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はじめに 

 
 本書を手に取った全ての方へ。本書は、KID がリリースした、infinity シリーズと名付けられた一連のゲー

ムに関する論考である。 
 
 infinity シリーズを知らない方へ。infinity シリーズは知る人ぞ知る名作である。特に第 2 作 “Ever17” は、

プレイしたプレイヤーの大多数が支持する傑作である。だが、“Ever17” は、ネタばれの問題が非常に強いた

め、ここでその良さを説明することができない。もし “Ever17” をプレイする機会があったなら、そのとき

またお会いしたい。もちろん、“Ever17” 以外の infinity シリーズをプレイする機会があって、その作品に解

説が欲しいと感じたなら、喜んで本書でお会いしよう。 
 
 infinity シリーズのファンの皆さんへ。貴方と趣味を共有できて嬉しく思う。本書を通じたこの出会いが双

方にとって役立つものであることを願う。 
 
 Web ページ等でファン活動をしている方々へ。筆者が infinity シリーズに出会うことができたのは、熱心な

ファン活動をしてくれる皆様がいたからで、筆者は皆様に大変感謝している。しかし、筆者は皆様の公表し

ている解釈を盗むことのないよう、あえて皆様の web ページを深く見ないようにしてきた。折角公表してい

るのを無視し続けるのは心苦しかったけれども、それも本書を出すまでの話。これからは皆様の解釈を見な

がら筆者なりの解釈を深めていきたいと思う。また、皆様の解釈が本書の刺激でより深みを増すことになっ

たなら、それはとても喜ばしい。だから、本書に書かれた解釈を引用するのは、出所さえ書いてくれれば自

由である。これからもファン活動を続けていってほしい。 
 
 それから、infinity シリーズを世に送り出してくれた KID のスタッフの方々へ。infinity シリーズを出してく

れて、本当にありがとう。 
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使用した原作一覧 

ゲームソフト（制作は全て KID） 
「infinity」 (Playstation 版, 2000/3/23 発売) 
 
「Never7  ~ the end of infinity ~」 (Windows 版, 2001/10/26 発売)1 

 
「Ever17  ~ the out of infinity ~  Premium Edition」 (Windows 版, 2003/5/16 発売)2   

 
「Remember11  ~ the age of infinity ~」 (Playstation2 版初回限定版3, 2004/3/18 発売) 
 

 本書は、上記の作品および KID 公式 web ページ内 infinity シリーズ HP 

 (http://www.kid-game.co.jp/kid/game/game_galkid/infinity/index/index.html) 

内の内容(2004 年 7 月時点)を公式と見なし、これらに合致するように執筆しています。 

 なお、“Never7” に存在するアペンドストーリーについては、KID 制作の「優夏キュア」のみ公式と見なし、執筆の際

に参考にしています。 

 

 

攻略本・解説本 
「ネバーセブン ～ジ・エンド・オブ・インフィニティ～ 設定解説ファンブック」 
 ローカス, 2001/3/5 発行 ISBN 89814-203-6 
「Ever17  ~ the out of infinity ~ ビジュアルファンブック」 
 エンターブレイン, 2002/11/8 発行 ISBN 7577-1224-3 

「Ever17  ~ the out of infinity ~  Premium Edition シナリオ＆ビジュアルガイド」 
 新紀元社, 2003/10/26 発行 ISBN 7753-0174-8 

「Ever17  ~ the out of infinity ~  Premium Edition 設定解説ファンブック」 
 ジャイブ, 2004/3/22 発行 ISBN 902314-45-2 

「Remember11  ~ the age of infinity ~ 設定解説ファンブック」 
 ジャイブ, 2004/5/6 発行 ISBN 902314-48-7 

 
 本書は、上記の 5 点の書籍を半公式情報と見なし、なるべくその内容に沿うように執筆しています。本書の解釈等と上

記の書籍の解説内容が食い違う場合についてはその旨を記してあります。 

本書を読む際に上記の書籍は必ずしも必要ではありません。 

 
 
※ 上記以外の関連商品（ドラマ CD 等）、雑誌等掲載記事、スタッフ個人 HP 等で発表された情報について

は本書執筆の際に一切考慮していません。これは、現在の読者がその出典をあたることが極めて困難で

ある、もしくはその情報が公式と見なせないためです。ご了承下さい。 
 
 

                                                           
1 “Never7” の初出は Dreamcast 版, 2000/12/21 発売。 
2 “Ever17” の初出は Dreamcast および Playstation2 版, 2002/8/29 発売。 
3 初回限定版特典として同梱されている冊子 “Premium Book” も、本書では公式情報として取り扱っています。 
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１．１． “infinity” と “Never7  ~ the end of infinity ~” 

“infinity” および “Never7” はシリーズ 初の作品である。“infinity” は 2000 年 3 月 23 日にプレイステーシ

ョン用ソフトとしてリリースされた。ゲームのスタイルは、少数の選択肢によって進行させる、標準的なノ

ベル形式をとっている。このゲームのジャンルは KID の公式ホームページによれば『恋愛アドベンチャー』

であり、登場するヒロインの中の一人と仲良くなるのが目的である。“infinity” が他の同ジャンルのソフトと

違う点は、繰り返される時間と運命に主人公達が囚われ、そこから脱出しようとする脱出物の側面も持って

いることである。 
“infinity” の物語の構造としては、ゲームスタート時、主人公は、5 日後に 5 人のヒロインの誰か 1 人が主

人公の目の前で死亡してしまうという記憶（夢見？）を持っている。ゲームが進行すると主人公はヒロイン

の 1 人と仲良くなるが、ゲーム 6 日目に 初の記憶（夢見？）通り、ヒロインは主人公の目の前で死亡して

しまう。その直後主人公はタイムワープして再び 1 日目の朝に目覚め、前と全く同じ時間をやり直し、今度

はヒロインを死なせずに無事 7 日目を迎えればハッピーエンド、という仕立てである。主人公と仲良くなる

過程、死に方、死を回避する方策がヒロイン毎で異なり、それがこのゲームの厚みをもたらしている。 
これだけ見ると主人公がヒロインを救う話である。ただ、“infinity” が文字通り “infinity”であることは、ヒ

ロイン死亡＆タイムワープがゲーム中の 1 回だけではなくゲームスタート前も同様に発生していてタイムル

ープを形成しているとしていることである。そして主人公達はそのループに囚われており、幸せな明日のた

めにはそこから脱出しなければならない。そのため、主人公（とプレイヤー）の意識としては救出というよ

り脱出という方に寄っている。このことから、“infinity” というゲームの本質は『ヒロインと仲良くなること』

『この時空間から脱出すること』の 2 点と言える。 
タイムワープやタイムループというのはきわめて強烈な超常現象であるが、“infinity” の中ではそれが発生

する原因の説明は為されていない。これを補完するシナリオを “infinity” に追加しドリームキャスト用ソフ

トとして発売されたのが “Never7” である。“Never7” は “infinity” にただ 1 本のルート『キュアルート』を

追加しただけである。これにより、ゲーム内の謎が解決され――ればめでたいのだが、そうではない。『キュ

アルート』でなされる説明は、普通のプレイヤーがゲームの他の部分から想定できる内容を遙かに超えた、

奇想天外ともいうべき内容である。そしてそれが正しいとされたならば、これまでプレイしてきたルートの

解釈を再検討しなければならない。ここで、ゲームの中に、『出来事の解釈を考える』という要素が加わった

のである。もちろん、“infinity” の時点でも、ゲーム終了後各ルートで起きていることの統一的な解釈を考え

ることはプレイヤーの間でよく行われていた。しかし、それはあくまでゲーム終了後のプレイヤーの勝手な

お楽しみであって、それがゲームの一部として設計されていたわけではない。それに対し、“Never7” では、

出来事の解釈を考えることがゲーム中に必要とされる。つまり、“Never7” のゲームの本質は、『主人公がヒ

ロインと仲良くなること』『主人公達がこの時空間から脱出すること』『プレイヤーが起きている事象の解釈

を考えること』の 3 点である。 
“infinity” から “Never7” への拡張には代償もある。上で『主人公』と『プレイヤー』を明示していること

からわかるように、プレイヤーと主人公の立場が分離し、プレイヤーと主人公の同調性が低下する。ゲーム

の拡張に伴い、『主人公がヒロインと仲良くなる』部分のゲーム内での比重が小さくなる。しかも、プレイヤ

ーと主人公の同調性の低下はそれを助長する。その結果、『恋愛アドベンチャー』から外れてくる。 
しかしそれでも、“infinity” から “Never7” への変化はゲームを大きくし、全体的には進化であったと言え

よう。実際、この方向性は続編の大作 “Ever17” に受け継がれ、“infinity シリーズ” を確固たる存在にしたの

だから。 
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１．２． ゲームの舞台 

 
年代 

ゲーム中に実用化人間クローンが登場するので、当然近未来である。2019 年という設定が公式 HP および 
“Ever17” スタッフロールにて公開されており、本書ではそれに沿って誕生年等を設定した。 
 
 
場所 
 主人公達の住む場所より 200 km 離れた絶海の孤島、である。また、村役場が存在することから島一つで村

を形成していることがわかる。主人公達の住む大学を東京圏と仮定して条件にあう島を探すと、神津島・三

宅島・御蔵島あたりが候補に挙がる。御蔵島は孤島というにふさわしいが、やや小さすぎるのと地形が合致

しない（御蔵島は断崖絶壁に囲まれた島）ので、ここでは排除したい。三宅島はサイズや発展具合として妥

当である。だが、三宅島は活火山の島で、 近でも 1940 年、1962 年、1983 年、2000 年と噴火を繰り返して

いる。三宅島での群発地震は火山噴火と密接に関係するので、作中で地震が繰り返し発生しているときに火

山噴火の危険性に触れないわけにはいかない。地形としても、三宅島はほぼ全ての海岸線が溶岩性の岩場で、

長い砂浜は全くない。それに対し、神津島は作中の多くの条件に合致する。人口が比較的多く、島内を村営

バスが走り、マリンスポーツやキャンプといったアウトドアレジャーの観光地であり、長い砂浜・灯台とい

った場所もきちんと存在する。神津島の名の通り、神社も散在する。さらに、この島周辺は群発地震が発生

する地域でもあり、2000 年の三宅島火山噴火の際には大規模な群発地震の発生で被害を出している1。異なる

点とすれば、神津島は孤島というには本土に近く、空港もあってかなり簡単に本土に戻れてしまう点だろう。

だが、基本的には神津島がほぼ本作の舞台と考えてよさそうだ2。 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 このときの群発地震で神津島で観測された 大の地震は 2000/7/1 に震度 6 弱。この地震で土砂崩れが多数発生し、土砂

崩れに巻き込まれて 1 人死亡、寺の本堂 1 棟全壊の被害を出した。くるみの事故は作中 1998/7/27。合致とはいかないが、

かなり時期的にも近い。“infinity” 発売後の地震だが。 
2 神津島については、神津島村ホームページ http://vill.kouzushima.tokyo.jp/ が詳しい。 
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１．３． 各登場人物・ルート解説 

１．３．１． 川島 優夏 
 
 Profile: height, 160 cm; age, 20; date of birth, 1998/8/3; blood type, AB. 
 ルート進行条件：他の誰のルートにも入らなかったときに進行。 
 
 優夏は “infinity” から “Never7” に進化する過程で も割を食ったキャラクターである。“infinity” におけ

る優夏はまぎれもなくメインヒロインである。この理由は単にパッケージを飾っているからというだけでは

なく、優夏ルートが もゲーム内で重みのあるルートになっているためである。物語の基本は優夏ルートで

あり、特定の条件を満たしたときのみ他のヒロインのルートが発生するようになっている。ゲーム上も、初

回プレイでほぼ確実に優夏ルートに入るように設計されており3、少なくとも優夏は全プレイヤーに見てもら

いたいとの意識がうかがえる。しかし、“Never7” によってより上位のルートが追加されることによりこの状

況は一変した。優夏ルートは “Never7” の導入編兼汎用バッドエンドになってしまった。とはいえ、優夏ル

ートそのものは優夏がメインヒロインとして描かれていた “infinity” のものと全く変化していないから、優

夏のキャラクターとしての魅力はメインヒロイン級であることに変わりはない。 
 優夏ルートを端的に示すキーワードは、『数億年越しの恋』だろう。優夏ルートでは、ゲーム内で起きてい

る現象はタイムループであり、ループを引き起こす要因として鈴と神社が提示されている。主人公と優夏は

このループから抜け出すべく活動するが、結局前のループと同じことになりそうになりながらも間一髪で助

かり、無事ループを抜けた 4/7 を迎える。これを迎えるまでに一体どれだけのループが過ぎ去っていたのだ

ろうか、というのが優夏ルートである。 
 ただ、実のところ、本当にゲーム開始前に無数のタイムループが発生していたのだろうか、というのは大

きな問題である。優夏ルート（に限らず全てのルート）において、ゲーム開始前に 1 回のループが存在して

いたことは推測できるのだが、それ以上のループが存在していた証拠というのは実は何もない。ここにはゲ

ームシステムも関係している。ゲーム中いかなる選択肢をとろうとも、必ず 2 周でゲームが終了し、無限に

ループさせることはできない。タイムループを扱った他の作品の中には、バッドエンドコースをとり続ける

限り、無限にループを続けられるような仕様になっているものがあり、それがゲーム開始前に多数のループ

を経ていたことを示唆している4。しかし本作品にそれはない。優夏と主人公が、優夏ルート内で起きている

事象から、自分たちは永遠のタイムループに囚われていると判断するのは早計というものだ。これに対し、

“Never7” のキュアルートが一つの答えを示してくれる。すなわち、キュレイシンドロームにかかっている主

人公は、実際のところはどうであれ、無限に近いタイムループを経験してきたと信じるのならば、過去を書

き換えてそうだったことにしてしまえるのである。優夏と主人公の恋が数億年越しであるのは彼らの誤解か

もしれない。もしかしたら、ループは 1 回だけで、ゲーム開始時はいづみキュアルートでいづみが推測した

ような 6 日間の直後なのかもしれない。しかし、キュレイシンドロームにかかっている主人公が無限に近い

ループを経験したと信じるならば、その反証が不可能になった時点(4/7)で過去は変わる。4/7 以降、何らかの

方法で過去を見ることができるならば、4/1～4/6 の間には無限に近いループが存在していた過去を見ること

になるだろう。誰の記憶にも残っていない過去のタイムループは世界に全く影響を及ぼさない無意味なもの

で、それがどれだけあろうとなかろうと、優夏達その世界の人々にとってはどうでもよい。そこで何の違い

もないのならば、実のところはどうあれ、信じる者がいる方の可能性の通りだったことにしてしまえばよい。

これが、キュレイシンドロームが存在する“Never7” における優夏ルートである。 
 
 
                                                           
3 ゲーム開始後、主人公がまっとうな人間ならば、4/1 のテニスか海かの選択は優夏班長の顔を立ててテニスを選ぶだろ

う。これで遙ルートに行く可能性はぐっと低くなる。沙紀はプレイヤーに好感を与えにくいように描写されているので、

初にプレイヤーが沙紀を選ぶ可能性は低い。くるみは 4/4 のトラップのために 初からクリアできる可能性はほぼゼロ

だ。いづみは初回プレイでは規制がかかっていて攻略不可能である。よって、花見が昼になるか夜になるかはわからない

が、優夏ルートに入る公算は非常に高い。 
4 『かぜおと、ちりん』（シーズウエア）、『CROSS†CHANNEL』（Flyingshine, KID）がその例。 



 9

１．３．２． 樋口 遙 
 
 Profile: height, 157 cm; age, 19; date of birth, 2000/2/15; blood type, B. 
 ルート進行条件： 遙の好感度が高い状態で 4/4 に釣りに行くことで進行。 
 
 infinity シリーズに欠かせない柱の一つ、クローンの巻である。遙のシナリオは、心を閉ざしている女の子

の心を開き、閉ざされた中に埋もれていた優しい心を主人公が独り占め――というと身も蓋もないが、まあ

そんな話である。恋愛ゲームとして作られている “infinity” では、この心を閉ざしているという状況を作る

ためにクローンという設定が用意されたと見るべきだろう。心を開く、というタイプのシナリオでは、心を

閉ざしていた原因が納得できるものである方が物語としてもちろん好ましい。しかし、心を閉ざすほどの事

件なり境遇というのは通常かなり辛いもののはずで、それをプレイヤーが見せられて果たして楽しいのか、

という問題がある。ここで、クローンのような、現在では非現実的な内容を原因とするのが有効となる。誰

もクローンの本当の気持ちや辛さはわからないが、とにかく辛かったのだ、とプレイヤーが感じればそれで

よいからだ。 
 なお、遙はくるみのクローンなのに、声優は確かにオリジナルのくるみと同じだが、CG はくるみと全く似

ていない。せめて髪の色ぐらいは…とも思うところだが、これはおそらくゲーム的な事情である。実際の二

人の外見は、かなり似ているはずである。しかし、遙ルートをプレイしているプレイヤーには、主人公が持

つ『この二人は別人だ』との信念に共感してもらう必要があり、『やっぱり似ているよなあ』などと思われて

は困るのである。それゆえ、実際よりも似させない描き方をしているのもやむを得ないと言える。 
 遙ルートはゲーム世界への関わりが沙紀ルートやくるみルートよりも弱く、かつタイムループの存在はプ

レイヤーにとって既知のものとして描かれているため、 初に優夏ルートをプレイした次の 2 人目としてプ

レイするのがちょうどよくなっている。これはゲーム上の設計にも現れている。遙はプレイヤーに好印象を

与えるように描写してあり、選択肢の配置も主人公に良識ある行動をとらせたとき遙の好感度が上がりやす

くなっている。優夏ルートはそれ以上に行きやすいから初回プレイでは優夏ルートに行く公算が非常に高い

わけだが、プレイヤーに「次は遙にしよう」と思ってもらえるようにゲームが設計されている。 
 
 
１．３．３． 朝倉 沙紀 
 
 Profile: height, 156 cm; age, 20; date of birth, 1998/11/7; blood type, AB. 
 ルート進行条件： 沙紀の好感度が高く、4/3 にバスケットを修理することで進行。 
 
 心を開かせましょうシナリオ第二弾が沙紀編である。沙紀編では、沙紀が人間不信に陥った理由や周囲が

沙紀に疑念を抱く理由がプレイヤーによく伝わるように描かれており、クローンの立場という想像しにくい

設定が持ち出される遙編とは対照的である。ユーザーがプレイするときの感覚も、遙編ではプレイヤーはあ

まり遙の辛い思いを意識せずともプレイできて良い気分のまますんなり 後までプレイできるが、沙紀編で

は沙紀と他の人々との間の相互の不信感を思い切り味わうことになる。実際プレイヤーはプレイしていて辛

くなったり、沙紀に疑念を抱いたりするのだが、これは主人公とプレイヤーとの同調性が高いことを示して

いる。物語の構成としても、2 周目が遙の事故死を防ぐのみの役割である遙編に対し、沙紀編は 1 周目で問

題が明らかになり 2 周目で解決というバランスのよい構成になっている。物語として優れているのは沙紀編

の方で、恋愛ゲームとして見た場合には、沙紀編は “infinity” (“Never7”) で も優れたシナリオである。しか

し、実際プレイしていて楽しいのは遙編の方であったりもして、ゲームを娯楽とみる場合には必ずしもよい

とは言えない面もある。 
 沙紀の通う K 大は、KID 公式ホームページの設定資料によれば、関東なら慶應義塾大学、関西なら京都大

学をイメージすればよい、となっている。ただし、言葉の問題や、地理的な問題（京都の南方 200 km に孤島

は存在しない）、K 大高等部の存在といった点から、K 大は慶應義塾大学をイメージしているとみて間違いは
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なさそうだ5。 
 
 
１．３．４． 守野 くるみ 
 
 Profile: height, 152 cm; age, 176; date of birth, 1998/6/18; blood type, B. 
 ルート進行条件： 4/2 でプールに行かず、4/3 の温泉でロッジに残り、くるみの好感度が高い状態で 4/4 に

ルナビーチに行くことで進行。 
 
 沙紀編が優夏編・遙編を受けた恋愛シナリオの発展型なら、くるみ編は優夏編・遙編を受けたタイムトラ

ベルシナリオの発展型である。タイムループとクローンの存在をそれぞれ優夏編と遙編から受け継いでいる

が、それらの存在自体をネタにした話はそのそれぞれですでに行っているのでこのくるみ編では行わない。

くるみ編は、それらの存在により派生した問題を取り扱っている。もちろん、『恋愛アドベンチャー』である

こともきちんと踏襲しており、くるみと仲良くなる話という基本線に揺らぎはない。くるみと仲良くなる過

程で乗り越えるべき問題が、他のルートで起きた問題から派生したものとなっている。くるみ編は、“infinity” 
の世界を も奥まで掘り下げたルートである。“Never7” でも、確かにいづみキュア編は 重要ルートである

が、いづみキュア編はあくまで種明かし編であり、明かされる元の話があってこそのものである。そして、

いづみキュア編は何の種明かしかと言えば、もちろん他の全てなのだが、しいて代表させるならくるみ編に

なるように作ってある。そうするように作った理由は、いづみがくるみの姉であるからではなく、くるみ編

が “infinity” の世界を も代表させるにふさわしいルートだからである。 
 ゲーム的には、くるみ編には大きなトラップが仕掛けられている。4/4 朝の行動選択がくるみの行く『姫ヶ

浜』ではなく、いづみのいる『ルナビーチ』が必須となっている7ことだ。このために、数多くのプレイヤー

がくるみ編になかなか入れず苦労したはずだ。このトラップが存在する理由は、くるみ編が も “infinity” の
世界を深くまで扱うルートのため、なるべくくるみ編クリアが後になるようにゲームを設計したためと思わ

れる。ただ、今の時代、制作者側にプレイしてほしいルートの順番がある場合はクリア順序を強制的に指定

するのが一般的で、このようにゲーム的に難しくすることで特定のルートを後回しにさせるという設計はあ

まり好まれなくなっている8。恋愛ゲームが未だゲームであることを求められていた当時だから、このトラッ

プが作られたのだろう。 
 
 
１．３．５． 守野 いづみ 
 
 Profile: height, 163 cm; age, 22; date of birth, 1997/3/24; blood type, O. 
 ルート進行条件： 他の 4 人のエンディングを見た後に攻略可能。いづみの好感度が高く、4/3 に肝試しで

いづみと一緒になり、4/4 に姫ヶ浜に行くことで進行。“Never7” では、4/5 の 初の選択

肢で通常ルートとキュアルートに分岐。 
 
いづみは “infinity” と “Never7” で も変化したキャラクターである。そもそも設定が全く異なる。とはい

え、いづみルートの存在意義は、くるみ編で一応の完成をみた “infinity” の世界に、補足説明を加えること

となっている点はどちらも同じである。 
“infinity” でのいづみは、くるみの姉であり、それ以外の何者でもない。遙、沙紀、くるみは、それぞれの

抱えている問題は共通ルートであらかじめある程度明らかにしておいてから各ルートで解決されるのに対し、

                                                           
5 グランドフィナーレの沙紀の台詞によれば、K 大学は自然環境があまり良くないらしい。なので、K 大学が慶應義塾大

学であると言い切るには別の意味の問題がある。 
6 空白の 3 年間は算入せず。 
7 “infinity” の時点ではもっと悪辣で、キャラクター名を冠した選択肢だった。 
8 ネット時代が進んだおかげで、選択肢をどんなに難しくしたとしてもすぐインターネットで攻略情報を探されてしまい、

攻略の難しいキャラクターが必ずしも後回しにされない、という事情もある。 
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いづみ編前で明らかにされるいづみの抱えている問題はくるみとの関わりだけで、それはくるみ編で解決し

てしまう。しかも、いづみルートでは物語の黒幕は億彦であり、いづみは億彦にすら立場的に負けている。

つまり、いづみ編ではいづみにやることがない。結果として、いづみ編は億彦編のような内容となっている。

“infinity” と “Never7” のいきさつを知らない人が “Never7” でいづみの 2 ルートをプレイすると、元のいづ

みルートは億彦ルートだと見なすかもしれない。では、いづみ編の存在意義についてみてみよう。ともかく

いづみ編の 大の特徴は、タイムループやタイムワープが存在しないように見えることである。このことは、

明確なタイムワープが存在する他のルートと整合しないが、いづみルートはその整合性を考えるのがばかば

かしくなるようなギャグ調の展開をしている。このことから、この一連の物語は、その整合性を完全にとる

ことを目指して作られたものではない、という点が見て取れる。つまり、優夏編は優夏編の中で、遙編は遙

編の中で・・・、それぞれの中で も自然な解釈をするのが も適した楽しみ方となるように “infinity” の
物語はできている。これを示すのがいづみ編の存在意義だろう。 

キュアルートでのいづみは物語の黒幕である。そのため、いづみキュアルートは元のいづみルートのよう

に別のキャラクターに主役を奪われるなどということはなく、いづみキュアルートは完璧にいづみのものに

なった。それどころか、“Never7” の物語全体までいづみのものになったような感すらある。いづみキュアル

ートは、制作側の発表によれば、「infinity の謎を補完するシナリオで、完結編の役割を果たす」との触れ込

みで追加されたものである。だから、このキュアルートは全ての謎の種明かしである、ことが期待されるの

だが、実際はそうではない。「全てのルートを統一的に解釈することを要求しない」ことを示すいづみの元の

ルートは残ったままであり、やはり全てのルートを統一的に解釈する必要はないのである。いづみキュアル

ートは、本来は「統一的に解釈しようとするなら、こういうのもありですよ」ぐらいの代物である9。しかし、

制作者側の意図はどうあれ、プレイヤー側としては、できれば統一的な解釈をしたいものだ。だから、結局

はいづみキュアルートの説明こそが本物と見なされるようになるのは自然の成り行きである。本書でも、基

本的にキュアルートに則って以後の各イベントの章で解説を行うことにする。 
 
 “Never7” でのいづみは年齢が 22 歳なのは確かなのに、教授職にあるとなっている。かなり無理のある話

である。教授になるためには、博士の学位（日本の大学の標準のカリキュラムでの標準取得年齢は 27 歳）と、

その分野での十分な業績が必要で、現代では不可能である。時代が下っているので可能になっているかもし

れないが、それでも守野茂蔵などとは比べものにならない有名人になるだろう。だから、正規の手続きを経

て教授職にあるというのは考えにくい。ただし、本作の実験は被験者の事前の同意のない人体実験であり、

勝手に実行できるものではない。また、出張手続きに大学を通して研究費を執行している。これらのことか

ら、実施責任者は教授クラスの権限が必要となるのは確かである。一つの説明としては、キュレイシンドロ

ームの成果を欲しがる大学内でより上位の人物（経営陣の一人など）が裏にいて、客員教授などの立場を一

時的に用意したということが考えられる。ただし、いづみ教授に関しては、もともとそういうつもりではな

かったところに後から付け加えた設定のため、無理が出るのは当然である。細かいところは目をつぶる、と

いうのが実際は正しい読み方だろう。 
 
 
１．３．６． 飯田 億彦 
 
 Profile: height, 179 cm; age, 20; date of birth, 1999/1/11; blood type, A. 
 （ルートなし） 
 

億彦も “infinity” と “Never7” で大きく変化したキャラクターである。そしてその変化は、単純な設定の変

更以上に、ゲーム全体の性質の変化に関連したものである。 
恋愛ゲーム、特に一昔前の恋愛シミュレーションゲームでは、主人公と同年代の男性キャラクターは、主

人公のゲーム上の競争相手であることがしばしばあった。競争相手であるから、比較的主人公と近い立場に

                                                           
9 KID 公式 HP の“Never7”のページの設定資料の Q&A の項目

(http://www.kid-game.co.jp/kid/game/game_galkid/infinity/never7mat/mat6.htm) 参考。 
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いる必要がある。また、プレイヤーに主人公と同調させ、競争相手に同調されることを防ぐために、また競

争相手を主人公が容赦なく蹴落としてもプレイヤーに良心の痛みが発生しないように、競争相手となるキャ

ラクターはプレイヤーに嫌われるように設計されていた。“infinity” の億彦は、まさにその流れをくむキャラ

クターである。 
しかし、『恋愛ゲーム』と呼ばれるものの本質がゲーム性にあるのではなく物語性にあるようになると、状

況が変わってくる。物語の主な登場人物は皆なるべく人間的な深みのある方が望ましい。悪役も、単に嫌わ

れる悪役よりも、魅力的な悪役だったり、悪いことをする理由があってしている悪役の方が望ましい。その

ため、物語重視の恋愛ゲームでの男友達は、完全な端役にしてしまうのでなければ、プレイヤーの目から見

ても魅力的なキャラクターに描くことが多くなっている10。“Never7” の億彦も、「嫌われるような行動をする

のもそうする理由があったのだ」とキュアルートで示され、億彦に対するプレイヤーの嫌悪感を弱めるよう

に設計された。これは、“Never7” が恋愛ゲームとしての要素を減らし、より物語重視側に傾斜していること

と対応している。 
 
 
１．３．７． 石原 誠 
 
 Profile: height, same as yours; age, 20; date of birth, 1999/*/* (same as yours); blood type, not determined---same as 
yours unless yours is B. 
 
主人公である。この主人公は、KID の公式 HP によれば、プレイヤーとの同調性を高めるという観点から、

設定らしい設定は全く設けないという方針で設計されている11。ゲーム中時々登場する、主人公の設定を尋ね

る選択肢の存在も、主人公とプレイヤーの同一性を高めたいという制作者側の希望に基づくもののようだ。

成功したかどうかはともかく（それは個々のプレイヤーが判断することだ）、恋愛ゲーム “infinity” を作る際

の出発点としてこれは正しい。恋愛ゲームがゲームなら、主人公とプレイヤーが同じ立場に立つのは絶対で

ある。しかし、物語である場合、主人公のとりうる行動に大きな制約をかけなければ物語が物語にならない。

そこで、主人公がとってしまう行動をプレイヤーに納得してもらうには、やはり主人公に設定が必要である。

プレイヤーと主人公を同一にするのではなく、プレイヤーに主人公に共感してもらうのだ12。実際、“Never7” 
キュアルートになると、主人公とプレイヤーの一致は崩れてしまう（2 周目の 4/1、主人公は億彦に騙されて

いると思っているが、プレイヤーはタイムループしたと思っている）。 
キュアルート内だけをみるなら、主人公とプレイヤーの同一性を高める努力は無駄になっているようにも

感じるが、キュアルートを踏まえて他のルートをみる上では、主人公とプレイヤーの同一性の高さは効果を

あげている。他のルートでは、主人公とプレイヤーの同一性はかなり高い。だから、そのルートをプレイし

てプレイヤーが信じたことは、描かれている主人公の考えと矛盾しない限り、そのまま主人公もそう信じた

と見なすことができる。そして、主人公が信じたことはキュレイシンドロームによってそれが真実になる。

これより、“Never7” は、よく言われる『読者の数だけ真実がある』という考えを作中に取り込んだ作品とも

見ることができる。 
本書で “Never7” について語っていること全ては、筆者が信じた真実である。本書に書かれている “Never7” 

の世界が読者の方の解釈と異なっていたとしても、読者の方がプレイした “Never7” の世界はやはり読者の

方の解釈に沿ったものである。なぜなら、“Never7” はプレイヤーの数だけ真実があり、それはキュレイシン

ドロームという設定を通してゲーム的に保証されているからである。 

                                                           
10 ただし、男友達が主人公以上に魅力的になってしまい、プレイヤーが主人公よりも男友達側に共感を抱く、という状

態がまま発生する。“Never7”にこの問題はないが、物語重視恋愛ゲームではこれは常に発生の危険がつきまとう構造的な

問題となっている。 
11 これに基づき、本書では石原誠はプレイヤーと基本的に同一であるという立場に立ち、彼を「主人公」と呼ぶことに

する。 
12 主人公とプレイヤー間の同調性は、現在、物語重視アドベンチャーゲームが抱える 大の問題である。ここをどう設

計したかはゲームを評価する上で 大のポイントの一つになっている。 



 13

１．４． シーン解説 

１．４．１． 共通ルート 
醒めないユメ 
 ゲームスタート時の主人公の夢（予知？記憶？）。ヒロインの誰かが 4/6 に死亡し、死体の手から鈴が落ち

る場面である。この場面が夢なのか、予知なのか、記憶なのか 3 通りの可能性が考えられるが、優夏編・く

るみ編・いづみキュア編でタイムループを認めているから、一応、この場面は前のループの記憶である、と

しておく。 
 
Short Cut 00: 4/1 朝 
 主人公が目が覚めて優夏が駆け込んでくるところから、優夏が料理を始めるところまで。ここでは、合宿

参加者のプレイヤーへの紹介が行われるとともに、主人公が現状に違和感を覚えていることが語られる。こ

の場面での も重要なイベントは優夏が駆け込んでくることである。駆け込んでくる理由は優夏編中で「鈴

を握った誠が死ぬ夢を見た」と語られており、それに反する描写は作中存在しないから、少なくともこの時

点での優夏が駆け込んでくる理由は上記の通りとしたい。その他、この場面中で主人公が感じた違和感には

以下のようなものがある。 
1. 見知ったばかりの登場人物が互いを下の名前で呼び合うこと。 
2. 誰が吸ったのかわからない煙草の吸い殻の存在。 

重要なのは 1.の方だろう。1.の状態は、現状が 3/31 以前と直接つながっていないことを示す。これより、現

状が少なくとも 1 回のタイムワープ（ループ）を受けており、この物語が主人公の未来予知＋タイムワープ

1 回で形成されているわけではないことが示される。また、ループ中の状態は、一番 初の 6 日間の状態を

完璧になぞったものではなく、多少変化を受けていることもわかる。では、この変化はいつ発生したか？ 可

能性は 3 通り、(1) 初のループ発生時に変化、(2) 過去のループの途中で変化、(3) 前回から今回の間に変

化、が考えられる。だが、今回から次回のループに移る際、いかなるルートでもこの場面での人間関係は変

化しない点、ループに囚われたと感じているキュレイシンドローム患者は基本的に前回のループと同じ内容

になるように現実を合わせていくと考えられる点から、(2)(3)の可能性は薄いと考えられる13。筆者は、登場

人物の呼称の変化は、キュレイシンドロームによりループ世界を作成した主人公による世界の構成ミスによ

る、という説を推す。また、2.の方の煙草の吸い殻の方は、ループに関連したものというよりは、単に億彦

のもので、遙が煙草を嫌いと知った億彦が主人公に責任をなすりつけたとして問題がないので、ここではそ

う解釈する。 
 
Short Cut 01: 4/1 昼 
 優夏のトンデモ料理、くるみの登場、優夏とテニス／遙と海に行く場面である。ここでは世界設定に絡む

描写はほとんどない。留意すべき点としては、いづみキュア編の伏線となる、このゼミ合宿には教授から直々

に知らされた真の目的がある、という優夏の台詞程度だろう。なお、この台詞はキュアルートが存在しない 
“infinity” のときから存在し、“infinity” においては億彦の立場を考える上で重要な台詞となる。 
 
Short Cut 02: 4/1 夕 
 ゼミ一行が再度集合し、ルナビーチにて沙紀といづみに会う場面である。この場面では、『着地し損ねる遙』

『在庫が尽きた米』の 2 点の“予知”が行われる。これらは作中の 初の明確な不思議現象の発生である。

着地し損ねる遙の予知を行う際、鈴の音のイメージが描写されるが、この鈴音は今後たびたび出てくる小さ

な鈴が奏でる高い音ではなく、神社に奉納されている方の鈴の音のように聞こえる。このことは、小さな鈴

はそのものに力があるというよりも、神社の鈴をかたどっていることに意味があるという見方もできる。在

庫がつきた米の予知では鈴の音は現れない。これは単にいちいち描写していたら煩わしいという理由かもし

れないし、予知の発生原因が異なることを示しているのかもしれない。 

                                                           
13 いづみキュア編 2 周目のいづみが肝試しで提案した説明からの連想で、悲惨な運命を回避するためにバタフライ効果

を狙って初期値を少しずつ変化させた結果である、という説もある。 
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 この場面中での重要なシーンの一つは、守野姉妹に会った遙が不自然な対応を示すことである。これは、

遙が守野姉妹と自分との関わりをすでに知っていることを示す。ただ、自分のオリジナルであるくるみに微

妙な対応を示すのは当然だが、どちらかと言うといづみに対しての方に遙は動揺しているようだ。これには、

遙のトラウマの元になった事件の犯人がいづみであることを遙が感づいたという説明が可能である。ただし、

完全に遙がそれをここで認識しているとすると沙紀編が成立しなくなるので、早とちりは禁物である。なお、

“Never7” 設定ではいづみはゼミの担当教授であり、遙ももちろんいづみ教授にすでに会っている（もちろん、

遙はいづみ教授の妹が自分のオリジナルであることを知っていて、それでいづみゼミを選んだわけだ）。だか

ら、ここでの遙のいづみに対する不自然な対応は、教授がここにいたことに対する驚きと教授に対する遠慮

にすぎないかもしれない。しかし、いづみが教授であることを知りながらそうでないように振る舞うのが、

遙より優夏の方が上手いというのは考えにくい。それに、そもそもこの場面はいづみが教授ではなかった 
“infinity” のときからあるものである。だから、遙のいづみに対する不自然な対応は二人の過去の記憶による

ものだとしたい。 
 
Short Cut 03: 4/1 夜 
 ルナビーチでの食事、プールへの侵入、月浜で鈴の登場と続く場面である。食事では大したことは起きな

いが、プールの場面では再び低い鈴の音とともに“予知”が発生する。また、守野の血をひく者達の共通項

である水への憧憬を遙が示す場面も、作品のムードを示す重要な場面である。 
 帰り道の月浜で、ゲーム中初めて実在の鈴が登場し、これは主人公によって投げ捨てられる。 
 
Short Cut 04: 4/2 朝～昼 
 皆でプールに行く（行かない人もいるが）ところから、釣りに行って沙紀が波にさらわれ助けられるまで

である。ここでは、バッテリーが上がったトラックの予知と、沙紀が波にさらわれる前の優夏の動揺の 2 回

の予知が行われる。どちらも鈴の音は描写されていないことに注意したい。 
 4/1 は舞台の紹介とこれからの予感だったが、ここの場面からいよいよ物語が動き出す。防波堤での遙と沙

紀の対立、助けたのは億彦であるとの沙紀の誤解、これらがきっかけとなって以後が展開されていく。 
 
Short Cut 05: 4/2 夜 
 いづみによる司紀杜神社の紹介から、遙と沙紀の対立を探ろうとして遙に翌日の釣りを約束するまでの場

面である。司紀杜神社がいかなるものかについては物語全体の謎の解明の鍵になるのだが、この場面でのい

づみの説明はいづみの誤解や意図的な嘘が混じっている可能性があり、あまり当てにならない。神社につい

てはキュア編の説明でもう一度扱うことにする。 
 
Short Cut 06: 4/3 朝～昼 
 遙と釣りに行く場面である。まさに見た通りの場面である。 
 
Short Cut 07: 4/3 夕 
 遙にキスをするところから、キャラクター間の対立が一気に発生するところまでである。 
初め主人公にキスの経験を尋ねられる選択肢があるが、これはプレイヤー自身のことを尋ねられているとみ

られ、攻略上影響はないようだ。その後もいくつか選択肢があるものの好感度に影響するだけで展開は変わ

らない。そして 後に、この世界の中のクローンの立場が説明される。 
 人間クローンの問題は、現在でも科学技術倫理の 大のテーマの一つとなっている。現在の趨勢は、この

作品でいう少し前の時代――罰則を設けて法律で禁止する、という方に向かっているようだ。クローン作成

が、誰かの代用という側面が必ずあり、生まれてきたクローンが独立した個人としての人権を保てない危険

が強いというのがその理由だろう。しかし、実際にクローンが生まれてしまったとき、その親に罰則を適用

してしまうと、生まれたクローンは身代わり扱いされる以上の困難な状況に置かれるのもまた事実である。

ともかく、本作の世界は、クローンを作るのは罪かもしれないが犯罪ではなくなった世界である。これが現

実世界の未来の姿かどうかは、わからない。 
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Short Cut 08: 4/3 夜 
 夕食のメニューを予知するところから、肝試しをし（しない人もいるが）、温泉に入る（入らない人もいる

が）ところまでである。ここでの も重要なシーンは夕食のメニューの予知である。このシーンは、“infinity” 
から “Never7” に変化するときに差し替えが行われた唯一といってもよいシーンである。“infinity” での予知

は、メニューはカレー固定であり、尽きた米やトラックのバッテリーなどの他の“予知”と全く同種のもの

だった。“Never7” での予知は、夕食のメニューとして 3 通りの選択肢が示され、どれを選んだとしてもいづ

みが作ろうとしたメニューと合致していた、というものである。この選択肢の意味については、おおまかに

以下の 2 通りが考えられる。 
(1)「初恋の時期」「キスの経験」の選択と同じく、未確定の設定をプレイヤーに委ねているもの。 
(2) これまでのタイムループ中でこの 3 通りのメニューが出てきたことがある。 

そして、このイベント自体も、以下の 2 通りの可能性がある。 
(a) 未来の予知。ないしは過去の記憶の再現。 
(b) キュレイシンドローム。主人公が思ったメニューに本当に変化してしまう。 

これらのうち、(1)よりも(2)、(a)よりも(b)であった方が解釈としてはエレガントであり、問題がなければそう

解釈したいところである。まず、(b)が成立するかどうかだが、これはかなり難しい。主人公はメニューがそ

うであることを信じているわけでは全くないからである。また、(2)についても問題がある。なぜなら、過去

のタイムループでも同様の“予知”が発生しているならば、新規のメニューが開拓されることがありえず、

初のループで出されたメニューをいつまでも“予知”し続けるはずだからである。これより、あまり面白

い解釈ではないが、本稿ではこのイベントはこれまでの“予知”と同じものであり、選択肢の存在はプレイ

ヤーに与える印象を増すための手段である、と解釈する。また、この“予知”でも鈴の音の演出がないこと

を注意しておきたい。 
 以降のイベントは各ヒロインと仲良くなるためのイベントで、各ルートに分岐する準備段階である。この

後、ルートに入れるヒロインは肝試しに同行したヒロインのみとなる。 
 
Short Cut 09: 4/4 朝～昼 
 自由行動で好きなヒロインと過ごす場面。事実上の分岐の開始である。なお、この場面では共通イベント

として地震が発生する。 
＜優夏＞（花見） 

優夏が自分の初恋の話をする場面である。主人公に初恋の時期を尋ねるが、これはプレイヤーに尋ねてい

るものなので、好きに答えればよい。主人公はこれ以降優夏が初恋の相手と自分を重ね合わせて見ているこ

とに違和感を覚え出す。プレイヤーもその違和感を共有できれば幸いである。 
このルートでの地震は、二人の前に鈴が現れるきっかけとして使われている。この鈴は月屋ホテルで泊ま

っている女の子が月浜で拾ったものであるが、その前はどこにあった鈴なのかは未確定である。優夏編で鈴

の渡り歩きについて説明されるが証拠はなく、鈴が二つだけである保証もない。 
＜遙＞（釣り） 
重要なシーンは釣りの後、沙紀と鈴を巡って争うところである。鈴に関する遙と沙紀の問題が初めて明ら

かになる場面で、沙紀編の予告でもある。この場面で地震は大した意味を持たない。 
＜沙紀＞（沙紀の家） 
 バスケットを返しにいく場面であるが、重要なシーンは鈴を巡って遙と因縁があることがわかるところで

ある。ここで、沙紀は「取り上げても、取り上げても・・・」という言い方をする。そのため、沙紀が鈴を

遙から奪ったのは防波堤の一回ではないことが窺われる。なお、バスケットに付けられた鈴はくるみが付け

たものだが、いづみ編でくるみが拾う鈴とは時間的に前後するため別物である。特に由来はないようだ。 
この場面でも地震は大した意味を持たない。 

＜くるみ＞（ルナビーチ） 
 くるみ編必須イベントだが、一見いづみのイベントである。これがくるみ編で必須である物語上の理由は、

くるみと神社との関わりをいづみが語ってくれることによる。それによれば、鬼が出るという話は作り話だ
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が、神隠しが起きるのは本当だという。くるみ編に関してはこれが正しいとして問題ないが、いづみキュア

ルートを考えるとこれが司紀杜神社を指すのか杜紀司神社を指すのか不明確なところがある。神社について

はキュア編で再度述べることにする。 
 この場面で発生する地震は、ルナビーチの食器を壊す。地震による食器破損は 2 周目でも発生し、「繰り返

される歴史」を象徴するイベントとなる。 
＜いづみ＞（姫ヶ浜） 
 いづみ編必須イベントだが、一見くるみのイベントである。これがいづみ編で必須である物語上の理由は、

いづみが大学と関わりがあることをくるみが漏らすことによる。また、1 周目の 後でいづみが持つ鈴は、

この場面でくるみが拾う。この場面での地震もあまり重要ではない。 
 ここの中で、料理に足りないタマネギをロッジに取りに行くと、億彦がキュレイシンドロームに関するレ

ポート14を手にしているところを発見する。キュレイシンドロームが登場する 初の場面であり、キュアルー

トに入るためのフラグでもある。 
 
Short Cut 10: 4/4 夕 
 共通ルート 後、バーベキューの場面である。この場面は、問題はまだ解決していない、ということを改

めて示す部分であり、新たな展開が起きる場面ではない。 
 この場面、20 歳に達していないくるみと遙はノンアルコールである。高校生のくるみはまだしも、現代の

感覚なら遙もビールを注がれるところだ。だが、未成年の飲酒の描写はゲームソフト製作のコードに触れる

のでこの描写となっている。 
 
Short Cut 11: 4/4 夜 
 誰のルートにも入らなかったときに発生する場面で、時間が夜になっていることと地震が発生しないこと

以外は 4/4 朝～昼で花見に行ったときと全く同一である。 
 
 
１．４．２． 優夏ルート 
4/4 夜 

くるみが行方不明となり、優夏とともに探索に出た主人公が神社にてくるみを発見する場面である。ここ

では解釈上いくつか重要な箇所がある。まず、優夏とともに神社に向かうとき、再び優夏は“嫌な予感”を

する。この嫌な予感は、4/2 に沙紀が波にさらわれるときのものと異なり、直後に悪いことが起きるわけでは

ない。後に、優夏がタイムループを主張する際の根拠の一つとなる。次に神社の描写がある。神社は長年の

風雨にさらされ今にも倒壊しそうなほど朽ち果てている。これはくるみ編で倒壊した神社を立て直したもの

ではないことを示し、キュア編での双子神社の説明につながる。社の奥にある祭壇に鈴があり、護符が貼ら

れている。作中各所で登場する小さな鈴とは大きさも違う別物である。 
この場面、くるみの「以前ここに来たことがある」の台詞は、くるみ編の伏線である。ただ、「お姉ちゃん

にもらった、お下がりの洋服の匂い」の正体については解釈が困難だ。少し解説を加えてみたい。 
まず確認しておきたいのは、匂いの正体が何であれ、このくるみの台詞の意味は「神社の匂いに何となく

懐かしい感じがした」であることは間違いない。だが、神社の朽ちた匂いは、いづみの洋服の匂いとはあま

りにかけ離れているように見える。それでは、それぞれ詳しく見てみよう。まず、神社の匂いから。くるみ

が神社の匂いに懐かしさを感じたのは確実であり、その原因は 20 年前のタイムスリップ事件にあるのも間違

いない。しかし、当時 0 歳のくるみが、そのときの神社の匂いを今も覚えているはずはない。だから、くる

みは神社の匂いに懐かしさを感じたものの、当時の神社の匂いを思い出すことはできなかった。それで代わ

りに思い出されたのが「お姉ちゃんに・・・」なのである。では、その洋服の匂いの方を考えてみよう。普

通に考えると、身体年齢 5 歳差のお下がりの洋服に付いた匂いは防虫剤の匂いだ。だが、防虫剤の匂いはす

ぐそれとわかる匂いであり、しかも懐かしさを感じる良い匂いではない。ここで考えてみよう。妹思いのい

                                                           
14 ここでの「レポート」は、大学生が単位をもらうために提出するレポートではなく、研究者の書くレポート、要する

に論文のことである。 
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づみが、くるみに防虫剤ぷんぷんの服を渡すだろうか？ おそらくしっかり干して薬を抜き、無臭の服を渡

しただろう。そしてそれを受け取ったくるみが感じた匂いとは、くるみの心が生んだ実体のない「お姉ちゃ

んの匂い」である。その結果、くるみにとってお下がりの洋服の思い出は、匂いにまつわる懐かしい思い出

だが、匂いそのものには実体がなかった。だから、神社の匂いに懐かしさを感じたとき、この思い出が出て

きたのである。お下がりの洋服の匂いには実体がないので、懐かしいと感じる匂いなら何にでも化けること

ができるのだ。 
なお、この場面は、直接ショートカットから入ることはできないが、ショートカット 11 から始めればすぐ

その後に引き続いて入ることができる。 
 
Short Cut 12: 4/5 
 この場面では、鈴・神社・タイムスリップについて優夏から説明される。鈴に関しては、「自分（優夏）も、

誰かが死んで死体から鈴がこぼれ落ちる夢を見た」「3 日の午後、月浜で鈴を拾い、怖くなって海に投げた」

「4/4 に、女の子が鈴を持っているのを見て、猫のキーホルダーと交換してもらった」「交換してもらった鈴

は海に捨てた」と説明する。 初の夢に関しては、この誰かは主人公であることが後に説明される。 後の

海に捨てたことは嘘であり、過去へタイムスリップを試みるため優夏が所持している。それ以外の点は正し

いと思われる。神社について、優夏は司紀杜神社が実は「ときつかさ」神社である説を提案し15、その名前と

護符の文言から、現在の現象がタイムスリップであることを提唱する。主人公は、その説が荒唐無稽である

と当初考えるが、優夏の信じ切った態度に感化されてかその説に準じて考えるようになる。優夏が 1 日の朝

に主人公の部屋に飛び込んできた理由は、死んだ人と同じ場所に主人公がいたからだ、と主人公は考え納得

する。 
 主人公がタイムスリップという荒唐無稽な説を納得するにあたっては、優夏の信じ切った態度が大きく寄

与している。ただし、優夏がタイムスリップ説を信じたのは、十分な証拠があってというよりも、タイムス

リップが存在することを信じたかったためである。これは翌日の行動から推測できることだ。優夏は、告白

できずに死に別れてしまった“彼”に、時間をさかのぼってまた会いたいと願っていた。キュアルートに基

づいて本作全体を考えるならば、この点に注意しておきたい。 
 
Short Cut 13: 4/6 
 優夏編 1 周目の終わりである。優夏は、「二度とここにはこない」という主人公との約束を破り、過去に戻

って“彼”に会おうとする。主人公は、優夏が神社に行ったら予知夢で死ぬ者が優夏になると判断し、それ

を阻止しようとするが間に合わない。結局二人とも神社の下敷きとなって死ぬことになり、双方の予知夢が

成立する。 
 主人公を置き去りにして過去に行こうとするこの優夏の行動は、かなり無茶である。もしかしたら、主人

公に引き留めてもらうことを暗に期待していたのではないか、とも考えたくなる。しかし、優夏視点でこの

優夏編を描く優夏キュアルートにはそのような描写はなく、純粋に過去の“彼”に会いたかったようだ。主

人公もいい面の皮であるが、この日の事件は優夏に“彼”を振り切らせて主人公に向かせるにはよいきっか

けとなった。次の場面からは、優夏は主人公のことを想った行動をとってくれる。 
 
Short Cut 14: 4/1 (2nd) 朝 
 2 周目の始まり。優夏編は優夏と主人公ともに記憶を所持したまま 2 周目に入る。主人公は優夏に引っ張

られるように行動していくことになる。 
 このルートでは、沙紀のピザを横取りしたのは遙となる。このルート内でこのことは大した意味はないが、

沙紀と遙との対立の引き金になりかねない結構危険な出来事だ。元のまま億彦に受け取ってもらった方が主

人公達にとってはよかったかもしれない。 
 
Short Cut 15: 4/1 (2nd) 昼～夜 
 海に向かう遙と億彦と別れ、優夏と主人公が二人で相談を続ける場面である。ここでは、優夏によるタイ

                                                           
15 作中回文を披露する優夏は、文章を逆読みする習慣が普段からあった可能性が高い。 
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ムループ説の提唱と主人公の同意、島からの脱出が不可能なことの確認、鈴を二人で持ち合う計画の策定と

