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忘却の深遠の古戸ヱリカ 

 

・忘却の深遠のヱリカ 

ふぅ、ここが忘却の深遠ですか。退屈な場所ではありますが、戦人さんがくれたプレゼントを

楽しむには、むしろうってつけと言えなくもないですね。ミステリーは常に情報によって推理

も変化します。私がベアトと戦った時の推理。あれは破棄しましょう。あの推理はある前提を

欠いていました。私はベアトのゲームが、何だかんだでミステリーの常識的枠内に収まってる

と思っていましたが、どうも戦人さんのプレゼントを考慮すると、想定外のトリックがどうや

ら使われていた可能性があります。その検証をしてみますか。どうせやる事もありませんし。 

 

・赤字システムへの違和感 

ベアトと戦人が宣言した最後の在島人数の赤字。２種類の異なる人数が宣言されました。とい

う事は、私はそもそも『赤字システム』というものを誤解していたようです。赤は真実のみを

語る。それはその通りでしょう。しかし、そもそも真実とは一つとは限らないのですから、ロ

ジックエラー密室のロジック差し替えのように、真実自体も複数存在する場合、赤字はどっち

も宣言可能、という事になります。分かりやすく考えれば、『戦人は有能である』『戦人は無能

である』この相反する真実が同時に宣言可能、これが本来の赤字システムの本質であり、私が

勘違いしていた根幹部分という事になるのでしょう。 

 

・在島人数 

さて。１７人と１８人。異なる人数が同時に宣言されたという事は、想定するべきは『違う概

念で異なる真実を同時宣言している』という事です。１７人も１８人もどっちも真実であり、

カウント方法の違いがその原因なのだと推測可能です。私はゲーム盤では言わば、１８人の方

のカウント方法で考えていました。私が観測した人間を純粋にカウントすれば私を含めて１８

人の人間がいる事は真実な訳です。では１人減った１７人は、私が観測したものではない何か

をカウントしてるという事になります。さて、問題は嘉音さんです。彼を一人とカウントする。

私は彼を普通に盤上に存在する１人間だと思って観測していましたが、何故かその嘉音さんは

客室に存在しなかった。あの客室の私の捜索手順を考慮した場合、私は１カ所物理的に捜索し

なかった場所があります。それは、バスルームから戻ってきた２回目のベッドルームの下です。

嘉音さんがいないと赤字で宣言された訳ですから、私は捜索しなかった訳ですが、あそこに嘉

音さん以外がいたのなら話は変わってきます。あの論戦は一貫して嘉音さんを論点にしている

のであって、それ以外の人間が客室にいたのかどうかは論点ではないわけです。１７人という

赤字カウントが仮に私が観測してる人物を、本来は私が２人としてカウントしている人物を、

１人としてカウントしていたのなら、あそこに誰かがいた訳です。 
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・同一人物トリック 

つまり同一人物トリック。ぶっちゃけた話が紗音さんと嘉音さんでしょう。仮説構築。………

…うん、なるほど２パターン想定できますね。おそらくどっちかが正解でしょう。同一人物ト

リックと一言で言いますが、実際はその内容は細分化可能です。つまり、どういう種類の同一

人物トリックなのか、です。一つは変装による名称トリック。一人の人間が変装によって別人

を演じ、名前を使い分けるタイプの同一人物トリックです。２つ目は、人格トリック。変装に

よって別人を演じてるという考え方ではなく、一人の人間を異なる人格によって共有している、

言わば人格を主体として考える同一人物トリックです。この細分化された２パターンは考え方

の根幹が全く違います。名称トリックは主体を肉体に想定します。紗音さんも嘉音さんも、そ

の肉体にとって全部本人であり、名前を使い分けるという以上の意味合いは存在しません。逆

に人格トリックの場合、主体を人格に想定します。つまり嘉音さんにとって紗音さんは別人と

いう定義になる訳です。主体を人格に置く考え方ですから、肉体を共有はしてても紗音さんと

嘉音さんはそれぞれが別人であり、紗音さんにとって本人の定義は紗音さんであり、嘉音さん

には想定されません。 

 

・ロジックエラー密室再検証開始 

さて、準備は整いました。ベアトの赤字を再検証してみますか。論点になるのはこの赤字でし

ょう。『戦人救出時、客室に入ったのは嘉音のみである』客室に入ったのは嘉音さんだけだと限

定しています。さらに赤字で『全ての名は本人以外に名乗れない』と宣言されています。さて、

名称トリックの場合紗音さんと嘉音さんはどっちも本人の訳だから、この赤字で嘉音さんだけ

が入ったという部分に矛盾が発生します。紗音さんも本人であり、客室に入ったと定義される

訳ですから、嘉音だけが入ったというロジックと整合性が取れません。だからこれは違う。人

格トリックを想定する場合、嘉音さんが客室に入った時、肉体を嘉音人格が使っているために、

嘉音さんにとって本人とは嘉音さんだけを指すという意味になり、紗音さんの名前を名乗る事

が不可能な状態、と定義されます。つまり、矛盾が発生しない。消去法から人格トリックで確

定します。なるほど、人格トリックか……人格？何か違和感が…… 

 

・真相への手掛かりを掴むヱリカ 

１７人という赤字宣言が肉体を指していたのならば、１８人というカウントは人格を数えて１

８人だと想定した事になります。………あっ！！まさか、まさか……！！過去の在島人数の赤

字を全部調べてみましょう。これは変だ、おかしい！！やっぱり、全部の赤字に『人間』とい

う制限が入っています……本来肉体を指して人間という場合、これは何の問題もありませんが、

人格を指して人間だと限定されると、そこに魔女が、魔女人格が入り込む隙が発生するのでは

……まさか、ベアトのゲーム盤の犯人は……紗音ではない！？これは面白くなってきました。
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戦人さん、とってもいいプレゼントをくださったようで。どうやら全ての真相に到達可能な気

がしてきましたよ？私の推理が当たってるのかどうか、今度会ったら是非確認させてもらいま

しょう！ただ異なる真実を提示されただけで、古戸ヱリカにはこの程度の推理が可能です。ふ

ふふ、楽しくなってきましたよ…… 

 

・ベアトリーチェのゲーム盤の特殊性 

ベアトリーチェさんのゲーム盤は元々妙な点がありました。それは多くのトリックが口裏合わ

せによって成立している、という点です。口裏合わせによって、密室だと思っていたものが実

は密室ではありませんでした、というのはトリックとしてあまりに陳腐です。思考するに値し

ない。しかし、仮に人格トリックを想定した場合の犯人の正体を考えると、一見陳腐に見える

トリックも深読みが可能、いや、むしろ深読みをしなければならないのではないかと思えてき

ました。口裏合わせとは、端的に言って嘘の事です。ベアトリーチェさんのゲームは嘘がトリ

ックになってる訳です。そして、今までのゲーム盤を見る限りでは、その出題の対象者が戦人

さんに限定されているように見えます。ベアトリーチェさんは戦人さんに向けて嘘というトリ

ックを使っている。ミステリーで暴くべきは３つあります。フーダニット。誰が犯人か。ハウ

ダニット。どのような手段で実行したのか。そして最後にホワイダニット。何故事件を起こし

たのか。フーダニットについては再考の必要性が出てきました。ハウダニットについては嘘の

トリックで確定と言っていいでしょう。最後に残ったホワイダニットこれは私がそもそも考え

すらしなかった部分ですが、ベアトリーチェさんのゲームでは、むしろここを考えるべき、と

いう事ですか。 

 

・ベアトリーチェとホワイダニット 

ホワイダニットとは結局は心の事であり、ミステリーという論理パズルの世界においては、思

考によって導き出される類のものではありません。しかし、それはあくまでも一般論であって、

推理可能に出来ているミステリーも存在します。つまりは、ベアトリーチェさんは……戦人さ

んに心を理解してほしい、という事でしょうか？あーはははははははは！！心！！あの魔女が

心！！ 

 

・偽りの魔女 

仮説構築。ベアトリーチェさんのゲーム盤の犯人は私は紗音さんだと思っていました。しかし、

戦人さんのプレゼントを考慮した結果、魔女がゲーム盤に紛れ込んでいる可能性が出てきまし

た。そう、偽りの魔女が。ロジックエラーの密室から逆算して分かる一つの仮説は、人格表現

を根本にした同一人物トリックです。これをベアトリーチェさんは嘘というトリックを核にし

て戦人さんを対象に出題しています。ハッキリ言いましょう。これは異常です。特殊と言って
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もいいかもしれません。万人に向けたミステリーはもちろん万人が解ける可能性があります。

本来ミステリーとはパズルなのですから、数式のように、計算式のようにパズル的に導かれる

ものであり、それが本来のミステリーの楽しさな訳です。しかし、ベアトリーチェさんのゲー

ム盤の謎は戦人さんにしか解けない可能性があります。対象者が戦人さんだからです。極めて

特殊なトリックをベアトリーチェさんが使う理由、それを考えなければならない気がします。 

 

・特定の人物に向けた特殊なミステリー 

戦人さんにしか解けないミステリー？……面白いじゃないですか。在島人数に関する赤字を出

したのが運の尽き。すでに私は複数の仮説を構築しています。特定の人間に出される極めて特

殊なミステリー。それでもミステリーの大原則をどんな出題者も逃れる事はできません。そう。

ノックス第８条。そしてヴァンダイン第１則。どんなミステリーを出題者が出そうが自由です。

どんなに難解で特殊なトリックを使ったミステリーも、手掛かりを配置する場合に限って全て

許されます。逆に言うならば、手掛かりを配置しない物語はもはやミステリーではありません。

それはファンタジーと呼ぶ物語だからです。 

 

・ファンタジーを切り裂く最強の武器、連鎖考察法 

この古戸ヱリカにミステリーを出題して真相を特定不能と思うその傲慢。粉々にしてあげます

よ。封印していた特殊な思考法をいまこそ解きましょう。手掛かりを配置したミステリーは、

その手掛かりの配置に出題者が意図を込めるものです。それは具体的トリックがどうこう、犯

人がどうこうといった、ミステリーで解くべき基本的な部分に限りません。実は多くの出題者

は何気ない、一見ミステリーで解くべき３つの基本的な部分以外のシーンに、物語の読解とし

て得られる部分に重要な意図を込めるものなのです。何気ないシーンが実は重要な手掛かり、

もしくは真相そのものだったりするのです。それこそが出題者が配置する手掛かり。連鎖考察

思考法。どんなミステリーもこの思考法から真相を逃がすことはできません。あらゆる部分と

連鎖的な繋がりを構築するこの思考法は手掛かりを配置するミステリーを完全に殺す最悪の相

性の武器と言っていいでしょう。 

 

ひとつ例を出しましょう。ロジックエラーの密室。あの密室トリックは実は第６のゲームに限

って考える場合、説明付けをしなければいけない部分が４つ存在します。ベアトリーチェさん

は赤字をかなり語ってくれましたが、実はミステリーに挑むにあたって、「赤字に抵触しなけれ

ば何でもあり」は全然違います。その思考法を取るとむしろ解法分散状態に陥ります。つまり

特定不能、という状態です。 

 

1. ロジックエラー密室は第一に赤字に抵触せずに構築可能な解法である事。これは最低限満
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たすべき部分であり、これを満たせば解法として成立可能な訳ではありません。重要なのは他

の３つなのです。私が全部で４つ思いついただけで、もしかすると５つ目も存在するのかもし

れません。 

 

2. 第２にシーン読解から得られる出題者の配置した手掛かりです。ロジックエラー密室はベ

アトリーチェさんが、恋の試練を経て得た何らかの真相に基づいて出された密室トリックです。

であるのならば、当然あの恋の試練が密室トリックの解法と関連していなければなりません。

こういった部分は「物語的な整合性もキッチリ追求する」という意図で整合性を取るべき部分

です。トリック的には赤字に抵触していなくても、恋の試練と何の関係もない解法は出題者の

意図から外れる可能性が極めて高い。それはつまり、不正解の可能性が跳ね上がる、という事

です。連鎖考察思考法は完璧ではありませんが、ミステリーに挑む際に出題者の意図に近付く

ための連鎖性要素の追求なんです。正解を当てる可能性をあげるための思考法です。 

 

3. そういう意味で第３にフェザリーヌが語った「ベアトリーチェの心臓を使えばなんとかな

る」発言との整合性です。フェザリーヌはベアトリーチェの心臓が密室トリックを解くための

重要な手掛かりのような発言をしていました。そもそもベアトリーチェの心臓とは何なのか、

という前提がこの場合極めて大事です。第４のゲームを緻密に見ていくと、ベアトリーチェの

心臓が出題されるシーンで、ベアトリーチェさんは妙な行動をとっている事が分かります。今

から心臓を晒すから、と言ってベアトリーチェさんは両手を上に掲げる。すると両手に光が集

まって来るわけですが、何故か光が右手から消え、右手を下ろし、左手だけが光った状態で「私

はだぁれ？」という出題がされます。この光を失って下ろされた右手は一体なんなのかが論点

になる訳ですが、ラムダデルタ卿が我が主に言っていましたね。「右手を下ろしたの気付いた？

まだあの子はどぎつい奥の手を隠しているわよ」と。光を失わずに出題された左手はおそらく

爆弾でしょう。では下ろされたどぎつい奥の手である右手が指し示すもの、それがフェザリー

ヌの意図するベアトリーチェの心臓の意味なのでしょう。なので、第３の整合性を取るべき部

分として、爆弾以外の物語の根幹になっているどぎついトリックである、という部分の説明が

つかなければなりません。 

 

4. 最後に、あからさまに提示された物語の地の文「この物語最大の謎はもうすぐ明かされる」

という表記。ロジックエラー密室の解法は、この物語最大の謎でなければなりません。 

 

さて、私が見つけた手掛かりは以上の４つな訳ですが、この４つを満たす解というのは一体ど

れだけ存在するのでしょう。これこそがミステリーにとって最悪の相性である思考法、そして

挑み方なのです。ベアトリーチェさんのゲーム盤もこれから逃れることはできません。たとえ
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戦人さんに対して出題したものであっても、私にも絶対に解けるはず。いや、解けなければな

らない。それがミステリーだからです。ミステリーの歴史に誓って、私に解けないはずがない。

私が解けないのならミステリーですらない！！ 

 

 

※イラスト 城雅さん 

 

・古戸ヱリカの選択 

解けない可能性すら考えない探偵というのは、出題者にとってどういう存在なのでしょうね。

さながら悪魔のような存在でしょうか。ふふふ…何だか久しく忘れていた気がします。ミステ

リーの本当の楽しさを。私の取る思考法は出題者を心から信頼しないと取れない手段です。だ

からずっと封印していた。本当にベアトリーチェさんの出題を解きたいのであれば、手掛かり

を配置してくれていると信じなければならない。ベアトリーチェさんを信じなければ、連鎖考

察思考法は取れません。これは手掛かりの配置を大前提にしている王道ミステリーに挑む場合

の方法論だからです。どうせミステリーの皮を被ったファンタジー。今までの私にはそんな甘

えがなかったと言いきれない。ハラワタ引き裂いて魔女の正体を暴いてやろうくらいの軽い気

持ちだったのかもしれない。でも、本当に解こうと思うのならば、私はここで選択しないとい

けない。ベアトリーチェさんのゲーム盤がミステリーなのか、ファンタジーなのかを。私はミ

ステリーを貫けば、どんな物語も解ける自信があります。しかし、そもそもミステリーですら

ないのなら…… 

 

一つ。興味がある部分があります。それはベアトリーチェさんのゲーム盤がかなり特殊な作り
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である事。推理する者にホワイダニットを解かせようとしている可能性があります。つまり心

です。本来心は論理的にパズル的に導き出されるようなものではありません。しかし、もしか

すると、今までに味わった事のないミステリーが味わえるかもしれません。今までのミステリ

ーに無かった新しい楽しさがもしかするとあるかもしれない。それは、私が出題者を信頼し、

ミステリーとして挑むに十分な理由になるんじゃないでしょうか。いいでしょう。今回はベア

トリーチェさんを心から愛してあげます。その代わり覚悟してくださいね？私の愛は重いです

よ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

忘却の深遠でのガチ推理開始 

 

・具体的再検証開始 

さて。一通りベアトリーチェさんのゲーム盤を見なおした訳ですが。材料は揃いました。あと

は思考するだけです。同一人物説を人格主体で考える際に、まず気になるのは第２のゲームの

事件開始前までの物語です。ひたすら紗音さんと嘉音さんの恋愛が描かれます。当初バカバカ

しくて適当に見てた部分ですが、彼らが同一人物なのだとすると、あそこはむしろ手掛かりの

配置、と見るべきシーンだった訳です。紗音さんは譲治と恋をしている。そして嘉音さんは朱

志香に恋をしている。まぁ嘉音さんはまだ恋のスタート地点に立つか立たないかという感じで

すが。彼らが同一人物なのだとすれば、違和感が出てきます。一人の人間が別々の人物を好き

になっている。これは第６の物語において戦人さんが描いた恋の試練と非常にテーマ性が似て

います。戦人さんのヒントを考慮するならば、人を恋する資格は男女が１組である事。愛する

人は一人である事。恋愛におけるスタート地点において、すでに複数の恋をしているなんての

は論外である、という主張です。つまり、第２のゲーム冒頭は、一人の人間が複数の恋を並立

させているという説明をしているわけです。注目なのはベアトリーチェさんの扱いですね。同

一人物説においてベアトリーチェさん、これは非常に怪しい配置にいます。これはスーツで出

てきた駒のベアトさんの事です。 

 

・ベアトリーチェとは一体何なのか 

まず私の第一印象として、スーツのベアトリーチェさんは、ＧＭであるベアトリーチェさんの

嘘の朗読である、という判断をしていました。物語に堂々と魔女が登場しましたなんてのは実

に馬鹿馬鹿しい話で、そんなものをうのみにする訳がありません。しかし、ミステリー思考を

するのならば、可能性として「本当にああいうベアトリーチェという人物が登場している」と

いう可能性を根拠もなく否定する事はできません。根拠構築ができて無い今の段階では、「ああ

いう人物が実際に登場した」は思考しておかなければならない訳です。仮説Ａとして。同一人

物説の根幹をなす紗音さんと嘉音さん。ここに ベアトリーチェさんを加え３人と考えるべき

なのか、それともベアトリーチェさんを除き２人と考えるべきなのか、という根本的問題点が

あるわけで、これは恋の物語、事件部分のトリック、両方に関連している物語の核である可能

性があります。この問題点は、最終的に恋の物語にベアトリーチェさんが関連してるのかどう

かという点に行きつきます。盤上にベアトリーチェさんが他の人間と同様に登場しているのな

らば、彼女が登場しなければならない必然性の問題が出てきます。そしてそれは、ベアトリー

チェさんのゲーム盤の真相である可能性が高い。ベアトリーチェさんが恋ねぇ。私なんか酷い

恋愛経験しかないのに。恋に恋する魔女ですか。はははは……恋か。我が主が恋しいです。 
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・探偵が魔女を観測しているケースの存在 

いや、そうではなく。邪念が入りました。続けましょう。問題になるのはベアトリーチェさん

のゲーム盤で探偵が魔女を目撃してるケースが存在する事です。探偵は主観を偽れません。探

偵が見たものは客観的な事実なのであって、幻想が入り込む余地がない。これは大前提です。 

 

1. 全部で３ケース存在します。第一のゲームのラスト、生き残った戦人さん達子供組が、肖

像画前でベアトリーチェさんを目撃している。戦人さんがあの場面「お前は誰だ！」と発言し

ている事から、顔見知りの人物という訳でもないわけです。 

 

2. 続いて第２のゲームのラストあたり。金蔵の部屋で金蔵とベアトリーチェさんを目撃して

います。この場面は金蔵を目撃している事から、幻想であると判断できます。金蔵はゲーム開

始前に死亡してる訳ですから目撃不可能。それを目撃したと主張した時点で嘘だと言う事です。

このケースは恐らく、戦人さんがベアトリーチェさん目撃以前に、ゲーム盤上で魔女に屈服宣

言をしている部分が関連しているのでしょう。魔女に完全敗北宣言をしてしまった戦人さんは、

その時点で探偵ではなくなった。よって、ベアトリーチェさんと金蔵を目撃するという嘘の描

写がされた。 

 

3. 最後に第４のゲームのバルコニー。これはもう言い訳の余地がないくらいに明確に魔女を

目撃してしまっています。探偵の資格も失っていない。探偵の誤認という逃げ道もこれは言い

訳が苦しいです。あのような長々と会話している人物を誤認するというのは常識的判断ではあ

りません。バルコニーで一瞬だけベアトリーチェさんっぽい人を目撃した、ような気がする、

くらいのレベルなら誤認で通りますが、あのように延々会話をされては探偵の誤認では説明で

きません。私にとってあれを誤認と言われてしまうと、「バルコニーでバルタン星人を見た」み

たいな事を言われたレベルに感じるわけです。どんな誤認のしかたをするつもりなんですか、

と。ここは一応可能性として誤認はあるのでしょうが、ミステリーにおけるパズル的思考を根

幹にする場合は、常識的判断を優先します。曲解をなるべく排除する事。王道で解こうとする

事。これがミステリーに挑む上での安全策なのです。 

 

ベアトリーチェさんのゲーム盤では探偵が魔女を目撃してるケースが２ケース存在する事にな

ります。論点はゲーム盤に魔女がいるのかどうか、です。これは言ってしまえば、魔女を語る

人間としてのベアトリーチェさんが登場してるのかどうか、です。探偵の主観を考慮するとい

る、という結論になるのでしょうが、そんな曖昧な根拠でこの探偵古戸ヱリカが確信を持つわ

けがありません。連鎖考察思考法をいまこそフル稼働します。 
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・考察連鎖開始 連鎖対象は南條殺し 

おそらく、ベアトリーチェさんのゲーム盤の核になっているのは第３のゲームの南條殺しでし

ょう。あそこがベアトリーチェさんのゲーム盤の全ての真相に恐らく直結している。そしてベ

アトリーチェさんが実際に盤上にいるのかどうか、いるのなら何故いるのか、そこの説明にな

るはずです。例によって繰り返しになりますが、トリックをミステリーとして解こうとする場

合、トリックに関連する情報だけを使って解こうとすると、ロジックエラー密室同様に解法分

散状態が発生します。ロジックエラー密室で関連情報を見つけたように、南條殺しについても

同様の手段で特定可能です。 

 

譲治が犯人。霧江が犯人。留弗夫が犯人。こういった「誰が犯人なのか」という論点は、エヴ

ァの語った赤字を最低限踏まえて考えるべき最低ラインであって、それを以って犯人特定など

不可能です。連鎖考察思考法では物語に出題者が込めた主張を読み説き、それを連鎖情報とし

て組み込みます。今回の南條殺しでは「南條を殺したのは誰なのか」の他に、「なぜベアトリー

チェは真相を語ると魔女の姿を失うのか」です。この第２の論点こそ、偽りの魔女を真っ二つ

に切り裂く論点なのです。魔女でいられなくなるケースは恐らく２ケース存在するでしょう。

魔女のゲーム盤において魔女側は一つでも謎を守れば勝ちとなります。逆に謎を全て解かれる

と魔女幻想がなくなってしまう。では、仮に譲治が犯人だったとしましょう。譲治が南條を殺

すと、第３のゲームで全ての謎が解かれ、魔女幻想が消えてしまう状態になるのか？です。連

鎖密室が放置されてしまうので魔女幻想は消えていません。つまり、ベアトリーチェさんは別

にトリックを全て解かれたから魔女で居られなくなった訳ではない訳です。では何故魔女の姿

を彼女は失ったのか。それは、南條殺害の答えそのものが魔女の正体を語る事につながってい

るから、でしょう。仮にベアトリーチェさんが南條を殺したと語ると仮定します。当然魔女は

人間だったと語る事になる訳ですから、自ら魔女を否定してしまう。結果、魔女の姿を失った。

おそらく、この第２の論点を考慮する場合、ベアトリーチェさん以外が犯人では説明が不可能

になります。彼女以外ありえない。………忘却の深遠って何もないのですね。お腹減ってきた

んですけど…… 

 

・在島人数赤字の正体 

探偵が魔女を目撃してるケース、そして南條殺し、これらの部分からスーツのベアトリーチェ

さんは盤上に人間としている、という仮説が構築できます。肉体的に人間、中身の人格は魔女。

これはいわば私と同じ２重属性の人物というトリックでしょう。私は探偵ではありますが、真

実の魔女でもあります。ですから、第６のゲームでは魔女という定義に触れないようにするた

めに、招かれざる客人としての来訪者ですよ、と言ったわけです。人間として定義される言い

まわしですね。しかし、そのような言いまわしを一切しないベアトリーチェさんのゲーム盤で
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は、ベアトという駒は「１８人以上の人間は存在しない」と赤字宣言した場合に、盤上には普

通にいるのに、赤字上はいないかのような錯覚が発生します。言葉遊びの類のトリックですね。

１８人以上の人間人格はいないが、１８人以上の人格はいますよという、何とも分かって見る

と馬鹿みたいなトリックですけども。しかしそこはベアトリーチェさんさすがと言っておきま

しょう。木の葉を隠すなら森の中という言葉がありますが、犯人ベアトリーチェを隠すなら幻

想描写の中、という訳です。実は幻想描写は真犯人を隠蔽する目的で使用されていたのですね。 

 

・ベアトリーチェという人物の存在理由とは 

さて、では駒として盤上にいるベアトリーチェという人間は、一体何の目的でいるのでしょう。

最初に第２のゲームの話でも触れたように、紗音さんと嘉音さんは恋で悩んでるわけです。ベ

アトリーチェさんは、じゃあ一体何なのか。ふーむ……恋の話は苦手なのに……いい年した魔

女が恋がどうこうって、どうかと思いますよ私は。同一人物である彼らが恋で悩んでいるのな

らば、ベアトリーチェさんもそうなのでしょうか。仮説構築。手掛かりは第５のゲームでしょ

うか。「ベアトは、あなたに解いて欲しいと願って、解けるようにこのゲームを、……この物語

の謎を生み出しました。」 このような赤字が出ています。ふむ。ミステリーで解くべきはフー

ダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。王道ミステリーの典型としては、トリック

を暴くとそれを実行可能な人物が絞り込まれるケースが多いですね。このトリックを実行可能

なのはあなただ！のような感じでフーダニットが特定されます。となると典型的なミステリー

では最後に犯人が動機を自白する訳ですが、ベアトリーチェさんのゲーム盤のトリックである

「嘘」これと犯人ベアトリーチェ、もしくは紗音さん、嘉音さん、これが特定されると、最後

にホワイダニットが残るわけですが……あっ！！ 

 

・暗号トリック 

ホワイダニットがフーダニットとハウダニットから連想される仕掛けか！！ 

 

第４のゲームにおけるバルコニーのベアトリーチェさんの態度は妙でした。戦人さんに何か罪

があるかのような言いまわしをしていましたが、これは第６のゲームまでの情報を考慮すると、

昔紗音さんとかわした約束の事のようです。ベアトリーチェさんは第５のゲームにおいて、戦

人さんに「そなたの約束などもう２度と信じぬぞ」と言っています。紗音さんとベアトリーチ

ェさんがゲーム盤上で同一人物なのならば、ベアトリーチェさんは事件のトリックに嘘という

要素を組み入れる事で戦人さんにメッセージを伝えているわけです。事件のトリックである嘘、

犯人の正体紗音、もしくはベアトリーチェ、このフーダニットとハウダニットに至った結果、

戦人さんにだけは昔の約束が連想される仕掛けになってる訳ですね。まさに特定の人に向けた

暗号です。第５のゲームにおける戦人さんはこれに気付いた訳ですか。ベアトリーチェさんは
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紗音さんだった。そして昔交わした約束を事件のメッセージから思い出して欲しい。それが真

相なのでしょう。おそらくは。連鎖密室は同一人物トリックを考慮しなければ恐らく解けない

でしょう。おそらく連鎖密室で戦人さんは同一人物がいる事に気付いた。それが紗音さんと嘉

音さんです。そしてこの両名が死亡した状態で南條が殺される。つまり、ベアトリーチェさん

は連鎖密室で死亡しなかった人物。紗音はベアトリーチェだった。ここに気付いた時、戦人さ

んにはベアトリーチェさんに謝罪した。そして、ベアトリーチェさんは死んでいった。……別

に涙ぐんでないですよ。 

 

