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ここでは、科学的な側面からこのゲームを説明したいと思います。
願わくば、私たちの作品と科学への情熱を理解して頂けますように！

テラフォーメーション
“テラフォーメーション” とは、天体を地球に似た環

境に改造し、居住可能にするために行なわれる一連の
変化のことです。私たち自身を環境に適応するために
変化させよう、という考え方とは真逆の発想です。

テラフォームが可能な天体は、太陽系内の惑星、特に火星や、より困
難ではあるものの金星のような岩だらけの世界です。恐らく水星や月
でも可能でしょうが、難易度が極めて高いこともあり、単純な気泡や
地下に密閉された都市空間を作るほうが現実的と考えられます。
　もっとも理想的な環境は火星でしょう。とはいえ今はまだ、水を液
体の状態に保つために必要な厚い大気が無いため、地球とは似ても似
つかない姿です。また、気温が極端に低くて放射線に対する防護もな
く、外部から持ち込んだ作物が生存可能な状況でもありません。
　しかし、私たちはより厚い大気を得るために、火星の氷を溶か
すことで、火星の環境に介入できます。これによって火星はより
暖かくなり、川や池が存在できるような気圧が生じるでしょう。
私たちが火星で呼吸できるように、火星生物の遺伝子を組み替え
て、酸化鉄と二酸化炭素を消費して酸素を放出させるようにでき
ます。主要な産業に窒素やその他の微量成分を供給することさえ
可能で、すぐにも地球に似た雰囲気になっていくことでしょう。
藻類や真菌類が繁栄し始め、惑星に広がり始めたら、小さな植物
や樹木、やがては昆虫や動物が生まれるかもしれません。
　この段階に至れば、これらの生物が地球とは全く異なる条件でも生
存可能な遺伝的変化を起こせるでしょう。厚い大気とオゾン層を作る
ことで、放射線に対する保護にもなります。
　巨大ガス惑星をテラフォームして、地球と同じような環境にす
ることはできません。しかし、映画「アバター」のように、その
衛星に対してテラフォームを試みることは可能です。私たちは、
大気中の水素をエネルギーとして利用し、風に乗って移動する浮
遊都市のようなコロニーを作れます。こうしたコロニーでは、よ
り大きな核融合エンジンや、反物質エンジンの稼働にさえ十分な
ヘリウム 3 を獲得できるでしょう。とは言え、これらの資源は有
用ではありますが、直接のテラフォームに足りるほど十分ではあ
りません。

地球接近軌道物体（N.E.O.）の採掘
　ゲーム中、地球に対しては〈惑星採掘〉
という搾取的なアクションを行なえません。
高度な文明が発達した母なる惑星から資源
を奪うのは不合理だと考えるからです。
　ボーナスアクション〈地球接近軌道
物体の採掘（N.E.O. Exploitation）〉は、
地球の近くを通過する物体、例えば小

惑星などから資源を採取することです。近い将来、おそらく 2020
年代に入れば、小惑星を好きな場所に移動することが可能となり、
わざわざ遠くまで行く必要が無くなるのではないかと想像していま
す。例えば NASA の小惑星軌道修正ミッションでは、小惑星の欠

片を月軌道上に配置し、安定して分析できるように試みています。
　いずれにしても、人類がゲームに登場するような宇宙航行の技
術的手段を獲得すれば、太陽系のさまざまな資源を便利に活用で
きるようになるでしょう。

小惑星鉱山
　星が爆発したあとの残骸です。これらの小惑星
は、超新星残骸、白い矮星、中性子星、パルサー（パ
ルス状の可視光線、電波、X 線を発生する天体の
総称）、またはマグネター（極端に強い磁場を持ち、
その磁場の減衰をエネルギー源として大量の高エ

ネルギー電磁波、特に X 線やガンマ線を放射する中性子星）など、
さまざまな種類の天体に成長する可能性があります。ここでは、
物質資源を採取可能な惑星の欠片を大量に発見できるでしょう。
また、これらの岩石が発する強力な放射線のお陰で、エネルギー
と反物質をどちらも獲得できます。

クラウジウスの淵
　これは現実には存在しません。ゲームには、
ここに置かれた資源は、エントロピーに起因
する熱力学的変換が原因で使用できない、と
いう想定で設定しました。このため、1864
年にエントロピーの概念を初めて導入した科
学者ルドルフ・クラウジウスに敬意を表して
命名しました。

反物質
　反物質は、ある物質と質量や角運動量は等しい
ものの、電荷などが全く逆の性質を有するもので
す。従って、物質の陽子は陽性ですが、反物質の
陽子は陰性です。同様に、陰電子の反物質は陽電
子となります。物質と反物質が出会うと、それら