鈴の探索が行われる。ここでは、タイムワープ（ループ）は、鈴の持ち主に対して神社が引き起こすもので

あると説明される。優夏編の中だけならこの解釈で問題なく成立する。しかし、この解釈は他のヒロインル

ートを説明できない。また、この場面で行われる説明は全て優夏の推測によるものであり、証拠にもとづく

ものではないことに注意したい。 
 
Short Cut 16: 4/2 (2nd) 
 この日では、沙紀と遙の対立の発生を阻止するのが主な内容である。主人公達は、沙紀と遙の対立は沙紀

が波にさらわれるのが悪いと考え、釣りに行かずに灯台に行くことでそれを回避しようとする。結果は成功

で、沙紀と遙の対立は起きなかった。だが、沙紀編を見ると、実は波にさらわれるのは問題を悪化した要因

にすぎず、根本は沙紀が遙の額の傷に気が付いてしまったことの方で、必ずしも灯台に行ったからといって

回避できるようなものではないことがわかる。まさに結果オーライといえる。 
 
Short Cut 17: 4/3 (2nd) 
 この日は、遙と釣りをしつつ鈴の探索を行うことと、肝試しで沙紀と一緒になることが主な内容である。1
周目の肝試しイベントは各ヒロインのフラグイベントであるが、1 周目の沙紀は肝試しに参加しないため、

肝試しで沙紀と二人になるのはこの場面だけである。だが、残念なことにこの場面の沙紀は優夏ルートのフ

ォローにとどまり、沙紀編でこの場面が伏線として活用されることはない。 
 この日の夜、優夏の好感度が十分高ければ、温泉にて追加イベントがある。ショートカットから始めても

見ることができる。 
 
Short Cut 18: 4/4 (2nd) 
 この日も、沙紀とゼミメンバーとの対立がないため平穏に過ぎる。この日の 後、優夏が 1 周目に神社に

向かった理由が明かされる。主人公は当然のように怒り出したところでこの日は終わる。辛い場面であるが、

優夏が 1 周目で行ったことは批判されて当然のことであるから、ここは避けては通れない。 
 
Short Cut 19: 4/5 (2nd) 
 この日は、沙紀から優夏の過去を聞き出し、優夏と和解することが主な内容である（選択肢によってはそ

うならないこともあり、そのときはバッドエンドが確定する）。優夏キュアルートでわかるように、2 周目に

入ったところで優夏はすでに主人公に気持ちを向けているので、和解は容易である。 
 
Short Cut 20: 4/6 (2nd) 
 2 周目の終わり。くるみ行方不明の報を聞きつけて、神社にくるみがいると早とちりをした主人公達が再

び神社に向かう場面である。優夏と主人公双方が過去から決別していれば（優夏：“彼”への想いを否定し

初から誠が好きだったと主張する；主人公：ループに戻らないと宣言し鈴を壊す）、 後の地震のとき鈴の力

で 4/7 にタイムワープし、脱出に成功する。 
バッドエンドとなったとき、次のループがどのように始まるのか、これがわかればこのループ世界がどの

ようになっているのかがわかるのだが、残念ながら明らかにされない。 
 
Short Cut 21: エンディング・優夏 
 優夏とともに 4/7 を迎え、朝日をみることができたところでこのルートは終了する。 

優夏と主人公は、4/6 の早朝から行方不明になっており、4/7 の早朝に突然ロッジに姿を現すことになる。

これより、4/6 から 4/7 の間を二人はタイムワープしたことが窺われる。 
物語の 後、何億年を過ごしたように語られるが、本当にそんなにループしていたのかというのはかなり

疑問である。他のルートを合わせて考えると、ループが成立するのはかなり条件が厳しく、簡単にループは

破れてしまいそうである。筆者の解釈は次の章で述べるが、他にもいろいろな解釈があるだろう。ただ、過

去のループと決別した二人にとっては、本当は何周あったのかはどうでもよいことである。 
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１．４．３． 遙ルート 
Short Cut 22: 4/5 未明～夕 
 遙と夜明け前に星と不知火を見て、夜が明けたら一緒に釣りに行って・・・と、遙と仲良くする日である。

守野姉妹に対する遙の態度が冷たいことを示す場面でもあるが、基本は遙と仲良く楽しく過ごす日である。 
 この日の 後、主人公はこの合宿がいつまでも続くことを願う。この願いはもちろん翌日のタイムワープ

の伏線である。鈴に力があると考えるならば、主人公のこの願いを翌日鈴が聞き入れてタイムワープを引き

起こしたとみることもできる。 
 
Short Cut 23: 4/5 夜～4/6 未明 
 遙編 1 周目の終わり。遙は沙紀が世話していた犬をかばって車にはねられ、病院にかつぎこまれるが息を

ひきとる。このルートでは優夏編と違い神社はまったく登場せず、力の源は鈴のみであるようにみえる。優

夏編との共通点からタイムワープの発動条件を考えると、「鈴の持ち主が死ぬ直前に、それを見ていた者がタ

イムワープされる」と判断される。この解釈は、いづみ編に入るまでは有効である。 
 ここで遙が握る鈴の由来はこのルートでは語られない。4/2 に防波堤で一旦鈴を奪われた後、またどこかで

入手したものだろう。ただし、いづみキュアルートで遙が拾った星の砂が本来は鈴であったとするならば、

4/5 の午後に鈴が 1 個防波堤に打ち上げられ、それを遙が拾ったと解釈することができる。 
 
Short Cut 24: 4/1 (2nd) 
 2 周目の始まり。1 周目の通りの 1 日が展開される。ここで注目すべきは、(1) 優夏編と違い、遙は 1 周目

の記憶を所持していない。(2) 優夏は、おそらくは主人公が死ぬ夢を見て／記憶を持って、主人公の部屋に飛

び込んでくる。の 2 点である。(1) については、優夏編と見比べて考えると、鈴が一つしか作用しなかったた

め、とするのが現時点では妥当に見える。しかし、この解釈はいづみキュアルートにて覆される。いづみキ

ュアルートを踏まえて判断するなら、遙編では過去に戻ることを望んでいたのは主人公だけだから、あるい

は、超常現象の存在を信じているのは主人公だけだからとなる。(2) からは、優夏の夢／記憶は直前のループ

に基づいたものではない、ということがわかる。また、ショートカット 00 で述べたように、このループはル

ープ前の 6 日間をそのまま繰り返しているわけではないこともわかっている。これらから、このループはル

ープに入って 1 回目の設定を基本として繰り返されていることが示唆される。 
 夜の月浜では、1 周目に現れて主人公に拾われた鈴は登場しない。これは、（明示していないが）バタフラ

イ効果によるものと作中しており、一応そういうことにしておく。 
 
Short Cut 25: 4/2 (2nd) 
 この日は短く、沙紀と遙の防波堤での対立を防げなかったことが描写されるのみである。前日懸案の一つ

だった鈴が見あたらず、歴史は変わりうることが示されたのと対照的に、この場面はそう簡単に歴史を変え

られるものではない、ということを示している。この流れは翌日にも続く。 
 
Short Cut 26: 4/3 (2nd) 
 前日に引き続き、沙紀と億彦との対立を主人公を防ぐことはできず主人公が思い悩む日である。また、こ

の日は遙のオリジナルがくるみであることがいづみによって明かされる日でもある。明かされるきっかけと

なった傷跡は、遙はその由来を覚えていないと言い、いづみは自分が付けてしまったものだと言う。しかし、

沙紀編によればその傷跡は沙紀と遙の対立を引き起こしたものであり、遙編でも沙紀と遙の対立は発生して

いることから、遙は傷跡を付けたのは沙紀ではないかという疑いをこのときでも持っているはずである。と

はいえ、信じあっている主人公に対し、その傷跡の由来を知らないと答えることは、遙自身にとってもその

疑いを捨て去るよい機会になったかもしれない。これは、翌日のバーベキューで沙紀と遙の対立再燃が起き

ない理由として考えられる一つである。 
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Short Cut 27: 4/4 (2nd) 
 この日も短い。何事もなく過ぎつつ、主人公は遙がくるみのクローンであることの事実を咀嚼し納得する。 
 
Short Cut 28: 4/5 (2nd) 
 めでたく告白の日である。後は事故を防ぐだけだ。 
 
Short Cut 29: 4/6 (2nd) 
 事故の日。そうそう歴史は変わらない、と 2 日目・3 日目で示した通り、多少の小細工程度で歴史は変わ

らず、事故は再び起こる。これは止められない。バッドエンドとハッピーエンドとの分かれ目は、その後遙

に輸血して助けられるかである。遙を助けるためにはくるみと億彦の助けが必要だが、人選を間違えなけれ

ば問題なく成功するはずだ。もし失敗したとしても、ゲーム的にはゲームオーバーだが、おそらく記憶その

ままで 2 周目を主人公はやり直すことができるだろう。 
 バッドエンド時に遙が持つ鈴の由来については、1 周目の鈴をどう解釈するにしても、それと同じと解釈

することになる。 
 
Short Cut 30: エンディング・遙 
 1 週間の入院の後、ルナビーチの二人に別れを告げて島を発つところで遙編は終了である。もちろんめで

たい結末である。ただ、「また来年！」と言って守野姉妹と別れる主人公の描写は、キュアルートでのいづみ

の正体を当初想定していなかったことを示す。あまり突っ込まないのが無難である。 
 
 
１．４．４． 沙紀ルート 
Short Cut 31: 4/5 未明～朝 
 この日は長く、前後編に分割されている。前編 初は沙紀と仲良くするための場面である。犬と戯れる沙

紀を陰から見るのと、沙紀とともに星を眺めるのが主な内容である。4/4 にバーベキューで沙紀が肉を持ち去

ろうとした理由はここで明かされる。 
 夜が明けると、とたんに不穏な空気が漂い出す。いつの間にか遙と億彦は仲良くなっている。優夏と遙と

億彦は沙紀に対する反感を露わにする。そして、その沙紀の肩を持とうとする主人公と意見が対立する。こ

の展開に至る背景をみてみよう。主人公が起きてきたとき、遙と億彦は外出している。残っていた優夏の話

しぶりと機嫌の良さから、遙はもうすでに億彦によって心を開かれていることが窺われる。遙と億彦の外出

先は明らかになっていないが、主人公が起きて沙紀の別荘を往復するときに二人に会っていないから、この

ときの二人の外出先は沙紀の別荘ではないとみるべきである。また、次の場面で、沙紀は「今朝また遙が鈴

を見せに来た」と言っている。これらのことから、以下のように推測できる。遙が沙紀に鈴を見せにいった

のは主人公が起きる前で、鈴を見せた遙は沙紀に鈴を奪われる。億彦が遙をなだめ、遙の言い分をそのまま

受け入れることで遙は億彦に心を開く。優夏は遙が心を開いたのを見て安心する。そして、優夏は二人の言

い分を聞くことで（または、二人の沙紀に対する強い反感に影響を受けて）、改めて過去の絵の話を思いだし、

沙紀に対する警戒心を深める。そして再び二人はデートに出かけ、主人公が起きてくる。 
 
Short Cut 32: 4/5 昼～夜 
 沙紀と主人公の孤立が決定的となる場面である。孤立を感じた主人公は沙紀とともにいようとし沙紀を信

じると約束するが、沙紀は主人公を信じたいと思いつつも完全には信じず、鈴を持っていないと嘘をつく。

主人公を信じ切れなかった沙紀は、バスケットを直してくれたのは主人公ではないことを知ったときに裏切

られたと感じ、主人公から去る。そして、沙紀の嘘を信じた主人公は再び遙と対立し16、他のゼミメンバーと

の溝はさらに深まる。そしてそのまま 後の日に進む。 
 

                                                           
16 鈴の所持をめぐる主人公と遙の対立の場面は、遙というキャラクターの見せ場の一つである。 
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Short Cut 33: 4/6 
 1 周目の 後の日。ロッジが深夜泥棒に入られ、その嫌疑をかけられた沙紀が自殺してしまう場面である。

この日の未明、沙紀はロッジにやってくる。ここで描写されるのは、沙紀がロッジのリビングで鈴の音を響

かせ、その音で起きてきた主人公がリビングにやってくる直前に沙紀はロッジを離れてタクシーで去る、と

いう内容だ。戻ろうとした主人公は窓が閉まる音を聞くが、誰も起きている様子はない。この窓が閉まる音

は、ロッジから出ていくところを見たという億彦の仕業と見られる。沙紀が 2 周目と同じ行動をとったとす

るなら、まず 初に主人公の部屋の窓を叩き、それで返事が無かったのでリビングに向かい、誰もいないの

を確認してリビングを出たことになる。鈴の音は、リビングで沙紀が取り落としたものだろう。2 周目では

鈴の音は発生しないが、これは単に持ってこなかったためと思われる。とすれば、主人公の敗因は 初の呼

びかけで目を覚まさなかったところにある。にもかかわらず小さな鈴の音で目が覚めたのは妙といえば妙で

あるが、高い音は人にとって警戒音で反応しやすいものだ。 初の呼びかけで眠りが浅くなっていたところ

で鈴の音で目を覚ましたと説明できる。ところで、2 周目と 1 周目で沙紀の立場が異なるので、双方で行動

が一緒である必然性はないのだが、さすがに沙紀が盗みにくるのは動機がなく、次の朝にのこのこやってく

るはずもないから、沙紀が犯人ということはないだろう。だが、次のような解釈も可能である。沙紀は主人

公の部屋の窓には行かず、 初からリビングに入って主人公の部屋に向かおうとしたが、リビングで鈴を取

り落とし、結構大きな音を立ててしまった。そして主人公以外（億彦）の部屋から物音がしたため、まずい

と思って素早く立ち去った、という解釈もありだ。 
 
Short Cut 34: 4/1 (2nd) 
 2 周目の開始である。この沙紀編では遙編同様、タイムループの文字は一度も出てこず、主人公は過去を

やり直していると考えている。ただ、遙編ではまだループ色が残っていて、バッドエンドに進んだとき再度

ループが続くような描写となっているが、沙紀編はループを感じさせる描写が全くないのが特徴である。と

もかく、この沙紀編の主人公は現状がタイムループであるとの考えに立っていないことには留意すべきであ

る。 
 1 日目は、月浜に鈴が落ちていないという点以外は全く 1 周目と同一である。なぜないのかということは

明らかにされていない。後の方で遙は鈴を浜で拾ったと話すシーンがあるので、遙が先に拾った可能性があ

るが、そうすると遙は 1 周目の鈴はどこで入手したのか、という問題が残る。 
 1 周目でせっかく心を取り戻した遙だったが、タイムワープとともにあっさり無かったことになってしま

う。億彦を恋愛ゲーム上のライバルとして立ててある都合上、たとえ別ルートであってもヒロインと億彦を

カップル化したまま終わらせるわけにはいかないのだろう。結構悲しいものだ。 
 
Short Cut 35: 4/2 (2nd) 
 途中省略とばかりに、防波堤のシーンから始まる。沙紀の心を開くには沙紀と仲良くなる必要があるが、

沙紀と仲良くなるのはかなり難しい・・・という問題を、海に落ちた沙紀を助けた命の恩人という立場にな

る（または、そうと誤解される）ことで解決する。信頼を得られれば話は早い。早速主人公は鈴の問題の解

決にとりかかる。 
 
Short Cut 36: 4/3 (2nd) 
 うまくいった次の日はうまくいかない。物語の中に偶然を多用しているなら、良い偶然と悪い偶然のバラ

ンスを取ることは構成上必要である。そしてこの日は悪い偶然が作用する日である。ハッピーエンドを迎え

るために必要な試練だ。 
 
Short Cut 37: 4/4 (2nd) 
 沙紀が傷つけた相手と遙を傷つけた相手が全く別であることが示され、沙紀と遙の問題が解決される日で

ある。遙を傷つけたのはいづみであることはすでに遙編で明らかにされているので、プレイヤー的には心配

なく誤解を解くことができる。だが、沙紀編だけを見ると、沙紀と遙の対立が誤解に基づくと信じ込む主人

公の行動は結構冷や汗ものだ。このため、沙紀編は遙編プレイ後にプレイする方が望ましく、ゲーム的にも
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そうなりやすいように設計されている。 
 この沙紀と遙の問題解決時、主人公は鈴を思いこみを招いた原因として崖の下に捨てる。この行動は、似

ているとか同じに見えるといった不明確な理由で同一と思いこむことの危険性を示している。これを踏まえ

ると、優夏編の 2 個の鈴に関しても、それぞれの鈴がどこに由来して、というのは決めつけられたものでは

ないことがわかるだろう。遙編でどこからともなく遙が鈴を入手していたり、沙紀編 1 周目で遙が一度奪わ

れた鈴をまた入手して見せにいったりと、鈴はあちこち顔を出す。結局、鈴はこの島でありふれたものだと

見るべきだ。いづみキュア編を踏まえるなら、鈴は司紀杜神社と杜紀司神社のご神体をかたどったお守りと

して島の中で比較的簡単に入手できるもの17、と考えるのが も自然だ。 
 
Short Cut 38: 4/5 (2nd) 
 めでたく告白の日である。後は事件を何とかするだけだ。 
 
Short Cut 39: 4/6 (2nd) 
 主人公の警戒にもかかわらず、まんまと泥棒に入られてしまう。再び沙紀に嫌疑がかかるが、主人公は沙

紀を信じることができるか？、という場面である。この場面の描写は、主人公（およびプレイヤー）に対し、

「もしかして沙紀が犯人か？？」という疑いを持たせるように設計されている。展開から見て、沙紀が犯人

であることはありえないから、プレイヤーはすぐにそんなはずはないと思い直すはずだが、しばらくの間は

プレイヤーを疑心暗鬼に陥らせることができる。そして、その疑心暗鬼が解けきらないすぐのうちに、沙紀

を信じるかどうかの選択肢を出す。選択肢を演出効果として生かす工夫である18。さらに、沙紀を信じ切れな

い方の選択肢を選んだときに進むバッドエンドは本作中でもっとも悲惨な結末で、信じ切れないことに対す

るしっぺ返しという要素を含んだ内容となっている。何しろ、沙紀バッドエンドでは主人公が次のループに

入れると感じられず、本当に死んでおしまいのようなのだ。 
 ともかく、沙紀を信じることができればバッドエンドは回避される。 
 
Short Cut 40: エンディング・沙紀 
 沙紀の当日夜の行動が明らかになり沙紀にかけられていた疑いが完全に晴れ、ハッピーエンドを迎える。

残っていたもう一つの嫌疑、過去の魔法使いの絵についても疑いが晴れ、めでたしめでたしだ。 
 前の場面で沙紀に嫌疑をかけた張本人である億彦はこの場面で姿を見せない。1 周目の億彦がとにかくに

も遙の心を開くという功績を挙げたのに比べえらい違いである。 
 さて、ここでキュレイシンドロームの存在を認めると、主人公達が信じることで過去を変えることができ

るから、魔法使いの絵を壊したのが本当は誰だろうが、泥棒に入ったのが本当は誰だろうが、主人公（達）

が信じたいと思う内容（つまり、この場面で語られるような内容）に改竄させられている可能性もある。が、

これは嫌な想像に進むので、ここではあまり考えないことにする。 
 
 
１．４．５． くるみルート 
4/4 夜 
 優夏編とほぼ同じ場面。くるみが行方不明となり神社で発見される。優夏編との違いは、神社の中に乗り

込むのが優夏と主人公の二人か主人公だけかの差のみである。 
 この場面はショートカットから直接入ることはできず、少し前のショートカットから入るのも困難である。

この場面を再度手早く見るには、直前でのセーブデータを用意する必要がある。 
 
Short Cut 41: 4/5 
 4/5 はヒロインと仲良くする日。というわけで、主人公はくるみと仲良くする。仲良くしながら、海水がし

                                                           
17 例えば、司紀杜祭と杜紀司祭で配られたり、というように。 
18 それに対し、展望台に着いてからの選択肢はすでにプレイヤーは疑心暗鬼から解けているはずだから、演出上の効果

はない。筆者は、展望台の選択肢は話の流れを断ち切らせるもので不要と考える。 
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ょっぱい理由の話、くらげになりたい話、背中の傷の話、お嫁さんになりたい話、くるみ 17 号の話、と色々

な話をする。そのほとんどが後の場面で使われるので、プレイヤーは主人公と同様にそれらの話を胸に刻み

つけておく必要がある。後で「そういえばそんな話もあったっけ」などと言わないために。 
 1 周目 後でくるみが握る鈴は、この場面で拾う。 
 
Short Cut 42: 4/6 
 1 周目 後の日。陰からいづみと主人公の話を聞いたくるみは大きなショックを受け、ルナビーチから飛

び出す。放浪の果てに神社に行き着いたところで地震が起き、神社の下敷きとなって死亡する。くるみの死

を目の前で見てしまった主人公が再びくるみの笑顔が見たいと強く願ったところでタイムワープ（ループ）

が発生する。 
 
Short Cut 43: 4/1 (2nd) 
 2 周目が始まる。このくるみ編では、タイムワープ（ループ）という現象に対してかなり踏み込んだ描写

がされる。 
 目が覚めた主人公の部屋に優夏が飛び込んでくるところまでは今までの 3 ルートと同じである。リビング

に主人公が出ていくと、今までの 3 ルートとは異なり、億彦が煙草を吸っている。ここで主人公は「億彦が

煙草を吸っているのを今まで見たことがなかった」と思う。もちろん、この主人公の述懐は、億彦と始めて

会った 3/31 と前回のループの 6 日間で億彦が煙草を吸っているところを見ていないことに基づくわけだが、

ゲーム的にも億彦の煙草は初めての描写である。つまり、プレイヤーも「億彦が煙草を吸っているのを今ま

で見たことがなかった」わけだ。本来この二つは意味が異なるにもかかわらず、プレイヤーと主人公の一致

性を重視する本作では、この二つをプレイヤーに混同させるようにし向けている。何となく、主人公はくる

み編 1 周目だけではなく他の 3 編を踏まえて動いているような錯覚を覚えるのだ19。その後の主人公も、優夏

編ではあれだけタイムループを納得するのに時間がかかったのに、すぐに無限タイムループの存在を確信す

る。タイムループを示す証拠は優夏編の方が多数あったにもかかわらずだ。これは、プレイヤーと主人公の

同一性を保つための工夫と考えられる。そして、億彦の煙草もプレイヤーと主人公の同一性維持を狙ったト

リックと判断したい。というのも、億彦がこの場面で煙草を吸っている必然性はタイムループの設定上ない

からだ。同じタイミングでリビングに入る遙編 2 周目と沙紀編 2 周目では億彦はいないのである。 
 そして、このくるみ編の主人公は、タイムループの現象をすぐに納得し、今までのルートになく積極的に

活動する。それは、今までのルートが状況に流されるばかりだったプレイヤーの鬱憤を晴らすかのようであ

る。 
 
Short Cut 44: 4/2 (2nd) 
Short Cut 45: 4/3 (2nd) 
 この 2 日間は主人公の行動が狙い通りにうまくいく日である。主人公の立てた作戦は概ね成功し、1 周目

で起きた嫌な出来事をうまく回避していく。 
 
Short Cut 46: 4/4 (2nd) 
 うまくいく日の後はうまく行かない日だ。1 周目から予想した出来事が予想そのままにはいかず、主人公

は戸惑いを覚える。それでも致命的なことは起きず、無事いづみから過去の事故のいきさつを教えてもらう

ことができる。 
 
Short Cut 47: 4/5 (2nd) 
 2 周目 4/5 は告白の日。なのだが、くるみ編での告白は、告白は告白でも愛の告白ではなく、くるみ側から

傷の告白である。いずれにせよ、二人の仲が急激に深まる日であることは間違いない。 
 さて、プレイヤーの皆さん、前のループでの折り紙の点数は覚えていましたか？ 

                                                           
19 だから、くるみ編は他の 3 編をプレイ済みでプレイするのが望ましい。あのくるみ編 1 周目 4/4 のトラップ選択肢が設

けられた理由を考えてみたい。 
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Short Cut 48: 4/6 (2nd) 
 この日は事故を回避する日でもあり、前日にできなかった愛の告白をする日でもある。告白に他者の助け

はいらない。相手を信じ、全てを晒せば応えてくれるだろう。 
 バッドエンド側でくるみが握る鈴は、1 日目に主人公に先だって拾ったという説が提示される。これに従

えば、1 周目での鈴は、1 日目に主人公によって投げ捨てられた後に姫ヶ浜に打ち上げられ、くるみが拾った

と見なすことができる。鈴の扱いをくるみ編だけで考えるのならばこの解釈が妥当である。本作全体で考え

るならば、鈴は相当数同時に存在するのでどこが出所かはわからない。 
 
Short Cut 49: エンディング・くるみ 
 4/7、二人で神社にお参りをし、もう一度タイムワープしようとくるみが言い出すところで終了である。さ

て果たしてこのタイムワープが成功するかは気になるかもしれないが、くるみ編の流れ的にも、キュレイシ

ンドロームを考慮するにしても、考慮せず鈴と神社の力のみを考えるにしても、成功しないというのが妥当

だろう。そもそもこの場面は、無理難題をふっかけて主人公を翻弄するヒロインを描く場面である。無理難

題は簡単にはできないからこそ無理難題なのだ。また、 初にふっかける無理難題はキスをしてくれという

もので、これは主人公にとっては無理難題だがプレイヤーにとっては無理難題ではない。だから、それだけ

では主人公とプレイヤーの意識が離れてしまう。そこで次に持ち出される無理難題がタイムスリップしよう、

なのだ。これは、どちらかといえばプレイヤーに対してふっかけてくる無理難題である。無理難題で主人公

だけでなくプレイヤーも困らせようというのがこの場面の主眼と解釈したい。 
 
 
１．４．６． いづみ元ルート 
4/4 夜 
 くるみが行方不明になり神社で発見される場面。 後にいづみからのお誘いがある以外はくるみ編と全く

同一である。 
 この場面もショートカットから直接入ることはできない。ショートカット 08 から始めれば 短で到達でき

るが、それでもかなり遠い。素早く閲覧できるようにするにはセーブデータを用意する必要がある。 
 
Short Cut 50: 4/5 
 4/5 はヒロインと仲良くする日。というわけで、まずは夜に星を見て仲良くする。それはいいとして、この

日の も重要な出来事は、久しぶりに登場の“予知”である。低い鈴の音とともに現れるのはいづみが倒れ

ている画像である。もしこれが未来予知によるものだとしたら、単に翌日のことを予知しているにすぎない。

しかし、“予知”が過去のループの記憶によるものとするなら、いづみの死が過去のループで経験されたこと

であるととれる。ゲーム開始前のループを考える上で重要な情報だ。 
 これをプレイヤーがどう捉えるかはともかく、主人公にとってはこれは未来予知である。主人公はいづみ

の死を防ごうと動き出す。 
 
Short Cut 51: 4/6 
 合宿の目的（らしきもの）が明かされる場面である。そりゃないだろう、とプレイヤーは思い、主人公は

怒り出す。怒りだした主人公はいづみを非難し、非難されたいづみは外に飛び出していく。飛び出していっ

たいづみは主人公を振り払って逃げようとして崖から落ち、“予知”にあった映像が再現される。 
 このいづみ元ルートでの億彦の説明は、確かに合宿の目的という点は説明できないこともないが、主人公

の“予知”を説明できるものではない。確かに、実際に発言した米やバッテリーは偽装が可能であるし、催

眠暗示などの手段を駆使すれば主人公に“予知”を言わせたり、いづみが倒れている夢を見せたりすること

も可能かもしれない。しかし、遙が防波堤から飛び降り損ねることを予見するのはかなり無理があり、地震

を予知させるに至っては不可能だ。だから、このルートの中に限って考えても、超常現象の存在を排除する

ことはできない。また、合宿の目的という点でも、この合宿は教授の指示により行われているものだという
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ことが 1 日目に優夏によって明示されている。このルート内では億彦を黒幕としているが、億彦は教授の指

示があってこの行動をしたのは間違いなく、主人公に嫌がらせをしたくて行ったわけではないのは明白だ。

結局合宿の本当の目的は明かされていないのである。合宿の本当の目的はいづみキュア編で別に説明される

ことになる。 
 
Short Cut 52: 4/1 (4/7) 朝 
 ロッジで目が覚めた主人公のもとに、優夏が駆け込んでくるのではなくいづみがやってくる。主人公を驚

かすと同時にプレイヤーを驚かすにはよい場面だ20。そしてこのことが、タイムワープが発生していないこと

をプレイヤーが納得する 大の根拠となる。 
 無事 4/7 を迎えたことを確認した主人公といづみは、主人公を騙したのと同じ事を億彦に仕掛けることを

計画する。この計画を言い出したのはいづみである。いづみが億彦を騙そうと言い出す理由は、いづみ元ル

ートだけで考えるなら、脅されていたことの仕返しということになる。いづみキュアルートを踏まえて考え

るのなら、実験終了前に実験内容をばらしてしまった億彦に対する罰ということになるだろう。 
 
Short Cut 53: 4/1 (4/7) 昼～夜 
 ここから先は、億彦を騙しつつ、何とか機会を見つけていづみに告白しようとする主人公に他のヒロイン

達がアタックをかけてくる。この場面は優夏（または遙）の番である。 
 
Short Cut 54: 4/3 (4/8) 
 沙紀が溺れるのを繰り返したくないということで 4/2 を飛ばし、4/3 のふりをする日。この日は遙（または

優夏）がアタックしてくる日である。この日以降くるみは学校に通うため不在となり、残念ながらくるみの

アタックは発生しない。 
 この日の夜の肝試しではペア決めじゃんけんで皆チョキを出す。主人公といづみは主人公がそう持ちかけ

たことによりチョキを出すのだが、後の 3 人はなぜだろうか。億彦は遙に対し何かを持ちかけていることが

描写されている。その内容はチョキを出そうというものだろう。では優夏は？ (1) 優夏が主人公のいづみと

のヤラセを察知しそれを妨害した (2) 億彦と二人きりになるのを嫌がった遙が優夏に教えた (3) とにか

く誰かとペアになりたかった優夏が遙にヤラセを持ちかけ、遙がチョキを出し続ける予定と答えた あたり

が考えられる。どれでも構わない。 
 
Short Cut 55: 4/4 (4/9) 
 この日は沙紀がアタックしてくる日である。それに先立ち、主人公はいづみと二人きりになろうと行動す

るが、億彦の行動によって妨害される。その 中、11:16 に地震が発生する。4/4 に起きた地震は 11:17 で、1
分発生時刻が早い。完全に同一時刻にしなかったのは、地震が起きたのは偶然であるとするためと思われる。 
 この日の夜、くるみの代わりに遙が失踪し、その探索終了を持って億彦を騙すのも終了となる。ここまで

に誰かとキスしているとバッドエンドとなり、回避し続けていれば次へ進む。 
 
Short Cut 56: エンディング・いづみ 
 後、主人公は姫ヶ浜で想いを遂げて終了となる。ところで、いづみの言うには姫ヶ浜は秘め事の浜なの

だが…、エンディングの先はプレイヤーが好きに考えればよい。 
 姫ヶ浜に行く前、ルナビーチのテラスでいづみは「電話一本で騙されているとわかる」と発言する。これ

はキュアルートでの主人公の行動の伏線でもある。ただし、いづみ元ルートとキュアルートはプレイ順序に

制御がかかっていないので、これが伏線として機能するかどうかはプレイ順序による。 
 
 
１．４．７． いづみキュアルート 

                                                           
20 個人的には、いづみ CG の縦スクロールがあるとなお良かったと思う。 
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4/4 夜 
 くるみが行方不明になり神社で発見されるおなじみの場面。いづみ元ルートのものと全く同一である。 
 
Short Cut 57: 4/5 
 朝になるまでの部分、星を見に行って告白され、寝床に入ったところでいづみが倒れている映像を“予知”

して怯えるところまでは元ルートと同一である。 
 この日の昼、本作中できわめて重要なイベント、神経ピロりんちょこと神経衰弱のシーンがある。2.33×10–24 
の確率を通して全てのカードをめくってしまう主人公は、自分の予知能力が本物ではないかと疑いを強める。

主人公およびプレイヤーにとって、主人公の異常性が決定づけられるシーンである。ところが、この重要な

出来事は、実はその後の場面で出てくるキュレイシンドロームによって説明することができない。確かに、

キュレイシンドロームにかかっている者ならば、カードを手に取ったときそれが望むスートと数である可能

性を選び取ることで全てのカードを当てることが可能である。しかし、それを可能にするためには、キュレ

イシンドロームにかかっている者が「自分は予知能力がある」と妄想することが必要である。しかし、この

時点での主人公は自分が予知能力があると信じてもいず、望んでもいない。逆に、この出来事をきっかけに

予知能力を半ば信じ始めるようになる。だから、神経衰弱で全て当てた理由は主人公のキュレイシンドロー

ムではない。 
 それでは、神経衰弱で全て当てたのはどのような現象によるものだろうか。ここでまず、いづみの立場を

考えてみたい。この時点ではまだキュレイシンドロームの実験の途中である。また、いづみは全部当てられ

る確率が 2.327165×10–24 であると発言するが、これをその場で計算することは不可能で、あらかじめ計算し

てあったことになる。だから、この神経衰弱は主人公に予知能力があると騙す実験の一環として行ったとす

るのが、いづみの立場に照らせば判断できる。実際、この実験は大きな効果を挙げ、主人公は自分に何らか

の能力があるとこの後信じるようになっていく。しかし、ではいづみはこの実験をどのように行ったのだろ

うか。いくつか候補を挙げてみたい。また、キュアエンド A において、白紙のカードが存在することが明か

される。解釈の際にはこれも踏まえる必要がある。 
(1) 手品ですりかえる。 
(2) 催眠暗示。 
(3) 投影画像または RSD。テラスのどこかにプロジェクターが仕掛けてあり、白紙のカードまたは主人公

（達）の目に目的のカードの画像を出力している。 
(4) カード型ディスプレイ。カードは実はディスプレイで、いづみのリモコン操作によって目的のカード

の画像が現れる。 
(5) その場で印刷。テーブルに印刷機が仕込んであり、カードを開こうとしたときにいづみの操作によっ

て目的のカードの絵が印刷される。 
 まずは (1)。22 歳で教授といういづみの高い能力に期待した解釈である。しかし、いくら世の中に高度な

手品が存在するとはいえ、さすがにこれは無茶というものではないだろうか。(2) は、22 歳で心理学者とい

う経歴に何か超常に近い能力を感じた場合の解釈である。だが、主人公は暗示にかかりやすそうだが、この

場面ではくるみも同時に騙さなければならず、これはかなり難しそうである。さらに、この能力を認めてし

まうと、作中の全ての描写がいづみによる作り物という疑惑が生じてしまう。できればこの解釈は避けたい。

(3) は、“Ever17” での RSD の登場を踏まえた解釈である。“Ever17” では、2017 年時点で現実と全く見分け

がつかない三次元映像技術が存在する。それに比べればカードの柄を投影するなどたやすいことで、しかも 
“Never7” の舞台は 2019 年。問題なし。と言う理屈だが、“Never7” 発売時点でまだ存在していないゲームを

使って解釈するのはいかがなものか。(4) は、現代において紙状ディスプレイの研究が進められているという

事実21を踏まえた解釈である。何も出力させなければ白紙になるはずで、エンディング時に白紙である点も説

明できる。問題は、普通のトランプと見分けがつかない画質のディスプレイが本当に実用化されるのかとい

うことと、カードがマークドでもなければ主人公が取るカードを選んで出力指示を出せないということであ

る。また、技術の実用化の度合いによるが、このカードはおそらく特注品となりとんでもなく高価になると

思われる点も問題である。(5) は、(4)とあまり変わらないが、必要な技術レベルやコストがまだ少なくて済

                                                           
21 代表的な開発会社として E Ink 社（http://www.eink.com/）がある。 
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む利点がある。カード側にインクを仕込んであって、単純な熱転写や電圧印加のような操作でインクが出て

くるようにすれば、テーブル側の機器はさほど高度でなくてよい。カードが高価になるがそれでも(4)に比べ

だいぶ安くできる。普通のトランプと見分けがつかないプリント品質を得ることもさほど難しくない。問題

は、ゲームの説明をするときに開いたカードがもう使えなくなる点で、説明に使ったカードを手品で袖の中

に入れてしまうなどの処置が必要になる。 
 筆者は、一応は 有力候補として (5) の説を推したいが、あまりうまい説明でもない。そもそも、この出

来事が簡単には偽装できないからこそ主人公は騙されるのである。神経衰弱イベントがうまく説明できない

という問題は、“Never7” 解釈上 大の課題の一つである。 
 さて、ともかくも神経衰弱イベントを経験した主人公は、“予知”が示す翌日のいづみの死を考え激しい恐

怖に襲われる。遙に慰められて（ある程度実験の内容を知ったのだろう）気を落ち着かせ、主人公はルナビ

ーチでいづみと過ごすことに決める。 
 
Short Cut 58: 4/6 
 実験の存在が明らかになる日である。いづみは、キュレイシンドロームの発動が進んでいる主人公に自ら

の死を予言され、実験を緊急停止させる。しかしその甲斐なく転落事故が発生しいづみの死が起きてしまう。 
 いづみは、この不幸な予言をされず無事 4/7 を迎えたなら、実験終了後も実験内容を明かさずキュレイシ

ンドローム持ちの主人公とつき合っていくつもりだったに違いない。しかし死を予言されてこのまま本当に

起きるとなればどうしようもない。成功目前に成果を捨てる決断をしなければならなかったいづみの無念は

大きなものだっただろう。 
 
Short Cut 59: 4/1 (2nd) 朝～昼 
 タイムワープが発生し、2 周目に入る。このルートでの主人公は他のルートにはなくタイムワープを認め

るまでに時間がかかる。もちろん主人公の立場を考えればこれだけ疑うのは当然なのだが、プレイヤーの側

はこのいづみキュアルートをプレイする頃にはもうタイムワープを認めているので、今更という感じではあ

る。とりあえず、主人公はこの現象を無限ループだと捉える。しかし、主人公が持っている判断材料からは、

1 周目より前にもう 1 周のループが存在することは窺われるが、それ以上のループの存在、ましてや無限ル

ープであることを示す材料はない。そもそも、無限にループが続いていたら、どうやってループに入ったの

かという問題がある。この問題は、この先の 2 日間で取り上げられることになる。 
 この日の朝、くるみ編と同様、リビングでは億彦が煙草を吸っている。なぜ遙編と沙紀編では吸っていな

くてくるみ編といづみキュア編では吸っているのか、この点はうまく説明できない。このキュアルートで億

彦がリビングに居る理由は、物語の都合上主人公が億彦から「騙そうとしていたが、まだ騙していない」と

いう発言を引き出す必要があるためである。主人公は一刻も早くいづみの安否確認にルナビーチへ向かうは

ずなので、いづみに会う前に億彦と主人公との会話をさせるには、道の途中に億彦が立っていなければなら

ない。その必要性が先にあって、億彦が道の途中にいる理由付けがあまりできなかったものと見られる。 
 いづみキュアルートでは、優夏ルートと同様主人公といづみの両方が記憶を所持している。なぜ優夏ルー

トといづみキュアルートではヒロイン側も記憶を持ち、他の 3 ルートでは主人公しか記憶を持たないのかと

いう点は、“Never7” 解釈上重要なポイントである（単に話の都合、と言ってしまうとそれまでになってしま

うが）。これら 2 グループの差をみると、以下のものが挙げられる。(1) 優夏編といづみキュア編は主人公も

死ぬが、他の 3 ルートでは死ぬのはヒロインの方だけである。(2) 優夏といづみは超常現象を信じているが、

他の 3 人は信じていない。鈴の力に力点をおくなら(1)、キュレイシンドロームの方に力点をおくなら(2)を原

因におくのが妥当だろう。 
 
Short Cut 60: 4/1 (2nd) 夕～夜 
 いづみの正体が明かされ、キュレイシンドロームの説明が始まる場面である。この場面ではキュレイシン

ドロームの説明は妄想が伝播する心理状態の部分にとどまり、超常現象の発生はまだ語られない。 
 この日の夜、月浜で鈴を拾った主人公は、鈴を葬り去ろうとコンクリート塊をぶつけるが、そこで鈴が消

失してしまう。キュレイシンドロームに関係する怪現象の始まりである。さて、この鈴の消失は本当にキュ
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レイシンドロームに由来するものだろうか？ 鈴がこの先再登場するのは、キュアエンド A とバッドエンド

の場合である。キュアエンド A 側は、ループから抜けて主人公が鈴で悩むことがなくなったから妄想が解け

て再登場したとの見方が可能だが、バッドエンド側にはキュレイシンドローム説をとったとき再登場する理

由がない。また、バッドエンドはその直前までいかなる行動を主人公がとったとしても 後の選択肢でそこ

に進むことができる。このことから、やはり鈴は隠れてそこにあったのだ、と考える方が妥当である。ここ

は、この偶然によって主人公が鈴はなくなったと信じ始めることに意味があるとしたい。 
 
Short Cut 61: 4/2 (2nd) 
 この日は謎が膨らむ日である。無限ループの問題、記憶の問題、シュレーディンガーの猫とキュレイシン

ドロームの第三の特徴の話、と次々に謎が提起される。翌日から、これらが一つ一つ解説されていく。 
 1 周目で沙紀が溺れる日のため、それの再現を避けるため一行は優夏編と同じく灯台の展望台へと向かう。

行く途中、いづみは神社の話を億彦から向けられ、神社は 21 年前の地震で倒壊してもうないと話す。神社の

有無は後に大きな問題となる。灯台に着いた一行は思い思いの時間を過ごすが、中には灯台の壁に相合い傘

を刻み込むという不埒な行為を働く者もいるようだ。公共物を傷つけないように。 
 
Short Cut 62: 4/3 (2nd) 
 この日の見所は肝試しでの説明である。が、その前に優夏によるシュレーディンガーの猫の説明もあるの

でそれを見ておこう。シュレーディンガーの猫とは基本的に優夏の話す通りの内容の話である（ただ、カン

タンアイランドというマンガは架空のものだ）。もともとは、ミクロの世界に適用される量子力学の考え方を

無理にマクロの世界に適用しようとしたときに起きる滑稽さを批判するためにシュレーディンガーが提示し

た思考実験である。この問題は多くの物理学者、哲学者が議論しているが、筆者はこれはかなりどうでもよ

い話だと思う。どう解釈したところで、この世界が変わるわけではないから。しかし、「認識したときに可能

性にもとづき過去が決定される」という解釈をした上で、「可能性を望むままに歪めることができる」という

超能力が存在したらどうなる？ というのがここからの話である。 
 肝試しで、いづみはキュレイシンドロームの内容を話しきり、それに基づいた現状の解釈を説明する。そ

の解釈によれば、ループに入る前のいづみは主人公に予知能力を持たせようというキュレイシンドローム発

動実験を行ったが、主人公は予知能力ではなくタイムループを信じてしまった。4/7 になったら妄想を解いて

実験を終了させるはずだったが、その前にいづみが死んでしまい、それをきっかけに主人公はループを本当

に発動させてしまった。ここまでの解釈は、実に見事にループ発生を説明でき、受け入れやすいものである。

ただし、注意しておきたいのは、これはあくまでいづみの立場で解釈したものだという点である。いづみは、

前のループで死を経験しているので、ループ開始時およびその後のループにおいても 後にいづみが死ぬと

考えている。この時点での主人公もそう考えている。しかし、プレイヤーは、ループの 後に死ぬのはいづ

みとは限らないことを知っている。だから、ループに入る前にキュレイシンドロームの実験が行われてその

結果ループに入るのはもっともだが、 後に死んだのはいづみではないかもしれない。 
 次にいづみは、実際の主人公はループ前の 4/6 時点で止まっており、今あるループ世界は主人公の脳内の

妄想ではないかとの解釈を行う。これは簡単には受け入れがたいものである。実際主人公もその解釈を受け

入れるのを拒否する。また、この世界には肉体ごとタイムワープするくるみの例があり、記憶を持ったまま

過去に戻ることもあってよいはずである（このくるみの問題は、後にいづみ自身が自分の解釈と外れること

を指摘している）。だから、このループ世界が主人公の脳内の妄想であるという解釈は採用しなくてもよいと

筆者は考える。 
 
Short Cut 63: 4/4 (2nd) 
 3 姉妹の日である。まずは姫ヶ浜でくるみと遊ぶ。ここでのポイントはくるみの背中の傷の告白と、鈴の

代わりに星の砂の登場である。くるみの傷跡はくるみ編で出てきた通りであるからよいとして、問題は星の

砂の方だ。さてこれはキュレイシンドロームが関与しているだろうか？ これはほぼ間違いなくイエスだろ

う。主人公は 4/1 にコンクリートで鈴を潰そうとして見失ってから、鈴がなくなったとの信念を持つように

なっている。また、鈴が打ち上げられるかどうかは偶然に支配される部分が大きく、操作が簡単である。こ
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こから先、鈴が登場するはずの場面では、4/6 の事故と 4/7 のエンディング時を除いて全て星の砂に置き換わ

る。 
 舞台をルナビーチに移して、いづみからくるみと遙の関係が正確なカレンダーとともに明らかにされる。

ここで、主人公によりタイムワープの説明がされ、いづみは前に示した「ワープ＝脳内妄想」説との齟齬を

問題にしつつもそれを受け入れる。 
ここからエンディング分岐選択肢が始まる。くるみ編ではタイムワープ説をいづみには説明しないのが正

解だったが、今度はきちんとくるみにも説明するのが正解だ。 
 
Short Cut 64: 4/5 (2nd) 

4/5 の夜明け前はヒロインと仲良くする場面。プールにていづみとの仲良しイベントが入る。ここはいづみ

というキャラクターの 大の見せ場であり、3 姉妹の共通項である水への憧憬が も端的に現れる場面でも

ある。ところで、いづみの出身大学がこの大学であることは以前くるみが明かしていたが、当時いづみは主

人公を騙していたためそれが正しい保証はなかった。この場面で改めて出身大学のことが話され、本当にい

づみが主人公達の先輩であったことがわかる。一体何歳で入学したのだろう。 
さて、夜が明けたら事件の続きである。まずは行方不明のトランプ。これはキュレイシンドロームによる

ものか？ これはノーだろう。トランプについては、エンディング時に優夏が持ち出していたと説明され、

この説明に問題がない。また、1 周目のトランプの場面が実はいづみが実験の一環として仕組んだものと解

釈するならば、いづみは実験用のトランプを主人公の目に触れないように管理しているはずである。くるみ

が探しても見つからない。 
次は、消え去ってしまった神社。これはキュレイシンドロームによるものか？ これは少々判断が難しい。

エンディング時に実は神社が二つあったとの説明がされるのだが、この説明が少々後付けの感があり、キュ

レイシンドロームによって二つの神社が作られたのではないかとの疑惑を生むのである。だが、現存する神

社が 21 年前の地震で倒壊し再建されたものだとするにはあまりに朽ち果てているのは事実である。だから、

整合性のある解釈を目指すなら、エンディングで説明してある通り、神社は 初から 2 つあったとするしか

ない。ただ、どちらが司紀杜神社でどちらが杜紀司神社なのかは明確ではないが、過去のくるみの事件での

タイムワープが神社由来とするなら、現存する方が司紀杜神社で過去の事件の舞台になったのが杜紀司神社

とすべきだろう。 
 ところで、億彦と沙紀は神社に何しに行ったのだろうか。億彦は護符を手に持っていたようだが、それ以

外の情報はなくよくわからない。ただ、グランドフィナーレまで行った場合、沙紀は億彦ではなく主人公に

気があるように見える。よって、神社に行った先でこの二人が親密な関係になったわけではなさそうだ。 
 
Short Cut 65: 4/6 (2nd) 
 まずは、前日にできなかった告白の場面である。この場面では、なくなった鈴の代わりであり、3 姉妹を

象徴するアイテムでもある星の砂が 3 粒入った小瓶がいづみから主人公に渡される。星の砂に何か力がある

か、という点だが、本作中で読みとれるのは鈴の代わりである点と 3 姉妹の象徴であることだけである。そ

れ以上に何かあるかについては、主人公およびプレイヤーの妄想に依る。 
 雨に濡れて風邪ひきとなったいづみをロッジに連れてきた後は、くるみと遙の話になる。まず、主人公は

自分の部屋に入ろうとして、くるみ（？）が着替えているところを見てしまう。その背中には傷跡など全く

ない。さて、これはキュレイシンドロームによるものだろうか？ これはノーだろう。エンディング時に説

明される通り、頭から服を被った状態で背後にいるのが誰かわかるわけがない。また、主人公が背中を見て

からくるみが飛び出してくるまでにほとんど間がなく、そして飛び出してきたくるみは全く別の服を着てい

るのも確かだ。さらに、くるみの傷の消滅は、もしかしたら主人公が望んだことかもしれないが、信じ込ん

だことではない。だから、妄想を必要とする現象であるキュレイシンドロームは発生しない。だが、この出

来事により、「このままだと遙が消えてしまう」と主人公は信じ込む。この後、遙が自転車を支えられなくな

ったり、車が遙をすり抜けたりするが、こちらが本当のキュレイシンドロームだ。 
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Short Cut 66: エンディング・いづみキュア A 
 いづみを守ることに成功し、無事 4/7 を迎えハッピーエンドを迎えるのがこのエンディングである。ここ

の内容はおもに種明かしだが、今までの解説でここに書いてある内容のほぼ全てをもう説明してあるのでこ

こで改めては触れない。 
この場面の 初で、潰れた鈴はガラクタとして海に捨てられる。そして 後、主人公が取り出すのは 3 姉

妹の象徴たる星の砂の小瓶である。「悪夢の鈴の時代は終わった。これからは 3 姉妹の時代だ」 こうして、

物語は幕を閉じる。 
 
Short Cut 67: エンディング・いづみキュア B 
 バッドエンドの 1 形態として存在するエンディングである。これは解釈の難しいエンディングだ。注意深