・事件の本質と恋 

一つ明確に確定させなければいけない部分があります。それは「なぜベアトリーチェさんは約

束を思い出してほしいのか」です。ゲーム盤を見る限りでは紗音さんは明確に譲治を選んでい

ます。戦人さんの事は過去だと。今は譲治だけを愛すると。ではベアトリーチェさんは何故…

…ベアトリーチェさんは、戦人に恋をしている……？そういえば第６のゲームにおいて、最後

の結婚式のときにベアトリーチェさんはこんなセリフを言っています。「あなたと一緒になりた

くて生み出した物語。だからこの世界の目的は果たされました。だからこれからはあなたが紡

いでください。私とあなたのこれからの物語を」戦人さんと結ばれたくて、ゲーム盤の世界を

作りましたよ、というセリフです。これは……彼らの恋の葛藤にベアトリーチェさんも加わる

訳ですか。ん？嘉音さんは８６年の時点で恋がスタートしているようには見えません。私は紗

音さんが譲治と結婚する可能性が高いと思って物語を見ていましたが、８６年に戦人さんが帰

って来たとなると、ベアトリーチェさんの恋心とバッティングしてしまうのではないですか？

碑文と碑文殺人……ルーレット……うーん。恋の話は苦手です。８６年の事件の本質は実は全

く殺人事件とは関係ない部分にあるのでしょうか。 

 

・事件とルーレット 

殺人が起こると言っても、結局はゲーム盤の駒が殺されるにすぎません。駒はあくまでも駒で

あり、プレイヤーの指し手によって運命が決まります。言わばチェスのようなものです。だと

するならば、何故殺されるのかではなく、なぜこのような物語をゲームマスターは語るのか、

が論点になりますね。それは約束を戦人さんに思い出してほしいから。しかし、ベアトリーチ

ェさんは自分の意思でその事件部分を中断する設定を組み込んでいます。碑文が解かれたら事

件を中断する。つまり、戦人さんが約束を思い出す可能性を潰す。そうなると一番有利になる

のは、元々恋が成立している紗音さんです。碑文と碑文殺人とは……ルーレットの目、なので

しょうか。少し気持ち落ち着いてきました。これまでの事を考えると、ベアトリーチェのゲー

ム盤は、殺人事件という皮を被ったラブレターのようなものだった訳ですね。事件の真相に至

ると、約束に行きつく。だから、約束を思い出せなかった第４のゲームであれだけ失望してい
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た訳ですか。そしておそらく、事件の本質は戦人さんが描いた恋の試練にあるのでしょう。愛

する資格は男女がひと組である事。愛する人は一人である事。紗音さんとベアトリーチェさん

は肉体的に一人です。譲治と戦人を両方選ぶことはできません。だから、その決着を８６年に

つけようとした。それが８６年の物語なのでしょう。 

 

約束を思い出してもらうための碑文殺人。そして約束を思い出す可能性を潰す碑文の謎。これ

は実質、戦人さんを選ぶのか、譲治を選ぶのかという事です。それを自分の意思ではなく、乱

数発生機に決めてもらうための事件。魔女の手紙には、碑文が解かれると今まで回収した利子

を返却するという一文があります。おそらく、あれが狂言殺人を示唆してるのでしょうね。殺

した命は実際に殺害すると返却などできません。それが可能なのは、狂言殺人、だという事で

す。事件の目的が恋の決着にあるのならば、なおさらでしょう。まぁ最後の爆弾による皆殺し

だけは本気でしょうが。 

 

それにしても、当初私はベアトリーチェさんの事件のトリックが口裏合わせだと知った時、馬

鹿みたいなトリックだと思ったわけですが、今は全くそうは思いません。そこで思考停止する

ように仕向けられた一種の罠のような気もしますが、むしろその口裏合わせの先こそが、本当

の彼女のミステリーの真相だったのですね。 

 

・嘉音の死体 

一つ気になる事があるのですが、何故嘉音さんは死体が消えるケースが多いのでしょう。第２

のゲームと第４のゲームにおける死体消失。おそらく第３のゲームにおいても後半、戦人さん

達が譲治と寄りそうように死んでるフリをしていた紗音さんを目撃していますから、礼拝堂に

は嘉音さんはいないはずです。同一人物説を前提に置く場合、紗音さんの死体が消え、嘉音さ

んの死体が残る逆のケースでも問題がないはずです。しかし必ず嘉音さんの死体が消える。こ

れは何故なのでしょう。偶然そうなっただけなのか、それとも意図的にそうしているのか。深

読みをすれば嘉音という存在は盤上には人格として存在するけども、幻想である、のような考

え方もできそうではあります。 

 

・嘉音朱志香ルートの存在 

一つ気になるのは恋愛を物語の核に置いた場合に、８６年の事件には嘉音朱志香ルート、とい

うのが存在しないのです。これが腑に落ちない。まるで最初から存在しない人物のような扱い

を受けている印象があります。８６年の事件の根幹は第５のゲームにおいて説明が提示されて

います。碑文と碑文殺人。これが核であり、譲治と戦人の選択です。朱志香ルートが除外され

ているのです。これが不思議なのです。私が思いつかないだけで、解釈の方法によっては朱志



16 

 

香ルートもあり得るのでしょうか。そもそも紗音さん達の肉体性別はどちらなのか。おそらく

女だろうとは思いますが、男である可能性は否定不能です。嘉音さんがベアトリーチェさんの

ゲーム盤で恋を諦めてる様子から察して、肉体は女なのかな、とは思いますが、これは根拠が

ありません。嘉音さんについては、ベアトリーチェさんのゲーム盤においてミステリー的な手

掛かりが存在しません。完全に推理不能と言っていいでしょう。伏線の存在しない推理は妄想

と同じ。価値がありません。しかし、恋愛が事件の核であるならば、嘉音さんについては推理

可能でなければおかしい。ルーレットの目という視点から否定は可能ですが、しかし根拠とし

て絶対的な価値を持つものではありません。くっ、あの魔女め…… 

 

・同一人物トリック 

そもそも彼らの同一人物トリックというのは解明しなければいけない要素というのが大きく２

つ存在します。それは、探偵の主観でどういう認識をされているのか。そして、そもそも登場

人物全員が彼らを別人と思っているのは何故なのか。紗音さん達３人が同一人物なのはトリッ

ク的に見て間違いないでしょう。しかし、同一人物にそもそも見えませんよ私は。私が第５の

ゲームにおいて探偵権限を持っているにも関わらず、同一人物と見抜けなかった。明らかに別

人に見えていた訳です。探偵である私に。そしておそらく第４のゲームまで探偵であった戦人

さんも同じでしょう。彼らが同一人物なのだと気付いたのは、連鎖密室と南條殺しを解いた結

果、論理的に導き出した思考の結果であって、見た目で判別していたのではありません。探偵

は主観を偽れない。なのに彼らが別人に見える。この一種のファンタジーがベアトリーチェさ

んのゲーム盤では発生しています。結論だけ数式的に見れば、「ゲーム盤の世界では探偵も彼ら

を同一人物だと見抜けない」という絶対的な価値観、あるいは設定がある訳です。 

 

まず、彼らの同一人物トリックは探偵の主観部分、それ以外の嘘の朗読が可能な部分で区分け

をします。後者はそもそも思考するに値しないため無視して考えます。全てのミステリーのゲ

ーム盤において、探偵は紗音さんと嘉音さんを同時に目撃していません。つまり、探偵が彼ら

を明確に別人だと否定可能な根拠はありません。よって同一人物説は仮説として構築可能です。

この問題をクリアしたとしても、作中人物が彼らの変装を誰も見破れないのは何故なのかとい

う問題が残ります。一つの仮説として、「そもそもバレてないのではなく、バレている。親族や

使用人のみんなが口裏合わせてあげてるだけ」というようなものがありますが、これは否定可

能です。使用人は口裏を合わせてもらえるでしょう。蔵臼や夏妃は配置が微妙ですが、まぁ可

能かもしれない。しかし朱志香だけは絶対に通用しないはずです。長年右代宮家にいて嘉音と

紗音に常に接してる存在でありながら、紗音は譲治と朱志香は嘉音に恋をしてる訳です。朱志

香が口裏を合わせるとなると、同一人物だと知っていながら紗音を応援していたという無茶苦

茶な物語になります。つまり朱志香という駒は「口裏合わせによって同一人物トリックが成立
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している」という解法を否定しているのです。なのでこれは違う。探偵を含めた全ての人物が

彼らを別人と認識している論理的な理由。その説明が同一人物説を構築するには必須になりま

す。 

 

・同一人物トリック仮説構築開始 

探偵は主観を偽れない。という事は一つの可能性として、そもそも探偵が彼らを別人として認

識するのがそもそも正しいのだ、という方向です。彼らは肉体的に同一人物ではあっても、人

格を主体に置く場合には彼らのパーソナリティというのは個別に存在するのでしょう。本来の

現実世界においては人は見た目で判断されます。しかし、あの世界ではパーソナリティで判断

されている可能性がある。それはハッキリ言ってファンタジーです。そんな事は現実であり得

ない。そんな現実ではありえないファンタジーが発生した時点で、疑うべきは２パターン。そ

もそもこの物語はミステリーではなくファンタジーだった。そして、ゲーム盤世界そのものが

創作世界であり、上層に本当の現実世界が存在するというパターン。創作世界でファンタジー

が発生しても全く問題ありません。ゲーム盤単体ではファンタジーでしょうが、上層を含めて

みた場合に限り、ミステリーになる訳です。このどちらかでしょうが、しかし今の私はミステ

リーでベアトリーチェさんのゲームに挑んでいます。選択するべきは後者なのでしょう。上層

ですか。私のいる階層よりもさらに上、観劇の階層でしょうか。こんな事を言い出すのはどう

かとも思いますが、そもそも赤字システムというのは、「音声を赤いと認識している」という強

烈なファンタジーが前提にあります。このファンタジーをミステリーで思考するには、方法は

一つしかないわけです。そう。文章の世界、だと。人は言葉を色で判別などできません。それ

ができるのはセリフを色文字で書いた場合のみです。 

 

結局私も執筆される存在、という事ですか。ゲーム盤上で嘉音さんは存在したのだとしても、

もしかすると私の認識外である上層世界の観劇の階層においては、もしかすると存在しない、

のかもしれませんね。これは明確に確定不能ですし、観劇の階層の事は分かりません。しかし、

そこの執筆者の思惑が反映されている可能性があります。観劇の階層に嘉音さんは存在しない。

だから死体が常に消え、幻想であると示唆される。ルーレットの朱志香ルートも観劇の階層で

存在しないため、下層であるゲーム盤世界でも存在しない。 

 

・ヱリカノート 

このような根拠が曖昧な推理は私は推理と呼びません。これは妄想と断ぜられるべき思考結果

です。仮説としてはありえても、根拠が存在しない限り、これは推理ではありません。しかし

……まぁ仮説Ａとしてメモしておきますか。ヱリカノートに。推理とは実は文章を書く作業に

よって進む事が多いのですよ。人の脳は同時に複数の事を処理できません。なので、思考は文
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章でまとめ、頭脳は推理のみに使用します。推理と情報のまとめをどっちも脳でやろうとする

と、大抵はいい結果が生まれないものです。それがこのヱリカノ～ト～じゃじゃーん！（見せ

びらかしてる） 

 

・我が主大好き 

以前我が主が言っていたのですが、ベアトリーチェさんが流したメッセージボトル。あれが後

世の世で話題になってるそうですが、あのカケラを見つけるのに我が主はかなり苦労したと言

っていましたよ。私はあのメッセージボトルが拾われる確率というのは結構高かったんだろう

な、くらいにしか思ってませんでしたが、我が主によるとカケラ世界にたった一つしか存在し

ないそうですよ。それを我が主は見つけて、奇跡に昇華させたんだそうで。素敵な話ですよね。

だから私は我が主が大好きなんです。ただのツンデレですからね。我が主。 

 

・忘却の深遠からの帰還 

さて。実は忘却の深遠でお腹をすかせていたら、我が主のお迎えの猫が来まして。戦人さんが

最後のゲーム盤を開催していたんですよね。ちょうどいい機会なので、ベアトリーチェ犯人説

を直接ぶつけさせていただきました。正直な話、まだ推理の途中な部分もあるので、もう少し

忘却の深遠で思考を楽しみたかった気がしますが、まぁ南條殺しと同じような論法で第５のゲ

ームの電話の話をされたときは吹き出しそうになりました。私がガチ推理を始めた時点で、そ

んな部分で悩む訳がないでしょう。解けて当たり前ですあんなものは。ミステリーはパズルな

んですから。何はともあれ、再度悪役として活躍したわけですが、まぁ綺麗に物語も幕を閉じ、

私は駒としての役割も終わった訳です。やっと純粋な探偵に戻れます。 

 

・８つの観劇の階層のカケラ 

実は忘却の深遠でずっと思考していた部分をフェザリーヌ様が観劇していたようなのです。そ

れで私に一つ嬉しいプレゼントを下さいました。８つの観劇の階層のカケラ、です。フェザリ

ーヌ様がおっしゃるには、私が本来は認識できない階層も含めた壮大なミステリーなんだそう

で。私がずっと考えていたゲーム盤世界の謎なんてものは、謎のほんの一部にすぎないのだそ

うです。面白いじゃないですか。へぇ～。観劇の階層から見る物語とはどのようなものなんで

しょう。凄く興味があります。謎がどうこうという以前に、どういう物語なのか。まずは純粋

な読者として、楽しませてもらいましょうか！ふふふ。このワクワク感が私は大好きなんです。

どんな物語が、謎が提示されるのか。お手並み拝見しますよ。 

 

・とりあえず見終わりました 

一通りカケラを見終わった訳ですが、まず一言言わせてください。長いです。全てのカケラを
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見終わるのに１００時間近くかかりましたよ。この長さはミステリーとして異常です長すぎま

す。そして、カケラに仕込まれている謎の数が尋常じゃない。ベアトリーチェさんのゲーム盤

の謎なんて、本当にフェザリーヌ様がおっしゃる通り、ほんの一部だったのですね。 

 

・読者ＶＳ作者 

カケラの最後を見終わって私は思いました。これは典型的ミステリーにおける、「探偵がすべて

の手掛かりを手にした状態」で終わっている物語だと。通常ここから探偵の独演会が始まる訳

ですが、このカケラは、その手前で終わらせているという訳です。つまりは……解けるもんな

ら解いてみろ、手掛かりは全て提示した。これはお前と俺のガチンコ勝負だ、という出題者の

挑戦状だという事です。手掛かりを提示しておいて、まさかこの探偵古戸ヱリカに真相特定が

不可能だと思っているのですか。あっはっはっは。これはこれは。とても自信がおありのよう

で。実に結構！グッドです！！全力で殺しに行きますから覚悟してくださいね。どこのどなた

か存じませんが、このカケラを紡いだ観劇の階層の執筆者さん。 

 

・反撃開始 

あまり舐められるのは好きではないので、一つあなたが戦慄するお話をしましょうか。出題者

さん。六軒島の惨劇の真相はカケラの中で明示されませんでしたが、第７のゲームで我が主が

語った惨劇の物語。あれが猫箱の中身です。断定というほど確定情報ではありませんが、数学

的に導ける論理的思考の帰結として、そういう結論がでます。 

 

隠しとおせたつもりでしたか？ 

 

あなたが手掛かりを配置する義務を負う限り、推理は絶対に可能なのです。そして、あの猫箱

の中身に関する手掛かりの配置は多すぎる。多すぎます。過剰配置と言ってもいいでしょう。 

 

連鎖情報Ａ  

絵羽が現実世界で九羽鳥庵で見つかっていますね。という事は論点として、絵羽はどういうル

ートで九羽鳥庵に行ったのかが問題になる訳ですが、作中に提示された手掛かりは「地下貴賓

室に地下道に通じる通路がある」と「楼座が幼少期に偶然たどり着いた」の二つです。後者は

偶然であり、作中で楼座自身が「もう一度辿りつけるとは思えない」と発言していますから、

解法としてありえません。よって、地下貴賓室を通る事になる訳ですが、これは碑文が解かれ

ていた事を示唆する重要な伏線です。実際の六軒島で碑文が解かれていた可能性がある。これ

はあの惨劇の物語と合致しますね。まずこれを連鎖情報Ａとします。連鎖情報構築は数が多い

ほどいい。これが多ければ多いほど、真相は限定されて行きます。 
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連鎖情報Ｂ 

絵羽が現実世界で生き残っている。仮に絵羽が惨劇の犯人だとしましょう。何故家族である譲

治と秀吉が生き残っていないのか。絵羽が主犯の場合、彼女が譲治と秀吉を殺す事などあり得

ないのに、生き残っていない。つまりは絵羽以外の人物が殺害した可能性が出てきます。だか

ら絵羽だけが生き残っている。これが連鎖情報Ｂです。 

 

連鎖情報Ｃ 

連鎖情報Ｃ。これは、絵羽が縁寿にかたくなに猫箱の中身を教えようとしない事です。ここか

ら推測できるのは「悪意によって教えない」と「縁寿が悲しむ真相だから、意図的に隠してい

る」ですが、戦人さんの最後のゲーム盤を見る限りでは後者でしょう。 

 

連鎖情報Ｄ 

連鎖情報Ｄはちょっと微妙な情報ではありますが、最後に登場した戦人さんの別人さん。十八

さんですか？彼は縁寿さんに「私達は潜水艦基地の方に逃げました」と言っていますね。私達。

複数形です。戦人さんは誰かと逃げていた。これは状況から推測できるのはベアトリーチェさ

んでしょう。彼女は霧江さんに撃たれますがあの場面死亡したとは書かれずに「魔女は口から

どろりと血をこぼし」としか書かれていません。さらに彼らの銃の照準が狂っているという情

報も出てきます。さらに絵羽が気絶から気が付く場面、死体の描写がされますが「傍らには愛

する夫の屍。蔵臼夫婦の屍に楼座の屍。死屍が累々と横たわる死の部屋だった」とあり、ベア

トリーチェさんの死体だけが見事に描写されていません。まぁよくもここまでキッチリ手掛か

りを配置するもので。親切ですか。つまり十八さんはヤスさんと逃げていた。これは我が主が

語った惨劇の物語の後に起こった出来事なのでしょう。地下道に逃れ、ボートで逃げた。 

 

連鎖情報Ｅ 

連鎖情報Ｅは最後のゲーム盤での戦人さんのセリフですね。キリが無いので具体的に挙げませ

んが、惨劇の中身が留弗夫と霧江だと示唆するようなセリフがかなりあります。 

 

作中で提示された手掛かりＡ～Eが示すもの、それは第７のゲームで我が主が語った惨劇の物

語です。全ての手掛かりがアレを指し示してしている。これは確定情報と言うほどの根拠では

ありませんが、まぁ推理として導けるのはあの惨劇の物語だけだという事です。どんなに真相

を隠蔽しようと。手掛かりを配置するミステリーにおいて、探偵の目から真相を隠す事などで

きません。私の対魔法抵抗力はエンドレスナインどころじゃありませんからね。１００％です。

パーフェクトなんです。いきなり物語の真相を特定されてどんな気持ち？どんな気持ち？あー

はははは！グッドです。実に楽しい。これほど愉快なミステリーは久々な気がしますね。知的
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好奇心が疼きます。真相を徹底的に暴いてあげますよ。出題者さん。 

 

・本当の探偵の姿 

ふと色々と考え込んでしまったのですが、このような物語に挑む事はとても楽しいですし、知

的好奇心がそそられる訳ですけど、探偵が事件に挑み推理をするというのは、少々誤解がある

ように私は思います。多くの物語の探偵はトリックや犯人を華麗に暴き真相を特定しますね。

これは実は一種のファンタジーなのです。現実の探偵にそんな事はありえません。あくまでも

現実の探偵の推理は、言ってしまえば「推測」なのであって、どんなに根拠を固めようが間違

っている可能性を否定できません。そのような状態で果たして自信満々に犯人はあなたです、

と語るような探偵がいるでしょうか。もしかすると探偵の勘違いで、犯人ではないのかもしれ

ないのですよ？冤罪を発生させる危険性を常に探偵は心配します。なので推理の過程で必死に

根拠を構築し、悩みに悩みぬき、やっと自分が信じられる仮説を構築する。それが本来の探偵

の姿なのです。その推理は探偵にとって確信があるでしょうが、悪魔の証明により、それが本

当に当たっているのかどうかは判別不能です。この絶対の真理から探偵は目をそむけてはなり

ません。 

 

さて、このような読者への挑戦状を叩きつける作品は、最終的に推理が当たっているのかどう

かの確定ができません。出題者が答えを明かすまで、それは常に不正解の可能性が存在します。

では、それでも探偵が挑戦するのは何故なのか。それは、今までの私の推理の仕方で分かる通

り、「手掛かりによって特定可能に出題されてると信じるから」なのです。悪魔の証明により確

かに確定不能でしょう。しかし、それでも論理的な思考の帰結として特定可能。そう信じる心

の強さがあるからなのです。ミステリーなのだと信じる。解ける物語なのだと信じる。それが

探偵に絶対に必要な精神なのです。 

 

・推理の 4段階 

推理には大きく分けて４つの段階が存在します。他の探偵がどのような思考をしているのか分

かりませんが、私にとって推理とは第一段階から出発し、第４段階まで生き残った仮説の事を

指します。 

 

第１段階 

第１段階。これは出題者の出題に対して解法を考え始める初期段階ですね。推理を弓と的に例

えるなら、暗闇の的にむかって矢を放ち始めた段階です。この段階は無限の想像をしなければ

なりません。根拠に基づく、基づかないに関係なく思いつく仮説を好き勝手に考えて大いに結

構。 
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第２段階 

第２段階においては暗闇の的に向かって大量の矢を放つ段階ですね。推理を量産します。これ

は自説に限らず、他者の推理を参考にするのも有効でしょう。このカケラの物語においてはこ

の第２段階に放たれた大量の矢が存在しますね。ロジックエラーの密室なんかそうでしょう。

第２段階においては無限の想像、矢が実に有効なのです。 

 

第３段階 

第３段階は絞り込みをかける段階です。暗闇の的に向かって放った矢で、もしかすると的にか

すったものが存在するかもしれません。大量に生みだした仮説を伏線に基づいて優劣を付けて

いく段階です。 

 

第４段階 

第４段階。絞り込みをかけて生き残った仮説を最終結論とし、暗闇の的に向かって結論の矢を

放つ段階ですね。私にとって推理とはこの第４段階まで生き残った仮説の事を言います。 

 

推理対象によっては第２段階までしか進めないものが存在しますが、そういったものは、そも

そも出題者が解いて欲しい本質部分ではない可能性が非常に高い。放置するべき部分という事

です。推理不能な要素は推理不能と切り捨てる勇気も探偵には必要です。例えば、ベアトリー

チェさんの礼拝堂の密室がありますね。あそこはベアトリーチェさんが施錠に関する部分を論

点にしていましたが、我々から見て、あの礼拝堂の密室は気になる部分が非常に多いわけです。

実際の犯行手順、凶器は何なのか、どういう状況でどういう風に殺したのか、睡眠薬を食事に

もったのか。このような部分はバッサリ推理不能と切り捨てるべきだと私は思います。こんな

部分は伏線がないので推理不能です。それはベアトエリーチェさんの目的が「戦人に約束を思

い出して欲しい」が根幹にあるからであり、彼女は事件のメッセージである嘘に気付いてほし

い。だから嘘が核になる施錠を論点にする訳です。逆に考えるのならば、その他の部分なんか

どうでもいい訳です。出題者にとって。よって、一見推理不能に見える部分はそもそも推理の

必要がない、となる訳です。推理の意味がない。 
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古戸ヱリカの動機特定の章 

 

・最優先で推理するべき推理対象とは 

こんな…こんな真相が…………初めての経験です……頭の整理がつきません。今私が感じるこ

の感情は何なのでしょう。出題者の出題した問題を探偵が解く。そのような推理対決の先にま

さかこんな真相が……ハッキリ言いましょう。真相を特定しました。しかし、その真相の内容

があまりに……あまりに……何と言っていいのか。とてもとても悲しい物語です。しかし、最

後の最後に本当にハッピーエンドがあった。とても美しい真相です。こんなミステリーはかつ

てない。凄い。素直にそう感じます。私の至ったこの真相が本当に真相なのかは分かりません

が、そう信じるに足るものだと確信します。そうですか。この物語の魔法とは、悲しみを優し

さで覆うものだったのですね。なるほど、それが黄金の真実という事ですか。私の言う真相と

は事件部分のトリック、犯人、猫箱の中身の事を指しません。私が特定したと言っている真相

とは、このカケラの物語の「本当の現実世界で執筆者十八に起こった出来事、そしてその結末」

です。なるほど、だからプルガトリオなわけですか。実に丁寧な伏線を張ってくださったもの

です。 

 

ふぅ。少し落ち着いてきました。この物語のカケラに置いて優先的に解かなければならないの

は、事件のトリックでも犯人でもありません。８６年に本当の現実世界でヤスという人物は何

をしようとしているのか。ここの完全な特定です。これがこの物語の真相に至るための鍵です。

逆に言いましょう。ここを解かなかった場合、真相特定は不可能です。１００％不可能。断言

できます。なぜなら、執筆者十八の物語というのは、８６年にヤスという少女が起こした事件

の先に存在するからなのです。悲しい事件が８６年に起きた。その結果十八に一体何が起こっ

たのか。彼は別に記憶喪失になって、記憶を取り戻し、その記憶を整理したかった訳ではあり

ません。あまりに悲しい、悪意に満ちた事実を十八は突き付けられた。それが、おそらくはこ

の物語の真相なのです。 

 

・連鎖情報ＡとＢ 

まず８６年にヤスという少女は何をしようとしていたのか。まず台風という要素を考えます。

ゲーム盤世界で事件当日に台風が必ず直撃しますね。現実世界でそんな事はありえません。毎

年同じ時期に来る事が多いのだとしても、親族会議当日に１００％直撃するなんてのはファン

タジーです。なので、当然ヤスという少女は事件当日に台風が来るのか来ないのかを考慮に入

れていないのです。台風が来ようが来まいがどうでもいい。これはつまり、台風が来ずに、外

界から孤立しない状況でもヤスにとって全然問題はないのだと推測できます。つまりは狂言で

ある可能性が高い。まずはこれを連鎖情報Ａとします。次にキャッシュカードの件ですが、第
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４のゲームにおいて事件前に遺族に向けて２０枚以上のキャッシュカードを送っている事が判

明しています。これは「共犯者の口裏合わせのための協力金」という考え方は実際の島の人数

よりはるかに多い数を送っているのですから違うでしょう。つまり普通に「人殺しの謝罪のた

めのお金を送付している」と考えられます。これが連鎖情報Ｂです。連鎖情報ＡとＢは矛盾し

ます。事件は狂言の可能性が高いのに、遺族に謝罪金を送っているのですから、これは整合性

が取れません。つまりは、８６年に何をしようとしていたのかは、こういった状況証拠からの

推理では特定不能だという事です。よって、方向性を変えます。 

 

・動機特定２段階方式 目的特定と具体的計画特定 

ヤスが８６年に一体何をしようとしているのか。その目的の特定。そして、その目的達成のた

めに、一体どういう手段を取るのか。計画内容の特定。この２段階方式で行きます。真犯人ク

レルは事件の２年前まで語って「これで分からないのならもう何も語りません」と言いますが、

ここから「動機特定のための情報を出し終えた」と判断できます。重要なのは彼女の言ったこ

のセリフでしょう。「決闘はしたのです。決着もつきかけていた。でも８６年という年は余りに

無慈悲が過ぎた。なぜ８６年だったのか…」決闘という言葉に聞き覚えがありますね。戦人さ

んが紡いだ第６のゲーム。恋の試練の決闘でしょう。あそこで同一人物トリックが明かされま

した。クレルは言います。私は自分の、自分達の運命すら決められなくて、全てをルーレット

に委ねたのだと。つまりは、８６年に戦人さんが帰ってきてしまった事により、譲治と結ばれ

るべきか、戦人と結ばれるべきか決められなくなってしまったのでしょう。 

 

