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EVE Onlineへようこそ!

今まで、星の間を駆け巡ったり、仮想ではあれ不老不死になったり、

自分自身の艦船や艦隊を指揮してみたい、と夢見たことはありませんか？　

そんなあなたにはこのEVE宇宙がまさにぴったりの場所です。

EVE Onlineの宇宙・ニューエデンに参加したことがない、

あるいは最近参加したばかりで、この世界で何が見つけられるのか

わくわくしているのでしたら、この続きを読み進めてみてください。

このガイドではEVE Onlineの紹介文と、ゲームプレイに関する

幅広い情報がEVEの新人パイロットに紹介されています。

文章で特定の語句を見つけたい場合は「Ctrl」+「F」で

ガイド内を検索する事ができます。
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第5章　EVEの基本的なゲームプレイ

タイトルの通りこの章ではEVE Onlineのゲームプレイの方法に関する知

識を得る事ができます。例えば各ソーラーシステムのセキュリティラン

クやNPCの警察組織であるCONCORD、常に危険が存在するニューエデ

ン、新しい艦船・よりよい兵器をどのように入手するか、どのようにニ

ューエデンで合法的に他プレイヤーと戦闘するかなどの情報も載ってい

ます。

第6章　EVEの領域 – 0.0宙域
第7章　EVEの領域 – 探索

ここではゼロセキュリティのソーラーシステムとそれらをアライアンス

が拠点とすることができる領土獲得システムが紹介されます。また、

ニューエデンに出現する探索コンテンツをどのように発見するか、そし

て隠されているサイトやワームホールを発見すう為にはなにが必要なの

か、その未知なるワームホールに関する説明も載っています。

第8章　チームプレイ

コーポレーションやアライアンスなど、ゲームで重要な複数プレイヤー

での行動を紹介します。プレイヤーが設立したコーポレーションに参加

することによる利点や、一時的に参加できるフリートなどについて説明

しています。

PART1　EVEとは?

第1章 EVE Onlineとは？

ここではEVE Onlineの宇宙の伝承や知識、また長く続く歴史におけ

る重要なコンセプトを学ぶことができます。また、この章の最後でゲ

ームのトライアルを始める方法も説明していますのでご確認ください。

第2章　キャラクターについて
第3章　属性、スキルとその習得について

ここではゲームをプレイするキャラクターに関しての詳細、いずれか

に参加することとなる4つの種族と死亡したらどうなるか等を学ぶこ

とができます。その後にゲームプレイに影響を与える属性値と、キャ

ラクターを成長させる方法などの情報も載っています。

第4章　初心者のために

この章ではあなたの宇宙船に搭載されたコンピューターであるオーラ

やゲームのチュートリアル、ニューエデンで追い求めることのできる

いくつもの職業を始めるためのミッションを用意してくれるキャリア

エージェントなどの情報を得ることができます。また、ゲーム内外の

どこで支援を探せばよいかも掲載しています。
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PART2 EVEでは何ができますか?
ここではEVE Onlineで可能な専門職（プレイスタイル）に関する詳

細な情報が閲覧できます。最後の章ではカスタマーサポート、価格、

ゲーム内の流通貨幣など様々な実用的情報が得られます。このPart2

で読むことのできる章は以下の通りです：

第9章　  採掘

第10章　惑星開発

第11章　製造 

第12章　マーケット

第13章　ミッション

第14章　ゲームに関して

便利なリンク集
EVE Online日本語公式サイト 
新規プレイヤー向け公式サイト情報記事
EVE Online公式コミュニティサイト

http://eveonline.nexon.co.jp/
http://eveonline.nexon.co.jp/introduction/about.aspx
https://community2.eveonline.com/ja/
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 3.1 属性はゲームプレイにどう影響しますか？

 3.2 キャラクターの育成方法は？

 3.3 一度に二体以上のキャラクターを育成できますか？

 3.4 スキルトレーニングはどういう仕組みなのですか？レベ

ルシステムはありますか？

 3.5 スキルレベルとは何ですか？　各スキルにはレベルはい

くつまでありますか？

 3.6 スキルはどのように機能しますか？

 3.7 どのスキルをトレーニングすればよいですか？

 3.8 ゲーム終了後、キャラクターのスキルトレーニングは停止しますか？

 3.9 スキルトレーニングキューとは？

 3.10 どこでスキルを取得するのですか？

第4章　初心者のために 

 4.1 オーラとは誰ですか？

 4.2 チュートリアルはゲーム内のどこにありますか？

   4.3    いろいろなキャリアパスを知りたいです。どこにいけばよいですか？

 4.4 必要なときに助けを求められる人はいますか？

  4.5 他の新しいプレイヤーと安全に飛行できる場所はありますか？

 4.6 どこにいけばもっと初心者のための情報が手に入りますか？
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第5章　EVEの基本的なゲームプレイ 

 5.1 どうしたらソーラーシステムが安全かどうかわかりますか？

 5.2 CONCORDとは何ですか？どのような役割を果たすのですか？

 5.3 急に誰かに攻撃されました。ひどいと思います！どうしてこう 

いった行為が許されたのですか？

 5.4 どうすれば、新しい艦船やより良い兵器を入手できますか？

 5.5 どのような種類の艦船に乗れますか？

 5.6 シールド計器/セーフティの隣にある色のついたボタンは何ですか？

  5.7  他のプレイヤーを攻撃した場合どうなりますか？反撃されるのでしょうか？

 5.8 ハイセキュリティ宙域で他のプレイヤーと簡単に戦える方法

はありますか？

第6章　EVEの領域 – 0.0宙域 

 6.1 0.0セキュリティとは?他の領域と何が違うのですか？

 6.2 領有権とは?どのように作動するのですか?

第7章　EVEの領域 – 探索 

 7.1 どうすればEVEの探索コンテンツを見つけられますか？

 7.2 隠されたコンテンツを探しあてるためには何が必要ですか？

 7.3 不安定なワームホールを見つけました。これはどこへつながって

               いるのでし ょうか？

 7.4 ワームホール宙域とは何ですか？安全でしょうか？

 7.5 宇宙の特異点と宇宙のシグネチャの違いは何ですか？

第8章　チームプレイ – コーポレーション/グループプレイ 

 8.1 他のプレイヤーたちと一緒に航海したいのですが、どう

すればよいですか？

 8.2 コーポレーション/アライアンスに入りたいのですが、ど

うすればいいですか？

 8.3 コーポレーションやアライアンスの特長は何ですか？

 8.4 どうすればコーポレーションやアライアンスを設立で

きますか？

 8.5 他のコーポレーション/アライアンスにどうすれば宣戦布

告できますか？

 8.6 数時間だけフリートに参加したいのですが、どうやって

見つければよいのでしょうか？

  8.7 国家間戦争とは何ですか？どうすれば義勇軍に参加できますか？
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PART2 EVEでは何ができますか?

第9章　採掘 

 9.1 採掘とは？

 9.2 採掘にはどんな艦船が必要ですか？モジュールやスキルはどん

なものが必要ですか？

 9.3 採掘できる鉱石にはどんな種類がありますか？場所によって掘

れる鉱石の種類も変わりますか？

 9.4 採掘はアステロイドベルトでしかできないのですか？他にも採

掘できるサイトはありますか？

 9.5 採掘を効率よく行うコツはありますか？

 9.6 採掘は1人でやったほうがいいですか？

 9.7 たくさんの鉱石を掘りました。 どうやって持って帰ればいいですか？

 9.8 持ち帰った鉱石は何に使うのでしょうか？

 9.9 精錬とは？

第10章　惑星開発 

 10.1 どうすれば惑星を開発できるのですか？

第11章　製造 

 11.1 アイテムを製造するには何が必要ですか？

 11.2 どんなアイテムを製造することができますか？

 11.3 製造の仕組みとは？

 11.4 BPOとBPCの違いは何ですか？

 11.5 どのアイテムを製造すれば儲かりますか？

  11.6   購入する以外の方法でBPCやBPOを入手する方法はありますか？

 11.7 T2とは？

第12章　マーケット 

 12.1 マーケットはどう利用するのですか？

 12.2 どのアイテムを購入すべきでしょうか？

  12.3   マーケット上で取引されているアイテムの価格は不変ですか？

  12.4     プレイヤー主導のマーケットとはどのような仕組みなのですか？

  12.5     アイテムの価格推移を調べたいのですが、どこで見られますか？

 12.6   マーケット以外にアイテムを売買する手段はありますか？ 

 12.7  契約とは何のために利用するのですか？
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第13章　ミッション 

 13.1 ミッションとは何ですか？　どうやって見られるのですか？

 13.2 利用できるエージェントはどのように探せばよいですか？

 13.3 どんな種類のミッションがありますか？

   13.4  勢力やコーポレーションのスタンディングはどのようにあげればよいですか？

 13.5 どのようにしてエージェントのスタンディングをあげればよいですか？

 13.6 ミッションの各レベルに最適な艦船の種類を教えてください

 13.7 ロイヤルティポイントとはなんですか？

 13.8 ミッションの回数には上限がありますか？

 13.9 どの勢力やコーポレーションに所属するエージェントからミ

ッションを受ければいいでしょうか？ 

 13.10 エピックアークとはなんですか？　どこで見つけられますか？

第14章　ゲームについて 

 14.1 ゲームの動作環境は？

 14.2 ゲーム中に問題が発生しましたが、どこに連絡すればよいですか？

  14.3 GMからサポートチケットの返信が来ないのですが、どうすればよいですか？

 14.4 定期メンテナンスはありますか？

 14.5 ゲームのプレイ料金は1ヶ月いくらかかりますか？

 14.6 PLEX とはなんですか？　どのように使うのですか？

 14.7 Aurumとは何ですか？どのように使うのですか？
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EVEとは?
PART 1
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親しい仲間とコーポレーション（クランやギルドと同等）を立ち上げ

たり、あるいは既に存在する大規模なプレイヤーコーポレーションや

アライアンスに加入することもできます。EVEの宇宙には7,600以上

もの独特なソーラーシステムが存在し、これらを探索をするのも支配

するのもあなたの自由です。カプセラ誕生の歴史については こちら(

リンク先英語)をご覧ください。 

1.2 EVE Onlineの舞台とは？

EVE Onlineは、地球から遠く離れた未来の宇宙が舞台となっていま

す。EVE Onlineという名は巨大なEVE Gateにちなんでいます。この

ゲートが、後にニューエデンと呼ばれるようになった星団に人類を送

り出したのです。ニューエデンの長い歴史についてはこちら(リンク

先英語)を、タイムライン版はこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

1.3 MMOゲーム(多人数同時参加型オンラインゲーム)とは？

多人数同時参加型オンラインゲームとは、数百または数千のユーザー

が同じゲーム世界に参加して互いに影響を及ぼしながらプレイするゲ

ームです。EVE Onlineはでは、数千人のプレイヤーを巻き込み数十

のスターシステムの運命に影響を与えるような大規模な戦闘が起こる

こともあります。 

第1章　EVE Onlineとは？

1.1 何になってプレイをするのでしょうか?