く見ていきたい。まず、主人公は 3 粒の星の砂を所持しているが、いづみはそれを知らないと言っているこ

とから、星の砂が拾われなかった世界に主人公が移動したとみられる。次に、ここに入る直前の状態を見る

と、以下のことがわかる。(1) デッドエンドと同様、車が遙を突き抜ける描写が存在する。(2) デッドエンド

およびいづみキュア A ルートと異なり、鈴が再登場しない。この 2 点から、このルートをたどったときは、

デッドエンドやキュア A エンドに比べ、キュレイシンドロームがより完全に近い形で発動していることがわ

かる。そうすると、このエンディングは主人公が信じていた内容がそのまま形になったものと考えることが

できる。さて、主人公はいったい何を信じていたのかだが、この場面で描写されるのは、2 周目 4/3 にいづみ

が提案した、「主人公は、いづみが死なない世界を作り上げた瞬間に、本当の現実世界に戻る」という説明で

ある。主人公はこの説が出されたときかなり強く反発していたので、この説を信じていたとするのは疑問も

あるが、この状況下でこの台詞がすぐに思い浮かぶあたり、結局心の底で信じていたのかもしれない。主人

公がこの説を信じ、キュレイシンドロームを発動させたなら、このエンディングは確かに説明できる。主人

公が移動した先はループ開始前の周回の 後で、本来その周回ではいづみは死んでいたのだが、「いづみを助

けることができた」という妄想のキュレイシンドロームによりいづみの死を無かったことにした、というも

のだ。なお、2 周目 4/3 の説明でループに入る前に死んだのは必ずしもいづみとは限らないと述べたが、その

場合はいづみが死んでしまった周回（いづみキュア編 1 周目でもよい）の 後に飛ぶことになるだろう。別

にそれでも問題なく、「ループ開始前に戻った」という妄想を受けキュレイシンドロームによりその前の周回

がなくなり、本当にその周回が 初の周回に化けるだけである。 
さて、いづみを助けた主人公だが、この後生き残ったのだろうか。死にそうであるが、それが確実なわけ

ではない。プレイヤーが信じた方になるというしかない。 
 
Short Cut 68: グランドフィナーレ 
 全てのエンディングを見た状態でキュアルート A を通過するとスタッフロール後に出る場面。本当に 後

の 後だ。この場面の目的は、優夏が一応は筆頭ヒロインであることを再確認することである。 
 
 
１．４．８． ゲーム開始前の出来事 
 後に、ゲーム開始前には一体何が起きていたのか推測してみたい。ゲーム中で、開始前の周回やループ

に入る前の周回について言及しているのは、ショートカット 62 のいづみによる推測である。それによると、

ループに入る前の周回では、いづみは主人公に予知能力があるとの妄想を持たせようとしたが、主人公はタ

イムループしたという妄想を抱いてしまい、これがループ世界を形成する原因となったとしている。キュレ

イシンドロームの設定に照らしてこれは妥当であり、採用したい。次に、そのとき主人公がタイムループし

たという妄想を抱いてしまった理由を考えてみよう。この点について、優夏編ショートカット 12 で解説した

内容を再確認したい。本作の基本となる優夏編において、主人公は当初自分が経験した現象は予知だと考え

たが、優夏のタイムワープ説の提唱とともにそう考えるようになった。これを踏まえると、ループ前の周回

で主人公が予知ではなくタイムワープを信じた理由は、これと同様に優夏が主張したからだというのが も

自然である。くるみ編やいづみキュア編でも主人公はタイムループを信じるが、それは一度タイムワープを

経験した 2 周目からで、1 周目でタイムワープ説が出てくるのは優夏編だけなのだ。そう考えると、ループ
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開始前の周回というのは、かなり優夏編に近い展開をたどったことが推測される。 
 次に、ループ開始後ゲーム開始前までの周回がどのようなものだったかを推測したい。ショートカット 24
で説明したように、このループ世界は前回のループを受けてではなく、おそらくはループ開始後 1 周目の内

容を繰り返していると考えられる。ループ開始後 1 周目の内容はキュレイシンドロームにかかった主人公が

造り出したもので、必ずしもループ前の周回の内容とは一致しないが、ほぼそれに沿ったものであるはずだ。

本作がゲーム上かなり厳しい条件をクリアしなければ優夏ルートに進むように設計されていることからも、

ループ中繰り返されてきた出来事はほぼ優夏ルートに沿った内容であることが推測される。それはすなわち、

ループ開始前の出来事も優夏ルートに近い展開だったことを意味し、前の段落で述べた推測と一致する。 
 さて、ここからより詳しく何が起きたかを見ていきたい。ループに入る前の周回は、ゲーム 1 周目の優夏

編に近い展開だったとする。ただし、この周回ではキュレイシンドロームに基づく事件と過去の記憶に基づ

く事件は発生しえない。ここで、ゲーム 1 周目で発生する“予知”には、「なぜか口をついて出てしまう知ら

ないはずの内容」と、「低い鈴の音とともにフラッシュバックされる映像」の 2 通りがあったことを思い出し

たい。前者は、ほぼ全てにいづみが関わっており、ループ前はキュレイシンドローム発動実験として起きた

とみなすのが自然である。後者は、神社の鈴の音がすることから、神社が関与して起きた現象の可能性があ

る。神社の鈴が関与した現象ならば、ループ開始前に発生していたとしてもおかしくない。さすがの優夏で

も、ある程度超常的なことを経験しなければタイムループ説を提唱することはないだろうから、いづみの実

験以外の“予知”が神社の力で起きていたとした方が自然である。かつてのくるみの事故が存在する以上、

神社に力があるのは間違いないのだから。ただし、後者の“予知”が神社に由来するものとした場合、ルー

プ中とループ前で全く同じように発生する必要はなく、“予知”が別の形で発生していたとしてもおかしくな

い。それに対し、優夏に起きた“予知”は、主人公がループ世界を構築する際に固定化されると考えられ、

ループ前とループ中は同じように発生する可能性が高い。ただ、なぜ主人公（と優夏）に神社が作用したの

かは全くわからないのはこの解釈の難点である。 
  
以下に、筆者が提案するループ開始前の 6 日間を示す。 
 
3/31 一行、ロッジに到着。 
4/1 未明  神社の鈴の力により、主人公は 5 日後誰かが鈴を握って死ぬ予知夢を見る。優夏も、5 日

後主人公が鈴を握って死ぬ予知夢を見る。 
4/1 朝 予知夢を見た優夏、主人公の部屋に駆け込む。くるみ、沙紀が頼んだピザをロッジに間違

えて持ってくる。一行、それを横取りする。 
4/1 夕 ルナビーチでいづみ達に会う。キュレイシンドローム発動実験開始。 
4/2 午後 防波堤で沙紀が波にさらわれる。それに先立ち、優夏は神社の力でそれを予知する。優夏

はこの予知を主人公に「悪い予感がする」と説明したため、その後の周回では悪い予感が

するのみになる。 
4/3 夕 いづみ、実験の一環で主人公に夕食のメニューを予知させる。 
4/4 主人公と優夏が花見に行く。 
4/4 夜 くるみ失踪。優夏は主人公とともに神社へと向かい、そのとき優夏は神社の力で悪い予知

をする。この予知も、主人公は「悪い予感がする」とのみ説明されたため、その後の周回

では悪い予感がするのみとなる。優夏、神社に入り、タイムワープの可能性を考え出す。 
4/5 優夏、主人公にタイムワープ説を提示。主人公はそれを受け入れ、タイムループの存在を

信じる。 
4/6 優夏、過去に戻ろうと神社へ向かう。主人公、それを阻止しようと神社へ向かう。二人、

地震で倒壊した神社に押しつぶされる。主人公、キュレイシンドロームの力でタイムルー

プ世界を構築。 
 
※ 上記の他に主人公が神社の力で起こした“予知”は、ゲーム 1 周目の通りかもしれないし、そうではな

いかもしれない。 
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※ 優夏が神社の力で起こした“予知”は、上記以外にもあったかもしれないが、主人公が把握したのは上

記のみであり、それだけがその後の周回に受け継がれた。 
 
 それでは、途中の周回の詳細を考えてみたい。ここで問題になるのは、なぜ主人公はゲーム開始 1 周目で

はその前の周回の記憶を持たないのに、ゲーム中どのルートの場合でも 2 周目では 1 周目の記憶を保持して

いるのか、という点である。ゲーム中どのルートでも記憶が残るということは、基本的に記憶は残るもので

あると考えるべきだろう。1 周目で記憶がないのは、前回の周回で何か記憶を失うような終わり方をしてし

まった、ということになる。ではそれはどのような終わり方か、と言われても、それはわからない。また、

基本的に記憶が残るとするなら、数周もしないうちに主人公はループの性質を理解し、簡単に脱出できてし

まいそうである。難しい問題だ。 
そこで、筆者は、「ゲーム 1 周目こそはループ開始 1 周目である」という説を推したい。主人公に前のルー

プの記憶がないのは、前の周回（つまりループ前の周回）でそのもう一つ前のループの記憶がなかったため

である（存在しないのだから当然だ）。だが、ループ世界を構築するときに、周回が続く際に自動的に記憶を

消すという設定を盛り込まなかった。これにより、その後は記憶を保持し続けることができた。この解釈を

とるなら、途中の周回は全く考える必要はない。ゲーム中で、無限のようにループが続いているように描か

れるが、これらは全て主人公（達）の思いこみである。実際証拠はない。だが、主人公（達）にとっては思

いこみに過ぎなかったとしても構わない。そう思いこんでしまえば、キュレイシンドロームにかかった主人

公は、実際は過去にループがほとんど続いていなかったとしても、無限のようなループが続いていた過去に

変えてしまうことができるのだから。 
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１．５． 攻略チャート 

（攻略情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
※ “Never7” のものです。“infinity” と若干選択肢の文章が違う場合があります。 
 
川島 優夏 
日付 選択肢 

4/1 (1st) 

「何か、あった？」と穏やかに聞いてみる 
３回目の『おはよう』を言う 
「優夏、料理作れるの？」 
「う、うん……」 
オレは優夏をフォローすることにした 
優夏と一緒にテニスをする         （テニス勝負は CG のみで、攻略に影響なし） 
それでもオレは虚勢をはってみた 
元はと言えば優夏のせいだ 
「もったいぶってないで早く言えよ」 
「ああ、確かにな」 
黙り込んでしまった 
「いや、だからそれは……」 
「え～っと……」 
優夏はオレと一緒に買い物に行くんだよ 
「重い……降りてくれ……」 
そのまま失神してしまうかと思った 
特に何も言わなかった 
「そうかなぁ？」 
何も言わず、遙の顔を見つめた 
「いづみさん、地震が来るんだよ！！」 

4/2 (1st) 

「心配しなくても平気」と言って遙を安心させる 
がむしゃらに泳ぎまくりたい 
手を握る 
怒った 
２人の無事を祈った 
（どういう意味だろう……） 
ついて行かない 
「心が……ない？」 

4/3 (1st) 

「………………」 
「……ま、まあね」 
オレには返す言葉がなかった 
ない／え～っと…… （どちらでもよい） 
ど……どう答えたらいいんだ？ 
「遙がキスしてくれって言ったから……」 
「沙紀……！ お前、なんてことを……」 
「気にするなよ」 
グーを出す 
黙って優夏の手を握る 
「ボボンガボンボンボ～ン♪」歌い出す／「ス～イスイ……」平泳ぎを始める （どちらでもよい） 

4/4 (1st) 
「お前には聞いとらんっ！」とつっこむ 
花見へ 

4/5 (2nd) ………… 【必須選択肢】 

4/6 (2nd) 
くるみを助けに行く 【必須選択肢】 
俺はもう過去には戻らない 【必須選択肢】 
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樋口 遙 
日付 選択肢 

4/1 (1st) 

ニッコリ微笑んでみる 
別の言葉を投げてみる 
「いや、そうじゃなくて……材料とか……」 
「う、ううん……」 
オレは遙をフォローすることにした 
オレも海に行きたい 
無理にでも自分の気持ちを言葉にしようとする 
「好きなのか？」素直に聞いてみる 
黙り込んでしまった 
「いや、だからそれは……」 
「え～っと……」 
失礼だろ、そんなの？ 
遙に声をかけた 
「そういうわけにはいかないよ」 
そのまま失神してしまうかと思った 
特に何も言わなかった 
「そうかなぁ？」 
「気持ちいい？」オレはそう尋ねた 
「いづみさん、地震が来るんだよ！！」 

4/2 (1st) 

「心配しなくても平気」と言って遙を安心させる 
何だか滑りたい気分 
「なるほど……」とりあえず相槌 
（以下の３通りから２つまで選択）  好きな食べ物って何？／休日はどうやって過ごしているの？→「好きだよ」

／遙の好みのタイプって？→遙みたいな大人しい女の子  
遙に興味があるからだよ 
遙と億彦のもとへ 
２人を助けるために飛び込む 
（どういう意味だろう） 
ついて行かない 
「オ、オレが教えてやるよ」 

4/3 (1st) 

「……オレだよ」 
「ああ、遙は約束を守った」 
「それは違うよ。遙」 
ある 
いや、そういうわけじゃないんだが…… 
あれは…… 
「沙紀……！ お前、なんてことを……」 
「本当は……、ちょっとビックリした」 
パーを出す 
「ふぃ～」縁に腰掛ける 

4/4 (1st) 

「お前には聞いとらんっ！」とつっこむ 
釣りへ 【必須選択肢】 
「あると思う」 
遙に手を差し出した 

4/5 (1st) いや…… 
4/1 (2nd) 「もちろん」 

4/3 (2nd) 
遙を連れ出す 
「オレと遙は信じあってる」 

4/5 (2nd) ちょっと頭が痛いんだ 

4/6 (2nd) 

オレが子犬をかばう！ 【必須選択肢】 
ロッジへ行かなければ 【必須選択肢】 
億彦に聞く 【必須選択肢】 
バカヤロウ！ 遙を見殺しにする気かっ！ 【必須選択肢】 

後まであきらめない！！ 【必須選択肢】 
それは、オレの言った言葉…… 【必須選択肢、状況によって登場しないことあり】 
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朝倉 沙紀 
日付 選択肢 

4/1 (1st) 

ニッコリ微笑んでみる 
３回目の『おはよう』を告げる 
「いや、そうじゃなくて……材料とか……」 
「う、ううん……」 
オレは遙をフォローすることにした 
オレも海に行きたい 
「オレも海が見たかったから」とっさに嘘を付く 
まさかね…… 
臆することなく言い返してやる 
オレは億彦をかばう気など毛頭なかった 
「え～っと……」 
失礼だろ、そんなの？ 
沙紀に声をかけた 
少しだけイタズラ心が芽生えてしまった 
ちょっと笑みかけてみた 
そのまま失神してしまうかと思った 
特に何も言わなかった 
「そうだね」 
何も言わず、遙の顔を見つめた 
「いづみさん、地震が来るんだよ！！」 

4/2 (1st) 

「心配しなくても平気」と言って遙を安心させる 
喉が渇いた 
いきなり自己紹介 
ビールでいいや 
くるみと沙紀のもとへ 
２人の無事を祈った 
「何だよ、それ」 
ついて行く 
言いたくないなら、しょうがない 
「心が……ない？」 

4/3 (1st) 

「………………」 
「……ま、まあね」 
オレは返す言葉がなかった 
ない／え～っと （どちらでもよい） 
ど……どう答えたらいいんだ？ 
「遙がキスしてくれって言ったから……」 
くるみの元に駆け寄る 
「気にするなよ」 
やっぱり沙紀が気になる 【必須選択肢】 
忍び込む 【必須選択肢】 
修理して沙紀の元へ届ける 【必須選択肢】 

4/4 (1st) 「ちゃんと沙紀の手で受け取れよ」 

4/5 (1st) 

「待てよ」 
足をかけて沙紀を突き倒した 
「そうかな？」 
「そんなこと……ない」 
正直に話す 

4/6 (1st) 「………………」 

4/2 (2nd) 
海に飛び込む 
よし、予定通り釣りに誘おう 

4/4 (2nd) 事情を説明する 

4/6 (2nd) 
沙紀は盗んでなんかいない！ 【必須選択肢】 
オレは信じてもらいたいわけじゃない 【必須選択肢】 
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守野 くるみ 
日付 選択肢 

4/1 (1st) 

ニッコリ微笑んでみる 
３回目の『おはよう』を告げる 
「いや、そうじゃなくて……材料とか……」 
「う、ううん……」 
オレは遙をフォローすることにした 
オレも海に行きたい 
「オレも海が見たかったから」とっさに嘘を付く 
まさかね…… 
黙り込んでしまった 
「いや、だからそれは……」 
「え～っと……」 
（以下の３通りのいずれかを選択） 優夏はオレと一緒に買い物に行くんだよ→ったく、呑気なもんだ……／遙に

声をかけた→「よろしくお願いします」／沙紀に声をかけた→いやいや、女の子にそんな事はできない→さっと

目をそらした 
そのまま失神してしまうかと思った 
特に何も言わなかった 
「そうかなぁ？」 
何も言わずに遙の顔を見つめた 
２人の元へ駆け寄った 

4/2 (1st) 

実はオレもくるみのことが心配 【必須選択肢】 
くるみの後を追う 【必須選択肢】 
くるみと沙紀のもとへ 
２人を助けるため飛び込む 
（どういう意味だろう……） 
ついて行かない 
「心が……ない？」 

4/3 (1st) 

「………………」 
「……ま、まあね」 
オレは返す言葉がなかった 
ない／え～っと （どちらでもよい） 
ど……どう答えたらいいんだ？ 
「遙がキスしてくれって言ったから……」 
くるみの元に駆け寄る 
「気にするなよ」 
なかなかだな 
「くるみ……どうしたんだ？」 【必須選択肢】 
行く 
助ける 

4/4 (1st) 

一応 後まで聞いてやる 
一応 後まで聞いてやる 
一応 後まで聞いてやる 
ルナビーチへ 【必須選択肢】 
くるみも来るか？ 

4/6 (2nd) 
無視して立ち上がる 【必須選択肢】 
タイムスリップの事を話そう 【必須選択肢】 
神社へ 【必須選択肢】 
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守野 いづみ ノーマルルート 
日付 選択肢 

4/1 (1st) 

ニッコリ微笑んでみる 
３回目の『おはよう』を告げる 
「いや、そうじゃなくて……材料とか……」 
「う、ううん……」 
オレは遙をフォローすることにした 
オレも海に行きたい 
「オレも海が見たかったから」とっさに嘘を付く 
まさかね…… 
黙り込んでしまった 
「いや、だからそれは……」 
「よろこんで♪」 
（以下の３通りのいずれかを選択） 優夏はオレと一緒に買い物に行くんだよ→ったく、呑気なもんだ……／遙に

声をかけた→「よろしくお願いします」／沙紀に声をかけた→いやいや、女の子にそんな事はできない→さっと

目をそらした 
そのまま失神してしまった 
「ここまでしてもらって、いいのかな？」 
「そうかなあ？」 
何も言わずに遙の顔を見つめた 
２人の元へ駆け寄った 

4/2 (1st) 

「心配しなくても平気」と言って遙を安心させる 
イルカのような潜水を 
「膝枕！ 膝枕してくれ～」 
「恐れ入りました……」 
「くるみって不思議な子ですよね」／「彼氏いるんですか？」 （どちらでもよい） 
２人の無事を祈った 
（どういう意味だろう） 
ついて行かない 
「心が……ない？」 

4/3 (1st) 

「………………」 
「……ま、まあね」 
オレは返す言葉がなかった 
ない／え～っと （どちらでもよい） 
ど……どう答えたらいいんだ？ 
「遙がキスしてくれって言ったから……」 
「沙紀……！ お前、なんてことを……」 
「気にするなよ」 
Ｈｅｌｐ ｍｅ！ いづみさん （“infinity” のみの選択肢） 
グーを出す 【必須選択肢】 
「なんのこれしき！」漬かり続ける 

4/4 (1st) 

「お前には聞いとらんっ！」とつっこむ 
姫ヶ浜へ 【必須選択肢】 
「まかせてよ」 
商店街へ 【“Never7” のみの選択肢、必須選択肢】 

4/1 (2nd?) オレにはいづみさんって言う大切な人が！ 【必須選択肢】 ※4/3 と逆の場合あり 
4/3 (2nd?) いづみさんだけは裏切れない 【必須選択肢】       ※4/1 と逆の場合あり 
4/4 (2nd?) いづみさんを強く想う 【必須選択肢】 
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守野 いづみ キュアルート 
日付 選択肢 
4/1 (1st) ~ 
4/3 (1st) 

ノーマルルートと同じ 

4/4 (1st) 

「お前には聞いとらんっ！」とつっこむ 
姫ヶ浜へ 【必須選択肢】 
「まかせてよ」 
ロッジに戻る 【必須選択肢】 

4/5 (1st) やってやらない 

4/4 (2nd) 
好き 
真実を全部言うべきだ 【キュアエンドＡ必須選択肢、キュアエンドＢへは下記参照】 

4/5 (2nd) 
怒ってない 
思ってる 
鈴が消えたことを話した 

4/6 (2nd) 車を止める！ 【必須選択肢】 

 

4/4 (2nd) 
好き 
胸の中にしまっておくべきだ 【キュアエンドＢ必須選択肢】 

4/5 (2nd) 
怒ってない 
思ってる 
鈴が消えたことを話さなかった 【必須選択肢】 

4/6 (2nd) 何としてでもいづみさんを！ 【必須選択肢】 

 
 
※ 上記のチャートでは、必ずしも全ての CG が埋まるわけではありません。CG を埋める方法については、

引用元 HP をご覧下さい。 
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Part 2 
 

Ever17 セクション 
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２．１． Ever17  ~ the out of infinity ~ 
  

“Ever17” は、2002 年 8 月 29 日に発売された。分類は KID の他の多くの作品同様『恋愛アドベンチャー』

となっているが、本作品は複雑に絡み合うシナリオが見所であり、登場人物間の恋愛はそのほんの一部にす

ぎない。壮大な物語である。発売後、シナリオ重視派のプレイヤーに高い評価を受け、知る人ぞ知る名作と

の評価が定着している。翌年 5 月 16 日に Windows 版、11 月 27 日に PS2 版と DC 版で一部追加要素を含む 
“Premium Edition” が発売されているが、CG や立ち絵の追加が主で内容に大きな変更はない。 
本作品は “infinity” シリーズの一つであり、“Never7” の続編である。とはいえ、立ち絵のある共通の登場

人物は誰一人としておらず（守野茂蔵博士が双方で登場するが、主人公達の前に現れることはない）、共通の

舞台となる場所もない。絵について言うなら、原画が違えば塗りのスタイルも異なり、全く別物だ。それで

も、“Never7”をプレイした後に “Ever17” をプレイすれば、これらが一続きのシリーズであることは一目瞭然

である。そして、あくまで “Ever17” は “Never7” の続きであって、“infinity” の続きではないこともわかる。

“infinity” から “Never7” へと進化した先に “Ever17” があり、“Never7” がなければ他の二つは繋がらないの

だ。 
 前章でも述べたが、infinity シリーズの進化は、恋愛ゲームとしての要素を薄くし、プレイヤーが物語の謎

をどう解くかという謎解き要素を強くする方向に向かっている。その結果、 “Ever17” の段階に来て疑問が

生まれる。確かに “Ever17” は恋愛ゲームの表現手法を用いており、作中で恋愛が描かれる部分はそこそこ

多い。しかし、物語の主題は『第 3 視点』であって恋愛ではない。果たして、これは恋愛ゲームなのだろう

か？ 恋愛ゲームの枠内で作る必然性はあったのだろうか？ そう、恋愛ゲームの枠内で作ることにより、

本来鑑賞してくれれば評価してもらえるはずの多くのプレイヤーの眼に触れないままになっているのではな

いか？ この疑問は、シリーズの次回作の “Remember11” に受け継がれることにもなるが、“Ever17” の段階

では、まだ恋愛ゲームの枠は必要だったと筆者は考えている。理由については以下の通りだ。 
 “Ever17” の物語の主題は『第 3 視点』である。この『第 3 視点』は、様々な要素と解釈があるが、 も重

要な要素は、「プレイヤーがゲーム内の世界を見る視点」である。ゲーム中、プレイヤーは主人公の視点に同

調しながらも、常にゲーム世界全体を意識している。この視点がゲーム世界の中に実在し、それを認識でき

る者がいて、彼／彼女／彼らはそれを逆手にとってプレイヤーを騙そうとする。さてプレイヤーは騙された

だろうか、というのが本作品の も大きな部分である。恋愛ゲームの要素は、ここに使われる。恋愛ゲーム

で使われる通称ビジュアルノベルの表現様式はすでに確立していて、様々な暗黙の了解事項が存在する。本

作は、プレイヤーを騙すために、その暗黙の了解事項を利用している。だから、本作品は恋愛ゲームの枠に

入れておく必要があったのである。そして、これが本作品を「知る人ぞ知る名作」に留まらせてしまった

大の理由である。本作品の仕掛けをうまく機能させるには、恋愛ゲームにすでにある程度触れている方が望

ましい1が、本作品は多くのプレイヤーが恋愛ゲームに対して求めている内容とは外れているからだ。 
 本作品はプレイヤーを騙す作品である。うまく騙されなければ面白くない。そして、本章のここからは、

もうプレイ済みの方を対象に書かれており、ネタバレとなる内容を多く含む。ネタを知ってしまったら騙さ

れることはない。だから、もう一度警告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 “Ever17” は多くの要素が詰め込まれた大作なので、恋愛ゲームに触れたことのない人でも楽しめるとは思う。だが、

できればもっと“普通”の恋愛ゲームをプレイしてからの方がスムーズにプレイできるだろう。“Ever17” を見て、恋愛

ゲームとはこのようなものだと思われても困る、というのも避けるべき理由の一つである。 
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ここからは、“Ever17” のネタバレと 
 

なる内容を含みます。 
 

未プレイの方の閲覧を禁じます。 
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２．２． 各登場人物・ルート解説 

２．２．１． 田中 優美清春香菜（優春） 
 
 Profile: age, 18/35(23)2; date of birth, 1999/3/30; blood type, O. 
 （ルートなし） 
 
 武視点での優である。武視点世界の事件は本物の事件であって、それに対処する必要もあってか、武視点

世界の登場人物達は皆優秀3である。中でも優春の優秀さは目を見張る。もはや死を恐れる必要もなく、サバ

イバル経験を始めとした豊富な経験と幅広い知識、それに裏打ちされた正確な判断力は、体力と決断力はあ

るものの判断力に問題のある主人公の武を大いに支えてくれる。というより、武よりも優春の方がずっと上

手である。できないのは料理ぐらいか。これに年の功が加わる 2034 年時点になると、つぐみも含めて恐いも

のなしだ。あまり描かれていないだけに、その真の力は一体どれほどなのか計り知れないものがある。それ

に、2034 時点では永遠の 23 歳。この外見をどのように社会的に、優秋に、通用させていたのだろうか。 
 ただ、この高い能力は攻略対象ではないからこそ与えられたものかもしれない。ゲーム世界への影響力が

あまりに大きい故に、攻略対象だと他のヒロインとのバランスが悪くなってしまうからである。そして、他

の登場人物とのバランスを保つために、能力が高いサブキャラクターはなおさら扱いを控えめにする必要が

ある。それもあってか、本作中の優春の扱いは決してよくはない。だが、その扱いの悪さは、登場シーンが

少ないとか CG がない4とかのレベルであって、不幸な結末に至るというわけではない。ゲーム開始前の設定

から見れば、事件で も得した人物である。 
 
 
２．２．２． 田中 優美清秋香菜（優秋） 
 
 Profile: age, 1/18; date of birth, 2015/9/22; blood type, O. 
 ルート進行条件：少年視点で、沙羅ルートに入らなければ自動的に進行。クリアにはパスワード解析に成

功が必須。 
 
 少年視点側、攻略できる方の優。一般人の範疇を大きく外れた能力の持ち主である優春に対し、優秋の能

力はあくまで部活動レベル、一般人の範囲内である。肉体年齢と精神年齢が一致しないキャラクターばかり

の中から見れば、武と並んで も年齢相応の心技体を持つ人物だ。物語上、優春の手のひらの上で踊らされ

るだけという悲しい役回りであるが、主人公のホクト少年と立場が近く、主人公の恋愛の相手としてなら

もふさわしい人物である。もし武と同時代に居合わせたとしても、問題なくカップルになりえただろう。優

秋は恋愛ゲーム “Ever17” の筆頭ヒロインであり、表の顔である。 
 優秋ルートは少年視点の基本ルートで、沙羅側に意図して寄らない限り少年視点は優ルートに入ることに

なる。優秋ルートの内容は、優秋と仲良くなること（当たり前）と LeMU から脱出すること、それだけであ

る。LeMU からの脱出はそんなに難しくない。というのも、2034 年の事故は優春によって仕組まれたもので、

ココからの妨害？がなければ脱出できるに決まっているからだ。 
 オフィシャルファンブックによれば、優は表の顔となるヒロインとして、一番の美少女になるように意図

してデザインされている。その優をショートヘアーにしたのはかなり思い切りだったようだ。だが、優春・

優秋いずれも、ゲーム終了後は髪を伸ばしてしまう。『次世代の美少女はショートヘアーだ！』の主張5は貫

徹されていない。次世代はまだのようだ。 
 

                                                           
2 Profile の斜体の値は 2034 時点のもの。()内は見かけの値。 
3 主人公と同世代の攻略対象となるヒロインよりも、非攻略の親世代の方が能力が高くかつ魅力的という状況は、物語重

視恋愛ゲームで 近散見される。例： 『Wind - a breath of heart - 』(minori) 
4 優春単独の専用イベント CG はオリジナル版では存在せず、Premium Edition でめでたく 1 枚追加された。が、しかし…

…。2034 時点での立ち絵も Premium Edition になってやっと与えられた。こちらは本当にめでたいことである。Windows
版のパッケージ絵は優春だと見る向きもある。 
5 ビジュアルファンブック p. 85. 



 43

 
２．２．３． 小町 月海（つぐみ） 
 
 Profile: age, 23(17)/40(17); date of birth, 1993/7/5; blood type, AB. 
 ルート進行条件：武視点で、空ルートに入らず、かつつぐみの好感度が高い場合に進行。 
 
 “Never7” に続く、『キュレイ』。つぐみはキュレイを背負った人物である。一番 初の段階では、つぐみは

不老不死の吸血鬼としてデザインされていた6。これを近未来の SF 系の設定に置き換えるのに用いたのが『キ

ュレイウイルス』である。 終的にできあがったキュレイウイルスキャリアの設定は、もともとの吸血鬼の

設定を色濃く残している。高い身体能力、高速治癒能力、不老、なぜか高い知性、太陽光に対する弱さ、こ

れらは吸血鬼の特徴そのままである。チャミを連れている点も、吸血鬼の動物使役能力を彷彿とさせる。キ

ュレイウイルスキャリアにあって吸血鬼にない能力はインフラビジョン能力ぐらいである7。 
 つぐみは一匹狼で、他者を寄せ付けない性格をしている。この性格はもともとは 2 つの世界の双方を知る

人物でありながら主人公に仕掛けをばらさないために設定されたものだが、制作者の好みに合ったためか大

きく育ち、すごみのあるキャラクターに仕上がった。物語上も も優遇されたキャラクターであり、“Ever17” 
の影のヒロインの座にふさわしい。 
 つぐみルートは、武視点の基本ルートであり、ほぼそのままの形でココルートになる。つぐみは赤の他人

には扱いにくいキャラクターであり、好感度を上げる選択肢がわかりにくい。そのため、すぐにそれとわか

る選択肢をすべて選んでおかないとバッドエンドに向かう可能性が高い。これは、 初のプレイではバッド

エンドに行かせようという制作者の意図が入っていると思われる。 初のプレイでは武視点を選ぶプレイヤ

ーが多く、その後つぐみと空を均等に選んでいけばほぼ確実にバッドエンドに向かうはずだ。とはいっても、

一度バッドエンドを経験してから見るつぐみ『グッド』エンドは、新たに追加されるシーンはほとんどない

ばかりか、とてもグッドエンドとは呼べない終わり方である。なぜここまで来て主人公が死ななければなら

ないのか――これは至極もっともな考えだ。当初の設計では、つぐみグッドエンドは本当にグッドエンドだ

ったに違いない。おそらくココ編を組み立てるにあたってデッドエンドに変更になったのだろう。武視点が

当初グッドエンドとして設計されながらデッドエンドに変更になったこと8は、“Ever17” の仕上がりに微妙な

ゆがみを残すことになった。“Ever17” 大の謎である生体反応数の問題も、解釈がすっきりいかなくなった

のはこの変更に由来しているのではないかと筆者は思う。 
 
 
２．２．４． 茜ヶ崎 空 
 
 Profile: age, (24)/(24); date of birth, 2011/4/2; blood type, (A). 
 ルート進行条件：武視点で、つぐみを避けるように動き、空の好感度が高い場合に進行。 
 
 空の立場は LeMU そのもので、物語上の役目はガイドである。物語の舞台である LeMU の象徴であり、近

未来世界雰囲気を身をもってプレイヤーに示すキャラクターであり、物語の主題である『視点』の重要性を

示すキャラクターである。美しく幻想的な人工物である空は物語世界そのものである。物語のムードは空に

よって保たれていると言えるだろう。 
 そんな空がヒロインとなる空ルートは、結構きつい話である。空は LeMU と一体だが、LeMU の圧潰は物

語中の既定事項だ。そんな空に恋愛感情（のようなもの）を向けたら悲劇的結末が約束されてしまう。ルー

ト選択を恋愛対象の選択と見なすなら、そこで空を選ぶのはそれ自体が選択ミスである。だから、空ルート

の悲劇的結末は、筋として正しい。たとえテラバイトディスクを持って武が地上に上がれたとしても、武が

望む空を復活させるには LeMU を再建させて再び稼働する空にディスクの記憶を移すしかない。そして、こ

の方法は物語の構成上許されない。空ルートに向かうことそれ自体を失敗と見なすなら、空ルートはそこに

いってしまったらおしまいで少年視点には続かない、と設計しても問題なかった。だが、そうだとすると恋

愛ゲームとしてのヒロイン間のバランスが悪くなることもあってか、一応は空・つぐみエピローグの存在に

                                                           
6 ビジュアルファンブック p. 83. 
7 吸血鬼は通常暗視能力を持つので、インフラビジョンはその代わりと見ることもできる。 
8 これは推測である。だが、ほとんど間違いはないと思う。 
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よって少年視点への連続性が示されている。 
空の物語上の役目はあくまでガイドである。だから、空の魅力は空ルートで示されるのではなく、他のル

ートで示されるものだ。空は遊園地 LeMU の象徴である。遊園地を恋人にしてはいけない。遊園地は恋人と

来るものだ。 
 
 
２．２．５． 松永 沙羅 
 
 Profile: age, 16; date of birth, 2018/1/21; blood type, A. 
 ルート進行条件：少年視点で、沙羅とともに過ごすことで進行。 
 
 誰にも負けない得意分野を持ちながら、愛情に飢えているところが明白な沙羅は、恋愛ゲームで恋愛対象

ヒロインとして配するにぴったりのキャラクターだ。ヒロインの人気取りシーンとして定番である、ぶつか

って急接近！のシーンや水着シーンを作中唯一持つキャラクターである。事故を乗り越えてラブラブ甘々の

展開になるか、と思いきや、確かに甘々には違いないが、 終的に展開されるのは恋愛ではなくて兄妹愛。

“Ever17” は本当に恋愛ゲームなのだろうか、との疑問を生む大きな要因がこの沙羅の存在である。だが、恋

愛ではなくて家族愛だとしても、沙羅の役目はプレイヤーの愛情を引き受けることには違いない。 
 
 
２．２．６． 八神 ココ 
 
 Profile: age, 14/31(14); date of birth, 2002/12/17; blood type, B. 
 ルート進行条件：他の 4 ルートのグッドエンドを見た後でいずれかの視点で始め、新たに登場する選択肢

を元と異なる展開になるように選び続けることで進行。 
 
 ココはシナリオ上も、恋愛ゲームとして見ても、“Ever17” の真のヒロインである。ココ編は全体の総決算

であり、ココは真の主人公でプレイヤーの代理（あるいはプレイヤーそのもの）である BlickWinkel を好きに

なるヒロインだ。よって、“Ever17” が恋愛ゲームとしてプレイヤーに訴えかけることに成功するかどうかは、

ココがプレイヤーに愛されるかどうかにかかってくる。そして、誰にも愛されるキャラクターになるよう用

意されたのがココの性格である。うまくいったかは、プレイヤー自身が判断することだ。 
 ココは、その世界の住人ではない BlickWinkel を好きになるわけで、とかく浮き世離れしている。その性格

は彼女の持つ『ちょーのーりょく』に反映し、彼女は時間と次元を超えて別の世界に出現したり、別の世界

の出来事を今いる世界に持ち込んだりする。この能力は彼女に固有の能力か、それとも BlickWinkel の能力を

受けてのものなのかは判定できないが、もし後者だとするならば、BlickWinkel とココの関係は神と神官（巫

女）に対応するものと言えるだろう。 
 ココルートは、序盤にコースアウトして通常ルートに戻らなければ、後は選択肢は一切なくエンディング

に直行する。製作当初はバッドエンドも設けてあったが、テンポを悪くするとして削除された9,10。妥当な判

断である。 
 
 
２．２．７． 倉成 武 
 
 Profile: age, 20/37(20); date of birth, 1996 or 1997/*/* (same as yours); blood type, same as yours. 
 
 2017 年編主人公。事件には巻き込まれただけの純粋な被害者で、過去に関する設定はほとんどなく、プレ

イヤーと高い同調性を持つよう設計された主人公である。能力・性格的にも、頭が抜けているところがある

が体力と行動力が抜群という、とりあえず不快感を感じないように設定されている。映画や RPG などでは伝

統的なヒーロー型・戦士型の主人公だ。2017 年編では物語の都合により殺されてしまうが、プレイヤーと他

                                                           
9 ビジュアルファンブック、p.83. 
10 ココ編には、当初バッドエンド分岐に利用する予定だったと思われる好感度の内部パラメータが存在する。しかし、

終的な製品では好感度に関係する選択肢全てが必須選択肢に指定され、好感度は無意味なパラメータとなっている。 
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の全登場人物11の愛情を受けて復活、幸せな未来が待っている。 
 2002 年発売のオリジナル版では立ち絵が存在せず、オリジナル版を受けて製作されたビジュアルファンブ

ックも本来武の立ち絵を出すべき場所に桑古木の絵が代わりに入っていた。Premium Edition ではこの点が改

善され、武の立ち絵もきちんと使われている。 
 
 
２．２．８． 桑古木 涼権（桑古木少年） 
 
 Profile: age, 15; date of birth, 2001/6/14; blood type, AB. 
 （ルートなし） 
 
 武視点の少年。武視点の登場人物達は死を恐れぬ強者揃いだが、それでは緊張感が生まれない。そんなわ

けでか、桑古木少年は心の弱さの描写が目立つようになっている。本来の桑古木は決して弱い人物ではなく、

体力・判断力・行動力ともにかなり優秀な部類に入る。だが、これらどの要素も誰かには負けるという辛さ

と、記憶喪失というハンディは桑古木少年を一行のお荷物的存在に変えてしまった。もう一つの辛さは、コ

コに片思いしてしまうということである。好きになったココから見向きもされない彼を、皆に好かれる武と

比べると、その冷遇ぶりが際だつ。 
 
 
２．２．９． 桑古木 涼権（偽武） 
 
 Profile: age, 32(20); date of birth, 2001/6/14; blood type, AB. 
 （ルートなし） 
 
 少年視点での武。17 年間をこの日に向けて鍛錬してきた彼はなかなかの演技力を発揮し、少年主人公

（BlickWinkel）を騙すことに成功する。優春と優秋では能力差が歴然と現れているのに比べれば、その真似

っぷりは大したものだ。だが、物語上の冷遇ぶりは相変わらずで、優春の尻に敷かれているのが明白だった

り、ホクトに頭がおかしくなったと思われたり、やっぱりココからは見向きもされなかったりと、ろくなこ

とがない。登場人物中唯一、エンディング後の行き場のない人物だ。残りの長い一生ずっと、優春にこき使

われて過ごすことになりそうである。 
 桑古木の冷遇は、ゲームの性質に深く関わっている。“Never7” の億彦の説明のところで述べたように、ナ

ンパゲームにおける男性サブキャラクターは主人公のライバルで、物語上冷遇されても問題ないようになっ

ていることが多かった。しかし、ゲームの本質がナンパから物語鑑賞に移っていくにつれ、男性サブキャラ

クターも人間的な魅力を出すことが物語上望ましくなる。しかし、物語の中で与えられる 大の報酬は、恋

愛ゲームの枠にとどまる限り「女性キャラクターからの好意」であり、それは恋愛ゲームの枠にとどまる限

り主人公12が独占する。男性キャラクターの冷遇は、物語重視型恋愛ゲームの宿命的なものとなっている。 
 
 
２．２．１０． ホクト 
 
 Profile: age, 15; date of birth, 2018/1/21; blood type, same as yours unless yours is O. 
 
 少年視点主人公。記憶喪失の主人公である。記憶喪失主人公は、ゲーム内世界設定（特に人物関係）の知

識を全く持たないという点でプレイヤーの立場と一致する。また、自分探しの旅をするという主人公の行動

原理は、主人公の設定を知りたいというプレイヤーの欲求と合致する。これらのことから、主人公を記憶喪

失にすることで、ゲーム序盤プレイヤーがスムーズに主人公に同調できるというメリットがある。だが、記

憶喪失主人公の 大の問題は、過去を取り戻していくうちにプレイヤーと主人公との同調は弱まっていき、

記憶を完全に取り戻してしまうと、同調が完全に途切れてしまうということである。そのため、記憶喪失主

人公のビジュアルノベルで良作と呼ばれるためには、単に 後記憶を取り戻してハッピーエンド、とはいか

                                                           
11 桑古木からは愛情ではなく敬意。多少は妬んでもいそうだが。 
12 本作品の場合は、主人公達である武・ホクト・BlickWinkel の三人。 
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ず、それ以外の展開を用意しなければならない。本作では、ホクトが記憶を取り戻した時点で、主人公の座

を BlickWinkel にバトンタッチし、実はホクトは仮の主人公に過ぎなかったのだ、と示すという手法をとった。

記憶喪失主人公の意味をよく理解した設計である。 
 ただ、記憶喪失主人公が同調性確保に も効果的に働く序盤、本作ではプレイヤー側には武視点から見た

少年の情報が追加されることにより（実は誤導なのだが）、ホクトとプレイヤーは完全な同調が起きない作り

になっている。実際、プレイしていて、武よりもホクトの方がプレイヤーによって別人感が強い。これは、

ゲーム終盤の BlickWinkel への主人公移行をスムーズにさせるメリットがあるが、記憶喪失主人公のメリット

を生かし切ったと言えない面もある。 
 ホクトの立ち絵も武と同様オリジナル版では存在しなかったが、Premium Edition で追加されている。 
 
２．２．１１． BlickWinkel 
 
 真の主人公。ホクト少年が記憶を取り戻し、ホクトとプレイヤーとの同一性が崩れた後、ココによって覚

醒させられ、プレイヤーの新たな代理人としてゲーム世界の中に登場する。BlickWinkel はゲーム中の世界よ

り高次元の存在で、ゲーム内で起きたあらゆる出来事を同時に認識することが可能な“人物”である。これ

は、ゲーム中の世界のあらゆる可能性とあらゆる時間を認識できることを意味しているわけではない。あく

までプレイヤーが経験した可能性と時間軸上の出来事のみを認識できる。このことから、BlickWinkel はプレ

イヤーそのものと見なすことができるだろう。 
 
 
２．２．１２． チャミ 
 
 つぐみが連れているジャンガリアンハムスター。キュレイウイルスに感染している。作中ではどこで感染

したか明示されていないが、通常はヒトキュレイウイルスは他の動物には感染しないとされているので、つ

ぐみが幽閉されていた研究所で実験によって感染したと考えるべきだろう。潰されても生き返り、2034 年時

点でも健在であることから 21 年以上生きたことは確実で、キュレイウイルス感染者の不老不死性13がはっき

り現れている。ヒトに関しては、感染者が通常の寿命以上に生きることがまだ確認されていないので、本当

に不老不死なのか証明できていない。ある程度生きた段階で何らかの理由により突然死するという可能性も

あるわけだ。だが、チャミの例を考えれば、ヒトキュレイウイルスの感染者も恐ろしく長生きするのは確実

と言えるだろう。 
 
 
２．２．１３． ピピ 
 
 ココが連れている電子犬。ピピが電子犬であることはココ編で明かされ、それまでプレイヤーにあった「ピ

ピは生体反応数に合算されるのだろうか？」の疑問の回答となる。 
ピピには、長時間の連続動作、12 気圧の防水と 119 m の潜水浮上が可能等の驚くべき性能がある。2 視点

間の 17 年間は優春が所持していたが、2034 以降はココに返されて再びココのものとなる。 
 

                                                           
13 ハムスターの本来の寿命は 2,3 年程度。 
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２．３． シーン解説 

２．３．１． オープニングムービー 
 本作のオープニングムービーは、短い時間の間に本作の様々な要素が手早く紹介される。ムービー中で表

示される単語と文章は以下の通りである。 
 
Karussell Delphine  ：イルカメリーゴーランド 
Qualle   ：クラゲゴンドラ 
Kontrollzentrum  ：中央制御室 
Kraftwerk  ：発電室 
RETTUNG STATION ：救護室 
Lemurianische Ruine ：レムリア遺跡 
HIMMEL   ：ヒンメル、天国 
 
（つぐみ・空・優・沙羅の紹介） 
 
A.D.2017 5/1  ：物語の始まりの日 
LeMMIH System/ 

Leiblich Medizin : Multiverfahren Intelligent Hirn System ：レミの正式名称 
BlickWinkel  ：真の主人公ブリックヴィンケル 
Cure.   ：『キュレイ』 
Clone   ：クローン 
Forth dimensions  ：四番目の次元。複数形に注意。時間軸と空間軸双方を含む。 
Infravision  ：赤外線視覚 
Pygmalion effect  ：ピグマリオン効果 
Telomere   ：テロメア 
The Many-World Interpretation ：多世界解釈 
the Third eye  ：『第 3 視点』 
RSD/Retinal Scanning Display ：網膜投影型ディスプレイ 
 
der Zweite Stock  ：ツバイトシュトック；２階 
der Dritte Stock  ：ドリットシュトック；３階 
 
Lebenswichtige Reaktion : 1 3 5 6 7 ：ゲーム中登場する生体反応数の通り全て 
生体反応：７ 
 
無が、そこに存在する。 
原初の軸。時間とともに世界は動き出す。 
対なすものを求める、刹那の存在。 
やがて、ふたつはひとつになり、 
世界に広がりが生まれた。 
非減数的に分裂し、個は全体に。 
全体は個に。有限にして無限に。 
無限を超えた者は、まだいない。 
その断面を見た者はいない。 
まだこの世に現れていない。 
それは、果たして……誰か。 
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「俺はここだ」   ：エレベーターに閉じこめられた武の台詞 
「きみの、名前は？」  ：沙羅がホクト少年に名を尋ねる台詞 
「ぼくは、だれ？」  ：記憶喪失の桑古木少年が名を問われて言う台詞 
「私は、あなたです」  ：自律システムの空が空に対して言う台詞 
「あなたは、私じゃない！」 ：空が自律システムの空に対して言う台詞 
「あなた、誰なの？」  ：沙羅が自分の名を知っていた少年に言う台詞 
「……ぼくは……ぼく……は……」 ：ホクトと BlickWinkel が混在しているときの台詞 
キミハ……ダレ？   ：少年主人公から BlickWinkel がまさに覚醒しよう 
ボクハ……ダレ？    としている状態 
 
（ココの紹介） 
 
かつて交わした約束と  ：BlickWinkel が交わした約束 
いつか還るべき場所へ  ：「帰る」ではない。BlickWinkel がタイムパラドックスを解消するため

に行くべき場所。 
 
 
２．３．２． プロローグ 
１： インゼル・ヌル 
 ゲームスタート。武が加圧室から出て LeMU 内に入るところまでである。まず初め、武はつぐみが入った

大タヌキとそれにしがみつくココ＆ピピに出会う。この場面は、超常でないが現実感の低い場面を見せるこ

とで、これからの物語が地に足の着いた物語でないことを示す。ここから先しばらくは少年視点の［２：天

国はどこにある？］と交互に進む。 
 “Ever17” には様々な未来科学が登場するが、 も実現困難なものはインゼル・ヌルかもしれない。この巨

大な浮島はどのような仕組みになっているのだろう。LeMU が崩壊してもびくともしないことから、LeMU
の上に載せられて固定されているのではないのは明白である。GPS などで現在位置を計測しつつ、潮流や風

で流されそうになるたびに駆動装置を動かして補正しているのだろうか。 
 
２： 天国はどこにある？ 
 少年視点のスタート。ドリットシュトックの憩いの間で待ちぼうけのホクト君に優秋が声をかける（逆ナ

ンパする）ところから、少年に武が声をかけるところまでである。ここまでで主要キャラクターはほぼ全員14

登場することになる。さて、優秋はなぜこんなに暇していられるのだろう。17 年前の空は「人手不足で SE
の私も案内係を務めている」のに。この時間帯に優秋を暇にするのも計画に入っていたのかもしれない。 
 途中武視点が入り、加圧室で空からの LeMU 説明と、ココとの会話が行われる。ココは空に何回ここに来

たかと問われ、「1,2,3,4,5…、今回が初めて！」と答える。ココの発言はかなり適当なので判断は難しいが、

おそらくこういう場面は「今回が初めて」というのがお約束だと考えこう答えたのだろう。 
 
３： 予感と予兆 
４： 異変 
 この 2 つの場面は、プレイヤーと BlickWinkel を騙すために両視点の世界を混在させている。それぞれの時

間軸で出来事をまとめてみよう。 

                                                           
14 この時点で優春のみ未登場。優秋は登場済み。 
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武視点 少年視点 

