
★質問カードのアオ枠面の公開ルール：質問カードの【アオ枠の面】（回答）には、「他の

人から質問文の内容を聞かれたときに、そのキャラクターが言う情報」が書かれたカード

です。これには様々な情報が書かれており、公開すればいちいちプレイヤーに聞き直さな

くても情報をすぐに見ることができるようになります。 

各プレイヤーは、テーブル上にある質問カード（【赤枠の面】）１枚を選び、その質問カ

ードに書かれたキャラクターを担当するプレイヤーに「そのカードを公開してもいい？」

という感じに公開を求めます（そのカードの質問文を読み上げても良いでしょう）。 

聞かれたプレイヤーは、それを公開してもいいなら、そのカー

ドを裏返してを全員に公開し、そこに書かれている文章を読み上

げてください。こうして公開された質問カードの【アオ枠の面】

はこれ以降、公開情報になり、プレイヤー全員がいつでも確認で

きます。 

ただし各プレイヤーは、求められたカードの公開を拒否するこ

とも選べます。 

※公開を拒否されたカードについて、後で（何度でも）公開を求めることができます。 

※一度公開を拒否したカードについて、別のタイミングで公開を求められたとき、改めて

公開することを選択しても OK です。 

※【要注意】自分の質問カードを自ら【アオ枠の面】に公開することはできません。必ず

他のプレイヤーから「そのカードを公開して」と言ってもらう必要があります（公開を他

人に頼むのは OKです）。 

【重要】担当プレイヤーがいないキャラの質問カードも同様に、いずれかのプレイヤー１

人が「カードを公開してもいい？」と全員に聞くことによって、公開させることができま

す。なお、担当プレイヤーがいないキャラはカードの公開を拒否しません。この方法でカ

ードが公開されたときは、質問をした（公開させた）プレイヤーが【アオ枠の面】の文章

を読み上げてください。 

【重要】テーブル上にある【赤枠の面】のカードが６枚になったら、それ以降、質問カー

ドの【アオ枠の面】の公開はできません。担当プレイヤーが居ないキャラクターの質問カ

ードの公開もできなくなります。 

※議論フェイズ中、カードを公開しきったなどのこれ以上議論ができないと、プレイヤー全員で

同意をしたら、直ちに次の進行に進んでも良いです。ただし、進行を進んだときの議論の残り時

間は、（別の議論フェイズに加算されず）そのまま無くなるのに注意してください。 

● 進行３／【封筒 A】を開ける、進行５／【封筒 B】を開ける ● 

 ●進行２・進行４●が 20分経過するたび、議論を一旦中断します。そして●進行 3●

では【封筒 A】、●進行 5●では【封筒 B】を開け、中に入っているシートを読んでくださ

い（誰が読むのかは、封筒の中のシートに書かれています）。 

シートに書かれてる指示の処理などを終えたら、●進行 4・進行 6●を始めてください。 

 

● はじめに ● 

本作は、それぞれのプレイヤーがストーリーに登場するキャラクター１人を担当し、他

のプレイヤーたちと協力して事件の犯人を探し出す、ミステリーゲームです。 

ただし、一緒に推理しているキャラクターたちの中には、おそらく犯人が紛れ込んでい

ます。彼は捕まらないようにウソをついたりして、推理を混乱させてくるでしょう。さら

に、それぞれのキャラクターが探している犯人が、全員同じ人物であるとも限りません。 

物語がどのような結末を迎えるのか。それは、皆さんの推理と決断にかかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 ゲ ー ム ル ー ル １ 」 

