課されます。
この特性はバイオモーフだけが取得できます。この修正
は異星人や情報生命体や知性化動物の経歴の持ち主
には効きません。この特性はバイオモーフだけが取得で
きます。この修正は知性化動物のモーフでも得られます
が、獲得 CP は半分になり、その種類の知性化動物（新
鳥類、新ヒト科など）の経歴を持つキャラクターに対しての
み有効です。

獲得 CP：10CP
このモーフは宇宙酔いにかかり、無重力ではうまく活動
できません。微重力状態では-10 修正を課されます。更
に、微重力に始めて慣れる時と微重力での長距離移動
に耐えなければならない時には、意志力テストに成功し
ないと、失敗度 10 あたり１時間の間吐き気によって行動
不能になります。

臆病

キャラクターの成長
キャラクターがゲーム・プレイを通じて目的を達成したり
経験を積んだりするにつれ、レゾ点（ｐ 385、『Awarding
Rez Points』を参照）が貯まります。レゾ点（RP）は、以下の
ルールによって技能や適性などを上昇させるのに使うこと
ができます。上昇に必要なレゾ点は改造点の場合に必要
な点数と同じです。
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動機の変更
時が経てば、キャラクターを駆り立てる目的や関心が代
わってもおかしくありません。何らかの個人的目標が達成
されて次の目標に移る頃合いだと感じる転機に到達した
のかもしれませんし、失敗して諦めざるを得なくなったの
かもしれません。人生に新たな緊急の用事が割り込んだ
り新たな思想に触れたのかもしれませんし、かつては心
から信じていた特定のミームやアイデアに幻滅したのかも
しれません。
動機の変更にレゾ点は不要ですが、人生が変わるよう
事件でのみ発生し、ロールプレイを伴う必要があります。
プレイヤーの気まぐれで動機をホイホイ交換してはいけま
せんし、動機の交換には明確な理由や説明が必要です。
ですから、動機の変更は、プレイヤーとゲームマスターの
話し合いによってキャラクターの成長や状況に相応しいと
いう合意が成立した時にのみ、発生させてください。
もしこうした条件が満たされたら、そのまま古い動機を捨
てて新しい動機を選んでください。一度に交換できる動
機は一つだけにしてください。

モーフの交換
再着用、つまりあるモーフから別のモーフへの交換は、
レゾ点ではなくキャラクター次元での関わりで処理されま
す。ｐ 270 の『Resleeving』を参照してください。

適性の上昇
適性は、１点あたり 10RP で上昇させることができます。
これは、練習や学習や経験による、キャラクターの核心的
な特徴の成長です。適性を 30 を超えて上昇させることは
できません（モーフやインプラントなどによるボーナスは、
この合計には含めません）。
適性の値を上昇させると、それに関連する技能の値も
同じだけ上昇します。これによって関連技能が 60 を超え
て上昇する場合、60 を超える関連技能一つにつき１ RP
が追加で必要になります。

技能の上昇
また、習得済みの技能を成長させたり新しい技能を習
得したりするためにレゾ点を使うこともできます。取得済み
の技能を成長させるには、近い過去の間にそれの使用に
成功したり（場合によっては教師について）積極的に練習
したりする必要があります。知識技能なら、積極的な勉強
になるでしょう。大まかな予定時間としては、技能点あたり
一週間が必要になると思います。メッシュを使えば様々な
教材が無料で手に入りますが、規制されていたりなかな
か見つからなかったりする分野もあります。この問題は
ロールプレイで扱うこともセッション間のダウンタイムでの
活動に指定することもできます。技能の成長に向けた努
力が足りないとゲームマスターが決めたら、もっと練習や
勉強を重ねることができます。
技能上昇には技能点あたり１ RP が必要で、99 を超えて
上昇させることはできません。一つの技能を一カ月で５点

以上上昇させることはできません。また、キャラクターの技
能が専門家レベル（60 以上）に達したら停滞期に入るの
が普通で、成長速度が遅くなり、着実な練習や勉強です
ら成果が落ちてしまいます。この場合、技能点ごとに必要
なレゾ点が二倍（つまり、１技能点あたり２ RP）になります。
技能が 80 に達すると上昇速度は更に遅くなり、一カ月当
たり最大１点しか上昇させることができません。