・恋のルーレット 

現実世界のヤスという少女がゲーム盤同様に多重人格者だったのか、という点は疑問がありま

すが、分かりやすくするために便宜上人格を用いて考えましょう。８６年の時点で紗音は譲治

に恋をし、ベアトリーチェは戦人に恋をし、嘉音は朱志香に恋をしている。恋が並立していま

すね。物語から読みとれる出題者の主張は「恋をする資格は男女一組。愛する人は一人でなけ

ればならない」です。同時に複数の人間に恋をする事は許されません。つまり、８６年の事件

のヤスの目的というのは「自分の複数の恋をルーレットにより、乱数発生機に決めてもらう事」

なのでしょう。前提としてヤスは自分の意思でそれを選べません。なので言わばサイコロを振

るように、出た目に書いてある名前で決めようと。８６年にヤスと言う少女は事件というサイ

コロを使って、恋に決着をつけようとしていたのです。これが目的、です。ベアトリーチェさ

んのゲーム盤でベアトリーチェさんは、戦人さんに約束を思い出してもらおうとしていました

ね。「ベアトは、あなたに解いて欲しいと願って、解けるようにこのゲームを、……この物語の

謎を生み出しました。」のような赤字も出ていますし。碑文殺人は戦人さんとベアトリーチェさ

んの恋を叶えるためのルートでしょう。碑文殺人の真相に至ると、第５のゲームの戦人さんの
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ように、犯人に対する心象がガラッと変わります。おそらく事件部分は狂言を前提にしている

のでしょうが、そう言った部分の計画特定は後でやりましょう。碑文の謎を解く、という行為

はゲーム盤で何度も言われたように、犯人が自発的に事件を中断するための設定です。つまり

は碑文殺人＝戦人ルートの中断となる訳ですから、この場合、元々恋が成立している紗音さん

が譲治と結ばれるルートなのでしょう。 

 

・嘉音朱志香問題 

さて。問題は嘉音さんです。本編の伏線、手掛かりを見る限り、事件の本質について明確に情

報提示がされたのは第５のゲームです。一族が碑文を解き、黄金を発見しますが、あのシーン

の後にメタ世界の戦人、ワルギリア、ベアトリーチェさんのシーンが挿入されます。そこで明

確に情報提示がされてる訳ですが、８６年の事件の本質は碑文と碑文殺人だと語られてます。

天秤の例えで難しい言いまわしがされますが、要は、天秤に碑文と碑文殺人を載せ、どっちに

傾くかをベアトリーチェさんは目的にしている、と語られています。つまりは戦人ルートか譲

治ルートな訳ですが、朱志香ルートという情報提示がされていないのです。８６年の事件の本

質はヤスという少女の恋を乱数発生機に決めてもらう事な訳ですから、当然嘉音さんと朱志香

さんの恋が現実世界でも存在するのならば、「事件中に有無を言わさず嘉音が勝利するルート」

というものが存在しなければなりません。それが事件を起こす目的なのですから。これは推測

が混じるので私としては悔しいのですが、恐らく現実世界で嘉音さんというのはいないのでし

ょう。もしいるのなら、嘉音ルートが事件に組み込まれていないとおかしい。それが存在しな

いという事は、恐らくはそういう事なのでしょう。嘉音さんについては根拠構築が曖昧なのが

否めませんので一旦保留です。 

 

・計画特定 

次に具体的計画ですが、実際の８６年の事件でヤスという少女は、自身の恋に決着を付けるた

めに、どういう事件を想定しているのか。具体的事件内容の特定に移ります。踏まえないとい

けないのは、最初に構築した連鎖情報ＡとＢです。これに矛盾せずに、なおかつ、ヤスという

少女の恋の決着がつく事件内容を考えなければなりません。まず碑文が解かれる、という要素

を考えましょう。事件前日に碑文が解かれた場合、誰も死ぬ事なく事件が中断され終わります

が、問題なのは第３のゲームのように事件中に殺人が発生した状態で碑文が解かれるケースで

す。ヤスという少女が人殺しをするケースを想定した場合、事件前日に碑文が解かれる事と、

事件中に碑文が解かれる事の意味合いが変わってきます。単純に考えましょう。人を殺した人

物の恋が叶うと思いますか？これは戦人ルートにも関係する重要なポイントです。碑文殺人の

メッセージから約束を思い出すベアトリーチェさんのゲーム盤は、結局ゲーム盤はチェスのよ

うなもので、駒が死ぬというような意味合いしかないために、特に問題が発生しなかった訳で
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すが、現実世界ではそうはいきません。人を殺した人物との過去の約束を思い出したからから

といって、その人の恋が叶うと思いますか？常識的に考えてあり得ません。そして実はこれは

作品に提示された次の連鎖情報と矛盾します。 

 

＜特別条項＞ 

契約終了時に、ベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし、隠された契約の

黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。

利子の回収はこれより行いますが、もし皆様の内の誰か一人でも特別条項を満たせたなら、す

でに回収した分も含めて全てお返しいたします。 

 

事件前日までにヤスという少女が海に投棄したメッセージボトル、第一のゲームで出てきた魔

女の手紙の内容です。「すでに回収した分も含めて全てお返しいたします」利子とは右代宮家の

人命が含まれる事が明示されています。殺した人物が碑文を解く事で生き返る。これが成立す

る状況は、狂言殺人だという事です。つまり少なくとも、第８の晩までの殺人事件のミステリ

ーの物語の段階までは殺人を実行してはいけないという事です。実行すると事件を起こす目的

そのものが達成不可能になります。ここまでの情報にキャッシュカードの情報である連鎖情報

Ｂを踏まえた場合、ヤスという少女の動機、計画が全て特定可能です。 

 

・完全特定完了 

事件は第８の晩までは狂言殺人で実行し、第９の晩を迎えると爆弾による皆殺しを行う。事件

中にこの爆弾による皆殺しが発生する前までに、碑文が解かれる、あるいは碑文殺人の真相に

戦人さんが至る、このルーレットが出る事をヤスは願っている。恐らく、この爆弾による皆殺

しとは作中で何度も語られた「右代宮家の天文学的確率から一を拾う奇跡の魔法」という事で

しょう。奇跡はリスクに打ち勝ってこそ叶うという金蔵の魔法体系の思想ですね。爆弾による

皆殺しというリスクを背負ってまで事件を起こした結果、それでも碑文が解かれる、あるいは

碑文殺人の謎が暴かれるという奇跡が起こるのなら、きっとヤスという少女の恋も叶う、そう

いう思想でしょう。 

 

・実際の六軒島では計画はどうなったのか 

さて、これを前提にして「じゃあ実際の六軒島ではヤスのルーレットはどうなったのか」を考

えましょう。事件前日に碑文が解かれましたね。つまり、「譲治ルートが確定した」という事に

なります。ベアトリーチェさんは第七のゲームの惨劇の物語で、貴賓室で死んだような顔をし

ていましたが、あの時の彼女は譲治ルートが確定し、自分の人格的な死を受け入れた状態だっ

たのだと推測できます。だから、何度もベアトリーチェさんを殺す手段は一つだけあると語ら
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れていたのですね。さて、問題になるのは譲治がこの後殺されてしまう事です。ヤスという少

女の目的は何度も言うように、自身の恋の決着にあります。そしてその奇跡が見事に叶いまし

た。碑文が解かれました。しかし、碑文が解かれたのに、譲治が死んでしまった。これでは碑

文が解かれた意味がないわけです。譲治との恋はこの瞬間消えました。さて、潜水艦基地の方

に逃げた戦人さんとベアトリーチェさんですが、事件前日に碑文が解かれてしまったため、碑

文殺人を中断しています。つまり、戦人さんが約束を思い出すための手段を中断してしまった

ために、戦人さんはあの時点でヤスの恋心に気付いていない可能性がかなり高いわけです。そ

もそも彼女の中で譲治ルートが確定しているのですから、約束を思い出していない戦人さんと

恋が叶うなんて方向はないでしょう。自身のルールに抵触しますし、戦人さんも何も気づいて

いない。打つ手がありません。 

 

ではあの場面で爆弾による心中が可能なのかどうかですが、一族にすでに説明してしまってる

あの状況ではもう無理でしょう。入水の時点でヤスという少女には、事件前に想定していた選

択肢が全て消えてしまったのだと推測できます。このような状況に陥ったヤスは一体どういう

選択をしたのでしょう。可能性として一番高いのは最後のゲームで描かれた通りの、入水自殺

でしょう。こんな事件を起こしてまで願った自分の恋のルートが全て消えてしまった。譲治が

殺された責任も感じてるでしょう。 

 

・八城十八とメッセージボトル 

８６年の事件はこれで幕を閉じる訳ですが、問題になるのは戦人さんです。彼は事件後に十八

として偽書を書いていますね。当然事件の真相に至っている訳ですが、しかし実際の六軒島で

はそもそも出題がされていない。戦人さんが真相に至るには、ヤスという少女の殺人事件の物

語に最低でも一回は触れないといけません。では、現実世界の戦人さんが、現実世界で初めて

殺人事件の物語に触れたのはいったいいつなのか。 

 

幾子という女性の家で、ＰＣでメッセージボトルの物語を見た時、です。 

 

事件後にヤスという少女の恋心に、完全に手遅れになって気付いたという事になります。事件

後にメッセージボトルの嘘というメッセージと犯人の正体から、約束を思いだした。もしかす

ると入水の瞬間に思い出せていれば、彼女は自殺しなかったかもしれません。それが恐らくは、

この物語の真相なのでしょう。もちろん十八さんは苦しんだでしょう。彼が語る自殺未遂とは、

これが原因なのかもしれません。しかし、そういった全ての苦しみが最後の福音の家の黄金郷

で天国の彼女に届いたのではないですか。それが「この物語を最愛の魔女ベアトリーチェに捧

ぐ」の意味なのでしょう。第５のゲームで戦人さんがベアトリーチェさんの真相にもっと早く
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至っていたなら、と絶叫していましたが、あれは執筆者十八さん自身の事なのでしょうね。こ

の物語は、ヤスという少女の真相に至るのがあまりに遅かった十八さんの、謝罪の物語なので

しょう。 

 

・叙述トリックの絶妙なさじ加減 

改めて思うのですが、この物語は色々と特殊な気がしますねぇ。もちろんロジック的に解けは

するのですけど、それがフェアなのかと言われるとギリギリフェアだというラインにいる感じ

ですし。例えば金蔵さんが第一のゲームで出てくるでしょう。普通小説の世界で３人称の文章

表現で金蔵さんが描かれると、それは客観的な事実であって、実は嘘でしたなんて論法は通用

しません。それでも実は死んでいましたと言われると、普通は「そういう特殊ルールを採用し

てる物語である」となる訳ですが、この物語はそうではなく、「その客観的３人称視点すら私見

だった」となっているわけです。つまり「金蔵さんが生きているという私見を執筆者ヤスが描

く。執筆者が神ではなく、私見の入る人間であるため、死んでいるという可能性も否定できな

い」となるわけです。これがミステリーとして成立してるのはもちろんなのですが、どうも叙

述トリックとして微妙なラインにいるような感覚がするのですよね。別にアンフェアだとは思

いませんが。 

 

これは魔法についても同様です。魔法が描かれても、それを人間の執筆者が書いている限り、

真の意味での真実は保証されません。魔法という表向きの描写の裏で、ミステリーで解釈可能

な可能性も考慮しないといけない訳です。何しろ物語の地の文が神の視点ではないのですから。

これ要は原文に魔法が描かれているという事で、ファンタジー解釈に完全にとどめを指すんで

すよね。無いんです魔法世界なんて。魔法を描いてミステリーでも解釈可能なんて無茶苦茶が

通用するのは、こういう特殊なケースだけでしょう。そうでないとロジックエラーが発生しま

す。 

 

・この世界で描かれる魔法とは 

さて、物語的な真相は一応ひと段落しましたが、この物語において出題者が強烈に主張する「魔

法」について考えなければなりません。魔法とはそもそも具体的にどういう定義の物なのか。

作中で２つのシーンが該当します。第４のゲームの黄金郷でのさくたろうの復活、そして第６

のゲームにおいてのキャンディーの魔法です。第４のゲームにおいて極めて重要な縁寿さんの

セリフがあります。さくたろう復活をベアトリーチェさんが祝福しますね。そこで縁寿さんは

こういうセリフを言うわけです。 

 

「それが魔法の根源よね。愛がなければ、悲しみがなければ、怒りが無ければ、魔法は見えな
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い」と。 

 

魔法を見るには、愛、悲しみ、怒りが必要だと言うわけです。これはさくたろう復活の魔法の

正体を考えれば分かります。赤字により魔法でさくたろうを蘇らせられなかったのは確定して

います。つまり、縁寿さんは量産品のさくたろうを真里亞さんに渡し、「魔法で蘇らせたんだよ」

と嘘をついたわけです。ここでポイントなのは真里亞さんにとっての幸せは何なのかという部

分で、量産品である真実を明かし、実は母の手作りではなかったんだという残酷な真実を伝え

るのが良いのか、それとも嘘ではあっても、魔法で蘇らせたんだよ、と言った方がいいのか。

縁寿さんが選択したのは後者でした。そしてこれこそが魔法なのだと言うわけです。つまりこ

の物語における魔法というのは「辛い真実を知っている人間が、相手を幸せにするために、真

実ではなく、幻想で包み込んであげる事」と言えるでしょう。これが魔法の定義な訳です。キ

ャンディーの魔法のシーンにおいては、魔法が手品だと暴かれてしまったケースですね。私が

やったんですが。つまり、相手を幸せにするために包み込んだ幻想を排除し、真実を告げると

相手はとても悲しむ事になりますよ、という出題者の主張があります。 

 

この物語における魔法は根源に相手への思いやりがあります。戦人さんが最後のゲームを幻想

で脚色し、嘘の８６年を紡いだのも、この物語における魔法の定義に合致します。あのゲーム

盤は魔法なのですね。嘘の８６年ではあっても縁寿さんに幸せになってほしかったのでしょう。

だから本当の真実を隠し、温かな幻想で包み込んだのが最後のゲーム盤な訳です。 

 

この魔法の定義を考慮する場合、「ベアトリーチェさんの主張する魔女幻想は、誰を守っている

のか？」という論点が発生します。魔法は辛い真実から、誰かを守るために使う幻想の魔法で

す。一見残虐な殺人事件の物語も、実は本当の六軒島の真実を、魔女幻想で包み込んでいるの

です。六軒島の真相は第７のゲームの惨劇なのですから、当然それを知って辛い思いをするの

は縁寿さんでしょう。つまり、ベアトリーチェさんは、縁寿さんを幻想で守っている事になり

ます。では、現実世界階層で十八さんが紡ぐ偽書と呼ばれる物語には一体何が描かれているの

か。これまでの論点を出題者の主張にそって解釈すると、魔法世界でのベアトリーチェさんと

戦人さんの推理バトルや、ゲーム盤の魔女幻想、これがそのまま書かれているという事になる

のではないですか。六軒島の真実は魔女の仕業なんだよ、という幻想で真実を隠蔽し、縁寿さ

んを守るための魔法が発動しているのなら、解釈としてそういう仮説が構築可能です。実際の

現実世界では結局真相は分からずじまいで、魔女幻想だけが残ってしまったようですし。魔法

を使うものはその裏の真実を知らなければなりません。辛い真実を知るからこそ、その辛い真

実への怒り、悲しみ、相手への愛、それゆえに魔法の存在意義があるのです。 
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・縁寿と魔法 

では、作家になった縁寿さんは、さくたろうの物語を書いていたようですが、幸せのカケラを

見つける魔法の物語を書くには、裏にある真実を知らなければなりません。作家になった縁寿

さんは、実は本当の真相を察しているのではないですか？確かに確定はしてないかもしれませ

んが、察しているのでしょう。だから魔法の裏を知り、表の幻想の温かさを知った。それが作

家になった縁寿さんなのでしょうね。 

 

・ミスリード 

この作品は多くの悪質なミスリードがありますが、どうも観劇の階層から眺める物語を見てい

るとそれが、世界構造にも存在してるようですねぇ。例えばベアトリーチェさんのゲーム盤の

犯人は紗音さんだと多くの人が思うでしょうが、実際はベアトリーチェさんが犯人なわけです。

紗音さんは犯人ではありません。これは悪質なミスリードですが、世界構造についても悪質な

ミスリードが存在します。あの物語は意図的に階層を意識する作りになっていますね。ゲーム

盤世界、メタ世界、のように。このような階層を考えるとある悪質なミスリードにはまってし

まう可能性があります。９８年世界を現実世界と錯覚してしまうのですよ。あぁ、階層と関係

ない縁寿のいるこの世界は、現実世界なんだな、と。だからそのミスリードにハマってしまっ

た結果「パラレルワールド説」なんていう説に行ってしまうわけです。９８年世界も創作偽書

世界ですよ。現実世界ではありません。これは第８のゲームで明確に情報提示されています。

作品を細かく見ていくと、９８年世界からメタ世界へ、またはメタ世界から９８年世界に移動

している場面が分かるはずです。まぁおまけに連鎖情報が結構ありますから、推理的に結論は

絞り込み可能です。手品エンドの縁寿さんはゲーム盤世界のクイズの景品を何故か持っていま

したね。９８年世界のボートの上で。あの辺も提示された手掛かりでしょう。 

 

・最悪の密室 

最悪の密室じゃないですかこれは……あっはっはっは！！私は手加減されていたという訳です

か！！ロジックエラーの密室。あの密室は「紗音がベッドルームの下にいる」という解法が通

用しない可能性があります。なぜならロジック差し替えが可能だからです。第６のゲームまで

ベアトリーチェさんという盤上の犯人としての駒の存在は、手掛かりが配置されているとはい

え、基本的に隠蔽されてきました。在島人数の赤字からは、普通ベアトリーチェさんが盤上に

紛れ込んでいる可能性なんて思い浮かびませんし、そもそも幻想描写のトリックにより思考誘

導されてます。つまり、普通にあのゲーム盤に挑むと、ベアトリーチェさんが人間として盤上

にいる可能性なんか思い浮かばない訳です。その状態で、仮に私が紗音さんと嘉音さんが同一

人物だったと気付いていたと仮定しましょう。嘉音さんが客室にいない。じゃあ当然私は紗音

さんがいるんでしょう？と切り返す訳ですが、この時出題者であるベアトリーチェさんは「客
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室にはベアトリーチェがいる」というロジックに差し替え可能なのです。 

 

最悪の密室ですよこれは。こんなものは解ける訳がありません。難易度ウルトラＳと言ってい

いでしょう。そもそも私は第６のゲームの最後に提示された在島人数の２種類の赤字から、「カ

ウント方法が２種類存在する」と気付いたわけです。私の推理のスタート地点はあの赤字から

なのですよ？あのロジックエラー密室の論戦の時点では全く気付いてません。ベアトリーチェ

さんが盤上にいる可能性すら考えてませんでした。その状態でこのロジックに差し替えをされ

てしまうと、ハッキリ言ってもうこんなものは解けるわけがありません。無理です。解けると

しても根拠構築が極めて困難。つまりは、手加減されていたのです。難易度の低い謎を出して

もらっていた。 

 

あっはっはっはっはっはっはっは！！私が解けたのはヒントを貰ったからだとでも言いたい訳

ですか！！ヒント無しでは解けなかっただろう、ざまぁみろと！！久々に本気でムカつきまし

たよ私。徹底的に暴いてやる。全てを徹底的に暴いてやる！！私を怒らせなければ、曖昧なま

まにしておいてあげたものを。 

 

・お馬鹿さん 

ベアトリーチェさんが盤上にいるっていう推理は、実は赤字で示唆されているんですよね。礼

拝堂の密室論争でこういう赤字が出ます。「妾が真里亞に預けた封筒の中身は、確かに礼拝堂の

鍵だった」妾って言っちゃいましたね。お馬鹿さんですねぇ！！ 

 

・私が我が主を大好きな理由 

そうそう。推理とか関係のない話題なのですが、私が我が主を大好きな理由っていうのをまだ

語って無かった気がします。第７のゲームで惨劇の物語を我が主が語ったと思うのですが、妙

な事を口走っていた事に気付いたでしょうか。いや、妙という訳でもないのですが。２５７万

８９１７の確率で理御もベアトリーチェも惨劇を避けられないと言っていたでしょう。純粋に

不思議に思うのですが、魔女というのは人を嘲笑いたいためだけの理由で２５７万個ものカケ

ラを探すものでしょうか。５０個のカケラを紡ぐだけでも大変なのですよ？それが２５７万個

って……私は思った訳です。これだけの膨大な量のカケラを確認していた我が主には、全く逆

の思惑があったのではないか？と。ウィルも言っていたじゃないですか。「てめぇは神じゃねえ。

てめぇにできるのは運命を嘲笑う事だけだ」と。そう。存在しない奇跡を嘲笑いたいのならそ

れは結構な事ですが……仮に救いたいと思ってしまった場合。奇跡が存在しないのならば、そ

れはどうしようもありません。存在しないのですから。思った訳です。我が主はツンデレだと。

物語で愛が無ければ真実は視えないとよく言われますが、まぁまさにこれだった訳ですね。だ
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から我が主が私は大好きなんです。一つ、現実世界で奇跡と言っていい現象が起きてますよね。

そう、メッセージボトルが拾われる、という奇跡が。あれはひょっとすると……ふふふ、想像

するのは実に楽しいものです。ここはあえて真実を追求しません。そうかもしれないし、違う

かもしれない。それでいいのですよ。真実なんて。探偵が追求するのはミステリーだけです。 

 

・同一人物トリックの必然性 

さて。ベアトリーチェさんの態度にイラッと来たので、根拠が多少ぼやっとしてるために曖昧

だった推理をあえて語る事にしましょう。ベアトリーチェさんなんか存在しないんですよ、と

いう推理を。この物語は、大きく分ければ２つの世界によって構成されています。いわゆる創

作世界と現実世界。ヤスという少女、そして十八という人物が描く創作世界と、その創作物と

しての書物が実際に存在する現実世界です。ゲーム盤の世界というのは創作世界の物語になる

訳ですが、では実際の現実世界で８６年にヤスさんが事件を起こしたと仮定します。実際は事

件前日に中断している訳ですが、そうではなく、事件が実行されたと仮定しましょう。ヤスと

いう少女は一体どのようなトリックを使うのでしょう？ 

 

まず普通にぼんやりと想像すると、創作世界のような同一人物トリックが使われるんだろうな

ぁと思うでしょうが、現実世界で一人の人物が完璧な変装で別人を演じるなんてファンタジー

が可能でしょうか？常識的に判断すると不可能です。あり得ません。では、ここで問題になる

のは、ベアトリーチェさんはそもそもなぜ同一人物トリックを使用しているのか、という疑問

です。彼女の目的は事件のトリックの嘘と犯人の正体から連想される「約束」を戦人さんに思

い出してもらうのが目的であって、別人を演じたい訳ではないのですよ？その理由は、「昔紗音

とかわした約束を、今はベアトリーチェさんが受け継いでいて、今戦人さんに恋をしているの

はベアトリーチェさんである」という部分に気付いてもらうためです。考えてもみてください。

戦人さんにとって約束とは紗音さんと交わしたものであって、ベアトリーチェさんとの約束で

はありません。そして、戦人さんはベアトリーチェさんに「お前は一体誰だったんだ」と言っ

ていましたね。つまり、戦人さんはベアトリーチェさんが紗音さんだなんて思ってない訳です。

つまりベアトリーチェさんが戦人さんとの恋を叶えるためには、ベアトリーチェ＝紗音だと気

付いてもらう必要がある訳です。ここに気付く事で、初めて「昔紗音さんと交わした約束が今

はベアトリーチェさんに受け継がれている」となる訳です。この手順を考える場合、ゲーム盤

のどこかで戦人さんが論理的な思考の結果として同一人物トリックに気付かなくてはなりませ

ん。それは一体ゲーム盤のどこなのか？ 

 

恐らく連鎖密室と南條殺しでしょう。連鎖密室は同一人物トリックで解く事を想定しているは

ずです。そして、南條殺しではベアトリーチェさんが犯人な訳ですから、当然連鎖密室で死ん
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だ紗音さんと嘉音さんの他にもう一人いいた、となるでしょう。ここのトリックを経て、紗音

＝ベアトリーチェとなる訳です。この構図が成立する事で紗音さんとの約束がベアトリーチェ

さんと連動し始める訳ですが、ハッキリ言ってややこしいです。もう一度言います。ややこし

いです。 

 

何でそんな手順を踏まないといけないのか。その根本的な原因は「創作世界で紗音嘉音ベアト

リーチェの３名が別人として認識されてしまう」という設定にあります。これが根本的な原因

であり、これがあるために、同一人物トリックは必須になっている訳です。じゃあ、現実世界

で別に多重人格者ではなく、普通の女の子だと仮定すれば、別に同一人物トリックなんか使わ

なくていいんじゃないか？となりますよね。事件の核は何度も言いますが約束にあります。ト

リックの嘘と犯人の正体から約束が連想されればいいのです。事件で満たすべきはこれだけで

す。では戦人さんにとって約束をした人物、そして犯人の正体が「ヤス」という普通の少女だ

った場合、事件の中で同一人物トリックを使う必然性が完全に消失します。必要ありません。

そしてこれは「現実世界で事件を実行する場合に極めて現実的、ミステリー的方向性で実行可

能」です。ファンタジーが入り込みません。現実世界で完璧な変装を駆使して別人を演じる必

要がないのです。 

 

そのように考える時、さてベアトリーチェさんなんて魔女がいるでしょうか。ベアトリーチェ

さんというのは、ハッキリ言って「戦人への恋心の象徴」のようなものでしょう。現実世界の

ヤスの「戦人への思い」という考え方で問題がないように思えます。現実世界のヤスという普

通の女の子の心の表現、つまり「譲治への恋心」「戦人への恋心」これが創作世界上で紗音、ベ

アトリーチェとして人格表現へと脚色されていると考えると凄くミステリー的にしっくりきま

す。ファンタジーを絡めずに解釈可能です。これは仮説にすぎませんが、このように考える場

合、ベアトリーチェなんて人物は現実世界にいない可能性があります。いるのはただの一人の

少女でしょう。ぷっ！ベアトリーチェさん現実にはいないんですって！！……………………な

んでしょう。凄く空しいです。ロジックエラー密室で手加減された恨みが晴れるどころか、凄

く空しくなりました。普通にビンタ一発させてくださいベアトリーチェさん。 

 

・根拠不足な推理 

それはそうと、こういう推理っていうのは結局根拠不足なんですよね。推理の過程を根拠でガ

ッチリ固められていません。そのような推理は自分自身がもやっとしますので、本来他人に披

露するようなものではないのですよね。今回はベアトリーチェさんにあまりにイラッと来たの

でアレですけども。推理というのは根拠の有無が非常に大切ですけども、推理する本人がその

根拠の構築具合を自覚する事は非常に大切でしょう。 
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・うみねこと議論の意味 

この物語のように明確に唯一解に絞り込み不能な場合、これは端的に言って議論の意味合いが

特殊になってきます。探偵同士が議論をぶつけあうのは大いに結構ですけど、論破しようだと

か、相手を言い負かそう、などというのは何の意味もありません。なぜなら、言い負かした説

が不正解な可能性を悪魔の証明により否定不能だからです。つまり、こういうケースでは推理

の全責任を自分が負います。他人のせいに一切できません。正解を当てようが外れようが、そ

の責任を全て自分が負います。ではそういう場合に議論に一体何の価値があるのか。相手を言

い負かす、罵倒する、論破する、こんな事に一切意味はありません。意味があるのは推理の全

責任を自分が負うという前提において、「自分が思いつかない未知の解法Ｘ」を知る事なのです。

自分が思いつかない出題者の正解を、議論の相手が持ってるかもしれない。もちろんその情報

の精査は自分の責任でやる訳ですが、自分が思いつかない解法を他人から得るのは何も恥ずか

しい事ではありません。推理とは可能性の追求です。伏線、手掛かり、シーン読解。あらゆる

要素を駆使して出題者に立ち向かいます。それでも、出題者の謎が解けない時がある。そんな

時にこそ、議論が必要なのですね。最終的に全責任を自分が負う訳ですから、他人の説を吟味

しなければいけません。自分の中の論理的思考の結果として、その説が正解であると思えたの

なら、その思考の結果は既に自分の推理なのです。０から１は生み出せなかったかもしれない。

しかし１を１０には出来ます。 

 