   ［天国はどこにある？］ 

  11:58 DS で優秋と一緒に行動 

   沙羅を見かける。優秋と別れる。 

 ［予感と予兆］  EB へ。空に会う。 

 桑古木少年に会う。  偽武に会う。 

0:15 ZS に降りる。  ［予感と予兆］ 

 つぐみ入りみゅみゅーんに会う。   

 優春に会う。   

   ZS に降りる。 

   コウイ室に連れ込まれる。 

0:29 桑古木少年入りみゅみゅーんに会う。  偽武に話しかけられ*、意識を失う。 

   優秋*と偽武*に運ばれる。 

 少年を優春と ZS 救護室に運び込む。   

0:40 DS に向かおうとし、従業員用エレベ

ーターでつぐみに会う。 
  

 エレベーターが停止する。   

 ［異変］  ［異変］ 

0:45* 警報が鳴り、停電になる。  ZS 救護室ベッドの上。 

   BlickWinkel？、DS の池に飛び込む。 

0:51 エレベーター外から人がいなくなる。   

1:03* 気圧低下が実感される。   

 ［武視点 エルストボーデン］  ［少年視点 覚醒］ 

3:17 エレベーターから DS に脱出する。 3:17 ZS の救護室で眼を覚ます。 

  DS = ドリットシュトック、ZS = ツバイトシュトック、EB = エルストボーデン、*: 後の場面で判明 

 
 武視点側の出来事はあまりおかしなことはない。［３：予感と予兆］までは少年視点で描かれていることは

ほぼ武視点でも起きたことなので、武視点で抜けているつぐみ、桑古木、着ぐるみの移動も問題なくトレー

スできる。もう少し深くみてみよう。まず、つぐみが着ぐるみを着ていた理由は何か？ 外で日光に当たる

のを防ぐため、ではないはずだ。みゅみゅーんの着ぐるみを 初から用意できるとは思えない。また、つぐ

みはみゅみゅーんがどういう行動をするかを知っている（加圧室に入ったときのエレベーターの操作はとて

もスムーズだ）。だから、一度つぐみは普通の客として LeMU に入っていると思われる。その後、地上でみゅ

みゅーんの着ぐるみを入手したのだろう（客を誘導するため地上に出てきた正規のみゅみゅーんから奪っ

た？）。そうすると、つぐみの目的は従業員になりすまそうとしたとしか考えられない。つぐみは LeMU に併

設されているであろう研究施設を探しに来ていることからも間違いない。更衣室でさっさと桑古木少年に着

ぐるみを押しつけたところを見ると、従業員しか入れない場所に行って内部構造の情報を得るのが目的で、

必要な情報はすぐに得てしまったのだろう。桑古木少年の行動原理は謎が多い。特に当てもなくうろついて

いたようだが、LeMU に誰と来ていたのか、1 人なら何しに来ていたのか、よくわからない。どの時点で記憶

喪失が発生したのかもわからないのだが、着ぐるみを着せられて気を失ったこと＋事故のショックが原因と

するしかないようだ。つぐみが着ぐるみを手に入れたときに薬を使っていたならば、桑古木に押しつけたと

きにも薬を使用していて、記憶喪失に薬の副作用が関与していた可能性もある。 
 少年視点側は、17 年前と同じような展開になるよう偽武らは行動している。だが、2034 年ではつぐみは研

究施設を探す必要がないので、着ぐるみで何かする必要はない。だとすると、ホクト少年に着ぐるみを着せ

たのはつぐみではないことになる。着ぐるみを着せた人物は声からして優春ではないので、優春と桑古木の
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計画にはこの二人以外の参加もあるようだ15。ホクト少年に着ぐるみを着せたのは優春らによって雇われた偽

つぐみだとすれば、この着ぐるみに意識を混濁させるような薬が仕込まれていても全くおかしくない。 
 少年視点側で何が起きているのか判然としないのは［４：異変］に入ってからだ。少年は意識がもうろう

としていて、見ているものが今居る世界とそうではない世界でごちゃまぜになっている。そんな中でも、池

に飛び込む場面は今ホクト少年がいる世界の出来事ではなさそうなことは判読できる（時間的にツバイトシ

ュトックの救護室からドリットシュトックの憩いの間への移動が無理な点が理由）。 
 武の視点は停電により暗闇となり、少年の視点は海の中で深い青から暗闇へ吸い込まれていく。この「深

い青」は、ティーフ・ブラウ(Tief Blau)の言葉の意味であり、武視点でのティーフ・ブラウ感染の伏線となる。 
 
 
２．３．３． 武視点１日目 
５： エルストボーデン 
 武とつぐみがエレベーターから脱出してから、エルストボーデン浸水に巻き込まれてツバイトシュトック

に流されるまでである。この場面では、異常な体力を持つつぐみ、浸水に巻き込まれても無事先回りしてい

る空、この二人の異常性が描かれる。また、空は浸水直前に「レベル……デルタ……ティーフ……ブラウ」

と呟く。この発言は、空がティーフ・ブラウ漏洩について知っていることを示す。 
 
６： ドリットシュトック 
 ツバイトシュトックに流れ着いてから、皆と合流し、他の生存者を探すところまでの長い場面である。こ

こでは事故の概要の説明が空により行われる。この説明は、 初の警報発生の理由がティーフ・ブラウ漏洩

であることが既にわかっている点を除き、ほぼ正しい。ただ、事故の原因について工学的に言うならば、ガ

ラス壁は曲面の内側が減圧状態にある方がその逆より堅牢であり、エルストボーデンのガラス壁（通常時内

圧 6 気圧、外圧 3 気圧）の内圧が 1 気圧へ低下しても破壊はしない。逆に、金属壁の方が内圧が低いときの

耐性が低く、先に構造が破壊されるのは金属壁側のはずである。おそらくは、ガラス壁と金属壁の接合部で

金属壁がゆがんだことによりガラス壁にひびが入り、そのひびが水圧で拡大して破断に至ったものと思われ

る。実際、前の場面での空 CG でも、壁の破壊前にすでにガラス壁にひびが入っている。 
 この場面では、館内の生活環境について、「気温 24℃、大気圧 1 気圧、大気組成：酸素 22%, 窒素 75%, ヘ
リウム 3%」と説明される。ヘリウム濃度が非常に高い加圧時点からヘリウムがこれだけ減少したのは、軽い

ヘリウムが先に放出されたと説明されているが、これは正しくない。すでに完全に混合された気体を減圧し

ても、全て一緒の割合で出ていくのみで、ヘリウムのみが出ていくことはありえない16。実際は、ダクトが開

いて減圧したことで酸素濃度が減少し、窒息を防ぐため強制的に外の空気を入れて内部空気を完全に入れ替

えてこの組成になったと思われる。 
 この場面の 後、生体反応数のチェックが行われ、5~7 の揺れ動く数値が観測される。生体反応数の解釈

は非常に難しい問題なので、後でまとめて扱うことにする。 
 
７： ツバイトシュトック 
 館内がどのような状況かあちこち歩き回り、他のキャラクター達と触れ合う場面である。空元気を振りま

く優春、疑心を振りまくつぐみ、実体の見えない空、記憶の安定しない桑古木少年、異次元と会話するココ

といった情景が展開される。 
 
８： ２次浸水 
 警備室に全員集合してから、2 次浸水が発生するまでの場面である。この 2 次浸水は、一部の区画が浸水

することで重心が支柱からずれたのを修正するもので、物語上の役目はなく、技術上のものである。2034 年

では、 初から 2 次浸水後の安定した状態になるように浸水を発生させているので 2 次浸水は発生しない。 

                                                           
15 優秋編では、正体不明の男性の協力者が登場している。［８６：優編 Raphael］参照。 
16 ヘリウム程度の大きさの分子しか通過できない分子フィルターを用いたり、分子間衝突の非常に少ないきわめて低圧

の場合にはヘリウムを選択的に放出させることが可能だが、この状況には適用できない。 
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９： 減圧症 
 炭酸飲料の話から、ココが体調不良を訴えて加圧室で一夜を過ごすまでである。ココのこの体調不良がテ

ィーフ・ブラウのものかもしれないとの疑惑はココ編に入る選択肢の一つだが、実際どちらかはわからない。 
 通常の炭酸飲料は、2 気圧程度の圧力で二酸化炭素が封入されている。無炭酸の飲料は、酸化変質を防ぐ

ため 1 気圧の窒素が封入されている。LeMU 内の炭酸飲料は、優春によれば 6 気圧で封入されているとのこ

とだが、そうではない飲料は窒素またはヘリウムで 6 気圧で封入されているはずである。武が持ってきた飲

料缶は炭酸なので、噴き出すのが収まれば普通の炭酸と同程度に戻るだろうが、炭酸ではない缶だったとし

たらどうなっただろうか。 
 
 
２．３．４． 武視点２日目 
１０： 反響 
 早朝に空に起こされ、LeMU の残り耐久時間を知らされる場面である。この場面の見所は、武が優春に落

書きを問いつめて、優春が手相占いをしてごまかす所である。この手相占いは、ゲームのフィナーレにおけ

る武の状態を暗示している。それによれば、「人がうらやむほどの長寿をまっとうすることになりそうじゃ」

である。これは、武がキュレイウイルスに感染するその後を暗示するとともに、無限の生命による悲しみを

感じずにきちんと死ねるということも暗示している。 
 
１１： 空聞かず 
 空関連のシーンはシーン名に「空」の文字が入る。その 初のシーン。停電発生で空が消滅するシーンで

ある。朝食も含め、このシーンで案外役に立たないのが優春で、頼りになるのはつぐみである。優春は空が

RSD であることを知っているのだが、コンピューターまでも停電で停止していることは見抜けなかったよう

だ。 
 
１２： アルキメデスの原理 
 アイに乗り込むところから、高温の発電室を避けパイプ部屋の処置をするところまで。このシーンはつぐ

みと武の二人のうつけ者のシーンである。武を重石代わりに連れ込んだものの重さが足りず、つぐみはアイ

の壁に穴を開けて海水を入れ、沈降させる。つぐみは大丈夫だったかもしれないが、あやうく武がおぼれ死

ぬところだった。ここに武がいるのは武が率先して乗り込んだのではなくつぐみが誘った結果だから、ここ

で武が溺れ死んだらつぐみが殺したも同然である。つぐみは好んで人を傷つける人物ではないので、ここの

部分はさすがにつぐみの見込み違いだと言えるだろう。ところで、アイは密閉容器なので、壁に穴を開けて

水圧 6 気圧の海水が流入してきたとしても、 終的にはアイの上部に 6 気圧に圧縮された空気が溜まるはず

である。だから窒息することはないはず、という読みがつぐみにはあったかもしれない。だが、これは減圧

症がなければの話。つぐみは大丈夫かもしれないが、武は問題である。やはり、ここはつぐみの失策である。 
 ドリットシュトックに到着すると、武のうつけ者ぶりが全開となる。ここは、つぐみの「あなた、バカで

しょ？」の発言に同意だ。実のない会話のあと、発電室に到着する。ここで武が高熱の扉に触れるのをつぐ

みは止める。この場面はつぐみが赤外線視力を持っていることを踏まえて設けてあるが、この場面で示され

るつぐみの LeMU に対する異様な知識の描写の中に埋もれてあまり意識されない。 
 
１３： トリック 
 熱が冷めるのを待つ武とつぐみとの会話から、作業終了してツバイトシュトックに戻ってくるまでである。

まず、待っている間に、つぐみはアセトンを使って武の顔の落書きを落としてくれる・・・のだが、本物の

アセトンは皮膚を脱脂して一時的に白くしてしまうほか、粘膜を激しく刺激する。目に入ったら大事である。 

絶対に、アセトンを顔にかけたりしないこと！！ 

 サインペンで書かれた落書きなら、エタノールが安全で十分溶解力のある溶剤になる。救護室に行って消
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毒用エタノールを用意するのが正しい。もちろん、この場面は非常識的な手段を使って落書きを落としてく

れるつぐみを描写するのが目的であって、アセトンそのものにそんなに深い意味はないのだが。 
 発電機のスイッチを入れてから動き出すまでの時間がなぜつぐみにわかったのかは謎である。さらに、つ

ぐみがこの経歴でどのようにして機械技術を修得していたのかも謎である。前者については、本当に 17 秒か

武は数えていたわけではないので、実際は 17 秒ではなかったとしてもつぐみが 17 秒だと主張することは可

能である。しかし、つぐみはそのような無意味な虚飾をする人物ではないので、それも考えにくい。結局、

つぐみが有能だからとしか言いようはない。 
 
１４： 空を歩む 
 空が RSD であることが明かされる場面であり、空から RSD の説明を受ける場面である。極端な話、空の

物語上の役割は、このシーンでの 後近くの台詞「誰かが私を『見』る」「その行為があって、はじめて私は

姿を現すことができる」「視線――」「誰かの視点が、私を作るのです」と、［１９：空を吹く風］での 4 次元

的視点の説明にあると言ってもよいほど、この場面の重要度は大きい。つぐみルートに入るときは［１９：

空を吹く風］を通過しないので、つぐみ編での空の役割はここであらかた終えたことになる。 
 
１５： ヤミオニ 
 このシーンは、少年視点との混在が行われ、このゲーム世界の異常性が明確に示される。詳しく見てみよ

う。 
 

［１５：ヤミオニ］ ［６５：闇鬼］ 

 皆があくび 10:02 皆があくび 

 優春が散歩を言い出す  優秋が散歩を言い出す 

 ココが鬼ごっこを提案  空が鬼ごっこを提案 

 つぐみが電気を消す  空が缶蹴りを提案 

 ココが缶蹴り（ヤミオニ）を提案  つぐみが電気を消す 

   沙羅がヤミオニと命名 

  10:18 桑古木が 100 数え始める 

10:19 100 数え終わる   

 優春の提案による集団攻撃撃退  優秋の提案による集団攻撃失敗 

 缶が蹴られる（音と目で確認）  缶が蹴られる音がする（実際は倒れて

いない） 

  10:27 二手に分かれる 

10:28 2 進法で 100 数え終わる   

 つぐみ以外を見つける  つぐみ以外が見つかる 

 缶が蹴られているのを目で確認  缶が蹴られる音がする 

 皆を見つける  皆が見つかる 

11:08 少年が鬼になる 11:08 少年が鬼になる 

 遺跡に集合   

 少年登場、数を数える声がする   

 缶が蹴られ、ピピが持ってくる  100 数え終わる 

 ヤミオニ終了  沙羅と空以外を見つける 

   沙羅ともつれて倒れる、ヤミオニ終了 

 
 武視点側では缶は 3 回蹴られる。そのうち 3 回目は、少年が鬼でヤミオニが続けられているとして行動し

ているピピによる仕業と思われる。初めの 2 回は実際に缶が転がっていることがはっきり確認されており、

少年視点側から持ち込まれた音ではなく本当に誰かが蹴ったものと思われる。特に 1 回目は、少年視点側で

は缶が蹴られていないので、少年視点側の事象を持ち込まれたとも考えにくい。武視点にいる人物の中で、
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缶を蹴られる人物（3 回目の犯人と目されるピピも含め）はつぐみしかおらず、この 2 回はつぐみを犯人と

するしかなさそうだ。だが、武視点の 後で起きる数を数える声は、間違いなく少年視点側の声が持ち込ま

れたものである。 
 少年視点側で缶が蹴られるのは 2 回である。1 回目の缶は音のみで実際には蹴られていないことから、こ

の音は武視点側の音が持ち込まれたものと思われる。また、逃げるときに沙羅と空についていくと、少年主

人公が 2017 年の武の声（「て、少年じゃねーか！」）を聞く描写が存在し、やはり武視点の音が持ち込まれて

いる。2 回目は、蹴られたことを確認した描写がないので、実際に蹴られたのかそれとも武視点の音が持ち

込まれたのかは不明である。実際に蹴られたとすれば犯人はつぐみしかいない。どちらの解釈もありだろう。

なお、少年視点側は、優春と桑古木がその気になれば、レミに命じて缶を蹴った音を立てたり、桑古木が自

作自演で缶を倒したりすることが可能である。この場面での桑古木はかなり本気で鬼ごっこをしているよう

に見えるとはいえ、これも一つの解釈である。 
 上記はゲーム内での細かな描写からの解釈だが、ゲーム全体から見たこの場面の役目は、暗闇の中おかし

な現象を起こして BlickWinkel とプレイヤーを混乱させることなのは間違いない。だから、この場面の不可思

議な現象は全て BlickWinkel の錯覚によるものであり、細かな描写などに大した意味はない、とするのも一つ

の見方だ。 
他にいくつか補足しておく。武視点での武は、2 回目（とおそらく 3 回目）の 100 を数えるときに 2 進法

で数え、実際には 4 しか数えていない。反則には反則で対抗という行動である。これに対し、偽武は 3 回目

はすぐに探し始めたようだが、2 回目までは律儀に 100 数えたようだ。優春および優秋はヤミオニで集団作

戦を提案する。優二人はサバイバルゲームでの実体験があると思われる。 
 
 
２．３．５． 武視点３日目 
１６： 修復 
 翌日目が覚めてから、配管の修理に倉庫に向かうまでである。比較的穏やかなシーンである。このシーン

の途中、桑古木少年はドリットシュトックのどこかの部屋で異常があることを察知する。桑古木が超常的な

能力を示す数少ない描写である。 
 
１７： 負傷 
 つぐみの設定が動き出す。ココをかばってつぐみが重傷を負う場面である。優春が頼りになる場面でもあ

る。ここは見た通りの場面だ。 
 
１８： しばしの眠り 
 しばしの眠りについているのはつぐみ。残りの一同も、しばし肩の力を抜いてゆったり時間を過ごす。嵐

と嵐の間の穏やかな一時である。優春は L-MRI の修理をし、桑古木はその手伝いをする。ココとピピは走り

回っているようだ。 
 この場面の選択肢はつぐみ編と空編の分岐選択肢である。つぐみ編側を選んだときはチャミが登場した後

［２０：空かける虹］に進み、空側を選んだときは［１９：空を吹く風］に進む。 
 
１９： 空を吹く風 
 事実上の空編の開始である。そして、この場面は “Ever17” の物語の中でも非常に大きな役割を持つ場面

である。この場面で空は、「この次元にいる限り、違う可能性を選んだ自分を認識することはできない」「も

う一つ上の次元の存在になれば、違う可能性を選んだ自分を同時に認識し、本当の意味で単一の自分になれ

る」という趣旨の説明をする。この説明はそのまま BlickWinkel がどのような存在であるかの説明になる。 
 後に、空は武になぜこの話をするのかと問われ、「この LeMU の由来となる、レムリア大陸に伝わる伝説、

ということにしておいて下さい」と答える。武の質問はまことにもっともであり、空の返答の裏、本当の理

由はどのようなものか気になるところだ。もちろん、ここで空が武に話す 大の理由は、ゲーム的にみてこ

のあたりで BlickWinkel がどのような存在かを示しておいた方がココ編の唐突さを減らす上で必要だからで
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ある。その上で、この世界内での意味を考えてみよう。まず、この理論（第 3 視点の理論）の信奉者が空の

設計に関わっていたこと、そしてその理論の実践・実験に空が関係していることは間違いない。おそらく空

のプログラムには、別々の経験と記憶を持つ複数の空のデータを統合し、一つの人格を再構成する機能が備

わっていると思われる17。空の設計者は、この統合機能を、4 次元的存在が持つ認識能力と類似のものと考え

ていたのではないだろうか。 
 
２０： 空かける虹 
 夕食のところから、空がスプリンクラーで花壇に水撒きをするところまで。夕食では、いつもいつも同じ

メニューでは飽きが来る、という当然のことを桑古木少年が態度で示し始める。他の面々にとっても辛いに

は違いないはずなのだが、彼らはサバイバルにかけては超人的な人々で、その辛さを感じさせない。プレイ

ヤーに食べ物の辛さを示すためには、誰かが弱音を吐く必要があって、ここでは桑古木がその役にあてがわ

れている。現実に食うに困る状況ができたときに弱音を吐く者がいては困る。しかし、物語で食うに困る状

況を設定したときは、誰かに弱音を吐いてもらわないと困るのだ。 
 
 
２．３．６． 武視点４日目 
２１： 目覚め 
 ［１８：しばしの眠り］で武が期待した通り、つぐみは目覚め、武をこき下ろす。武と口論になる場面で

ある。不死者のつぐみと、ヒーローの武が心を通わせるために避けられない衝突であるが、辛い場面である。

早く二人には乗り越えてもらいたいものだ。 
 
２２： 空に標結う18 
 空ルート上のシーン。カルセル・デルフィーネに空と二人で向かい、恋とは何かについて話す場面である。

空編恋愛パートの始まりである。 
 
２３： ピグマリオン 
 失敗朝食から、優春のピグマリオン講釈を経てつぐみの見舞いに向かうまで。武の朝食のサンドはココ特

製のもので、そのレシピは空側で明かされる。多くのプレイヤーはつぐみ編またはバッドエンドルートを空

編より先にプレイすると思われるので、謎をつぐみ編において種明かしを空編におくのは正しい構成である。 
このシーンのピグマリオンの話はもちろん空編の前振りである。なので、選択肢「うむ、めでたしめでた

し」は空の好感度がアップする。注意すべきはつぐみにとっての方で、つぐみの立場はピグマリオンの話の

彫像側に近い。そのためもあってか、つぐみ側の正解選択肢は「黙って見ている」という珍しく消極的な行

動の選択肢になっている。 
 憩いの間に立つ 4 体の女神像がここで紹介される。そのポーズの意味は作中で明らかにされなかったが、

公式の設定解説ファンブックによると、女神像のポーズは個々のルートを象徴するものとされている。（天を

指すのはヒンメルから空、南を指すのはつぐみ鳥からつぐみ、胸に手を当てているのは IBF に眠るココ、斜

め向きは残りの 2 軸で優秋と沙羅）19 
 
２４： 神隠し 
 皆で救護室に行ってみたら、センサー類が壊されベッドはもぬけの空、のシーンである。何が起きたかは

すぐ後で判明する。 
この場面中優春が胸を押さえて青ざめる描写がある。描写が弱いためプレイヤーに忘れ去られる可能性も

高いが、これは優春の病気の伏線である。 

                                                           
17 少年視点終了後の空は、少年視点で過ごした空とそれまでの空が統合される。優秋編の［８９：Noah’s arc］［９０：

Machonom］の空の台詞、および［１２６：エピローグ BlickWinkel］の解説を参照のこと。 
18 読みは、しめ（標）・ゆう（結う）？ 「しめ」は注連縄（しめなわ）のこと。 
19 設定解説ファンブック、p.63. 
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２５： 疑惑 
 つぐみを追いかけてドリットシュトックまで降り、つぐみと「仲間」の立場について口論して殴られ、戻

ってくる場面である。こう書くと情けないものだが、結果として情けないことになろうが信じたことに突っ

走るのが武の魅力である。戻ってきた後、優春の意見を汲んだ空に行動をたしなめられ、和解のきっかけを

つかむ。優春はつぐみと同じ立場にいるので、つぐみの行動原理が読めたのだろう。 
 
２６： 空に三つ廊下 
 空ルート上のシーン。空き時間に空に恋愛心理学と題して適当なことを教え込み、騒動を巻き起こす場面

である。とりあえずは見たままの場面である。 
 
２７： 噛み隠し 
 武がこっそりソーセージサンドを食べているところをココ（つぐみ編）または空（空編）に話しかけられ

る短い場面である。この場面は、前日夜に弱音を吐いた桑古木、ここまでにさんざん主人公の武と対立して

きたつぐみ、この両名に対するプレイヤーの悪印象を修正するのが目的である。桑古木は弱音を吐いてしま

い反感を買ったが、ずっと同じ食べ物では辛いのは主人公の武だって同じことだ。つぐみはこれまで主人公

の武と対立し続けてきたが、つぐみは悪い人物ではなく何か目的を持って動いている。この二点がここで語

られる。 
 
２８： 仲間 
 ドリットシュトックの飛び地に行ってしまったチャミを回収しに行く場面である。つぐみルートでは武が、

空ルートではつぐみが水に潜り、チャミを救出する。武ルートでのチャミ救出は、みんなのヒーロー武の

大の活躍シーンである。素潜りでの 51m の水中移動は普通の人間には不可能な行動だ20。 
 空ルートでは武はパイプ室でつぐみに殴られ、食べたものを吐いて倒れ気を失う。ただし、ここで吐いて

倒れて気を失うのはつぐみによって殴られたのが直接の原因ではないような書き方をしており、ティーフ・

ブラウの初期症状の可能性がある。つぐみルート側でも向こうに着いたところで吐いてしまうのだが、気を

失いはしない。こちらは単に無茶をした報いととるのが自然である。だが、空ルート側の状況を見ると、つ

ぐみルート側で吐いてしまうのもティーフ・ブラウの影響によるものかもしれない。 
 
２９： 空に巣掻く21 
 空ルート上のシーン。売店で恋愛心理学講座の続きをし、武と空が相思相愛であることに気付く場面であ

る。 
 この場面の 初に、売店を見に来た空と武は前の探索で発見できなかったナッツやクッキーを発見する。

なぜ前は発見できなかったのかは描写されていないが、おそらくはチャミの餌を探していたつぐみが発見し

たものと思われる。つぐみは強欲ではなく、また殊更に自分が見つけたとアピールする趣味もないので、と

りあえずチャミのために必要な量を確保した後は皆に分けようと見えやすい場所に積んでおいたのだろう。 
 
２．３．７． 武視点５日目 
３０： 夜明けまで 
 つぐみルート上のシーン。死の夢を見て夜中に目が覚め、つぐみと会ってクヴァレに向かう場面である。

つぐみルートではクヴァレで武はつぐみからキュレイウイルスの説明を受け、その後特に何もなくつぐみと

別れて休み、朝を迎える。 
 この場面には、前日まであまり危険が差し迫っているという感覚がなく進んできたことに対し、今までそ

うは見えなかったかもしれないが本当は死がすぐそこに来ているのだと印象づける役割がある。 初の死の

                                                           
20 チャミのためにはビニール袋を用意して行ったのだから、自分にも呼吸用の空気を入れた袋を用意すればもっと楽に

行けたと思うが…。 
21 すがく（巣がく）：蜘蛛が巣を作る意。 
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夢、誰もいない館内、武に迫ってくるつぐみ、この場面全体に死のムードが漂う。終わりに向かって進んで

いることを感じさせる場面である。 
 夜が明けると、死のムードは消え失せ、前日までと同じ“日常”が戻ってくる。 
 
３１： 闇に紛れる 
 空ルート上のシーン。つぐみルートの［３０：夜明けまで］とほぼ同様で、武は死の夢を見て夜中に目が

覚めつぐみと会ってクヴァレに向かう。つぐみルートではつぐみは大人しく話をしていたが、こちらではつ

ぐみは錯乱し、武は襲われ、つぐみと関係を結ぶことになる。つぐみがここで錯乱した理由は、あまり明確

ではない。しかし、この場面は空ルート上必要であり、空編を少年視点へ連続させるためにも必要である。

少年視点への連続性を考えるなら、この場面での血の接吻と性交渉により武はキュレイ・ウイルスに感染し

たと判断できる。 
 
３２： 空に知られぬ雪 
 食事後、終焉間近のつかの間の穏やかな時間を憩いの間で過ごす場面である。この場面でココが女神像に

傷を付ける。付ける像はルートに対応した像で、つぐみ編では南向きの像、空編では天を指す像である。 
 この場面では桑古木少年とココの仲の良さと、桑古木少年が示すココへの好意が印象的である。 
 
３３： 絆 
 つぐみルート上のシーン。午後になって、姿を見せない空とつぐみと優春を探しにいく場面である。まと

もに会えるのは優春だけで、珍しく優春が主役の場面である。この場面の「絆」は優春と彼女の父親との絆

である。この場面は、ヒンメルと IBF での父親との再会と別れの前振りとなる場面である。 
 
３４： 鎖 
 空ルート上のシーン。つぐみルートの［３３：絆］と出来事はほぼ同一である。この場面では、優春はイ

ンゼル・ヌルと LeMU との回線が繋がっていること、空の本体は LeMU に居ないことを話す。現段階でこの

情報を聞いた武は空に対して疑念を持ち始めるが、後の場面で空の本体はヒンメルにあることが判明する。

インゼル・ヌルとの回線の問題は優春の推測通りと思われる。 
 
３５： 臨界点 
 LeMU で食べる 後の夕食の場面である。不安の中で心の安定を失った桑古木少年が暴発し、何とか持ち

こたえていた明るい雰囲気はついに失われる。後は事態は悪化する一方だ。 
 
３６： 生者／死者 
 つぐみルート上のシーン。武はつぐみにクヴァレに連れ込まれ、チャミを使ってキュレイウイルスキャリ

アが死なない身体であることを証明してみせる場面である。冗談で流していた夜明け前での話が本当である

ことが示される。 
 
３７： 虚空／真空 
 空ルート上のシーン。ヒンメルの前で、RSD によって作られた海の中、空と自律プログラムの空が対決す

る。この対決により、空は記憶を抹消させられそうになるが、その途中でシステムがクラッシュして再起動

する。記憶処理の顛末は次の場面で優春の説明により明らかとなる。 
 
 
２．３．８． 武視点６日目・７日目 
３８： 沈黙は最後の宴 
３９： 空の色は…… 
 ３８はつぐみルート上、３９は空ルート上のシーンで、内容はほぼ同一である。暗い雰囲気の一同を元気
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づけようと武が宴会を提案し、宴会が実行される場面である。この 後の宴会をきちんと皆が楽しめる宴会

にしてしまえるところは、2017 年メンバーの心の強さである。 
 他のメンバーにとってこの宴会がチャミとは初の顔合わせとなる。チャミの存在自体を皆が知らないよう

な描写になっているが、すでにココは［３２：空に知られぬ雪］にて女神像にチャミを彫っており、桑古木

少年も彫っているのを見ている22。生体反応を精査すればチャミの反応は見つけられるので、空も知っていて

おかしくない。それに、空ルートでは武はチャミ救出のことをすでに空に話している。実はチャミを知らな

かったのは優春だけかもしれない。 
 
４０： 対決、そして 
 つぐみが空にヒンメルとその下の施設の話をするために中央制御室に向かうところから、ココが吐血し倒

れるところまで。急展開の場面である。 
吐血して倒れるココを見た空は、その症状からティーフ・ブラウであることに気付くそぶりを見せる。［５：

エルストボーデン］の描写も併せ、空はティーフ・ブラウを知っていることがここからわかる。 
 
４１： ティーフ・ブラウ 
 ココを救護室の L-MRI で診察し、ティーフ・ブラウであることが判明する場面である。これを受けて空は

ティーフ・ブラウと下の IBF のことを説明し、一同は IBF に向かうことを決断する。 
 空が前の場面では IBF の存在を否定したのに、ここでそれを翻して IBF を明かした理由は、つぐみが「人

ひとりの命がかかっているため、機密保守命令が解除されたから」と推測している。これが本当かどうかは、

空がどのようなプログラムで人に対しているかに関わる重要な点である。空はティーフ・ブラウの存在自体

は 1 日目から知っており、漏洩事故のことも知っていると見られる。ならば、ヒンメルおよび IBF がティー

フ・ブラウによって汚染されていることは容易に想像が付く。ここで、空が客の人命第一で行動しているな

らば、空は客をティーフ・ブラウの感染危険があるエリアに向かわせるわけにはいかない。それにはヒンメ

ルが機密であるか否かは関係がない。ここで、少年視点ココ編導入部で、地下の研究施設について空と少年

が話す場面を考えてみたい。空は企業秘密事項に関わる内容について少年にヒントを与えており、機密に関

しては結構ルーズであることがわかる。だから、前の場面で空がヒンメルと IBF について追及されても完全

に否定するのは、機密だからというよりも、一同の安全のためにそうしているとみることができる。そして、

ティーフ・ブラウの感染者が出てしまったら、もうティーフ・ブラウの感染危険を考える必要はない。空は

感染者が出た時点でヒンメルと IBF の存在を明かすことになる。もし、ココが発症しなかったとしても、LeMU
の圧潰の危険がティーフ・ブラウ感染の危険を上回るほど切迫したならば、結局空は皆を IBF に導いたので

はないだろうか23。 
 
４２： ヒンメル 
 ヒンメルの扉の前で通せんぼとなるところから、加減圧室に入って IBF へと向かうまで。ここで研究員（田

中陽一氏）と合流する代わり、空と別れることになる。 
 
４３： IBF 
 IBF に降りて探索等々をする場面である。この探索により、ティーフ・ブラウの概要と、ココが感染した

理由が判明する。連れてきた研究員（陽一氏）とは探索している間に優春が話をし、優春は正体を知る。だ

が、優春はその後、陽一氏が死亡した後、一同に研究員が自分の父親であることを隠す。どうやら、優春は

死を覚悟し、他人に気を使わせることを強く恐れたようだ。 
 
４４： つぐみ編 キュレイ・ウイルス 
 つぐみグッドエンドコース。まず、武とつぐみは二人で事件の概要を推理する。その推理は、研究員をコ

                                                           
22 桑古木少年は記憶が安定していないのでもう忘れているかもしれない。 
23 もしくは、空編で示される脱出手法（生存者を気密性の高い箱（エレベーターの箱）に入れ、LeMU を完全浸水させ

ることで箱を浮上させる手法）を用いる予定だったのかもしれない。 
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コの父親と誤解する以外は正しい推理のようだ。次に、武と桑古木少年はティーフ・ブラウを発症し、優春

も感染が判明する。武はつぐみに迫り、キュレイウイルス感染の危険を承知でティーフ・ブラウ抗体をつぐ

みから採取し皆に接種させることに同意させる。優春は抗体抽出に成功し、さらに続いて外部との通信ロッ

ク解除にも成功する。この場面では描かれないが、レミシステムにアクセスにも成功し、空のデータをテラ

バイトディスクにバックアップする命令を出すことにも成功したようだ。有能な優春に感謝すべきである。 
つぐみはチャミを救出に LeMU に向かって救護室に閉じこめられるが（圧潰時に泳いで脱出する気だった

のだろうか？）、武は無謀にもそれを追いかけて救護室に向かい、IBF に連れ帰る。ヒーロー武の無茶な行動

とそれを成功させる身体能力にはあきれるほどだ。すでにキュレイウイルス感染者としての身体能力増加が

起き始めていたのかもしれない。 
IBF に帰ってきたところで武は気を失い、翌日に移る。 

 
４５： つぐみ編 約束の日へ 
 この場面の 初に、闇を抜けて光の中にいる夢を見る。新たな生の始まりを強く感じさせるこの夢は、人

間からキュレイウイルスキャリアー種として新たな生を迎えることを示しているようだ。武が 12 気圧から 1
気圧への減圧を耐えられる身体を素で持っていたとするならば、この夢を見たときからキュレイウイルスキ

ャリアーとしての変化が始まるとするのがよいだろう。 
 目が覚めてから潜水艇が到着するまでの時間に、武とつぐみは体を重ねる。つぐみ編だけならこれは必ず

しも必要ではないが、少年視点への連続性のために必要である。少年視点へ連続させるには、他にもつぐみ

がホログラムに赤外線で撮影する必要がある。これは武が眠っている間に行ったものと思われる。 
 潜水艇に乗船していよいよ地上へ向かい、めでたくハッピーエンド…と思いきや、途中で止まってしまい、

武が自らを犠牲にするという結末となる。本当にグッドエンドなのか？と疑問に思うが、エンディングリス

トでは間違いなくこれがグッドエンドである。つぐみ編だけを見るなら、無事二人地上に到達してハッピー

エンドで全く問題がない。また、技術的に見ても、潜水艇が電池切れになるときにバラストタンクに注水さ

れる仕様はありえず、安全上 後の電力を使ってタンクを排水してから停止するはずである。少なくとも、

浮上中の潜水艇が電池切れになったときに沈降することはありえない24。ここで武が犠牲になるのは話の都合

である。おそらくつぐみルートの基本プロットができてから、武が死ぬように話が変えられたのだろう。 
 ところで、武が潜水艇から離脱する際、武の重さ以上の水がエアロック内に入ってしまって逆効果になる

のではないか、との疑惑を感じるかもしれない。ガラス窓の向こうでつぐみが涙を流すイベント CG に水が

視界を埋める差分があることがその根拠である。しかし、地の文章を良く読むと、二重ハッチの海に接する

外側の方はエアロックの底にあり、エアロックの内圧の方が水圧より高いので、外側のハッチを開けても空

気が下からあふれ出るのみでほとんど水はエアロックに入り込まず、その心配は無用である。ただ、外側ハ

ッチはエアロックの底面にあり、室内とのガラスハッチはエアロックの側面にあるので、海に出てから外側

のハッチを通じてガラスハッチを覗けるかというとかなり疑問だ。地の文章は正しいが、イベント CG には

多少無理があり、それが疑惑を生む要因となっている。 
 
４６： 空編 空知らぬ雨 
 空グッドエンドコース。つぐみ編と優春とつぐみの立場が逆となり、武は優春と二人で話をする。優春は

空の記憶がヒンメルにあることが判明したと武に伝え、武はこれによりヒンメルに向かう意志を固める。そ

のすぐ後、武と桑古木少年はティーフ・ブラウを発症し、アンプルによる治療を受けるも気を失う。目が覚

めた武は救助隊の来ることを確認した後、無謀にもヒンメルに上がって空のデータを回収しようとする。空

編では武のキュレイウイルス感染はやや早いと思われる（５日目未明）ので、キュレイキャリアーとしての

身体能力増加がもう起き始めていてもよい、かもしれない。 
 ヒンメルに戻った武は、一刻も早くインゼル・ヌルへ武を送ろうとする空と対立しながら、テラバイトデ

ィスクを見つけて空のバックアップを取ろうとする。結果として武は脱出に失敗し、ヒンメルに閉じこめら

れることになってしまう。だが、空と対立などせず、さっさと空にテラバイトディスクの在処とバックアッ

プの方法を聞き、バックアップを取ってから空の提案通りに脱出すれば問題なかったはずである。つぐみ編

                                                           
24 もしそうだとするなら、水面を浮いている状態で電池切れになると沈んでしまうことになる。恐ろしい仕様である。 
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でもそうだったように、もともと空編も脱出できる結末として設計されていて、その後ココ編との絡みで武

を死なすことにシナリオが変更されたのではないかと筆者は考えている。空の提案する脱出方法は理にかな

ったものなのに、それを作中使わないというのは変だと思うのだ。 
 
４７： 空編 空で覚えてる 
 空編の 後。バックアップは取ったものの、ヒンメルは圧潰し、ディスクを抱えた武は海に溶ける。 後、

武は空が実体を持ったように感じるが、これは武の妄想とするのが妥当だろう。 
 この場面で、空は通信電波を傍受して IBF に残った人々が全員救出されたらしいと武に告げる。空編だけ

を見るのなら、それでよい。しかし、この空編が少年視点へと続くのであれば、実際はココが取り残されて

いることになる。これについては後で述べる。 
 
４８： Spiel25 
 バッドエンドコース。［４３：IBF］の後、対応するルートのキャラクターの好感度が不足している場合に

ここに来る。これは完璧なバッドエンドで、武と桑古木少年と優春はティーフ・ブラウにより死亡が確認さ

れる。つぐみも治癒能力を失った状態で海中に出、おそらく死亡したものと思われる。ゲーム終了時まだ死

亡していないのはポッドに入ったままのココだけで、『生体反応：１』を考える上で重要な情報となる。（生

体反応の問題は、後でまとめて扱うことにする） 
 
４９： Geschichte26 
 つぐみ・空編エピローグ。ココ編をプレイした後に再度つぐみまたは空グッドエンドを見たとき、スタッ

フロールの後に現れる。ここで示される文は以下の通り。 
 
  Eine Geschiche setzt auf 1 Mai, 2034 fort. 
    （物語は 2034 年 5 月 1 日に続く） 
 
 この場面の存在は、ココ編だけでなくつぐみ編や空編も少年視点に連続していることを示す。少年視点に

連続させるには、武の視点で描写される出来事だけでは必要な要素が足りず、描写されていない出来事がい

くつか起きていることが必要になる。つぐみ編はココ編とほぼ同一で不足分はほとんどないが、空編はかな

り不足要素がある。以下にそれを記す。 
 
1) 取り残されるココ 
2) 優春と桑古木少年27のキュレイウイルス感染 
3) つぐみによる武の赤外線ホログラム撮影 
 

まず、1)についてだが、ココが取り残されたとすれば、ココ編と同様ココがピピを探して IBF 内をさまよ

っていたためと考えるのが自然だろう。しかし、ココ編（とつぐみ編）では、救助隊が来たとき意識がある

者が誰もいないためにココが取り残されてしまったが、空編ではつぐみが IBF で健在である。つぐみはココ

に好意を持っており、救助隊が来たときにつぐみがココを置き去りにすることはありえない。だから、救助

隊が来たときはつぐみはいないはずだ。おそらく、つぐみは武を追いかけて LeMU に向かおうとしたのでは

ないか。ヒンメルと IBF をつなぐリフトは武が上がった直後破損してしまったのでつぐみはすぐには追いか

けられない。そこで、つぐみは呼び寄せた潜水艇を使い、LeMU に入ろうとする。しかし途中電池切れで停

止。このときはつぐみしか乗っていないので浮力が足りて、そのまま水面まで浮上。あとはココ編と同じで

ある。 
 2)についてはかなり問題である。武の説得なしにつぐみがキュレイウイルスを他者に感染させるだろうか。

                                                           
25 Spiel: (独語) n. 遊び、ゲーム、劇。 
26 Geschichte: (独語) n. 歴史、物語。 
27 少年視点への連続性を考えるだけなら、ココは必ずしもキュレイウイルスに感染する必要はない。 
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ただ、空編の［３１：闇に紛れる］のつぐみの行動は、武にキュレイウイルスを感染させてしまおうという

行動である。だから、武に去られて自棄になったつぐみが、そこに倒れている優春らにキュレイウイルスを

感染させようとするのは全くありえない行動とはいえないだろう。 
 3)は大した話ではないが、実は結構チャンスが少ない。［３１：闇に紛れる］で描写されていないが実は撮

影していた、と考えるか、［４６：空知らぬ雨］で武が気を失っていた間に撮影していたかのどちらかしかな

さそうだ。 
 
 
２．３．９． 少年視点１日目 
５０： 覚醒 
 救護室で少年主人公が目を覚まし、優秋と共に脱出口を探す場面である。記憶がなく何もわからない少年

主人公を優秋は引っ張っていってくれる。しかし、優秋は武視点側の面々のような超人的な人間とは違うた

め、少年主人公も優秋に力になってあげなければならない。優秋は少年視点の正ヒロインであり、そのうち

ホクト少年と相思相愛になる予定なのだから、片方が片方に守られっぱなしというわけにはいかないのだ。

これは武視点での状況と大きく異なる点である。桑古木少年もホクト少年と同様優に看護された状態で事故

に遭遇するが、桑古木少年と優春との間に恋愛感情はまったく現れない。おそらく、優春は有能すぎて、桑

古木少年が優春を手助けする状況がまったく発生しなかったのではないだろうか。 
 
５１： 沙羅双樹 
 沙羅とエレベーターで合流し、3 人で脱出口の探索をする場面である。元気で仲の良い二人の女の子に囲

まれて、ホクト少年は早くもオモチャと化す気配が漂い出す。 
 沙羅が閉じこめられていたエレベーターから、沙羅の声とともにココの声がする。これは BlickWinkel の錯

覚により武視点の事象が持ち込まれたと考えたいところである。しかし、ココ編に入るまではエレベーター

にココが閉じこめられていた状況に武は出会うことがないので、ココ編より前では BlickWinkel が錯覚するに

も錯覚する先の情報を持っていない。それに対し、ココは元から『ちょーのーりょく』を持ち、異次元と会

話する能力を持っていると思われるので、BlickWinkel が介在しなくとも、助けを求める声を次元を超えてホ

クト少年の耳に届けることは可能である。ココ編でココが閉じこめられていたエレベーターに沙羅の声がす

るのは確実に BlickWinkel の錯覚だが、この場面の方はココの能力と考えた方がつじつまが合う。 
 
５２： 『再会』あるいは『邂逅』 
 偽武・空・つぐみと合流する場面である。合流した後、制御室で空から LeMU の状況の説明があり、会議

室に移って少年主人公の記憶喪失の話がある。少年の呼び方について、様々な名前が提案される。その内容

は以下の通りである。もちろん全て却下される。 
 
沙羅が提案： 
 ポリフェノール・三郎 
 アスタチーネ・久米川 
空が提案： 
 メモリーズ・オン 
少年主人公が提案： 
三上智也 （“Memories Off” © KID 1999 の主人公） 
石原誠  （“infinity”, “Never7” © KID 2000 の主人公） 
深山直人 （「夢のつばさ」© KID 2000 の主人公） 
早瀬川椎名 （「てんたま」© KID 2001 の主人公） 
穂村元樹 （「想いのかけら Close to」© KID 2001 の主人公） 
伊波健  （“Memories Off 2nd” © KID 2001 の主人公） 
渡良瀬恭介 （“My Merry May” © KID 2002 の主人公） 
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王子様  （お約束） 
 
 この場面でつぐみは、2017 年を再現する状況が展開されることに対しいらだちを隠さない。特に、記憶喪

失を主張する少年主人公に対して疑惑をぶつけてくる。ここでつぐみは「まさか、あなたまでもが・・・」

との言う方をする。つぐみはおそらくこの時点でホクトが自分の息子であることを認識していたと思われる。 
 
５３： 生体反応 
 “Ever17” 大の謎、生体反応の場面である。が、生体反応の問題はややこしくこのゲーム全体に関わるこ

となので、後でまとめて解説することにする。 
 生体反応のチェックの後、優秋と沙羅、続いて偽武と別れた少年主人公は、制御室で空から LeMU の構造

の講義を受ける。ここで出る選択肢「水深 34 m を泳いで上がれるか？」の答えは、攻略上全く影響はないが、

沙羅編エピローグ時に参照されてテキストが変わる。 
 つぐみを探しにいくとき、偽武はつぐみを「猛獣」と表現する。気性の激しいつぐみが武を名乗る桑古木

に会ったときにどのようなリアクションをするかを想像すれば、偽武（桑古木）がつぐみを猛獣呼ばわりす

るのもうなずける。 
 
５４： それぞれの思惑 
 少年主人公が集合場所の警備室に戻ったが誰もおらず、館内を回って各登場人物と話す場面である。大事

な所は優秋と偽武との対話で、優秋からは父親を探している話を聞き、偽武からは今年が 2017 年であるとの

偽情報を得る。偽武は少年主人公に会うとき警備室で真剣にモニターをにらんでいたり、少年と話した後も

忙しそうに出ていくなど、何か独自に活動していることが示される。優秋編［８６：Raphael］で、偽武はコ

コの救出を目的とした活動をしていたことが後に明らかになる。 
 
５５： 少女 
 ココを見つけ、救護室の下の加減圧室でココと会話する場面である。ここでのココは少年主人公を見知ら

ぬ他人として認識しているようだ。ココは「もう、どこにも出られない」と諦めたように言っている。この

ココは、IBF で眠っているこの時点でのココが意識を飛ばして現れたものと思われる。偽武の登場でココは

姿を消すが、これはココが意図的に姿を消したのか、それとも偽武のような大人に見られると消えてしまう

のかここからは判断できない。 
 ココが消えた後、少年主人公は生体反応を確認し、反応数が 5 であることがわかる。生体反応数について

は後で扱う。 
 
５６： 加圧と減圧 
 夜遅くなり、空に加減圧室に案内される場面である。ここでは、減圧症が何かということと、L-MRI が故

障中であることが空によって説明される。 
 
５７： 夢と現（うつつ） 
 偽武の寝言から、翌朝制御室に集合するまで。偽武の寝言は多数のバリエーションの中からランダムに選

ばれる。内容は基本的に優への悪態である。そのバリエーションの多さから、桑古木（偽武）がいかに優春

の尻に敷かれているかが見て取れる28。 
 翌朝、つぐみの態度が穏やかになっていることが描写される。つぐみが夜の間に考え直して偽武らの計画

に乗ってやろうと心に決めたのか、それとも夜の間に十分 LeMU の探索ができたので皆から距離を置く必要

がなくなったのか、このあたりが理由と考えられる。つぐみがどう考えて行動しているかは読みづらく、こ

の先のつぐみの行動を一つ一つみながら考えていきたい。 

                                                           
28 この寝言については、公式の設定解説ファンブックで、落書きを再現するための演技という説も紹介されている。し

かし、2017 年の再現を狙うならば武の寝言を再現すべきである。しかも、脚本を用意しているならばバリエーションは

なく寝言は 1 通りになるはずである。これらの点から、寝言が演技であるとは考えにくい。 
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２．３．１０． 少年視点２日目 
５８： １１９時間 
 空に制御室に呼び出され、隔壁の耐久時間が明らかになる場面である。ただし、耐久時間について偽武が

空に問うたとき、空を制して答えるのはつぐみである。この場面中のつぐみの台詞は、耐久時間の話題にな

ったときの「119 時間後……5 日後でしょ？」と、その誤差についての「±12 時間程度……それが、誤差の

範囲ね？」の二つのみ。その後、余裕の笑みを浮かべて一同を見ている。このあたりから、つぐみは偽武ら

に対し、探りを入れてきているようだ。 
 
５９： リリック・ザ・ミミック 
 食後のジャンケンモノマネゲームとその途中に起こる停電の場面である。モノマネゲームでの注目点は、

「優」をお題に選んだときに沙羅が示す、優秋が以前に族のリーダーだったという話である。だが、優秋を

自分のコピーにしようとした優春がこれを黙認するとは思えないなど、この話の信憑性には疑問がある。放

浪を好んだ優春のコピーであることを考えると、バイクに乗ってたびたびツーリングに出かけていたという

のが実状ではなかろうか。 
 停電になった後は、（珍しくも）優秋が積極的に行動し事態の打開に動く。2017 年で対応する場面での武

は無能のうつけ者だったために偽武も積極的には動けず、2017 年で積極的に動いたつぐみは今回は静観を決

め込む。そうなれば、優秋に出番が回ってくるのは当然でもある。それにより、2017 年と比較して優春より

優秋が役立てる数少ない場面がここに生まれた。 
 つぐみは停電に際し、残りの皆で対処を要求する。仕事を押しつけられるのは御免被るという態度にも見

えるが、後の倉庫の漏水の場面ではつぐみは仕事しており、必ずしも仕事をするのが嫌なわけではない。む

しろつぐみは、自分が一体どういう立場にいるのか探りを入れていると思われる。2017 年に自分がした仕事

を放棄したら、一体彼らはどのようにするのだろう？ つぐみはそこに興味がある。 
 
６０： 闇に浮かぶは朧月29 
 つぐみと空を除く 4 人でアイに乗ってドリットシュトックに降り、発電室の前に来るところまでである。

ここでは、ホクト少年の赤外線視覚が発動し、暗い中の段差を見通したり、熱せられた発電室の扉の前で危

険を察知したりする。 
扉の危険の察知は 2017 年でもつぐみが行っている。沙羅も赤外線視覚を持っているはずだが沙羅は気付か

なかったのだろうか。やや不注意だ。 
 この場面の終わりの選択肢から、優秋ルートと沙羅ルートの分岐が始まる。 
 
６１： 真実の眼 
 優秋側を選んだときにここに進む。優秋についていって修理を行う場面である。ここでは優秋から第 3 の

眼の説明を受ける。その説明の概要は以下のようになる：超人の象徴として 3 つ目の眼を持つ存在は多くの

神話などに見られる。第 3 の眼は生物学的にも存在し、脊椎動物の祖先は光暗差を感知し時間を計る器官と

して 3 番目の眼を持っていた。人間を含む現代の脊椎動物はその器官は体内時計を司る松果体という器官に

変化して存在している。 
 上記の話は、“Ever17” 全体のテーマである『第 3 視点』の導入編である。優秋は第 3 の眼を「なんのこと

はない、退化した器官の一つにすぎない」と言うが、体内時計の存在は、視覚情報を取り扱う上で 2 つ目の

眼に匹敵する意味がある（詳しくは後述の補足解説）。優秋はこの話を役に立たない無駄知識と言い、実際こ

の話が作中再び参照されることはないが、第 3 視点を考える手がかりとなる内容となる。 
 
６２： 月の精 
 沙羅側を選んだときにここに進む。沙羅とともに残る場面である。ここでは沙羅が少年主人公の指を握り

                                                           
29 朧月(おぼろづき): 春の夜のかすんだ月。ここでは赤外線視覚により闇に浮かんで見えた熱い扉のことを指す。 
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しめ、月と海の子守歌を口ずさむ。少なくともここから先は、沙羅は少年が兄の可能性が高いと認識してい

