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第4章 Record of Steamの世界

☆世界観

【Record of Steamの世界】

Record of Steamは西暦 1920年代、蒸気機関が発達したヨーロッパ、大大英帝国が舞台となる

スチームパンクTRPGである。

大大英帝国では 19世紀に蒸気機関、段差機関（ディファレンス・エンジン）が発達し、スチー

ムクロックという『時を戻す事の出来る時計』が発明されたが、その最中の 1910年代に突如、大

型の電気装置を引っさげた軍隊が出現した。

大型の電気装置を所持した軍隊、通称「チューリングワールド」は当初、大大英帝国と国交を

結び、スチームクロックの技術提供を求めたが、技術の独占を望んだ大大英帝国はこの圧力に反

発し国交を拒絶。結果、世界を巻き込んだ全面戦争に発展する。

こうした状況下で、PC達はスチームクロックに選ばれた証である簡易スチームクロック（通

称カンテラ）を配給された大大英帝国軍所属の兵士として、サイバーパンクなチューリングワー

ルドを相手にその軍勢を打倒することを目的としてゲームに参加することになる。

なおチューリングワールドは、大大英帝国が存在する世界を「カイロス空間」、チューリング

ワールドが存在する世界を「クロノス空間」と名付けている。大大英帝国では世界別の呼び名が

存在しないため、特に必要な場面には便宜的にこの表現に従う。

余談だが、この世界には魔法以外ならなんでもあると思ってもらっても構わない。ロボット、

変身ヒーローのようなアクタースーツ、飛空艇……大抵のものの見た目はプレイヤーやGMが好

きなようにしていただいて構わない。

ただし、大大英帝国では蒸気機関を使っているためトルクは強いが稼働するまでの時間が長く、

機関自体も大きな物になってしまう。一方チューリングワールドでは電子機器や反物質といった

技術を使っているため小型化が進んでいるが、力学的エネルギーを生み出すには向いていないと

いう決定的な差がある。

チューリングワールドではほとんどの人間が電脳化しており、ロボットが普及しているため、

秀でた才能を持つ人間は少ない。しかし大大英帝国では、現実の高度経済成長期のように、科学

技術を革新的に飛躍させるような人物や、照準を使わずに相手を撃てるようなエース級兵士が数

多く存在している。大大英帝国では大将から准将まではごく僅かな人数しかなれないが、准尉ま

では武勲によって誰でもなる事が出来る。准尉以上の位を持つ人間を「エース」と呼ぶ。更にそ

の中でもスチームクロックを持つことを許された人間が少尉以上になることができ、その時計の

形状から「カンテラ持ち」と呼ばれるのである。

また、大大英帝国の民間ではまだヤードボンド法を使用しているが、チューリングワールドと
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大大英帝国共に、公式ではメートル法を使用している。