新しい技能の習得
同様に、新しい技能を習得するには、積極的に勉強や
練習をしたり教材を探したりしなければなりません。基本
的にテストは必要ありませんが、学習の途中で中断され
たり何らかの形で不十分だったりした場合には、ゲームマ
スターが新しい技能を理解するための認知力×３テストを
要求するかもしれません。そうでなければ、新しい技能を
習得するために約一週間を費やせば、通常通り（１ RP
で）最初の技能点を取得することができます。技能は、通
常通り適性のレーティングから起算されます。一度新しい
技能を習得したら、それ以降の上昇は上記の通常の
ルールに従います。

専門化
専門化は、対象の技能のレーティングが 30 以上ならば
取得可能です。専門化には一カ月の訓練が必要です。
専門化を学ぶには５ RP が必要です。一つの技能で取得
できる専門化は一つだけです。

勇気の上昇
勇気は一点あたり１５ RP で上昇させることができます。
勇気の最大値は 10 です。

特性の得失
ゲームマスターの裁量によっては、ゲームプレイ中に有
利な特性や不利な特性を得たり失ったりすることもありま
すが、こうした変更は滅多に起こらない話の流れとゲーム
内で発生する出来事に沿ったものだけにしてください。
有利な特性も不利な特性も、ゲームプレイでのキャラク
レゾ点の消費
15RP=勇気１点
10RP=適性１点
5RP=詭技一つ
5RP=専門化一つ
2RP=技能１点（61～80）
1RP=技能１点（60 まで）
1RP=1000 クレジット
1RP=10 レプ
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ターの行動やその結果やキャラクターに起こった出来事
によって得られることがあります。有利な特性の場合は、
（その特性を欲しいと思っていようといまいと）その必要
CP と同じだけのレゾ点をただちに支払わなければなりま
せん。手持ちの RP がなかったら、借金の支払いが終わる
まで今後得た RP はすぐにそちらに回さなければなりませ
ん。ですが、不利な特性の場合は、単に新しい弱点を課
されるだけで、不利な特性の取得で追加の RP は得られ
ません。
特性を捨てるのは、もう少し困難です。有利な特性は、
ゲームマスターが
それに相応しいと判断すれば、キャラクターに発生した不
幸な出来事によって失われることがあります。こうして失わ
れた有利な特性はそのまま消えてしまい、レゾ点での払
い戻しはありません。不利な特性も同様にして消えること
がありますが、大抵はそれを克服しようというキャラクター
の努力と精励によってしか捨てられません。こうした企て
には月単位でないとしても週単位の努力としかるべきロー
ルプレイ、そして場合によっては何らかの困難なテストを
要求してください。キャラクターが充分な努力を積み重ね
たとゲームマスターが判断したら、その特性を打ち消すた
めにる獲得 CP と同じだけのレゾ点を支払うことができま
す。ただし、キャラクターが何をやろうと絶対に捨てること
のできない不利な特性もあるかもしれません。

レプの上昇
評判はゲームプレイ中の適切なロールプレイと行動で
上昇させることができます（p385、『Reputation Gain and
Loss』を参照）。ですが、レプ稼ぎを「舞台裏で」扱いたい
キャラクターは、レゾ点を支払うだけでスコアを増やすこと
ができます。消費された RP1 点につき一つの人脈のレプ
が 10 増えます。一つの人脈には一カ月当たり一度だけ
しか、こうした上昇は行えません。

金策
レゾ点は 1RP あたり 1000 クレジットの比率で換金できま
す。これは、雑用や中古品の処分などによって「舞台裏」
やダウンタイム中に稼いだ収入を表します。

超能力の上昇
特性／超能力を持つキャラクターは、一つあたり 5RP で
新しい詭技を取得できます。詭技の習得には研究と訓練
と練習が必要なので、詭技一つあたり約一カ月かかりま
す。一カ月に二つ以上の詭技を習得することはできませ
ん。
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