るのは明白だ。月と海の子守歌が 初に登場する場面である。 
 
６３： 帰還 
 発電機の修理が完了し起動させてから、アイに乗ってドリットシュトックに戻ってくるまでである。2017
年側では武がボケ役だが、ここでは空がボケ役になっている。 
 
６４： 触れられぬ月 
 偽武が空にタツタサンドとコーラを渡そうとする行動により、空が RSD であることが判明する場面である。

偽武は、タツタサンドを持ってきた少年主人公を優秋が誉めている間にもう一つのサンドを少年のポケット

からすり取り、そして空が RSD であることを知らないふりをして空にサンドとコーラを投げ渡す。さらにそ

れらが空をすり抜ける光景を見て驚いたふりをする。偽武の演技力が試され、うまく空・優秋・沙羅・少年

主人公を騙すことに成功する。ただ、つぐみはこの茶番を見ていられずに会議室から出ていってしまう。 
 この後、夜になるまでに、少年主人公は空から RSD についての説明を受ける。空によれば、少年と話す前

に（すでに RSD について知っているはずの）偽武にも同じような説明をしたようである。偽武の演技もここ

までくるとご苦労なことである。 
 ココルート上の［５３：生体反応］を通過した後、ココルートをコースアウトして通常ルートに戻った場

合、すでに空が RSD であることが判明しているにもかかわらずこの場面を経由してしまう。“Ever17” の数

少ないスクリプトミスである。 
 
６５： 闇鬼 
 夜、皆とヤミオニをする場面である。この場面は武視点の対応する場面である［１４：ヤミオニ］のとこ

ろでまとめて説明したのでそちらを参照してもらいたい。 
 
 
２．３．１１． 少年視点３日目 
６６： 朝の儀式 
 朝、皆と合流し、朝食までの場面。顔をぼんやりと映す割れた鏡、失われたホットドッグといった、後の

ための前振りとなる描写がされる。だが、普通に優秋や沙羅目当てでプレイしているプレイヤーには何事も

なく流されてしまうだろう。 
 
６７： マヨとなっきゅ 
 優秋の説明により沙羅と優秋との関係が明かされる場面である。沙羅の強烈なコンピューター能力と、優

秋のアクティブな活動ぶりが示される。 
 二人の回想に先立ち、優秋の母親が飼う電子犬（＝ピピ）の話がされる。続いて、優秋はまだ家に来たこ

とのない沙羅を家へ誘うが、沙羅は乗り気にならない。沙羅は自身に向けられているライプリヒ製薬からの

監視が優秋の家にまで及ぶのを避けたかったと思われる。 
 回想を終えた後、優秋は用事があると言って一旦皆と別れる。その内容は［６９：エンコード/デコード］

で明かされる。 
 
６８： 非予定調和 
 会議室に戻った少年主人公・沙羅・偽武が、ホットドッグを食べているつぐみを発見し偽武が怒り出す場

面である。怒り出す偽武に対し、つぐみは怒っている理由は予定が狂ったためではないか、と指摘する。予

定とは、2017 年の 2 日目の朝食で武がホットドッグをメニューにしたことを再現する計画を指す。つぐみは

ホットドッグをメニューにするのは妨害したが、この場面中起きる倉庫の配管損傷事故では 2017 年の通りつ

ぐみは修理に協力しており、偽武らの計画を完全に妨害する気はない。ホットドッグを横取りしたのは一種

のイタズラであると沙羅ルート上でつぐみは言っている。 
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６９： エンコード/デコード 
 優秋ルート上の場面。警備室の端末でパスワード破りを試みている優秋のところに少年主人公が向かい、

パスワードの暗号を解く場面である。暗号を解読できたとしても認証を通過できないことには変わりないが、

暗号解読に成功することは優秋ルートのグッドエンドに行くために必須である。認証が通過できない原因は

ログイン名が違っていることで、それは後に明らかとなる。 
 この場面の中で優秋は、自分の父親が行方不明になったのは 17 年前に LeMU で起きた事故のときからだと

言う。LeMU の開業が 2000 年より前ということはないのは確実であり、今が 2017 年ではないことを示唆す

る初めての情報がこれである。 
 母親のパスワード認証を通過できないのは優春・優秋どちらも一緒だが、優春は欲しい情報の在処まで探

ることに成功しているのに対し、優秋はそこまで至っていない。優春と優秋の能力の差がここに現れている。 
 
７０： レストア/ブレイクダウン 
 沙羅ルート上の場面。つぐみと偽武とともに倉庫の配管修理をする場面である。ここはつぐみの描写がメ

インとなっていて、偽武らの計画に乗りつつも自分を見失わないようにするつぐみが描かれている。 
 倉庫で修理中、少年主人公は 2017 年の倉庫での事故の情景を幻視して錯乱し、つぐみに平手打ちを喰らっ

た上で引っ込んでいるよう命じられる。つぐみにとって少年のこの行動は一種予想の範囲であり、少年に対

する厳しい対応は当然である。偽武らの計画をつぐみは読み切っていないので、ここで 2017 年と同様の重傷

をつぐみか誰かに負わせる計画かもしれないとつぐみは思っている。強く警戒していたはずだ。 
 
７１： 月と悪夢 
 沙羅ルート。少年主人公の錯乱は続く。今度は、倉庫の奥の小部屋に入ったところで、過去のホクト少年

が閉じこめられていた部屋に押し込められていた記憶が重なり、少年主人公のホクトの部分が激しい怒りと

なって噴出する。 
 噴出が収まって救護室で眼を覚ました少年主人公は優秋に連れられて小部屋に行く。ここでは少年の赤外

線視覚が印象的になるように描写される。 
 
７２： 正常にして異常 
 両ルート共通の場面。空き時間に優秋と L-MRI の修理(?)をする場面である。ところが、装置はどこも正常

であり、遅れてやってきた偽武が電源コンセントを入れるだけで装置は復帰する。では、1 日目［５６：加

圧と減圧］で空が言った、「重大な故障」とは一体なんだったのだろうか。電源が外れているだけなら、空（レ

ミシステム）はその可能性が高いことを判定できるはずである。可能性としては、実際は電源が外れている

だけなのに「重大な故障」と空に言わせるよう優春がレミに指示を出していたことが一つ考えられる。また、

電源は入っていたが一種のコンピューターウイルスによってソフトウエア的に動かなくさせておいてあり、

ある程度時間が経った後は電源を入れ直すだけで正常動作するように仕組んでいた可能性もある。いずれに

しても、2034 年では、優春らは 2017 年の L-MRI 故障を再現しつつも容易に修理できるように仕組んでいた

こと、優秋は電源コンセントが抜けているのに気付かず正常に起動しないと暴れるという大ポカをやらかし

たことは確実である。この場面でも、優秋と本当に故障していたL-MRIを修理した優春との差は歴然である。 
 
７３： 衝突 
 つぐみと沙羅が対立する場面である。つぐみと沙羅の対立は、沙羅が言う「あの人」とペンダントが原因

になっていそうであることが窺われるが、詳細は明らかにされない。予想される展開としては以下のような

ものが考えられる。1) 沙羅は、つぐみが自分の母親であるという直感を確かめるため、ホログラムペンダン

トをつぐみに見せる 2) つぐみは動揺し、「その人は知らない」などと言って逃げ出そうとする 3) 沙羅は

つぐみが自分同様赤外線視覚を持っていることを知り、つぐみが自分の母親と確信する 4) 沙羅は、自分の

父親がいないのはつぐみが自分を産んだことを彼に隠し、彼から逃げ出したからだと考え、「そうやって、あ

の人からも逃げたんだ？」と問いつめる 5) つぐみはそれを聞いて怒りだし、沙羅を平手打ちにしようとす
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る。以下この場面での描写と同じ。 
 優秋ルートでは、少年主人公がつぐみを追いかけていく。つぐみと話しながら、少年は自分がタイムスリ

ップしたとの仮説を持ち出す。タイムスリップは前作 “Never7” でのキーワードの一つで、前作をプレイし

たプレイヤーならばすぐに前作を連想する。もちろんそれは計算のうちで、前作をプレイした人に「もしか

して今作もタイムスリップネタか？」と誤導させる演出である。この場面の 後、つぐみは、このまま彼ら

に協力していくと 7 日に少年は死ぬと予言する。2017 年の桑古木少年は死んだわけではないので、このつぐ

みの台詞の真意は不明である。一つの可能性は、死は言葉通りの意味ではなく、人間をやめてキュレイキャ

リアー種に変化することを死と表現している説が挙げられる30。他には、つぐみはキュレイウイルスを他者に

感染させることはもう絶対にしないと決心していて、2017 年のようにティーフ・ブラウがホクト少年に感染

したら今度はホクト少年は死ぬのだ、というのが真意であるとの可能性がある。 
 沙羅ルートでは、沙羅が叩かれそうになったところで少年主人公の中のホクトの部分から激情がほとばし

り、少年主人公は錯乱する。そのまま沙羅編に移行する。 
 
７４： 仮説 
 つぐみに対する疑念を抱いたまま少年主人公が LeMU 内をさまよい歩き、警備室に行って優秋と話す場面

である。優秋は少年主人公の提案するタイムスリップ説を荒唐無稽と笑い飛ばす。優秋は正しい。また、優

秋との会話でサイフォンの話題が出て、高圧送風機による LeMU 上部の排水で脱出するという案が出される。

この提案は空によって現状実行不可能とされるが、後に浮島にいる優春らによって実行される。サイフォン

の話も、後に優秋編の 後の脱出のときに利用される。 
 警備室での館内モニターで、偽武が憩いの間で誰もいない空間相手に晩酌している光景がモニターされる。

この偽武の行動は謎だが、公式の設定解説ファンブック31で、酒が飲めなかった 17 年前の武に捧げる乾杯だ

ったと説明されている。他の可能性として、空は監視モニターに映らないので、偽武は空相手に晩酌をして

いた、という解釈もできる。 
 
 
２．３．１２． 少年視点４日目／優編 
７５： 優編 the 1st eye 
 まだ 4 日目になる前、眠れない優秋と少年主人公がレムリア遺跡で話す場面である。レムリア遺跡の場面

は 1 日 1 回 3 日間にわたって続く。この日のレムリア遺跡では、優秋の母親(優春)が LeMU でしている研究

活動の内容が語られる。また、優秋は今起きている事故が仕組まれたものではないかという疑念を明らかに

する。少年主人公はそれに内心同意するが、優秋を元気づけるためにその考えを表にせず、優秋を励ます。 
 
７６： 優編 Malakh32 
 4 日目に入ってからの場面。沙羅によるレミへのクラックが行われる。世界 強のクラッカー沙羅の出番

だが、あまりのレミのセキュリティの高さに阻まれて正面突破に成功せず、空を懐柔する方針に切り替える。

このレミのセキュリティの高さは、まさに沙羅対策とも言える。天才ハッカーである沙羅を社会に放ったラ

イプリヒ製薬は、沙羅がライプリヒ製薬のネットワークをクラックしようとする可能性を十分に認識してい

たはずである。そのため、機密部分であるレミには考えられる 高のセキュリティレベルに設定したのだろ

う。おそらくは侵入者を攻撃するプログラムも多数備えていたと思われる。今回は内部のコンピュータから

の侵入なので、侵入者そのものを攻撃する機構が働いた。外部コンピュータを通した侵入ならばコンピュー

タを攻撃するような機構が働いたに違いない。 
 沙羅と少年主人公は空を説得し、同意を得た上で空をクラックし、空の機密保持義務を外すことでレミ内

の機密情報を得ることに成功する。それにより、田中陽一氏と田中ゆきえ氏がすでに死亡していることが判

明する。 

                                                           
30 この説は公式の設定解説ファンブック(p. 76)で紹介されている。 
31 設定解説ファンブック, p. 87. 
32 malakh: (ヘブライ語) 天使。レミへの侵入者を撃退しようとする空を天使に例えている。 
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 空が行った調査では、社内名簿やメッセージログなどが含まれているため、「田中優美清春香菜」の存在を

容易に認識できるはずである。その情報が開示されれば、優秋が田中ゆきえだと思っていた人物は優春であ

ることが簡単に推測できる。この情報が表にならなかったのは、もちろん話の都合だが、おそらく優春が空

に対する個別命令（「機密保持」や「客の安全」といった抽象的な命令より上位に来る）で優春に関する情報

を彼らに明かさないようにしていたと考えられる。沙羅が空に施したのは自分たちに役立つことを機密保持

より優先するようにしたことに過ぎず、機密保持義務より上位に与えられていた命令には全く手がついてい

ないのである。 
 
７７： 優編 Pandora’s box 
 クラッキングが終わってから、夜中に優秋と逢い引きするまでの長い場面。まず、優秋と少年主人公は、

空が調べてくれた情報に従って推理する。ここで行われる推理の流れは正当で、陽一氏とゆきえ氏はすでに

亡くなっている可能性が高いという結論が導かれる。 
 この推理の途中、ティーフ・ブラウは 30 数年前に発見されたウイルスで、10 年前に撲滅されているとい

う情報が出される。この情報は、ティーフ・ブラウがすぐそこにある脅威として存在する武視点と今が異な

ることを示し、今が実は 2017 年ではなく 2034 年であることの伏線である。 
 推理が一段落付いたあとは、発電機の修理中での負傷、ネズミ騒ぎ、優秋からの伝言と続く。 
 
７８： 優編 the 2nd eye 
 レムリア遺跡の場面その 2。レムリア遺跡の迷宮の奥で、生い立ちの謎が解けず助けを求めている優秋に

対し、同じく生い立ちが謎である少年主人公が謎に挑む場面である。少年主人公が出した解答は、優秋と少

年がどちらもタイムスリップを経験した、というもので、優秋に妄想に過ぎないと一蹴される。少年主人公

はタイムスリップ説を結構緻密に展開するが、実はその内容は “Never7” のネタそのままである。この場面

での少年主人公は、「前作に引き続き今回も同じネタか？？」という疑念を抱いたプレイヤーの代弁者である。

そしてその説が一蹴されることで、今回は違うネタなのだ、ということがプレイヤーに示される。 
 この場面の中で、優秋は自分の誕生日が 9 月 22 日であると言う。この日付は、優の誕生日として当初公開

されている日付 (3 月 30 日) と異なり、両視点での優が別人であることの伏線になる。 
 
 
２．３．１３． 少年視点５日目／優編 
７９： 優編 Astral33 
 翌日、憩いの間での朝食と、それに続く石像に傷を刻むココの幻影の場面である。この優秋編で刻む石像

は東を向いて斜め上を向く像で、本作で描かれるどの 2017 年の場面とも異なる（つぐみ編は南向きの像、空

編は天を仰ぐ像、ココ編は手を胸に置いた像）。ココの幻影と像に付けられた傷の意味を考えてみよう。2017
年に像に実際に付けられた傷は LeMU 圧潰とともに海に沈んでおり、2034 年の像は再建時に新たに作られた

ものと思われる。ココ編と優秋編および沙羅編で傷が異なることから、BlickWinkel が優春に指示して傷を付

けさせていたとは思えない。よって、2034 年の像には実際には傷はなく、少年主人公が見る傷は幻影と考え

られる。幻影だとするならばそこに至る過去に実際にココが傷つけた像と一致している必要はない。この幻

影を見た理由としては、ココによるちょーのーりょくと、BlickWinkel の能力の二つの可能性がある。ただし、

本作の他の描写を見ると、BlickWinkel の能力による幻影は、過去ないしは別次元で BlickWinkel 自身が体験

した内容のことが多い。BlickWinkel は、ココが東向きの像に傷を付ける場面に出会わせることはないので、

今回の場面については、東向きの像に傷を付けるという作中で語られなかった時間軸にいたココがちょーの

ーりょくで次元を超えて少年主人公の前に現れた、という見方ができる。 
 
８０： 優編 Gabriel 
 ドリットシュトックを散歩する少年主人公がココを発見し、連れていこうとすると沙羅だった、という場

                                                           
33 astral: adj. 一般的には「星の」「星からできた」といった意味の形容詞だが、今回を含めゲームで使われる場合は、神

知学(theology)用語での「霊的物質から成る」という意味のことが多い。 
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面。このココは館内を徘徊し生体反応に認識される、IBF に眠るココの意識体と思われる。沙羅はココの姿

を認識していないことに注意したい。 
 
８１： 優編 Yomotsuhirasaka34 

IBF とティーフ・ブラウ（ドイツ語で『深い青』の意）を夢に見る場面。終盤に向けて緊迫感を高める効

果を狙った場面である。 
 
８２： 優編 the 3rd eye 
 レムリア遺跡の場面その 3。優秋が謎を追うことをやめ、謎解きは終わる。恋愛パートがここから始まる。 
 
 
２．３．１４． 少年視点６日目／優編 
８３： 優編 Babylon35 

6 日目の朝での空からの現状報告と、つぐみと空の口論の場面。ここでのつぐみと偽武の行動はいろいろ

と真意を測りかねる点が多い。まず、つぐみが空にヒンメルを通って下に降りようと提案する真意は何なの

だろうか。 
 2034 年のつぐみは、偽武の計画の詳細を知っているわけではない。なので、この後の展開は、圧潰寸前の

LeMU を捨てて IBF に降りそこで救助を待つことになる、とつぐみは考えていると思われる。つぐみはこの

展開を曲げようとは考えず、むしろ積極的にこの展開になるように行動しようとするだろう。別につぐみは

死にに来たわけではなく、子供達を死なせたいわけでもないのだから。2017 年と同じ展開にしたければ、2017
年と同じ行動をとるべきである、そうつぐみは考える。そして、2017 年と同じくつぐみと空との口論が発生

する。 
 そうして発生した口論を見た偽武は、この日のうちに救助が来ることを知っており、口論を再現しても意

味がないことがわかっている。だから、偽武はつぐみと空の口論を止める。ここで少年主人公と優秋と沙羅

を人払いするのは、計画に関わる内容を話してしまってもよいようにするためだろう。 
 口論を止めた後、廊下で偽武は、「なんにも起きねえじゃねぇか……デマカセ言いやがって、あの女！」と

悪態をつく。この「あの女」には 2 通りの可能性がある。1 つはつぐみで、つぐみが口論のときに「今日ヒ

ンメルの扉が開く」などと主張したためヒンメルの扉の前に行ったが何も起きなかった、という可能性であ

る。もう一つは優春で、そろそろ救助してもらいたいのだがまだ音沙汰がないことに対して悪態をついてい

るのかもしれない。 
 
８４： 優編 Asmodeus36 
 沙羅と空が話しているところから、優秋が偽武に狙われている？と誤解して更衣室に飛び込むところまで

の場面。この場面の主役は沙羅で、沙羅が 期の決意を固めている描写がされる。 
 
８５： 優編 Mahakala37 
 優秋による立体視覚の説明と、それを 4 次元に拡張した第 3 視点の説明の場面である。2 つの眼による立

体視覚は優秋の説明で間違いはない。ただ、これを 4 次元へ拡張し、4 次元を把握するには 3 つの眼が必要

という論理には注意が必要である。2 次元までしか同時に検出できない検出器を用いて 4 次元を把握するに

は、検出器が 3 個必要である、それだけのことだ。後述の補足解説の方も参照して欲しい。 
 なお、この場面は、“Ever17” の本質が強く現れている場面である。親密度が上がっている少年主人公とヒ

ロイン優秋が二人きりになって一体何をするか？ 恋愛ゲームならば、間違いなく告白のシーンである（そ

して、他の登場人物達が扉の向こうで耳をそばだてている）。脱出を主題にしたゲームならば、ヒロインが弱

                                                           
34 黄泉平坂(よもつひらさか): 日本神話で、黄泉と現世の境にあるとされる坂。 
35 バビロン(Babylon): 古代バビロニアの首都。虚飾と退廃に満ちた都会の代名詞として使われる。 
36 Asmodeous: 堕天使で、好色で堕落を振りまくが、工学に長けて人間に技術を教えるという。 
37 Mahakala: チベット仏教の守護神。通常 1 つの頭、3 つの眼、2, 4, 6 など様々な本数の腕を持つ。 
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音を吐いて主人公が励ますシーンになるはずだ。だが、“Ever17” でしたことは、第 3 視点の説明である。こ

のゲームの本題は恋愛でも脱出でもなく、第 3 視点である――この場面はそう示している。 
 
８６： 優編 Raphael 
 優秋の名前が優秋であることがわかり、ゆきえ（優春）の名前がゆきえでないことがわかる場面である。

そしてその後、優春からの通信が入り、脱出編がスタートする。 
 脱出編の 初、優春からの通信があり、続いて男が通信に現れ手順を告げる。この訳知りの男は何者なの

だろうか？ 作中名前が出てくる男性のサブキャラクターは、守野茂蔵博士と八神岳士氏の二人しかいない

が、二人とも年齢が高すぎる。なので、この人物は LeMU 内で優春の味方の立場にある一職員だろう。彼の

存在は、優春と桑古木の計画が二人だけのものではなく、LeMU 内部にかなりの同調者がいたことを示唆す

る。とはいっても、それだけのためにわざわざイベント CG を用意して演出することだろうか？というのが

やや疑問だ。もしかしたら、このイベント CG は当初 2017 年で武が助かるプロットだったことの名残で、も

ともとはこの画面に現れるのは武だったのかもしれない。 
 この場面の 後、誰かに話しかけることでその相手の現在の立場がある程度判明する。偽武が 近あちこ

ち動き回っていたのはココの探索を行っていたためである。優秋は茫然自失だ。つぐみは予想外の展開にと

まどっている。空は優春とコンタクトを取ったようだ。沙羅は現在の養い親から離れる準備を済ませたらし

い。 
 この場面の 初に、生体反応数のチェックが行われ、“5” が表示されている。 
 
８７： 優編 Leviathan38 
 中央エレベーターが排水されて一同が脱出を図るが、途中で浸水が発生して警備室に閉じこめられる場面

である。浸水の原因は不明で、再度の排水を行おうにも送風機が原因不明の故障を起こす。インゼル・ヌル

との通信は「BlickWinkel が…現れ……のか？」という謎の言葉を 後に途切れる。生体反応数は “3” を示

す。さて、ここで何が起きたのか。一つの可能性は、通信での言葉通り、BlickWinkel がどこかに出現した影

響である。しかし、ココ編では「BlickWinkel = プレイヤー」が徹底されているのに対し、ここでプレイヤー

が介在しないところで BlickWinkel が現れるのは妙である。また、BlickWinkel が現れたからといっても何で

ホクト少年と優秋を閉じこめられなければならないのか理由がない。もう一つの可能性は、少年に去られて

欲しくないと願った生霊ココが霊障を起こしたというものだ。こちらは理由が明確で、生体反応数も説明で

き、この先のバッドエンド分岐での出来事ともつながる。ただ、果たしてココがそんな非情な真似をするの

か、というのが疑問ではある。だが、基本的にわがままなココの性格、17 年間閉じこめられ続けたココの立

場、優秋編のバッドエンド近辺での出来事を考えると、少年を閉じこめたのはココの仕業とするのが妥当で

はないだろうか。 
 
 
２．３．１５． 少年視点７日目／優編 
８８： 優編 Amrta39 
 優秋編グッドエンドルート。［８５：Mahakala］でできずに先延ばしになっていた、脱出物の典型シーン。

優秋と二人きりになり、少年は脱出した後に告白する約束を交わす。 
 
８９： 優編 Noah’s arc40 
 サイフォン効果を利用して非常階段につながる通路を排水し、脱出する場面。 
さて、本当にサイフォンによって排水されるのか？ 検証してみよう。サイフォンが成立して水が流れ続

けるためには、流路が水で埋まっていることが必要である。流路の管が元も先もそれぞれ水面に浸かってい

るなら、問題なくサイフォンは成立する。しかし、今回のように管の先が空中に解放されている場合、流速

                                                           
38 Leviathan: 聖書で登場する海中の巨大な怪物。 
39 amrta: (サンスクリット語) 不死をもたらす神酒。ヒンズーでの “soma” に対応。 
40 Noah’s arc: ノアの箱船。 
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が大きい 初はうまく流れるが、流速が小さくなると管の先から空気が逆流し、サイフォンは簡単に壊れて

しまう。逆流のしやすさは水の粘性と管の太さに関係し、通路そのものを管にしようとした場合は太すぎて

簡単に空気が逆流し、うまくいかないはずである。それでは本当にだめなのか、というと、実はそうでもな

い。確かに通路は簡単に空気が逆流してしまうが、この LeMU は通路に沿って多数の配管が走っている。こ

の細い配管でサイフォンをかければ、 後まで排水が可能である。つまり、 初は通路がサイフォンとなっ

て一気に水かさが減り、残りは通路に沿った配管のサイフォンによって排水された、と考えればこの場面の

説明がつく。 
排水後、脱出しようとする少年の前にココが現れる。物語上の意味は、「主人公達は助かったが、まだココ

は閉じこめられたままだ」と示すことである。ココは何をしようとしていたのだろうか。ココはいつでも姿

を消すことができるので、 後の挨拶をするだけならヒンメルまで逃げる必要はない。そうすると、少年主

人公をヒンメルに呼ぶことそれ自体が目的となる。ヒンメル（天国）に連れていく……言葉の意味から考え

れば、死なせようとしたことになる。 
 
９０： 優編 Machonom41 
 優秋編グッドエンド。無事少年主人公と優秋はインゼル・ヌルにたどり着く。そこにいるのは沙羅と偽武

で、つぐみは姿をくらましたという。空と優春も実はそこにいることは、次のエピローグで語られる。 
 脱出した後、少年は約束通り優秋に告白する。脱出劇はこれにて終了である。 
 
９１： 優編 Shehaqim42 
 優秋編バッドエンド。閉じこめられた優秋と少年主人公は脱出の手がかりをつかめず、浸水に巻き込まれ

て絶命する。 後、少年はココに導かれ、優秋を連れてヒンメルの扉の前にたどりつく。そこで致命的な浸

水が起こって海水に飲み込まれた少年は、ヒンメルの扉が開く感覚を覚える。ヒンメル（天国）の扉が開く

……それは死を意味するものだ。 
 
 このバッドエンドの後、残りの人々はどのような道をたどるのだろうか。優春と桑古木は BlickWinkel 発動

作戦に失敗したことになるが、これ以上武とココを放置する必要はないので、IBF から武とココを救出し、

ライプリヒ製薬転覆も実行される。救出された武とココは、優秋を失った田中家に入る可能性が高い。桑古

木家でもよいが、田中家の方が金銭的な余裕と社会的地位と公的機関へのコネクションがあるのでいろいろ43

とやりやすい。優春は別な方法で BlickWinkel を発動させてタイムパラドックスを回避するのを目標に第 3
視点の研究を続行する。桑古木は優春の研究を手伝いつつ、ココの顔を見るために田中家に通う日々となる

だろう。つぐみは［９０：Machonom］で描写されているように、インゼル・ヌルに出てすぐ姿をくらまし、

裏社会に戻っていく。ライプリヒ製薬は倒れるが、つぐみはまたいつ別の勢力から狙われてもおかしくない

立場だ。表に出てくることはまずない。沙羅は、ライプリヒ製薬の内部者であり兄？を死なせた元凶でもあ

る優春と桑古木の保護下に入るのを承諾するとは思えず、つぐみと同様裏社会に入ることになるだろう。 
 
９２： 優編 Multiverse 
 優秋編エピローグ。優秋編クリア 2 回目以降か、1 回目で優秋好感度が 大まで達していたときに入る。

脱出直後優春から話を聞く二人の情景と、優秋とホクト少年がつき合っている 2 年後の情景が描写される。

ただ、優春の話の内容はココ編までお預けだ。2 年後のシーンでは、別な可能性をたどり、そしてやはりつ

きあっている自分たちがいるとホクト少年は主張する。これはやはりココ編の前振りである。このように、

優秋編は 後までココ編の前振りとして作られていることがわかる。 
 
 このエンディングの後、登場人物達はどのような道をたどるのだろうか。つぐみが姿を消してしまってい

るが、基本的に優秋編はココ編と同じだ。優春はホクト少年に過去の全てを話し、おそらくは沙羅にも同じ

                                                           
41 Machonom: 天使の住まう天界の第 4 層。エデンの園。 
42 Shehaqim: 天使の住まう天界の第 3 層。信心者のための楽園と不信心者のための地獄の 2 地域に分かれている。 
43 公的書類の操作など。 
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話をする。優春は一同を連れて武とココを救出する。ホクト（と沙羅）は武が父親であることを知らされれ

ば、ライプリヒ製薬の手による養い親から離れ、倉成家に入ることになるだろう。ココと空もおそらく倉成

家行きだ。つぐみについては、優春らの捜索でそのうち連絡を取ることができるだろうが、つぐみは今さら

母親面して倉成家に入ることは嫌がると思われる。つぐみは基本的に一匹狼だから、互いに達者であるとわ

かればそれで十分だろう。 
 
 
２．３．１６． 少年視点４日目／沙羅編 
９３： 沙羅編 常 ～とこしえ～ 
 沙羅編を象徴する雰囲気を持った場面。宇宙クジラの部屋で、ペンダントにライターの光を当てて赤外線

ホログラムを見ていた沙羅に少年が声をかける。赤外線ホログラムを見ることができる少年に沙羅は驚いて

固まってしまう。その後、クジラの息継ぎのときに我に返った沙羅が少年に体当たりをしかけてきたため二

人してクジラからずり落ち、少年の手にペンダントが残される。 
体当たりをしかける沙羅の行動はややわざとらしく、少年にペンダントを押しつけようとするような意図

があるようにも見える。しかし、次の場面ですぐに沙羅は返してもらうように言ってくるので、そうではな

いようだ。どちらかというと、少年が兄だと確信した沙羅が甘えてみたというのが本当のところだろう。 
 ここの場面のイベント CG で描かれるホログラムの中のシルエットは、少年主人公は見たことがない人物

と表現するが、プレイヤーに対して「武に似てないか？」と思わせるつくりとなっている。ここの部分は 
“Ever17” の本質に関わる重要なものだ。真実はホログラムの中が本物の武で少年視点の武の方が武に似た別

人なわけだが、プレイヤーに真実を明らかにしたときにそれを納得させるためには、ここでプレイヤーに「ホ

ログラムが（偽）武と似ている」と思わせておくのが効果的なのだ。 
 
９４： 沙羅編 探 ～のぞみ～ 
９５： 沙羅編 惑 ～とまどい～ 
 ペンダントの欠けた部分を探して救護室を偽武とともに探し回るところから、少年が発電機の修理中怪我

をして手当を受けるまでの場面。この二つの場面は、ペンダントの特徴（ペンダントが欠けているのは元か

らである、ホログラムは普通の人には見えない、ホログラムに記録されているのはおそらく沙羅の父親）を

描写するのがおもな目的の場面である。 
 
９６： 沙羅編 禊 ～みそぎ～ 
 非 18 禁の恋愛ゲームのお約束、ヒロインの水着シーン。水着シーンの目的はヒロインの人気取りで、それ

はここでも変わらない。もちろん、この場面は沙羅編 後の脱出につながる前振りでもある。ただ、どちら

かというと水着シーンを入れる方が先にあって、それを単なる人気取り場面とせず物語上に意味を持たせよ

うと苦心した結果がこの場面と沙羅編 後の脱出場面とのつながりであるように思う。 
 
 
２．３．１７． 少年視点５日目／沙羅編 
９７： 沙羅編 伝 ～つたえ～ 
 優秋編の［７９：Astral］と同一内容の場面である。 
 
９８： 沙羅編 生 ～まほろば～ 
 この場面も 初は優秋編［８０：Gabriel］と同じだが、こちらではココと話すことはできず、代わりに沙

羅がクジラの上で子守歌を唄っているのを見る。少年主人公は沙羅に声をかけず、そのまま沙羅は宇宙クジ

ラの部屋が浸水するまでそこに居て、浸水で溺れることになる。なお、優秋ルートでの沙羅は少年がココと

間違えて部屋から連れ出すので浸水に遭遇せず、ココルートでの沙羅は浸水前に宇宙クジラの部屋で親子の

確認を行い、部屋から出たので浸水に遭遇しないで済んでいる。 
 宇宙クジラの部屋に取り残された沙羅を助けに行くのはつぐみである。積極的に沙羅救出に動くつぐみを
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少年主人公がいぶかるのに対し、つぐみは「『仲間』だから」と答える。これは 2017 年にチャミを助けよう

とした武の台詞であり、つぐみのこの行動の裏には 17 年前に死んだ（と思っている）武に対する感情がある

のが窺われる。 
 沙羅は心停止の状態で助け出され、救護室でつぐみらの必死の蘇生も効果を及ぼさない。その沙羅を蘇ら

せたのは少年による台詞「助けに行くって言ったじゃないか」「待ってるって言ったじゃないか」である。少

年が沙羅の兄として呼びかけることが沙羅を蘇生する決め手となった。 
 
 
２．３．１８． 少年視点６日目／沙羅編 
９９： 沙羅編 蘇 ～きおく～ 
 少年の親指に埋まっていた欠片が割れたペンダントの失われた部分と一致すること、ペンダントが赤外線

ホログラムであること、そしてホクト少年と沙羅が兄妹であることが判明する場面である。これらの情報が

目の前に出され、少年主人公に眠るホクト少年の記憶が蘇る。 
 少年が眠っている間に欠片の摘出手術と遺伝子鑑定が行われているが、これが突然行われているのは妙で

ある。特に、遺伝子情報は重大なプライバシーであり、無断で遺伝子鑑定を行うことは通常できないはずで

ある。これについて、前日からの流れを見てみよう。沙羅の蘇生の後、熱を出していた少年は体調が悪化し

て倒れてしまう。そうなれば当然 L-MRI の出番となり、全身スキャンが行われる。そして親指に埋まった欠

片が見つかる。このような物を体に入れておいてもろくなことはない点や、これが少年の素性を探る手がか

りになる点を考慮した（空や優秋は記憶喪失で錯乱を繰り返す少年に手を焼いていたはずだ）空と優秋は摘

出手術を行い、欠片を鑑定する。そして赤外線ホログラムであることが判明し、優秋がペンダントについて

少年と話したのを思い出して44沙羅のペンダントと照合し、欠片が沙羅のペンダントの一部であることが明ら

かとなる。沙羅と少年が赤外線視覚を持っていることから、二人が血縁である可能性濃厚となる。ここまで

来たところで、「少年が錯乱状態を繰り返すのは、記憶喪失で立場に不安なのが一因である。少年と沙羅が血

縁であることを示せば、精神的に安定するのではないか」と優秋が考え、無断の遺伝子鑑定に踏み切った45と

いうのが想像される流れだ。 
 
１００： 沙羅編 契 ～ちぎり～ 
 ホクト少年の過去の記憶が蘇り、その内容が描写される。だが、少年主人公は自分が沙羅の兄であること

が納得しきれず、それを否定して沙羅から逃げ出してしまう。無事記憶を取り戻してめでたしめでたし、後

は LeMU から脱出するだけ、というプレイヤーの予想を裏切る展開である。この予想外の展開によって、記

憶喪失以外にまだ解決していない問題が少年にはあるのだとプレイヤーは強く意識することになる。 
 過去に二人を施設に誘った「スーツを着た優しそうな女の人」とは優春ではないか、との疑惑がある。こ

れについては作中他に一切描写がなく判断できない。一応、公式の設定解説ファンブックのタイムライン46で

は、二人が施設に入った時点では優春は LeMU/ライプリヒに就職していないことにはなっている。 
 
１０１： 沙羅編 兆 ～きざし～ 
 唐突に脱出編が開始される。上に居た優春らがタイムリミットと判断し、高圧送風機を稼働させ中央の非

常階段を排水したことによるものだ。だが、少年主人公の記憶の問題はまだ解決しておらず、何よりもまず

沙羅と少年主人公が心を通わせるに至っていない（それどころか、前の場面で決裂状態だ）。この状態で脱出

しておしまいというわけにはいかない。沙羅は LeMU を出てからの未来に絶望し、LeMU に残る。少年主人

公は沙羅を救出に向かう。 
 
 

                                                           
44 少年は空にペンダントのことを話していなかった。 
45 この時代には、無断の遺伝子鑑定は法律で禁止されている可能性が高い。空が単独で法を破るような行動を起こすと

は考えにくいが、決めたことには突き進むタイプの優秋ならばやりそうだ。 
46 設定解説ファンブック、p. 69. 
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２．３．１９． 少年視点７日目／沙羅編 
１０２： 沙羅編 結 ～きずな～ 
 グッドエンドルート。沙羅を探しにツバイトシュトックに向かう選択肢をとったときにここに入る。ここ

までの展開から考えて、沙羅がいる場所は救護室以外にありえない。救護室があるのはツバイトシュトック

だ。少年主人公は救護室にいる沙羅を発見し、沙羅のこれまでの想いを聞く。ここにきてやっと二人は心を

通わせることができた。あとは脱出するだけだ。 
 沙羅編での脱出方法は、身体と肺に 4.5 気圧に圧縮された空気をため込み、その 4.5 倍の酸素で水面まで泳

ぎ切る、というものだ。身体が強靱な半キュレイにしかできそうにない方法だが、一応理にはかなっている。 
 
１０３： 沙羅編 交 ～まじり～ 
 バッドエンド。沙羅を探しにドリットシュトックに向かう選択肢をとってしまったときにここに入る。こ

の場合は救護室に向かうのが遅れるため、沙羅は過酸素症でふらふらの状態にある。沙羅はこれまでの想い

を聞かせることができずに力つきてしまう。少年は慌てて沙羅を支えて泳ぎ出すが、十分な準備なしに海に

出ても溺れるだけだ。 
 さて、このバッドエンドでは沙羅と少年が死亡することになるが、他の人々はこの先どうなるのだろうか。

武とココは救出され、ライプリヒ製薬は倒れる。しかし、武の子供二人を死なせてしまった優春と桑古木は、

武とその後つきあい続けることはできないだろう。さらに、つぐみは優春と桑古木に激しい敵意を覚えるこ

とになるし、優秋も優春と桑古木を許すことはないだろう。とにかく、これはどうしようもないバッドエン

ドだ。 
 
１０４： 沙羅編 永 ～みらい～ 
 沙羅編エピローグ。1 回目の沙羅編プレイ時に好感度が足りているか、2 回目以降沙羅編をプレイしたとき

にスタッフロール後ここに入る。通常は 1 回目で入ることができるはずである。 
 ホクト少年と沙羅は無事にインゼル・ヌルまでたどりつく。二人は、まだ誰にも見つかっていないのをい

いことに、このままどさくさに紛れてライプリヒ製薬の手から二人で逃亡しようと決意するところで沙羅編

は終了である。 
 さて、このエンディングの先はどうなるだろうか。本当に誰にも見つからず浮島から脱出できるのだろう

か。ライプリヒ製薬が倒れても逃げ続けるのだろうか。ここで、一つの可能性を提案してみたい。浮島に出

たつぐみは、二人を案じてその場にとどまる可能性もあるが、ライプリヒ製薬の手に落ちないために一旦桑

古木らと離れ、陰から様子を見る可能性が高い。ところで、長年の逃亡生活の経験がありしかも赤外線視覚

を持つつぐみに対し、ホクト少年と沙羅は逃げ隠れが上手いとは思えない。二人はあっけなくつぐみに見つ

かってしまうのがオチだ。だが、つぐみが二人を発見したら、何というだろう。3 人でライプリヒから逃げ

よう、となるのが確実だ。未成年の二人にはかくまってくれる大人が必要だし、つぐみにとってもこれで子

供達とまた一緒になれるのだから。百戦錬磨のつぐみがいれば浮島から脱出するのはたやすい。そのまま逃

げ切れるだろう。優春・優秋・桑古木は海中を捜索するが二人を発見できず、二人は水死したと扱う。ライ

プリヒ製薬は倒れ、武とココは救出されるが、優春や桑古木との関係はバッドエンドと同様微妙だ。優秋と

優春・桑古木との関係も微妙である。だが、この微妙な関係も長くは続かない。ライプリヒ製薬が倒れ、倒

した首謀者が優春と桑古木であることをつぐみ達 3 人が知ったら、いろいろ思うところがある 3 人は何らか

のアクション47を彼らにしてきて、自分たちの無事を知らせるだろうから。そうなれば、武・ココ・優春・優

秋・桑古木の間のわだかまりはなくなり、一致団結して 3 人の行方を追うことになる。鬼ごっこのはじまり

だ。 
 
 
２．３．２０． ココ編／武視点１・２日目 
５：ツバイトシュトック ～ １４：空を歩む 
 ココ編では、新たな選択肢が次々と登場し、それまでの展開とは異なる展開になるような選択肢を選び続

                                                           
47 お礼参りとか。桑古木を闇討ちしたり、桑古木のコンピューターをクラックしたり。 
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けることで進行する。 
 追加される展開は以下の通り。 
 
［６：ドリットシュトック］ 
 ドリットシュトックに流れ着き、つぐみ・空とともに移動を始めたところで、武はココがエレベーターの

壁を叩いて助けを求めているのを聞きつける。武はココをエレベーターから救出する。エレベーターの中か

らはココとともに沙羅の声もする。BlickWinkel の錯覚と思われる。 
［９：減圧症］ 
 武はなぜかココが減圧症ではないかのような疑いを持つ。ココがティーフ・ブラウを発症する記憶を

BlickWinkel が持っていることによる。ココの体調不良の本当の原因は実のところわからない。 
［１４：空を歩む］ 
 空は見られることではじめてそこに存在する、という空の台詞を、目をつぶってみて確かめる。これはコ

コ編の内容と直接因果関係はないが、「視点」の重要性を改めて示すシーンである。 
 この場面の 後、レムリア遺跡に人影を見た武は遺跡に入っていく。この時点でココ編が確定する。 
 
１０５： ココ編 写真拝見 
 レムリア遺跡に入り、優春のアルバムを優春・ココと共に見る場面。赤ん坊の写真（優秋の写真）を見た

武は、「優の子供！？」とボケを入れるが、これは後で図星と判明する。 
 この場面では、武の家族構成に関して選択肢が出される。これは “Never7” であったものと同じ、主人公

とプレイヤーの同一性維持のための攻略上無意味な選択肢である。この時点では BlickWinkel は武の中に居る

わけだから、プレイヤーの視点も武に一致させる必要があるわけだ。 
 
１０６： ココ編 唯我誰君 
 ［１５：ヤミオニ］を途中挟んでこの場面に入る。ヤミオニの 後、ピピが蹴ったと思われる缶の音を聞

いた BlickWinkel は、2034 年でヤミオニをしているホクト少年に乗り移る。直後は事故後の記憶を持つホク

ト少年と BlickWinkel とで自意識が混乱し、その後もホクト少年の意識を保ちつつもすっきりしない気分がつ

づく。 
 この場面の 後、これまでプレイヤーに巧妙に隠されていた事実の一端が明らかとなる。種明かし編の始

まりである。ここで明かされるのは少年主人公の姿と顔である。当然ここは驚く場面なのだが、プレイヤー

以上に少年主人公が驚いて錯乱してしまい、少年主人公は気を失って翌日に続く。 
 
 
２．３．２１． ココ編／少年視点１・２日目 
５０：覚醒 ～ ６５：闇鬼 
 武視点と同様、新たな選択肢が登場し、異なる展開になるように選び続けることで進行する。 
 
［５１：沙羅双樹］ 
 沙羅が閉じこめられていたエレベーターからもう一人の女の子の声がしていたが、少年主人公はそれが気

のせいだとは思えない。 
［５３：生体反応］ 
 少年主人公はなぜか空が RSD であることがわかり、生体反応が正しくは『5』であると主張する。 
［５４：それぞれの思惑］ 
 ライプリヒ製薬が LeMU を建造した理由は微生物研究目的だと少年主人公が言い当てる。 
［５５：少女］ 
 加減圧室で出会う少女が八神ココという名前であることがなぜかわかる。 
［６０：闇に浮かぶは朧月］［６２：月の精］ 
 配管室前で二手に分かれず、全員で配管室に入る。工具を取りに少年主人公が一人で配管室を出ると、コ
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コの幻影に遭遇する。その後の展開は［６１：真実の眼］に準じるが、シーンタイトルは［６２：月の精］。 
［６４：触れられぬ月］ 
 武視点と同様、空は見られることではじめてそこに存在する、という空の台詞を、目をつぶってみて確か

める。なお、すでに空が RSD であることは判明しているので、武が空に缶を渡す演技の場面はスキップされ

る。 
 
１０６：ココ編 唯我誰君 
 ［６５：闇鬼］から続く。武視点の同場面での、救護室で偽武に起こされるところから始まる。後は武視

点と同様である。 
 
 
２．３．２２． ココ編３日目 
１０７： ココ編 追憶後顧 
 少年視点からスタートしたときか、ココ編３日目のショートカットから始めたときにこの場面に入る。こ

の場面は BlickWinkel が 2034 年のホクト少年から 2017 年の武に移動し、武の記憶が混ざって混乱するところ

である。ゲーム上の役割は、少年視点で始めたときに描写されなかった武視点での出来事を武の回想の形で

ハイライトで示すことである。（武視点からスタートしたときは、少年視点側の出来事のハイライトは［１０

６：唯我誰君］の 初に示される） 
 
１０８： ココ編 満身創痍 
 つぐみの負傷で始まる場面。武視点側の展開は元と全く同じである。つぐみを救護室に運び込んで優春が

手術に入った直後、視点が切り替わり少年側に移動する。 
 少年視点に移り、2034 年の様子が描写される。それによると、前日の夜中ホクト少年が鏡の前で泡を吹い

て倒れ、救護室に運び込まれた。残りの皆は交代で少年の見張りをすることになり、そのまま翌日を迎えた。

倉庫で浸水事故が発生して、少年とおそらく見張り以外の皆で修理した。沙羅が見張りをしているところで

突然少年が救護室を抜け出してわんわん泣き出した48。…残りの皆にとってなかなか大変な状況である。この

場面に入ってからの少年主人公は落ち着いており、特に錯乱せず鏡を確認したり、優秋のパスワード解析を

手伝ったり、倉庫の奥の部屋を検分したりする。 
 
１０９： ココ編 陽鳥指輪 
 少年主人公が、自分の方に頻繁に視線を向けてくるつぐみが気になり、つぐみと話す場面。つぐみは、皆

に会いにいくのはジュエル・チョコのチョコのようなものだと答える。もちろんジュエルリングの方はホク

ト少年のことを指す。沙羅のことも指すはずだが、元気でやっている沙羅に比べれば精神不安定なホクト少

年の方が気になるのも当然だろう。 
 
１１０： ココ編 朧月贖罪 
 少年主人公がイルカメリーゴーランドに偽武の様子を見に行くところから、2017 年での空と武の対話、コ

コのつぐみへの謝罪、スプリンクラーで花に水をやる空と続く場面。 
 ココ編の大きな特徴の一つに、登場人物達が精神退行していく点が挙げられる。この場面はそのはじまり

で、両視点の桑古木がいかれ気味になる。もちろん 2034 年の桑古木（偽武）は本当にいかれているわけでは

ないが、透明な空と対話する桑古木は確かに不気味だ49。同じ行動をしていた武も桑古木少年から見れば不気

味だったに違いなく、その光景は桑古木少年が気を失った原因の一つと思われる。 
                                                           
48 公式の設定解説ファンブックは、ホクト少年の錯乱した行動がその大人びた容姿に似合わないと指摘している。ここ

でわんわん泣くホクト少年はその似合わない たるものである。 
49 2034 年での偽武は、2017 年に空と対話していた武を真似していただけで空と話していたわけではないとする説もある

（設定解説ファンブック、p. 59）。だが、［６４：触れられぬ月］によれば、偽武は 初から RSD を知っているにもかか

わらず、武のときと同様に空から RSD の詳しい説明をマンツーマンで受けている。このことから、この場面でも偽武は

武のときと同様の会話を空としていて不思議はない。 
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 2017 年での出来事で通常ルートとの大きな違いがつぐみとの関係に現れる。通常ルートではつぐみに謝っ

た武とつぐみが口論となるが、この場面ではココがつぐみと話すために口論に発展せずに済む。有能ながら

もバラバラになりがちな 2017 年メンバーを一つにまとめるのはココだけなのだ。 
 
 
２．３．２３． ココ編４日目 
１１１： ココ編 同胞児戯 
 この場面は、「パパ」と「お兄ちゃん」が二つの視点をつなぐキーワードとなる。どちらの視点においても、

「パパ」は武であり、「お兄ちゃん」はホクト少年である。まずは 2034 年側、沙羅と少年主人公は宇宙クジ

ラの部屋で赤外線ホログラムを見る。そこに映る武は彼女のパパである。2017 年側に移って、武をたたき起

こしたココは武をパパ呼ばわりする。なぜパパなのか、という点はココは明かさないが、この場面中ココは

自分に空間・時間を超えた知覚能力（クレアボヤンス・プレコグニション／ポストコグニション）があると

言っているので、武が父親になることを予見しての発言と思われる。 
 ココ編名物精神退行・武のひよこごっこを行った後、ココの「お兄ちゃん」の寝言とともに 2034 年側に移

る。2034 年ではホクト少年と沙羅の兄妹の関係が明らかとなっている。兄妹の記憶が蘇る場面は描写されず、

過去の出来事として描かれており、プレイヤーはホクト少年にとって も大事な場面を共有することができ

ない。これは、ホクト少年がプレイヤーの視点から外れる前触れである。 
 
１１２： ココ編 比丘尼涙 
 少年が唄う子守歌を媒介に 2017 年に移る。ココ編名物精神退行・優春のひよこごっこがあったはずだが、

残念ながらすでに終わっていて見ることはできない。この場面で行われるのは、ココによる八百比丘尼の話

と優春による浦島太郎の話だ。八百比丘尼の話は不老不死のつぐみとずっと IBF で待ち続けるココを象徴し、

浦島太郎の話は目が覚めたら 17 年後の武を象徴する。武は夢のないことにこの二つの話を一蹴するが、一蹴

した浦島太郎の運命が自分を待っているとはつゆ知らない。 
 この場面の 後、突然優春は苦しみだして倒れる。救護室へ運んでいく途中で 2034 年に移る。 
 
１１３： ココ編 原罪称号 
 この場面のテーマは名前である。2034 年側では、優秋の名前である「優美清秋香菜」、少年の名前である

「ホクト」、この二つの名前が明らかとなる。ホクトの名前が表に出るのはこれが初めてだ。だから、

BlickWinkel が重なっている少年主人公には初めて聞く名前である。少年主人公は自分のアイデンティティが

未だにつかめず、頭が痛くなってそのまま 2017 年側に移る。2017 年側で明らかになるのはハムスターの名

前の「チャミ」、つぐみの名前の漢字の「月海」、そしてココがつぐみを呼ぶ「ママ」。月海は子守歌の名前と

して後に再登場し、ママは武に対するパパに対応し、後に本当にママになる予見である。 
 この場面の 後、倒れてから 1 時間ほどの安静の後復活した優春が自分に秘密があることを明かす。その