以下から「カイロス空間」、「クロノス空間」それぞれについて詳しく説明していく。

☆カイロス空間

【蒸気機関の発達】

1819年代前半、大英帝国のハンフリー・デービーは新たな物質を発見した。水に入れると多量

の熱を発する性質があるこの物質は、国名を冠してブリタニウムと名付けられた。このブリタニ

ウムを使った蒸気機関は、ブリタニウムと水を反応させ、その熱で発生した蒸気でタービンを回

す機械である。

1860年代に入り、チャールズ・バベッジによってディファレンス・エンジンが作られた。ディ

ファレンス・エンジンはパンチカードで作られたプログラムを、蒸気によって動かされた歯車が

読み取り動く計算機である。　このディファレンス・エンジンによってコンピュータサイエンス

が大幅に進歩した。ブリタニウムとこの技術を用いて作られたのが汽車、飛行船、ロボット、ア

クタースーツなどである。

なお、今現在熱エネルギーを取り出す際に生成される水とブリタニウムの化合物（水酸化ブリ

タニウム）を、ブリタニウム単体に還元する装置は携帯出来るほどの小型化は実現されておらず、

ブリタニウム単体への還元作業は大規模な工場で行われている。

エンジンの規模にも因るが、通常、一個のブリタニウムインゴットで 2日～3日の連続稼働が

可能であり、一度点火してから一度エンジンを停止してもブリタニウムが完全に変化しない限り

は何度も再度点火可能な方式が実用化されている。

この発展には大英帝国の王立教会自由貿易委員会と東インド会社がスポンサーとなっていた事

が大きい。この間、薩英戦争やアヘン戦争などの戦争もあった。

【蒸気時計・スチームクロック】

1900年代に時計技師エロイはディファレンス・エンジンなどを応用しスチームクロックを発

明した。このスチームクロックは「時を戻す」「時を止める」「物力学の法則を変える」等の機能

があった。この功績によってエロイは国に認められたが、スチームクロックの作成を行った事に

よって本人やその弟子たちには呪いと呼ばれる様々な変調が起こり始めることになった。

その後エロイとその弟子達はスチームクロックの簡易版を製作した。この簡易版スチームク

ロックはカンテラのような形をしており、紋章が描かれているため通称“カンテラ”と呼ばれて

いる。普通の時計としては一切使用できず、普段は普通の時計とは逆方向に針が回っている。そ

の中央には砂時計が設置され、重力を無視した形で上部に溜まっている。上部にあるスイッチを

押すとカンテラ内部にエネルギーが与えられ、起動する。時計の針ではなく数字盤と砂時計が回

り始め、180度回転すると砂時計の砂が下から上へと落ち始める。それにつれて「時が戻り」、そ

の砂は 30秒程をかけて全てが上へと落ち、時間の逆転も終わる。

このカンテラは一度使用すると針が動かなくなる。一度止まってしまった針を修理出来るのは

エロイ一派の技術者だけである。再び針を動かし、スチームクロックとしての機能を取り戻す為
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には特殊な技術が必要であり莫大な労力も必要とするため、一度使えば始末書ものであり、出世

が遅れる事にも繋がると言われている。これらのことから、国はカンテラの使用については極力

控えるようにすることとしている。

カンテラは持つ者の生育環境など様々な要因で使用した場合の効果が異なるケースが報告され

ているが、何故そのようなことになるのかは現在調査中である。

現在スチームクロックは大大英帝国の王宮の奥に保管されており、軍内のカンテラを持つべき

人間の決定はスチームクロックによって行われる。また、カンテラを持つことによって少尉以上

となることが認められる。つまり、エリートである証とも言える。そのような人間は一般市民か

ら「カンテラ持ち」と言われ、尊敬畏怖の対象となっている。

なお軍内の階級は以下の通り

……大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、准尉、曹長、軍曹……

【チューリングワールドの侵攻】

1920年、バミューダトライアングル付近に、見慣れない兵装を揃えた謎の戦艦が突如現れた。

戦艦は「チューリングワールド」と名乗り、カナダを抑えると共に大英帝国に国交を迫った。

しかし条約の内容が不平等であった事を受け、大英帝国宰相アンナ・テラスが条約締結に対す

る拒否を宣言。チューリングワールドは更に南北アメリカ大陸、オセアニア、アフリカ大陸の赤

道以南を抑えたが、大英帝国は引かず、これ以降両国間での戦争が勃発することになる。

危機感を覚えたヨーロッパの小国の多くは大英帝国に擦り寄った。当時三国協商と対立してい

た三国同盟側各国も、植民地として支配していた都市をチューリングワールドに奪われた怒りか

らか一時休戦し、大英帝国間と同盟を結ぶ。このようにして大英帝国はヨーロッパ全土に及ぶ連

邦制となり、「大大英帝国と名称を改めることになる。

この大大英帝国という名前は、大英帝国が先陣を切っている事から名付けられた便宜上の名前

としているが、それについては各国から批判の声も上がっているがエースの数、スチームクロッ

クの技術なども含め、大英帝国を上回る国がないため意見はねじ伏せられている。

現在大大英帝国領はヨーロッパのみに留まっており、更にチューリングワールドの妨害により

その他の地域との連携が取れないため、チューリングワールド領が現在どのような状況にあるか

は分からない。現状としてグリーンランド、アイスランドは激戦区である。

一説によると、アメリカ大陸やアジアの小国もまたチューリングワールドと交戦しているとの情

報もあるが、未確認情報である。

☆クロノス空間

【チューリングワールド】

これらはチューリングワールドの捕虜から聞き出した話であるため、どこまで真実であるか定

かで無い。
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チューリングワールドは高度ネット社会である。どのような技術であるか、詳細は聞いても分