あなたはカプセラという優れたパイロットで、強力な艦船のインター

フェイスに接続されています。 硬い装甲に守られたカプセルの中か

ら、たったひとりで全ての役割をこなし、自分の宇宙船をコントロー

ルするのです。1人のカプセラが何隻もの艦船に挑み、勝利をおさめ

ることもできます。他のカプセラと力を合わせ、宙域内のなにもない

ところから一大勢力を作り上げることも可能です。EVEであなたは、

自らの運命を切り開いていくことになります。ゲームのスタート時は

EVEの世界に存在する種族からひとつを選択することになりますが、

スタート時の基本スキルの構成がわずかに異なるだけで、あとは自由

にキャラクターを育てていくことができます。またゲームのスタート

時に選択したキャラクターの家系や職業などで、何かが制限されると

いうことはありません。トレードで生計を立てたり、採掘事業を指揮

したり、傭兵として戦闘能力を売りに出したり、海賊になって宇宙の

通り道を待ち伏せして暴利を貪ったり、スパイ活動を行ったり、研

究・製造活動にフォーカスしたり、あるいはNPC（EVEのシステムに

よって操作されるノンプレイヤーキャラクター）エージェントから依

頼されるミッションを完了して利益を得たり。その日その日に何をす

るのかは、すべてあなた次第です。1人でソロプレイを楽しんだり、 

http://community.eveonline.com/backstory/scientific-articles/ppcc-part-1-the-capsule-and-the-clone/
http://community.eveonline.com/backstory/
http://eve.com/
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1.4 継続的かつ永続的なゲーム世界とは？

永続的なゲーム世界とは、プレイヤーがオフラインの間にも発展し続

ける世界のことで、あなたが寝ている間にも進行し続ける現実世界に

似ています。例えば、プレイヤーが宇宙空間に残した艦船などはその

ままゲームの世界に存在し続け、他のプレイヤーから視認でき（攻撃

でき）ます。EVE Online のゲーム世界はまるで生きているかのよう

に呼吸をし、眠ることを知らず、プレイヤーの行動によって刻々と変

化する仮想世界なのです。 

1.5 ゲームのサーバーはいくつにわかれていますか？

EVE Onlineには「Tranquility 」（トランキリティ）と呼ばれるただ

ひとつのサーバーが存在します。Tranquilityは、EVE Onlineの世界

に参加する何万人ものカプセルパイロットたち全てを受け入れていま

す。もしあなたの友人がEVEをプレイしたりあなたの冒険に加わる場

合、彼らはあなたと同じ世界を共有することになるのです。EVEはシ

ングルシャードのバーチャルワールドです。そのことはつまり、EVE

に参加する人は全て同一の世界・同一のコミュニティの一員となると

いうことを意味します。他のMMOゲームは数百万人のプレイヤーを

擁するタイトルであっても、いくつかの小規模なサーバーごとに固有

のゲーム世界が割り当てられて、その中で数千人がゲームをプレイす

ることになります。EVEでは他のプレイヤーと相互に影響を及ぼしな

がらゲームをプレイし、全てのプレイヤーは、世界で最も強力なゲー

ムサーバーがホストする永続的な世界の一部になるのです。 

1.6 まだゲームのサービスを購入したいかわかりません。課金する前

にゲームを試すことはできますか？

NEXON IDを通して新アカウントを作成した場合、通常14日間の無

料トライアルが30日間に延長されます。是非こちらのページからEVE 

Onlineを体験してみてください。 

第2章　キャラクターについて

2.1 使用できるキャラクター数に制限はありますか？

ひとつのEVE Onlineアカウント内に3体までキャラクターを作成でき

ます。 

2.2  種族はいくつありますか？何を選べばよいでしょうか？

EVE Online でプレイヤーが選択できる｢種族」は、アマー・カルダ

リ・ガレンテ・ミンマターの4種類があります。ゲームプレイの面

で、種族間に実質的な違いはありません。スキルシステムでは、キャ

ラクターは必要なスキルさえ取得すれば、どの種族が建設したかに関

わらず、あらゆる艦船に乗ることが可能です。種族による違いが生じ

るのは、その種族の歴史、道徳観や倫理観、考え方などのゲーム設定



12

上の要素のみとなります。詳しい情報はEVE Onlineウェブサイトの

以下のページをご覧ください：(リンク先英語)

 アマー帝国 

 カルダリ連合 

 ガレンテ連邦 

 ミンマター共和国 

これらの情報は、どの勢力でプレイするかを決定する一助となるでし

ょう。EVE Onlineにはゲームをロールプレイという観点から楽しむ

プレイヤーもおり、それぞれの勢力の道徳観や倫理観を忠実に守りな

がら、ゲームをプレイしています。さらにこだわりを持ってロールプ

レイを楽しみたいという方は、それに呼応した勢力を選ぶとよいでし

ょう。ひとつのアカウント内で異なる国家や血統のキャラクターを作

成することもできますのでご安心ください。 

2.3 自分のキャラクターが死んだ場合はどうなりますか？

不幸にもあなたのキャラクターが宇宙空間で死んでしまった場合、ク

ローンの保存先として設定したステーションで、新しい体で目覚める

ことになります。キャラクターの復活ステーションは自由に設定でき

ますが、新しいクローンをすぐに購入できる医療施設があるステーシ

ョンを設定しておくことをお勧めします。また、あなたのキャラクタ

ーが新しいスキルを習得するにしたがって、これまで学習してきた貴

重なスキルのロスを防ぐためにも、よりグレードの高いクローンを購

入しておくよう要求されるでしょう。クローンについての詳細な情報

はこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

2.4 クローンシステムとはどういう仕組みですか？

クローンシステムは、あなたが「クローンのアップグレード契約」を

結ぶことで作動します。契約を結べば、あなたのカプセルが破壊され

たとしても、「完全な死」を免れることができます。あなたはクロー

ンの体で目覚め、ただちに戦場へ復帰できます。死んだ場所から遠く

離れた場所で目覚めることもありますが、時には活動していたシステ

ムにすぐに戻って再び戦闘に加わることも可能です。 

クローン契約には、死亡時のスキルポイントロスをカバーする量に応

じて変わるグレードがあります。キャラクターがより多くのスキルを

取得し賢くなるにつれて、脳内の情報をキープするために、定期的に

適正なグレードの契約を結んでおく必要があります。 

また、クローンにはこれとは全く別のタイプとなる「ジャンプクロー

ン 」も存在します。これらはあなたが死んだ時に目覚める新しい体

とは同じものではなく、所持するにはスキルを学習しステーションに

設置することが必要です。ジャンプクローンはあなたが即座に宇宙の

広大な距離を横断できるようにします。クローンの詳細については、

こちら(リンク先英語)をご覧ください。 

http://community.eveonline.com/backstory/races/amarr/
http://community.eveonline.com/backstory/races/caldari/
http://community.eveonline.com/backstory/races/gallente/
http://community.eveonline.com/backstory/races/minmatar/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/What_happens_when_my_character_dies
http://community.eveonline.com/backstory/scientific-articles/cloning/
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プラント(リンク先英語)やブースター(リンク先英語)を使用してキャ