そのような事を続けていくと、いつの間にか他人の説が必要ないくらいの自信と推理力、なに

よりも自分の推理を信頼できるようになります。それが、探偵の、成長……なのでしょうね。

私はそのようにして、全力で推理をし、出題者を殺しに行きます。ミステリーとは探偵と出題

者の殺し合いです。全力で殺しに行きます。しかしそれは根底に信頼あっての事です。私の至

った真相はさて、出題者に致命傷を負わせたのでしょうか。それとも無傷なのでしょうか。ふ

ふふ。これがミステリーの醍醐味なのかもしれませんね。お互い勝ったと思っているのかもし

れませんね。探偵にとって敵は出題者であって、同業者ではありませんよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

古戸ヱリカの雑多推理の章 

 

・福音の家の黄金郷の縁寿 

物語の最後に福音の家が出てきますよね。あそこで黄金郷が復活しますが、よく見ると縁寿さ

んいますよね。縁寿さん。しかも若い１８歳の縁寿さん。黄金郷って死後の世界の概念ですか

ら、戦人さんは「人格が死んだから黄金郷に行った」でいいですが、縁寿さんは別に死んで無

いですよね。なのに黄金郷という死後の世界にいる。つまり、作家になった縁寿さんと、黄金

郷にいた１８歳の縁寿さんは別人である可能性があります。これは、世界構造に絡む推理なの

ですけど。ＥＰ４のエンドロールで縁寿さんは 1998 年に死亡と書かれていますね。六軒島で

霞さんに殺されたのでしょう。だから黄金郷にいる。手品ルートの縁寿さんも結局あのあと霞

さんに殺されるのではないですか？冒険に出た縁寿さんは最終的に六軒島で霞さんに絶対殺さ

れる。だから最後に黄金郷という死後の世界にいる。では作家になった縁寿さんは何なのか。

作家になった縁寿さん以外の部分はすべて創作世界なのではないですか？現実世界がパラレル

になっているのではなく。 

 

・嘉音の死体問題 

同一人物説について一つ思う事があるのですが、嘉音さんは死体がよく消えますよね。これは

もちろん同一人物だから紗音さんが生き残ってる場合、嘉音さんの死体は消えるわけですが、

前にも言いましたが、逆でもいいはずなんです。紗音さんの死体が消え、嘉音さんの死体が残

る逆のケースです。基本的に嘉音さんの死体が残るケースでは南條が検視をし、触らせないん

ですよね。第一のゲームと第３のゲームなんかそうです。現場保存というもっともらしい理由

で触らせなかったり、治療という理由で触らせなかったり。なぜ嘉音さんの死体は消えるのか。

これは死体を調べさせないためじゃないでしょうか。仮に私が紗音さんと嘉音さんが同一人物

なんじゃないかと疑っていると仮定します。そんな状況で嘉音さんの死体があったら、私当然

調べますよ遺体を。だって、この物語は死んだふりという馬鹿の一つ覚えのような古典トリッ

クを恥ずかしげもなく堂々とやる訳ですから、そりゃまぁ調べます。何なら嘉音さんのチンコ

まで調べますよ。……チンコ？あーっはっは！そういう事ですか！だから死体が消える訳です

か！！これは傑作です！！あーはっはっはっは！！性器を調べられ同一人物トリックが露見し

ないようにしてる訳ですか！！そりゃ死体を調べられただけで物語の根幹トリックが暴かれち

ゃったら馬鹿みたいですもんねぇ！！ただ死体を調べるだけで、古戸ヱリカには真相に至る事

が可能です！いかがです？ベアトリーチェさん？今度探偵権限を使って無理やり調べましょう

かね。 
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・縁寿がメッセージボトルに登場しない理由 

安田紗代さんが書いたメッセージボトルですが、これに縁寿さんがいませんよね。彼女は親族

会議当日に突然欠席してる訳で、その情報を事件前に書いたメッセージボトルに反映させる事

は不可能です。なのに、縁寿さんがいない。これは何故でしょう。偶然一致したのかもしれま

せんし、縁寿さんのいない物語だけが拾われてしまったのかもしれません。縁寿さんの欠席を

事件前に書いたメッセージボトルに反映させる事は不可能な訳ですから、結局の所縁寿さんが

メッセージボトルにいない理由というのは、現実世界とは何の因果関係もありません。恐らく、

これは紗代さんの根本的な事件計画の本質と関係してるのではないでしょうか。そもそもです

ね、事件に縁寿さんが絡むと一体どうなってしまうのか。第４のゲームで縁寿さんを殺害され

てしまった戦人さんは一体どうなってしまったのかを思い出してください。怒り一色に染まっ

てしまいましたね。つまりはそういう事なんでしょう。ベアトリーチェさんはあの時まで戦人

さんと恋仲になりたいとひそかに思っていたはずです。確かに戦人さんは約束を忘れていまし

たが、しかし、可能性としてまだ「事件の真相に至った結果、約束を思いだす」が残っている

のですから。しかし、そういうベアトリーチェさんの思惑が、縁寿さんの死によって吹き飛ん

でしまいました。あの時の戦人さんはベアトリーチェさんに対する怒りしかありません。恋が

どうこうなんて論外でしょう。６歳の縁寿が実際の六軒島に仮に来たとしましょう。当然事件

の中で殺される可能性が出てきます。基本的に真里亞さんでさえ残虐な殺し方はしないように

彼女は配慮していますが、仮に縁寿さんにそういう配慮をしたとしても、死んでしまった時点

でもう犯人に対する怒りしかないでしょう。 

 

最悪、事件の真相に至った状態ですら、怒りが残ってるかもしれません。可愛い妹が殺害され

る訳ですからね。留弗夫と霧江が殺されるケースでも常識的な怒りの感情はもちろんあるでし

ょうが、縁寿さんの場合、逆鱗に触れるレベルでしょう。こういう事を想定していった場合、

紗代さんにとって縁寿さんという存在は非常に相性が悪いのです。最悪の駒と言っていいでし

ょう。だから、意図的にメッセージボトルには登場させなかった。どうです、この仮説。これ

は仮説です。そう推理しただけで事実かどうかは分かりません。 

 

・何ですか？パラレルワールド説って 

第３のゲームを八城十八が書いた執筆動機の推理をしたかったのですが、そういえばまだ世界

構造の推理自体をまったくしてませんでしたね。あのですね。世界構造でよくパラレルワール

ド説っていうのがあるじゃないですか。それもうファンタジーじゃないですか。何ですかパラ

レルワールドって。もう一度言います。何ですかパラレルワールドって。パラレルワールドを

主張するのなら、世界がパラレルに分岐する論理的科学的理由を説明してください。それもな

しに、パラレルしましたっていうのは、それはもう魔法を見ましたと言ってる事は同じですよ。
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現実世界はパラレルなんかしないんです。常識的に考えて。私が大っきらいな言葉があります。

「そういうものなんだろうこの物語は」思考停止の代表格のような言葉ですが、同一人物説も

これで済ませる輩がいますからね。何で別人に見えるのか。そういう話だからだろう。そうい

うものなんだろう。そういうものって何ですか。推理放棄された方はどうぞご退場を。まず私

は、こういう物語のような出題をされると凄くイラッと来る訳です。絶対に真相暴いて出題者

をズッタズタにして「どうです？私の推理は？」と言ってやりたい訳です。だから全力で真相

を暴きに行く訳ですが、推理放棄っていうのは、要は殴られ損じゃないですか。悔しいですよ

それは。 

 

・フェザリーヌの存在意味 

最後のエピソードですが、最後フェザリーヌ様が何かを描き上げてましたよね。あれって何だ

と思いますか？私一応仮説を立ててるんですよね。そもそもです。フェザリーヌ様は一体どう

いう理由で登場しているのでしょう。私は「ロジックエラーを回避する役目として登場してい

る」と思っているのですよ。このロジックエラーというのは「紗音嘉音同一人物説」について

です。観劇の階層からこの物語を見る場合、ゲーム盤世界を執筆しているヤス、十八という人

物がいますよね。だから「作中作」を前提にする事で同一人物説のミステリー的説明が付く訳

です。でもこれ、「作中現実世界階層」の視点から見る場合、執筆者が同階層の人物になってし

まい、執筆者が消失します。仮に作中現実世界、作家縁寿さんがいる世界ですね。ちょうどい

いので作家縁寿さんで考えますが、彼女がヤスのメッセージボトルを見た場合、紗音嘉音同一

人物説はどういうロジックで成立する事になるのでしょう。縁寿さんにとってヤスは作中執筆

者ではなく、同階層の人物なのですよ？この問題を解決するために出てきた人物。それがフェ

ザリーヌ卿という作中執筆者なのではないでしょうか。彼女を執筆者に想定する事で、作家縁

寿さんにとっても、紗音嘉音同一人物説がミステリー的に説明可能になるのです。という事は、

フェザリーヌ様が最後に書きあげたのは、まさに今まで読んできたあの物語そのものなのでし

ょう。まぁ、「という設定」ってだけですけども。執筆者はあくまでもヤス、十八です。フェザ

リーヌ卿も所詮は創作世界のただのカタカナ６文字でしかありません。フェザリーヌ卿すら否

定する！！それが私、古戸ヱリカです！！ 

 

・ミステリーに挑む場合は文脈を正確に読み取るべきです 

ミステリーに挑む場合、文脈をしっかり把握する事が非常に大切な訳ですが、この物語で一つ

観劇の階層で論争になっていた部分がありますね。「身元不明死体は一切なく、生存者も全員が

アリバイがある！」第一のゲームの夏妃殺害に関する赤字ですが、これどう思いますか。生存

者に全員アリバイがある。これを見て「犯人にもアリバイがあるじゃん！！」という推理が非

常に多くされたわけです。つまり赤字不成立論争ですね。この部分を考えるのに凄くいい題材
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があります。連鎖密室で出た赤字ですが、「６人は即死であった！」という物がありますね。金

蔵さんは病死ですけど、これは即死なんですか？と思うでしょう。そこでベアトリーチェさん

はこう言うわけです。「まぁ、完全な意味での死亡には数秒、もしくは数分をかけたかもしれん。

だがいずれにせよ、自らの意思で何かの行動を取る事は完全に不可能であった。その意味にお

いて、即死と断言できる！」分かりますか。言葉の定義を操作してる訳です。このような定義

で考える場合においては即死である、と。では戻りまして、夏妃さん殺害の赤字ですが、この

問題の赤字が出る以前に戦人さんが非常に重要な青字発言をなさってます。これです。 

 

「犯人には、アリバイのない人間を想定する。それは死者だ！ 最初の 6 人の死体の中には、

顔面粉砕による身元不明死体が含まれる。これが実は偽装死体で、犠牲者のふりをして姿をく

らました犯人Ｘが二人を殺したとの仮説は可能だ！」 

 

戦人さんは青文字で死者を犯人だと想定しました。当然青は赤で反論する義務が発生します。

そこでベアトリーチェさんは第一のゲームの嘉音さん殺害時にこう言う訳です。 

 

「全ての生存者にアリバイがある！ さらに死者も含めようぞ！！ つまり、島の如何なる人

間にも死者にも、嘉音は殺せなかった！」 

 

これは文脈で見れば分かりやすいですが、戦人さんが死者を犯人だと想定して推理を組み立て、

青文字発言をしているため、当然ベアトリーチェさんもその文脈で反論しているわけです。そ

して最終的に夏妃さん殺害の例の赤字が出ます。「身元不明死体は一切なく、生存者も全員がア

リバイがある！」ですね。つまり、表向き殺害されたとしている人は「死者である犯人」とな

るわけです。当然第一の晩で死んだと思われている紗音さんも含まれます。つまり赤字は矛盾

していないんですね。普通に成立しています。赤字だけをみると矛盾してるように錯覚します

が、こういう場合文脈をみないとミスリードにハマってしまうので注意が必要です。あらゆる

手を使ってファンタジーだと思いこませにきますからね。探偵がこれに屈服するわけにはいき

ません。 

 

・使用人が共犯者として殺人をするのはＯＫなのですか？ 

さらに！この赤字不成立論争を踏まえて、今度はこの赤字を見てみましょう。 

 

「使用人が犯人であることを禁ずッ！！……ヴァンダイン二十則、第１１則。」 

 

ここで問題になるのは犯人という言葉です。犯人。なんともぼやっとした言葉です。犯人の定
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義がよく分かりませんね。赤字不成立論争を考えると、妙な定義で使っている可能性がある訳

です。ひとつ。推測可能な赤字があります。これです。「朱志香負傷後。絵羽は常に戦人の監視

下にあった。戦人は犯人でもなく共犯者でもない。よって、絵羽の完全なアリバイを証明でき

る」これは南條殺害に関する赤字ですが、注目ポイントは「犯人」という言葉と「共犯者」と

いう言葉が使用されている点です。つまり、定義はどうあれ、犯人と共犯者という区分けがキ

ッチリ存在する事が分かります。例えば、源次さん。彼は犯人なのか共犯者なのか。彼は使用

人ですね。使用人である彼が仮に共犯者という定義になる場合、使用人が殺害を実行する事は

ＯＫなのかどうか。源次さんが定義として共犯者なのなら、この赤字には何の関係もなくなる

訳です。使用人が共犯者である事を禁ず、ではない訳ですからね。そう考えると、事件中どう

も源次さんが殺人を実行してるんじゃないかと思われる部分が存在します。 

 

第２のゲームの南條熊沢殺害なんかそうですね。あそこ、解法としては真犯人であるベアトリ

ーチェさんが殺害を実行する事も普通に可能なのですが、作中に提示された手掛かりがベアト

リーチェさんを指し示していないように思うのですよね。逆に源次さんを示唆する手掛かりは

提示されている。ここなんですよね。この物語で頭を抱えるのは。どっちなんですか！と。ど

っちが殺人を実行したんですか！！と。ちょっと屈服しそうになりましたよ私。基本的に私は、

解法が２つ以上分散した状態は敗北だと考えてますので。絞り込めなかった時点で出題者の勝

ち。そういうガチンコ勝負を挑んでます。まぁ答えとしては源次です。ベアトリーチェさんが

実行すると考える場合、あの物語で描かれるエピソードを全て無視するというナンセンスな推

理をするしかないですからね。源次さんは殺人を普通にやってるようですが、恐らく第４のゲ

ームもかなり源次さんが活躍してると思うのですよね。第４のゲームは手掛かりが少なくて絞

り込みが困難なのですけども。赤字も少ないですしね。 

 

狂言の共犯者という意味ではなく、殺人を実行する方の共犯者は誰だろうと思って絞り込みを

かけていく訳ですが、どうも源次さんしかいないっぽいなぁ、と。手掛かりが欲しいです。手

掛かりのサービスはないんですか！何か杭がささっていない死体があったりしますよね。死体

の近くに落ちてるだけという。ああいうのは恐らく、実際の殺害順序と違う事の示唆だと思う

訳です。第３のゲームまでは杭で第～の晩と判別できましたし。しかし、そんな手掛かりでは

何も推理は進みませんよ！私は誰が誰をどういう順番で殺したのか明確に特定したいのですが、

どうも第４のゲームは無理っぽいですね。そもそもそういう事を求めてはいないゲームなので

しょう。分かってはいるのですが、それでも特定したいのが探偵のサガなのですね…顔をふっ

とばされてる死体と、穴があいてるだけの死体はどういう理由、区別でそうなっているんでし

ょう。凶器が異なるのでしょうか。例えば譲治は穴があいてるだけなのに、朱志香は顔が吹っ

飛んでるんですよ。銃の種類や弾の種類が違うんでしょうが、問題はどういう理由で顔をふっ
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飛ばす人と、穴を開けるだけの人を選んでいるのか、その理由です。理由が分かりません。殺

害を担当してる人物が違う、と考えるとそうなのかなとは思いますが、根拠がありません。完

全に推理不能に陥りました。正直ここは屈服です。わかりません。 

 

・ひぐらしのなく頃にと我が主 

我が主はひぐらしというカケラでも活躍していたのですね。詩がステキです。あのカケラでは

必死に奇跡のカケラを紡いで、見事に幸せな未来を勝ち取った。でも、次に訪れた世界は惨劇

を回避できるカケラが存在しなかった。なにしろ２５７万個ものカケラを探して無かった訳で

すから、その時の我が主の心中を想像すると、胸が張り裂けそうです……我が主はただのツン

デレですから。悪ぶっちゃって可愛い！もうっ！！ぎゅっ！………………………………ビンタ

されました。無言で。 

 

・ラムダデルタ卿も結構好きです 

私は実はラムダデルタ卿も好きですよ。怒ってマジ切れしてる顔が凄く好きです。探偵の記憶

力で脳に映像として記録してます。まぁ怒った時のラムダデルタ卿は何気にゲーム盤のヒント

を語っちゃったりしますから、推理にも役立つのですよね。ベアトリーチェさんに言ってまし

たよね。「いつまでチャラけてんのよ。あんた勝つ気あんの？」って。あそこで、ははーん、と

思いましたよ。ベアトリーチェさんは負けたいんだな、と。いや、負けるというのは意味合い

がちょっと違いますか。ベアトリーチェさんは最初からずっと言ってますよね。戦人さんに魔

女を認めてもらうのが目的と。そもそもですね、戦人さんに魔女を認めてもらうのが目的なの

なら、別に魔女幻想で屈服させるだけが方法ではないんですよ。戦人さんが真相に至り、ベア

トリーチェさんの心を理解した結果「ベアトを魔女と認める」と黄金の真実で言ってもらえば

いいんですよ。そうすれば戦人さんもベアトリーチェさんも両方勝者になってお得です。真の

目的はこれなのでしょうね。両者が勝利する事。それはまさに、奇跡なのでしょう。戦人さん

はベアトリーチェさんの心を理解できる。ベアトリーチェさんも大好きな人に魔女だと認めて

もらえる。素敵じゃないですか。私も我が主とそうなりたいです。 

 

・情報格差という要素 

カケラを見てて思ったのですが、どうも階層によって情報提示のされ方に偏りがあるようです

ね。これは……ふむ。観劇の階層では観劇の魔女に「八城十八である戦人」という情報が明か

されます。作家縁寿さんが再会したお兄さんですね。しかしですね、観劇の階層の一つ下、作

中現実世界階層においては、一般の人々にこの情報が与えられてないんです。観劇の階層から

見ると、十八さんの情報を明かされる訳ですから、当然「今までの物語は戦人の記憶に基づい

て書かれていたんだ」と判断する訳ですが、作中現実世界階層においては、マスコミの記者会
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見に幾子さんが「私が伊藤幾九郎です」と言って出てきただけなのですよ？つまり信用する根

拠の提示として情報の格差が出てるわけです。例えば惨劇の真相が第７の物語で描かれますね。

観劇の階層では、この十八の情報提示に基づいて真実なんだろうという推測が成り立ちますが、

作中現実世界階層においては「幾子を信用するかどうか」という問題になってしまうわけです。

六軒島の関係者でもないただの推理作家の書くフィクションを信用する訳がないじゃないです

か。つまり、同じ惨劇の物語を見ても、前提となる情報格差によって信頼度が全然違うのです。

例えばですね、私が３億円事件の真相だと言って物語を公開するとします。これ信用できます

か？私が書いたんですよ。事件と何の関係もない私が。当然できませんよね。これを信用でき

るケースというのは「実はヱリカが事件関係者と知り合いだった」と判明した場合のみです。 

 

・縁寿と伊藤幾九郎 

では、縁寿さんはあの物語を一体どう見たのでしょう。縁寿さんは伊藤幾九郎の偽書をどう受

け止めたのか。確かに右代宮家内部に関する詳細な情報から、何かしら思う所はあるでしょう

が、結局それは推測です。結局の所、表向き作者として登場した幾子という女性を信用できる

のかどうか、という問題になってくるのです。「真実を提示しても信用されない」という錯覚が

あの偽書には組み込まれてるのですね。これは悪質です。悪質ですよ！！六軒島の惨劇を十八

がわざわざ公開するわけないという意見はあるでしょうが、そうではないのです。そもそも公

開した所で信用されません。むしろ「伊藤幾九郎お前ちょっと調子乗りすぎなんじゃないの？」

と罵倒が来るのではないですか。どうせ公開した所で信用されないようなものをわざわざ公開

するのは何故なのか。それは偽書を読んでいる縁寿さんに悪意のある解釈を伝えるためです。

霧江さんが縁寿さんを罵倒していましたね。全然好きじゃないわよあんなクソガキ。と。あれ

は要は悪意の解釈です。こういう悪意の解釈を提示された縁寿さんはどう思うでしょうか。当

然信用しないでしょう。嫌悪感しかないんじゃないですか。 

 

じゃあ、逆に愛ある解釈を提示されるとどうでしょう。第８のゲームのようなああいう温かな

真相の解釈です。現実の縁寿さんのいる世界では悪意のある解釈が広まっていますね。留弗夫

一家犯人説に、絵羽の陰謀説。こういう環境で育った縁寿さんは、愛ある解釈を提示されても

素直に信じられないでしょう。つまり、愛ある解釈、悪意のある解釈どっちも縁寿さんは信用

しない訳です。じゃあ一体何を提示されたら縁寿さんは信用するのでしょうか。おそらくそれ

は、絵羽が犯人だった、という真相でしょう。惨劇は起こったけど、自分の家族は全員被害者

だった。そういう縁寿さんにとって都合のいい真実を実は求めているのです。しかし、現実問

題として絵羽さんが犯人とは限りませんよ。違う解釈の真相が存在する可能性もある。結局縁

寿さんは、悪意と愛の両方の解釈を知る事で、やっと気付くのですね。「私は今まで真実を求め

ていたのではなく、自分にとって都合のいい真実を求めていた」と。ここに至ってもらう事。
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これが十八さんの真意なのでしょう。ただ十八の情報を知るだけで、古戸ヱリカにはこの程度

の推理が可能です。いかがです？皆さま方？ 

 

・暗号トリックと真里亞の署名 

暗号。これは特定の情報を知る事で意味が分かるようになる訳ですが、ベアトリーチェさんの

ゲーム盤はある意味戦人さんに向けた暗号と言えます。暗号。キーとなるのは第３のゲームで

描写された砂浜での紗音さんの発言な訳ですが……第一のゲームはメッセージボトルに入った

物語です。この時点でこの暗号を解くためのキーは提示されてません。という事は、このメッ

セージボトルの本当の意味が分かるのは、元々暗号のキーを持っている戦人さんだけ、という

事になる訳です。いわゆる約束ですね。一般の人々があのメッセージボトルを読んだ場合、ト

リックに口裏合わせが使われてる部分までは到達可能でしょうが、その先に隠された真意に気

付く事は、暗号のキーがないので無理でしょう。本題はここではなく、ここからなのですが、

このようないわゆる暗号のキーを知る人間にしか意味の分からない謎、という意味で一つ気に

なる部分があるのです。 

 

それは安田紗代さんがメッセージボトルの最後に書いた真里亞さんの署名です。ずっと不思議

だったんです。なぜ真里亞さんの署名を最後に入れたのか。理由がよく分かりませんでした。

これも暗号なのではないでしょうか？世間ではこの真里亞さんの名前を使って様々な偽書が作

られましたが、実際に書いていたのは真里亞さんではない訳です。これは「このメッセージボ

トルを書いたのは真里亞ではない」という真相を知る事ができる人間に向けたものなのではな

いでしょうか。真里亞さんをよく知ってる人間なら、このようなものを真里亞さんが書く訳が

ない、別人だ、と判断できるのではないでしょうか？推測の域を出ないので推理としてアレで

すが、何となくそんな気がします。右代宮家に関係した人間にだけ分かる暗号。そのための真

里亞さんの署名。そういう事なのではないでしょうか。 

 

・犯人内部の人格 

第一のゲームですが、私は真犯人の動きが非常に気になるのですよね。第一の晩に紗音さんが

死亡、第５の晩に嘉音さんが死亡、一応表向きはそういう事になって、最後夏妃さんを誰かが

殺していますね。もちろん犯人はベアトリーチェさんなんでしょうが、彼女の肉体の内部で、

紗音さんと嘉音さんはどうなっているのでしょう。それが非常に気になるのです。赤字による

死亡宣言がないため、紗音さんと嘉音さんが一体どうなったのか分かりにくいわけですが、嘉

音さんは妙な事を口走りましたね。紗音が僕より先に死んだら、僕はベアトのルーレットを台

無しにしてやろうと思ってた、僕はベアトのルーレットのゼロなんだ！、と。ここを考えると、

嘉音さんはおそらく肉体ごと自殺する事で、ベアトリーチェ人格自体を殺そうとしていたのだ
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と推測できます。しかし、実際は返り打ちにあい、殺されてしまった。そういう事なんでしょ

うか。つまり肉体的にみると真犯人は最後まで生きてますけども、人格的には紗音さんと嘉音

さんは物語通りに死んでいるのではないでしょうか。そう考えると嘉音さんの発言と整合性が

取れます。真里亞さんがベアトリーチェが来たと言った部分とも整合性が取れる。ベアトリー

チェさんは犯人ですけど、彼女は一応ゲーム盤上では人間でしょうけど、ベアトリーチェとい

う存在は魔女な訳でしょう。犯人は魔女でした。これは、実はこの物語の根本的な部分に関係

してるのではないですか。そう、現実世界の魔女幻想に。魔女幻想。最終的に六軒島の真相は

幾子さんの日記披露パーティの中断によって、うやむやになっちゃったわけですよね。そうい

う詮索は不謹慎である、という空気によって。結果魔女幻想が残ってる訳です。六軒島の真相

は魔女による犯行だった。そのようなイメージだけが残ってるんでしょう。しかし、実際は留

弗夫と霧江が犯人だった訳で、結局この魔女幻想は魔法なんですね。さくたろう復活の魔法、

キャンディーの魔法と同種で、縁寿さんを嘘で守ってるのでしょう。それが「犯人ベアトリー

チェ」という存在意義なのでしょうね。 

 

・紗代と紗音 

紗音さん。彼女は作中で譲治に本名が紗代だと言いましたね。嘉音さんは嘉哉と名乗っている。

彼女の現実世界での肉体的な性別が仮に女なのだとします。この場合、紗代、という名前は厳

密に言うと何を指しているのでしょう。彼女は純粋に譲治という男が好きであるという区分け

をされた紗音人格というものが存在します。惨劇の物語の４日に東屋で譲治に明確に宣言して

いましたね。私は譲治さんが好きだと。戦人さんの事は過去だと。この、譲治を好きである紗

音人格は本名を紗代というわけです。しかし、現実世界で彼女が普通に女の子だった場合、こ

う言った区分けに関係なく、彼女は本名が紗代と言うのでしょう。つまり紗代という名称は統

合的な意味合いでも、紗音に限定した意味合いでも使用されているのです。この紗代さんは自

分の姿を魔女幻想で脚色し、ベアトリーチェとなるわけですよね。つまり統合的な意味合いで

の存在である紗代さんの「戦人への思い」が別れ、戦人を愛するという目的を持たされたベア

トリーチェという人物が出来上がります。 

 

何が言いたいのかと言うと、紗代という名称の厳密な定義がよく分からないのですよね私。紗

音さんの事でもあり、統合的な意味でもあり。恐らくは、あらゆる脚色を排除したとき、クレ

ルのハラワタで「恋の出来ない体」と嘆いていた彼女が出てくる。この方が紗代、というので

しょう。こんな可能性は考えないのですけど、仮に彼女が現実では男だった場合、本名は嘉哉

というのでしょうか。どこから来たんでしょうねこの嘉哉という名前は。 
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・漫画でトリックが明かされたですって！？ 

ベアトリーチェさんのゲーム盤の謎って、漫画で全て明かされたらしいですね。ウィルさんが

普通に具体的トリックを第７のゲームで語ったそうですよ。私は「土は土に」とかいう、意味

の分からない詩を聞かされただけなんですけど……第３のゲーム。第９の晩。使用人室前廊下

で殺されし老医師。土は土に。幻想の魔女の刃は現実さえも貫く。どうですこれ。ウィルさん

が放置しちゃったので、代わりに私が語りました。 

 

・私と竜騎士０７先生 

まるでガーディアンのように執筆者を守る存在。推理とはそうありたいものです。それは、ぶ

ん殴る気まんまんで推理してたら、相手が推理と関係ない部分で心が折れてたりして。ガチン

コの殴り合いできなくなったこのイラつきはどうしましょう。まずは心を回復させてください。

殴り合いはそれからです。あなたには、ミステリーで推理する探偵の恐怖をたっぷりと味わっ

てもらわないと。第３のゲームが開催されるのを心待ちにしておりますよ。 

 