内容を語るのは後の場面（［１１７：３４春秋］）に回され、とりあえず 2034 年に戻る。 
 
 
２．３．２４． ココ編５日目 
１１４： ココ編 芋虫ＤＪ 
 ココ編名物・精神退行の優秋編からスタートする。両親がすでに死亡していたことを知らされた上に、レ

ミへのアクセスの試みに失敗して壊れ気味の優秋とレムリア遺跡にて話す。名前について云々していた前の

場面をひっくり返すかのように、少年主人公は自分の名前（ホクト）はどうでもよいと発言するが、もちろ

んどうでもよいわけはない。優秋が去った後、ココに呼びかけられる名前はやはり「ホクト」である。 
 2017 年に視点を移し、芋虫ごっこの時間である。芋虫はどうでもよいが、ここで大事なのはココが唄う月

と海の子守歌だ。この歌は沙羅編で重要な役割を果たしていて、プレイヤーおよび BlickWinkel にはおなじみ

の歌である。武は内に眠る BlickWinkel に引きずられてこの歌に懐かしさを覚える。さらに、ココは、この歌

を次元を超えてホクトに聴かせ、ホクトの内に眠る BlickWinkel に呼びかける。覚醒まではもうすぐだ。 
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 以下にこの場面の補足を述べる。優秋はレミへのログインが失敗するのはパスワードが違うのではなくロ

グイン名が違うことに気付き、空から名前を聞き出すことにする。しかし、後の場面で優秋がレミのアクセ

スに成功したかは定かではない。［７６：Malakh］で解説したように、空は個別命令によって優春の存在を一

同に隠している可能性が高く、その場合は空から聞き出そうとしても無駄ということになる。 
優秋が立ち去った後、ホクトの前に現れるココは赤外線を放っていることがわざわざ明示されている。こ

のことと、生体反応が赤外線を使って探知していると前に説明されていることから、ココの意識体が生体反

応数に勘定されることが判断できる。 
 
１１５： ココ編 披瀝寸劇 
 ココのコントと米っちょの場面。恋愛（？）ゲームとして、ココの魅力（？）を描く場面である。 
 ここでココが話す米っちょ（看護婦と医者）は、二つの視点が実は別世界という “Ever17” の世界を暗示

している。これだけあからさまな暗示ができるのは、ネタばらしが目前だから、プレイヤーが世界の構造に

気付いてしまってももう構わないからである。 
 
１１６： ココ編 創痕房事 
 武とつぐみの場面。クヴァレでつぐみはキュレイキャリアーについて武に話し、武はその話をありのまま

に受け入れる。ココのおかげでつぐみと武の仲は悪化しなかったために、つぐみ編よりも早いこの時点で二

人は一つになった。（つぐみ編で二人が一つになれるのは IBF に降りてから） この場面の 後、沙羅編で鍵

となるアイテムだった赤外線ホログラムの撮影が行われる。これによりホログラムペンダントの正体が判明

し、そこから次々と謎が明らかになっていく。 
 
１１７： ココ編 ３４春秋 
 怒濤の謎解きが始まる。両視点の警備室で優と話しながら謎が明かされていく。ここで明かされるのは、

それぞれの視点の正しい年代、優春の抱える秘密の内容、優春と優秋の関係である。 
 
１１８： ココ編 融解涼権 
 謎解きは続く。まずは宇宙クジラの部屋にて親子の感動の対面をし、つぐみの過去が語られる。続いて、

偽武が 2017 年の少年と同一人物であることが明かされる。これにより、ココを除く全ての登場人物の説明が

なされたことになる。 
 
１１９： ココ編 ４ＤＢＷ 
 ここでいったん謎解きは中断する。残る謎（少年主人公の謎、ココの謎、世界の謎）はあまりに突飛で異

質なため、いきなりは明かせないのだ。この場面では、宇宙クジラの部屋でココが 4 次元視点について語る。

内容は空編［１９：空を吹く風］と重なるが、説明は多ければ多いほどよい。また、空の立場はココ編のこ

こまでに説明がなかったが、この場面の存在によって空編の意味（＝第 3 視点をプレイヤーに説明すること）

がプレイヤーにわかるようになっている。 
 この場面でのココの説明により、BlickWinkel の完全覚醒の準備が整ったことになる。ココは少年主人公に

「BlickWinkel さん」と呼びかけ、二人の主人公と BlickWinkel の分離が始まる。 
 
 
２．３．２５． ココ編６日目・７日目 
１２０： ココ編 解脱涅槃 
 ここから、プレイヤーの代理たる主人公は武から離れ、第 3 視点の立場で 2017 年の出来事を見ることにな

る。元の武視点と同様、ココのティーフ・ブラウ発症から IBF へ移動、IBF の捜索、一同のティーフ・ブラ

ウ発症へと続く。ここまで来たところで、今回は武の発案によりつぐみから対ティーフ・ブラウ抗体が抽出

され、一同に接種される。これにより一同はキュレイウィルスに感染し、［４８：Spiel］で述べた 2034 年に

つなげるための手続きが完了する。さらに、この場面ではつぐみが 2017 年に LeMU に来た理由（ライプリヒ
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製薬に自分の存在を見せつける）と、T.Y.氏の正体（田中陽一氏）が明かされる。その後は基本的につぐみ編

に準じて状況が進む。外部との交信に成功し、つぐみはチャミを連れに LeMU に戻って取り残され、武は無

謀にも LeMU に向かいつぐみを連れて帰る。その途中で空の記憶のバックアップも確保する。帰ってみると

救助隊が来て他の人々を連れていった後で、武とつぐみは潜水艇を呼びつつ休息する。 
2017 年側の LeMU はこれで役目を終えた。2034 年の LeMU は BlickWinkel を今が 2017 年と騙すための舞

台装置なので、2017 年側で LeMU が用済みになれば、2034 年側でも LeMU の役目は終わりである。そこで、

ここまで来たところで視点を 2034 年に戻し、一同は優春と桑古木の導きにより LeMU を脱出する。 
 
１２１： ココ編 寂滅降臨 
 とりあえず用済みになった LeMU から出たところで、2017 年の残りの再録部分（潜水艇による脱出）を描

写する。それが終わったら 2034 年の少年視点に戻り、少年主人公は空に連れられて優春に引き会わされる。

そして、優春は BlickWinkel に向かって少年主人公に語りかけ、BlickWinkel が覚醒する。 
 
１２２： ココ編 猛犬注意 
 BlickWinkel の覚醒により、能動的に視点を時間軸上好きな場所に移すことができるようになる。

BlickWinkel は、ホクトの耳を通して優春からココが閉じこめられていることを聞くと同時に、2017 年のピピ

の視点を通してココの状況を知る。 
 この場面のピピの活躍は、ただの電子犬とは思えないものである。BlickWinkel がピピに乗っていたからこ

そできるものとも考えられる。 
 
１２３： ココ編 復活永眠 
 解決編の始まりである。BlickWinkel は、“Never7” でのキュレイシンドロームの持ち主と同じように、妄想

や信念を形にする力があるらしい。2017 年側、BlickWinkel はホクトの思念も借りて海底に横たわって死んで

いる武に呼びかけ復活させる。武は IBF に入りココを見つけ、ココと自身をハイバネーションにかけて眠り

につく。冬眠に入る直前、次元を超えたちょーのーりょくを持つココは BlickWinkel と直接対話する。ココが

やっと恋愛ゲームのヒロインになった瞬間である。 
 ココと武のハイバネーションを見届けた少年主人公は、時空を超えて救出活動を開始する。 
 
１２４： ココ編 時間背理 
 その名の通り、タイムパラドックスの場面である。当初少年主人公は、ココと武が IBF で冬眠しているこ

とを 2017 年 LeMU 脱出直後の優春に伝えて二人を救出してもらおうとするが、これを起こすと 2034 年の事

件が発生しなくなるため今の少年主人公が存在しえなくなるという問題が起き失敗する。 
 なお、このタイムパラドックスに関する考察は別途後述したので、そちらも参照してもらいたい。 
 
１２５： ココ編 最終覚醒 
 失敗を踏まえ、今度こそ本物の解決編である。タイムパラドックスが発生しないよう、過去と現在の出来

事をつなげるように、少年主人公は 2017 年の優春に 2034 年の事件を起こすように伝える。これにより、2034
年 5 月 6 日までの一連の出来事に因果関係がつながった。後はココと武を救出して終わりである。不死身の

意志を持つ BlickWinkel が乗ったホクト少年は石を抱えて海に飛び込み、IBF に向かう。IBF でココと武の冬

眠を解除し、優春の潜水艇による迎えを受けてインゼル・ヌルに戻る。 
 
１２６： エピローグ BlickWinkel 
 事件は終わった。一行は再会を喜び合い、今後に思いを馳せる。BlickWinkel はハッピーエンドに満足し、

この次元に別れを告げる。物語は以上である。 
 ここで一点、空について補足しておきたい。この空の身体は優春らが作ったアンドロイドであることはほ

ぼ確実だろう。ピピのような電子犬がとっくに実用化されているから、人間そっくりのアンドロイドを作る

のも容易である。さて、ここに入っている空の記憶は 2017 年のテラバイトディスクに書かれていたものなの
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か、それとも LeMU 再建後のものなのだろうか。2034 年 5 月の記憶はあるのだろうか。これに対する答えは、

全て、である。［１９：空を吹く風］で空が話した内容と本書で解説した内容を思い出してみたい。空はプロ

グラムなので、複数の空のコピーを同時に稼働させることができる。そしてそのそれぞれの空に本物も偽物

もない。これは空の言う「違う可能性を選んだ多数の自分」に相当する。そして、「違う自分を同時に認識で

きれば、本当の一つの自分になれる」わけだから、複数の記憶データを与えられれば、空はそれを一つの人

格として統合することができる設計と予測される。だから、ここにいる空は、2017 年のテラバイトディスク

に書かれた記憶も、その後再建後に働いていた記憶も、2034 年 5 月の記憶も、そして BlickWinkel の視点を

受けて得た 2017 年空編の記憶も全て持った、一つの空である。 
 
 このエピローグの先、登場人物達はどのような未来が待っているのだろうか。「――みんな、末永く幸せに

暮らしました。」これは明らかだ。その上で、どのような未来かと考えれば、武・つぐみ・ホクト・沙羅の親

子 4 人は倉成家としてまとまるだろう。空も倉成家に行くと思われる。ココは両親がティーフ・ブラウで死

亡している可能性が高く、ピピを連れてやはり倉成家の一員となるだろう。優春と優秋はピピがいなくなっ

てちょっとさみしくなるが、今のままだ。桑古木は、一人行き場がないが、ともかく幸せなその後を送って

もらいたいものである。 
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２．４． 補足解説 

２．４．１． 生体反応数 
 
 ゲーム中何度も登場する生体反応数が何を数えているのかは、“Ever17” 大の謎である。以下にこれにつ

いて考えてみたい。まず、生体反応数が登場する場面を下にまとめる。 
 

場面 数値 備考 
６：ドリットシュトック 5~7 揺れ動く、しばらくして 6 に固定 

制御室内に 5 個、2 階に 1 個の光点 
つぐみ・空編バッドエンド 1 ゲーム終了時 
つぐみ編グッドエンド 1 ゲーム終了時、エピローグ前 
空編グッドエンド 1 ゲーム終了時、エピローグ前 
５３：生体反応 5~7 揺れ動く、しばらくして 6 に固定 
５５：少女 5 加減圧室でココ？に会った後 
８６：優編 Raphael 5 優春からの通信直前 
８７：優編 Leviathan 3 つぐみ・沙羅・桑古木脱出後 
優編グッドエンド 1 ゲーム終了時、エピローグ前 
優編バッドエンド 1 ゲーム終了時 
沙羅編グッドエンド 1 ゲーム終了時、エピローグ前 
沙羅編バッドエンド 1 ゲーム終了時 

 
 生体反応の検出の仕組みについては作中で空が解説しており、それによると生物の発する赤外線を検出し

ていることになっている。以下の登場人物が検出されるか考えてみよう。 
 
生身の人間および半キュレイ種（武、桑古木、ホクト、優春、優秋、沙羅、ココ）：検出される。 
キュレイ種（つぐみ）：検出される。 
空：本来検出されない。ただし、人間らしさを増すために検出画面に表示されるように設定することが可能

かもしれない。 
ピピ：検出されない。 
ココの思念体：［１１４：ココ編 芋虫ＤＪ］の描写から、赤外線を発している。よって、検出される。 
第３視点：気配のみで目に見えないことから光を発しておらず、おそらく検出されない。 
ハイバネーション中の者：検出されない。ただし、ハイバネーション装置の生体反応をチェックして別途算

入することは可能。IBF 内であるから下記に注意。 
IBF にいる者：レミの管轄外なので算入していない可能性が高い。 
ヒンメルにいる者：ヒンメルは制御室の完全な管轄下ではないが、レミの管轄である。よって、算入される

可能性が高い。 
 
 それでは、以上に基づいて考えてみよう。まず、確実なところから。［５５：少女］と［８６：優編 Raphael］
の “5” は、LeMU 内に検出されるべき者が 5 人（ホクト、桑古木、つぐみ、優秋、沙羅）いるので、この 5
名で決まりである。これより、IBF で冬眠中のココと武は算入されないことが確かめられる。空も基本的に

検出されないことがわかる。 
［８７：優編 Leviathan］では、直前の場面から 3 人減っているのに数が 2 しか減ってなく、1 人分余計に

検出されている。この場面の解説を参照してもらいたいが、優編終盤のココの思念体の活動を考えると、コ

コの思念体が検出されていると考えるのが自然だ。それに続く優編グッドエンドとバッドエンドも、ココの

思念体を検出しているとすべきだろう。 
 沙羅編グッドエンドとバッドエンドの場合、沙羅とホクトは海中に出、他のメンバーは脱出済みで生身の
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者が誰も LeMU にいない。第 3 視点（プレイヤーの視点）も海中を見ており、LeMU にいない。そうなると、

優編と同様ココの思念体を考えるしかない。 
 武視点側を見てみよう。まず、単純なバッドエンドから。バッドエンドでは、生存しているのが IBF のポ

ッドに入って酸素加圧治療中のココだけである。なので、生身のココを検出しているか思念体を検出してい

るかはともかく、検出されているのはココしかありえない。次に、つぐみグッドエンド。つぐみグッドエン

ドを文章通りに読むと、誰も LeMU（IBF を含む）に残っていないように見える。しかし、2034 年とのつな

がりとエピローグを考えると、実はココが取り残されていて思念体が LeMU 内で活動している。エピローグ

で現れる思念体が検出されていると考えられる。空グッドエンドでは、エンディングのその時まで武がヒン

メルで生存しているので武が検出されたと見る見方がまずある。また、エピローグの思念体の描写から、や

はりココの思念体が検出されたとする解釈もある。だが、ここで考えるべきことがある。エンディング時に

表示される生体反応数は、それがエンディングというゲーム上 重要の場所に置かれていることから、一字

一句の細かな解釈よりもまずゲーム上の意義を考えるべきである。つまり、エンディングで必ず「生体反応：

１」が表示されるということが何を意味するかを考えるべきで、１が何かはそれを考える手がかりにすぎな

い。では、エンディングでの「生体反応：１」の意味は何かと来たら、今までの解釈から一つしかありえな

い。「ココが取り残されている！」。だから、空編グッドエンドの「生体反応：１」も、やはり 1 はココなの

だ。 
 さて、残りは［６：ドリットシュトック］と［５３：生体反応］の 5~7 の数値だ。まずは 2017 年側から。

2017 年では生体反応の光点の数を画面で数えており、制御室内に 5 個の光点と、ツバイトシュトックに 1 個

の光点がある。ツバイトシュトックの光点はつぐみである。制御室にいるのは生身の者が武・桑古木少年・

優春・ココの 4 人とあと空である。ここで、空と優春が制御室の光点の数に異常を感じている様子を見せな

いことに注意したい。このことから、この時点では空も生体反応に算入する設定になっていたと考えるのが

自然である。空が RSD であることが判明した時点で算入しなくする設定に変更したのだろう。これで 6 人分

が決まった。ではなぜ 5 や 7 に振れたのだろうか？ LeMU には制御画面に現れないヒンメル区画があるの

で、そこに人がいれば 7 になってもおかしくない。しかし 5 になるのは説明できない。だが、この場面での

空と優春（特に優春）は、この生体反応数のぶれをさほど深刻にとらえておらず、一時的な異常と認識して

いる。LeMU のスタッフがそう言うのなら、それでいいのではないか。センサーの調子が悪くなることはあ

るものだ。 
 後に、2034 年側の対応する場面である。偶然は 1 回までは許されるが、2 回は許されない。だから、こ

ちらもセンサー異常とするわけにはいかない。しかし、偶然以外での説明は難しい…が、この場面のゲーム

上の意味を考えてみよう。両視点での揺れ動く生体反応の値は、この二つの視点が同一の世界とプレイヤー

（ゲーム内では BlickWinkel）に誤認させるのに極めて有効に働いている。別の言い方をすれば、優春や桑古

木が BlickWinkel に現在が 2017 年だと誤解させるのに大きな役割を果たしている。だから、この場面の生体

反応数は、「優春および桑古木によって仕組まれていた、現在が 2017 年だと BlickWinkel を騙す計画の一環」

というのが も自然な説明だ。 
 上記の解釈を以下にまとめる。 
 
ココ編以外のエンディング (1)：囚われのヒロインであるココの思念体。 
［６：ドリットシュトック］(5~7)：基本は空を含めた 6。±1 の振れはセンサー異常。 
［５３：生体反応］(5~7)：2017 年を再現するように数字を操作した。 
［５５：少女］(5)：空を除く 5 名。ココの思念体は直前に消えているので含まない。 
［８６：優編 Raphael］(5)：空を除く 5 名。 
［８７：優編 Leviathan］(3)：ホクト・優秋・ココの思念体。 
 
 
２．４．２． 三次元視覚と第２の眼 
 
 人は 2 つの眼で同時に物を見ることで、3 次元的な視覚を得ている、とされている。3 次元の存在である人
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は 2 次元までの検出器しか持つことができないが、2 個の検出器（＝眼）を用いることで 3 次元を把握する

ことができる、というものだ。 
 これは基本的に正しい。ただし、3 次元的な“視覚”を得る方法は、2 つの眼を使った深視力だけではない。

深視力で奥行きがわかるのはせいぜい数 10 m 程度までの距離に限られる。それより遠い物体はどうやって距

離を判断しているのか？ また、片目の人は深視力がないが、どうやって深さ方向の視覚を補っているのか？ 
多くの人は遠近感覚を当たり前のように使っているので、あまり遠近感覚について考えたことがないかも

しれない。だが、筆者(S.N.)は視覚が健常者とは違っているために、個人的な経験からいくつか述べることが

できる。個人的な話になってしまうが、つき合ってくれれば幸いである。 
 筆者は幼いときから斜視（2 つの眼の視線がそろわない症状）があったため、1 つの物を両目で同時に見る

ことがなく、深視力が全く育たなかった。両目を開いていても、筆者が感じる視界はそれぞれの眼で片目で

見たときの平面の画像をつなぎ合わせたものにすぎない（視界が重なる部分はどちらかの眼からの画像のみ

が使われ、もう片方の画像は捨てられている）50。筆者は遠近感覚の点では片目の人と全く一緒である。 
 筆者には深視力がないが、遠近感覚がゼロでは 3 次元世界で生きていけないので、それ以外で何とかして

いるわけである。実際には以下の 3 つの方法を使っている：(1) 眼のピント合わせ（どこでピントが合ったか

で距離がわかる）、(2) 眼を動かしたときの視界の変化（近くの物は眼と逆に動き、遠くの物は眼に追随する）、

(3) すでに大きさや距離がわかっている物からの経験的推測。これらの方法は健常人でも補助的に用いている

が51、深視力がない筆者はこれらしかない。それでも日常生活に支障はないレベルの遠近感覚は得られ52、実

質眼が 1 つでも 3 次元的な感覚が得られているのは確かである。 
 さて、 初の段落で、3 次元の人が 3 次元の感覚を得るには検出器が 2 つ必要だと述べた。しかし、今述

べた(1)と(2)では眼が 1 つでも 3 次元の感覚が得られているように見える。これは一体どういうことだろうか。 
 (1)と(2)で共通しているのは、使う眼は一つでよいが、3 次元目の情報を得るには時間をかける必要がある

ことである。(1) の眼のピント合わせは無意識で一瞬のうちに行われてしまうが、やっていることはカメラの

ピントを手動で合わせるのと同じである。どんなに短いとはいえ時間が必要だ。(2) は動きをみるわけだから

当然時間がかかる。だから、このときの眼は 2 次元検出器ではなく、空間 2 次元＋時間の 3 次元検出器とし

て使われている。得られた 3 次元分の情報を変換して、空間 3 次元の情報を得ているのだ。人間は 3 次元上

の存在というよりは 3 次元＋時間の 4 次元上の存在だから、3 次元までの情報を得る検出器を持つことが可

能なのである。 
 別の見方もできる。時間に関する感覚を眼と切り離して考えた場合、作中描かれているように「第 3 の眼」

がそれを担うと見なせる。そう考えると、平面を見る 1 つの眼と、時間を司る「第 3 の眼」の 2 つの眼で 3
次元の情報を得たことになる。結局、 初に述べた「3 次元の存在が 3 次元を認識するには 2 つの眼が必要」

は正しい。言えることは、2 つめの眼は実際の眼に限る必要はない、ということだ。 
 時間の感覚と 2 次元の感覚を組み合わせて 3 次元の情報を得るという手法には、より明白な例としてコウ

モリやイルカが使うエコーロケーションがある。これは、あるタイミングで音波を周りに照射し、跳ね返っ

てくる音波を時間をかけて受信する。照射してから受信するまでの時間と受信した音波の方向から周囲の状

況を把握する。2 次元検出器である耳と体内時計から 3 次元情報を得たことになるわけだ。 
 
 
２．４．３． タイムパラドックスとキュレイシンドローム 
 
 infinity シリーズは時間ものである。時間ものにタイムパラドックスは欠かせない要素だ。“Ever17” でも、

タイムパラドックスは物語全体のクライマックスで重要な一場面を演出している。 
 タイムパラドックスの起源は因果律である。原因があって結果がある、この関係が時間移動を起こしたと

き守れなくなる。これがタイムパラドックスだ。しかし、infinity シリーズには因果律を超越した恐ろしい現

                                                           
50 あまり実感が湧かないかもしれないが、筆者からすれば、片目だと平面の視界で両目だと立体に見えるということの

方に実感が湧かない。 
51 筆者がわかるわけはないが、そうだと聞いている。 
52 おそらく。筆者には深視力を持った経験がないのでどれだけのハンディなのかは正確には測定不能。 
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象がある。“Never7” で登場するキュレイシンドロームだ。キュレイシンドロームにかかっている者が信じる

ことは真実となる。その真実に見合った原因が過去になかったとしても、過去を書き換えてどこかでつじつ

まを合わせてしまえるのだ。 
 この恐ろしいキュレイシンドロームは、“Ever17” の世界にも存在することが優の台詞やスタッフロールの

年表で明らかとなっている。さらに、BlickWinkel の能力の中に、自身の錯覚が本当に世界を歪めてしまうと

いう、キュレイシンドロームと同等の能力があるように描かれている。キュレイシンドロームがあればタイ

ムパラドックスは恐くない。過去がどうあれ、信じている現在こそが本物であって、矛盾が起きたとしても、

矛盾が起きない過去をでっちあげてそれを信じてしまえばよい。そうすればそのように過去が変化し、タイ

ムパラドックスは消滅する。 
 ただ、この無敵のキュレイシンドロームも、大きな制限がある。それは、現実や過去を変化させるにはそ

れを信じなければならないことである。そして、“Ever17” の BlickWinkel は、タイムパラドックスの存在を

信じている。だから、タイムパラドックスは起こるべくして起こる。そこから逃れることはできない。 
 実際、“Ever17” でタイムパラドックスが発生するシーン、［１２４：ココ編 時間背理］をよく見てみよ

う。過去を変えた BlickWinkel が現在に戻ってみると、 初は幸せな一同がそこにいるが、だんだんその世界

は壊れていく。これは因果律を考えれば妙なことである。過去を変えた時点で現在は変わっているはずで、

戻ってきたときから誰もいない浮島になっているはずなのだ。この現象は、BlickWinkel によるキュレイシン

ドロームを考えることで説明できる。当初 BlickWinkel は、過去を変えれば幸せな今が待っていると信じ、過

去の改変を行った。そしてその通り幸せな今がそこに現れた。だが、BlickWinkel はタイムパラドックスのこ

とを考えだし、幸せな今が信じられなくなった。それに従い、幸せな現在はだんだん壊れていった。実際の

描写も、幸せな世界が壊れていく速度は、BlickWinkel の思考の速度に一致している。結局のところ、過去の

改変によって幸せな今をもたらすことに失敗した敗因は、BlickWinkel 自身がその幸せな今を信じ切れなかっ

たことにあると言える。 
 タイムパラドックスに関する他の問題として、ココ編以外のエンディングに進んだ場合には 2034 年編の事

件が計画される原因がその時間軸内になく、これはタイムパラドックスではないかとの疑惑がある。これに

ついてもキュレイシンドロームの考え方から説明できる。つまり、BlickWinkel（またはプレイヤーの貴方）

がタイムパラドックスを考えずにそのエンディングを受け入れれば、とりあえずタイムパラドックスは発生

しない。ココ編でタイムパラドックスを起こしたのは BlickWinkel なのだから、BlickWinkel が文句を言わな

ければタイムパラドックスは起きなくてよいのだ。多少問題が生じたとしても、いつかその世界の中の別の

キュレイシンドロームの持ち主が現状を肯定してくれるだろう。それでタイムパラドックスはなくなるので、

それでよい。53 

                                                           
53 一応断っておくが、この文章で述べた内容は、かなり飛躍した解釈である。タイムパラドックスが段階を追って発生

することは、キュレイシンドロームの存在が明記されていない “Remember11” でもそうなっている。また、“Ever17” の
ココ編以外のエンディングでタイムパラドックスが起きないことは、空が紹介した Y 字世界理論で説明できる。これは、

Y 字の片方の先端から、可能性が Y 字に分かれる前の世界に影響を及ぼせば、もう片方の Y 字の先端にも影響を及ぼせ

る、という理論だ。この理論を使えば、ココ編エンドを達成することで 2034 年の事件の存在を保証すれば、そこから分

岐する他の全ての少年視点のルートの存在を保証したことにできる。 
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２．５． 攻略チャート 

（攻略情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
 
つぐみ 

日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
武視点～ドリットシュトック 
 
 
武視点～ツヴァイトシュトック 
 
 
 
武視点～２次浸水 
 
武視点～減圧症 

係員の説明が気になる 
なんでもない 
お前こそなんなんだ 
俺は― 【必須選択肢】 
そんなことより…… 
さっきはありがとうな 
……あれっ？ 
イルカメリーゴーランド 
キャラクターグッズの売店 
一般用エレベータ 
救護室 
納得する 
ミスは誰にもあるよ 
つぐみはどこへ行ったのだろうか？ 

5/2 

武視点～反響 
武視点～空聞かず 
 
武視点～アルキメデスの原理 
 
武視点～トリック 
武視点～空を歩む 
 
武視点～ヤミオニ 
 
 

挨拶する 
つぐみを探す 
つぐみを手伝う 
頭でも洗おうかな 
知ってる 
なぜ LeMU のことに詳しいのか？ 
知らない 
それはなんだよ 
やらない 
中央制御室 
憩いの間 

5/3 

武視点～修復 
武視点～負傷 
 
武視点～しばしの眠り 

もうひとつ食うか？ 
反時計回り 
時計回り 
行かない【必須選択肢】 

5/4 
武視点～目覚め 
武視点～ピグマリオン 
 

ゴメン、と謝る 
つぐみに会いに行った 
異議を唱える 

5/5 

武視点～夜明けまで 
 
武視点～絆 
武視点～臨海点 

ボタンを押す 
知ってる 
救護室へ 
殴らない 

5/6 
武視点～ヒンメル 
 
 

つぐみに訊く 
優に訊く 
ちょっと待ってくれ 

 
空 

日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
武視点～ドリットシュトック 
 
 
武視点～ツヴァイトシュトック 
 
 
 
武視点～２次浸水 
 

係員の説明が気になる 
タヌキが…… 
黙っている 
俺は― 【必須選択肢】 
あんたのせいじゃない 
何でムスッとしてるんだ？ 
主任代理ねぇ…… 
警備室 
イルカメリーゴーランド 
倉庫 
一般用エレベータ 
納得する 
空の責任じゃないよ 
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武視点～減圧症 空はいつ寝るつもりだろう？ 

5/2 

武視点～反響 
武視点～空聞かず 
 
武視点～アルキメデスの原理 
 
武視点～トリック 
武視点～空を歩む 
 
武視点～ヤミオニ 
 
 
 

向こうが何か言うまで待つ 
制御室の空のもとへ 
空を捜すのが先だ 
逃げる 
知らない 
発電所の気圧について 
知らない 
それはなんだよ 
やる 
エレベーターホール 
タツタサンドの売店 
レムリア遺跡 

5/3 

武視点～修復 
武視点～負傷 
 
武視点～空を吹く風 
 
 

今朝はどこへ行ってた？ 
反時計回り 
時計回り 
知ってる 
もっと聞く 
わかる 

5/4 

武視点～目覚め 
武視点～空に標結う 
 
武視点～ピグマリオン 
 
武視点～空に巣掻く 

何も言わない 
いる 
説明できる 
空に会いに行った 
うむ、めでたしめでたし 
同時に言おう 

5/5 

武視点～闇に紛れる 
 
武視点～絆 
 
武視点～臨界点 
武視点～虚空／真空 
 

ボタンを押さない 
知らない 
中央制御室へ 
警備室へ 
殴らない 
ある 
ない 

5/6 
武視点～ヒンメル 
 
 

空に訊く 
優に訊く 
ちょっと待ってくれ 

 
優 

日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
少年視点～覚醒 
 
少年視点～沙羅双樹 
 
少年視点～『再会』あるいは『邂逅』 
 
 
少年視点～生体反応 
少年視点～それぞれの思惑 

係員の説明が気になる 
タヌキが…… 
黙っている 
ぼくは― 【必須選択肢】 
ありがとう 
聞く 
優にも訊いてみる 
外部に連絡してみるとか 
心配いらない 
どうして怒っているの？ 
わかった 
それでも無理だ 
メリーゴーランドへ （ 初に選ぶ） 

5/2 

少年視点～リリック・ザ・ミミック 
少年視点～闇に浮かぶは朧月 
 
少年視点～真実の眼 
少年視点～触れられぬ月 
 
少年視点～闇鬼 
 
 

優 
わかってる 
優を手伝う 
まだ抵抗する 
いやだ 
訊くまでもなく知ってる 
わかる 
優についていく 
レムリア遺跡へ （ 初に選ぶ） 

5/3 
少年視点～マヨとなっきゅ 
少年視点～エンコード／デコード 
 

わかる 
わかった 【必須選択肢】 
傾けてみれば…… 【必須選択肢】 
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 縦にギリギリまで傾けてみる 【必須選択肢】 

5/4 
少年視点／優編～Malakh 
 
少年視点／優編～the 2nd eye 

８通り？ 
ウムラウトが含まれているから 
見えない 

5/6 
少年視点／優編～Mahakala 
少年視点／優編～Raphael 

優の過去の話 
空に声をかけた 

 
沙羅 

日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
少年視点～覚醒 
 
少年視点～沙羅双樹 
 
少年視点～『再会』あるいは『邂逅』 
 
 
少年視点～生体反応 
少年視点～それぞれの思惑 

係員の説明が気になる 
タヌキが…… 
お前こそなんなんだ 
ぼくは― 【必須選択肢】 
いらない 
聞かない 
優にも訊いてみる 
それ以外の脱出口を探してみる、とか 
心配する 
まだちゃんと挨拶してなかったから 
わかった 
それでもなんとか 
倉庫へ （ 初に選ぶ） 

5/2 

少年視点～リリック・ザ・ミミック 
少年視点～闇に浮かぶは朧月 
 
少年視点～触れられぬ月 
 
少年視点～闇鬼 
 

毛利元就 
わかってる 
ここで待ってる 
いいよ 
訊くまでもなく知ってる 
わかった 
沙羅と空についていく 

5/3 
少年視点～マヨとなっきゅ 
少年視点～非予定調和 

わかる 
沙羅と一緒に修理に 【必須選択肢】 

5/5 少年視点／沙羅編～禊 ～みそぎ～ しょうがないなあ…… 
5/6 少年視点／沙羅編～兆 ～きざし～ ツヴァイトシュトックから捜す 【必須選択肢】 

 
ココ 
※ 他の全員のグッドエンドを見ていることが必要 
 

武視点より 
日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
武視点～ドリットシュトック 
 
 
 
 
武視点～ツヴァイトシュトック 
 
 
 
武視点～２次浸水 
 
武視点～減圧症 
 

米っちょを聞く 
なんでもない 
謝る 
俺は― 【必須選択肢】 
そうだ！ 責任者出て来い！ 
今なんか聞こえなかった？ 【必須選択肢】 
足を踏み出した 
なんでムスッとしてるんだ？ 
……あれっ？ 
キャラクターグッズの売店 
警備室 
救護室 
倉庫 
納得しない 
ミスは誰にもあるよ 
ほんとに減圧症なのか？ 【必須選択肢】 
やっぱりココは別の病気なのでは？ 【必須選択肢】 

5/2 

武視点～反響 
 
武視点～空聞かず 
武視点～アルキメデスの原理 
 

向こうが何か言うまで待つ 
制御室の空のもとへ 
つぐみを手伝う 
逃げる 
知ってる 
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武視点～トリック 
武視点～空を歩む 
 
 
 
ココ編～写真拝見 
武視点～ヤミオニ 
 
 
 

なぜ LeMU のことに詳しいのか？ 
勿論知っている 
いや、言うな！ わかった！ 
試してみる 【必須選択肢】 
気になる 【必須選択肢】 
ひとり暮らしだ 
やる 
中央制御室 
タツタサンドの売店 
レムリア遺跡 

 
少年視点より 
日付 シーンタイトル 選択肢 

5/1 

プロローグ～インゼル・ヌル 
プロローグ～予感と予兆 
 
プロローグ～異変 
少年視点～覚醒 
 
少年視点～沙羅双樹 
 
 
少年視点～『再会』あるいは『邂逅』 
 
 
少年視点～生体反応 
少年視点～それぞれの思惑 
 
少年視点～少女 

米っちょを聞く 
なんでもない 
謝る 
ぼくは― 【必須選択肢】 
いらない 
聞かない 
優にも訊いてみる 【必須選択肢】 
ほんとに？ 【必須選択肢】 
なってこない 
心配いらない 
どうして怒ってるの？ 
わかった 
『５』 【必須選択肢】 
中央制御室 
微生物 【必須選択肢】 
少女を外に連れ出す 【必須選択肢】 

5/2 

少年視点～リリック・ザ・ミミック 
少年視点～闇に浮かぶは朧月 
 
少年視点～月の精 
 
少年視点～触れられぬ月 
少年視点～闇鬼 
 
 

生意気な赤ちゃん 
わかってる 
みんなで行けばいいんじゃない？ 【必須選択肢】 
話した 
諦める 
試してみる 【必須選択肢】 
わかった 
優についていく 
憩いの間へ 

 
※ 上記のチャートでは、必ずしも全ての CG が埋まるわけではありません。CG を埋める方法については、

引用元 HP をご覧下さい。 
※ ゲーム解釈上は、グッドエンド以外のバッドエンドも見た方が望ましいです。つぐみ・空編共通バッド

エンドは、どちらかのルートに入った後好感度が低い場合に発生します。優編バッドエンドは優のルー

トに入った後好感度が低いか、5/3 の［少年視点～エンコード／デコード］で解読に失敗している場合に

発生します。沙羅編バッドエンドは、5/6 の［少年視点／沙羅編～兆 ～きざし～］で「ドリットシュト

ックから捜す」を選んだときに発生します。 
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Part 3 
 

Remember11 セクション 
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３．１． Remember11 ~ the age of infinity ~ 
 
 infinity シリーズ第 3 作 “Remember11” は、2004 年 3 月 18 日に Playstation2 用ソフトとして発売された。分

類は『サスペンスアドベンチャー』で、ついに恋愛ゲームの看板が外された。ゲーム的には昔ながらのアド

ベンチャーゲームに近いものとなっている。 
 “Remember11” は、好評を博した大作 “Ever17” の続編ということで、相当数のプレイヤーから期待された

作品だったが、残念ながらその期待に応えたとはいえない作品である。別にこれは、“Remember11” が凡作

だとか、致命的なバグを抱えているとか、未完成品だ1とかいうわけではない。“Remember11” は確固とした

テーマを持ち、十分に作り込まれた作品である。操作性も申し分ない。だが、“Remember11” が成功を収め

られなかった裏に多くの問題を抱えていたことは間違いない。 
 まずは、“Remember11” のテーマから見てみよう。この作品のテーマは、『真実はプレイヤーの心の中に』

である。“Remember11” には DID やら時空間転移やらユウキドウ計画やら、大がかりな設定が使われている

が、これらは真実をプレイヤーが心の中で考える上での材料にすぎない。さて、このテーマを過去作と比較

してみよう。“Never7” のテーマは『キュレイシンドローム』で、主人公（＝プレイヤー）の妄想が真実とな

る、というものであり、“Ever17” のテーマは『第 3 視点』（＝ゲーム世界を俯瞰するプレイヤーの視点）だ

った。だから、“Remember11” での『真実はプレイヤーの心の中に』というテーマ設定は、infinity シリーズ

の正統な流れを汲んだものと言える2。 
 次に、このテーマを “Remember11” はどう描いたかという点に移る。“Remember11” は、従来の KID の『恋

愛アドベンチャー』を名乗るいわゆるギャルゲーとは異なり、ゲーム要素の強い古典的なアドベンチャーゲ

ームの形式を用いている。アドベンチャーゲームとしての難易度はそれなりのもので、プレイ時間の大部分

はアドベンチャーゲームを解くことに費やされる。では、このアドベンチャーゲームの部分が “Remember11” 
のテーマを描く上でどれだけ役に立ったかを見てみると、全く役に立っていないのである。 “Remember11” 
のアドベンチャーゲームがゲームである部分は、数多くあるバッドエンドがどこにあり、どのようにして行

くことができるかを考えるところだ。だが、テーマに直結する内容はゲームを始めて早い段階で到達できる

両視点のグッドエンドとユウキドウ計画失敗エンドでほぼ全てが公開されてしまっており、その後どんなに

アドベンチャーゲームをゲームとしてプレイしてもテーマを盛り上げることにつながらない。さらに、プレ

イヤーがアドベンチャーゲーム部分のプレイを続ける動機付けに問題がある。通常アドベンチャーゲームの

プレイを続ける動機は「グッドエンドがどんなものか見てみたい」なのだが、“Remember11” はグッドエン

ドを見つけることにゲーム性はなく、多彩なバッドエンドを探すことがゲームになっている。“Remember11” 
をプレイする多くのプレイヤーは、アドベンチャーゲーム部分を「これを全てクリアしたら謎が明らかにな

るのではないか」という期待によってプレイするはずだ。そして、滅入るような内容ばかりのバッドエンド

を苦労して見つけた後で知ることは、ハッピーエンドも、探してきた謎の答えもそこにないことなのだ。あ

りもしない謎の答えを餌に使ってプレイヤーに苦労を強いたのだから、プレイヤーがプレイ終了時不満を覚

えるのは当然である。ゲームソフトはお金を払って楽しむ娯楽だから、お金を払ってくれた顧客に不満を覚

えさせてしまうというのは、話のスケールやら作り込みやらゲーム性の高さやら以前の、存在意義に関わる

重大な問題である。 
 さて、プレイが終わるまではいろいろ問題のあった “Remember11” だが、謎を考えるゲームというテーマ

設定である以上はゲームを楽しむ本当の本番はプレイ終了後にあるとも言える。そこの部分に対し 
“Remember11” が提供した素材は十分に魅力的なものだ。各プレイヤーは、思う様想像力を展開して自分な

りの解釈を見つけたらよい。 
 
 
 

                                                           
1 “Remember11” は一見未完成品なのではないかと思えてしまうが、テーマを考えてよく見ればちゃんと完成している。

しかし、未完成と誤解される可能性があるのは事実で、それ自体が問題だといえば問題である。 
2 “Ever17” の設定解説ファンブックの前書きで、infinity シリーズの監督である中澤工氏がシリーズのテーマについて述

べている。 
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 “Remember11” の世界は、各プレイヤーの中にある。 
 
 
 本書は、読者・プレイヤーの心の中にある “Remember11” の世界の内容に口出しするつもりはな

いし、その資格もない。 
 
 
 

世界を決めるのは読者・プレイヤー本人のみだ。 
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３．２． 登場人物解説 

３．２．１． 冬川 こころ 
 
 年齢: 20, 生年月日: 1990/2/22, 血液型: B, 所属: 鳩鳴館女子大学・人文学部社会学科 3 年（人間学講座）, アーキタイ

プ: Anima（男性にとっての理想の女性像） 

 
 二人いる主人公の一人。二つある視点のうちの一つ。 “Remember11” のゲームシステムは、ゲーム開始か

らグッドエンドまで一通りの出来事をまずこころ視点で見てから、両方の視点を併用して世界を掘り下げて

いくつくりとなっている。そのため、こころは当初何も知らず事件に巻き込まれ、事件を見届けるのが役目

である。そして、こころ視点の間は真相が推理できることはありえないのだから、こころの性格は理屈より

行動、論理より直感となる。この点は “Ever17” の武と同じである。しかし、ヒーローである武に対し、こ

ころはアニマのアーキタイプを背負っているため主導権を握った積極的な行動が行えず、しかも一般人女性

であるため身体面での活躍も期待できない。その結果、推理は的外れ、行動は軽率、さらには他者からの保

護が不可欠と、こころは何とも“使えない”キャラクターになってしまった。 
 いわゆるギャルゲーでは、女性キャラクターの魅力をいかにアピールするかが腕の見せ所である。だが、

恋愛ゲームではなくサスペンスアドベンチャーである “Remember11” では、女性キャラクターの魅力よりも

状況の緊迫感や現実感のアピールが優先であり、こころがプレイヤーにアピールしにくいキャラクターにな

ってしまったのも仕方ないと言えるだろう。だが、アニマという一見ギャルゲー向きのアーキタイプを背負

わせたことでキャラクターの魅力が出しにくくなったのは皮肉である。 
 
 
３．２．２． 優希堂 悟 
 
 年齢: 21, 生年月日: 1990/2/22, 血液型: A, 所属: 鳩鳴館大学大学院・工学部物理工学科3修士課程 2 年・ライプリヒ製薬

工学研究部研究第 3 課, アーキタイプ: Animus（女性にとっての理想の男性像） 

 
 二人いる主人公のもう一人。二つある視点のうちのもう一つ。悟視点はこころ視点を受けて始まり、物語

に（一応の）決着を付けることになる。悟は多くのプレイヤーと同じく男性であること、記憶喪失であるこ

と4から、こころよりもプレイヤーの立場に近い。それ以外の性格付けは、とにかくこころと対照的になるよ

うに（文系に対して理系、直感より理性、他者への協調に対し他者への懐疑など）設定されている。その極

端ぶりから、こころと悟の人格は同一の人物の DID ではないか？ との疑惑をも生むぐらいである5。 
 身体的な能力は、ゲーム中ではわりと高めに描写されている。だが、これは榎本の身体での話であって、

本来の悟の身体はかなり弱そうである（実際、互いにナイフの奪い合いと斬り合いになったときは榎本の身

体（主人公の方の身体）が勝利している）。悟は作中割と高い身体能力を持ちながら身体能力に頼った行動を

ほとんど行わないが、その理由は本来の身体の弱さに起因するのかもしれない。 
 記憶を持った本来の悟は、“Remember11” の事件の首謀者である。だが、その悟が何を考え、描かれない

部分で何をしていたのか、その解釈はプレイヤーに一切が任されている。 
 

３．２．３． 楠田 ゆに
U n i

 

 
 年齢: 11, 生年月日: 1999/10/19, 血液型: AB, 学年: 小学 5 年, アーキタイプ: Trickster 

 ハリー・ポッターをモデルに描かれ、単一性(uni)の名前を冠するゆには両方の視点に登場する。設定だけ

                                                           
3 実際の大学院では、「工学系研究科物理工学専攻」と言い表すのが普通。 
4 記憶喪失設定が持つ意味については、2.2.10.節を参照。 
5 解釈がプレイヤーに委ねられている “Remember11” といえども、さすがにこの解釈で通すのは無理が多すぎる。ゲー

ムの途中でプレイヤーを誤導させる作戦の一環と見るべきだろう。 
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を見るとゆにが事件の 重要人物ではないかと思えてしまうが、実際のところは計画の協力者の一人にすぎ

ない。一見重要そうにみえて実はそうではないというのもまたトリックスターの一つの現れである。 
 ゆにがトリックスターである必要性は、悟視点 後にある。こころ達が 2012 年に救出されたとき、さて新

聞は一体何だったのかという疑惑が出るが、ここでゆには、僕がでっちあげたのかもしれないよ、と答える。

この曖昧な答えを許容するために、ゆにがトリックスターである必要があったのだ。ゆにがそれまでとり続

けるトリックスターとしての思わせぶりな行動は、全てこの台詞のための前振りととることができる。 
 

３．２．４． 黛
まゆずみ

 鈴
りん

 

 
 年齢: 23, 生年月日: 1987/4/30, 血液型: A, 職業: 国選弁護人見習い, アーキタイプ: Persona 

 
 “Remember11” 中で も凄みのあるキャラクター。設定上の意味は、優希堂悟の元交際相手であり、彼女

が飛行機事故に巻き込まれたことによって悟が今回の 3 点転移を実行するきっかけを作った人物である。本

編内での彼女の意味は、雪山の壮絶な極限状態の代表である。なりふり構わず生に執着する彼女の描写によ

って、プレイヤーの危機感は嫌が応にも高められる。これは、死を恐れぬ強者揃いの “Ever17” では、数日

後に迫る死への危機感がほとんどプレイヤーに伝わってこないのと対照的である。 

 黛はプレイヤーを怖がらせるのが役目であり、プレイヤーに好かれるのが役目ではない。このようなキャ

ラクターをメインの登場人物に配することができたのは恋愛ゲームの縛りを抜けたからである。ただ、本来

黛は報われることの少ない国選弁護人を目指しており、将来立派な弁護士になることが期待できる人物だ。 
 

３．２．５． 黄泉木
よ も ぎ

 聖司
s a g e

 

 
 年齢: 35, 生年月日: 1975/9/16, 血液型: O, 職業: 登山家, アーキタイプ: Old Wise Man 

 
 頼れる年長者。これまでの人生で様々な経験を重ね、それを生かして今の状況を何とか切り抜けようとす

る。死を象徴する“黄泉”の名前を持つが、その意味は後ろの名前の “sage” (= 賢者) とセットであって、彼

は「死を知る賢者」である。彼は死の匂いをまとっているが死を運ぶわけではない。死を避ける術を心得た

頼れる賢人である。唯一、［９．山小屋組全滅エンド（黄泉木）］での彼を除けば。 
 

３．２．６． 内海 カーリー
K a l i

 

 
 年齢: 27, 生年月日: 1984/9/16, 血液型: O, 職業: 小学校教師（療養中）, アーキタイプ: Great Mother 

 
 アーキタイプの通り母親を象徴する人物で、黄泉木の妻。ただ、名前に破壊神の妻 Kali が付けられている

ように死を運ぶ人物でもある。黄泉木と同様人生経験を重ねて多くの知識と冷静な判断力を持ち6、基本的に

信頼に足る人物である。ただ、その信頼は、「互いに疑い合うことで成り立つ信頼関係」でしかなく、カーリ

ーが死を運ぶ存在にいつか変わる危険と隣り合わせなのだが。 

 大人の女性として描かれるカーリーだが、設定年齢は 27 歳と低い。潤一を生んだのは 15 歳頃と推算され

る。かなり無理のある設定だ。この年齢設定になったのはおそらく若い女性を集める必要のあるギャルゲー

の名残と思われる7。 
 
 

                                                           
6 一部の知識はテラバイトディスクに由来する可能性もある。だが、いずれにしてもそれを理解できるだけの知性を持ち

合わせているのは確か。 
7 立場に比して無茶な年齢設定は、“Never7” の守野いづみからのシリーズの伝統、という見方もできる。 
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３．２．７． 犬伏 景子 
 
 年齢: 20, 生年月日: 1991/4/30, 血液型: AB, 所属: SPHIA 軟禁, アーキタイプ: Shadow 

 
 “Remember11” を支える大事な要素、DID を象徴する人物。全部で 11 の人格を抱えている。だからその性

格はゲーム中も千変万化か、というとそんなことはなく、ゲーム中の人格は主人格で固定である。ゲーム中

主人公二人やカーリーから危険視され続け、実際危険視されて当然の言動をし続けるが、実際の彼女は本事

件で何もしていない。作中刃物を持って人を傷つけていたのはおもに榎本であるし、カーリー・穂鳥・榎本

身体の胎児も刃物を持って人を傷つけている。それに対し景子がやったのは MAO 阻害剤付きチーズを食べ

て死にかけていたネズミにとどめを刺した一件だけだ。彼女の役割は推理物における「真っ先に疑われる、

あからさまに怪しいが無実の容疑者」。DID にしても、SPHIA の殺人鬼にしても、彼女は疑われるのが役目。

そして、彼女は何もしていない8。 
 
 
３．２．８． 榎本 尚哉 
 
 年齢: 21, 生年月日: 1990/11/27, 血液型: B, 所属: ライプリヒ製薬工学研究部研究第 3 課, アーキタイプ: 非設定 

 
 本来の優希堂悟の仕事上の相棒で、ゲーム中の悟の肉体の本来の持ち主。事件の首謀者の一人だが、物語

の途中で胎児達により殺されてしまい、何を考えて行動していたかは闇に葬られてしまった。悟の方の動機

については妹の死が関係していたことが示されるが、榎本の方にはそういう手がかりが皆無である。悟と動

機を共有していたのか、それとも別の思惑があったのか、一切はプレイヤーの解釈に委ねられている。 
 
 
３．２．９． 涼蔭 穂鳥 
 
 年齢: 19, 生年月日: 1991/10/30, 血液型: A, 職業: 予備校生, アーキタイプ: 非設定 

 
 こころが SPHIA で景子の代わりに出会う人物。雪山組と同じ飛行機に乗り、事故に遭って奇跡的に一命を

とりとめるも雪山で遭難し、誰にも見付からぬまま時空間転移に巻き込まれ、約 10 回に及ぶ転移に翻弄され、

結局何もできぬまま凍死する、不幸な人物である。彼女の 大の敗因は墜落のショックで失語症に陥ってし

まったことだろう。 
 なお、悟視点で会う“穂鳥”が穂鳥の偽名を使う景子の主人格で、こころ視点で会う穂鳥が景子の身体に

宿った本物の穂鳥であることは、ゲーム中の二人の主人公は気付かないままである。とはいえ 終的にこの

ことは追加 TIPS の TIPS105, 108 によってきちんと明示されるし、それより前にプレイヤーはゲーム内の描写

で推測可能だろう。 
 穂鳥が凍死したのはいつか、という点は議論が分かれる。穂鳥の凍死体が発見されるのは悟視点で 1/15 の

22:20~22:53 の間で、この直前の 33 分間にも穂鳥は景子身体の中で元気に活動している。そのため、凍死体

となった後も精神は生き続けていると考えてよさそうだ。だが、バッドエンド時に悟とこころは相手の身体

に入り込むことができない（天井から見下ろすような感覚で描写される）のに対し、穂鳥は元の身体に入っ

ている時間について「暗くて寒いなかにひとりぼっち」と身体に閉じこめられている感覚を訴えており、描

写が一貫しているとは言えない。TIPS や公式の設定解説ファンブックを見ても、いつ穂鳥が死亡したかにつ

いては明言を避けており、不明確なままである。 
 
 
３．２．１０． 優希堂 沙也香 
                                                           
8 もちろん過去の病院での殺人は彼女によるもので、彼女が殺人鬼なのは事実。 
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 年齢: 10 (享年), 生年月日: 1990/2/22, 血液型: AB, 学年: 小学 4 年, アーキタイプ: 非設定 