ラクターを成長させることもできます。別の方法としては、より高度

で強力な艦船を他のカプセラから購入するか、自分で建造して取得す

ることも可能です。 

3.3 一度に二体以上のキャラクターを育成できますか？

はい。並行キャラクタートレーニング(リンク先英語)で同一アカウ

ントにある2体のキャラクターを、30日間同時にトレーニングでき

ます。 使用するには30日間パイロットライセンスエクステンション

(PLEX）が必要です。2体のキャラクターを同時に使用するという制

限さえ超えなければ、どのキャラクターをトレーニングするかについ

て決まりはありません。PLEXを使えば2体のキャラクターをトレーニ

ングできるようにはなりますが、いかなる条件でもオンラインでプレ

イできるキャラクターは1アカウントにつき1体だけです。 

3.4 スキルトレーニングとは？レベルシステムはありますか？

キャラクターにレベルは存在しませんが、各スキルにレベルがありま

す。EVE Onlineでのスキルトレーニング(リンク先英語)は、ゲーマー

の皆様が他のMMOで慣れてきたものとは異なります。スキルトレー

ニングはゲーム内の活動に基づいておらず、時間の経過をもとに算出

されます。スキルトレーニングには時間がかかるため、プレイヤーが

オフラインの間でもトレーニングは続けられます。EVE Onlineでの

第3章　属性、スキルとその習得について

3.1 属性はゲームプレイにどう影響しますか？

Eve Onlineでは、キャラクターの属性(リンク先英語)が唯一スキルト

レーニングにかかる時間に関係してきます。各スキルは、第一属性お

よび第二属性を使用し、それによってスキルのレベルを習得するまで

の必要時間が決まります。またスキルは、影響を与える活動（戦闘、

製造、研究、交易など）に関連する属性を使用します。よってあなた

がもしゲームの一つの側面に集中したい場合は、その活動に関連する

属性にポイントを配置するのが好ましいでしょう。例えば、『理解

力』と『精神力』の属性は戦闘志向のスキルを習得したいカプセラに

とって重要となるでしょう。 

3.2 キャラクターの育成方法は？

キャラクターの育て方には多くの方法があります。スキルを学習する

ことが最もわかりやすい方法です。EVE Onlineでは、特定の職業や

スキルに制限されていないので、理論的にはゲーム内の全てのスキル

を学習することができます。しかし、非常に多くのスキルがあるため

事前に計画することをお勧めします。そして、あなたがゲームで極め

たい活動に連動するスキルに焦点を当てることをお勧めします。キャ

ラクターの能力とスキルトレーニングの速度に影響を与えられるイン

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Implants
http://community.eveonline.com/backstory/scientific-articles/neural-boosters/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Dual_Character_Training
https://secure.eveonline.com/PLEX/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Skill_training
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Attributes_in_EVE
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Implants
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スキル習得とは活動によって学ぶわけではなく、キャラクターの脳に

データをアップロードする作業に類似し、時間がかかるのです。しか

し、しばらくの間ゲームから休憩をとる場合でも、アカウントが有効

の状態であればキャラクターはスキルを習得していくことが可能です。 

3.5 スキルレベルとは何ですか？ 各スキルにはレベルはいくつまで

ありますか？

EVE Onlineの各スキルには5つまでレベルがあります。各レベルは必

要なスキルポイントの量が異なり、高いレベル程必要なスキルポイン

トが多くなります。レベル1までスキルを訓練するよりも、レベル5ま

で訓練するのに多くの時間を要します。またスキルのレベルを1から4

まで訓練するよりも、レベル4から5まで訓練する時間の方が遥かに長

くかかります。このことによって、新しいプレイヤーは比較的迅速に

古いカプセラに追いつくことができますが、完全にスキルを習得する

には非常に多くの時間がかかるということです。 

3.6 スキルはどのように機能しますか？

スキル(リンク先英語)はEVE Onlineのカプセラの成長にとって重要な

部分です。戦闘、インダストリー、研究、交易等のゲームのほとんど

の分野での能力に影響します。ゲーム内には多くのアイテムがあり、

特定のスキルを一定のレベルまで訓練するまで乗船できない艦船や使

用できないモジュール等があります。スキルの各レベルは通常、特定

のエリアにおけるキャラクターの能力を向上させます。そして、効果

についてはスキルの説明で詳細に説明されています。 

3.7 どのスキルをトレーニングすればよいですか？

これはあなたのゲームプレイのスタイルによって決まります。例えば

機敏なフリゲート艦の運用を専門にしたい場合は、フリゲート艦と小

さな兵器のスキルに焦点を当て、さらにその他の基本的な戦闘向けス

キルを訓練します。もし有名な製造家ともなる場合には、主に製造に

関連するスキルがあるインダストリー部門でのスキルに焦点を当てま

す。また、特定のプレイスタイルに縛られずに、色々挑戦したい方も

いるでしょう。その場合は、非常に長い時間を要するレベル5までの

スキルを数える程訓練するのではなく、多くのスキルをレベル3か4ま

で訓練するほうがよいでしょう。ゲーム内におけるスキルカテゴリー

の違いについてはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

3.8 ゲーム終了後、キャラクターのスキルトレーニングは停止しますか？

停止しません。あなたがオンラインでもオフラインでも、キャラクタ

ーは関係なく訓練を続けます。唯一の条件として、アカウントがアク

ティブ（課金状態）であることです。しかし、あなた自身でスキルの

訓練を管理する必要があります。もしあなたが設定したキャラクター

の訓練が終了した場合、別のスキル/レベルの訓練を開始するために

はゲームにログインする必要があります。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Skills_guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Skills_guide%23Skill_Category_Highlights
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3.9 スキルトレーニングキューとは？

スキルトレーニングキュー(リンク先英語)である程度までスキル訓練

を管理することができます。あなたは訓練するスキル/レベルの順番

を設定することができます。制限として、累計トレーニング時間が24

時間に達した場合、さらにスキル/レベルを追加することはできませ

ん。しかしキューの最後のスキルには制限時間が無いため、習得に長

い時間を要するスキルレベルをキューの最後に置くことで、一ヶ月以

上という長いスキルキューを設定することも可能です。 

3.10 どこでスキルを取得するのですか？

キャラクターには初めに決められたスキルがあります。そのスキル

は、キャラクター作成時に選択した内容によって異なります。より多

くのスキルを訓練するには、スキルブックを購入し、キャラクターに

スキルを覚えさせる必要があります。スキルブックは一般的にNPCま

たはプレイヤーからマーケットで購入することができます。さらにミ

ッション(リンク先英語)・戦利品・またはEVE銀河の各勢力が提供す

るロイヤルティポイント(リンク先英語)ストアを介して取得すること

もできます。 

第4章　初心者のために

4.1 オーラとは誰ですか？

オーラ(リンク先英語)はあなたの艦船に付随するオンボードコンピュ

ーターです。彼女はゲームのチュートリアルを提供し、新しいカプセ

ラ（プレイヤー）にゲームの色々な側面を紹介します。オーラの詳細

についてはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

4.2 チュートリアルはゲーム内のどこにありますか？

新しいキャラクターとしてゲームを始めると、新規プレイヤー体験(

リンク先英語)の一部であるチュートリアルが紹介されます。自分の

判断でチュートリアルを閉じたり、継続することができます。また、

ヘルプのウィンドウを開いて、チュートリアルの様々な部分を選択で

きます（Neocomパネル(リンク先英語)またはF12を押す）。これによ

り、すぐにあなたが最も関心のある部分に移動することができます。 

4.3 いろいろなキャリアパスを知りたいです。どこにいけばよいですか？

チュートリアル以外でEVE Onlineの様々なキャリアパスを熟知する

のに最適な方法は、キャリアミッションです。これらのミッションは

新しいキャラクターでも遂行できます。上記で説明した通り、ヘルプ

ウィンドウをNeocomパネルから開き、キャリアエージェントを表示

http://community.eveonline.com/news/dev-blogs/more-queue-queue/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Missions_Guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Missions_Guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Loyalty_point
http://community.eveonline.com/backstory/chronicles/aura/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Aura
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/New_Player_Experience
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/NEOCOM
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ボタンをクリックしてください。簡単に好みのキャリアエージェント

に辿り着けるウィンドウが開きます。キャリアには5つの種類があり

ます： 

 軍事:このミッションでは、戦闘の基礎知識を学びます。 

 ビジネス:このミッションではマーケット、契約システムを学び、他

の人の労働からお金を儲ける方法を学びます。 

 インダストリー:このキャリアパスは原材料を採掘・収穫し品物を製

造する人向きです。製造した物は他のカプセラに売ったり、個 人で

使用することができます。 

 探索:宇宙の神秘を探求したい方にはこのキャリアパスがあります。

探索の際には海賊に遭遇したり、古代遺物を発見したり、他の数々

の驚きがあなたを待ち受けています。 

 高度な軍事:より高度な戦闘方法を学びます。これには後方支援・攻

撃阻止・回避行動などが含まれます。 

4.4 必要なときに助けを求められる人はいますか？

ゲーム内にルーキーヘルプチャンネルとヘルプチャンネルを設けてい

ます。新規アカウントのキャラクターは自動的にルーキーヘルプチャ

ンネルに参加させられます。もしゲームに関する質問があれば、ここ

で質問するとよいでしょう。新人の段階を過ぎたカプセラはヘルプチ

ャンネルを使用します。両方のチャンネルはISDと呼ばれるボランテ

ィア組織によって管理されています。CCPに正式に連絡をする場合に

は、ゲーム内またはウェブサイトのどちらかを経由してサポートチケ

ットを作成する必要があります。ルーキーヘルプチャンネルでよく聞

かれる質問とその回答についてはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

4.5 他の新しいプレイヤーと安全に飛行できる場所はありますか？

ゲーム内にはルーキーシステム(リンク先英語)と呼ばれるシステムが

いくつかあります。新しいキャラクターはそのいずれかでスタートし

ます。これはプレイヤーが選択した種族/血統によって異なります。

ルーキーシステムではチュートリアルに参加したり、キャリアパスの

ミッションを遂行することができます。またルーキーシステムでは、

新しいプレイヤーが 自分自身のペースでEVEの機能を理解できるよう

に、他のシステム以上のルールが設置されています。基本を学び、ニ

ューエデンが提供する全てを探索する準備が整うまで、これらのシス

テムから離れないことをお勧めします。ルーキーシステムのリストは

こちら(リンク先英語)をご覧ください。 

4.6 どこにいけばもっと初心者のための情報が手に入りますか？

ゲームの様々 な側面に関するガイドについてはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

http://community2.eveonline.com/ja/community/volunteer-program/
http://community2.eveonline.com/ja/support/petitions/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Rookie_Help_Channel_FAQ
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Rookie_Systems
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Rookie_Systems
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Category:New_Player_Experience
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第5章　EVEの基本的なゲームプレイ