・縁寿と９８年階層 

私は基本的に魔法世界にいたので、現実世界の物語はあまり知らなかったのですが、縁寿さん

のいる９８年世界というのは見てると結構謎が出題されてるじゃないですか。私の知らない所

で謎を出すなんてズルイじゃないですか！！まず非常に気になるのが魔法ルートにいる縁寿さ

んなんですが、彼女ビルの屋上で心の整理をつけたような様子が描かれてますね。ミステリー

においては、感情の推理、つまり人の心の推理は想像ではなく、論理によってされなければな

りません。あの縁寿さんの心の解釈は非常に重要です。出題者の意図を考える場合、あの縁寿

さんの至った境地というのは、何かしらの原因があるはずなのです。結果には必ず原因がある

という名ゼリフがありますが、これは心の推理でも同様です。心理的整合性。これを突き詰め

なければなりません。あの縁寿さんはビルの屋上で飛び降りるのをやめましたが、ルートとし

て六軒島の冒険をやらなかった縁寿さんになるのでしょう。では、彼女はどういう要因によっ

て六軒島の事件を心の中で整理したのでしょう。心の整理が付いたという結果に対する原因の

解明をしなければなりませんが、まず第一印象として最初に思い浮かぶのはこれでしょう。 

 

ゲーム盤で兄に会って来たから。 

 

これは世界構造をファンタジーで考えるケースで成立する訳ですが、そのような方向性ではな

く、極めて現実的なミステリー的な原因を考える場合には、９８年世界から８６年の世界に行

って兄に会って来たから、などという理由は受け入れがたいです。これは納得がいかない。ミ

ステリー的に考える際には、おそらくこういう解法があり得るのでしょう。八城十八の描く物
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語をずっと読んでいて、六軒島の真相を追う事をやめようと思ったから。彼女の心理的な心の

整理の要因で非常にポイントとなってるのは、言うまでもなく第８のゲームでしょう。最後の

ゲームで縁寿さんは心の整理をつけました。問題となるのは、「実際に体験したと考えるファン

タジー解釈」を取るのか「そういう物語が描かれてる十八の偽書を読んだというミステリー解

釈」の違いです。体験として全く同じものを経験したのだとしても、前者と後者では世界構造

の考え方が根本的に違う訳です。この前者と後者ですが、非常に重要なポイントが一つ存在し

ます。それは六軒島の猫箱の中身の情報を知ってるのか知らないのか、です。実際にゲーム盤

で兄に会ってきたと考えるファンタジー世界構造解釈では、一なる真実の書を読んでいるため

当然猫箱の中身を縁寿さんは知っています。しかし、偽書を読んでいたと考えるミステリー解

釈については、物語の中で中身が明示されなかったため、縁寿さんは知らない事になる訳です。

仮に描かれたとしても、今度は「それを描く伊藤幾九郎＝記者会見に出てきた幾子を信用でき

るのか」という問題が出てきます。つまりですね、心理的整合性を追っていくと、真実をしっ

ている縁寿さんと、知らない縁寿さんに解釈が分かれてしまうのです。 

 

では、第８のゲームの最後の魔法と手品の選択ですが、縁寿さんにとって六軒島の真相を知る

事は幸せな事でしょうか？両親が殺人犯だったという手品の中身を知るのが幸せなのか、それ

とも魔女の仕業だったんだよという魔女幻想である魔法を信じる事が幸せなのか。縁寿さんは

真実に耐える力を持っているでしょうか。持っているかもしれません。しかし、持っていない

かもしれない。安易に真相を知れば、もしかすると縁寿さんは自殺するかもしれません。きっ

と縁寿なら真相を知っても耐えてくれる強さがある、と勝手に思った結果、彼女を自殺させる

最悪の結果が生まれるかもしれません。兄の記憶を持つ十八さんは、妹のために何をしてあげ

られたでしょうか。それは、悲しい六軒島の真相を猫箱に封じ、縁寿さんを惨劇の真相から守

る事ではないでしょうか。真実なんて知る必要はありません。それが縁寿さんにとって害を成

す真実ならばなおさら。クイズ大会で譲治と朱志香が言っていましたね。縁寿さんにとって大

事な事は一体なんなのかをよく考えなさいと。縁寿さんを幸せにする情報、苦しめる情報、実

はそれは自分で選択しているのです。どんな情報を選ぶのかは縁寿さん次第。でも、本当に縁

寿さんが大切にしたいものがあるのなら、それは縁寿さんが自分でそれを守らなければなりま

せん。真実を知らない縁寿さんと知っている縁寿さん。本当に大切にしたいものがあっても、

残酷な真実はそれを全て壊してしまうのではないですか。真実の前に幻想は意味を成しません。

真実を知らないからこそ、大切にできる思いというのがあります。それこそが、論理を突き詰

めた先に導かれる、縁寿さんの心、なのですよ。ただ縁寿さんがビルから飛び降りるのをやめ

るだけで、そういう推理が可能です。 
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古戸ヱリカのＥＰ１推理の章 

 

・犯人特定 

思ったのですが、推理っていうのはまず基本的な部分から始めるべきな気がしました。何かマ

ニアックな部分の推理をずっとしてしまっていましたけど。まず、ベアトリーチェさんのゲー

ム盤から順番に考えていきましょうか。犯人は誰なのかという部分をまず最初にやっておかな

いと、非常に推理がしにくいので、まずは犯人特定をいきなりやります。ベアトリーチェさん

のゲーム盤の犯人は誰なのか。それはもちろんトリック的な部分から特定可能ですが、推理と

して非常にぼやけてしまうのも事実です。なぜなら、ヤスさんの内部に３つの人物が生存して

る状態で殺人が起こってしまってるケースで、どの人格が殺人をやっているのかが分かりにく

いためです。もちろん犯人は南條殺しで特定されたのかもしれませんが、南條殺し以外の部分

で、実は南條殺しの実行犯以外の人物が殺人をやってる可能性を論理的に否定可能なのか。こ

れは難しいでしょう。何しろ肉体内部のＯＳの話になって来る訳ですから、見た目で判別不能

です。 

 

第７のゲームでウィルが「使用人が犯人である事を禁ず」と言っていましたね。紗音嘉音ベア

トの３名の中で使用人ではない人物。ベアトリーチェさんですね。実はこの赤字は、ウィルさ

んがこの赤字を使った場面のシーン解釈が非常に重要です。どこかのお屋敷で使用人の女の子

が犯人にされそうになっていましたね。そこでウィルさんはこの赤字を使う訳ですが、これは

出題者の提示した手掛かりでしょう。「使用人の女の子が犯人にされそうになってる」という構

図は「紗音が犯人にされそうになってる」という構図の暗喩でしょう。犯人はベアトリーチェ

さんな訳ですから、紗音さんは関係ないわけです。実は犯人特定は動機から考えると非常に明

快に確定できます。ベアトリーチェさんのゲーム盤は恋のルーレットです。彼らの恋を叶える

ための手段として使用されています。事件の犯人が誰なのかというのは、事件を実行し、事件

の真相に至ってほしい人物は誰なのか、という事です。事件の真相とはトリックの核である嘘、

そして犯人の正体から連想される戦人さんの罪、約束にあります。つまりは、犯人とは戦人さ

んに約束を思い出してもらって、恋を成立させたい人物です。紗音さんは作中で譲治を選ぶと

明確に宣言しておられます。なので犯人ではありません。嘉音さんは朱志香が好きなのでこれ

も違います。ではベアトリーチェさんですが、第６のゲームの結婚式でこのような発言をされ

てます。「あなたと一緒になりたくて生みだした物語。だからこの世界の目的は達成されました」

と。これはもう明快ですね。あらゆる要素が犯人＝ベアトリーチェを指し示しています。つま

りヤスさんの内部にいるベアトリーチェという魔女ＯＳが犯人なのですね。これを踏まえて、

第一のゲームから考えていきましょう。 
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・皆さん事件の流れをそもそも覚えてらっしゃいますか？ 

まずは大まかな事件の流れを思い出しましょう。第一の晩に留弗夫、霧江、蔵臼、郷田、楼座、

紗音の６人が園芸倉庫で死亡していました。倉庫の扉に魔法陣が描かれていましたね。第二の

晩に絵羽と秀吉がチェーンロックの密室内で死亡しました。ここは源次さんと嘉音さんが彼ら

の部屋の異変に気付いて発覚したという流れですね。続いて第５の晩にボイラー室での異臭騒

ぎがありました。嘉音さんが何者かに殺害されましたね。南條が使用人室に連れていき手当を

したようですが、どうやら手遅れで死んでしまったようです。一同はそれから金蔵さんの書斎

に立てこもります。そしてそこで魔女の手紙が突然出現します。夏妃さんに疑われた源次、熊

沢、南條、真里亞さんの４名が部屋を追いだされます。この後１階の客間で南條、源次、熊沢

の３名が殺害されました。真里亞さんは部屋でお歌を歌っていましたね。ベアトリーチェさん

にそう言われたからと言っていました。この後、玄関ホールに夏妃さんが手紙で呼び出され、

殺害されますね。銃声が一発だけ鳴ったのを戦人さんが確認されてます。最後生き残った戦人

さん達がベアトリーチェさんを目撃し、第一のゲームが終了です。さて、第一のゲームは実に

ミステリー的でいいですよね。私大好きですよ。 

 

・魔女の手紙から読み取れるもの 

さて、トリックを解いて行く前に、非常に気になる部分がいくつかございます。そこをまずは

手掛かりの提示として確認していきましょう。事件中魔女の手紙というのが出てきますよね。

碑文を解くように促す内容のアレです。特別条項に非常に不可解な一文があります。 

 

＜特別条項＞ 

契約終了時に、ベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし、隠された契約の

黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。

利子の回収はこれより行いますが、もし皆様の内の誰か一人でも特別条項を満たせたなら、す

でに回収した分も含めて全てお返しいたします。 

 

第一のゲームで利子というのは右代宮家の人命まで含まれている可能性が示唆されました。こ

の「すでに回収した分も含めて全てお返しいたします」が非常に不可解ですね。例えば、第一

のゲームの第一の晩に殺された人がいますね。彼らはこの後仮に碑文が解かれたら生き返るの

でしょうか？そんなわけがないじゃないですか。つまり、この魔女の手紙というのは狂言殺人

で事件を実行しない限り達成不可能なのです。この第一のゲームがメッセージボトルで書かれ

た作中作なのを考慮しますと、この創作世界上で死んだ人達はさほど意味がないように思えま

す。これは恐らく、現実世界でヤスさんが事件実行する場合の事なのでしょう。 
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・真里亞さんの証言のベアトリーチェとは何でしょう？ 

さて、続いて殺人事件の最中に部屋でお歌を歌っていた真里亞さんですが、彼女は犯人を目撃

していましたね。実に明確に犯人の名前をおっしゃいました。ベアトリーチェ、と。何で私が

最初に犯人特定からやったのか分かったでしょうか。これ、真里亞さんは普通に真実を話して

いるだけなんです。勝手に「そんな訳ないだろう！」と推理する側が思ってしまってるだけな

のですね。 

 

・第一のゲームはメッセージボトルの物語です 

この第一のゲームはメッセージボトルの物語な訳ですが、第４のゲームで大月教授によりメッ

セージボトルの内容が語られました。「事件前日から始まり、１８人全員死亡している部分は共

通している」という事です。漁師が拾ったものと、警察が回収したものですね。第一のゲーム

は確かに事件前日に六軒島に向かう部分から始まり、１８人全員死亡で終わりました。第一の

ゲームで作中作である事が明かされましたので、推理する側は「作中作」を前提に推理しなけ

ればなりません。通常ミステリーで地の文は神の視点で客観的に描かれる訳ですが、ベアトリ

ーチェさんのゲーム盤は「地の文の客観性が最初から存在しない」訳ですね。例えば、絵羽夫

婦が殺される部分の一連の描写ですが、魔法陣が突然出現したとか、部屋の様子がおかしいだ

とか、色々と書かれていますけど、あの辺全て嘘な可能性がございます。何しろ地の文に客観

性が無いわけですから、全部嘘な可能性があります。実際は彼らが殺したのではないですか。 

 

【第一の晩 園芸倉庫での６人殺し】 

第一の晩の園芸倉庫での６人殺しですが、ここはウィルさんの推理も参考にしましょう。 

 

「第１のゲーム、第一の晩。園芸倉庫に、６人の死体。」 

「幻は幻に。……土には帰れぬ骸が、幻に帰る。」 

 

なんですかこれ。カッコいいじゃないですか！私もこういうの言いたいです。ウィルさんは、

何故か数か所推理をしない場所がありますよね。そこで私が考えてみますか！さて、まず最初

の殺人ですが、全ての推理のスタート地点は「探偵が主観で確認してる客観的事実が存在する

のか」です。この最初の部分おひとりだけ探偵が死体を確認していませんね。紗音さんです。

犯人ベアトリーチェ説を考える場合には、紗音というＯＳ自体はこの時点で普通に殺されてい

る可能性がございますけども、肉体的には嘉音、ベアトリーチェとして生存してる訳ですね。

秀吉さんは犯人に買収された共犯者であり、死体を見たと嘘を語っているわけです。口裏合わ

せというやつですね。 
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【第二の晩 絵羽秀吉夫婦の殺害とチェーン密室】 

続いて第二の晩の絵羽秀吉夫婦の殺害とチェーン密室。ここで戦人さんが確認したのは、切断

された後のチェーンでした。探偵がチェーンが掛かっていた事を確認していません。という事

は、そもそもチェーンなんかかかっていなかった可能性がある訳です。犯人サイドの必殺技の

口裏合わせですね。嘘です。絵羽さん達を黄金にで買収してる訳ですから、何かと理由をつけ

て中に入れてもらう事は簡単でしょう。その後普通に客室内で殺人を実行します。チェーンを

切断し、後は源次達と密室だったと嘘を言うだけです。実にシンプル。このような、密室だと

思っていたものが実は密室ではなかった、というのは錯覚密室と言います。仮にこのチェーン

が嘘ではなく、本当にかかっていたのだとする場合はこれは完全密室ですから、解法としては

密室が成立する前か、密室が破られた後にしか殺人を実行する事はできません。金蔵さんの死

は普通に作中で明かされましたね。事件開始前に既に死亡しています。つまり、死体を犯人が

ボイラー室で燃やしただけですね。 

 

【第五の晩 ボイラー室での嘉音死亡】 

第五の晩のボイラー室での嘉音さんの死ですが、検視を南條がしていて、探偵が確認をしてお

りません。という事は生きている可能性があります。検視の南條が嘘を言っている訳ですね。

しつこいくらいに嘘が連発されますね。ベアトリーチェさんのゲームは。探偵はもうこの時点

で「これはおかしい」と感じ始めます。ここまでトリックに嘘を連発されると、なにかしらの

意図があると考えるのが妥当でしょう。この嘉音さんの死亡時の描写ですが、嘉音さんは妙な

事を口走っていましたね。「僕は紗音が先に死ぬような場合は、ベアトのルーレットを台無しに

してやろうと思ってた。僕はベアトのルーレットの 0なんだ！」と。ルーレットの 0とは親の

総取り、没収試合のようなものです。嘉音さんはこの時ベアトリーチェさんの目的そのものを

ぶち壊しにしようとしていたのですね。つまり、肉体的な自殺でしょう。ベアトリーチェさん

は戦人さんに事件の真相に至ってもらって、約束を思い出して欲しい。嘉音さんが肉体的自殺

をしてしまうと、そもそもこれが叶わなくなります。結果としてはベアトリーチェさんに返り

打ちにされてしまいました。恐らくはこの時に嘉音というＯＳは死亡したのだと思われます。

肉体的には生存しておりますが、その肉体を操ってるＯＳは紗音でも嘉音でもなく、ベアトリ

ーチェさんですね。 

 

【第六・七・八の晩 客間での南條・源次・熊沢殺害】 

さて、我が物顔のベアトリーチェさんは、第六・七・八の晩に客間で南條・源次・熊沢の 3名

を殺害します。紗音さんのマスターキーがありますから密室自体はどうでもいいです。真里亞

さんに普通に目撃されてしまい、さらに犯人名をばらされてしまいましたが、誰も信じません

でしたね。この根本的なミスリードの本質は、延々ベアトリーチェさんをファンタジー世界の
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魔女であると思考誘導している部分にあります。人間である犯人ベアトリーチェ、という思考

に行かないようにミスリードされている訳ですね。だから、真里亞さんに真実を語らせても何

の問題もない訳です。 

 

【第九の晩 玄関ホールでの夏妃殺害】 

さて、夏妃さんの殺害ですが、ウィルさん推理してませんね。きましたね！！私の出番が！！ 

 

「第一のゲーム第 9の晩。玄関ホールにて殺されし夏妃。」 

「土は土に。幻想の魔女の刃は現実さえも貫く。」 

 

基本的にウィルはベアトリーチェという真犯人が殺人やってる明快な部分は放置するのですね。

出し惜しみ、というやつでしょう。普通多くの人が紗音さんを犯人だと錯覚しますから、なる

べくヒントを出したくないのでしょうね。しかしですね、これむしろ逆効果じゃないですか？

あえて推理をしないか所は私「あ、何かあるんだな！！」と思いますよ。推理しないという行

為自体がもうヒントじゃないですか。お馬鹿さんですねぇ！！ 

 

・戦人さんが魔女を観測しました 

さて、戦人さんは最後ベアトリーチェさんを目撃しましたね。探偵が目撃したという事実は強

烈なヒントになります。ベアトリーチェという人物の存在が客観的な事実として提示された事

になる訳ですから。夏妃さんはベアトリーチェさんに殺された訳ですが、ベアトリーチェさん

のゲーム盤で最大のポイントは第 8の晩と第 9の晩の境目です。ここが非常に重要です。最初

に私は魔女の手紙の内容の不思議な部分の話をしましたね。利子の返却は狂言じゃないと無理

だと。第 8の晩まではあくまでもミステリー的な意味で「解いて欲しい出題として提示されて

いる部分」です。戦人さんに向けたいわゆる約束ですね。しかし、第 9の晩以降というのは「皆

殺し」を目的にしているのであって、ミステリー的にどうこうという話ではありません。今度

第 2のゲームで語られる「リスク」という概念のお話をしますけども、この第 9の晩以降の皆

殺しの目的は「奇跡を叶えるためのリスク」なのですね。右代宮家の奇跡の魔法、というのが

作中で語られるでしょう。天文学的確率から 1を拾う魔法というやつです。ベアトリーチェさ

んは戦人さんと結ばれたい訳です。だから、事件のトリックの嘘に気付いてほしい。これがベ

アトリーチェさんの願う奇跡なのなら、その奇跡は彼女の論理では「リスクに打ち勝ってこそ

叶う物」なのですね。これは博打に例えると分かりやすいのではないですか。大きなお金をか

けるのはリスクが伴いますが、しかし当たった時のリターンも大きい訳です。逆に，小額のお

金だとリスクがない代わりに、リターンも小さい。そういうことなのですね。第 9の晩以降の

皆殺しというのは。非常に高いリスクを設定する事で、奇跡を叶えようとしているのですね。
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そういう思想が彼女にはあるのでしょう。 

 

・メッセージボトルの不思議な一文 

さて、事件が終わるとメッセージボトルに関する記述が出てきますが、注目するべきはここで

す。 

 

「これをあなたが読んだなら、その時私は死んでいるでしょう。死体があるか無いかの違いは

あるでしょうが」 

 

死体があるかないかの違いはあるが、私は死んでいるでしょう。非常におかしな一文ですこれ

は。一つ仮定の話をしましょう。六軒島の惨劇の物語が第 7のゲームで描かれましたね。仮に

あの地下貴賓室で惨劇が発生しなかった場合を考えましょう。事件前日に碑文が解かれ事件を

中断し、なおかつ一族が平和的に黄金を分配し、何事もなく親族会議が終わるケースです。誰

も死ぬ要素が無いはずなのに、事件前に投棄したメッセージボトルではヤスさんは自分の死を

確信しています。つまり、今語ったようなケースでも死が発生しなければならない訳です。お

そらくこのケースでの死というのが「死体の無い死」つまり、人格の死なのではないでしょう

か。思えば、地下貴賓室でベアトリーチェさんは死んだような顔をしていましたね。無気力こ

こに極まれり、という感じで。碑文が解かれる＝ベアトリーチェ人格の死、なのではないでし

ょうか。86年の事件はヤスの恋の決着のために起こされた事件です。戦人か譲治を選ばないと

いけません。碑文が解かれるというのは、要は事件を中断する＝戦人との恋を諦める＝ベアト

リチェの死＝元々恋が成立してる紗音譲治の恋の成立なのではないでしょうか。「これをあなた

が読んだなら、その時私は死んでいるでしょう。死体があるか無いかの違いはあるでしょうが」

というのは恐らくは、そういう意味なのでしょう。 

 

・プルガトリオ 

第一のゲームはこれで終了です。第一のゲームの大枠としてはこれで終わりなのですが、物語

全体の真相という意味での強烈な手掛かりの提示がさらっとされています。プルガトリオ。お

茶会でそういう表記が出ますね。プルガトリオとはダンテの神曲の煉獄編のタイトル名です。

煉獄。ダンテという人物が自分の罪を浄化しながら煉獄山を登り、山頂でベアトリーチェとい

う女性と天国に昇っていきます。大雑把にいうとそれがプルガトリオなんですが、これは魔法

ＥＤの終わり方の暗喩なのです。十八さんは罪をあそこで償い終わり、やっとベアトリーチェ

さんと天国へ行く。そういう真相の暗喩として、プルガトリオという情報提示をしているので

すね。サービスがいいじゃないですか！！十八さんというか、彼の中の戦人さん、ですね。メ

ッセージボトルで彼女の恋の気持を知った罪が十八さんの罪です。そして、その償いが彼の紡
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いだ偽書なのですね。天国のヤスさんへの謝罪のために執筆されました。その謝罪がやっと最

後に届いた。この物語の真相は正に、プルガトリオでしょう。ただプルガトリオと表記される

だけで、古戸ヱリカにはこの程度の推理が可能です。 

 

物語の真相という意味ではこのプルガトリオのように、連鎖情報がかなり提示されています。

そういう意味では、この物語の真相に至るための手掛かりはキッチリあり、真相特定が可能な

のですね。思えば、プルガトリオと表記されたお茶会で急にベアトリーチェさんが普通に出て

きますね。十八さんにとってベアトリーチェさんは謝罪の対象であるヤスさんの象徴でしょう。

真相に気付く事無く、彼女を入水自殺させてしまった強烈な罪があります。彼女の恋心に事件

後に完全に手遅れになって気付いてしまった悲しみは十八さんの精神を蝕んでいきました。ベ

アトリーチェさんは戦人さんに対して非常に攻撃的ですね。「そなたは無能だ」と言って人間椅

子にしていました。つまり、それほどまでに十八さんは自分の罪が許せなかった。自分を許せ

なかったのでしょう。罵倒されたい。ののしられたい。自分の罪を断罪してほしい。そのよう

な心理がベアトリーチェを通じて見えて来る気がします。 

 

さて、本来は推理を積み重ねた先に真相があるものなのですが、いきなり第一のゲームで真相

のお話をしてしまって、微妙な気持ちになってきました。だって伏線があるんですもん。推理

したいじゃないですか。対魔法抵抗力エンドレスナインって、ちょっとだけ屈服する可能性あ

るじゃないですか。１００％って無理なんでしょうか。私を計測してみてくれませんかねぇ。 

 

・みなさん漫画版読まれてますか？ 

うみねこのコミックＥＰ８の６巻は、ヤスという少女の動機関連が明かされるネタばれ巻なん

ですが、一つ大きな問題がありまして。それは「どっちの真相を明かしているのかを明示しな

い」のです。どっちのというのは、偽書世界上の犯人ベアトリーチェがゲーム盤ＥＰ１～４で

人を殺して行く動機なのか、現実世界のヤスの動機なのか。同一人物説が完全に明かされるん

ですが、紗音さんと嘉音さん、これは変装をしてる訳ですけど、変装が見破られない理由の説

明に一切ふれません。つまりですね、ネタバレ巻というのは実はそうでもなくて、実は「考え

なければならない要素が増えた」んです。考える要素が増えるというのは実に結構！グッドで

す！！個人的には色々とぼやっとしていた部分に色々と説明がつくようになりまして、大変助

かりました。みなさん、コミック買いましょう！私は作中でただの悪役みたいになってますけ

ど、推理力をもっとアピールしてくださらないと。 

 

・犯人ベアトリーチェ説 

犯人ベアトリーチェ説を考えるにあたって、一つ面白い点があるんですよね。ここでいう犯人
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ベアトリーチェというのは中身の人格の事を指してるので、見た目としては紗音さんに見える

かもしれない訳です。紗音さんが人を殺してるように客観的にそう見えるケースでも、中身が

ベアトリーチェさんなケースがあるわけで、結局これ、見た目で犯人が特定不能なんです。紗

音さんのような人物が人を殺してたって、犯人が紗音さんだとは限りません。中身が別人かも

しれないのですから。この人格という考え方は恐らく執筆者の十八さんの影響が大きいのでし

ょう。彼は自分を十八という人間だと思ってますが、彼は自分の中に戦人という別人がいると

思っているわけです。つまり、執筆者自体が紗音嘉音みたいな境遇にいるのですね。人格を別

人だと認識してる執筆者が物語を描いてるのです。もしかすると十八さんはご自身の思いを込

めているのかもしれませんね。ベアトリーチェさんってアイスクリームが好きだそうですが、

まさか「I scream」じゃないですよね。氷菓じゃないんですから。ベアトリーチェさんの動機

を考えると整合性が出るためにもやっとしますけども。 

 

ミステリーで思考する探偵の最大の心の支えは、出題者の提示された手掛かりです。ミステリ

ーを出題するのなら、作家の誇りとして絶対に手掛かりを提示しなければなりません。それが

作者と読者の戦いの大原則だからです。探偵にとって手掛かりの存在は最大の心の支えなので

す。それが存在する限り、推理が可能だと心から思える。絶対に解ける。間違いなく解ける。

解けないはずがない。それこそが、探偵の支えであり、戦う意思の力、ファンタジーに抗う力

なのですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

古戸ヱリカのＥＰ２推理の章 

 

・第２のゲームは偽書なのかメッセージボトルなのか 

さて、第２のゲームの推理に行きましょうか。第２のゲームは観劇の階層で２種類の意見が存

在しますね。これは警察の回収したメッセージボトルである。十八の偽書である。主流の推理

はメッセージボトル説のようです。メッセージボトルと偽書の区別は作中で手掛かりが提示さ

れています。その手掛かりを具体的に検証してみましょう。まず第一にメッセージボトルの内

容は大月教授により「事故前日から始まり、１８人全員死亡するという共通点があり、事件内

容自体は異なる」とあります。第一のゲームはまさに大月教授のおっしゃる通りでしたね。第

２のゲームは譲治と紗音さんのデート旅行の話から始まっていますね。事故前日から始まって

おりません。まずここと矛盾が発生します。では十八さんの偽書ですが、これは作中で「Banquet

が伊藤幾九郎の初作」と地の文で説明されました。第３のゲームですね。この一文は「十八の

初作は」ではなく、「伊藤幾九郎の初作は」と書かれているのが判断に困る点です。なぜなら、

第６のゲーム冒頭で「八城十八は異なるペンネームで複数の出版社で同時に大賞を受賞してい

る」という情報が出ているため、伊藤幾九郎だけが十八さんの偽書作家としての名前ではない

可能性があるのです。 

 

結局ですね、これは手掛かりから確定できません。別の視点から推理すると、メタ世界の存在

の有無があるでしょうか。まず第２のゲームで魔法の描写がされますが、煉獄の７姉妹やベア

トリーチェ本人（ドレスの方）が出てきますね。いわゆる幻想描写です。この幻想描写という

のは第一のゲームで推理した通り「作中作」を前提にした叙述トリックです。作中執筆者の主

観で書かれているため、「神の視点の保障」が存在しません。読者にとって作中執筆者の書いた

小説を読む場合は、その人物の私見を疑わないといけません。つまりは、執筆者Ａが仮に魔法

を描いたとしても「実際は設定としてミステリーで解釈可能な可能性もある」という事です。

通常小説の世界で３人称の文章は客観的事実であり、ここに魔法を描写した場合は魔法の存在

が確定します。実は嘘でした、なんて論理は通用しません。この作品は「その３人称の部分す

ら私見だった」という叙述トリックなのですね。つまり原文に魔法が書かれている訳です。原

文に書かれていない場合はミステリーで思考不可能になるロジックエラーが発生しますので、

これはもう議論の余地がありません。 

 