は瞬時に消滅し、両者の質量全体が純粋なエネルギーに変換されま
す（＝対消滅）。
　残念なことに、現実の世界では、反物質を作るために膨大なエ
ネルギーが必要なので、実際には役に立ちません。私たちが知る
限りでは、反物質が自然生成されることはありませんし、人為的
な生成や貯蔵も困難で、まして移動は極めて困難です。
　もし将来的に簡単に入手可能な方法を発見できれば、恐ろしい
ほど大量のエネルギーを獲得できます。ただし、小惑星程度の質
量の反物質があれば、地球を丸ごと消滅するのに十分だというこ
とは覚えておきましょう。
　宇宙推進に関して言えば、反物質はいくらかの反原子とわずか
な原子を相互作用させることでエネルギーを生成する仕組みに利
用できます。このエネルギーは、宇宙船が光速の 10 分の 1 程度
の加速を得るのに十分なほどです。この仕組みが十分に稼働すれ
ば、光速の 3 分の 1 程度の加速さえ得られるでしょう。

The Science in
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惑星
　このゲームには 5 つのタイプの惑星が登場します。

岩石惑星：地球型惑星とも言われ、周囲に軌道を
有する大型の惑星です。球状で複雑な地表を持ち、
過去に、または現在進行形で活発な地質学的活動

（例：プレートテクトニクス、火山、海など）が
行なわれています。太陽系では、水星、金星、地

球、そして火星が該当します。もし地球型惑星の地表をはっきり
と見たければ、よく晴れた日に空を見上げてみましょう。特に月
は、居住できうる可能性の高さも含めて、岩石惑星の全ての特徴
を持っています。彼女（ええ、もちろん “それ” ではなく “彼女”
と呼ぶべきでしょう）は、地球軌道上に縛られた衛星ですが、年
間約 3.8 センチメートルずつ地球軌道から離れており、遥か遠い
未来には、彼女の重心は地球軌道を外れて、独立した太陽の衛星
になっていることでしょう！
　岩石惑星は、生命にとって理想的な場所です。さまざまな種類
の岩石惑星があるので、それぞれに必要なテラフォーム技術のレ
ベルは異なります。例えば、近隣の星々には炭素が極めて豊富な
世界があり、そこにはおそらくダイヤモンドでできた地殻がある
かもしれません！　ガラスの雨が降るような惑星（その惑星の駐
車料金を想像してみてください！）や、常に特定の面が恒星に面
し続けている惑星なども存在することでしょう。
　こうした理由から、惑星によって産出する物質やエネルギーは
異なります。
　ゲーム内では、岩石惑星の発見時に 2 を獲得できますが、
テラフォームが完了しても は獲得できません。というのも、
テラフォームは生命の性質にさほど大きな変化をもたらさないか
らです。

巨大地球型惑星：現在までのところ、私たちが知
る限り、地球以外で地球と同じような惑星は太陽
系に存在しません。もっとも大きい岩石惑星は地
球で、その次に巨大なのは、地球の 14 倍の質量を

持つガス巨星である天王星です。巨大地球型惑星は、岩石惑星で
ある地球と、天王星や冥王星のように氷に覆われた巨星の合いの
子のような存在です。これらの世界は居住可能ですが、現在のと
ころ、どのような成分で構成されているのかはよく分かっていま
せん。遥かに大規模で、地球より分厚い大気を持っている惑星も
あります。ちなみに、“巨大地球型” という言葉は、あくまでも質
量に関する用語で、地表の状況や居住性など、その他の特性につ
いて表すものではないことをご存知ですか？科学者たちは、いく
つかの既に存在が確認された巨大地球型惑星の居住可能な特徴を
より強調するために、あまり普及していない別種の用語を作り出
しさえしました。例えば、おそらく大量のガスで構成されるこの
種の最も巨大な惑星に使われる “ナノガス” という用語や、太陽
系の金星や冥王星と同様の、超高温もしくは超低温の地表温度と
いう特徴を強調するために使われる “超金星” や “超冥王星” とい
う言葉などです！ 要するに、巨大地球型惑星に入植してテラ
フォームすることは困難ですが、もしできるなら大いに報われる
ことでしょう！
　ゲーム内では、巨大地球型惑星に入植しても は獲得できま
せんが、テラフォームすると を 2 個獲得できます。というの
も、発見時には居住不可能ですが、テラフォームによって資源豊
富な惑星に生まれ変わるからです。