5.1 どうしたらソーラーシステムが安全かどうかわかりますか？

EVE Onlineでは安全な場所があるかどうかではなく、安全に通過で

きるかどうかと言ったほうが正確かもしれません。ニューエデンには

様々な危険が潜んでおり、不用心なカプセラはすぐにトラブルに直面

する可能性があります。しかしニューエデンのシステムには、1.0（

最高ハイセキュリティ）から-1.0（全くのゼロセキュリティ）までの

セキュリティレベルが存在します。最も安全である1.0システムであ

ればアステロイドベルトで静かに採掘を行っていても海賊に襲われる

可能性は低いです。他にも0.9から0.5セキュリティレベルシステムが

存在し、これらも「ハイセキュリティ」とされています。ハイセキュ

リティにいる場合、プレイヤーはCONCORD(リンク先英語)という組

織から守られています。CONCORDについては下記に記述されています。 

0.4から0.1のシステムは「ローセキュリティ」となり、カプセラには

ほとんど保護はありません。しかし、ゲートまたはステーションの近

くにおいて不正な攻撃があった場合、セントリーガンからの保護を受

けられます。この区域を訪れるプレイヤーは自らの経験、知識、仲間

を頼りにしなければならないでしょう。 

最後に0.0システムがあります。ゼロセキュリティとしても知られて

おり、この区域では保護はまったくありません。ここで生き残れるか

どうかは個人のスキルと資質にかかっています。システムのセキュリ

ティレベルに関しての更なる情報はこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

5.2 CONCORDとは何ですか？ どのような役割を果たすのですか？

CONCORDは「宇宙警察」として、ニューエデンのハイセキュリティ

宙域をパトロールする組織です。CONCORDは不当にカプセラを攻撃

した者を追い詰め容赦なく撃墜します。しかし、彼らは攻撃を防ぐこ

とではなく、不当な者に制裁を下すことを役割としています。そのた

め、あなたが攻撃を受けていても助けが遅れる可能性があります。そ

のような状況を生き残れるかには、プレイヤーのスキルと艦船の強さ

が影響してくるでしょう。またCONCORDはカプセラのセキュリティ

レベルに影響します。自らの行動によってペナルティ/報酬システム

のステータスが上がったり、下がったりします。NPCの海賊を倒した

り、特定のミッションをこなしたり、良いとされる行動を取ることに

よってステータスが上がります。逆に他のプレイヤーを不当に攻撃し

たり、盗みを行ったりすると、犯罪行為と見なされステータスは下が

っていきます。また犯罪行為はCONCORDによって厳しく取り締まら

れます。 セキュリティステータスシステムについてのさらなる説明は

こちら(リンク先英語)をご覧ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Law_enforcement
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/System_security
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Security_Status
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5.3 急に誰かに攻撃されました。ひどいと思います！どうしてこうい

った行為が許されたのですか？

EVE Onlineでは、どこにいたとしてもプレイヤーは他のプレイヤー

を攻撃することができます。もしハイセキュリティで不当な攻撃が行

われた際は CONCORDが犯罪者に対して制裁を行います。しかしロ

ーセキュリティで攻撃が行われてもCONCORDの介入がないため、

自ら己の身を守ることが必要になります。また注意しなければならな

いのは、もし他のパイロットに対して犯罪行為を行った場合（窃盗な

ど）、相手はある程度の期間あなたにどこででも復讐する権限があり

ます。このトピックに関しての詳細な情報は殺害許可(リンク先英語)

およびクライムウォッチ(リンク先英語)の項目をご覧ください。 

5.4 どうすれば、新しい艦船やより良い兵器を入手できますか？ 

マーケットや契約を通して、より高性能な艦船や兵器を購入することがで

きます。マーケットを通せば幅広い艦船を購入することができますが、シ

ステムによって若干の変化があるかもしれません。また特定の艦船をより

安く購入するために、一つのシステムだけではなく、他のシステムやリー

ジョンにも目を配る必要があるでしょう。契約システム（別途記述あり）

のフィルター機能を使ってニューエデン全体から自分のシステムまで検索

を絞ることもできます。またここからマーケットでは販売されていない、

海賊仕様のフリゲート艦、巡洋艦、戦艦を買うこともできます。より良い

兵器やモジュールを装備する方法はこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

5.5 どのような種類の艦船に乗れますか？

プレイヤーのスキルに応じて、どの艦船も乗ることができるようにな

ります。とはいえカプセラは、EVE世界で成長したい方向性により、

特定の種族かまたは特定の種類の艦船に特化する傾向があります。起

業家であれば戦艦を操作できるように訓練することはないし、海賊と

して生きていくプレイヤーは採掘艦を操縦できるようになろうとすら

思わないでしょう。戦闘のスタイルを念頭に置いて艦船を選ぶプレイ

ヤーもいます。例えば、艦船によってはミサイルを得意とする艦船も

あれば、ビーム兵器を得意とする艦船もあります。また艦船によって

はより良いシールドシステムを持っていたり、アーマーシステムを持

っていたりします。操作することができる艦船は多種多様ですが、戦

闘艦は一般的に以下のようになります。フリゲート艦、駆逐艦、巡洋

艦、巡洋戦艦、戦艦、攻城艦、艦載機母艦、大型艦載機母艦、タイタ

ン 。これらの中にまた、無数のサブシステムがあり、高性能な「T2

」と呼ばれるバリエーションがそれにあたります。例えば、フリゲー

ト艦であれば高性能なバージョンである、強襲型フリゲート、ステル

ス爆撃艦、隠密行動フリゲート, 要撃型フリゲート,電子戦フリゲート

などがあります。戦艦級までのすべての艦船に、数の程度の差はあり

ますが、高性能な艦船が用意されています。また操縦するための関連

スキルを訓練すれば、どのカプセラでも乗れるようになります。

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Kill_Rights
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Crimewatch
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Fitting_ships
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5.6 シールド計器/セーフティの隣にある色のついたボタンは何ですか？

セーフティ設定(リンク先英語)は、キャパシタのそばに設置されてい

る小さな色つきのボタンで、色によってあなたが起動したセーフティ

レベルを指し示します。セーフティを「有効」に設定していると、あ

なたがどんな種類の違法行為も犯さないように保護してくれます。さ

もなければあなたは、グローバルな攻撃目標となって、CONCORDの

干渉が入ることなくエリア内全てのパイロットから合法的に狙われる

違法行為を犯すかもしれません。セーフティを「部分有効」（黄色）

または「無効」（赤）に下げると、あなたがニューエデン内で望むど

んな暴力的な行いもできるようになりますが、その結果にも直面しな

ければなりません。 

5.7 他のプレイヤーを攻撃した場合どうなりますか？反撃されるのでしょうか？

もしハイセキュリティで不当に他のプレイヤーへ発砲した場合、相手

はあなたに対して撃ちかえすことができますが、犯罪行為(リンク先

英語)を理由にCONCORDが先にあなたを撃ち落すでしょう。もし、

相手が先に発砲したり、盗みを行ったり、互いのコーポレーションが

戦争状況にあれば、あなたは相手を自由に撃破することができます。

攻撃をし、相手が逃走した場合、あなたのキャラクターには一定の時

間、敵対タイマー(リンク先英語)が付与されます。この期限内であれ

ば、あなたが発砲した相手のプレイヤー（およびそのコーポレーション

のメンバー）はあなたを探し出し、自由に発砲することができます。

5.8 ハイセキュリティ宙域で他のプレイヤーと簡単に戦える方法はありますか？

はい。ハイセキュリティ宙域で他のパイロットと合法的に一戦を交えたい場合

は、決闘(リンク先英語)というフィーチャーが役に立つでしょう。もし決闘の

申し込みが受諾されたら、あなたと相手パイロットの間でタイマー(リンク先英

語)がスタートし、その間合法的にお互いを撃ち合い、撃破することができま

す。この戦闘スタイルはその他の方法に比べれば安全かもしれませんが、セキ

ュリティステータスにペナルティがかかったりグローバルな攻撃目標になるリ

スクを犯しても干渉してくる別のパイロットがいるかもしれません。 

第6章　EVEの領域 – 0.0宙域

6.1 0.0セキュリティとは?他の領域と何が違うのですか？

0.0宙域はゼロセキュリティとしても知られており、ニューエデンで

もっとも危険なエリアです。また最高に刺激的で、儲けることのでき

る自由な領域でもあります。四つの主要な種族やCONCORDからの

保護の影響外の宇宙であり、多くのリージョンをカバーしています。

この領域で、プレイヤーコーポレーションやアライアンスは自らの本

拠地を作り、宇宙の広大な宙域の領有権を主張できます。これらのコ

ーポレーションはルールを作り、誰の呼びかけにも応えず、勝ち取る

ことの難しいシステムを守っているのです。本領域はまた、NPC海賊

であるガリスタス, エンジェルカルテルとサンシャ国の本拠地でもあ

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Safety
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Crimewatch%23Criminal_Timer
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Crimewatch
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Duel
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Crimewatch%23Limited_Engagements
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ります。さらに自らのプログラミングから脱却し、不注意なカプセラ

から艦船を奪いとった人工知能型ローグドローンの本拠地でもありま

す。危険に満ちてはいますが、危険を克服するための決意持っている

パイロット達には大きなチャンスがある領域です。多くの裕福で強力

なカプセラは栄誉と財産を0.0宙域で手に入れています。苦難と逆境

の中で勝利することは、名を馳せることに繋がります。あなたには、

彼らの足跡を辿る覚悟はできていますか？0.0宙域の詳細に関しては

こちら(リンク先英語)をご覧ください。 

6.2 領有権とは?どのように作用するのですか?