では第２のゲームを描く執筆者Ａはベアトリーチェさんを登場させましたね。紗音さん殺害時

などに出てきます。ドレスのベアトリーチェさんが魔法で殺している描写があります。このベ

アトリーチェさんは戦人さんに約束を思い出して欲しくてゲームを出題してるメタ世界の方の

人物と同じでしょう。つまりメタ世界も物語的な繋がりを考えると原文に書かれているのでし
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ょう。つまり、第一のゲームの時に推理した「十八さんのヤスへの謝罪」という部分ですね。

戦人さんとベアトリーチェさんの推理合戦のメタ世界の物語を通じて十八さんは天国のヤスさ

んに謝罪をしている訳です。そのような部分と連鎖させると、恐らく第２のゲームはメッセー

ジボトルではなく、十八さんの偽書である確率がどうも高そうな気がします。伊藤幾九郎自体

の偽書は第３のゲームが初作ですので、別のペンネームで書いた、もしくは世間に発表してい

ない原稿なのかもしれませんね。結局この辺はこの時点で確定できません。とりあえずは保留

いたしましょう。 

 

・物語前半の圧倒的文章量の恋愛描写 

第２のゲームは紗音さんと嘉音さんの恋愛が前半に描かれますね。物凄い文章量です。あそこ

までの文章量を出題者が割くという行為自体が、探偵にとっては重要なヒントになります。ミ

ステリーの世界では出題者は意味のないシーンなんか書きません。すべてミステリーの伏線、

関連情報、推理要素として描きます。この冒頭から事件開始前までの恋愛描写は作品の本質的

な真相の部分の暗喩と言っていいでしょう。紗音さんと嘉音さんとベアトリーチェさんは同一

人物です。その同一人物が別の人間に恋をしている事を示唆してるのですね。注目はベアトリ

ーチェさんですが、この事件前までの物語では紗音さんの恋を叶える手助けをしていましたが、

事件の中で紗音さんが殺される夏妃の部屋の密室で妙な態度でしたね。紗音さんの語る恋にベ

アトリーチェさんはマジ切れしていました。あのベアトリーチェさんの態度の根本的理由は、

「自分は戦人と結ばれたくて事件起こしているのに、既に恋が成立してるからって調子に乗り

やがってこの野郎」です。端的に言えば。ベアトリーチェさんムカついちゃったんですね。思

って見れば、ベアトリーチェさんは戦人さんへの恋心を移され戦人を待ちなさいと言われたの

に、紗音さんは譲治と新しい恋を初めてルンルン気分な訳です。そりゃイラッと来るでしょう。

何だお前？と言いたい感じでしょうか。 

 

・魔女の目撃証言 

初日の夕食で霧江と楼座がベアトリーチェに会ったと証言しましたね。本格的な議論になりそ

うなので戦人達子供はゲストハウスに行くように言われ退出しました。この霧江さんと楼座さ

んが目撃したベアトリーチェさんは、ドレスではなくスーツでしたね。これは出題者の手掛か

りの提示でしょう。幻想として出てくるベアトリーチェさんと、犯人として登場しているベア

トリーチェさんを区別するためのものでしょうね。つまり、この目撃証言は真実な訳です。注

目ポイントはこのベアトリーチェさんを、霧江さんと楼座さんは紗音さんだとは思っていない

点です。ベアトリーチェという個人として認識しています。これは紗音さんと嘉音さんの認識

とも同じですが、創作世界上では彼らは別人として認識される上層執筆者の強制力が働いてい

るため別人と認識されます。つまり十八さんですね。もしくはヤスさん。ゲーム盤世界は彼ら
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の現実世界階層を含めてトリック推理をしなければなりません。ゲーム盤世界単体ではこの同

一人物トリックは解けませんので注意が必要です。 

 

【第一の晩 礼拝堂での密室殺人】 

さて事件開始です。ワクワクしますね！ふっふ～ん♪第一の晩に礼拝堂で留弗夫、霧江、蔵臼、

夏妃、絵羽、秀吉が腹を縦に引き裂かれ殺害されました。お腹の中にお菓子が詰め込まれ、魔

女の手紙が残されていましたね。悪趣味な現場は私好きですよ。結局ミステリーはエンターテ

イメントですからビックリしたいです。サプライズです！もうグロい現場が大好きで大好きで。

うひょーってなっちゃいますけども、戦人さんはマジ切れしてましたね。何でしょうあの方。

ちょっと感性が合いませんね私。ここはベアトリーチェさんが色々と赤字を語っていますけど

も、トリック自体が馬鹿みたいなトリックなため赤字はもう放置しましょう。ウィルさんの推

理だけで結構です。 

 

「続けましょう。第２のゲーム、第一の晩。腹を割かれし６人は密室礼拝堂に。」 

「幻は幻に。……黄金の真実が、幻の錠を閉ざす。」 

 

密室だったというのは共犯者の口裏合わせ、嘘だったのですね。つまり礼拝堂に鍵はかかって

無かった訳です。あの時に現場には楼座、紗音、嘉音、郷田、源次がおり、探偵がいませんで

した。客観性が全くございません。ええ、ございません。嘘の言い放題です。そもそも探偵さ

んは何をしていたのでしょう。殺人が起こっているのに。なんと普通に寝てましたね。私なら

徹夜で屋敷全体を監視しますよ。何しろ事件が起こる雰囲気プンプンでしたからね。 

 

私、これはどうなんだろうと思う部分がありまして、この礼拝堂の密室はそもそもですね、楼

座さんが礼拝堂の扉を開けようとして開かなかったという部分に根本的な原因があるのです。

あそこを見て普通に、あぁ鍵がかかってるなぁと思う訳です。しかし、この物語は地の文の客

観性がないために、あの描写自体が嘘でした、となる訳ですね。つまりトリック的に矛盾はあ

りません。しかしですね、地の文でこういう事をやられると、手掛かりとして提示された伏線

さえも嘘である可能性が出てくるでしょう。これが問題なのです。提示された手掛かりでミス

テリーは真相特定が可能ですが、その手掛かりが「本当に手掛かりなのか」「嘘の手掛かりなの

か」という手掛かり自体の判別が発生すると、これはもう真相特定が極めて困難になります。

探偵の主観で判断するしかありません。 

 

この礼拝堂の密室ですが、犠牲者の方々の死に方に非常に興味があります。腹を引き裂かれて

おりますけども、これは何でしょう。直接の死亡原因は何なのでしょうね。いきなり腹をかっ



57 

 

さばく、というのは殺人をやるベアトリーチェさん自体も嫌でしょう。いくら睡眠薬を食事に

混ぜたと考えたとしても、腹を裂かれたら「ぎゃー！！」って起きるでしょう。ぎゃーって！！

という事は、まずは腹に銃で一発入れて殺し、その後に銃創を隠す目的で腹をかっさばいたの

かなぁと色々とこの辺を考える訳ですが、当の出題者であるベアトリーチェさん、密室の施錠

に関するヒントしかくれません！！ベアトリーチェさんの気持は分かるんですよ。彼女は戦人

さんに事件のトリックの嘘に気付いてほしい訳ですから、施錠のトリックである嘘を論点にす

る訳ですが、だからってその他の部分を放置しなくてもいいじゃないですか！気になって気に

なって、もおおおおぉぉぉぉぉ！！戦人さんと第６のゲームで結婚しようとしたのは謝ります

から、ヒントくださいよぅ。今後黄金郷にお邪魔しましょうかね。入れてくれるでしょうか。

扉閉まっちゃいましたからね。 

 

【第二の晩 朱志香と嘉音の密室殺人+嘉音の死体行方不明】 

両親の死を目撃して怒り狂った朱志香さんが貴賓室にいるとされるベアトリーチェの元に行き

ます。郷田と嘉音が追いますね。ベアトを見つけられなかった朱志香さんはは自室に戻ります。

嘉音さんも同行してくれました。戦人さんや楼座さん達が、朱志香の戻りが遅いので部屋に行

くと朱志香さんは背中を杭で刺され死亡。嘉音の死体はありませんでした。室内から朱志香さ

んの部屋の鍵、朱志香さんのポケットから嘉音さんのマスターキーが見つかりました。あので

すね、こういう一連の流れですけども、紗音さんと源次さんは同時刻に金蔵に呼ばれて筆耕を

していたと言っていましたけど、金蔵さんはゲーム開始前に死亡されてます。これは嘘な訳で、

紗音さんと嘉音さんは同一人物な訳ですから、嘉音さんが同行したという一連の流れに関係し

ます。朱志香さんは背中を杭で刺されていました。これは銃で殺害した後に、その銃創に杭を

ねじ込んでいるのでしょう。背中。つまり朱志香さんが背中を向ける親しい人物が殺していま

す。おそらくは紗音さんなのではないでしょうか。犯人自体はベアトリーチェさんですが、見

た目は紗音、中身はベアトリーチェという形態で行ったのかもしれませんね。嘉音さん自体は

この時点で人格が殺されます。紗音さんのマスターキーで施錠し密室構築終了です。当然です

けど、紗音さんが生きてる訳ですから、嘉音さんの死体は残りません。 

 

第二の晩からは楼座さんによって一同の動きはコントロールされます。使用人を疑った楼座は

源次と熊沢と紗音と郷田と南條を別の部屋に追い出しますね。グッド！それが正解でした！楼

座と戦人と譲治と真里亞で立てこもる事に。 

 

・楼座さんは可愛いです 

ところで楼座さん可愛いですよね。彼女と結婚するともれなく可愛い真里亞さんもついてきま

す。凄くいいじゃないですか。何で苦労してるのでしょう。私好きですよ楼座さん。我が主の
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次くらいに。 

 

【第七・八の晩 南條・熊沢の殺害と密室での死体消失事件】 

横道にそれましたね。使用人室にて傷だらけの嘉音さんがやってきて、熊沢と南條を殺害しま

す。生き残った源次と紗音と郷田は楼座に報告し、全員で確認にいきますが、熊沢と南條の死

体はなく、部屋は施錠されたままの密室でした。さて。源次さんたちは色々言いますけども、

これ探偵が確認しておりません。別の部屋で別行動をしてる訳ですからね。じゃあ信用できま

せんね。探偵以外は嘘を証言する可能性を否定できません。嘉音さんも死亡していますから目

撃不可能。嘘ばっかりですねこの方達。正直者の私からするとどうかと思いますよ！ 

 

さて、ここの殺人ですが、嘉音さんが現れ熊沢さんと南條さんを殺害した、という部分自体は

嘘でしょうが、では実際はどのような犯行が行われたのでしょうか。ここ、郷田さんがいらっ

しゃいますね。彼の前で殺人をやると今後共犯者として協力してくれなくなる可能性があるの

ではないでしょうか。だから、とりあえずは死体消失のトリックとして、彼らには別の部屋に

移動してもらったのでしょう。金蔵さんの書斎とかでしょうか。その後、使用人室に争った形

跡を作って、楼座さんに報告ですが、問題は熊沢さんと南條さんはいったいいつ殺されたので

しょう。楼座さんに報告後は使用人以外の人物、譲治という駒が使用人グループに合流するた

め、犯人ベアトリーチェさんは自由に行動できなくなります。という事は、彼らがこの後夏妃

の部屋に霊鏡を取りに行ってる際に、源次さんが殺したのか、もしくは別の部屋に移動させた

際にベアトリーチェさんが移動先で殺し、何事も無かったかのように戻ってきたのか、色々と

推理はできますけども、正解は一つです。どれなのでしょう。 

 

手掛かりを探しましょう。南條と熊沢は刺さった杭から、第七・八の晩と判別されています。

流れとしては、この後の夏妃の部屋の密室の方が後なのに、こちらが、第四・五・六の晩とな

ってる訳です。つまりは殺害順序としては、夏妃の部屋の密室のあと、という事になるのでし

ょう。という事は源次さんが非常に怪しいですね。死体発見も彼です。実は、唐突に源次さん

が蝶をナイフで刺し殺す描写が出て来るのですが、なんでしょうあの無理やりねじ込んだかの

ような手掛かりはｗ 私、さすがにどうかと思いますよ。そういうのは。エレガントにお願い

します。エレガントに。まぁ提示された手掛かりから導ける推理は源次さんが実行犯という事

なのでしょうね。彼は赤字上の定義として「犯人」ではなく「共犯者」の区分けになるのでし

ょうから、ウィルの語ったあの例の使用人うんぬんの赤字にも関係がありませんし。 

 

・真里亞の語る魔法のリスク 

さて、楼座さんと立てこもる事にした戦人さんですが、真里亞さんと非常に重要なお話をされ
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ています。第一のゲームの時に語った、リスクのお話です。これはまずは真里亞さんの発言を

直接引用いたしましょう。 

 

「魔法には、リスクが必要なの。どんな大きな魔法にも、絶対に弱点やリスクがあるの。うぅ

ん、ないといけないの」 

「人間は死を賭すから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとして、その人物に何の奇跡も起こ

せる道理は無い。……私達も、人生も、魔女も儀式も。私達はリスクを負わなければ、何も成

し遂げられないの」 

 

戦人さんは疑いを持っていましたね。碑文を解かれたら事件中断っていうけど、それ本当か？

嘘なんじゃないのか？と。これを受けて真里亞さんは言う訳です。魔法にはリスクが必要なの

ですよ、と。賭けごとで例えましょう。競馬で１００円をかけた場合と１００万円をかけた場

合ではリスクとリターンが違うでしょう。小さいリスクでは奇跡はきませんが、大きなリスク

を背負う事で、奇跡が起きる可能性がでてきます。これは金蔵さんの思想でもありますが、真

犯人ベアトリーチェさんの根本的思想です。目線を現実世界のヤスさんに限定して見てみまし

ょう。彼女は現実の８６年の事件を通じて戦人さんか譲治さんと結ばれたい訳です。女として

幸せになりたい。だから、碑文が解かれる、あるいは戦人さんが事件の真相に至って、約束を

思いだしてくれる、このような奇跡を願っているのですね。しかし、このような奇跡というの

は、彼女の思想ではリスクを背負わないと叶わない事になっています。真里亞さんが語るよう

に、自分の死を賭けるほどのリスクを背負う事で、やっと奇跡が叶うかもしれない。そういう

魔法大系の思想がある訳です。第９の晩以降の爆弾による皆殺しというのがそのリスクなので

しょう。時間制限を設定する事で非常に大きなリスクを背負います。自分と愛する人が死ぬか

もしれません。それでも奇跡が叶うのならば、きっと私の恋も成就する、そういう事なのです

ね。作中の手掛かりから、そのような思想が推理可能です。 

 

これは犯人の心の解釈に通じる要素で非常に重要です。爆弾設定は何の意味もなく皆殺しにし

たいから設置されてるのではないのです。あくまでも、ヤスさんが恋を叶えたいから、設定さ

れているのです。まぁ私はそれでもどうかと思いますけども。横っ面にビンタ一発かましたい

です。ただ、犯人が殺人事件を起こすに至る心の変遷を理解するには大事なのでしょうね。 

 

【第四・五・六の晩 夏妃の部屋での譲治・紗音・郷田殺害+客間の密室、手紙事件】 

さて、事件に戻りましょう。譲治たちはオカルトの手段で対抗するため、礼拝堂の夏妃の死体

から夏妃の部屋の鍵を取り、夏妃の部屋の霊鏡を取りに行きました。源次は殺された南條と熊

沢の死体を発見、楼座に報告ですね。いやぁしらじらしい方ですね源次さん。殺したのあなた
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でしょう。譲治達が戻ってこないので楼座達のいた客間に鍵をかけ、夏妃の部屋に行きます。

ここ、楼座さん一回廊下に出て、もう一度戸締りするとか言って中に入りますね。この時魔女

の手紙を置きました！せこい！！夏妃の部屋は密室で中で郷田、譲治、紗音は殺されていたま

したね。この密室は楼座さんが鍵を管理しているため、鍵の使用を犯人はできません。完全密

室ですから、内部で紗音さんが自殺をしたと言う事ですね。だから、彼女だけ額に杭がささっ

ていない訳です。最後に自殺した方に杭をさす人がいませんから。ここの密室は密室トリック

が内部での自殺という古典トリックな訳ですが、凶器である銃はどこに行ったのでしょう。こ

れもおそらくは古典トリックでしょう。タンスの裏とか化粧台の裏とかにひもで繋げたおもり

を配置してそれに銃を繋げます。自殺後、ひもで引っ張られ、銃が消える、という事ですね。

ここは幻想描写で描かれる魔法世界の部分が非常に重要です。ベアトリーチェさんは紗音さん

にガチギレしてましたね。それはベアトリーチェさんの目的が戦人さんとの恋の成立だからで

す。先に紗音さんが恋を成立させると、ベアトリーチェは死亡しないといけません。まぁ碑文

が解かれるという紗音さんの勝利条件が第２のゲームでは達成されてませんから、そこはいい

のですけど、そもそも紗音さんの態度は配慮が足りないです。もっとベアトリーチェさんに配

慮しましょう。自分は譲治とキャッキャうふふしてるからって、見せつけなくてもいいじゃな

いですか！そりゃ、怒られますよ。 

 

・戦人さんが観測した金蔵と魔女のシーン 

さて、第２のゲームで非常に不可解なのは、この後戦人さんが金蔵さんの書斎でベアトリーチ

ェさんと金蔵さんを目撃しますね。金蔵さんはゲーム開始前に死亡しています。目撃不可能。

という事はあの時の戦人さんは幻想を見ている訳ですが、探偵は客観的視点を義務付けられて

おり、嘘を語る事が許されません。という事は、論点となるのは、彼が探偵なのかどうかとい

う部分です。物語を見ていると、戦人さんはゲーム盤上で魔女に負けを宣言してる部分があり

ますね。もう魔女の仕業でいいよ、と。楼座さんとの言い争いに心が折れてしまい、身内を犯

人だと思いたくない戦人さんは心が折れてしまい、魔女の仕業としてしまいました。魔女のゲ

ームで魔女に負けを認める。つまりこれは推理の放棄です。人間犯人説を諦める。これはもは

や探偵ではありません。推理をしない馬鹿に探偵を名乗る資格などございません。だから、彼

は最後に幻想を見ているのでしょう。ここで大事なのは、第一のゲームの最後に戦人さんが見

た物は客観性が確保されてますけど、ここでは客観性がありません。つまり戦人さんが魔女を

目撃してる部分で真実と嘘を混ぜているのですね。第２のゲームでここまでやるというのは、

出題者はマジだという事です。本気で解かせる気がないのでしょう。あっはっは！解かせる気

がないのに解かれちゃいましたねぇ！！ 
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・事件の嘘という要素 

さて今回のゲーム冒頭から終わりまで嘘のオンパレードですね。しつこいくらいに嘘ばっかり

です。２連続で嘘ばっかり、これはもう意図が存在すると言っていいでしょう。ベアトリーチ

ェさんは戦人さんに事件のトリックの真相である嘘をつきつけているのですね。戦人さんが破

った約束の事でしょう。ヒントは出すけど直接は言わない。これが女心なのです。そもそも紗

音さんとのルーレットの公平性の問題がありますから、紗音さんが勝利する可能性もないとい

けません。だから直接伝える事はできないのですね。ベアトリーチェさんは。第２のゲームは

これで終わりです。難易度は極上だそうですが、確かに第２のゲームでこれは極上でしょう。

型破りなミステリーはいいですねぇ。難しくて大いに結構です。グッド！！ 

 

・私の思ううみねこの謎のイメージ 

私はこの物語の謎を４階層に分けて考えているのですが、ピラミッドのようなものをイメージ

してください。このピラミッドが４つの層に分かれていて、一番下の層からスタートして、一

番上の４層に真相があります。そういうイメージで考えているのですが、ゲーム盤の謎、とい

うのは私にとって第１層、つまり最下層の謎なのです。第６のゲームまでの謎を全て解いてや

っと１層をクリア。そういうイメージなのですね。２層はこのゲーム盤の謎を踏まえて考える

動機の謎です。滅茶苦茶難解ですから、ゲーム盤の意図を正確に把握しないと２層の謎は解け

ません。３層の謎はさらに動機を踏まえた状態で現実世界の８６年の六軒島で何が起こったの

か、という部分の推理です。ここも難解でしょうが、ここまでくるとある程度方向が絞られる

ので推理は進みやすいです。最上層にある謎、これは第３層までの全ての謎を踏まえて考える

べき部分で、最後の魔法ＥＤの意味の特定です。つまり、物語のエンディングの意味を解明す

る事。ここが最終到達点なのですね。そういう訳なので、１層にいつまでも居ても駄目ですよ。

そこ最下層ですからね。ダンジョンの。 

 

１層はある程度で見切りをつけるのも大事なのだと思います。推理不能な部分はもう推理しな

くて結構。手掛かりの配置されていない謎は論理的に解けません。出題者が最低限解いて欲し

い部分だけ解けば良いのですよ。１層はそうそうに見切りをつけて２層に行きましょう。どん

な推理をするのもこの物語は自由ですが、自由を保障されるからこそ、逆に制限を付けていき

たいと思うのもまた不思議な心理ですね。自由ですよ、というのが私のような探偵だともう疑

い始めるのですね。自由といいつつ、本当は目指して欲しい方向があるんでしょう？っていう。 
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古戸ヱリカのＥＰ３推理の章 

 

・第３のゲームの主役は絵羽さん 

第３のゲームは何と言うか、ベアトリーチェさんのゲーム盤の核心的な要素が非常に多い部分

ですね。トリック的にも物語的にも。今回は絵羽さんが主役ですね。思ったのですが、第一の

ゲームでは夏妃さん、第２のゲームでは楼座さんが活躍されていました。これは奥様大活躍シ

リーズなのですかね。順番にメイン回が回って来てるように思うのですが。でも第４のゲーム

は別に霧江さんメイン回ではありませんし、あの方は実際の六軒島で大活躍でしたから、ゲー

ム盤では出番無しよ！って事なのですかね。大はしゃぎでしたもんね。 

 

・八城十八作の偽書がＥＰ３ 

さて、第３のゲームは明確に「伊藤幾九郎の偽書である」と情報提示がされていますね。第２

のゲームはメッセージボトル説、偽書説、これは別れていますけども、第３のゲームは十八さ

んの創作です。この十八さんの第３のゲームの偽書「Banquet」ですが、十八さんは実際の六

軒島で絵羽が犯人ではない事を知っているはずなのに、なぜこのような偽書を作って発表して

しまったのか、という疑問があります。いくつか推理は可能ですね。現実世界の縁寿さんに両

親が犯人だったのではなく、絵羽が犯人だったと思ってもらうためだとか。そういう主流の推

理というものがございますが、私はそうは思いません。ええ。思いません。全く。むしろ逆の

論理で推理可能です。十八さんは絵羽が犯人ではないのだと主張したいのです。おそらくは、

ですが。作中で絵羽犯人説を描いておきながら、逆の解釈を可能にするには、この物語の世界

構造に「９８年世界も創作世界である」という推理を組み込まなくてはなりません。 

 

最後縁寿さんが病院で絵羽さんに会いますね。ここも創作世界であると考えます。つまり、本

当の現実世界の一般読者はここのシーンも読み物として読んでいる、と仮定しましょう。絵羽

さんが縁寿さんに酷い事を言っていましたね。遺産を全部縁寿さんに相続すると。あなたの人

生はこれからマスコミに常に監視され、善行を行えば偽善者とののしられ、悪道を行えば犯罪

者とののしられる、そういう人生が待ってると。そんな人生をあなたにプレゼントするわと。

これは端的言って絵羽さん自身の事ですね。絵羽さん自身はそういう人生だった。本当は犯人

ではないのに。縁寿さんのために真相を語らない事を誓った結果、そのような人生になってし

まいました。十八さんは当然それが分かるでしょう。絵羽さんが犯人ではないのは知ってます

し。では、十八さんは絵羽さんが常にののしられ続ける世間の様子を見てどう思ったでしょう。

強烈な不快感を感じたのではないですか？それが真っ当な人間の感覚のハズです。証拠もない

のに犯人にされ、罵られ続ける絵羽さん。可哀想ですね。おそらくこれこそが第３のゲーム

Banquetの執筆動機なのでしょう。一般読者は世間の印象にそった絵羽犯人説を楽しみますが、
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最後の最後にこの絵羽さんの病院でのセリフが来る訳です。つまりは、「証拠も無く絵羽犯人説

を主張する世間の山羊共よ。恥を知れ」と。強烈な皮肉なのですね。Banquet。思えば伊藤幾

九郎さんは物語全体を通して皮肉の作家です。ここでも皮肉を言ったのでしょう。 

 

さて、これを仮説Ｂとします。最初に語った仮説Ａがありますね。これは推理的に根拠に基づ

いて確定不能です。お好きな方を選べば結構。推理によって確定不能な部分は絞り込み不能と

バッサリ諦めます。以前語った第２段階で止まってしまう類の推理対象ですね。第３段階の絞

り込み段階までは行けません。 

 

・絵羽さんの人物像 

絵羽さんの人物像を考える場合に、「実は絵羽は縁寿を守っていたのだ」という部分の手掛かり

が第３のゲームでは提示されていますね。冒頭の六軒島に向かう船のシーン。ここで秀吉さん

が絵羽さんの人物像を語っています。一番信用に足る人物がそう語る訳ですから、信用してい

いでしょう。絵羽さんは六軒島に戻るとまるで別人のようになってしまうけど、本来は凄く優

しい女なんやで、と言っていました。本来は優しいんだそうです。本来は優しいのであれば、

絵羽さんの悪意は裏読みをしなければいけない場面があるでしょう。そう、縁寿さんに六軒島

の真相を語らないとイジワルしてる部分ですね。優しさから語らないのであれば、それは縁寿

さんを不幸にするからこそ、語らないのでしょう。そういう推理が伏線から構築可能です。 

 

・砂浜での紗音の思い出話 

今回事件前日に、紗音さんが砂浜で思い出話をされますね。戦人さんに関するエピソードです

が、このような事を言っていたらしいです。「白馬にまたがって迎えに来るぜ、シーユーアゲイ

ン」これはもちろん犯人が事件を起こす動機に関連する情報提示ですね。戦人さんが忘れてい

る約束、ベアトリーチェが第４のゲームで思いだすように要求する罪、これらはこの第３のゲ

ームの事件部分のトリック、連鎖密室と南條殺しを解く事で特定されます。かなり難易度が高

い謎ですが、推理は可能です。事件の犯人はベアトリーチェさんですが、普通ここに気付く人

はいません。深読みに深読みを重ねて、やっと可能性が出てくる程度のものでしょう。そうい

う意味では非常に難解です。難解であるため、出題者には「手掛かり」を配置する義務があり

ます。ベアトリーチェ犯人説が手掛かりから論理的パズル的に推理可能でなければなりません。

なぜなら、それがミステリーだからです。手掛かりの配置。これは出題者と探偵の間の信頼関

係の根本なのですから。 

 

・ロノウェのセリフから読み取れる魔女の伏線 

さて、第３のゲームでこの問題に関する情報提示がキッチリされました。ロノウェが登場し、
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このような事を言いますね。 

 

「今は卑しい人間の分際で、悪魔も裸足で逃げだすような大魔女であられるベアトリーチェ様

の家具頭として仕える身ですよ」 

 

ベアトリーチェさんは魔女であり、人間ですよという情報が提示されました。これ私と同じで

すよね。私は真実の魔女です。しかし六軒島を訪れた招かれざる客人としての人間でもありま

す。２重属性の人物。これは、赤字上で存在確認をする際に、言葉の定義によっては確認漏れ

をする可能性が出てきます。私はその辺キッチリやってますから、第６のゲームで人間として

カウントされるように、「初めまして、こんにちは！探偵ッ、古戸ヱリカと申します！！招かれ

ざる客人ですが、どうか歓迎を！！我こそは来訪者ッ、六軒島の１８人目の人間ッ！！！」と

言った訳です。この時に私が真実の魔女、古戸ヱリカと申しますと言った場合は、私は１８人

目の人間としてカウントできません。魔女の定義になりますので。 

 