⚠注意⚠：本作はネタバレで面白さを致命的に損なうタイプのゲームです。

●コンポーネントの基本原則●に従って、ルールなどで指示があるまで、カー

ドやシートなどの【アオ枠の面】は見ないでください。また、本作は「ゲーム

の勝敗」が設定されていますが、議論や物語を楽しむことがもっとも重要です。 

● 内容物一覧 ● 
・質問カード 24枚（各キャラクターにつき 4枚） 

・仕切り用／登場人物表示カード 2枚 

・サンプル質問カード１枚 

・「ゲームルール１」シート１枚（このシート） 

・「ゲームルール２」シート１枚 

・キャラクターシート 6枚 

・封筒３封（封筒内に追加の内容物あり。それぞ

れの内容物一覧は、封筒内のシートを参照） 

※ゲームを遊ぶために他に必要な物 

・（カードなどを置くための）テーブル 

・時間を計るタイマー 

【アオ枠の面】のカード・シートの面に

書かれている内容は、ゲーム中、 

ルールの指示（公開の指示など）がある

まで、読まないでください。 

【赤枠の面】のカード・シートの面に

書かれている内容は、いつでも 

見ることができます（全員の公開 

情報）。 

● コンポーネントの基本原則 ● 

 

● プレイ人数 ● 
・１～６人 
※このゲームは５人以下でも遊ぶことがで

きます。その場合、プレイヤーが担当しない

キャラクターが出ますが、ゲームは問題無く

行えます。プレイヤーが５人医科の時は、そ

の人数によって、ルール等に書かれた▶5～

１人▶の続きに書かれたルールを追加で適

用します（緑部分に書かれた人数は、「参加プ

レイヤーの数が▶○～○▶人の間だったら、

このルールを適用する」という意味です）。 

本シートは両面【赤枠の面】なので、両方の面をいつでも見れます。 



● ルール説明 ● 

誰かが 「ゲームルール１」と「ゲームルール２」を最後まで読み上げてください。プ

レイヤー全員がルールをだいたい把握したら、「ゲームルール２」にある「プロローグ」

を読み上げてください。そうしたら●ゲームの準備●に進み ゲームの流れ 表に沿って

進行します。 

● ゲームの準備 ● 

まずは、プレイヤー毎に担当キャラを 1人決めます。 

※決める方法は自由です。プレイヤーの性別と違うキャラを選

んでも構いません。 

▶5～１人▶5 人以下で遊ぶ時、必ず入れないといけないキャ

ラはありません。自由に選んで下さい。 

担当キャラが決まったら、そのプレイヤーは、対応す

るキャラの「【キャラクターシート】1 枚」と「質問カ

ード」を受け取ります。 

● 進行１／キャラクターシート確認 ● 

【キャラクターシート】には、各キャラのゲームのこ

のゲームの目的・知っていること・何をしていたかとい

った情報が記載されています。 

自分の担当キャラのキャラクターシートと質問カー

ドの【アオ枠の面】は、●１／キャラクターシート確認

●が始まった以降、ゲーム中いつでも見ることができます。 

※自分の担当キャラのカードなどの【アオ枠の面】は、他の人

に見られないようにしましょう。また、自分の担当していない

キャラのカードなどの【アオ枠の面】を隠れてのぞき見るのは禁止です。  

各プレイヤーはまず、自分がもらった【キャラクター

シート】と、自分の担当キャラの質問カードの【アオ枠

の面】に書かれている内容を確認（黙読）します。制限

時間は「１０分」です。 

※この時間では読み切れないという人がいたら、プレイヤー全

員同意の上、この時間を延長してもよいです。 

ある程度読み終わったプレイヤーは、テーブ

ル上に自分の質問カードを【赤枠の面】を上に

して並べます（キャラごと・質問内容ごとに揃えて並

べると、ゲームが遊びやすくなります）。 