領有権とはプレイヤーコーポレーションやアライアンスが宙域内のエ

リアを自分のものとして主張できるシステムです。これは0.0セキュ

リティスペースと（戦略的・経済的に）重要な宙域で行われますが、

多くのシステムを跨ぎ、何千ものプレイヤーが繰り広げる戦いによっ

て争われます。領有権を獲得した後、影響力を拡張するための準備と

してプレイヤー達は独自のステーションとアウトポストを構築できま

す。またすべての0.0セキュリティ宙域が専有できるわけではありま

せん。長い時を経て居座り続けるNPCの勢力や海賊は、断固として移

動することはありません。領有権の仕組みは単純です。あるシステム

の領有権を（自分自身のため、またはアライアンスを代表して）主張

しようとするコーポレーションは、 領域支配用ユニット(またはTCU)

を宇宙に配置します。一度これが配置され、オンラインになると、そ

のシステムはTCUを設置したコーポレーションの領有権に入ります。

システムが既に他のコーポレーションにより統治されている場合、領

有権妨害装置 (またはSBU)をシステムに繋がるゲートに配置するこ

とにより領有権を争うことができます。これらが稼動することによっ

て、統治しているコーポレーションのTCUを攻撃することができるよ

うになります。このような活動は、貴重な宙域の獲得になるため、コ

ーポレーションやアライアンス同士の大規模な戦いに繋がります。領

有権の更なる詳細についてはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

第7章　EVEの領域 – 探索

7.1 どうすればEVEの探索コンテンツを見つけられますか？

まずはセンサーオーバーレイ(リンク先英語)やプローブを使って宇宙

の探索サイトをスキャンする必要があります。探査結果として座標が

表示され、自らの艦船でその座標にワープすることができるようにな

ります。艦船には、最も単純な探索サイトを発見可能なセンサーオー

バーレイが搭載されています。しかし、より複雑な探索サイトを発見

するにはスキャンプローブ(リンク先英語)使う必要があります。また

探索をより理解するためにキャリアミッションをお勧めします。キャ

リアミッションの詳しい情報に関しては、このFAQの「ゲーム内ヘル

プ」セクションをご覧ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/0.0
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Sovereignty_guide
http://community.eveonline.com/news/dev-blogs/sensor-overlay-changes-in-eve-odyssey/
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Probing
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7.2  隠されたコンテンツを探しあてるためには何が必要ですか ？

コアプローブランチャー モジュール を艦船に搭載し、さらに装填す

る コアスキャナープローブが必要です。モジュールとプローブはゲーム

内のマーケットまたは契約システムを使って入手することができます。 

 

7.3 不安定なワームホールを見つけました。これはどこへつながって

いるのでしょうか？

探索サイトをスキャンしているとき、時どき不安定なワームホールに

であうことがあります。これらは特殊なシステムであるワームホール

システムに繋がっていたり、ランダムで通常のシステムに飛ばされる

ことがあります。ワームホールを経由して広大な距離を移動すること

もできますが、非常に予測不可能であり、いつ崩壊したり生成された

りするかわかりません。ワームホールを通過後に出口が消滅すること

もあるので、細心の注意を払う必要があります。 

7.4 ワームホール宙域とは何ですか？安全でしょうか？

ワームホールシステムは、通常とは異なる特性を持っており、外宇宙

に位置する珍しいシステムです。ワームホールの中では、あなたの艦

船に何かしらの影響が加わる可能性があります。また高度な通信シス

テムが設置されていないため、他の場所で通信を行うよりもより困難

になります。これらのシステムで、奇妙で珍しい探索サイトを見つけ

ることができます。スリーパーとして知られている神秘的な存在が含

まれている場合があります。非常に高い戦闘経験をお持ちでない限

り、極力スリーパーとの戦闘は避けることをお勧めします。ワームホ

ールシステムの詳細に関してはこちら(リンク先英語)をご覧ください。 

7.5 宇宙の特異点と宇宙のシグネチャの違いは何ですか？

宇宙の特異点は、一般的には全て戦闘に関連するという点で、宇宙の

シグネチャよりわかりやすい傾向があります。また宇宙のシグネチャ

で遭遇することよりも簡単な傾向があります。（ワームホールシステ

ム内の）スリーパーを含む様々な異なったタイプのNPCが内包されて

います。宇宙のシグネチャとは異なり、デッドスペース(リンク先英

語)には配置されていません。一方宇宙のシグネチャにはミニプロフ

ェッションサイトが含まれていることがあります。そこでは特別なコ

ンテナや古代の遺物をハッキングして探査したり、ブースターを製造

するための珍しいガスを採掘したり、レアな鉱石を掘ることもできま

す。宇宙のシグネチャはワームホールや（DEDコンプレックスと呼ば

れる）巨大な探索サイトを含むこともあります。これらは高額な報酬

があるだけでなく、連続する物語があるサイトの連なった、特殊な探

索サイトも持っています。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Wormholes
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Deadspace
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第8章　チームプレイ – コーポレーション
/グループプレイ

8.1 他のプレイヤーたちと一緒に航海したいのですが、どうすればよ

いですか？

最も良い方法はプレイヤー経営のコーポレーションに参加することで

す。面倒見が良いコーポレーションであれば、物資を援助してくれる

こともあれば、初心者が必要とする情報を色々と教えてくれることも

あるでしょう。さらに重要なことに、彼らは敵意をもったカプセラか

ら身を守ってくれます。EVE Onlineのコーポレーションは他のオン

ラインタイトルの『ギルド』や『クラン』に相当します。 

8.2 コーポレーション/アライアンスに入りたいのですが、どうすれ

ばいいですか？

コーポレーションは色々な手段を通じて、新しいメンバーのために広

告を出しています。多くのコーポレーションがリクルート用フォーラム 

を利用する一方、インゲームのチャンネルを使用して募集をかけるコ

ーポレーションもいます。また、非常に多くのコーポレーションはゲ

ーム内のコーポレーションリクルートツール（リンク先英語)を使って

います。リクルートについての更なる情報はこちら（リンク先英語)を

ご覧ください。 

8.3 コーポレーションやアライアンスの特長は何ですか？

コーポレーションは通常同じ時間帯にプレイし、緊密な関係を構築し

ているコミュニティになります。他のオンラインタイトルの『ギル

ド』や『クラン』と同じ役割を果たしています。コーポレーションは

お互いの協力を促進するために、ステーション内にオフィスを借りた

りすることも可能です。また所属するプレイヤーに課する税金の額も

変更でき、いくつかのコーポレーションではNPCコーポレーションよ

りも低く設定されています。 

アライアンスは、共通の目標に向かって一緒に作業をする複数のコーポレ

ーションを示します。単純に自らの保護のためでもあれば、特定の宙域を

征服するためかもしれません。コーポレーションは、アライアンスの一員

でなければソーラーシステムの領有権を主張することはできません。 

8.4 どうすればコーポレーションやアライアンスを設立できますか？

カプセラは基本的なスキルを訓練し、CONCORDにわずかな費用を支

払うことによってコーポレーションを設立することができます。コー

ポレーションを設立するために必要な会員数の制限はありません。ま

たアライアンスはEVEコーポレーションのCEOであれば、どのカプセ

ラでも設立することができます。しかし、設立するためのスキルを訓

練するには時間がかかります。またCONCORDに支払う費用と維持費

も高額ですので、多くのカプセラは協働する必要があるでしょう。コ

forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&t=78986&find=unread
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Corporation_Recruitment
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Recruiting
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ーポレーション管理に関する詳しい情報はこちら（リンク先英語)を

ご覧ください。 

8.5 他のコーポレーション/アライアンスにどうすれば宣戦布告できますか？

EVE Onlineのすべてのコーポレーションやアライアンスは、別のコ

ーポレーションまたはアライアンスに対して宣戦布告することができ

ます。その是非は、メンバーの投票で決められます。戦争状態にある

コーポレーションやアライアンスはCONCORDという、四大国家間

の交路を見張っている警察軍隊の介入なく、戦闘をすることができま

す。戦争の詳細についてはこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

8.6 数時間だけフリートに参加したいのですが、どうやって見つけれ

ばよいのでしょうか？

カプセラはフリート検索（リンク先英語)ツールを使用してフリート

を見つけ、参加できます。いくつかのフリートは、特定のコーポレー

ション、アライアンス、または特定のセキュリティのカプセラのみに

制限されています。すべてはフリートが何を計画しているかによって

変化します。警戒心の強いカプセラであれば、友人やアライアンスの

メンバーがいないフリートに参加するのは注意したほうがよいでしょう。 

8.7 国家間戦争とは何ですか？どうすれば義勇軍に参加できますか？

安全な領域の中核を構成する四大勢力は必ずしも友好的ではありませ

ん。カルダリ連合がほぼ二世紀前にガレンテ連邦から離脱して以来、

ガレンテとカルダリはある程度戦争状態になっています。アマー帝国

は何年も前に奴隷制から脱却したミンマター共和国とその自由を謳う

戦士達と、頻繁に小競り合いを続けています。 

義勇軍は自分の選択した勢力のために戦うカプセラから構成されてい

ます。カプセラは、参加したい勢力と良好な関係を持っている必要が

ありますが、それ以外の制限は特にありません。もしそれが望みな

ら、ミンマターのカプセラがかつてのアマー人の領主に気に入られる

ため、アマー義勇軍に参加することも可能です！ 

四つの義勇軍組織は以下の通りです。カプセラは勢力が所有するステ

ーションであればどこでも、参加要請を行うことができます。国家間

戦争の詳細についてはこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

 アマー帝国：第24隊帝国十字軍 

 カルダリ連合：連合プロテクトレイト 

 ガレンテ連邦：連邦防衛同盟 

 ミンマター共和国：連盟自由軍 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Corporation_management_guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Wars
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Fleet_options
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Factional_Warfare
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/24th_Imperial_Crusade
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/State_Protectorate
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Federate_Defence_Union
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Tribal_Liberation_Force
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EVEでは何ができますか?
PART 2
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第9章　採掘