からなかったが、おおまかに言うと脳にナノマシンを入れ、ワールドワイドウェブに脳ごと繋

ぐ世界であるという。また、この社会は英雄として祀られているビッグ・ブラザーとスラーティ

バートファーストの二人がその昔に作ったとされていて、彼らの肉体はとうに朽ち果てたが電脳

が今なおどこかに存在してるのではないかとまことしやかに囁かれているとのことである。

国家はヤマタ、ユーエーク、パンキング、ルマルオーズ、ロングードの５つに分かれており、こ

の５つの国家の連合組織がチューリングワールドと呼ばれている。なお、チューリングワールド

では 16進法が使われている。

チューリングワールドはジ・アースと呼ばれるマザーコンピュータがある。そしてジ・アース

の下に各 5カ国のマザーコンピュータがいる。ジ・アースはマスター・A・エージェンス以下三

人が共同で作った物であり、人の手によって日々アップデートが続けられているが、ジ・アース

にも自己でアップデートする機能がついているという。

そして捕虜によれば、最近、ジ・アースは、人生、宇宙、全ての答えについて計算し、この世

界が近い将来に消滅する事が判明したという。熱的死かもしれないし、ビッククランチかもしれ

ない。とにかくこの世界はこれより高次元のデウス・エクス・マキナ的存在によって近い将来滅

亡すると言うのである。

そして別の研究結果により、チューリングワールドとは違う世界、終焉を迎えない世界線があ

る事が分かった。終演を迎えない世界線を時間がそれに向かってしか流れない事から「クロノス

空間」、終焉を迎えない世界線を巻き戻しが出来る事から「カイロス空間」と名付けた。

そしてカイロス空間の一つにある大大英帝国には、時を巻き戻し、デウス・エクス・マキナと

同じ次元から事をやり直す事が出来る「スチームクロック」と呼ばれる物があるという事が判明

する。

次元を飛び越え、全てをカイロス空間に移せば良いというかもしれない。しかしそれには無限

大より大きいエネルギーが必要になる。そんな事をするよりも、スチームクロックの技術を手に

入れた方が早い。

かくして、チューリングワールドはスチームクロックを入手する為に大大英帝国に侵攻する事

になったのだ。
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4.2 パーソナリティーズ

大大英帝国

アンナ・テラス

性別:女 年齢:9 所属:大大英帝国女王

先代の女王が急逝したため、幼くして女王になったが英

才教育の賜物でその能力は本物である。しかしまだ子供

なのか、嫌なことがあったりすると部屋に引きこもった

りする。側近の執事の名前はドリーという。

ロバート・カルノー

性別:男 年齢:45 所属:民間人

ゴールウェイ在住。軍でスターリングエンジンの研究し

ている第一人者。部下からも恐れられるような厳しい人

で、上からの要求も突っぱねるぐらい頑固である。仕事

一番で研究所に泊りがけで仕事をしていたら、妻に逃げ

られた。

アルフレッド・Ｆ・シェリフ

性別:男 年齢:50 所属:274師団中将

バーミンガムにて前線を指揮している。鳴かず飛ばずで

あったのだが世界大戦争末期にに名を上げた叩き上げ。

面倒見もよく部下からの信頼も厚い。

キャンディー・ブルー

性別:女 年齢:21 所属:女王陛下直属秘書

実の父は時計技師エロイ。エロイの娘は狙われるので遠

い親戚の養子として物心つく頃から生活してきた。ス

チームクロックを扱う技術を独学で学び、エロイの弟子

ほどの技術力を持つ。元々は辺境の地で中尉として軍属

していたが、中央に招聘された時に、女王陛下に才能を

買われ、秘書として配属されることになった。容姿端麗

で、銃の腕も立つ。エロイの工房に出入りするが、本名

を名乗らず、エロイも気づかない。
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カーネル・ブラウン 13世