・赤字のルール追加。赤字で魔女の存在を宣言するのは禁止 

第３のゲームではこのあたりのルールが追加されましたね。魔女の存在を赤字で語るとステイ

ルメイトになります。戦人さんに返し手がなくなり反論不可能、ゲーム盤の進行が永久に停止

します。これを回避するため、魔女の存在を赤字で語るのは禁止されました。そこで、ベアト

リーチェさんは言う訳ですね。「この島には１８人以上の人間は存在しない」と。これは第４の

ゲームですか。論点はもちろん「人間」の定義です。これが肉体をさしているのか、中身の人

格の属性をさしているのか。第６のゲームで戦人さん達は「人間」という言葉を排除した状態

で１７人と宣言されます。同時に私が宣言した１８人の方は、人間という言葉を入れています

ね。つまりは、人間という言葉を用いて宣言された人数赤字は、肉体以外をカウントしている

事になります。 

 

ベアトリーチェさんのゲーム盤では蔵臼、夏妃、朱志香、絵羽、秀吉、譲治、留弗夫、霧江、

戦人、楼座、真里亞、源次、南條、熊沢、郷田、紗音、嘉音の１７名の人間人格が存在し、ベ

アトリーチェという魔女人格が１名いらっしゃいますね。これは人間の中身の人格の話ですよ。

これを前提にした時「この島には１８人以上の人間は存在しない」と宣言されると、それは確

かに真実ですが、１名カウント不可能な定義で赤字を使ってしまった事になります。ベアトリ

ーチェさんをカウントするには「この島には～人以上の人格は」と語らない限り不可能なので

すが、例によって魔女の存在は赤字で語れません。ステイルメイトですから。非常にややこし

い話ですが、このような赤字の使い方で真犯人を隠蔽しているのが、ベアトリーチェさんのゲ

ーム盤なのですね。しかし、何度も言いますが、これは推理可能でなければなりません。出題
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者はこれが解けるように手掛かりを配置する義務があります。その手掛かりというのが、今回

ベアトリーチェさんが後半死にかけてしまった原因なのでしょう。後でお話しましょうか。ト

リック推理と一緒に。 

 

【第一の晩 ６連鎖密室】 

さて、最初の第一の晩の連鎖密室ですが、この事件前夜の幻想描写でまたまたベアトリーチェ

さんマジ切れしてましたね。紗音さんが恋の話を始めると、とにかくベアトリーチェさんは切

れます。これは第２のゲームの夏妃の部屋の密室と理由は同じでしょう。ベアトリーチェさん

は戦人さんと恋が成立していないのに、恋が成立してルンルン気分の紗音、お前の態度が気に

入らない、という事です。 

 

まずは軽く連鎖密室の状況を確認しましょう。１階の客間で紗音の死体と紗音のマスターキー、

２階客室の鍵が発見されます。当然この２階客室の鍵の存在から、２階客室へ向かいますね。

すると２階客室で熊沢の死体が発見されます。密室で内部より熊沢のマスターキーと３Ｆ控室

の鍵が発見。このよう連鎖的に６つの部屋が全て密室になっており、密室内部に全て鍵が閉じ

込められているという状況でした。３階控室で郷田、２階貴賓室に源次、ボイラー室に金蔵、

礼拝堂に嘉音、このような順番で密室が構築されています。ポイントなのは金蔵さんのいらっ

しゃるボイラー室です。ここに閉じ込められていた礼拝堂のキーですが、第２のゲームでこの

ような赤字があります。「礼拝堂の施錠は礼拝堂の鍵以外では開錠不可能」つまりですね、紗音

さんが最初に死体を発見され、一同が２階に行った隙に礼拝堂に移動する訳ですが、施錠をし

てしまっていると、その開錠のためのキーが金蔵さんのいるボイラー室に閉じ込められている

ため、中に入れなくなるのです。なので、礼拝堂の扉は事件日の朝の時点で開いていた可能性

が高いです。つまりは礼拝堂は最終的に内部から密室構築しなければならない訳ですね。嘉音

さんの担当でしょう。重要なのは南條さんの検視が嘘だという点で、この嘘の検視により、紗

音さんと嘉音さんは死んだふりが可能になっているのです。紗音さんと嘉音さん以外の部屋は

普通に殺して鍵を残して、紗音さんの鍵で施錠します。ポイントは紗音さんのいる１階客間と

嘉音さんのいる礼拝堂ですね。部屋の配置を工夫していますので、最初に外から死体が確認可

能な紗音さんの部屋が発見される想定です。最初に紗音さんの部屋が確認され、一同が次の部

屋に行ったスキに、紗音さんは礼拝堂に移動します。そして嘉音さんとして死体を演じます。 

 

トリック的にはそのような事になる訳ですが、ゲーム盤の後半、扉に８ケタの文字が書かれま

すね。07151129 です。これ、ヤスさんが黄金を発見した１１月２９日と、戦人さんの誕生日

７月１５日の組み合わせです。犯人にしか知りえない情報が後半に出てくる訳ですから、当然

生存してる訳です。しかし、連鎖密室で紗音さんと嘉音さんは死亡が赤字宣言されています。
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という事はもう一人ヤスさんの肉体内部に人格が存在しないと、後半にこの８ケタの文字を描

く人物がいなくなるのです。さらに、碑文を解いた絵羽さんに、逃げ道を教える人物も必要と

なります。ベアトリーチェ犯人説というのは、こういう部分とも関連しているのですね。 

 

・連鎖密室の存在意義 

非常に重要なお話を一ついたします。この連鎖密室ですが、メタ世界の方のベアトリーチェさ

んにとって非常に重要な意味があります。ベアトリーチェさんは戦人さんに約束を思いだして

ほしい。しかし、戦人さんにとっては約束とは、紗音さんとの約束な訳です。ベアトリーチェ

さんなんか関係ありません。実際はベアトリーチェさんは紗音さんと同一人物な訳です。しか

し戦人さんは別にベアトリーチェさんを紗音さんだとは思っていません。という事は、仮に戦

人さんが事件の真相に至り、トリックの嘘の意味が分かったとしても、その紗音さんとの約束

をベアトリーチェさんが思いだすように要求する意味が分からなくなるのです。ベアトリーチ

ェさんの目的は自分と戦人さんの恋が成立する事です。第６のゲームで明確におっしゃいまし

た。「あなたと一緒になりたくて生みだした物語です」と。という事はベアトリーチェさんにと

っては戦人さんに「ベアトリーチェ＝紗音」だと気付いてもらう事が必須になって来る訳です。

そのための手段の一つがこの連鎖密室、なのです。連鎖密室の目的は「島の中に同一人物がい

る事を知ってもらう事」です。ですから、こういうややこしい手順で解かなければならない密

室をわざわざ配置しているのですね。 

 

この連鎖密室とベアトリーチェさんの目的は南條殺しでも関連します。南條殺しの犯人はベア

トリーチェさんですが、犯人がベアトリーチェであるという解法は連鎖密室で死亡しなかった

人物がいる、という発想が前提にあります。つまりは、連鎖密室で同一人物としてトリックを

実行した紗音と嘉音、この２名の他にもう一人いて、その人物が南條を殺している。そして、

それがベアトリーチェである。ここに至ってもらう事で「紗音＝ベアトリーチェ＝約束」とい

う構図が成立する訳です。ここまでやって、やっとベアトリーチェさんの恋が叶う可能性が出

てくるのですね。連鎖密室の存在意義はそういう事なのです。 

 

【第二の晩 薔薇庭園での楼座・真里亞殺害】 

第二の晩の薔薇庭園での楼座と真里亞殺害ですが、これはウィルが言っていましたね。語られ

し最期に、何の偽りもなしと。状況から提示された情報を見てみましょう。絵羽が碑文を解き

ますが、楼座さんも遅れて解きました。私は、あぁ碑文解かれてお金の問題解決したなぁと思

ったのですが、絵羽さんと楼座さん言い争いを始めましたね。碑文を解いた事実を皆に知らせ

る、知らせないで揉めていました。欲深な人は死にますよ！！絵羽さんが疑心暗鬼になってい

る様子が描写されます。こういう部分を見ると、犯人は絵羽さんなのでしょうね。楼座さんと
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バラ庭園で言い争いをしてたのでしょう。「何なのよアンタ！」とか言って楼座さんを突きとば

したら、柵にささって死んでしまった。真里亞さんが泣き喚いたので絞殺。まぁそういうよう

な事が起こったのでしょうね。この時に秀吉さんが部屋でタバコを吸っていた事実が判明しま

すね。部屋で絵羽さんが寝ていたのならタバコを吸うのはおかしい。絵羽さんは部屋を抜け出

していたのではないか？霧江さんはそのような推理をされました。これが次の殺人に繋がるの

でしょうね。 

 

【第四・五・六の晩 屋敷での留弗夫・霧江・秀吉殺害】 

さて、第四・五・六の晩の屋敷での留弗夫・霧江・秀吉殺害ですが、死因を見てみましょう。

留弗夫さんは屋敷のホールで、額を杭状の凶器で貫かれて死亡した、とあります。致命傷です

ね。頭ですから。霧江さんは腹、秀吉さんは胸です。状況から推測できるのは、霧江さんと留

弗夫さんは秀吉さんに絵羽さんの事を確認しようとしていた事です。部屋を抜け出してたんじ

ゃないの？つまりは楼座と真里亞を殺したの絵羽さんじゃないの？と。ビンゴ！グッドです！

正解でした！殺人の汚名を着せられ、なおかつビンゴでしたとなると、ここに殺意が生まれる

可能性があります。おそらくは秀吉さんは留弗夫さんと霧江さんを射殺したのでしょう。しか

し、腹に銃弾を受けた霧江さんが致命傷でなかったため反撃された。結果秀吉さんの胸にあた

り、秀吉さんは死亡です。ここは犯人を絵羽さんに想定するのも可能ですし、こっちも可能性

が高いのではないですか。玄関先で蔵臼さんたち夫婦が留弗夫さん達の帰りを待っていますの

で、絵羽さんは玄関から抜け出す事はできません。出るとしたら自室の窓ですか。しかしです

ね、蔵臼さん達に部屋を覗かれるとアウトという部分や、そのそも窓に関する手掛かりがない

事から、絵羽さんが犯人だった説は根拠構築がぼやっとします。私は絵羽犯人説を押したいで

すが、恐らくは秀吉さんなんでしょう。 

 

【第七・八の晩 蔵臼・夏妃殺害+譲治のゲストハウス失踪】 

第七・八の晩の蔵臼・夏妃殺害ですが、死因が絞殺なのですよね。銃じゃありません。という

事は、銃声を聞かれる可能性があった、という事でしょう。ウィルの推理は「明白なる犯人は、

無常の刃を振るいたり」ですね。ということは絵羽さんですか。ゲストハウス一階には絵羽・

蔵臼・夏妃さんがいましたし。この場面の前後、絵羽さんがコーヒーを入れますね。そして絞

殺をする。という事はこのコーヒーに睡眠薬を入れたのでしょう。ゲストハウス内では銃声の

問題があるので絞殺。その後東屋に死体放置ですね。さて問題はこの時間帯前後にゲストハウ

スから消えた譲治さんですが、この譲治さんは最終的に屋敷で殺されますね。では譲治を殺し

たのは誰なのか。ゲストハウス外で探偵の確認できない場所で殺されてます。これは生き残っ

ているベアトリーチェさんでしょう。彼女が殺した。これは恐らく事件が第９の晩に達してし

まったからなのだと思われます。この第３のゲームでは碑文が解かれますが、第一の晩の時点
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で紗音さんが死亡していますね。これとよく似た状況が実際の六軒島でもありました。碑文が

解かれたのに、譲治が死亡してしまいました。 

 

碑文が解かれるという奇跡はヤスという少女の恋に決着をつけるためのルーレットの目です。

彼女のルールとして、碑文が解かれると事件を中断し、戦人さんが事件の真相から約束を思い

出す手段を中止します。つまり、８６年に事件が起こらなかった場合と同様な状態に戻す事を

意味します。これは紗音さんの勝利条件なのですね。碑文が解かれると紗音さんは自分の恋を

叶える権利を手に入れます。ベアトリーチェさんの勝利条件は戦人さんが碑文殺人の真相に至

る事です。第３のゲームは碑文が解かれましたが、紗音さんが死亡してるために全く意味がな

くなっているのです。これはメタ世界のベアトリーチェさんが対戦相手である戦人さんに約束

を思いだしてもらうために出題してるのが理由なのでしょう。メタ世界のベアトリーチェさん

にとって、駒の紗音さんの恋を叶える意味なんてありませんからね。だから、碑文が解かれて

も、紗音さんの恋が成立しなくなってしまってるため、事件を起こす根本的目的が達成されて

いないのです。だから、最終的な皆殺しの部分に行くために事件続行されるのですね。 

 

・黄金郷という概念の欠点 

黄金郷というのはあの世の概念ですが、一つ欠点がございます。それは黄金郷で恋を叶えるに

は恋人が両方あの世に行かなければなりません。それはそうでしょう。片方生きてたら、あの

世にパートナーが来ない訳ですから。紗音さん死亡していますね。という事は紗音さんが恋を

黄金郷で叶えるには譲治にも死んでもらわないといけません。真犯人ベアトリーチェが譲治を

殺しているのはそういう理由なのですね。あのまま放っておくと、絵羽さんが譲治を連れて生

還してしまうじゃないですか。そうなると紗音さんは一人ぼっちになります。黄金郷で。それ

の阻止なのですね。彼女の論理では。私、どうかと思いますよ！そういう理由で人を殺すの

は！！ 

 

【第九の晩 南條殺害】 

さて、南條殺しですが、トリック的な部分はもう話しましたが、ここ一つ重要なポイントがご

ざいます。エヴァさんが物凄い量の赤字を宣言されましたね。あれをまずは丸ごと無視します。

誰が死んでて誰が生きてるのかだけ分かればそれでよろしい。「赤字に抵触せずに構築可能な推

理」というのは、ミステリーに挑むにあたっては最低限満たすべき部分であり、ここにさらに

絞り込み要素を付けたしていかなければ、解法分散が発生します。つまり、特定不能、という

状態です。南條殺しでは、ベアトリーチェさんが自ら赤で真相を語られましたね。結果として

彼女は魔女ではいられなくなってしまいました。よく考えるとこれは原因がよくわかりません。

魔女が魔女で居られなくなる理由とは何でしょう？魔女の存在を自ら否定したため、魔女の姿
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を失う、という論理は、おそらく２ケースの想定が可能でしょう。魔女のゲーム盤で魔女は一

つでも謎を守ればいい。逆に人間サイドは全てを人間で説明しなければなりません。という事

は、南條殺しを語るとゲーム盤の謎がすべて人間で説明されてしまうケースを想定します。こ

のため、ベアトリーチェさんは魔女で居られなくなった。この論理を譲治で考えましょう。南

條を譲治が殺した。では全ての謎が解明された状態になったのか。連鎖密室が未解明のため、

この論理は通用しません。 

 

という事は可能性として考えられるのは「南條殺しの犯人の正体そのものが魔女の否定に繋が

る」という論理です。これはベアトリーチェ犯人説とガッチリ整合性が取れます。これが正解

でしょう。ベアトリーチェとは紗音さんや嘉音さんの肉体を使っている一つの人格であり、肉

体的には人間である。なので南條殺害が可能だった。このような事を赤で語ってしまうと、そ

りゃあ魔女ではいられないでしょう。この部分ですが、いやぁちょっと私感動した出題者さん

の手掛かりがありまして。物凄い最強の手掛かりの提示がされてます。フェアプレイ精神ここ

に極まれり、という感じで非常に感服いたしました。凄い。では抜粋しましょう。 

 

「もし戦人が約束を破り、それをこっそり盗み聞いたなら。……たちまちの内に戦人は、ベア

トとのゲームの勝者となり得るだろう。……この島の全ての謎を理解し、全ての魔法とトリッ

クと、密室と呪いと祟りと伝説と、…怒りと悲しみの物語全てを理解するだろう。しかし、…

…それを知るのは、戦人が自らの手で真相に至った時だけなのだ。そう。…ベアトリーチェは、

……その真相に、戦人が自ら至ってくれることを、最初から願っている。それは、教えられて

至るのではない。戦人が自らの力で、たどり着かなくてはならない真実。」 

 

これもう真相じゃないですか。多少ぼかしてますけど、これはもう真相でしょう。戦人さんに

自ら真相に至ってほしい。それがベアトリーチェさんの目的であり、南條殺しを語ったベアト

リーチェさんの赤字は、全ての真相に繋がっている。この一文によって、今までの推理が推測

から確信に変わる瞬間があります。それが推理の物凄く楽しい瞬間なのですね。 

 

・魔女の姿を失ったベアトリーチェさん 

ベアトリーチェさん魔女じゃなくなっちゃいましたけど、どういう理由で元の姿に戻ったので

しょう。この辺の伏線も凄いですね。 

 

「いいや、魔法だったぜ。お前は確かに、黄金の魔女だった。お前自らが否定しようとも。俺

が認めてやるよ。“お前は確かに黄金の魔女だ”」 

戦人がその言葉を口にした時、真黒だった世界にぽっと一粒。小麦の種のように小さな黄金の
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一粒が眩しく光った。それは……小さいけれど力強く黄金色に輝く。 

 

黄金の真実によって、戦人さんに魔女だと認めてもらった。このため、魔女の姿を取り戻した

のですね。実はこの黄金の真実というのは物語全体を見る場合に「魔法の定義」という意味で

非常に重要な伏線です。ここがこの物語の核と言ってもいいかもしれません。事件部分の意味

では、黄金の真実とは犯人側が結託してついている嘘の事ですけども、物語全体としては「真

実を幻想で優しく包み込んであげる事」なのです。嘘によって。ベアトリーチェさんは本当は

魔女ではないのかもしれません。しかし、戦人さんは言いました。いいや、お前は魔女だと。

それは真実ではないのかもしれませんが、ベアトリーチェさんの気持を考えれば、魔女だと認

めてあげるのが正解でしょう。それが優しさという物です。黄金の真実の本質は、このような

「辛い真実」を幻想という温かな解釈で包み込む事を意味するのですね。例え嘘ではあっても、

幸せを追求するためには大事な事だと。そういう意味合いが物語全体にございます。 

 

ちなみに私は真里亞さんの信じていたキャンディーの魔法の正体を暴き、ハラワタを引きずり

出しました！！魔法なんてある訳がないじゃないですか。それはそれ、これはこれです。まっ

たく悪びれるつもりなし！（どーん） 

 

さて、第３のゲームはこれで終わりですけど、ラムダデルタ卿マジ切れしてましたね。「あんた

勝つ気あるの？」と。ベアトリーチェさん魔女を認めてもらえる場面でちゃぶ台返しをしまし

たからね。戦人さんが推理の結果として真相に至ってくれる可能性を信じたかったのでしょう。

あそこで終わりにして妥協する訳にはいかなかった。しかし、あれのせいでラムダデルタ卿に

真意がバレてしまった気がしますね。アンタ本当は勝っても負けてもどうでもいいんじゃない

の？と言われてましたし。 

 

物凄くメタな事を言いますけど、基本的に「私ヱリカがそう思う」ってだけの推理ですからね。

ただのＯＳＳです。ご自身の推理は大切にしてください。 

 

・情報ソース問題は実は解決済み 

マニアックな推理なのかどうかは分かりませんが情報ソース問題というのがあるでしょう。そ

のようなマニアック推理は最終的にもちろん手を出す訳ですけども、そういうのは基本的に８

つのカケラの基本的な謎を解いてから手を出す、ボーナスステージなのだと思うのですよね。

情報ソース問題は解決済みなのですが、例によって根拠構築に問題がございます。よって確定

推理ではなく、ただの仮説の一つなのですよね。しかし、一つの仮説により説明方法が構築で

きるのは推理の楽しい所ですね。私は仮説を量産し「さぁこの中のどれかなぁ」というのが好
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きなのですけど、これは数を用意できない推理対象というのが何か所があります。そこが怖い

のですよね。正解を構築できなかった可能性が上がる気がして。気持ちの問題なんでしょうか

これは。 
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古戸ヱリカのＥＰ４推理の章 

 

・出題者の本気 

さて、いよいよベアトリーチェさんのゲームも最後ですね。第４のゲームです。第４のゲーム

は色々と考えるべき謎の物量が多すぎて、出題者が探偵を本気で殺しに来てるのが分かります。

分かりますが……全部の謎を解く！！それがこの探偵古戸ヱリカです！！全力で行きますよベ

アトリーチェさん！！ 

 

・ゲストハウスに引きこもる無能探偵 

第４のゲームは探偵さんがずっとゲストハウスに閉じこもってしまっていて、客観的な真実が

非常に分かりにくいですね。さすが無能な戦人さん！別にベアトリーチェさんじゃなくても、

私が罵倒ならいくらでもしてあげますよ。主観を保証された探偵がゲストハウスで引きこもる

なんてこの無能ッ！！しょうがないのでせめて戦人さんが確認した客観的な事実から考えまし

ょうか。まったくあの人は何を考えているんだか。 

 

・魔法観測の複数証言 

ゲストハウスに郷田さんと熊沢さんがいらっしゃいますね。金蔵さんが魔法によって皆殺しを

始めたとか言い出して。金蔵さんは何度も言いますがゲーム開始前に死亡しています。目撃不

可能。それを目撃したと主張する時点で嘘という事です。さて、郷田さんと熊沢さんは嘘をお

っしゃるのはそれはそれで結構ですけど、その内容に「魔法」というものがありますね。これ

は奇妙です。金蔵さんが殺人をやった、ではなく、魔法で殺し始めた。このような主張は他の

方もおっしゃいます。電話をかけてきた霧江さんですが、戦人さんに金色の糸のようなものに

襲われるとおっしゃってましたね。魔法なんて存在しません。それを主張した時点で嘘ですが、

複数の人間が魔法を主張する。それを探偵が確認しています。あっはっは！これはこれは。真

相をあっさりとばらしてしまって皆さん馬鹿も極まると滑稽を通り越して哀れですよ。魔法と

いう共通認識を持って嘘をおっしゃる。それは狂言殺人だと言う事です。みなさん演技をして

おられます。そう。第４のゲームのポイントは狂言殺人なのですね。探偵である戦人さん、彼

を狂言というお芝居で騙してやろうというような趣旨でみなさん魔法を主張し、殺人が起こっ

たうんぬんと騒いでいるのですが、この裏で真犯人ベアトリーチェさんは本当に殺害を実行し

ています。つまりですね、非常にややこしい話ですが「狂言殺人」と「本当の殺人」が同時進

行してるゲームなのですね。これはハッキリ言います。犯人さん物凄く大変ですよ！！ 

 

・第４のゲームの実行難易度の恐るべき高さ 

ちょっと非常にまじめな話をしますけども、この狂言殺人を前提にしているゲーム盤では３つ
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の視点で物語を見なければいけません。まず推理をする側である探偵サイド。戦人さんですね。

そして殺人を犯す犯人サイド。ベアトリーチェさんと殺人の共犯者さんです。狂言殺人が絡む

ゲーム盤ではここに新たに「純粋な狂言だと思って参加してるグループ」というのが加わりま

す。これは真犯人ベアトリーチェさんの殺人に協力しているのではないのです。あくまでも人

が死なないお芝居に協力してるのです。殺人と一切関係がありません。真犯人ベアトリーチェ

さんは表向き狂言に参加してくれる人達の裏で実際に殺人を犯して行く訳で、要はですね、真

犯人は探偵サイドと狂言参加サイド両方を騙さないといけないのです。考えてもみてください。

蔵臼さんゲストハウスに電話なさいますね。金蔵さんに閉じ込められたとか言って。あの蔵臼

さんに朱志香が本当に殺された事実が伝わるとどうなると思います？当然ですが蔵臼さん狂言

どころの話ではなくなります。狂言のつもりだったのに実際に殺人が起こっている。娘を殺し

たのは一体誰だ！！そう騒ぎだすでしょう。こういう事態が発生するとですね、探偵サイドが

何もしていないのに、勝手に狂言である事が判明してしまいます。 

 

勝手に真相がバレるミステリーほど馬鹿馬鹿しいものはありませんよ。そういう事情があるの

で、ベアトリーチェさんは狂言参加者に殺害がバレないように事件を進行させなくてはなりま

せん。時間が長引けば長引くほど殺人が発覚するリスクは高くなっていくでしょう。例えばで

すね、第一の晩で食堂で６名殺しますね。つまりはもうベアトリーチェさんにとっては食堂を

狂言参加者に覗かれただけでもうアウトの訳です。終了です。あとは「誰が殺したんだ狂言の

はずなのに！」戦人さん「な、なんだってー！狂言だったのかー！！」の必殺コンボが来ます。

だから、この第４のゲームは事件が４日の２２時から２４時までという、非常に短時間で終わ

っているのですね。早技殺人でなんとか切り抜けたベアトリーチェさんの手際は、正直素直に

凄いと思いますよ私。綱渡りもいい所じゃないですかこれ。 

 

・今回の魔女の手紙は金蔵さんが真里亞さんに渡したらしいです 

真犯人サイドですがベアトリーチェさんは例の如く手紙を出しましたね。魔女の手紙です。今

回不思議なのはこの手紙を楼座さんがこういう風に証言してるのです。「真里亞が手紙はお父様

にもらったというのよ」金蔵さんは死んでますので、渡せません。あの手紙はベアトリーチェ

さんが犯人として出しますので、まぁベアトリーチェさんが「金蔵から真里亞にだ」とでも言

って渡した結果、真里亞さんがこのような事を言ったのかな、とは思いますが、まぁそんな感

じでしょう。 

 

・殺害担当の共犯者特定 

問題は共犯者なのですが、幻想描写はほとんど嘘ですけども、流れとして完全に無視していい

のかは疑問があります。つまり、朱志香と譲治などの同時進行で殺害されているような描写は、
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そのまま犯人サイドが別々に殺しているのではないか？という事です。つまり、殺害を担当し

ている共犯者が誰なのか、という部分ですが、手掛かりが少なすぎて特定できません。多少推

測が混じってしまうのが非常に悔しい限りですが、それでも絞り込みをしましょう。事件の中

で死体をよく見ると、２種類の死体がありますね。顔を吹っ飛ばしている死体と、ただ穴があ

いているだけの死体です。真犯人ベアトリーチェさんですが、最後紗音さんが井戸の近くで顔

を吹っ飛ばされた状態で見つかりますね。という事は最後にベアトリーチェさんが自殺する際

に使った銃は顔を吹っ飛ばすタイプだったという事になります。つまりは、可能性として顔が

吹っ飛んでいる死体はベアトリーチェが担当してる可能性があります。では穴があいている死

体は何なのか。もちろんベアトリーチェさんが違う凶器で殺してるだけなのかもしれませんが、

そう考えると絞り込み要素が完全になくなりますので、仮説として、穴があいてる死体は共犯

者が担当している、と考えましょう。注目は朱志香と譲治です。朱志香は顔を吹っ飛ばされて

いる。という事はベアトリーチェさん担当でしょう。譲治は穴があいているだけ。顔は無事で

す。という事は共犯者さん担当でしょうか。共犯として譲治を絶対に殺害不可能な人物。それ

は絵羽と秀吉でしょう。そもそも子供の親が殺人を担当すると考えると、自分の子供も殺され

る可能性が否定できなくなります。結果裏切りのリスクが出てきます。つまり子供の親が殺人

の共犯である可能性は低いのではないでしょうか。 

 

何だか確定推理ができないので非常に悔しいですが、第４のゲーム盤はそういうゲーム盤です

ので、完全特定はさすがの私も無理です。倉庫で首つりをしていた郷田さんと熊沢さんですが、

ロープに余裕がある状態で額を撃たれて死んでいましたね。つまりは狂言のお芝居として首つ

り死体を演じていたら、真犯人に本当に殺された、という状態でしょう。彼らは第一の晩の後

ゲストハウスに行き、その後探偵の監視下にありました。その後倉庫に閉じ込められる訳です

から共犯ではないでしょう。九羽鳥庵に閉じ込められた、と主張するグループは、あの方達は

狂言の方の魔法殺人のお芝居担当なのであのグループに共犯者がいると、あのグループから抜

け出す言い訳を考えなければならなくなります。そしてそのような伏線は存在しません。確実

とは断言できませんが、彼らも違う可能性が高い。つまりは殺人の共犯者は最初の食堂で殺さ

れた６人の中にいる可能性がかなり高い訳です。夏妃、留弗夫、楼座、絵羽、秀吉、源次です

ね。この中で子供の親ではない人物。源次ですね。可能性として一番高いのは源次が殺人の共

犯として「穴があいてるだけの死体殺害担当」という事でしょう。手掛かりから、かろうじて

構築可能な推理は私としてはこれが精一杯です。これ以上は無理です。ではこのような前提に

基づいて考えて行きましょう。 

 