海洋惑星：巨大地球型惑星の 1 種ですが、表面の
ほとんどが海洋に覆われています。水が奥深く
まで浸透して巨大な水圧が生み出されることで、

氷塊の崩壊が引き起こされる可能性があり、居住可能かどうかは
分かりません。火山からのエネルギーや継続的な物質の流入がな
い場合、これらの海洋も無菌で生命が存在しないままでしょう。
悲しいかな、そのような海洋が発見されたことはまだありません。
　ゲーム内では、海洋惑星は、発見時に 1 を獲得し、テラフォー
ムすると 1 を獲得します。
豊富な水資源の発見は常に有用なので、居住可能な島を開発する
程度のテラフォームしただけでも、大きな発展と見なされるので
す。

ガス型巨大惑星：木星のような巨大惑星ですが、
木星より 10 倍以上も大きいものもあります。ヘ
リウムや水素が豊富で、星のような側面も持って
いますが、巨大な嵐と壮大な雲に覆われていま

す。しばしば小惑星の天体系に囲まれていることもあります。（太
陽系における土星や木星の衛星に似たもの）
　天王星や海王星のような、巨大氷惑星もあります。標準的なガ
ス型巨大惑星と異なり、メタン、アンモニアその他の化合物が豊
富です。大きさも少し小さく、ヘリウムや水素の占める割合も低
いです。通常、巨大氷惑星の温度は極めて低いですが、星系にお
ける場所によっても変化します。
　ガス型巨大惑星は、発見時に 1  を獲得し、テラフォームす
ると 2 を獲得します。というのも、完全なテラフォームはで
きませんが、物質とエネルギーが極めて豊富だからです。ゲーム
内では、ガス型巨大惑星の衛星にテラフォームすることが示唆さ
れていますが、極めて高いテラフォーム技術が必要です。
　いったんテラフォームすれば、最終的には繁栄する文明を産み
出すには絶好の場所を創造できるでしょう。

エイリアン惑星：これらの惑星には、知性を持っ
ているほどではなくても、すでに生命体（植物や
動物など）が生存しています。ここへのテラフォー
ムは、人類がもたらすバクテリアがおそらく異星

生物を絶滅させ、非難は避けられないことから、非常に困難と思わ
れます。
　エイリアン惑星をテラフォームするには、反物質に対する高度な
理解が必要です。というのも、反物質は、テラフォームに必要不可
欠な機械や科学技術の利用を可能にする膨大なエネルギーの源泉で
す。さらに、環境変化に必要な特定のイオンや原子の生成にも利用
できます。
　ゲーム内では、エイリアン惑星は、発見時に 2 を獲得し、
テラフォームすると 2 を獲得します。極めて希少なため発見
も難しく、更にテラフォームするとなると恐ろしく困難ですが、
もしも行なえるならば居住には最適な惑星だからです！

　このゲームには登場しませんが、他の種類の天体もあります。
原始惑星︰約 100 〜 500km の直径の物体で、コア、マントル、地殻を持っ
ており、惑星級の天体によく似た内部構造を持っていますが、実際の
惑星のように完全に球状になるほどの質量はありません。
矮
わいせい

星：惑星ですが、自らが位置する軌道を完全に支配するのに十
分な大きさはなく、しばしば小惑星や彗星のような、他の小天体
が豊富な領域で周回します。冥王星が良い例と言えるでしょう。
800 〜 3000km に及ぶ巨体を誇ります。
褐
かっしょくわいせい

色矮星：星ではありませんが、惑星と恒星の間の中間体であり、
小惑星と惑星の中間である準惑星のような存在でもあります。外
見上の幾つかの特徴は惑星に似ていますが、木星の質量の 10 〜
30 倍もあり、内部は恒星に似ています。 また、ガス型巨大惑星
よりも高温です。
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宇宙航行
　超高速での旅行における最大の
問題の 1 つは、目的地付近での減
速です。最初に宇宙船を加速する
ために使用した全てのエネルギー
が減速時に再び必要になるからで
す。それだけでなく、もし道中に