9.1 採掘とは？ 

EVE Onlineでは、ニューエデンの宇宙に点在する小惑星群から価値

のある鉱石を掘り出す一連の作業を採掘と呼んでいます。 

9.2 採掘にはどんな艦船が必要ですか？モジュールやスキルはどんな

ものが必要ですか？

基本的にはタレットを装備できる艦船であれば、採掘モジュールを装

備して採掘を行うことができます。極端な話、戦闘用の大型戦艦でも

タレットスロットさえあれば採掘を行うことは可能ですが、効率よく

採掘を行いたいのであれば、それに特化し、クラス最高レベルの採掘

量を誇る採掘艦を使うのがオススメです。ごく基本レベルの場合、採

掘のキャリアをスタートさせるために必要なのは艦船と採掘モジュー

ル、およびレベル1の採掘スキルだけです！卒業したてのカプセラな

ら誰でも今すぐ採掘を始められます。採掘に関するさらに詳しい情報

はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

9.3 採掘できる鉱石にはどんな種類がありますか？場所によって掘れ

る鉱石の種類も変わりますか？

基本的な鉱石には16種類のタイプ（リンク先英語)があり、それぞれ

にいくつかの派生種が存在します。各鉱石にはまた、それぞれ異なる

割合で8種類の基本的な無機物（リンク先英語)が含まれています。誰

もが比較的安全にアクセスできるハイセキュリティのアステロイドベ

ルトには、主にベルドスパーやスコダイトといった、ありふれた種類

の鉱石しかありません。逆にローセキュリティや、CONCORDに守ら

れていないようなさらに深い宙域には、非常に高価で貴重なアステロ

イドが存在します。ニューエデン内の鉱石の分布についての詳しい情

報はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

9.4 採掘はアステロイドベルトでしかできないのですか？他にも採掘

できるサイトはありますか？

アステロイドベルトは、ニューエデンで最も簡単に採掘ができる場所

です。しかし鉱石はそこだけに存在するわけではありません！探索関

連のスキルを極めているカプセラであれば、強力なスキャンプローブ

の力を借りて、今まで誰も足を踏み入れていないような未開のアステ

ロイドポケットを発見することもできます。さらに極稀に、セキュリ

ティの高い宙域で、普段見られないようなグレードの高い鉱石に出会

うこともあります。探索と希少鉱石の発見についての詳しい情報は探

索ガイド（リンク先英語)をご覧ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Mining_guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Ore
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Minerals
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Locations_of_ore_and_ice_in_space
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Exploration_guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Exploration_guide
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9.5 採掘を効率よく行うコツはありますか？

採掘の効率を高めるには、まず採掘関連のスキルをトレーニングし、

採掘量を最大化するのに最適な艦船を手に入れましょう。その上で効

率性を上げる採掘方法がいくつかあります。多くのカプセラはコンテ

ナを宙域に放出し、採掘した鉱石をそこに積み込みます。こうすれば

採掘した鉱石を積み降ろすために何回もステーションへ往復する手間

を省けます。ただし中には、影からそういったプレイヤーのコンテナ

を虎視眈々と狙う連中もいますのでご注意ください。 

9.6 採掘は1人でやったほうがいいですか？

単独のカプセラはアステロイドフィールドで簡単に個人作業に明け暮

れ、必要とするだけの鉱石を入手できます。しかし、他のプレイヤー

と協力することで驚くほどの効率で採掘を行うことができます。良く

組織された採掘カプセラのグループは、それぞれが別々に採掘するよ

りも遥かに早くアステロイドフィールドをからっぽになるまで採掘で

きます。 

9.7 たくさんの鉱石を掘りました。 どうやって持って帰ればいいですか？

慎重な採掘者は、船のカーゴホールドがいっぱいになった時点でステ

ーションに引き返します。誰かに盗まれるかもしれないというリスク

をとって、より効率的に利益をあげたい採掘者は、掘った鉱石を放出

したコンテナに残し、それ専用の輸送艦を取りにステーションへ戻り

ます。こういった船は何万立方メートルもの積載量があり、宙域のア

ステロイドフィールドに採掘者がより長時間滞在できるようにします。 

9.8 持ち帰った鉱石は何に使うのでしょうか？

鉱石はそのままマーケットで売却し、手早い利益を上げることができ

ます。しかしながら、熟練した採掘者はその労力に対する利益を最大

化するために、鉱石を精製して無機物（リンク先英語)にするでしょ

う。精製した無機物はマーケットで鉱石と同じように他のプレイヤー

に売ることができるほか、関連のスキルさえあればそれを使って新し

いモジュール、弾薬、あるいは艦船などを製造することもできます。

採掘関連のスキルを極めていくことで、アステロイドフィールドで過

ごす時間の価値もあがっていくことでしょう。 

9.9 精錬とは？

精錬とはアステロイドから採掘した鉱石から価値のある無機物を抽出

する作業のことです。各鉱石はそれぞれ固有の量で無機物を含んでい

ます。カプセラがスキルをあげるほど、精錬の過程で無駄にする無機

物の量は減っていき、手元に残る売却・製造用の無機物が増えるように

なります。精錬／再精製の詳細についてはこちら（リンク先英語)をご

覧ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Minerals
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Reprocessing
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第10章　惑星開発

10.1 どうすれば惑星を開発できるのですか？

カプセラは惑星上にコロニーを設立し、資源を採掘・収穫することが

できます。これらの資源は惑星から宙域へ送り出され、カプセラによ

って使用されることもあります。コロニーが複数あれば、より大量に

高度で利益の高いアイテムを製造できます。惑星開発に関してのビデ

オチュートリアルはこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

第11章　製造

11.1 アイテムを製造するには何が必要ですか？

最も基本的な段階では、いくつかの基本スキルと無機物、そしてブル

ープリントがあればすぐに製造を始めることができます。無機物はマ

ーケットで買うか、採掘で入手できます。ブループリントは、一般的

で技術レベルの低いものであればマーケットで安価に入手できます。

このブループリントをうまく使えば、巨大な利益を生み出すこともで

きます。 

11.2 どんなアイテムを製造することができますか？

ほとんど全てです。EVE Online内で見られる多くのモジュールや艦

船は、カプセラによって製造されたのです。EVEにおけるリスク対報

酬という構造のため、多くのカプセラは比較的買いやすく、気軽に乗

り換えることのできる艦船やアイテムを選びます。そのことによって

EVE Onlineのカプセラによる発展し続ける工業が成り立ち、他のオ

ンラインゲームには無い状況を作り出しているのです。つつましいパ

ニッシャー級のフリゲート（リンク先英語)から強大なアバター級タ

イタン（リンク先英語)まで、全ての艦船が熟練したカプセラの手に

よって生産されています。 

11.3 製造の仕組みとは？ 

製造はステーション、もしくはプレイヤーが運営するコーポレーショ

ン所有の特定の施設で行うことができます。製造に必要な物資をそれ

らの施設に集め、施設内の生産ラインを借りて所定の設定を行うと、

自動的に製造が始まります。製造における物資の消費効率や、製造に

かかる時間効率などは関連スキルによってあげることができます。製

造にかかる時間は、弾薬などの小さなものでは数分間程度ですが、主

力艦などの巨大なものになると数週間から数ヶ月の時間を要するもの

もあります。製造に関する詳しい情報はこちら（リンク先英語)をご

覧ください。 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XKnObxB9XCs
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Punisher
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Punisher
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Avatar
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Avatar
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Manufacturing
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11.4 BPOとBPCの違いは何ですか？

ブループリントオリジナル（BPO）は何回でも使用でき、追加の費用

は発生しません。ブループリントコピー（BPC）は使用回数に上限が

あり、使い終わったら新しいBPCを入手しなければなりません。ブル

ープリントに関する詳しい情報はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

11.5 どのアイテムを製造すれば儲かりますか？

製造でお金を儲けようと思ったら、ニューエデンの各リージョンのマ

ーケットの動向や契約システムでの取引きの状況を注意深く観察しな

ければなりません。どのモジュールや艦船が利益を上げているかを観

察し、利益の生まれるシステムへ移住しましょう。商売のセンスのあ

るカプセラは、自らの知識や経験を活かして多くの一攫千金のチャン

スにめぐり合うことができるでしょう。また活発に活動しているアラ

イアンスやコーポレーションは頻繁に他勢力との戦争を行っていま

す。これらの幹部に大量割引購入の話を持ちかけたり、注文物資を定

期的に納入する方法で稼いでいるプレイヤーもいます。 

11.6 購入する以外の方法でBPCやBPOを入手する方法はありますか？ 

ごく一般的で技術レベルの低いBPOは、ニューエデンのマーケットで

NPC コーポレーションから普通の価格で購入することができます。

このBPOを大量に複製（BPC）して販売しているカプセラもいます。

高性能な艦船やモジュールのブループリントの研究には、より多くの

時間とコストがかかります。勢力仕様のモジュールや艦船といった

BPCを手に入れるには、その勢力に対して多大なる貢献を行う必要が

あります。あるいは単に暗く冷たい深宙域で、彼らの高官や高位の軍

人を襲うという方法もあります。 

11.7 T2とは？

EVE OnlineのテクノロジーはＴレベルという区分で分類されていま

す。基本的な艦船やモジュールは全て T1（リンク先英語)に分類され

ます。T1の艦船やモジュールは、EVE内で最も多くカプセラによるフ

リート活動や作戦行動に使用されています。T2（リンク先英語)艦と

モジュールは対応するT1に比べてより高性能で特化しています。ISK

を持つ目の肥えたカプセラなら、いくつかのシチュエーションでは、

Ｔ2装備が多大な利点をもたらしてくれることに気がつくでしょう。

テクノロジーは安くありませんが、だからこそ代わりもききにくいの

です。ワームホールの先にひろがる深宇宙からレポートしていたカプ

セラたちは、さらに進化したテクノロジーで強力なＴ3（リンク先英

語)を持ち帰ってきました！ 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Blueprint
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Tech_I
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/T2
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Tech_3
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第12章　マーケット