▶5～１人▶担当するプレイヤーがいないキャ

ラの質問カードも【赤枠の面】を上にしてテー

ブル上に並べます。そのキャラのキャラクター

シートは、他のカードを隠さないようにしつつ、

テーブル上に【赤枠の面】を上にして置きます。 

● 進行２／議論フェイズ１、進行４／議論フェイズ２、進行６／議論フェイズ３ ● 

みんなで話し合ったり、ルールに従って質問カードを公開したり、推理したりします。

これはリアルタイムで進行します。 

制限時間は「全６０分（20分×3回）」です。 

（議論フェイズは、全員が同意したら、すぐ終了して次の進行に進んでも構いません） 

★ 自己紹介：●1／キャラクターシート確認●の次の●２／議論フェイズ１●の開始時、

まずは各プレイヤーが担当キャラの自己紹介を行います。自己紹介は、誰か（車掌担当の

プレイヤー、このルールを読んでいるプレイヤーなど）から順番（座っている時計回り）

に、「わたしは○○（キャラ名）です」とだけ言います。 

※このゲームでは、話すときの一人称などに制限があります。その制限はキャラクターシートに

記載されています。それに合わせて、セリフを変更してください。 

※【要注意】自己紹介も、議論フェイズの制限時間に含まれます。自己紹介が長くなりすぎると、

推理の時間が減ってしまう恐れがあるので注意しましょう。 

全員の自己紹介が終わったら、リアルタイムで話し合ったり、質問カードの【アオ枠の

面】に書かれている情報を見たりして、推理などを進めていきます。 

★ 話し合いについて：各プレイヤーは、自分の知っている情報（キャラクターシートや質

問カードの【アオ枠の面】に書かれているもの）は、自由に発言することができます。 

また、話す内容については、自由にウソをついてもいいです。 

★「質問」カードの見方：質問カードは、【赤枠の面】に「質問文」、【アオ枠の面】に「そ

の質問文への回答（そのキャラクターが知っている情報を元に、そのキャラクターが発言

するセリフ）」が書かれています。質問に関する画像が載っている場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

￥ 

 

 

※「サンプル回答カード」（↑のキャラクターイラストのカード。実際のカードに描かれている物は違います）は、ゲー

ムでは使用しないカードです。ルール説明時、カードの動かし方を再現する時などに使用して下さい。 

 

８／エンディング 

７／拘束フェイズ 

６／  
 

５／【封筒 B】を開ける 

４／  
 

ゲームの流れ 

３／【封筒 A】を開ける 

２／  

 

１／  

（10 分） 

ルール説明・ゲームの準備 

そのキャラクターにする質問の内容。「質問

文」は、基本的には各キャラ同じもの。「所持品」カ

ードには質問文はありません。 

参照するものが 

あるかも 

赤枠の面 

アオ枠の面 

 

質問文 

記号 

キャラクター名 

本シートは両面【赤枠の面】なので、両方の面をいつでも見れます。 



（マーダーミステリーゲーム経験者向けの補足） 

※このゲームには「密談」はありません。 

※また、webで情報を検索するのも禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ スタッフクレジット ■ 
【シナリオ・ルール作成・編集 etc】  鷹海和秀 

【キャラクターイラスト】 佐々野悟 

【テストプレイ協力】 ENTER-NETの愉快な仲間の偽名、ギャラ、 

弥七、MAS、59bits 

【スペシャルサンクス】 健部伸明、佐藤雄介、恩田竜太郎 

【制作】 まどりや      （2021／11／21 初版） 

 