 
 ゲーム序盤に短い回想シーンでのみ登場し、追加 TIPS で存在が明らかにされる、悟の双子の妹。悟のユウ

キドウ計画は彼女の死をきっかけとするとされている。景子と同じく DID で、景子と同様に暴力性を内に抱

え、景子と比較的容姿が似ており、景子と同じ声優が担当している9といった風に、景子との共通性が目立つ。

だが、景子との直接の関係を示す証拠はなく、その詳細はプレイヤーの解釈に委ねられている。 
 
 
３．２．１１． 胎児たち 
 
 年齢: 0, 生年月日: 2011/7/18, 血液型: O, アーキタイプ: 非設定 

 
 カーリーが 2011 年 7 月に産む双子。男の子と女の子の組み合わせであることから、二卵性の双子である。

悟・こころのペアと景子・穂鳥のペアが 3 点転移の間に人格交換する際の 3 点目に対応する人物として用意

された10。男の子が悟・こころと組み、女の子が景子・穂鳥と組んだと思われる（女の子が景子と組んだこと

は、ゲーム 後の景子が女の子の方を抱えていることから推測される）。 
 infinity シリーズの前の作品では、説明不可能な突飛な設定を導入する際に『キュレイ』の名前を付けてい

た。“Remember11” に『キュレイ』の単語は登場しないが、その代わりに登場したのが胎児達だ。第 3 の人

格のとる行動は説明不可能で突拍子もなく、これを説明するのが TIPS96 “疳の虫”である。『キュレイ』に神

性の意味が込められていること、胎児という存在に神性のイメージが現実あることを考えれば、

“Remember11” の胎児達はまさしく第 3 の『キュレイ』と見なすことができる。 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
9 “infinity / Never7” での遙とくるみのように、声優の一人二役には意味のあることは多い。もちろん端役に関しては意味

のないことは多いが。 
10 人格交換の 3 点目が胎児であることは、実際はゲーム内で明確に描写されていない。しかし、ゲームの構造から見て、

また TIPS96 “疳の虫” の存在からも明らかである。 
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３．３． タイムテーブル 

 
朱倉岳 2011/1/11  吹雪 青鷺島 2012/1/11 吹雪 穂樽日鉱山 2011/7/12 

・HAL18 便が上空を飛行。 
・HAL18 便墜落。 
・こころ、気を失う。 

＜避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、時計台に登る。 
・ゆに(2012)、SPHIA 外で待機。 
・悟、時計台から落下。気を失う。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 

・双子の胎児11を宿したカーリーが転移地

点に幽閉。 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 

・ゆに(2011)、さまよい歩いて SPHIA に入

る。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 

・避難小屋は無人。 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・ゆに(2012)、転移範囲に入る。 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
・カーリー、ゆに(2011)を発見。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・ゆに(2012)、黄泉木らを避難小屋に導く。 

＜20:02  避難小屋→SPHIA＞ 
 

＜20:02  SPHIA→第 3 領域＞ 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体12のこころが目を覚ます。ゆに

(2011)と再会。 

＜20:35  SPHIA→第 3 領域＞ 

・悟、胎内の感覚を覚える。 
 

＜20:35  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児が暴れる。 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 

＜21:08  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、黄泉木に押さえられて

いる状態で気が付く。黛と再会。 
・窓に向かって自分を顔を見ているところ

で転移。 

＜21:08  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児が暴れ、カーリーに鎮静剤

を打たれる。 
・カーリーとゆにがテラバイトディスクを

読む。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、窓の前にいる自分に気が付く。 
・こころとゆにの本当の再会。 
・こころ、黄泉木に抱きつく。 
・こころが新聞紙の記事を読んで困惑した

ところで転移。 
 
 

＜22:24  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、自室にいる自分に気が付く。 
・景子の悲鳴。カーリーとともに景子を捕

まえる。 
・カーリーからこれまでの経緯を説明され

る。 
・コーヒーカップを落としたところで転

移。 

＜22:24  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、コーヒーカップが割れ

る音に気が付く。 
・こころ、ボディーチェックをして卒倒す

る。 
・景子身体の穂鳥、バスルームで錯乱。 
・こころ、睡眠薬を飲んでバスルームに入

る。そこで転移。 

＜22:57  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 

＜22:57 第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児が新聞を破る。 
 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 
 
 

＜23:30  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、新聞紙を破片を手にし

ているところで気が付く。 
・悟、ボディーチェックをして動揺する。

・一同、新聞を復元する。 
・悟が外を確かめようと小屋を出たところ

で転移。 

＜23:30  避難小屋→SPHIA＞ 

・景子身体の女胎児が挙動不審な行動をと

る。 
・悟身体の胎児はバスルームにいる。 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、雪原で歩いているところで気が

付く。 
・夕食のメニューの希望が全員一致する。 
・ゆにとともに就寝。 
 

・悟、バスルームで溺れているところで気

が付く。 
・悟、激しい眠気を感じて就寝。 
 
 

 
 
 
 
 

朱倉岳 2011/1/12  吹雪 青鷺島 2012/1/12 吹雪 穂樽日鉱山 2011/7/13 

                                                           
11 以降、「胎児」はこころと悟に宿る男の子の方で、景子と穂鳥に宿る胎児は「女胎児」と呼ぶことにする。 
12 正確には悟の身体ではなく榎本の身体だが、便宜上悟身体と呼ぶことにする。 
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・避難小屋の一同は休息中。 
 
 
 
 
 

＜12:34  避難小屋→SPHIA＞ 

・6:30, 悟が目を覚ます。 
・悟、自室の調査をして ID カード、鍵、

週間新時評誌、航空券を発見。 
・ゆにと景子、かごめ唄で遊ぶ。 
・悟、こころへのメッセージを書いている

途中で転移。 

＜12:34  SPHIA→第 3 領域＞ 

・カーリー(臨月)は未だ幽閉されている。

 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、机で目を覚ましメッセ

ージを読む。 
・朝食を摂った後、メッセージの返信を書

き始めたところで転移。 

＜13:07  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜13:07  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 

＜13:40  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、目を覚まし、ボイスレ

コーダーにメッセージを録音。 
・皆と食事をしようとしたところで転移。

＜13:40  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、イラストに落書きをする。

・景子身体の胎児の行動は不明。 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、食事を手に持っているところで

気が付く。 
・こころ、黄泉木のナイフを手に取ったと

ころで転移。 

＜17:30  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、机で気が付く。 
・景子、穂鳥を名乗り悟を誘惑。 
・悟の自室にカーリーが来たところで転

移。 

＜17:30  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、カーリーを目の前にし

たところで気が付く。 
・朱倉岳で地震発生、停電。皆がリビング

に集まってから転移。 

＜18:03  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜18:03  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児、ナイフで手を切る。

・黄泉木、こころ身体の手の切り傷を舐め

る。 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 

＜18:36  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、黄泉木に指を舐められ

ているところで気が付く。 
・毛布にくるまっている中転移。 
 

＜18:36 避難小屋→SPHIA＞ 

・停電中の SPHIA で、悟身体の胎児が包

丁を持って暴れる。 
・カーリー、胎児から包丁を奪う。悟身体、

左腕を負傷する。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、毛布にくるまっているところで

気が付く。 
・悟からのメッセージを聞き、レコーダー

を握りしめているところで転移。 
 

＜19:00  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、暗闇の中で気が付く。左腕を負傷し

ている。 
・刃物を握る人影（おそらくカーリー）を

発見、逃げようとするが転倒。床に這った

ところで転移。 

＜19:00  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、暗闇の中激痛を感じつ

つ床に這っているところで気が付く。 
・悟の自室に逃げ込む。SPHIA、停電から

回復。手に血がついたカーリーが部屋にい

る。 
・穂鳥、悟身体の左腕を手当する。 
・慣れぬ右手でメッセージを書いたところ

で転移。 

＜19:33  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜19:33  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児、手に持っていたボイ

スレコーダーを舐めたりスイッチを入れ

たりして遊ぶ。 
 
・おそらくこの後で胎児は眠りにつく。 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 
 

＜20:06  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、小屋で気が付く。SPHIA
での身体を案ずる。 
・ボイスレコーダーに入っていた雑音を聞

く。 
・新聞を読み始めたところで転移。 

＜20:06  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
・景子身体の胎児もおそらく眠っている。

 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 

・こころ、新聞を見ていたところで気が付

く。スカートの中を見ていた黄泉木とゆに

を怒る。 
・悟からのメッセージを聞く。 
・新聞の真偽をめぐって論争中に転移。 
 

＜21:16  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、自室で気が付く。こころに感謝のメ

ッセージを書く。 
・4 人そろって夕食。 
・景子、瀕死のネズミをテーブルに叩きつ

けて殺す。悟はそれを目の前にしたところ

で転移。 

＜21:16  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
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・悟身体のこころ、穂鳥の目の前で気が付

く。 
・ゆにに避難小屋でのことを尋ね、知らな

いと返答される。 
・穂鳥にネズミの死骸を見せられる。 
・メッセージを確認し、就寝する。 

＜21:49  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜21:49  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 

＜22:22  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、不穏な沈黙に支配され

た小屋で気が付く。 
・悟はそのまま就寝する。 

＜22:22  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
・景子身体の女胎児もおそらく眠ってい

る。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころは眠っている。 
 
 

・悟は眠っている。 
 

 
 

朱倉岳 2011/1/13  晴れ 青鷺島 2012/1/13 晴れ 穂樽日鉱山 2011/7/14 

・朝、黄泉木とこころは墜落現場に向かい、

物資を回収する。 
・ゆに、墜落現場の惨状に涙するこころを

なぐさめる。その 中に転移。 
 
 
 

＜13:19  避難小屋→SPHIA＞ 

・朝、悟、SPHIA 敷地を散策する。 
・皆でバスケットボールまたはそりで遊

ぶ。 
・地下倉庫で MAO 阻害剤和えチーズを発

見。カーリーが調査のため持ち去る。 
・景子にネズミについて問いつめたところ

で転移。景子は取り乱す。 

＜13:19  SPHIA→第 3 領域＞ 

・カーリー(臨月)は未だ幽閉されている。

 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、錯乱する穂鳥の目の前

で気が付く。こころは穂鳥を抱きしめて落

ち着かせる。 
・目を覚ました穂鳥は胎内と雪原での感覚

を紙に書くが、こころは DID によるもの

と誤解する。 
・穂鳥は再び眠る。こころがそれを見てい

る間に転移。 

＜13:52  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜13:52  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児はゆにを抱きしめたま

ま眠っている。 
 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 
 
 

＜14:25 第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、ゆにを抱きしめた状態

で気が付く。 
・ボイスレコーダーに励ましの言と今年は

2012 年だと録音する。 
・ゆにが悟の手相占いをしようとしたとこ

ろで転移。 

＜14:25  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、景子身体の女胎児が寝て

いるベッドにもぐりこんで眠る。 
 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・気が付いたこころはそのままゆに手相を

見られる。ゆには死体を見ると告げる。 
・黄泉木、こころに景子の話題を振る。 
・メッセージを聞いたこころは今年が 2011
年だと返信を録音する。 
・夜、毛布にくるまっているところで転移。 
 
 

＜21:42  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、景子と一緒に寝ていたところで気が

付く。 
・夜、カーリーは悟にチーズの液体は MAO
阻害剤だったと告げる。 
・ゆに、今年が何年と問われて 2011 年と

答える。 
・リビングで考え事をしている間に転移。

 

＜21:42  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、リビングで気が付く。

今年が何年か聞き回り、カーリーが 2012
年、ゆにと穂鳥が 2011 年と答える。ラジ

オの DJ も今年が 2011 年と言う。 
・こころ、ゆにに慰めてもらった礼を言う

が、ゆにはその出来事を知らない。 
・こころが悟の自室で今の状況を考えてい

る間に転移。 
 

＜22:15  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜22:15  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
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＜22:48  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、ベッドで気が付く。メ

ッセージを聞き、避難小屋が 2011 年で

SPHIA が 2012 年である推論と、SPHIA で

食べ物を口にしない要請を返信する。 
・悟、月齢の異常に気づき外に出る。丘の

先に海があることを発見する。小屋に戻る

途中で転移。 

＜22:48  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
 
 
 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、雪原に立っているところで気が

付く。小屋に戻り、ストーブで身体を暖め

る。 
・メッセージを聞いて、ふたりのゆにのこ

となどを考えている間に転移。 
 

＜23:28  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、自室のベッドで気が付く。 
・月の形を確認する。 
・ID カードを使って SPHIA の正面ゲート

を開く。 
・海の景色を確認後、自室に戻り今後の行

動方針を固めたところで転移。 

＜23:28  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、ベッドで気が付く。 
・外でカーリーと会う。カーリーから潤一

について聞く。 
・夕食を断って就寝する。 
 

 
 
 
 
 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 

朱倉岳 2011/1/14  晴れ 青鷺島 2012/1/14 晴れ 穂樽日鉱山 2011/7/15 

＜00:01  SPHIA→第 3 領域＞ ＜00:01  第 3 領域→避難小屋＞ ＜避難小屋→SPHIA＞ 
・カーリー(臨月)は未だ転移範囲内に幽閉

されている。 
 
 

＜00:34  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、目が覚める。 
・小屋の外で黄泉木から潤一について聞

く。 
・小屋に戻り、再び眠る。 

＜00:34  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・7 時、こころは眼を覚ます。小屋の外で

黄泉木から潤一とカーリーについて聞く。 
・食料管理について黄泉木と黛が対立。 
・黄泉木、テーブルと椅子を壊す。 
 

＜15:23  避難小屋→SPHIA＞ 

・3:30, 悟、リビングでカーリーを待ち伏

せる。 
・悟、カーリーの復讐を阻止する。 
・カーリー、外で悟に赤ん坊と潤一の写真

を見せる。そこで転移。 

＜15:23  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、怒るカーリーの目の前

で気が付く。 
・戻ってゆにと事故のことを話したところ

で転移。 

＜15:56  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜15:56  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 

＜16:29  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、気が付くとテーブルと

椅子がなくなった小屋にいる。 
・悟、ゆにを問いつめる。ゆには雪原に飛

び出す。そこで転移。 

＜16:29  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
・景子身体の胎児もおそらく眠っている。

 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、雪原で気が付く。逃げるゆにを

追う。 
・ゆにを落ち着け、小屋に戻る。 
・黄泉木とチョコを食べた黛が対立。食料

の再配分を行う。 
・寝台に戻った後、転移。 
 

＜18:11  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、気が付いて建物内を探索。地下倉庫

でモニター室を発見。 
・モニター室で榎本から説明を受ける。 
・悟、錯乱する。榎本、ナイフで悟に攻撃

をしかける。 
・倉庫に戻ったところで悟は転倒、そこで

転移。 

＜18:11  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、襲われているところで

気が付く。建物の外に出て一旦離れてから

戻り、悟の部屋に入る。 
・こころ、景子の悲鳴を聞き地下倉庫へ。

ナイフを持った榎本に再び襲われるとこ

ろで転移。 

＜18:44  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜18:44  第 3 領域→避難小屋＞ 

・胎児達、この頃に目を覚ます。 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
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＜19:17  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、小屋で気が付くと、こ

ころと自身の身体を心配しメッセージを

吹き込む。そのままじっとしている間に転

移。 

＜19:17  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、景子身体の女胎児ととも

に榎本を殺害。 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、悲鳴をあげて小屋で気が付く。 
・メッセージを聞き、無事を祈る。そのま

ま転移。 
 

＜19:34  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、地下倉庫でナイフを握って榎本の死

体の前にいるところで気が付く。 
・景子、悟からナイフを奪い、悟と相対す

るところで転移。 

＜19:34  SPHIA→第 3 領域＞ 

・胎児達は就寝する。 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、ナイフを持つ穂鳥の前

で気が付く。 
・穂鳥、錯乱してゆにの額を斬る。 
・カーリー、穂鳥を刺そうとするがこころ

に阻止される。 
・こころは気を失う。 

＜20:07  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜20:07  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は眠っている。 
 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 

＜20:40  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、小屋で気付く。 
・ゆに、悟に自分の素性と新聞について明

かす。 
・悟は就寝する。 

＜20:40  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児は眠っている。 
・景子身体の胎児の行動は不明。 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころは眠っている。 
・深夜、薪が尽きて 後の水が作られる。 
 

・悟は眠っている。 
・カーリー、榎本の遺体を片づける。 
 

 
 
 

朱倉岳 2011/1/15  吹雪 青鷺島 2012/1/15 晴れ 穂樽日鉱山 2011/7/16 

 

 

＜7:00 頃  避難小屋→SPHIA＞ 

・朝、景子、DMT と MAO 阻害剤を薬品

庫から持ち出す。 

＜7:00 頃  SPHIA→第 3 領域＞ 

 

 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころは眠っている。 

＜7:30 頃  SPHIA→第 3 領域＞ 
 

＜7:30 頃  第 3 領域→避難小屋＞ 
・こころ身体の胎児は眠っている、 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 

＜8:00 頃  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟は眠っている。 
 

＜8:00 頃  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、起き出して DMT と MAO
阻害剤を飲む。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・昼、寒さに一同が目を覚ます。 
・こころ・ゆに・黄泉木が乾パンを食べる。 
・寒さに震えている間に転移。 
 

＜14:19  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、起きるが身体に力が入らない。カー

リー、悟に中和剤を投与。 
・こころにメッセージを書こうとしたとこ

ろで転移。 

＜14:19  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟身体のこころ、気が付くが身体がほと

んど動かない。 
・悟身体の様子を窺うゆにを追いかけると

ころで転移。 

＜14:52  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 

＜14:52  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は寒さにふるえてい

る。 
・こころが食料を管理していた場合はその

食料を食べてしまう。 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 

＜15:25  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、寒さにふるえて気が付

く。一同を脱出させようと小屋を出たとこ

ろで転移。 

＜15:25  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、ゆにを追いかけて襲いか

かろうとする。 
・ゆに、景子の部屋に逃げ込む。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、吹雪の小屋の外で気が付く。 
・黄泉木が食料を管理していた場合、黛に

奪われる。 
・寒さにふるえる中、転移。 
 
 

＜21:47  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟、景子の部屋で気が付く。景子に部屋

から追い出される。 
・ベッドで回復を待つ悟のもとに景子がや

ってくる。 
・薬が抜けた悟が避難小屋のことを考えて

いるときに転移。 

＜21:47  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
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・悟身体のこころ、悟の部屋で気が付き、

リビングで食事をする。 
・カーリー、ゆににお守りを渡す。 
・景子身体の穂鳥とゆにが遊ぶ。 
・ゆに、榎本の殺人犯は悟だとこころを指

さしたところで転移。 

＜22:20  SPHIA→第 3 領域＞ 

 
 
 
 
 
 

＜22:20  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の胎児は寒さにふるえてい

る。 
 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
 
 
 
 
 
 
 

＜22:53  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ身体の悟、寝台で気が付く。一同

を転移範囲から出そうと一旦一人で外に

出る。 
・穂鳥の凍死体を発見する。 
・ヘリコプターが上空を通過。黛と黄泉木

はそれを追って小屋を出る。ゆにが悟に次

の転移時刻を伝えた直後、転移。 

＜22:53  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟身体の胎児、ゆにに襲いかかる。リビ

ングで暴れた後、カーリーに抱かれて眠

る。 
 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・こころ、吹雪の中気が付く。気圧変化に

よる耳鳴りに襲われる。 
・一同、墜落現場に向かうが、結局引き返

す。 
・こころ、ゆにを暖めるため添い寝をする。 
 

・悟、荒れ果てたリビングで気が付く。カ

ーリーから悟の仕業と聞かされる。モニタ

ー室の動画記録でそれを確認する。 
 
 
 

 
 
 
 

朱倉岳 2011/1/16  吹雪 青鷺島 2012/1/16 晴れ 穂樽日鉱山 2011/7/17 

・早朝、ゆにが衛星電話をかけるよう要求

する。かけてみると奇跡的に山岳救助隊に

繋がる。 
・こころ、悟のふりをして黛を励ます。 
・こころ、ゆにを問いつめる。ゆにはかご

め唄を歌ってはぐらかす。 
・こころ、再びゆにと添い寝をする。 
 
 
 
 
 
 
 

・悟は目が覚めると、SPHIA の一同の様

子を確認し、避難小屋の一同の救出を模索

する。 
・悟、週間新時評の記事から穂鳥が犠牲者

の一人であることを知る。穂鳥と景子が人

格交換をし、景子は雪原で死亡して今いる

のは穂鳥と推測（誤解）する。 
・カーリー、地下倉庫で景子を襲撃する。

悟とゆににより阻止される。 
・カーリー、敷地内の丘で悟にこれまでの

経緯を話す。 
・午後、悟はモニター室へ向かい今までに

記録された映像を確認する。 
 

・カーリー(臨月)、鉱山を出る。以後、転

移時のこころと悟の人格残留は発生せず、

身体とともに人格も移動するようになる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朱倉岳 2011/1/17  吹雪 青鷺島 2012/1/17 晴れ 穂樽日鉱山 2011/7/18 

・1 時頃、こころ、救援物資/救助隊を求め

て X 地点に向かう。 
・黄泉木、こころを追って小屋を出て、転

移範囲外に出る。 
・こころは X 地点から帰る途中で滑落、

穂鳥の凍死体を発見する。 
・こころ、小屋に戻る。ゆに、毛布と TB
を燃やす。 

＜4:48  避難小屋→SPHIA＞ 

・未明、悟、映像を見終える。時空間転移

が 3 点で行われていたことを推理する。 
・悟、SPHIA を出て次の転移を待つ。ID
カードが凍って取れなくなりゲートは開

き放しになる。 
 
 
 

＜4:48  SPHIA→第 3 領域＞ 

・転移範囲は無人。 
 
 
 
 
 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・黄泉木はこころを探して山中を移動して

いる。 
・カーリー、景子、ゆには開き放しのゲー

トから SPHIA 外に出る。 

＜5:21  SPHIA→第 3 領域＞ 

・悟、第 3 領域転移範囲内に入り、建物を

発見。自室にあった鍵で扉が開いたが先に

進まず引き返す。 
・悟、転移範囲の外に出る。 

＜5:21  第 3 領域→避難小屋＞ 

・転移により吹雪が止み気温が上がる。こ

ころ、黛、ゆには小屋にて黄泉木の帰りを

待つ。 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
・黄泉木はこころを探して山中を移動して

いる。 
・カーリー、景子、ゆには SPHIA を見失

って山中を移動している。 
・転移範囲内は無人。 
 

＜5:54  第 3 領域→避難小屋＞ 

・こころ、黄泉木を探しに小屋を出る。黛

とゆにも後を追う。3 名は転移範囲を出て

海岸に到達する。 
・こころ達と悟が出会う。 
・悟、黄泉木のいる朱倉岳に行こうと転移

範囲に戻ろうとするがその前に転移。 

＜5:54 避難小屋→SPHIA＞ 

・SPHIA 内は無人。 
 
 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
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・X 地点近くで黄泉木とカーリーら SPHIA
組 3 名が出会う。 
 

＜6:09  避難小屋→SPHIA＞ 

・悟とこころ、SPHIA に入る。ゆにと黛

は SPHIA 外で待機させる。 
・SPHIA 内が無人なことを確認する。 

＜6:09  SPHIA→第 3 領域＞ 

・転移範囲内は無人。 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟とこころ、SPHIA を出て X 地点へ向

かう。 
・X 地点付近に黄泉木、カーリー、景子、

ゆに(2011)がいる。 

＜6:42  SPHIA→第 3 領域＞ 

・ゆに(2012)と黛が海岸で待機中。 
 
 
 

＜6:42  第 3 領域→避難小屋＞ 

・小屋および周辺転移範囲は無人。 
 
 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 
・X 地点付近でカーリーと景子が滑落。黄

泉木はゆに(2011)を残して滑り降りるが負

傷する。 
・悟とこころはカーリー・景子・黄泉木と

合流。 
・雪崩発生。5 人は巻き込まれるが、生き

延びる。朝日を眺めた後、ゆにと合流。 

＜7:15  第 3 領域→避難小屋＞ 

・ゆに(2012)と黛が海岸で待機中。 
 
 
 
 
 
 

＜7:15  避難小屋→SPHIA＞ 

・SPHIA 内は無人。 
 
 
 
 
 
 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 
・転移直前、錯乱したゆに(2011)が走り去

り、転移範囲内に入る。残る 5 人は転移範

囲外で待機。 

＜7:57  避難小屋→SPHIA＞ 

・ゆに(2012)と黛が海岸で待機中。 
 
 

＜7:57  SPHIA→第 3 領域＞ 

・転移範囲は無人。 
 
 

＜第 3 領域→避難小屋＞ 
・悟、こころ、カーリー、景子、黄泉木が

SPHIA 敷地内に入る。 

＜8:30  SPHIA→第 3 領域＞ 

・ゆに(2012)と黛が海岸で待機中。 
 

＜8:30  第 3 領域→避難小屋＞ 

・ゆに(2011)が避難小屋に入る。 
 

＜避難小屋→SPHIA＞ 

・山中および転移範囲内は無人。 
 

＜9:03  第 3 領域→避難小屋＞ 

・ゆに(2012)と黛が海岸で待機中。 
・ゆに(2011)が避難小屋にいる。 

＜9:03  避難小屋→SPHIA＞ 

・SPHIA 敷地内で悟ら 5 名が待機中。 

＜SPHIA→第 3 領域＞ 

・ゆに(2011)が避難小屋にいる。 
 
・午後、救助隊によりゆにが救助される。 
 
 

・SPHIA 内の 5 人が敷地を出る。海岸で

待機していたゆに(2012)、黛と合流。 
・悟の部屋の時計が進んでいたことが時計

台の鐘により発覚する。 
・カーリーの双子の赤ん坊が SPHIA に届

けられる。 
・悟が自分の身体ではないことが黛により

発覚する。 
 

・転移範囲内は無人。 
 

 
 
※ より詳細なタイムテーブルは、設定解説ファンブック pp.50-64 を参照のこと。設定解説ファンブックの

タイムテーブルは、各地点の転移範囲内を常に同一列に書く形式になっている。 
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３．４． エンディング解説 

［１．ココロ編グッドエンド］ 
 

達成法：チャート参照。悟視点登場後は、悟視点のプレイデータがグッドエンド・エピローグであることが必要。 

 
 ゲーム 初のプレイで目指すべきエンディング。とにかくこれを見なければ始まらない。このエンディン

グに向かうには、とにかく生き残ることである。次々と迫り来る死の危険を回避しつくせば、到達できる。 
 このエンディングは一種の導入編である。基本的に全ての出来事が描写されるが、描写はこころの不十分

な知識と判断力に基づいた一面的な見方に過ぎない。 終的に避難小屋を脱出するときも、何がなんだかわ

からないままである。よくわからないけど、とりあえず脱出できたらしい、というのがこのエンディングに

対する普通の見方で、その見方は正しい。何が起こったのかは悟編で語られることになる。 
 スタッフロールの後に現れる、【73. 籠の中の…】のシーンは謎めいている。 初にこのシーンを見たとき

はいろいろ勘ぐってしまうが、結局のところこのシーンにあまり意味はなく、プレイヤーを惑わすためのギ

ミックと考えた方がよいようだ。もしこのシーンに重要な意味を持たせようとすれば、こころが後に精神病

院に収容されることになるだとか、こころは実は DID だったとかの可能性が導き出される。だがいずれも悟

編を踏まえて考えたときスマートな解釈になりえない。録音中の新聞記事についても、これを新聞記事が実

在した証拠だとするにはやはり足りない。ここで登場する新聞がゆにが捏造したもののコピーでないという

保証はないからだ。結局、このシーンの存在は、こころの「あの事件での私は、籠の中の鳥にすぎなかった」

という述懐以上の意味を引き出すことはできないようだ。 
 
 

エンディングチャート：［１．ココロ編グッドエンド］  
日付 シーンタイトル 選択肢 

1/11 

1. 天国はここにある 

 

5. 閉鎖された構造状態 

6. 精神の『少女』 

 

7. 小児期と思春期の行為障害 

9. 自我の解放 

 

10. 小児期と思春期の人格形成 

11. アニマの中のアニムス 

13. 自閉的状況に陥る瞬間 

14. こころと体の鎮静剤 

15. 病的解離における症状集団 

 

16. 衣服の乱れたアリス 

 

『誰かなあ？』 

『月夜の晩に』と唄っていた 

階段を下りてみる 

苦手ではない 

遠まわしに尋ねる 

何も言わない 

男性の方に声をかけた 

ここはどこですか？ 

ゆにの言ったことが気になる 

ゆにに声をかけた 

カンパンを食べてみた 

笑ってみる 

扉を調べる 

飲む 【必須選択肢】 

悟との関係を問いつめる 

シチュー 

1/12 

17. 男性と女性の基本的な違い 

18. 朝ご飯はカラダにとっても重要 

19. 相互理解とは？ 

21. 信頼と欺き 

 

22. 異常事態警報発令！？ 

24. 集団意識の軋轢 

 

25. 傷痕は疑心暗鬼の味 

 

26. 至福の在る場所 

覚悟してトイレに行く 

ウサギの絵を描く 

黙っていることにする 

『パイン味』 

ゆには双子？ 

ゆにの部屋へ！ 

黄泉木を止めた 

助けなかったら黄泉木さんらしくないですよ 

個室へ逃げ込む 

脚立を探す 

黄泉木を怒る 

1/13 

29. 変わろうとする欲求 

 

30. ヒトとココロ 

32. 彼女の病状 

33. 『運命』って信じますか？ 

黛に状況を説明する 

追いかける 

黙っている 

しゃがんで避ける 

手相を見てもらう 
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34. 或る精神鑑定の結果 

35. 依存できるもの 

 

36. 鎖状の螺旋 

37. 記憶と思惑 

38. 新たなる生命 

 

復習する 

はぐらかして答える 

悟からのメッセージが気になる 

わたしが直す 

このままでいいと言う 

捜しに行く 

食べなかった 【必須選択肢】 

1/14 

40. 信じる気持ち 

 

43. 命の選択 

44. 白い世界 

 

 

46. DID 発現 

黄泉木が正しいと思う 

身体を張って止める 

こころが保管する 

一旦建物から離れる 【必須選択肢】 

とどまる 【必須選択肢】 

左方向へ壁沿いに進む 【必須選択肢】 

それでもナイフを取る 

1/15 

48. 一握の安息 

 

53. 正当防衛あるいは冤罪 

 

54. 残酷な団欒 

56. 最後に訪れた希望を 

 

 

57. 終わりのない遮蔽環境 

58. 自己犠牲の結末 

窓の外を眺めた 

涙をこらえる 

『これは私達３人分の食料です』 

犯人を指摘しない 

食べるのをやめた 

黄泉木についていく 

黄泉木を置いていく 

ゆにを助ける 【必須選択肢】 

黛をひっぱたく 【必須選択肢】 

そのまま見ている 

1/16  （選択肢なし） 

1/17 

67. 希望の扉は開かれた 

68. いつか還るべき約束の場所へ 

69. 定められた運命 

救助隊がいるのではないか？ 

このまま進む 【必須選択肢】 

引き返す 【必須選択肢】 

（攻略情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
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［１９．サトル編グッドエンド］・［２０．サトル編エピローグ］ 
 

［１９］達成法：チャート参照。こころ視点のプレイデータが［１．ココロ編グッドエンド］であることが必要。［２０］

達成法：［１９］を 2 回見ること。 

 
 このエピローグまで見ることにより、とりあえずの結末が描かれる。ハッピーエンドにはほど遠い内容だ

が、残念ながらこれ以上のハッピーエンドは “Remember11” ゲーム中に用意されてはいない。このエンディ

ングの目的は、この 7 日間の出来事の詳細を説明することと、悟の本来の計画が失敗していることを示すこ

とである。 後に黛が悟に投げつける言葉がその象徴だ。この結末が悟が本来計画していた結末ではないこ

とを示し、本来の結末はいったい何だったのかをプレイヤーに考えさせる、それがこのエンディングの役割

だ。制作者は、プレイヤーがハッピーエンドを見て満足することを望んでおらず、プレイヤーには悟の計画

（ユウキドウ計画）はいったい何だったのかをプレイ後に考えて欲しかったのだろう。だが、この演出は成

功したとは言い難い。多くのプレイヤーはデッドエンド連発のアドベンチャーゲームをプレイしてきて、見

せかけでもいいからハッピーエンドになることを期待していたはずである。infinity シリーズのファンならば、

見せかけのハッピーエンドを見てそれで終わるなどということはなく、ちゃんといろいろ悟の本来の計画に

ついてあれこれ考え楽しんでくれたと思う。 
 アドベンチャーゲームの要素が強い “Remember11” の作りからみると、このエピローグシーン中に一つ不

思議な点がある。それは、本来雪崩に巻き込まれて死ぬはずだった 3 人のうち、黛とこころの代わりにカー

リーと景子が身代わりになる、という可能性が示唆されながら、本当にそうなってしまうバッドエンドが用

意されていないことである。ゲーム中で危険な状況にはほぼ全てバッドエンドを用意してあるのに、ここだ

けがないのだ。この点については、深読みも可能である。それはこうだ。“Remember11” では悟の本来の計

画を考えさせるのがゲームの目的だから、特定のエンディングにその答を用意するわけにはいかない。だか

ら、この場面でカーリーと景子が黛とこころの身代わりになるという展開のエンディングがないのは、それ

が答だからだ、という考え方である。ユウキドウ計画を考える上での一つのアイデアである。 
 
 

エンディングチャート：［１９．サトル編グッドエンド］  
※こころ視点のプレイデータによっては一部の選択肢が出ないことがある。 
日付 シーンタイトル 選択肢 

1/11 

1. 天国はここにある 

75. Persona 

76. Animus 

 

78. Shadow 

79. Great Mother 

 

 

『天使さん？』 

『久しぶりだな……』 

『オレに会ったことがあるだろう？』 

黙っている 

助けにきただけなんだ 

否定する 

聞き覚えがある 

オレが DID になってしまった原因は？ 

1/12 

84. Examine 

 

 

85. Break-Time 

 

 

 

86. Mind-Education 

88. Virgin-Ceiling 

 

89. Miserable 

91. Polyhedron 

 

 

 

 

 

ベッドを調べる 

棚を調べる 

机を調べる 

『冬川こころじゃない』と告げる 

朝食風 

飲む 

入れない 

のぼった 

振り返らない 

振り返らない 

返事をする 

犬伏の部屋へ 

犬伏景子だろう？ 

ちょっとな 

拒絶する 

１年前にお前に似た奴を見かけたから 

どうしてスフィアにいるのか尋ねる 
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93. Seized 

94. Receive 

 

 

逃げる 【必須選択肢】 

記事を信じる 

『そういうわけにはいかないよ』 

ピアスに触れた 

1/13 

99. D-H-A!! 

100. N-B-A?? 

 

102. Dying 

 

 

 

103. Dependence 

 

104. Fibber? 

107. Pregnant Girl 

 

バスケ 

３ＰＬを選択 

無難に２ＰＬを選択させる 

そういう問題じゃないだろ 

殺す 

言えない 

生き物を殺して楽しいか？ 

今までこころがどうしていたのか尋ねる 

生きている意味をよく考えて欲しい 

なにか隠してることないか？ 

近づいていった 

知らない 

1/14 

114. Fitful 

 

116. Pure Aeternus 

121. Quantum Teleportation 

 

『あなたを見張ってたんだ』と答える 【必須選択肢】 

断った 【必須選択肢】 

こどもがいるじゃないか 

知っている 

飲む 

1/15 

131. Insertion 

 

132. Promise 

『なんで穂鳥を殺さなくちゃいけないんだ』 

いや 

黙って手を振る 

1/16 

137. Revenger 

 

 

身を呈して穂鳥をかばう 【必須選択肢】 

穂鳥と犬伏は別人だと告げる 【必須選択肢】 

覚悟を決めた 【必須選択肢】 

1/17 

141. Symbolic 

 

 

142. The Third Area 

オレでもこころでもない 【必須選択肢】 

午後６時１１分～午後７時１７分 【必須選択肢】 

午後８時２分～午後９時８分 【必須選択肢】 

開かなかった 【必須選択肢】 

（攻略情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
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［２．バスルームでサトル殺害エンド・Ａ］・［２１．バスルームでサトル殺害エンド・Ｂ］ 
 

［２］達成法：【15. 病的解離における症状集団】で「飲まない」を選択 ［２１］達成法： 終プレイデータが［２］

でサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 “Remember11” のバッドエンドのほとんどは二つセットで、片方の視点でバッドエンドに行った後でもう

片方の視点をプレイすることにより、同じ結末を別視点から見たバッドエンドに到達するようにできている。

別視点側はショートカットを使いなるべく後ろのゲーム内時間から始めるのが簡単である。 
［２．バスルームでサトル殺害エンド・Ａ］はゲーム開始後 も早くに到達可能なバッドエンドで、［２１．

バスルームでサトル殺害エンド・Ｂ］はその悟視点側である。 
 このエンディングは、1 日目夜にこころがカーリーから渡された睡眠薬を飲まなかったときに発生する。

睡眠薬を飲んでいたときはバスタブで眠りかけたところで転移し、その後なんともなく先へ進むが、睡眠薬

を飲んでいないと次転移したときには悟の身体はバスタブで溺れ死んでいてゲームオーバーとなる。こころ

視点の［２］だけではなぜ悟が死んだのか明らかにされず、悟視点の［２１］の方で死因が明らかになる、

はずなのだが、実は明確ではない。悟視点からの情報では、睡眠薬を飲んでいた場合、悟の身体は薬で眠っ

てしまってバスタブに倒れ込み溺れかけるが何とか助かる。また、モニタ室での映像記録から、部屋の外で

景子身体の女胎児が徘徊していることが明らかとなっている。それに対し、睡眠薬を飲んでいなかった場合

はバスタブで何者かに頭を押さえつけられ、溺死する。悟身体が睡眠薬を飲んでいなかったから何者かに襲

われるというのは、因果関係が飛躍しすぎだ。睡眠薬を飲んでいなかったときは物語のその先がなくモニタ

室で映像記録を見ることができないので、胎児達が何をしていたのかは推測するしかなく、おそらくは命が

けのじゃれ合いを演じていたと思われる。 
 どう解釈するにしても、 初にこの両エンディングを見た段階では因果関係が描写から見いだすことはで

きず、不条理に見える。だが、胎児達の行動に因果関係を求めても無駄、というのは “Remember11” 全体を

貫く柱の一つである。だから、ゲーム一番 初となるこのバッドエンドにおいて、ゲーム世界の不条理さを

示しておくのは間違っていない。 
 
 

［３．悟転移後刺殺エンド］・［２２．謎の影に殺害エンド］ 
 
［２２］達成法：【93. Seized】で「立ち向かう」を選択 ［３］達成法： 終プレイデータが［２２］でココロ編をプレ

イする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 こちらのセットは、悟編側を起点とするバッドエンドで、悟編で も早く到達可能なバッドエンドである。

［２２］のゲーム上の意味は、SPHIA がいかに危険であるか、刃物に素手で対抗するのはいかに無謀か、の

二点をプレイヤーに示すことである。 初にプレイするこころ視点でも、刃物を持った何者かにざくざくと

主人公は殺られバッドエンドに直行しているはずである。これらの刃物に殺られるバッドエンドの存在は、

悟視点の後の内海との対決の緊迫感を盛り上げるのに働いている。だが今回に限っては、別に殺人鬼が暴れ

ているわけではなく、停電でパニックになっているだけなのだが。 
［２２］に対応するこころ視点の［３］に特に見るべき点はない。 

 
 

［４．スフィア組ジェノサイドエンド］・［２３．内海計画実行エンド］ 
 
［２３］達成法：【114. Fitful】で「『俺も喉が渇いたから』と答える」か、「飲んだ」を選択 ［４］達成法： 終プレイ

データが［２３］でココロ編をプレイする 
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（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 こちらのペアも悟視点由来のバッドエンドである。カーリーの暴走を止められなかったときに発生する。

このエンディングからわかることは、カーリーは本気だということ、カーリーはやはり SPHIA に収容される

にふさわしい人物だということである。カーリーは景子を殺した後手首を切って自殺し、「セルフはどこ？」

の血文字を残す。自殺してしまって、数日後届く双子の子供はどうする気だったのだろうか。本当に自殺だ

ったのだろうか。 
 このセットのエンディングの特徴は、こころや悟の死亡に由来したものでないために後日談が付いている

ことである。悟は茫然自失のまま転移の期間を過ぎ、精神分裂を起こした榎本として病院に収容される。こ

ころ達については、タイムパラドックスを修復した結果、飛行機事故のすぐ後で助けられずに凍死したこと

になる。タイムパラドックスの描写については後述の［１８．ひとりで山小屋遭難エンド］・［３０．内海暴

走して悟刺殺エンド］で詳しく解説するのでそちらを参照してもらいたい。 
 
 

［５．山小屋組全滅エンド（黛その１）］・［２４．山小屋組全滅エンド・Ｂ（黛その１）］ 
 
［５］達成法：黛のストレスが低く、【40. 信じる気持ち】で「黛の意見にも一理ある」および「黛に任せる」を選択し、

【42. 自我崩壊の始まり】で「ゆにが逃げてきた理由を尋ねる」を選択 ［２４］達成法： 終プレイデータが［５］で

サトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 こころの死亡でゲームオーバーとなる 初のバッドエンド。黛に好き放題させたときに発生する。黛は明

らかに危険人物なので、 初のプレイでここに到達する可能性は低いが、こういうバッドエンドもありうる

だろう、と予想させるエンディングなのでそのうち見付かるはずだ。たいていの場合は狙って見つけること

になり、しかも期待通り（？）のすさまじいエンディングである。黛というキャラクターの見せ場の一つと

も言える。 
 悟視点側の［２４］にあまり見るべき点はない。 
 
 

［６．スフィア遭難エンド］・［２５．悟フリーズエンド］ 
 
［６］達成法：【44. 白い世界】で「一旦建物から離れる」および「進む」を選択 ［２５］達成法： 終プレイデータ

が［６］でサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 雪の SPHIA の中で道に迷ったときに歩き回って遭難するバッドエンドで、全バッドエンド中もっとも簡単

に存在の予想、到達、回避が可能なバッドエンドである。アドベンチャーゲームとしては、到達が難しいエ

ンディングばかり用意するよりも、こういう見え見えのバッドエンドも入れておいた方がよいというもので

ある。 
 
 

［７．バスルームで何者かに刺殺エンド・Ａ］・［２６．バスルームで何者かに刺殺エンド・Ｂ］ 
 
［７］達成法：【44. 白い世界】で「壁に沿って歩く」を選択、または「一旦建物から離れる」「とどまる」「右方向、テ

ラス方面へ進む」の順に選択 ［２６］達成法： 終プレイデータが［７］でサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
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 榎本に襲われ悟絶体絶命の場面。［６］と合わせて即死選択肢が続き、【44. 白い世界】はゲーム中 もバ

ッドエンドに行きやすいシーンである13。一旦建物から離れてやりすごし、素早く自室に戻って鍵をかけるこ

とができれば回避成功で、そうではないときには榎本に刺されこのバッドエンドとなる。ここでこれだけバ

ッドエンドに行きやすいことが、悟視点での自分の身体の生死をこころに託す悟の焦燥の描写をより効果的

にしている。 
 このバッドエンド条件の 後の選択肢は悟の自室の位置を聞く選択肢で、これは SPHIA の建物内の部屋の

配置をプレイヤーに確かめさせるという意図があったと思われる。だが、この場面以外で、部屋の配置が何

か世界の解釈をする上でやアドベンチャーゲーム部分に影響することはない。 
 
 

［８．山小屋組全滅エンド（黛その２）］・［２８．山小屋組全滅エンド・Ｂ（黛その２）］ 
 
［８］達成法：黛のストレスを高くし、【40. 信じる気持ち】【43. 命の選択】の両方で黄泉木に食料を任せ、【50. 私怨の

果てに……】で「黛を突き飛ばす」を選択 ［２８］達成法： 終プレイデータが［８］でサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 こころ視点由来のバッドエンドは黛に対する態度が元凶になるものが多い。これは “Remember11” の物語

での黛の立場の重要性の現れだ。このエンディングは、「その１」の名が付いた［５］とは逆に、黛に対して

厳しい対応をとり続けたときに黛が逆上して発生するバッドエンドである。 
 
 

［９．山小屋組全滅エンド（黄泉木）］・［２９．山小屋組ジェノサイドエンド］ 
 
［９］達成法：黛のストレスを低くし、【40. 信じる気持ち】で「黛の意見にも一理ある」および「黛に任せる」を選択

し、【43. 命の選択】で「食料は黄泉木に任せる」を選択 ［２９］達成法： 終プレイデータが［９］でサトル編をプ

レイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 山小屋組の信頼すべきリーダー・黄泉木豹変の巻である。黄泉木に負担をかけすぎたときに発生する。こ

のエンディングはまっとうな行動をとっている限りまず発生しないような条件になっているので、わざわざ

狙わなければここに進むことはないはずだ。だから、このバッドエンドで黄泉木の本性が現れたというわけ

ではない。皆の為に尽力する、頼れる賢者
s a g e

としての方が彼の本来の姿である。このエンディングでの彼の誰

にも手の付けられない恐ろしさは、通常の展開での彼が誰よりも有能であることの一つの現れなのだ。 
 
 

［１０．食事で毒殺エンド］・［２７．ＭＡＯ阻害剤効果で血管破裂エンド］ 
 
［１０］達成法：【38. 新たなる生命】で「食べた」を選択 ［２７］達成法： 終プレイデータが［１０］でサトル編

をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 “Remember11” のほとんどのバッドエンドは、必要条件を満たしていても直近の選択肢の選び方を変える

ことで回避が可能だが、このバッドエンドは例外である。原因となる選択肢は 1/13 の夜で、バッドエンドに

至るのは 1/15 の昼間とその間がかなり離れている。とはいえバッドエンドに行ったときその原因はすぐわか
                                                           
13 ただ、正解が全て上の選択肢であるため、筆者のように「初回プレイは全て上の選択肢を選ぶ」のようなプレイスタ

イルをとるとこのシーンはあっさり通過できてしまう。 
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るように描写されるのでアドベンチャーゲームの作りとして問題ない。ただ、2 日前の食事でどうして突然

薬物死するのだろう、という疑問には［２７］に答えはなく、解答（MAO 阻害剤を悟の身体に入った胎児が

飲んでしまったこと）を得るには悟視点の正解ルートを 後までプレイする必要がある。 
 
 

［１１．墜落現場に辿り着けず凍死エンド］ 
 
達成法：黛のストレスを高くし、【40. 信じる気持ち】【43. 命の選択】の両方で黄泉木に食料を任せ、【56. 後に訪れた

希望を】までにこころの体力を減らしておき「とにかく動く」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 ヘリコプターが現れたら 1/17 までもう転移はなく、対応する悟視点バッドエンドは［３２］で共通となる。

まず、青鷺島のヘリコプターを追いかけて墜落現場まで無駄な探索を行う 1/15 関係で 4 つのバッドエンドが

ある。これはその一つで、墜落現場まで辿り着けもしないバッドエンドである。直接の原因となるのは［６．

スフィア遭難エンド］と同様雪の中でむやみに動き回ろうとすることだ。ただし、今回はこころの体力が残

っていればこのバッドエンドに行かないこともある。 
 
 

［１２．山小屋組全滅エンド（黛その３）］ 
 
達成法：黛のストレスを高くし、【57. 終わりのない遮蔽環境】で「戦う」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 1/15 の墜落現場への探索行関連のバッドエンドの一つ。今回の直接の引き金となるのはまたもや黛の逆上

である。このバッドエンドの入り口となる選択肢はなかなか登場しないが、登場さえしてしまえばそこにバ

ッドエンドがあることは容易に想像できるはずだ。こころはアニマであり、戦う人物ではないからだ。 
 
 

［１３．墜落現場から帰還できず凍死エンド］ 
 
達成法：こころの体力を減らし（食料をこころが預からない、吹雪の中動き回る等）、【58. 自己犠牲の結末】で「私がゆ

にを背負う」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 1/15 の墜落現場への探索行関連のバッドエンドの一つ。このバッドエンドと［１５．こころ責任感じて自

殺エンド］の存在は、“Remember11” がアドベンチャーゲームとしての設計がよく現れている。こころに体

力の余裕がある場合はこころがゆにを背負うのが正解で、余裕がない場合は黄泉木が背負うのが正解となっ

ており、状況により正解が変わる設計である。そして、このバッドエンドは体力に余裕がない場合にこころ

が背負ってしまったときのものである。こころは体力がある方ではないから、このエンディングの存在は至

極納得できるはずだ。 
 
 

［１４．墜落現場で彷徨エンド］ 
 
達成法：【56. 後に訪れた希望を】で「ゆにを置いていく」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 
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 1/15 の墜落現場への探索行関連のバッドエンドで も基本的なもの。このバッドエンドは二つの意味で当

然の結果である。一つは、今回の探索の原因となったヘリコプターは 2012 年の青鷺島を飛んでいたものであ

り、もともと探索は無駄に終わることが決まっていたからである。それを無理して深追いすれば遭難するの

が当然である。もう一点は、こころはゆにを置き去りにするなどという選択肢を選ぶ人物ではないことだ。

しかも、このゆにはわざわざ 2012 年から命がけでこころを救出しにきたゆにである。これらを踏まえればこ

の結末も納得できるはずだ。 
 
 

［１５．こころ責任を感じて自殺エンド］・［３３．山小屋組全滅エンド（こころ）］ 
 
［１５］達成法：黛のストレスを高くし、【40. 信じる気持ち】で食料を黄泉木に任せ、【43. 命の選択】で「こころが管

理する」を選択し、【56. 後に訪れた希望を】で「黄泉木を置いて行く」「ゆにを助ける」を両方選択し、【57. 終わりの

ない遮蔽環境】で「このまま動かない」、【58. 自己犠牲の結末】で「このまま見ている」を選択 ［３３］達成法： 終

プレイデータが［１５］でサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 グッドエンドよりも条件が厳しい難関バッドエンドだが、ゲーム終了の目安となる追加 TIPS を見るにはこ