12.1 マーケットはどう利用するのですか？

ゲーム内マーケットではあなたが必要とするアイテムのほとんどを購

入でき、Neocomパネルからアクセスできます。マーケットウィンド

ウを開いたら、検索欄に直接アイテム名を入力して検索するか、「ブ

ラウザ」タブをクリックして（現在のステーション・システム・リー

ジョンで）購入可能な全てのアイテムを表示させることもできます。

マーケット画面で買いたいアイテムが見つかったら、リージョンで購

入可能な順に並んでいるリストから直接購入してもよいですし、ある

いはもっと良い条件で購入するため「買い」注文を入れることもでき

ます。 

12.2 どのアイテムを購入すべきでしょうか？

あなたがアイテムを使用しなければならないとき、マーケットで購入

する必要が出てくるでしょう。ゲームを始めたばかりの段階では、チ

ュートリアルミッションでは入手できませんが、ゲームを進めるのに

必要なスキルブックを買い揃えることからはじめましょう。あるタイ

プの艦船に乗ったり、ある種の兵器システムを使用したり、シールド

を増加したり、ドローンを使い始めたり、採掘した鉱石をより効率的

に精錬したりといった希望があるのなら、それに応じたスキルが必要

です。それからあなたはより大きい、上位の艦船を買ってみたくな

り、買える範囲で最良の装備を備えたいと思うようになるかもしれま

せん。これらのこと全てのためにマーケットは存在します。より詳し

い情報はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

12.3  マーケット上で取引されているアイテムの価格は不変ですか？

いいえ。全てのシステムで販売されている特定のアイテムの価格は

大きく変動しませんが、一般的には価格は固定されていません。EVE 

Onlineのマーケットと経済はほぼプレイヤー主導で（少数の例外はあ

りますが）、それゆえマーケット価格はしばしばリージョン間で異な

ります。特に、プレイヤーが生産することでのみ供給可能なアイテム

は、マーケットのトレンドを如実に反映します。いくつかのケースで

は、プレイヤー運営コーポレーションが所有するレアな艦船ブループ

リントによって、そのコーポレーションが当該タイプの艦船の独占権

を握ったこともあります。またハイセキュリティから遠く離れた宙域

では、アイテムの生産コストに加えて、生産地からその場所までの輸

送コストやリスクなどの要素が価格に反映されます。このようにEVE

の経済は非常に複雑です。多くのプレイヤーは予測を立て、交易路を

慎重に選び、勤勉に働くことで貪欲な夢をかなえ、富を築きました。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Market_guide
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12.4 プレイヤー主導のマーケットとはどのような仕組みなのですか？

EVE Onlineでは、その地域にどれくらいの量のアイテムが供給され

ているかによって、アイテムの価格が大幅に変動します。入手の難し

いアイテムなどは、プレイヤーが購入した後で、さらに高い値段で転

売されることもあります。価格の推移予測や厳しい統制、そして需要

と供給というシンプルなメカニズムは全てプレイヤーの手にゆだねら

れており、これこそが経済を動かしているのです。 

12.5 アイテムの価格推移を調べたいのですが、どこで見られますか？

EVEでは、マーケットで取引されている全てのアイテムについて

NeoComから価格推移を調べることができます。マーケットの画面を

開き、アイテムを選択したら、「詳細」タブを開き「価格推移」を開

きましょう。そのアイテムに関するマーケットデータがグラフで表示

され、向上心のある商人に向けたさまざまな情報が見られます。さら

に詳しい情報はマーケットガイド（リンク先英語)をご覧ください。 

12.6 マーケット以外にアイテムを売買する手段はありますか？ 

マーケットを使わずにアイテムを購入するには2つの方法がありま

す。直接トレードと契約です。直接トレードとは、ステーションに入

港中に他のプレイヤーとアイテムを交換することを差します。片方の

プレイヤーがトレードウィンドウを開き、ステーション内で売却した

いアイテムを置きます。購入者はアイテムの価格を入力し、こうして

トレードが完了するのです。契約は、キャラクター間・キャラクター

とコーポレーション間・キャラクターとアライアンス間で（無料で）

設定できます。契約によるアイテム売買は、契約の用途のほんの一部

にすぎません。他にも様々な用途に使うことができます。 

12.7 契約とは何のために利用するのですか？

契約は、EVE Onlineに存在するありとあらゆるアイテムを売買する

のに利用できます。特にマーケットでは取り扱われていないアイテム

の取引に便利です。これらには、艦船に装備するモジュールや手に入

れるのが難しいさまざまなその他のアイテムなどが含まれます。ま

た、1つの契約料金で（契約の発行手数料は1件あたり10,000 ISKで

す）いくつまでも、プレイヤー間でアイテムを交換できます。もしあ

なたが、1隻のシャトル、50,000ユニットの鉱石、または20隻のフル

装備の戦艦を他のパイロットに送りたいと思ったら、契約こそがその

手段になります。輸送契約は、交易キャラクターが自分の商品をシス

テムからシステムへ移動するのに、自分ではできなかったり旅をした

くないときなどにもっぱら利用されます。彼らが契約を設定し、他の

パイロットが定められた料金で商品を運ぶのです。中にはこの仕事を

専門にしているプレイヤーもいて、彼らの多くは大容量のアイテムを

一度に運べる超大型輸送艦に乗っています。契約に関するさらに詳し

い情報はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Market_guide
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Contracts_Guide
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第13章　ミッション

13.1 ミッションとは何ですか？ どうやって見られるのですか？

ミッションとは、ニューエデン内のさまざまなコーポレーションに所

属するエージェントが、カプセラに依頼する仕事です。ミッションの

内容は、物資をステーション間で移動させるものから、海賊を殲滅し

てミッションサイトから特定のアイテムを取ってくるものまで様々で

す。エージェントは通常、ミッション達成時の報酬としてISKを支払

ってくれますが、ミッションによっては価値のある特別なアイテムを

くれる場合もあります。エージェントが依頼するミッションを引き受

けて達成することには、お金を得るということだけではなく、そのエ

ージェントはもちろん、彼らの所属するコーポレーションや勢力のス

タンディングもあげられるというメリットがあります。特定のエージ

ェントからミッションを受けるためには、そのミッションへの要求ス

タンディングを満たしていなければなりません。ミッションの依頼を

受けるには、あなたがそのエージェントや彼らが所属するコーポレー

ション、勢力から十分好かれている必要があります。一般には、難易

度が高く報酬の良いミッションほど、エージェントやコーポレーショ

ンに対する高いスタンディングが必要になります。 

13.2 利用できるエージェントはどのように探せばよいですか？

エージェントを見つける方法は無数にあります。一番シンプルな方法

は、ステーションに入港し、エージェントウィンドウをチェックして

そのステーションにいるエージェントのリストを確認することです。

このインターフェイスを通して、あなたがそのエージェントからミッ

ションを受けるためのスタンディングを満たしているかどうかを確認

できます。また、どのステーションからもアクセスできるエージェン

トファインダーというものもあり、簡単にエージェントを見つけられ

ます。ツールについての詳しい情報はこちら（リンク先英語)をご覧

ください。 

13.3 どんな種類のミッションがありますか？

EVEのミッションには以下のようなカテゴリがあります： 

- キルミッション :戦闘シナリオを含み、海賊、敵対海軍、ローグド

ローン、その他様々なものを無効または撃墜することを要求されるミ

ッションです。海賊の要塞を破壊したり、敵対勢力の作戦行動を阻止

したり、平和な輸送団を奇襲したりなど、様々な指令がエージェント

から与えられます。エージェントがこれらのミッションをオファーす

るときは、危険な状況に備えておいたほうがよいでしょう。 - 輸送

ミッション:指定された物資をひとつのステーションから別のステー

ションへ輸送するミッションです。エージェントは各々の事情や理由

で、様々な物資の運搬をあなたに依頼します。一般的にはこれらのミ

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Agent_Finder
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ッションにはカーゴホールドの大きな艦船が向いているでしょう。 - 

トレードミッション :入手が難しいアイテムを、報酬と引き換えに要

求されるミッションです。基本的に入手方法は問われませんので、と

にかくアイテムを持参し、報酬をもらいましょう！ 

- 採掘ミッション:指定のアステロイドベルト に赴いて、特定の鉱石

を掘ってくるように依頼されるミッションです。アステロイドからか

ら抽出される材料はEVEの世界の製造業において非常に大切なもので

す。このため、メジャーコーポレーションの多くはエージェントに依

頼し、これらの材料を手に入れる契約者を雇うようにしています。 

13.4 勢力やコーポレーションのスタンディングはどのようにあげれ

ばよいですか？

エージェントは必ずどこかのコーポレーションに所属し、そのコーポ

レーションも必ずどこかの勢力に属しています。これらに対するスタ

ンディング（リンク先英語)をあげるには、とにかくエージェントの

ミッションを完了しなければなりません。いくつかのミッションでは

コーポレーションに対するスタンディングしかあがりませんが、勢力

に対するスタンディングもあがるミッションもあります。一般的には

コーポレーションスタンディングをあげるほうが勢力スタンディング

をあげるより簡単です。勢力スタンディングはその勢力内全てのコー

ポレーションに影響を及ぼすので、最も貴重なスタンディングである

といえます。 

13.5 どのようにしてエージェントのスタンディングをあげればよいですか？

コーポレーション・勢力スタンディングと同じで、ミッションを完了

することであげられます。あなたが個人スタンディングをあげられる

のは、ミッションを完了した対象のエージェントに対してだけです。

しかしながら一般的に、そのエージェントからミッションを依頼され

るということは、エージェントが所属するコーポレーションや勢力の

スタンディングもある程度確保できているということになります。 

13.6 ミッションの各レベルに最適な艦船の種類を教えてください

ミッションは5段階のレベルに分類されます。重要およびエピックア

ークミッションのレベルは非公開ですが、通常のミッションは各レベ

ルごとに存在するエージェントから選んで受けることができます。そ

れぞれのレベルのミッションでどの艦船を使えばよいかというのは、

個人の好みや状況によっても異なってきますが、基本的には以下のよ

うになっています：

 