 
● 進行 7／拘束フェイズ ● 
●6／議論フェイズ 3●が終了したら、議論はここで終了になり、「自分以外の誰か１人

を選んで拘束する」ことになります。●７／拘束フェイズ●の具体的なルールは【封筒 B】

内のシートにあります。 

● 進行 8／エンディング ● 

拘束フェイズの指名の結果、誰が目的を達成できたかの判定を行います。行動によって

獲得できる得点が設定されていますが（最大 10点）、具体的にどうすれば何点獲得できる

のかは、【封筒 C】の「エンディングシート」の中に記載されています。 

● 補足と、よくありそうな質問への答え ● 

※▶5人～1人▶「ゲームのサブ目標」は、プレイヤーが５人以下の場合、達成できな

いものが発生する可能性がありますが、ゲームはそのまま進めて下さ。（【封筒 A】内の

シートに、プレイヤー人数が少ない場合の追加ルールの記載があります）。 

※【重要】質問カードの【アオ枠の面】に書かれている各キャラクターの発言（回答）

ですが、「嘘が書かれている可能性があります」（回答でウソを着いている場合、自分の

【キャラクターシート】には、その嘘についての情報が記載されています）。 

※質問カードの【アオ枠の面】に書かれているイラストは、ヒントになる可能性があります。 

※●議論フェイズ●中は、自由に発言できます。この時に、自分の質問の【アオ枠の面】

に書かれた内容を話してしまっても構いません。 

※キャラクターシートの［黄色い枠］内の情報は、あまり他の人に言わない方がいい秘

密の情報です（ゲームの目的なども含まれます）。しかし、それらは絶対に言ってはい

けない、というわけではありません。言うかどうかはプレイヤーの判断にお任せします。  

※この物語の世界観ですが、一部事象などに現実とは異なる表現や、表現がディフォル

メされているものなどがあり（列車内にトイレが無い等）、厳密にリアルな現実と完全

に同じではありません。これら現実と異なる表現は推理に大きな影響は与えませんが

（カードやシートに書かかれたものから謎は解けるようになっているはずですが）、あ

らかじめご了承下さい。 

※封筒の中にカードらしき物が入っているのがわかってしまうと思いますが、本作で

はゲームが進むたび、追加の質問カードが追加される可能性があります。ただし、何が

何枚追加されるのは、ゲームの開始時には明かしません。 

※このゲームでは、メモは禁止です。公開されたカードの【アオ枠の面】（回答）と、

会話で得た情報で、推理を行ってください。 

※▶1人▶1人で遊ぶときは、追加で以下のルールを適用して下さい。 

・ゲーム開始前：自分が担当するキャラの質問カードをすべて【アオ枠の面】にします

（あなたが見ることができるカードの枚数が減ります）。 

・各●議論フェイズ●の制限時間は、20 分ではなく「10分」です。 

「 ゲ ー ム ル ー ル 2 」 

 」 

本シートは両面【赤枠の面】なので、両方の面をいつでも見れます。 

本作品は謎解きや推理の要素があるゲームです。シナリオの内容を知っているプレイ

ヤーは、このゲームを作者が意図する形で遊ぶことができなくなります（謎を解くため

の推理を行い、また、謎を解くために他のプレイヤーと議論や情報交換を行うのが、こ

のゲームの面白い所であり、ゲーム性の１つです）。 

そのため、本作は不特定多数の人が見ることができる SNS（Twitterなど）などにシ

ナリオのネタバレ（シートやカードの【アオ枠の面】に書かれていること）を掲載した

り、結末がわかる形でこのゲームを遊んでいる様子を撮った動画やライブ配信を公開す

ることは、禁止です。 

Boothで公開中の「巡る想い、幻の歌姫を探して。」は、本作とほぼ同じルールで遊

べる体験版になっており、こちらのついてはネタばれありという注釈をつけた上で、プ

レイ動画の公開や、ネタばれありの感想の公開などができるようになっています。そち

らもチェックしてみてください。 

●本作を使った公演について 

 すでに本作品を遊んだことがある人が、本作品の進行役になり、別の人に遊ばせるこ

とは問題ありません。その際、遊ぶための参加費として、各プレイヤーに場所代以外の

費用を大幅に請求するのはおやめください。 

●ご不明な点などありましたら、以下のサイト・Twitter アカウントに、ご連絡・ご相

談をお願いします。 

http://fb.me/game.madoriya  https://twitter.com/takauminin 

※ 本作のプレイ動画やネタバレ公開について ※ 

http://fb.me/game.madoriya
https://twitter.com/takauminin