性別:男 年齢:88 所属:大大英帝国補給部隊大佐

ガソリンスタンドの一角にレストラン・コーナー「ブラ

ウン・カフェ」を始める。その後、その流通手腕が認め

られ軍に大佐として招かれる。アンシルベールと共同研

究により、安全に物資を運ぶ技術を日夜研究している。

ブラウンおじさんのマークが目印。ブラウンカフェの店

頭に飾ってある人形をテイムズ河に落とすと呪いを受け

る (クリケットで勝てなくなる)という都市伝説がある。

ミス・フリーガ

性別:女 年齢:不詳 所属:軍医

大大英帝国軍所属の敏腕医師。普段はどこにいるかもわ

からないのに、必要となった時にはいつの間にか居る不

思議な人。仕事を終えたらまたどこかに消えてしまう。

無口で眼鏡。これはガチ。

クレイトン

性別:男 年齢:23 所属:冒険家

かつて、アフリカの未開の地に流れた大英帝国の貴族の

末裔である。流された先で育った野生児。地球の地底に

ある世界にも行ったことがある。

チューリングワールドでは 16進法をしようしているため、年齢部分を 16進法で表記してある (括

弧の中身は 10進法である)

チューリングワールド

ファラデー卿

性別:男 年齢:25(37) 所属:大大英帝国侵略指揮官

ルマルエーズ出身の貴族である。もともとルマルエーズ

の軍で出世していったエリートで、大大英帝国の侵略に

自ら志願し、指揮官に任命された。強いしカッコイイ!

アレックス・ブシドー

性別:漢 年齢:22(34) 所属:大大英帝国侵略作戦部部隊長

戦闘の功績のみで成り上がってきた典型的な叩き上げ。

何よりも戦いを愛し、誰よりも早く敵陣に切り込んでい

く脳筋。

「隊長、下がってください！ここは危険です！」「うる

さい、お前らが遅いんだ！」
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オルタ・M・ジェイブス

性別:女 年齢:C(12) 所属:ジョイブスの右手

ユーオーク出身。スティーブンスに拾われ、養子となり

現在は彼の元で右手となり働いている。小さいながら

その戦闘能力は凄まじく、小柄な体に反して大きなハン

マーを振り回して戦う。無口で普段は男装している。

おばあちゃん

性別:マザー 年齢:それなり 所属:グランドマザー

明治生まれ。もともとＭＺ 23を指示していたのだが、次

世代のマザーが作られたために代替わりし、晴れてグラ

ンドマザーになった。しかしまだまだ現役であるので、

カイロスに送り込まれてきた。入れ歯を鳴らしながらな

んでもどんとこいな、おばあちゃん。イェイイェイ、僕

は大好き。

マスター・A・エージェンス

性別:男 年齢:3B(59) 所属:ジ・アース管理人

ユーオーク出身。

チューリングワールドの現マザー：ジ・アースを指揮、

開発した最高責任者。

スティーブンス・P・ジェイブス

性別:男 年齢:2F(47) 所属:ジ・アース管理人

ユーオーク出身。

チューリングワールドの現マザー：ジ・アースを開発し

た責任者の一人。

ウィル・H・ゲーニッツ３世

性別:男 年齢:2C(44) 所属:ジ・アース管理人

ユーオーク出身。

チューリングワールドの現マザー：ジ・アースを開発し

た責任者の一人。
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ボーマン

性別:男 年齢:28(40) 所属:船長

ユーオーク出身。船を率いて大大英帝国にやってきたが、

この侵略というコンピュータの命令に疑問を感じている。

義眼

性別:男 年齢:18(24) 所属:独立部隊隊長

幼少の頃、事故により右目を失い、それ以来あえて義眼

で過ごす。本名は誰も知らない。性格は非道、残虐であ

り、部下にも容赦はしない。カスタマイズ機「NAK」の

爪の切れ味は鋼鉄をも切り裂く。

レイース・エルファン

性別:女 年齢:1B(27) 所属:

容姿端麗、才覚と悪知恵で伸し上がって来た美女。配下

を常に侍らせ前線に立つ事は無いが常に鞭を持ち歩く。

毎朝恒例である自慢の長髪の手入れを邪魔すると降格さ

れるという伝説を持つ。