 レベル1戦闘ミッション:フリゲート級 

 レベル2戦闘ミッション:巡洋艦級 

 レベル3戦闘ミッション:巡洋戦艦級 

 レベル4戦闘ミッション:戦艦級 

 レベル5戦闘ミッション:単独ではまず無理です！仲間を集めて挑戦

してください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Standing
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Standing
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 輸送ミッション:輸送艦級 

 採掘ミッション:採掘フリゲートか採掘艦が最適ですが、あなたが採

掘しやすい艦船であればどの艦船でも構いません。

 

また、ミッションの難易度は同じレベルの範囲内でも大きく違ってき

ます。そのため、いくつかのミッションオファーは難しすぎて断るこ

ともあるでしょう。エージェントが依頼するミッションは、4時間ご

とに1回まで、そのエージェントや所属国家へのスタンディングペナ

ルティ無しで拒否できます。 

13.7 ロイヤルティポイントとはなんですか？

多くのミッションは達成すると、対象エージェントが属しているコー

ポレーションからロイヤルティポイント（リンク先英語)を受け取れ

ます。該当コーポレーションが運営するステーション内のロイヤルテ

ィポイントストアと呼ばれる場所で、艦船・インプラント・モジュー

ル・スキルなど様々なアイテムを手に入れることができます。交換の

方法は簡単、ロイヤルティポイントストアにアクセスして、表示され

るアイテムの中から交換可能なものを選ぶだけです。アイテムの中に

は、ロイヤルティポイントに加えてお金（ISK）や特定のアイテムが

必要になるものもあります。 

13.8 ミッションの回数には上限がありますか？ 

ミッションの回数に上限はありません。何人かのエージェントは1体

のキャラクターに対して一度しかミッションをオファーしませんが、

何度でもあなたにミッションを与えてくれるエージェントにも常に話

しかけられます。 

13.9 どの勢力やコーポレーションに所属するエージェントからミッ

ションを受ければいいでしょうか？ 

基本的にはあなたの好み次第です。ただ、ゲームをプレイし始めたば

かりの頃であれば、まずキャラクターが所属する勢力に絞ってミッシ

ョンを行うことをオススメします。その後は、自由にニューエデンに

存在する様々な勢力やコーポレーションを調べて、自分が貢献したい

と思った勢力のミッションをやってみるとよいでしょう。特定の勢力

やコーポレーションに所属するエージェントを検索するにはエージェ

ントファインダーが便利です。ひとつ気をつけていただきたいのは、

ある勢力に貢献するということは、その勢力の敵対勢力からもその分

嫌われる可能性があるということです。例えば、アマー人のミッショ

ンをこなせばこなすほど、敵対勢力であるミンマター共和国はあなた

を嫌いになるでしょう。そのうち、ミンマター領に足を踏み入れよう

ものならミンマター勢力から攻撃されるほど嫌われてしまうかもしれ

ません。あなたを嫌っている勢力のスタンディングは後から回復する

こともできますが、嫌われていればいるほど挽回するのには大変な労

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Loyalty_point
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力をともないます。ミッションを請け負うときには、その内容がどの

勢力やコーポレーションにどのような影響を与えることになるのかに

も気をつけて、慎重に請け負うようにしましょう。EVE Onlineに存在

する勢力の詳細についてはこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

13.10 エピックアークとはなんですか？ どこで見つけられますか？

エピックミッションアークは、分岐ストーリータイプの一連のミッシ

ョンの総称です。標準的なミッションとは異なり、エピックミッショ

ンアークでカプセラは、道中いくつもの選択をすることになります。

ミッションのストーリー内において、いくつかのポイントで2つ以上

のミッションから1つを選ばなくてはならないのです。各ミッション

アークにはいくつかの分かれ道があり、それぞれの道が異なるミッシ

ョンと報酬を提供します。エピックミッションアークをまず試してみ

たいと思ったら、チュートリアルミッションの中でも紹介される、初

心者向けのエピックミッションアークを依頼してくれるシスターアリ

トゥラ（リンク先英語)にコンタクトを取ってみてください。この初

心者向けのアークを請けるためには特別な条件やトレーニングは必要

ありません。彼女のいるステーションに入港し話しかけるだけで始め

ることができます。その他のエピックアークを依頼してくれるエージ

ェントを見つけるのは簡単ではありませんが、以下のリンクでヒント

が見つかるかもしれません。Epic Arc Wiki （リンク先英語)

第14章　ゲームについて

14.1 ゲームの動作環境は？

現在の動作環境についてはこちら をご覧ください。 

14.2 ゲーム中に問題が発生しましたが、どこに連絡すればよいですか？

ゲームマスターにご連絡ください。ゲーム内でNeoComの「ヘルプ」

ボタン（Ｆ12）を押しEVEサポート＞「サポートチケットの新規作

成」オプションを選ぶか、EVE Onlineのウェブサイトからサポート

チケットを作成してください。ウェブサイトからEメールでサポート

チケットを作成していただくことも可能ですし、直接support@eve-

online.comまでメールを送っていただくこともできます。カスタマ

サポートについての詳細はこちら（リンク先英語)をご覧ください。 

なお、電話やその他のサポートは現在提供しておりません。お問い合

わせは全てサポートチケットを通して対応させていただいております

のでご了承ください。 

https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Portal:NPC_Factions
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Sister_Alitura
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Sister_Alitura
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Epic_mission_arcs
http://community2.eveonline.com/ja/support/system-requirements/
http://community2.eveonline.com/ja/support/petitions/
mailto:support%40eveonline.com?subject=
mailto:support%40eveonline.com?subject=
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Customer_Support
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14.3 GMからサポートチケットの返信が来ないのですが、どうすれ

ばよいですか？

お送りいただいたサポートチケットは、サポートシステムに登録され

た順番に回答させていただいております。場合によっては回答を差し

上げるまで少しお時間をいただく場合もございますが、全てのお問い

合わせには出来るだけ早くご返答差し上げております。※同じ内容の

お問い合わせを再度お送りいただくことで、最初のチケットに対する

回答が早まったり、回答の待ち時間が短縮することはございませんの

でのでご注意ください。 

14.4 定期メンテナンスはありますか？

はい、EVE Onlineでは毎日11時（ＵＴＣ）から約30分ほどダウンタ

イムがあります。パッチなどが当たったりする場合は終了時刻が延長

される場合もありますが、この場合はEVEのウェブサイト（リンク先

英語)やログイン画面などでその都度お知らせしております。またエ

クスパンションなどの導入により長時間のメンテナンスが行われる場

合も事前に詳しい情報をお知らせいたします。 

14.5 ゲームのプレイ料金は1ヶ月いくらかかりますか？

EVE Onlineは月額1,500 NXPです。ただしサービスを複数月購入す

ると、料金がお得になります。例えば1年分のサービスを購入すれ

ば、価格は月当たり1,000 NXPとなります。他にも様々な特別オファ

ーが随時行われておりますので、日本語公式フォーラムまたは日本語

コミュニティサイトニュースをご確認ください。

14.6 PLEX とはなんですか？ どのように使うのですか？

PLEXは30日間パイロットライセンスエクステンションのことを意味

し、EVE Onlineのサービス料金を支払うもうひとつの手段です。-

PLEXはゲーム内のマーケットで売買され、急ぎでISKが必要なのにゲ

ームプレイで稼ぐ時間がないときなどに、ウオレットにISKを追加す

る方法のひとつとなっています。PLEXはEVE Onlineのウェブサイト

でも購入でき、ゲーム内で売却してISKを稼ぎ、他の支払いに使用す

ることができます。PLEXを購入したプレイヤーは、それを30日間の

ゲームタイムの購入にも充てられます。本システムは全てのタイプの

プレイヤーに機能するようになっています。例えば、ゲーム内で巨万

のISKを築き上げているプレイヤーは、この仮想通貨を使うことでゲ

ームタイムを購入できます。あるいは毎日ゲームをプレイする時間が

なかなかとれないけれど、ワンランク上の船やモジュールを買うため

にISKを欲しい人などは、PLEXを入手して他のプレイヤーに販売し、

ある程度まとまったISKを稼ぎ出すこともできます。PLEXについての

さらに詳しい情報は以下のサイトをご参照ください：

http://community.eveonline.com/news/news-channels/
https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=forum&c=73
http://community2.eveonline.com/ja/communication/news/
http://community2.eveonline.com/ja/communication/news/
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 PLEXについて 

 PLEXの購入方法 

 PLEXをゲーム内で売買する方法 

14.7 Aurumとは何ですか？ どのように使うのですか？

Aurumはニューエデンで使われているもうひとつの通貨で、マーケッ

トや契約以外での購入に使用されます。あなたのカプセラをその他大

勢から際立たせる、例えばおしゃれで新しい服飾品などのアイテムを

ノーブル取引所で購入するときに使われます。Aurumの入手方法や購入

できるアイテムなどの情報はこちら（リンク先英語)をご覧くださ い。

https://secure.eveonline.com/Plex/WhatIsPlex.aspx
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Nexon_payment_processes_Japanese
https://secure.eveonline.com/Plex/HowToUsePlex.aspx
https://wiki.eveonline.com/en/wiki/Aurum
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