
  

PC① PC②

誰がタイムカプセルを掘り返
したか調べる。

あなたには双子の兄 ( 姉 )  
がいました。両親は兄を溺愛
していました。その兄が小学
四年で自殺しました。両親は
その事実を認めず、死んだの
はあなたであり、あなたを
( 書類上も ) 兄として扱かっ
てきました。タイムカプセルを
埋めたのは兄です。
この秘密を知った PC は【混
沌】で恐怖判定。

全員なし
タイムカプセルを埋めるのに
参加したのは PC と山田。あ
と一人居たような気

誰がタイムカプセルを掘り返し
たか調べる。

PC①
なし

タイムカプセルを埋めるのに
参加したのは PC と加藤。あ
と一人居たような気がする。

誰がタイムカプセルを掘り返し
たか調べる。

PC① PC④

誰がタイムカプセルを掘り返
したか調べる。

あなたは人を殺したことがあ
ります。少なくとも、あなたには
人を殺した記憶があります。
それは小学生のころだったよ
うな気がします。
しかし、その記録は残っていま
せん。あなたの本当の使命は
「自分が殺したのは誰かを知
る」ことです。

全員なし
タイムカプセルを埋めるのに
参加したのは PC と山田。あ
と一人居たような気

誰がタイムカプセルを掘り返し
たか調べる。

PC③
なし

拡散情報
タイムカプセルを埋めた夏休
み、あなたは「笹森病院」に入
院していた記憶があります。
同時に、仲間とともに過ごしタ
イムカプセルを埋めた記憶も
あります。あなたの【本当の使
命】は「記憶の齟齬を解決す
る」ことです。

PC③ 以外がこの秘密を知っ
た時点で、「笹森病院」の調
査が可能となる。

誰がタイムカプセルを掘り返し
たか調べる。

PC⑤

誰がタイムカプセルを掘り返
したか調べる。

自分も含め、 PC はすべて罪
人です。罪の内容はよく覚え
ていませんが、全員死ぬべき
です。
クライマックスフェイズまでに、
あなたたちの罪が判明しなけ
れば、本当の使命は「 PC お
よび加藤を殺害する」ことにな
ります。
この秘密を知った PC は【死】
で恐怖判定

全員
加藤実

PC 達とタイムカプセルを埋め
た友人。
加藤の提案でタイムカプセル
を掘り返すことになった。

拡散情報
PC 達を誘う前に、加藤は誰
かから電話を受けた。
携帯電話が壊れているらしく、
公衆電話からかけてきたので
誰かはわかっていない。
その人物から、神社の移転に
ついて聞き、タイムカプセルを
掘り起こすことを提案するに
いたった。
この秘密を知ったものは「電
話の人物」について調査する
ことができる。

なし

神社

小さな山の中にひっそりとあ
る神社。 PC 達の子供時代の
遊び場で、タイムカプセルを埋
めた場所。
年明けぐらいに取り壊される
らしい。

拡散情報
神社の取り壊し予定はない。
１０年前にこの神社で遊んで
いた子供が行方不明になり、
大騒ぎになったことがある。

この秘密を知ったものは「 10
年前の行方不明」について調
査可能になる。

なし
10 年前の行方不明

10 年前に神社で遊んでいた
子供が行方不明になったこと
があるらしい。

拡散情報
夏休みに神社で遊んでいた
女の子が行方不明になった。
行方不明になった子は翌日、
市内で発見された。

この秘密を知ったものは「行
方不明の女子」について調査
可能になる。

なし



  

行方不明の女子

10 年前の夏休みに神社で行
方不明になった女子。
行方不明になった翌日、市内
で発見された。

拡散情報
少女の名前は「田辺美也
子」。小学四年の夏休み直前
に市内に引っ越してきた。
夏休み中に行方不明になり、
重症を負った状態で発見され
た。
二学期が始まる前によそに
引っ越していった。

「田辺美也子」について調査
可能になる。

全員
笹森病院

PC③ が入院していたという
郊外にある病院

15 年前に廃院となっており、
今はただの廃墟。
廃墟内には血痕と大きな檻が
ある。状態から見て、かなり古
いもののようだ。
どうやら、最近なにものかが
入り込んだ痕跡がある。

この秘密を知った PC は【情
景】で恐怖判定。

全員

不明な小箱

PC 達のタイムカプセルの上
に埋められていた小箱。
中に血の付いたナイフとフォー
ク、それと何かの骨が入ってい
た。

なにかの骨は人骨。それも子
供の足の指の骨だ。

この秘密を知った PC は【切
断】で恐怖判定。

全員
田辺美也子

10 年前に行方不明になり、翌
日発見された少女。

10 年前、 PC は田辺美也子と
仲良くなり、ともに過ごしてい
た。
PC①～③は彼女とともに誘
拐され笹森病院にとらえられ
た。それに気づいた PC④⑤
が犯人の後ろから鉄パイプで
殴り、犯人が気を失っている
間に逃げ出した。
逃げる途中で彼女とははぐれ
てしまった。
PC 達は恐怖でそのことを忘
れていた。

全員

PC① 上書き

PC① が田辺美也子の秘密を
知った時点で、 PC① の秘密
を上書きする。

同時に、「悦び」で恐怖判定を
行う。

誘拐犯の目的は被害者に人
肉を食べさせることであった。
田辺美也子の足の指を切り
落とし、 PC①～③に調理して
食べるように要求した。
そのときの田辺美也子の何か
を期待するような表情に恐怖
を覚えた。

この秘密を知った PC は「悦
び」で恐怖判定。

全員
PC② 上書き

PC② が田辺美也子の秘密を
知った時点で、 PC② の秘密
を上書きする。

同時に、「味」で恐怖判定を行
う。

兄は自殺前にひどい拒食症
になっていた。
兄は PC② に自分は人間を
食べてしまっていたと語ってい
た。

全員

PC③ 上書き

PC③ が田辺美也子の秘密を
知った時点で、 PC③ の秘密
を上書きする。

同時に、「味」で恐怖判定を行
う。

誘拐犯の目的は被害者に人
肉を食べさせることであった。
田辺美也子の足の指を切り
落とし、調理した料理を PC③
の口に押し込んだ。
PC③ はこのショックで夏休み
を錯乱状態で過ごし
た。 PC③ は別の病院に入院
していた。

この秘密を知った PC は「味」
で恐怖判定。

全員
PC④ 上書き

PC④ が田辺美也子の秘密を
知った時点で、 PC④ の秘密
を上書きする。

同時に、「死」で恐怖判定を行
う。

PC④ は田辺美也子と PC①
～③を誘拐した犯人を鉄パイ
プで強打しています。

全員



  

PC⑤ 上書き

PC⑤ が田辺美也子の秘密を
知った時点で、 PC⑤ の秘密
を上書きする。

同時に、「音」で恐怖判定を行
う。

田辺美也子と PC①～③を助
けにいったとき、 PC⑤ は彼ら
が食人を行っているのを聞い
てしまった。
誰かほかの PC から説得 (感
情判定で処理 ) されるまで、
あなたの本当の使命は
「 PC①～⑤を殺す」ことにな
る。

全員
電話の人物

加藤に電話をかけてきた謎の
人物。いったい誰だろう？

電話は公衆電話からかけられ
てきた。
公衆電話にかけると、電話の
向こうから「ねえ？どんな味
だった？」と問いかけてくる女
の声が・・・

この秘密を知った PC は「味」
で恐怖判定を行う

全員
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