のバッドエンドの悟視点側を見なければならない14ので、これを避けては通れない。このバッドエンドは他の

バッドエンドにならない範囲で山小屋組の他のメンバーに負担をかけ続けることにより発生する。黛や悟か

ら見ると、こころの自殺は「なぜ？」であるが、このバッドエンドを見るためにプレイヤーは他のメンバー

を痛めつけるような選択肢を選び続けているはずなので、プレイヤーにとってはこのバッドエンドはわりと

すんなり受け入れられるだろう。 
 悟視点側の［３３］は、後述する［３２．ひとりで山小屋放心エンド］とほぼ同一である。 
 
 

［１６．こころ雪庇転落エンド］ 
 
達成法：【68. いつか還るべき約束の場所へ】で「引き返す」「黄泉木に手を伸ばす」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 こころ視点 後の難関、1/17 の雪崩関連のバッドエンドの一つ。こちらのバッドエンドは雪山の危険性を

示すためと、生還の可能性の低さを示すバッドエンドで、必然性はあまり高くない。ここでのバッドエンド

が全て雪崩遭遇では代わり映えがしないことから設けられたと推測される。 
 
 

［１７．Ｘ地点雪崩遭遇エンド］ 
 
達成法：【69. 定められた運命】で「もう少し探してみる」を選択するか、【68. いつか還るべき約束の場所へ】で「引き

返す」「黙って見ている」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 1/17 で も基本となるバッドエンド。定められた運命の通り、こころ達は雪崩に巻き込まれて死亡する。

ゲーム世界的には、こころ視点で も基本となるエンディングとも言えて、実際グッドエンドよりも到達す

る可能性が高くなるように設計されている。 
 このエンディングでは、新聞記事が現実のものとなると考えるのが普通だが、ここでゆにの問題が残る。
                                                           
14 ［３３］を見なければ、【146. The End of Mind】が埋まらず、全シーンタイトル出現が条件となっている TIPS99 が出

現しない。 
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一緒に雪崩に巻き込まれるゆに(2012年出身)はどうなるのか？ SPHIAに行っていた 2011年のゆにはどうな

るのだろうか？ おそらく、この場合は、SPHIA のゆにが 2011 年に戻ってくる［２０．サトル編エピローグ］

のイベントが発生しないので、2011 年のゆには 2012 年に行きっぱなしになると予想される。そして、2011
年では奇跡的に救助されるゆにが必要なわけだが、これは雪崩に巻き込まれた 2012 年のゆにが何とか助かり、

救助隊に助けられる展開しか考えられない。雪崩に巻き込まれたゆにがそのまま死亡してしまうと、死体が

増えてしまって困るのだ。そうして、ゆにはタイムループに取り込まれる。ゆには、再びかつて経験した通

りに 2011 年の悟達と話をし、2012 年の計画に参加し、そして再び 2011 年の雪山に向かうことになるだろう。

今度こそこころを助けだすために、そして SPHIA に行ってしまった自分にとっての過去のゆにが SPHIA か

ら 2011 年に戻ってきて、正しく自分の過去につながるために。 
 
 

［３２．ひとりで山小屋放心エンド］ 
 
達成法： 終プレイデータが［１１］［１２］［１３］［１４］［１６］［１７］のいずれかでサトル編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 1/15 以降でこころが死亡するバッドエンドに行った場合の対応する悟視点バッドエンド。こころが山小屋

で自殺する［１５］の場合のみここではなく［３３］が悟視点バッドエンドとなるが、［３２］と［３３］は

ほぼ同一内容である。 
 このエンディングの特徴は［２３．内海計画実行エンド］と同内容の後日談が付いていることである。こ

の後日談により、ゲーム中の悟の身体が本来榎本の身体だったことが明かされる。 
 
 

［１８．ひとりで山小屋遭難エンド］・［３０．内海暴走して悟刺殺エンド］ 
 
［３０］達成法：【137. Revenger】で「内海の背中に飛びかかる」「犬伏を殺したい気持ちはよくわかる」「彼女の足元め

がけて飛びかかった」のいずれかを選択するか、【131. Insertion】で「『ああ、殺したいね』」「ああ」の両方を選択 ［１

８］達成法： 終プレイデータが［３０］または［３１］でココロ編をプレイする 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 悟視点側を起点とするバッドエンド。1/16 のカーリーが再度試みる景子への復讐行を止められなかったと

きに発生する。どちらが正解か見え見えというほどではない 2 択選択肢が 3 回続くため、 初のプレイの段

階で見てしまうことになるバッドエンドだろう。 
 ここの選択肢設定で妙に見えることが一つある。2 番目の選択肢の正解は「穂鳥と犬伏は別人だと告げる」

なのだが、ここでの悟は景子と穂鳥が入れ替わって景子が雪原で死んでいると誤解していて、その誤解に基

づく説得を行っている。主人公が事実誤認する選択肢をゲーム的に正解にするのは妙だ。プレイヤーを誤導

させようとする意図があったのかもしれないが、もしプレイヤーがここでの悟の考えを 後まで間違いだと

気付かないと、かなり困ったことになる。余計なプレイヤーの混乱を招く選択肢と判断されても仕方がない。 
 対応するこころ視点のバッドエンドは、［３２］とある意味対になるエンディングだ。［３２］で大事なの

は後日談だったが、［１８］の解釈上のポイントは山小屋での描写の先にあるタイムパラドックス発生にある。

SPHIA から本来の 2011 年のゆにが戻ってこないことが確定することにより、山小屋にいた 2011 年以降の記

憶を持つゆにが存在しえなくなって矛盾が発生する。ここでは、ゆにが登場しなくなるまで段階を追って修

正が行われる。 終的にはこころは 7/11 に墜落した飛行機のそばで誰にも助けられず凍死する。プレイヤー

の思考速度に合わせて矛盾が発生しなくなるまで順々に世界を書き戻していくというタイムパラドックスの

描き方は “Ever17” での描き方と同じである。このことから、infinity シリーズの世界でのタイムパラドック

スはこういうもの（段階を踏んで矛盾がなくなるまで世界を書き戻していく）なのだろう。また、本書で 
“Ever17” で解説したように、infinity シリーズのタイムパラドックスの発生はプレイヤーの意識に由来するも
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のと見なすこともできる。そう考えると、こころが結局飛行機のそばで 7/11 に死ぬことで決まったときにも、

なぜかこころはそれまでの 7 日間の記憶を残している理由が説明できる。タイムパラドックスを起こしたの

がこころに宿ったプレイヤーの意識に由来すると考えるなら、それまでプレイヤーと共有していたこころの

記憶は、タイムパラドックス修正後もこころに宿るプレイヤーの意識を通してこころに残っておかしくない。 
 
 

［３１．ユウキドウ計画失敗エンド］ 
 
達成法： 【141. Symbolic】で選択肢を間違える、または【142. The Third Area】で「開いた」を選択 

（情報提供：「KID 攻略 HP [Oreally]」 http://sukehi.hp.infoseek.co.jp/ ） 

 
 ［２０．サトル編エピローグ］とともに、“Remember11” を解釈する上での基礎となるエンディング。明

白なデッドエンドだが、他のバッドエンドとは異なりスタッフロール付きだ。第 3 領域やユウキドウ計画の

情報が提示される大事なエンディングである。 
 計画に関してここで得られる情報には、以下のようなものがある。その他第 3 領域に関する描写は見たま

まで、ここから何を感じるかは自由である。 
 
• 主人公の悟の身体は本来榎本のものである。 
• 榎本の身体は本来悟のものである。 
• 主人公が記憶喪失になり榎本が死亡するゲーム中の展開は、ユウキドウ計画の失敗である。 
• 計画では転移に参加する悟は第 3 領域に来るはずではなかった。 
• 悟は「アイツ」に対して憎悪の念を抱いている。 
 
 

ゲームの終了 
 
 “Remember11” を終了したと言えるのはどの段階だろうか。究極的には、既読メッセージ 100% に到達し、

後に一度何かエンディングを見たときである。そこで全てのエクストラボイスと設定画 CG を見ることが

できるようになり、“Remember11” で用意された全ての内容を見ることができる。だが、ほとんどのプレイ

ヤーにとって、そこまでやり込むのは現実的ではない。このゲームの本質が「設定を考えること」なのだか

ら、設定を考えるのに必要な内容を全て見ればプレイ終了と言ってよいだろう。本作でそれにあたるのは、

110 まである TIPS を全て見ることだ。残りの全ての TIPS を登場させることが登場条件の TIPS100~110 で説

明される人物説明は解釈上必須である。登場条件の 難関は TIPS99・「シーンタイトルに込められた意味」

を見ることだろう。この TIPS は全てのシーンタイトルを出現させることが条件である。実質的に、全 33 エ

ンディングを見ることが条件となっているに等しい。全 33 エンディングを見たときには、通常残りの TIPS
は全て埋まっているはずだ。（ただし、TIPS 内に登場する TIPS もあるので、ともかく TIPS の内容は一度は

目を通しておくべき） TIPS110 まで見終えた時点で、解釈に関わる内容は全て揃ったことになる。全 33 エ

ンディングを見て、TIPS110 まで見終えたら、プレイ終了と見なしてよい。 
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３．５． ユウキドウ計画 

 
 “Remember11” で巨大な謎として残るユウキドウ計画。その計画の内容を考えることこそがゲームの本質

だと言ってよいほどのものである。それゆえに唯一の解釈というものは存在せず、プレイヤーによって様々

な解釈があるはずだ。ここでは、ユウキドウ計画の優希堂沙也香との関係に着目した 2 つの解釈を紹介しよ

うと思う。 
 
 
３．５．１． 「ユウキドウ計画＝沙也香救出計画」説 
 
概要 
 ユウキドウ計画が沙也香の死をきっかけとするなら、その計画は沙也香を復活させるものであるというの

は も自然な流れである。悟にはあまり親しい友人がいそうにもないので、自身の 大の理解者を失った悟

がそれを何とか取り戻そうとするのは当然とも言える。 
 2011-2012 年の本件は、本命の計画である沙也香救出の前段階の実験である。沙也香の死からかなり経過し

ているため、時空間転移により沙也香を救出する先はかなり未来におかざるを得ない。そのため、まずは実

験として、起きたばかりの飛行機事故に巻き込まれる黛を未来に連れ出して復活させることを試み、その実

験の状況を踏まえて本命の沙也香救出計画を実行することにした。 
 なお、ここでの解釈では、雪山に登場するゆには前節［１７．Ｘ地点雪崩遭遇エンド］で説明したように

タイムループに陥っているものとしている。ただし、タイムループ中のゆにも年を取ってしまうので、ルー

プの回数は 2~3 回がせいぜいだろう。 
 
本件の目標 
 2011-2012 年の計画は、黛を無事 2012 年に救出することである。また、計画の協力者であるゆにがこころ

との再会を望んでいたため、こころも同時に救出することにした。救出により死体が存在しなくなってしま

う矛盾を避けるために用意したのが景子とカーリーで、この二人は冬山に送り込んで黄泉木とともに雪崩に

巻き込ませる計画だった。 
かなり冷酷な計画だが、［３１．ユウキドウ計画失敗エンド］を見てわかるように悟と榎本はもともと冷酷

な人物である。また、景子は二度と放免されることのない殺人犯であり死なせることに問題が少なく、カー

リーは黄泉木に先立たれずに一緒にあの世に送るのもある意味慈悲という考え方をしたのだろう。ゆにがこ

んな考えに納得したのかはかなり微妙とはいえ、こころを助けるためあえて協力したのだろう15。 
 
計画の経緯 
 2011 年 7 月、身重のカーリーを穂樽日鉱山に幽閉し、時空間転移を実行する。悟と榎本は、気圧差の問題

を克服するために必要な 3 点目の人格が余計なことをしないよう、胎児という一見無害な存在を 3 点目に仕

立てたと思われる。しかしこれは大きな誤りで、胎児の予期せぬ行動は計画を破綻させることになった。ま

た、時空間転移で意識をその場に残すために、胎児には何か特別な処置（特殊な薬の投与など）を行ってい

たのかもしれず、そういう人体実験ができる素材がカーリーとその胎児だけだった、という事情があったか

もしれない。 
 2012 年 1 月、スフィアに悟と榎本に加え、景子とカーリーが集められる。悟と榎本はあらかじめ人格交換

を施してあるが、これを施した理由として考えられるのは、榎本の身体が人格交換に向いていたからという

のが有力だ。作中見てわかるように、人格交換を起こす人格／身体と起こさない人格／身体が存在する。榎

本の身体は、悟と榎本、悟とこころと 2 通りの人格交換を起こしており、明らかに人格交換を起こしやすい

身体だ。本件では、黛救出という目的を踏まえると、榎本と悟では悟の方がより積極的な役回りになるはず

                                                           
15 ゆには悟と榎本がライプリヒ製薬の者であることを知っているはずだが、公式設定によればライプリヒ製薬はゆにの

嫌いなものの一つである。だから、ゆには本計画に好きで参加しているとは思えない。 
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である。榎本が SPHIA に常駐して状況を監視し、悟が双方の時空間を行き来して救出を行う分担になったの

はそのためだ。そこで、この分担で計画を進めるには、あらかじめ悟が榎本の身体を保有しておく必要があ

った。 
 用意された人格交換は 2 組ある。1 組目は悟・こころ・男胎児である。悟はこころと身体を共有すること

でこころに行動指示を出すことができる。転移直前の段階で避難小屋から朱倉岳の転移範囲外に出させれば、

転移した後には目の前に SPHIA が現れる。そしてこころが SPHIA に入れば救出終了だ。もう一組の人格交

換は、作中では景子・穂鳥・女胎児だったが、穂鳥を計算に入れて計画したと思えないから、本来は景子・

黛・女胎児の組み合わせの交換を想定していたと思われる。将来的に沙也香の救出を目的とした計画であっ

て、黛および沙也香については、身体ごと救出するのではなく精神部分だけ救出するつもりだった可能性は

かなりある。すなわち、こころ救出と違い、黛は景子の身体に入った形で 2012 年に引っぱり出す計画だった

と考えてはどうだろうか。そうなれば、わざわざ 2 組目の人格交換を用意した理由がよく説明できるのだ。 
 だが、実行してみると、悟は記憶喪失になり当初の目的を忘れ、景子の交換先は死体（仮死体？）の穂鳥

であり、胎児達は予測不能な行動で手に負えず、計画は全く進まなくなった。胎児により榎本が殺された時

点で、計画は終わりを告げた。 
 
Ｑ＆Ａ 
 
• 悟編冒頭の、ダビデ云々は何を意味するか？ 
→ ここの意味は、「自分は神に挑戦している」ということ。死者を蘇らせようとする行為、時をねじ曲げよ

うとする行為こそが神への挑戦である。「たとえ再びかわされようと」という部分は、ゆにから失敗する

可能性の存在を聞いていたことによる。 
 
• 時計台から悟を突き落としたのは誰か？ 
→ 榎本、景子、カーリーの 3 名が考えられるが、いずれも動機は不明。時計台に普通に入れる立場なのは

この中で榎本だけなので、榎本の可能性が高い。また、DID 景子なら動機を求める必要がないので、そ

う考えるのも一つの手。 
 
• テラバイトディスクは何か？ 
→ タイムループに陥っているゆにが、その周回内での出来事を記録するために作成した。 
 
• これだけ転移を用意したのはなぜか？ 
→ 転移時刻の設定は 2011 年 7 月の段階で行う必要があるが、量子テレポートの規則「盗聴されずにデータ

をやりとりしなければならない」のために、状況を見ながら転移を行うことができない。そのため、計

画に余裕を持たせるために様々な時刻・間隔で多数の転移を用意した。 
 
• 新聞記事は何なのか？ 
→ タイムループに陥っているゆにが、過去の周回で発行された新聞に基づいて作ったもの。実際に発行さ

れる新聞記事と同一内容だが、こころ達を救出することにより現実が書き変わった場合、ゆにの捏造と

見なされるようになる。テラバイトディスクに保存しておいた可能性が有力。 
 
• なぜ目覚まし時計が 33 分進んでいたのか？ 
→ 転移が 2 点転移だとこころを騙すために悟がそうした。実際は悟が記憶喪失に陥ったため、悟まで騙さ

れてしまった。 
 
• 終レベルの「アイツ」とは誰か？ 
→ 神様のこと。 
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• 景子・カーリーの「セルフはどこ？」は何のことか？ 
→ 不明である。無理に解釈しようとすれば、何か別の時空間転移の実験を受けて、本来別の身体に宿って

いた凶暴な人格が DID の中の一つとして景子の中に押し込められてしまった、というものが考えられる。カ

ーリーについては不明。 
 
 
３．５．２． 「ユウキドウ計画＝第３視点復讐計画」説 
 
概要 
 親しき者の死を原因とする行動原理としたら、復讐が第一の候補に挙がるはずだ。TIPS や物語の冒頭部分

で神への挑戦を匂わせる描写があり、復讐の対象は神とするのが妥当である。そして、infinity シリーズにお

いて神とはプレイヤーであり第 3 視点である。すなわち、“Remember11” は神であるプレイヤーに悟達が楯

突く話である。 
 
本件の目標 
 第 3 視点は悟達とは別世界の者なので、悟達は直接第 3 視点を傷つけることはできない。たとえ第 3 視点

が降臨した先を刺したとしても、その刃は第 3 視点本体に届くわけではない。身体的にダメージを与えるこ

とが不可能なら、精神的な打撃を与えるしか手はない。2011-2012 年の計画は、タイムループを演出すること

で第 3 視点を降臨させ、そのまま出口のないタイムループに閉じこめることである。 
 
計画の経緯 
 2001 年、沙也香が死んだ。このとき、悟はその死の裏に何かを見たことになる。何かとは何か。“Ever17” の
BlickWinkel と同じ、高次元の存在である。BlickWinkel はプレイヤーのことであり、今回復讐の対象になった

のもプレイヤーなのだが、もちろん沙也香の死に関してはプレイヤーに責任はなく、人違いである。だが、

本来の復讐の対象はプレイヤーと同じ次元の存在であることは確かである。おそらくは世界の創造主である、

“Remember11” の制作者だろう。つまり、「物語の都合により、沙也香を殺す」という制作者の意志なり声な

りを悟は聴いた。おそらくは時空間転移装置製作の基礎もここで制作者から聞いた。これが始まりである。

悟はその後時空間転移装置を製作するが、この装置の製作法を教えてくれた高次元存在を捕縛することに使

うつもりだった。捕縛する第 3 視点は制作者ではなくプレイヤーだったわけだが、悟にとってはその両者に

差がなかった。 
 2011 年 1 月、飛行機事故が発生し、悟の旧知である黛がそれに巻き込まれる。墜落した機体がしばらく行

方不明のままとなる状況を見た悟は、この事故を時空間転移の実験に使えると判断し、救助されたゆにと接

触する。そして、2012 年の青鷺島と避難小屋との間で時空間転移を行う未来を知った悟達は、その未来を基

本的にはなぞるように転移を実行する。 
 当初ゆにから聞いた未来が、本編で語られるような状況だったかはかなり疑問である。悟が記憶喪失にな

り榎本が死ぬ未来を悟達が知って再現するとは思えない。だから、当初ゆにから聞いた未来は別のものだっ

たとしたい。そして、悟達はその未来とは別に、第 3 視点を閉じこめるループする未来を創り出そうとした。 
 ループするような未来を設計し、第 3 視点を降臨させようとした悟達だったが、見込み違いだったのは記

憶喪失の発生である。“Ever17” と同様、ある人物が第 3 視点と強固に一体化してしまうと、その世界の中で

の記憶が失われてしまう16。当初ゆにから聞いた未来ではまだ第 3 視点が降臨していない段階なので、悟は記

憶を保って行動している。しかし、ループを設計し第 3 視点を呼び出してしまうと、第 3 視点を受け入れた

悟は記憶を失ってしまったのだ。これが物語を迷走させた原因である。 
 
Ｑ＆Ａ 
 
• 悟編冒頭の、ダビデ云々は何を意味するか？ 
                                                           
16 あと 6 年すれば、この法則も田中優美清春香菜によって明らかにされるのだが…。 
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→ 神である第 3 視点に対する挑戦である。ループの中で、何としても第 3 視点を捕まえようとする決意の

現れである。 
 
• 時計台から悟を突き落としたのは誰か？ 
→ 前を向く悟が振り向いた先にいるのはプレイヤーの貴方だ。悟とこころが一体と見なすプレイヤーの意

識が、悟と墜落する飛行機の中にいるこころを関係付け、悟の墜落を引き起こした。 
 
• テラバイトディスクは何か？ 
→ タイムループを演出し、第 3 視点を混乱させる小道具の一つ。 
 
• 新聞記事は何か？ 
→ 実際発行された新聞である。タイムループの演出のために避難小屋に赴くゆにに持たせた。 
 
• 転移の時間設定の意味は？ 
→ 悟が記憶を持っているなら意味があったのだろう。今となってはわからない。 
 
• 目覚まし時計が 33 分進んでいたのはなぜか？ 
→ 第 3 視点を混乱させる小道具の一つ。 
 
• 終レベルの「アイツ」とは誰か？ 
→ “Remember11” の制作者である、第 3 視点。だが実際彼らが本計画で接触した第 3 視点はプレイヤーだ

った。 
 
• 景子の「セルフはどこ？」とは何のことか？ 
→ この世界には、プレイヤーである第 3 視点とは別に、沙也香の死に関係した第 3 視点が存在する。（要す

るに制作者のことだ） 景子に対してもこの非プレイヤー第 3 視点が何か悪さをしたに違いない。 
 
 
 



 116 

 
 
  コラム：オープニングで登場する化学式とは？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       正式名称 ：3-[2-(dimethylamino)ethyl]-indole 
           別名 ：N,N-dimethyltryptamine  （略称 DMT） 
        Formula ：C12H16N2 = 188.27 
    CAS Registry No. ：61-50-7 
       Properties ：mp 44.6-46.8 °C [1] 
 

 古くから知られる幻覚性の神経物質．麻薬及び向精神薬取締法に関する政令により，同法の

定義する麻薬として指定され，製造・所持等が規制されている．中南米に産するある種の植物

（Piptadenia）の種等に含まれ，インディオのある部族が儀式の際に神と対話する目的で吸引し

ていた[2]．抽出単離[2]，人への影響の研究[3]は 1950 年代に，人工の全合成は 1970 年代[4]に
行われている．MAO(monoamine oxidase)酵素によって代謝されるため，MAO 阻害剤と同時に服

用することで効き目が増大する．インディオ達も MAO 阻害作用を持つ薬草と同時に服用して

いた． 
 作中では，榎本が所持していて景子が服用するために持ち出した溶液を胎児状態の悟が飲み，

一緒に飲んだ MAO 阻害剤との複合効果もあってバッドトリップに陥っている． 
 
References: [1] Merck Index, 12-3311.  [2] M. S. Fish, N. M. Johnson, E. C. Horning, J. Am. Chem. 
Soc. 1955, 77, 5892, and references therein.  [3] St. Szara, Experientia, XII, 1956, 441.  [4] I. Fleming, 
M. Woolias, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1979, 829. 
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Part 4 
 

“4-ever infinity” セクション 
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４．１． シリーズ関連論考集 

 
４．１．１． infinity シリーズとは 
 
 infinity シリーズとは何だろうか。infinity シリーズが他の作品と異なる点は何だろうか。infinity シリーズが

infinity シリーズたらしめているものとは何だろうか。 
これまでの 3 作品 (“Never7”, “Ever17”, “Remember11”) の共通点から挙げてみよう。まずゲームシステム。

ここには特に infinity シリーズが他の作品と区別する特徴はない。次に、絵。これに関しては 3 作品で原画家

が全て異なっており、共通要素はほとんどない。次に、背景世界・キャラクターの共有。これは確かにシリ

ーズの共通要素だが、背景世界の共通性と再登場キャラクターの存在はどちらかと言うと過去作プレイヤー

のためのファンサービスのレベルであって、シリーズがシリーズたる本質ではない。（“Ever17” のクローン

制作者が守野茂蔵博士ではなかったり、“Remember11” の悟達の所属がライプリヒ製薬ではなかったとして

も、これらの作品に違いが生じるだろうか？） では、時間物であり脱出物であるという点。これはシリー

ズの共通性としては非常に大きい。だが、例えば infinity シリーズの次回作を考えたとき、プレイヤーは本当

に時間物であり脱出物でなければそれを次回作だと見なしてくれないのだろうか？ では、どのようなもの

なら、これはまさしく infinity シリーズだとプレイヤーは考えるのだろうか。 
 本書では、infinity シリーズのテーマ設定をこう説明してきた。“Never7” のテーマは、「プレイヤーの分身

たる主人公の妄想が真実になるキュレイシンドローム」。“Ever17” のテーマは、「ゲーム内世界に登場するプ

レイヤーの視点＝第 3 視点」、“Remember11” のテーマは、「真実はプレイヤーの内にあり」。こうしてみると、

infinity シリーズの根本的な共通性が明らかである。それは世界内でのプレイヤーの役割を提示していること

である。もし infinity シリーズの新作が発表されるとしたら、プレイヤーは「今回はプレイヤーにどんな役割

を与える気なのか？」を意識してそれをプレイするだろう。そしてその期待に応える作品ならば、その作品

はまさしく infinity シリーズの一員として認められることになるはずだ。 
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４．１．２． 物語とゲーム性 
 
ギャルゲーが広まりだした当初は、その中身はナンパ・ゲームと呼ぶべきものであって、ヒロインの魅力

は原画家と塗りと設定によってアピールし、プレイヤーが時間を使う大部分はヒロインを追いかけ好感度を

いかにして上げるかというゲーム部分に充てられるのが普通だった。だが、ある程度作品が出そろうと、設

定と絵だけではヒロインに代わり映えがせず、新たな魅力を押し出すのは困難である。その結果、いろいろ

試行錯誤を経て、今では物語を前面に押し出し、ヒロインの魅力は物語の中での活躍によって示すのが主流

である。この場合、プレイヤーは物語を楽しむことになり、ゲーム性を楽しむのではない。さて、物語を重

視するコンピュータソフトにおいて、ゲーム要素はどうあるべきか？ というのは大きな問題である。 
ほとんどのギャルゲーは、「アドベンチャーゲーム」を謳い、「ゲームソフト」の一種とされている。だか

ら、ゲームである以上ゲーム部分が存在するのは当たり前である。だが、これはある種の縛りでもある。プ

レイヤーはもはやギャルゲーにゲーム性など望んではいないのに、ゲームであることに囚われた制作者はゲ

ーム性をなんとか取り込もうと努力して、ゲーム性を含むギャルゲー作品を送り出してきた。そして、ほと

んどが失敗した。 
物語重視作品にゲーム性を取り込もうとすると失敗するのは当然である。なぜなら、ゲーム性が高くなれ

ば、ゲームのことを考える時間が増え、物語の流れが寸断されてしまうからだ。だから、ゲーム要素がどん

なに面白くても、それが物語を盛り上げるのにつながらず、足を引っ張るのである。1 + 1 が 3 どころか、2
にもならなくなってしまうのだ。 

この考えは、もう今までにほぼ確立されている1。だから今は、「アドベンチャーゲーム」を謳いながら実

質ゲーム性が無くてももはや欠陥とはされなくなった。そうなると、逆にゲーム性を付ける（アドベンチャ

ーゲームでは、選択肢を設ける）ことに対し、「なぜゲーム部分／選択肢を用意したのか？」という問いに答

える必要が出てきた。 
ゲーム性を含めようとした作品のほとんどが失敗したと上で述べたが、もちろん成功例は存在する。代表

格が「サクラ大戦」である。この作品は戦闘ゲームの要素を含んでいるが、それは作品のバランスを崩す要

因にはなっていない。だが、実はこの戦闘ゲームの要素はゲーム性を楽しむために設けてあるのではない。

戦闘ゲーム部分は、ヒロインが必殺技で豪快に敵をなぎ倒すためにあり、ヒロインの魅力をアピールする演

出の一環なのである。やはり、必要なのはゲーム性ではないのだ。 
さて、infinity シリーズの前 2 作 “Never7” と “Ever17” はギャルゲーである。今から見るとやや古いが、

すでにゲーム性の意義に関する議論は進んでおり、選択肢の存在に意義が求められつつある時代に入ってい

た。そこで infinity シリーズが導入したのは、「選択肢を、プレイヤーが主人公と同調するための道具に用い

る」という思想2である。このような用いられ方をした選択肢は全て正解だから、アドベンチャーゲームのゲ

ーム性はない。当時としては進んだ思想だった。 
ところが、“Remember11” はギャルゲーではない。そして、れっきとしたアドベンチャーゲームである。

だが、“Remember11” でプレイヤーが求めていたのは明らかにゲーム性ではなく物語である。すでにギャル

ゲーにおいて物語重視にゲーム性が邪魔であることは判明しているのに、あえてアドベンチャーゲームを導

入したわけである。その結果は、やはり、アドベンチャーゲーム部分は物語のテーマ（『真実はプレイヤーの

心の中に』）を盛り上げることにはならなかった。結局、教訓はやはり教訓だったのだ。 
“Remember11” にアドベンチャーゲームとしてのゲーム性が導入されたのは、ギャルゲーでは無くなった

ことが関係しているように思われる。ギャルゲーならば、アドベンチャーゲームを謳いながらゲーム性皆無

でも今は問題と見なされない。しかし、ギャルゲーの枠を外れてしまうと、そうもいかない面があったので

はないか。“Remember11” は、“Ever17” ではもはや縛りになりかけていたギャルゲーの枠から抜けることに

した。だが、「ゲームはゲームでなければならない」という、ギャルゲーがすでに克服した枷に再び囚われる

ことになってしまったのではないだろうか。 
 

                                                           
1 この議論に決着を付けたのは、Windows 用ソフト(後にゲーム機に移植) “Air” (©Key) の発表である。 
2 本書 Part 1 および KID 公式 HP の “Never7” の紹介参照。 
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４．１．３． シリーズ 3 作目の困難さ 
 
 ジャンルを問わず、“2” があるものに新たに “3” を作るのは困難である。理由はおもに二つ。一つは、“3” 
を新たに作る場合、ほぼ確実に “2” が大きな成功を収めていたはずだからである。成功した作品の続編は期

待が大きく、その期待に応えるのは、並大抵のことではない。また、“2” までを経験済みの層への配慮の必

要性が大きいために、新規プレイヤー（読者、視聴者）層へのアピールが弱くなりがちになる。もう一つは、

シリーズの共通点を確保するのが制作の上で縛りになることである。“1” から “2” を作るときは、“1” のど

の点を引き継ぎ、どの点を引き継がないのかは完全に制作者の自由であり、“2” を作る上で都合がよいとこ

ろだけを引き継げばよかった。だが、“3” を作る場合は、“2” が “1” から引き継いだものは基本的に “3” で
も引き継がれることが期待されてしまう。引き継がないことに理由が必要になってしまうのだ。 
 この二つの理由により、“3” で成功を収めるのは難しい。ギャルゲーのジャンルから例を探せば、「Pia キ

ャロットへようこそ!!」シリーズ（©カクテルソフト, F&C）、「とらいあんぐるハート」シリーズ（©JANIS, ivory）
が、“3” が “2” ほどの名声を勝ち得なかったシリーズとして挙げられる3。 
 さて、infinity シリーズについてみてみると、これまた典型的なまでに成功した “2” と成功しなかった “3” 
を抱えるシリーズとなってしまっている。一因に上に挙げた要因があるのは間違いない。“Ever17” は、

“Never7” で良かった部分をさらに発展させ、新たな要素を加えて大作となったが、“Never7” の影響を考慮に

入れても入れなくても名作という評価に変わりはない。それに対し、“Remember11” は、成功した大作 
“Ever17” から来る、高すぎる期待の前に玉砕した感がある。開発当初 “Remember11” は infinity シリーズと

して設計されたわけではなく4、おそらく純粋なアドベンチャー『ゲーム』だったと思われる5。その後 infinity
シリーズ編入により infinity シリーズにふさわしいテーマが再設定されたが、結局名作 infinity シリーズの高

い期待に応えられるほどそのテーマを語り尽くすことはできず、そしてアドベンチャーゲーム部分も、きわ

めて高い期待を抱いていたプレイヤーに「求めていたものとは違うが、これはこれでよい出来だ」と思わせ

るのは不可能だったようだ。 
 
 

                                                           
3 これらの “3” は営業的には成功しているし、十分質の高い作品ではある。だが、“2” ないし “1” の方が良かった、と

いう意見は強い。 
4 コードネーム『Parasite』。“Remember11” 初回限定版付属冊子 p.22 参照。 
5 “Ever17” も、開発当初は infinity シリーズではなかった。おそらく 初は脱出物の『ゲーム』だったと思われる。 終

的には脱出物としての要素は限りなく薄くなったが、その名残は各ヒロインルートに残っている。本書 Part 2 参照。 
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４．１．４． 役に立つゲーム批評に向けて 
 
 インターネット時代に入り、今はたくさんの個人サイトがゲームのレビュー・批評・採点結果を公表して

いる。さらにそれらのサイトをデータベース化しているサイトまで存在しており、購入するゲームの選定に

かなりの手助けとなっている。 
 良いと思ったゲームを良いと判定するのは簡単である。魅力的と感じた登場人物、感動した場面などをそ

のままそこが良かったと書けばそれで全く間違っていないし、適当に満足した度合いに応じて高い点数を付

けてくれればそれでよい。ゲームソフトは娯楽であるから、満足感などプラスの感情をたくさん引き出せれ

ば良作だし、何も引き出せなければ駄作である。だから、良いと思ったゲームを良いと思ったレベルに応じ

て点数を付けるのが も他人にとって役に立つ採点になる。良いと感じるプレイヤーが多い作品なら、自分

がプレイしても良いと感じる可能性が高いので有望な作品と言えるし、良いと感じるプレイヤーが割合は多

くはないが少数いるのなら、良いと思った人の意見からその良さが自分に合っているのなら手を出すことを

検討してもよいだろうからだ。（だから、個別要素を採点してその合計ないしは平均を総合点とする評価の仕

方は、満足したのに点数が低かったりその逆が起きたりするので問題であり6、必ずしも良い方法とは言えな

い7。）  
 逆に、悪いと感じたゲームを正当に評価するのはとても困難である。点数を付けるだけなら、適当に低め

の点数を付けてくれればそれでよいのだが、レビュー等文章でどこが悪かったかを正しく批判するのはとて

も難しい。（もともとどんな分野でも、正しい批評は難しいものだ） だが、本来、教訓は成功よりも失敗の

中に多く隠れているものである。今後制作側がより良い作品を目指すにも、プレイヤー側が自分に合ってい

ない作風が何かを判定し今後の選択に生かすにも、悪いと感じたゲームを正しく批判できることは望ましい。 
 それでは現実のレビューを見てみると、悪いと感じた作品に対し、些末な欠点に噛み付く傾向がネット上

のゲームレビュー（特に PC ギャルゲー）によく見られる。特に PC ギャルゲーは、制作チームが小さく経営・

制作基盤が弱いために完璧な作りが期待できず、粗い部分が必ずといってよいほど残る。その粗い部分はプ

レイヤーがソフトをプレイして満足感を得た場合には許容されるのに、そのソフトに対して満足感が得られ

なかったとき、とたんに攻撃の標的になるのである。これは正当な評価とは言えまい。もちろん粗い部分が

あることは悪いことで、改善されるのが望ましい。だが、同レベルの内容でも許容されたり許容されなかっ

たりするのならば、それがソフトの評価を決める本質ではないことは明らかである。 
 では気に入らなかった原因の本当のところはどこにあるのか？ 一つ考えられるのは、中身がない場合で

ある。売りとなる部分が見いだせない、または売りになるはずの部分がすでにプレイヤーにとって経験済み

である場合だ。これは細かな欠点をあげつらう必要はない。「楽しいと感じる部分がなかった」はそれだけで

その人にとって駄作である。次に、楽しんだ要素があるのに気に入らなかった場合だ。ここで、些末な粗さ

が本質ではないとするなら、ソフトの根幹部分に欠陥があった可能性が高い。そして、これまでのネット等

で公開されるゲームレビューに、ソフトの根幹部分の欠陥が指摘されることはほとんどなかった。 
 本書では、“Remember11” に対してかなり批判的に書いていることにお気づきと思う。これは、筆者が 
“Remember11” をプレイしたときに、それなりに楽しんでプレイしたのに十分な満足感を得られなかったこ

とに対し、筆者なりに原因を分析した結果である。 

                                                           
6 この形式の採点は、作品のオリジナリティを点数に反映できないという問題や、減点式の評価に陥りやすく荒削りだが

魅力がある作品を過小評価するという問題もある。 
7 個別要素の採点には意味がある。 
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４．２． シリーズ関連ゲーム紹介 

 
４．２．１． 「Prismaticallization」（Arc System Works） 
 
 もはや伝説の領域に入っている、タイムループ物のゲームソフト。いわゆるギャルゲーの中で、タイムル

ープする世界観を前面に押し立てた作品として有名なものはこれが 初である。ただ、この作品が話題にな

ったのはタイムループ世界観が特殊だからというだけではない。見た目完全なギャルゲーにもかかわらず、

ギャルゲーらしからぬ登場人物達に台詞回し、恋愛ゲームとして今から話が動き出そうかというプレイヤー

の期待に反して突如うち切られタイムループに入る展開と、「ギャルゲーらしからぬ」という点に話題が集ま

った。 
 ただ、ゲーム的な設計から言うと、「Prismaticallization」はパズルゲームである。ゲームの本質は物語を楽

しむのではなく、パズルを解くことだ。だから、「Prismaticallization」はギャルゲーに似た世界を使ったパズ

ルゲームであり、パズルゲームとして出来を判断するのが筋というものである。ノベルやギャルゲーとして

評価するのは正当な評価ではない。 
 ゲーム的な部分から言うなら確かにそうなのだが、「Prismaticallization」にギャルゲーに対するメタ・ゲー

ム（＝ゲームをネタにしたゲーム）の要素があるのは間違いない。つまり、通常のギャルゲーを知っていて、

はじめて楽しめる要素が「Prismaticallization」にある。そして、タイムループそのものもメタ・ゲームの一つ

の要素である。通常のギャルゲーでは、プレイヤーは何度も何度もニューゲームを選び、スキップを働かせ

ながら冒頭部分の全く同じ場面を繰り返し見ることになるはずだが、「Prismaticallization」の「継続行動」は

通常のギャルゲーではそうであることを念頭においてプレイするように設計されているのだ。また、

「Prismaticallization」の登場人物達がどこかおかしい人達ばかりなのも、ギャルゲーに対するメタ・ゲームと

して「Prismaticallization」が設計されているからに他ならない。 
 現実問題、「Prismaticallization」はパズルゲームとしてではなく、ギャルゲーのメタ・ゲームとして有名に

なった作品である。だから、「Prismaticallization」は、メタ・ゲームとしてのタイムループ世界の意義を示し

た原点となる作品と言えるだろう。 
 
 

“Prismaticallization”  © Arc System Works 
For Playstation: 1999 年発売; For Dreamcast: 2000 年発売 
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４．２．２． 「CROSS†CHANNEL」（Flyingshine） 
 
 近のタイムループ物で、これを外すことはできない。「CROSS†CHANNEL」は、2003 年 9 月にブランド

Flyingshine より Windows 用ゲームソフトとして発売された。発売前の雑誌記事・公式 Web ページ・体験版等

では、落ち着いた雰囲気の絵が売り物でなんだか話は謎っぽい、程度の情報しかなかったが、発売後はその

強烈なシナリオで話題となった。そのシナリオのライターは KID の「夏夢夜話」にも参加していた田中ロミ

オ氏8。この作品で、田中ロミオ氏の「ノベルゲーム業界随一のシナリオライター」との名声は確実なものと

なった。人間関係が崩壊していく様を描かせたら右に出る者はいないだろう。 
 「CROSS†CHANNEL」は、タイムループ物である。そして、メタ・ゲームである。もともと、アドベンチ

ャーゲームにおけるタイムループ物の意義は、通常のアドベンチャーゲームでの繰り返しプレイを世界観の

中に取り込んでしまうところにある。だから、タイムループ物はメタ・ゲーム的な要素を必ず含む。そうな

れば、下手に出来の良い物語を構築することを目指すよりも、メタ・ゲームとしてネタの面白さを追求した

方がよい結果を生むのは必然かもしれない。これは infinity シリーズでも同じで、infinity シリーズではゲー

ム外世界にいるプレイヤーのゲーム世界での役割というメタ・ゲーム的なテーマが大きく扱われることとな

った。「CROSS†CHANNEL」では、主にゲームをネタにしたブラックジョークが満載され、そのブラックジ

ョークを楽しむのもゲームの一部、という作りとなっている。また、ヒロインの扱いも、仲良くなる対象で

はなく突き放す対象である。ヒロインの魅力を描く話ではなくヒロインの心の闇をあぶり出す話である。こ

れらも、普通のゲームから反転させているという点でメタ・ゲーム的だ。発展の方向は異なっているものの、

タイムループ物からメタ・ゲームとして発展していった点はどちらも同じと言える。（「CROSS†CHANNEL」
はやや悪趣味な方向に発展した作品である） 
 「CROSS†CHANNEL」におけるタイムループの描き方は、すでに存在するタイムループ物を踏まえている

ためか、完成度が高い。ループするときにリセットされる点とリセットされない点が明確に定義されていて、

起きている現象がわかりやすい。主人公はリセットされない点を見つけだし、ループを繰り返す中リセット

されない点を利用して、少しずつ主人公は前に進んでいく。そして、数え切れないほどのループの果てに、

結末が用意されている。ループ世界を描く話としては完成に近い出来である。だが、ゲーム的には一本道に

なってしまい、タイムループ物の原点である、「繰り返しプレイをゲーム世界に取り込む」ことの意味は薄れ

てしまっている。 
「CROSS†CHANNEL」は、タイムループ物そしてメタ・ゲームとして完成に近い作品である。だが、

「CROSS†CHANNEL」がメタ・ゲームとして成り立つ基礎であるはずのタイムループ物としての設定は、物

語の完成度が高いのと引き替えにメタ・ゲーム的ではなくなってしまった。これは、タイムループ物という

ジャンルの限界を示しているとも言える。infinity シリーズが、タイムループ物から出発し時間ネタを常に根

幹に含みつつも、回を重ねるにつれ時間ネタの比重が弱まっていることにもつながっている。この

「CROSS†CHANNEL」の移植を KID が手がけた今、infinity シリーズでタイムループそのものを主題とした

作品が作られることはもうないだろう。 
 
 
  “CROSS†CHANNEL”  (For Windows PC)  © Flyingshine 

18 歳未満禁止; 2003/9/28 発売 
 “CROSS†CHANNEL  ~ to all people ~”  (For Playstation 2)  © Flyingshine, KID 
   CERO 18 歳以上対象; 2004/3/18 発売9 
 

                                                           
8 複数の非公式な情報から、名作と謳われる「家族計画」（ブランド：D.O.）のシナリオライター・山田一氏と同一とさ

れている。 
9 この日は “Remember11” の発売日でもある。KID がプレイヤー層の被るこの 2 作品を同じ発売日に持ってきたことの

意図はわからないが（3 月決算が近かったからか？）、結果としては “Remember11” にとって悪い影響を与えたように思

う。 
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４．２．３． 「水月
すいげつ

」（F&C, FC01） 

 
PC ビジュアルノベルの 高傑作と言っても過言ではない。メディアの特性を生かした設定に物語、物語を

彩り動かす魅力ある登場人物達、選択肢やバッドエンドによってもたらされるシナリオの深みなど、ビジュ

アルノベルとして多くの点で完成の域に達している。この『ビジュアルノベルとして』という点は重要なこ

とで、「水月」の良さは、他のメディア（小説、マンガ、アニメ、映画など）では決して再現できない。「水

月」は、コンピューターソフトとして初めて成立する。だからこそ、「水月」は傑作なのだ。 
 「水月」の良さは、infinity シリーズの特徴と相通ずるものがある。その一つが「記憶喪失の主人公」だ。

記憶喪失の主人公は本書 Part 2, 2.2.10 節で述べたように多くの利点があるため、マンガ等既存のメディアで

もノベルゲームソフトでも珍しくないが、同節で述べたように、記憶を取り戻してしまうと記憶喪失設定を

導入した利点が失われるという問題を抱えている。だが、「水月」の主人公・瀬能透矢は違う。「水月」のゲ

ーム内でプレイヤーが操る主人公はあくまで「記憶喪失になっている瀬能透矢」であり、記憶を取り戻して

しまうのはゲームオーバーなのだ。記憶を取り戻すのがゲーム上の失敗と定義することで、基本ストーリー

内に記憶を取り戻す場面を入れる必要がなくなる。その結果 後までプレイヤーと主人公の同調性を保つこ

とが可能になっている（これに対し、infinity シリーズ “Ever17” の少年主人公の場合は、記憶を取り戻した

ときに主人公資格を BlickWinkel にバトンタッチするように設計されている。なお、“Remember11”の優希堂

悟は記憶を取り戻すことはない）。 
 「水月」は、この記憶喪失設定をさらに発展させている。主人公がゲーム中過去の記憶を取り戻すことが

絶対にないならば、主人公の過去を一つに確定させる必要がない。また、記憶喪失の主人公はアイデンティ

ティに自信がなく、自分が立っている場所が本当に現実の世界なのか、それとも夢の中なのか区別すること

ができない。これらを利用して「水月」の世界は組み立てられている。すなわち、ゲームスタート時の主人

公は、異なる過去をたどってきた別々の世界（達）や、夢の中の世界（達）が混在した状態にある。そして、

ゲームを進めることによって可能性が絞られ、各ルートで異なる一つの世界に収束していく。また時には夢

の世界に収束し、世界が夢と消えることもある。これが「水月」のゲーム世界である。 
 infinity シリーズは近未来物であり、「水月」は現代を舞台にしたファンタジー物である。“Never7” では、

様々な可能性を過去も含めて許容するキュレイシンドロームという現象を提案した。“Ever17” では、様々な

世界を同時に認識できる第 3 視点を導入した。そして、「水月」では、記憶喪失主人公に今居る世界が本物か

どうか判別できないことを利用し、複数の世界が同時に可能性として存在するような統合世界を導入した。

これらいずれも、ゲームの 1 回 1 回のプレイを完全に別物とせず、それらを統合して一つの世界にすること

を目指し、成功を収めた例である。今後どのようなネタを用いてこの命題を実現する作品が現れるか、期待

したい。 
 
 
 「水月」 (For Windows PC)  ©F&C, FC01 

18 歳未満禁止; 2002/4/26 発売 
 「水月 ～迷心～」 （For Playstation 2, Dreamcast） ©F&C, FC01, KID 
   対象年齢未定; 2004 年発売予定 
 
 



 125

４．２．４． 「あした出逢った少女」（MOONSTONE） 
 
 あまり広くは知られていないソフトであり、必ずしも評価の高いソフトというわけではない。それにもか

かわらずここで紹介する理由は、“Ever17” のある要素をつきつめていったらどうなるかをこのソフトに見る

ことができるからである。 
 “Ever17” は、 終的にはプレイヤーの視点（第 3 視点）の世界の中での役割をテーマにした作品だが、プ

レイし始めのゲーム序盤では、「一体この世界はどうなっているのだろう？」を考えるのがゲームの中身であ

る。「あした出逢った少女」は、この “Ever17” 序盤部分を取り出したような作品だ。“Ever17” と似た世界を

用意して描写し、プレイヤーに世界がどうなっているかを推理させる推理物である。 
 「あした出逢った少女」は推理物として完成した作品である。物語中で登場する謎は基本的に全て説明さ

れるし、事件が発生した理由や登場人物達の思惑も完全に明かされる。それら謎をゲーム 終段階より前に

プレイヤーが見抜いてしまうことはまずありえず、驚きの結末を迎えることは間違いない。だから、これで

良い、はずなのだが… 
 だが、現実として、「あした出逢った少女」はさほど高く評価されている作品ではない。言い換えれば、多

くのプレイヤーを十分満足させた作品ではない。なぜなのか？ 推理物としては十分な出来映えなのに。一

つの要因として、ヒロイン 4 人のうち主役である 1 人を除く 3 人に物語上の役目が皆無であり、客寄せパン

ダでしかない点が挙げられる。これはもちろん深刻なことで、プレイヤーが求めていたものとは違うものを

提供したのだから、評価が低めになるのは当然である。だがそれだけではない。ここで述べたいのは、謎解

きがゲームの全てであるのに対し、謎が全てゲーム内で明かされてしまうため、プレイ終了後プレイヤーに

やれることが何も残っていないことである。“infinity” でループする理由が全く描かれていない、“Ever17” で
生体反応の謎や闇鬼の謎が残されている、“Remember11” でユウキドウ計画に関して何も描いていない――

これらは、infinity シリーズの問題だとする見方もある。しかし、このような描ききっていない点があること

でプレイヤーの活動の余地が残り、例えば本書を作るようなファン活動もできるようになった。作品の世界

を狭めて作品の完成度を高めるのと、作品の世界を広げて一部未完成な点を残すのと、どちらがより成功す

る作品になるか、その答えを “Ever17” と共に「あした出逢った少女」をプレイすることで感じ取ることが

できるだろう。 
改めて断っておくが、「あした出逢った少女」が出来の悪い作品であるわけでは決してない。ただ、この作

品でとった手法では、infinity シリーズのような作品に比べ、より多くのプレイヤーにより大きな満足感を与

えることはできないだろう、というのがここでの趣旨である。 
 
 
 「あした出逢った少女」 (For Windows PC)  ©MOONSTONE 

18 歳未満禁止; 2003/5/30 発売 
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あとがき 

 
 筆者は今年 (2004 年)、博士課程の 3 年にいます。大学に通うこと 9 年、ノベルゲームに触れて 6 年。本業

の博士論文はこれから書くところですが、ノベルゲーム趣味については本書が修士論文のようなもの。一つ

の区切りを付けることができ、ほっとしています。それとともに、これからのことを考えなくてはなりませ

ん。 
恋愛ゲームの主人公は基本的に学生でしたが、筆者はもうじき学生ではなくなります。ヒロイン達も年上

属性キャラも含めみんなずっと年下です。そういう立場になってきて、恋愛ゲームへのつきあい方も変わっ

てきた気がします。受け手として登場人物達への共感を図るだけではなく、それ以上の何かが必要になって

きた気がします。そんな中、今年の 1 月、筆者が infinity シリーズに出会えたのはまるで何かの導きがあった

ようです。そして、筆者にとって infinity シリーズは忘れられない作品になりました。筆者にはゲームを創り

出してユーザーの世界を広げることはできませんが、もしこの本をきっかけに、読者の方の世界が少しでも

広がることがあったなら、執筆者としてこれ以上の喜びはありません。 
 長々おつきあい頂き、ありがとうございました。 
 

2004 年 7 月  S.N. 
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