存在する天体からのスリングショット効果も利用するなら、より
多くのエネルギーが必要です。たとえば、2015 年 7 月に冥王星に
到達したニューホライズン探査機は、冥王星付近を毎秒 15km で
進行し、停船せずに飛行しました。冥王星軌道に乗れるだけの減
速を行なうためには、ニューホライズン探査機の打ち上げに使用
したような巨大ロケットエンジンが必要です……しかも 2 週間は
フルスロットルさせなければ！　また、超高速での旅行はいくつ
かの相対性理論的な問題を伴うので、地球との通信を維持するこ
とは非常に困難であり、時間の流れさえも異なります（地球の時
間と比較すると、未来に向かうようなものです）。
　幸いにも、ワープドライブやワームホールを利用するなら、超
高速である必要はありません。どちらの場合も、私たちは目的地
に到達するために超高速で移動するのではなく、時空を歪曲し「居
場所を変える」だけです。もちろん、今のところの理論上は、と
いう話で、将来のことは分かりませんが…。
　しかし、星間旅行の仕組みが整備されれば、こうした計画は世
代を超えて行なわれる可能性が非常に高くなります。すなわち、
航行計画が何世紀も続くことを意味し、到着を待つ間に複数の世
代が宇宙船上で生活することも可能でしょう。

 
いて座 A

エースター

* の超大質量ブラックホール
　天の川銀河の中心に位置する、このい
て座 A* と呼ばれるブラックホールがどの
ように構成されているかはっきりとは分
かりません。唯一判明しているのは、私
たちから 26,000 光年離れている、という
ことだけです。

　太陽の 400 万倍に相当する質量を有するにもかかわらず、“ほん
の” 4,400 万 km の大きさしかありません。もし太陽系の中心に位
置するなら、せいぜい水星の軌道に到達するぐらいの大きさだと
考えてください。太陽でさえ、終焉を迎えるときにはもっと大き
くなるでしょう！ （ブラックホールの “直径” は、“事象の地平線”
という名称で知られています。つまり、地球からの後退速度が非
常に速いため、光さえも到達できない地点なのです）
　定期的に、星、星雲、小惑星が “食べられる” ほど接近すると、
ブラックホールの周囲に非常に明るい円盤が形成されます。そこ
からは、銀河の上と下から幾つかの粒子が尋常ではない速度で放
出されます。

3042 年における人間性
　人類は社会的な存在です。いつ
もお互いを助けあえるからこそ、
地球を支配しているのです。私た
ちがすることの多くは、多数の人々
の集団的努力が必要です。“午前中
にコーヒーを飲む” といった簡単な
ことを想像してみてください。各
家庭に水を運ぶ浄水システムを維
持するためには、何千人もの手間

が必要であり、コーヒーの生産、輸送、および販売にも何千人と
いう人々が雇用されています。それから、コーヒーマシンや、水
道管、輸送のための乗物や船の骨格などを作るために、他国にあ
る鉄鉱山から鉄を輸入して取り扱う人々も必要です。
　これは、私たちの複雑な社会がいかに本質的にこうした共同作
業及びその背後にある経済と結びついているかを示す小さな例で
す。複雑なことをやろうとすればするほど、よりいっそうの共同
作業が必要となります。将来の星間航行計画も必ずや同様に行な
われることでしょう。単独の文明が他の文明や国と協力すること
なしに、“進化の梯

は し ご

子”に近づくことは不可能でしょう。例えば、ウェ
ブ上のマーケティングサービスを、アボリジニに販売しなければ
ならないと想像してみてください。まずは、彼に多くの中間技術
を教えなければなりません。
　例えば A さんに、“同じぐらいの習熟度の B さんや C さんと一
緒に学びませんか？” と声を掛けることはとても有益でしょう。
とはいえ、あまりに習熟度の開きがあると、A の学習が行き詰まっ
たときには、B も C も助けようがなくなってしまいます。これが、
人類の歴史において目標を達成すべく協力するように設計された
同盟、グループ、連邦などを作り出す努力が常々行なわれてきた
理由です。

出版社からのコメント：

ゲーム中、これらのテーマや文明はプレイヤーたちによって表され、 
 各種マークの目的はこうした面を正確に強調することです。

人類が、このゲーム内での 3042 年に登場するような技術レベル
に到達するには、2016 年の現在も私たちの前進を阻み続けてい
る世界の断絶を克服しなければならないでしょう。でも、いつの日
か、そのための道筋を見つけられる日が来ることを心から望んでい
ます。こうした理由から、このゲームには軍事的側面がありません
し、敵対的なエイリアンの種族に遭遇することもありません。ケプ
ラー 3042 は、宇宙探査と科学的成果の讃歌でありたいと考えて
います。あなたが自分の敵よりどれぐらい強いのか知りたいと考え
るなら、ぜひこのゲームをおすすめします。というのも、歴史に名
前を残したいというあなたの欲望は極めてまっとうだと思いますし、
そうした欲望こそが文化や科学、そして技術を進歩させてきたから
です。しかし、あなたが発見した技術、入植したりテラフォームした
りした惑星、秘められた宇宙への探査実行といった実績は、すべて
人類全体の勝利になることを覚えておいてください。