【第一の晩 食堂での６人殺し】 

第一の晩の食堂での６人殺しですが、金蔵さんが魔法で殺したというのはもういいですね。嘘
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です。ベアトリーチェさんと源次で留弗夫、絵羽、秀吉、楼座、夏妃の５名を殺害します。霧

江達５人の九羽鳥庵にいたとされるメンバーは、この食堂の殺人の前にあらかじめどこか別の

部屋に移動させられたのでしょう。狂言の方のお芝居担当として、殺害現場から引き離してお

く必要があります。殺害が彼らにばれてはまずいですからね。 

 

・ゲストハウスに逃げてきた郷田さんと熊沢さん 

ゲストハウスにいらっしゃった郷田さんと熊沢さんはシナリオ通りに園芸倉庫へ隔離されます。

蔵臼さんたちとそういう打ち合わせがあったのでしょう。この方達は狂言をやっているだけで

すからね。倉庫内で長めのロープで首つりの死んだふりをします。あとで「実は生きてました」

とやるつもりなのでしょう。 

 

【第二の晩 譲治・朱志香の殺害と園芸倉庫の熊沢、郷田の殺害】 

さて、電話で呼び出された朱志香さんと譲治さんですが、ゲストハウスに朱志香さんは電話を

なさってますね。相変わらず魔法を主張されますので、朱志香さんはどこかの時点で狂言に参

加したはずなのです。おそらくは、電話で呼び出された時に狂言である事をバラされ、参加す

るように言われたのでしょう。朱志香さんは顔が吹っ飛んでますので、ベアトリーチェさんが

担当したのだと思われます。譲治さんは穴があいているだけなので、源次さん担当でしょうか。

正直な話、第４のゲームは「狂言だった。魔法なんて嘘だった」に気付けばいいだけで、その

先の今私が考えているような部分は本来推理対象ではない気がするのですよね。推理する手掛

かりが少ないのがどうも奇妙ですし。赤字も極端に少ないです。 

 

正直殺害の順番もどういう順番で殺害しているのかよく分かりませんね。倉庫の熊沢さんと郷

田さんは、どこかのタイミングで殺されたのでしょう。この倉庫の密室は解法が二つあります。

郷田の死体から出てきた鍵は偽物であり、実際は犯人が本物の鍵を持っていたという鍵のすり

替えトリック。もうひとつは、小窓から源次さんがライフルで、首つりを演じている二人を狙

い撃ちするという物ですが、どちらも色々と問題があります。前者の場合、そもそも偽プレー

トに騙されずに、戦人が本物の鍵なのかどうか、鍵穴に入れて確かめた場合はどうするのか、

郷田に鍵を渡さず、戦人がゲストハウスに鍵を持ちかえってしまったらどうするのか、そうい

う問題があります。後者の場合は小窓から二人を狙い撃ちするのは可能なのかどうか、一応地

の文で「銃撃は可能」と出ていますので可能ではあるのでしょうが、それにしたって曲芸のよ

うな方法になりますね。このどっちかでしょう。ぶっちゃけどっちでもよろしい。人気の説は

鍵のすり替えでしょうか。 
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【第四・五・六・七・八の晩 南條、蔵臼、紗音、嘉音、霧江の殺害】 

さて、続いて第四・五・六・七・八の晩の南條、蔵臼、紗音、嘉音、霧江の殺害ですが、やっ

と赤字が出ましたね。「嘉音は死亡している。霧江たち５人の中で、一番最初に死亡した。つま

りは、９人目の犠牲者と言うわけだ。」嘉音さんは９番目です。最初の食堂で５人、次に朱志香

と譲治で合計７人。あと一人殺した次に嘉音さんが死亡です。この辺はもうわかりませんね。

郷田、熊沢、譲治、朱志香、この辺の人物の殺害の合間に嘉音を組み込めば成立しますが、特

定不能です。このゲーム盤で杭がささっていない方というのが存在しますね。例えば南條です

が、屋敷の裏手で死んでいたこの南條は、杭がそばに落ちてただけでささっていません。かと

思えば蔵臼さんはささっている。これは出題者の情報提示でしょう。今までのゲーム盤では杭

のささっている箇所で第～の晩という判別ができました。しかし南條にはささっていないとい

う事は、「実際の殺害順序と幻想描写が異なる事の示唆」なのでしょう。南條は第四・五・六・

七・八の晩のどれかという事になっていますが、実際は第９の晩に相当するのかもしれません。

郷田と熊沢の殺害を譲治朱志香殺しの前後に組み込む事で、順番がずれていく訳ですからね。

その辺の事情と関連性があるのでしょう。 

 

霧江さんは穴があいているだけの死体なので源次さん担当と考えます。ゲストハウスに例の金

色の糸がうんぬんという狂言を演じてる最中に、源次さんが銃で殺害です。南條と蔵臼は頭が

吹っ飛んでますからベアトリーチェ担当。屋敷の裏手で殺します。紗音はよくわかりませんね。

どこかのタイミングで人格を殺したのか、それとも最後にベアトリーチェが自殺する際に同時

に死んだのか。どっちかでしょう。共犯者の源次さんですが、最終的に食堂で戦人さんが死体

を確認されてますね。頭部半壊だそうですから、これもベアトリーチェ担当でしょう。あらか

た殺し終わった後に、共犯者の源次は用済みになりましたので殺しました。まるで人をゴミの

ように殺して回りますねベアトリーチェさんは！！ 

 

【真里亞の殺害と犯人の自殺】 

真里亞さんは毒殺でしょう。この後バルコニーで戦人さんと約束に関するやりとりをし、最後

にベアトリーチェさんは井戸で自殺します。これは第２のゲームの夏妃の部屋の密室と同じト

リックで凶器を処分してますね。おもりを井戸の中に垂らして、それを銃に繋げて発砲します。

井戸に銃が落ち、凶器が消える訳ですね。 

 

事件部分を推理してみましたけども、正直ですねここまで推理する必要はないのだと思います

よ。狂言だった。魔法なんか無かった。そういう「嘘」という要素に気付くためのベアトリー

チェさんのゲーム盤の総仕上げなんでしょうし。嘘に気付けばＯＫみたいな事だと思います。 
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・当主テスト 

さて、第４のゲームでは当主テストというものが出てきましたね。「以下の２つを得るために１

つを捨てよ。１．自分の命、２.（愛する者の）命、３．それ以外の全員の命」これは私は戦人

さんにだけしか出題されていないと推理します。朱志香さんと譲治さんは幻想描写の中では出

題されていましたが、実際に犯人が殺人を行うミステリーの物語の中で、仮に「自分が生き残

る」という選択をした者が現れた場合犯人はどういう判断をするのか、という問題が出てくる

からです。ベアトリーチェさんの事件は戦人さんへの約束の確認が核です。その奇跡が達成さ

れない場合は爆弾によって皆殺しというリスクを設定しています。このリスクは第２のゲーム

でも推理した通り、奇跡を叶えるためのリスク設定ですから事件で必須です。生き残るという

選択をされても非常に困ります。つまりは、実際には出題どころかいきなり殺害されている可

能性が高いのではないでしょうか。実際には戦人さんにしか出題されてないのでしょう。これ

は我々探偵へのミスリードでしょう。我々はこれを見て「どれを選択するのか」という部分に

視点が行きますが、実際のベアトリーチェさんの目的は「愛する者」の所に戦人さんが誰の名

前を入れるのかというのが最大の論点なのでしょう。仮に戦人さんに既に彼女がいたりすると、

もうベアトリーチェさんとしては事件を起こす意味が完全になくなります。愛する者が誰なの

か。これは絶対に確認したいはずです。しかしですね、戦人さんにだけ「誰が好きなの？」と

聞いてしまうとあまりにヒントとして直接的すぎます。だから、こういう手段で本当の意図を

隠蔽してるのでしょう。しかし、まぁ何とも空気のよめない男ですね。戦人さんふざけてベア

トリーチェと答えました。これイラッときますよね。ベアトリーチェさんあそこでマジ切れし

なかったのが不思議です。何とか耐えました！ 

 

・探偵が魔女を観測 

バルコニーで戦人さんが目撃したベアトリーチェですが、探偵が主観で確認しています。第一

のゲームの最後と同様ですね。つまり、ゲーム盤に魔女が普通にいる可能性が探偵の客観的視

点で保障された訳です。誤認の可能性がありますが、南條殺しの部分の推理なども考えると、

いる、というのが妥当でしょう。 

 

・右代宮戦人の罪とは 

さて、ベアトリーチェさんは戦人さんに約束を確認しますが、覚えていませんでしたね。右代

宮戦人の罪という赤字がありますが、非常に重要なのは厳密に言うとこの罪というのは「約束

を破った事」ではありません。第７のゲームでクレルが言いますけども、「それを覚えてすらい

なかった事」なのですね。つまり思いだした場合はセーフなんです。ベアトリーチェさんは約

束を思いだしてもらうためのメッセージをこれまでのゲームに込めてきました。事件の嘘、犯

人の正体、ここからホワイダニットに至って欲しい。約束を思いだして欲しい。それが目的だ
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ったのですね。しかし戦人さんは約束を覚えていなかった。失望したベアトリーチェさんはや

る気を完全に無くします。今まで事件に込めたメッセージに気付きすらしなかった。この原因

は戦人さんがベアトリーチェさんの事件を私のような「ミステリー」として考えていないため

です。 

 

・アンチファンタジー的推理法 

彼はアンチファンタジーとして挑んでしまった。アンチファンタジー。魔女を否定する理屈な

ら何でもアリという最悪の思考です。彼が第４のゲームの最後で無茶苦茶な推理を連発しまし

たね。小型爆弾うんぬん。未知のトラップＸ。未知の人物Ｘ。事件の核である嘘に至る事ので

きない思考法です。ベアトリーチェさんはあれをどんな気持ちで受け止めたのでしょう。決し

て彼女の真相には至れない思考法をぶつけてくる戦人さんをどう思ったでしょうか。心が折れ

たのではないですか。もう殺してくれ、といいますね。無限に引き分けを続けるのは可能かも

しれないけども、そこに彼女の目的達成はありません。彼がアンチファンタジーで挑む限り。

こんなのが無限の魔法なのかぁ、悲しいなぁと言っていましたね。完全に心が折れています。

ベアトリーチェさん。ミステリーとして挑む事。それが彼女の心に到達するためのスタート地

点だったのですね。彼はまだそのスタート地点にすらいませんでした。 

 

・ベアトリーチェの心臓は２つ存在します 

ベアトリーチェさんは最後に心臓をさらしますね。彼女は両手を上に掲げます。すると光が集

まってくる。しかし、右手から光が消え、右手を下ろします。左手を掲げたまま「私はだぁれ？」

という出題がされますね。爆弾です。この時光を失って下ろされた右手ですが、ラムダデルタ

卿がここに触れていました。「右手を下ろしたの気付いてた？あの子はまだどぎつい奥の手を隠

しているわよ」と。第６のゲームでもフェザリーヌ様がおっしゃいますね。「ベアトリーチェの

心臓を使えば何とかなるかもしれない」と。これがこの、光を失って下ろされ隠蔽されたトリ

ック。同一人物トリックなのです。そういう意味合いがあるために「私はだぁれ？」なのです

ね。爆弾というのはその通りですが、「戦人さんにゲームを挑んでいたベアトリーチェとは誰だ

ったのですか？」という右手に関する意味合いもある訳です。ベアトリーチェは紗音であり、

嘉音である。そういう意味なのですね。深いです。 

 

・さくたろう復活の魔法 

さて、第４のゲームで物語全体の核となる部分の謎が出題されました。さくたろう復活の部分

なのですが、ここの物語的意味合いを推理しましょう。さくたろう自体は赤字で「魔法で蘇ら

せる事はできなかった」とありますので、量産品だったのだと推理できますが、大事なのは縁

寿さんが言ったセリフです。ベアトリーチェさんは最初「魔法の訳がない！」と言っていまし
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たが、赤で「楼座が娘の誕生日のために作った、世界でたった一つの」の先を宣言できなかっ

た事で察しますね量産品だったのだと。ここで縁寿さんがこういうセリフを言います。 

 

「それが魔法の根源よね。愛が無ければ、悲しみが無ければ、怒りが無ければ、魔法は視えな

い」 

 

考えてみましょう。真里亞さんに「実は量産品だったんだよ」と真実を告げる行為は一体何を

産むでしょう。真里亞さんはさくたろうを、母親からもらった手作りの思いでのぬいぐるみと

思っています。その真里亞にとってのさくたろうの存在意義の根本を破壊する事になるでしょ

う。ですから、本当に真里亞さんの事を思うのならば、真里亞さんに愛があるのならば、真里

亞さんがさくたろうを失った悲しみ、怒り、これを理解するのならば、「魔法で蘇らせたんだよ」

と言ってあげる事の方が大事でしょう。そしてこれこそが、この物語における「魔法」なので

す。辛い真実を知っている人間が相手を幸せにするために、真実を知っていながら幻想で包み

こんであげる思いやり、それが、「魔法」なのです。戦人さんが第８のゲームを開催した理由と

も関連します。あのゲーム盤こそが、魔法、なのです。 

 

・息抜き推理しましょう。疲れました 

この物語はたまに登場人物が不可解な事をおっしゃいます。第１のゲームのお茶会ですが戦人

さんこういう事をおっしゃるんですよ。「おー、みんな『うみねこのなく頃に』お疲れさん！」

うみねこのなく頃にお疲れさん。えっ？何です？うみねこのなく頃にって。これは何の話をさ

れてるんでしょう。そういえばラムダデルタ卿と我が主が「ひぐらしのなく頃に」がどうこう

と言ってた気がしますが、微妙に似ていますね。ちょっと意味が分からないですが、これは観

劇の階層に関連してるのでしょうか。私には意味が分かりませんが、うみねこのなく頃に。と

いう何かが観劇の階層にあるのでしょうね。私が認識できない階層の事を戦人さんがご存じな

理由がよくわかりませんが、おそらく最上位執筆者と関係性があるのでしょう。つまりは、こ

の「うみねこのなく頃に」という何かしらのものが存在する階層。その視点が、この物語には

ある、という事です。手掛かりから推理可能です。そのように考える場合、色々と不可解な部

分に説明がつくのです。第５のゲームで幻想描写の説明がありますね。 

 

「第１のゲームのラストで、この物語が、メッセージボトルによって後世に語り継がれている

ことが明記されている。……誰かが事件を、物語に記した。つまりこの物語は全て、……メッ

セージボトルを執筆した人物という観測者によって、私見が含まれた世界という事になる。つ

まり、観測者は神ではない。ニンゲンなのだ。よって、その記述の真の意味での公正は保証さ

れていない。ミステリーでお約束とされている、本文は神の目線でなければならないとする前
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提が破られていることが、第１のゲームの時点で、……もうはっきりと明記されている。だか

らこそ、目撃者と同時に、観測者（執筆者）もまた、疑う事が可能なのだ」 

 

まずですね、これは作家になった縁寿さんのいる現実世界階層から十八さんを見た視点の文章

ではありません。同階層の人物同士は作家が「主観で書いている」「神の視点で公平に書いてい

る」この判別ができません。小説の世界では通常３人称の視点は神の視点とされます。そのた

め、この３人称の部分に私見が入るために嘘が許されるという幻想描写の根本的ロジック部分

が探偵からは判別不能になるのです。作家縁寿さんから見て、十八さんの偽書はこの３人称の

部分に「私見が入るという明確な特定」というのが不可能だからです。つまりは、「メッセージ

ボトルを執筆した人物の主観が含まれているため、魔法や嘘が許される」というこの説明は、

現実世界階層のさらに一つ上の階層からの視点なのです。作家縁寿さんのいる現実世界階層を、

まるで物語の世界かのように見る一個上の階層。ここから見た場合に、こういう論理が成立し

ます。つまりは、観劇の階層の視点が物語に入っているのです。これが情報ソース問題の一つ

の手掛かりなのですね。十八が把握できない情報はこの最上位執筆者の主観の可能性がありま

す。まぁこのへんは私「考察不能領域」と範囲設定してますので、本来は考察不能、趣味で考

えるべき部分だと思いますけども。根拠構築が曖昧なのですね。これ、実はずっと根拠構築に

悩んでいた最悪の謎なんですよね。仮説であればいくらでも生みだせますが、それを裏付ける

根拠構築が難しい。最終的にこの最上位執筆者を朗読者と考える事で、主観がどうこう、など

と考えていましたが、最終的に根拠がぼやっとしました。 

 

・漫画版のコンフェッションという物語 

みなさん、コミックのコンフェッションをお読みになって安田紗代さんの心に至ったかと思い

ます。かなりの心の負担があると察しますけども、探偵としてあえて考えてほしい部分、とい

うのがございます。それは「じゃあ、実際の六軒島では彼女の計画はどういう結果になったの

か？」です。本来六軒島の実際の出来事は推理的に導く難解な部分ですが、コミックの方では

明かされましたね。猫箱の中身が。では、物語で紗代さんの計画はどうなったのでしょう。そ

して、彼女はどういう選択をせざるを得なくなったのでしょう。ここを考えるのは非常に心に

負担が来るかと思います。しかし、あえて。あえて考えてみてください。彼女の心に至ったの

なら、ここを知る義務がございます。彼女の動機、そして実際の六軒島の真相。この２つの鍵

がそろったのならば、彼女の運命の結末に至れるはずです。そして、なぜベアトリーチェさん

が入水を選んでしまったのか。その心にまで至れるはずです。そこに至ってあげてください。 

 

・同一人物トリックに絡む肉体的問題 

紗音さんと嘉音さんの同一人物説は、もっと踏み込んだ部分の推理があるのですが、どうもで



81 

 

すね、論点がバカバカしいためにどうなんだろうと思いまして封印したんですよね私。探偵が

こんな下品な推理をしていいものか、と思いまして。嘉音さんがベアトリーチェさんのゲーム

盤で死体が消えるケースがある、という話を以前したかと思います。第２のゲームや第４のゲ

ーム。当然紗音さんが生き残ってる場合は嘉音さんは死体が残りませんが、これは逆でもいい

のではないか？という論点ですね。つまりは紗音さんの死体が行方不明になる、という逆のケ

ースです。これはもしかすると、嘉音さんの死体を調べられる事が真犯人にとって都合が悪い

のかなと思った訳です。例えば私が同一人物だと疑ってる状態で嘉音さんの死体を前にすると

ですね、当然死んだふりじゃないか、同一人物じゃないか、このへんの疑問を解消するために

死体を調べる訳です。当然チンコも調べます。するとですね、もしかするとチンコの有無から

トリックが判明する可能性が出てきますね。だから、嘉音さんは死体が残らないのかな、と思

った訳です。紗音さんが実は貧乳だった、というのは嘉音さんにチンコが無かったとは意味合

いが全然違いますのでセーフです。しかしですね、これはよく考えるとおかしいのではないか

と思ってきたのです。そもそも、紗音さんや嘉音さんはゲーム盤上で別人として認識される一

種のファンタジーが発生しています。探偵である私にすら同一人物に見えない訳ですから、上

層執筆者の強制力が非常に強い訳です。つまりは、紗音は紗音、嘉音は嘉音と認識される、パ

ーソナリティでゲーム盤では判別される、というものです。これを前提にする場合、嘉音さん

の死体を見た時にですね、もしかすると……その、そのですね……非常に卑猥で言い辛いので

すが、「幻想のチンコ」というものが生えている可能性があるんじゃないですか？パーソナリテ

ィで強制的に嘉音さんだと認識させられる訳ですから、人格設定としての男という部分が、肉

体的な部分まで反映されている可能性がある訳です。正直どっちなのか分かりません。私は嘉

音さんの死体を調べていませんので。チンコがあるかもしれない。無いかもしれない。どっち

でしょうね。幻想のチンコが生えているのなら、別に死体が消えなくてもいいわけですから、

無いのだろう、とは思いますが。馬鹿じゃないですよ！こんな推理も一応するんです探偵は！！ 

 

・安田紗代の近親問題と戸籍 

紗代さんは近親で悩んでいらっしゃいますけど、一つ重要なポイントがあります。それは戸籍

上彼女はどういう扱いになっているのか？という点で、血的には３親等近親関係ではあっても、

法的にはどうなんだ？という問題です。最初のイタリアのベアトリーチェさん、そして娘であ

る九羽鳥庵ベアトリーチェさん、彼女たちは戸籍上右代宮家にいる訳ではありません。金蔵さ

んに本妻がいる訳ですからね。ではそのような状態で紗代さんは赤ん坊の時期に事故にあい、

大けがをされ、最終的に福音の家に行きますが、源次さんがこの時に紗代さんをどういう風に

あずけたのかが問題になります。孤児として預けられた場合、国が人権保障の問題として新た

に本人を筆頭者とする戸籍を付与いたします。つまり、紗代さんというのは「安田」と名乗っ

ている事から分かるように、「安田紗代」という人物が筆頭者の戸籍をもっていると推測できる
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のです。右代宮家と何の関わりもございません。法的に。つまりは血的に三親等ではあっても

法的に彼女は結婚可能。つまりは、近親と分かっていながら結婚するほど相手の男が好きなの

か？という論点に最終的に行きつくわけです。どれほど真剣なのかという心の問題ですね。結

婚可能である事が、むしろ彼女の悩みになるのではないですか。相手をだます必要、あるいは

告白して理解してもらう必要がある訳ですからね。相手の理解。これは難易度高いですよ。近

親ですけど法的には問題が無いので結婚してください、と端的に言えば言うわけですから。 

 

・爆殺心中の解釈 

さて、一つ重要なお話をしようと思います。安田紗代さんが８６年に事件を起こす動機ですが、

これはコミックで明かされたと思いますが、彼女は爆弾による皆殺しを事件に組み込んでいま

すね。ここはミステリー的に伏線を読み説いていくと３つの意味合いが複合的に組み合わさっ

ており、非常に難解な部分があります。１つは描かれた通りの「黄金郷での恋の成立」です。

２つ目は現実世界目線で見た場合の「恋が叶わなかった場合の心中」ですね。問題は３つ目な

のですが、これは第２のゲームでかなりしつこく描写されていたので記憶に残ってると思いま

すが、「魔法の奇跡はリスクを負わねば叶わない」という魔法大系の思想です。戦人さんが第５

のゲームで真相に至り、このようなセリフをおっしゃいますね。 

 

ふざけるなよ、……そんなに難解な自慢の謎なら、制限時間なんて設けるんじゃねぇよ……。 

「……いいや、……わかるぜ……。それほどのわずかな奇跡の中に、……お前は祈ったんだよ

な……。……お前も、……祖父さまと同じだったんだ」 

 

グッド！実に分かりやすいです。そうです。爆弾による爆殺心中というのは、時間制限による

リスク設定なのですね。奇跡というのはリスクを乗り越えてこそ叶うものなのだと、安田紗代

さんは考えているわけです。では、彼女にとって問題になるのは一体何なのか。大きく分けて

３つあるかと思います。複数の人間に恋をしてしまった事。妊娠できない体である事。近親３

親等に当たる事。これらの問題を抱えて、紗代さんは絶望的になっているのですね。恋を諦め

るのに十分な理由です。この３つの問題点は解決策があるのか。ございます。複数の恋の並立

は乱数発生機に決めてもらう事で無理やり決着が可能でしょう。妊娠できない体である事は、

相手が受け入れてくれる事で解決します。近親３親等である事は依然語った戸籍問題により解

決できます。しかし、ですね。解決可能だからいいという話では当然ありませんよこれは。こ

れらの解決策は、一応可能性として存在するだけであって、結果として恋が上手く行くなんて

のは奇跡でもない限り無理でしょう。恋の並立を乱数発生機で決着する場合には、事件中に碑

文が解かれる、真相を暴かれる、こう言う奇跡が起きる必要があります。妊娠できない体の事

も、相手が受け入れてくれる奇跡が必要です。近親問題もそうです。いくら法的に問題が無い
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からと言って、こんな事を相手が受け入れるとは限りませんよ。これも相手が受け入れる奇跡

が必要でしょう。 

 

つまり、論理的に考えて解決策自体は存在しますが、推測として彼女の恋はまず叶わないと考

えるのが極めて現実的です。じゃあ、彼女がそれでも現実世界で幸せになりたいと思うのなら、

一体何が必要になりますか？事件計画の具体的なプランですか？違います。奇跡、です。だか

ら爆弾による時間制限設定があるのです。事件の中で碑文が解かれたって事件の謎を解いてく

れたからって、結果として恋愛が達成されない可能性もあります。でも彼女の魔法大系の核を

信じて事件を絶対の意思で実行し、その結果奇跡が起こったのならば、もしかすると本当の奇

跡が起きるかもしれません。かすかに存在する解決策が実るかもしれません。だから、それを

信じて事件を実行するのです。絶対の意思によって。誰にだって幸せになる権利があります。 

 

・コミックＥＰ７で描かれる惨劇の物語 

非常に細かい事ですけど、今回ＥＰ７コミック８巻の最後あたりを読むと、ベアトリーチェさ

んの死体が無い事に気付くと思うのですが、原作でどういう描写がされたのかを確認して見ま

しょう。絵羽さんが気絶から気が付くと、こういう地の文が出ます「傍らには愛する夫の屍。

蔵臼夫婦の屍に楼座の屍。死屍が累々と横たわる死の部屋だった」いらっしゃいませんね。絵

羽さん確認しておられません。ではそもそもベアトリーチェさんは霧江さんに撃たれた時、「死

亡した」と書かれたのか。いいえ、「魔女は口からどろりと血をこぼし」と書かれただけで生死

不明、どこを撃たれたのかも分かりません。さらに留弗夫と霧江が使ってる銃は「照準が狂っ

ている」という情報提示が頻繁にされます。極めつけは第８のゲームで、おそらくはこの後の

物語であろう部分が描写され、潜水艦基地の方に逃げていましたね。つまりは、ミステリー的

に手掛かりから構築できる推理は、「生きていた」という事です。紗代さんは色々な想いを抱え

て事件を起こしましたが、この貴賓室を出たあとに惨劇が発生している事を把握したでしょう

が、重要なのは譲治と朱志香の死です。愛する人が自分の事件計画が遠因となって死亡した。

これは彼女の心理を考えると、彼女は「私が殺したのと同じだ」と考える可能性があります。

これは入水の心理的な要因の一つかもしれませんね。事件を中断してますので、この時点で戦

人さんは約束を思い出していない、と推測できます。そのための手段である碑文殺人を中断し

てしまったのですから、可能性としては戦人さんは自力で思い出すしかない訳ですが、そんな

伏線は存在しません。 

 

愛する人を死なせてしまい、戦人さんも約束を思い出していない。彼女にとってこの時点でど

んな希望があるでしょう？可能性を必死に考えてみるのですが、思い浮かびません。彼女の希

望が全て刈り取られてしまったように思います。我が主が第７のゲームでこのような事をおっ
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しゃってましたね。 

 

「２５７万８９１７分の２５７万８９１６の確率で。あなたはクレルとしての世界に生き、逃

れ得ぬ運命に翻弄され、気の毒な最期を遂げる。そして、２５７万８９１７分の１の確率で右

代宮理御として生き。今夜、霧江に殺されるの。…………つまりあなたの、いいえ、あなたた

ちの運命は、２５７万８９１７分の２５７万８９１７の確率で、…………つまり如何なる奇跡

も許されない絶対の運命で、逃れ得ぬ袋小路に、運命の牢獄に囚われてるということなのよ！」 

 

確率的に考えて紗代さんの事件というのは１００％の確率で、このような惨劇が発生します。

回避不能です。我が主がカケラを確認された訳ですから。しかし、ですよ。以前も言いました

が我が主は人を嘲笑うために２５７万個ものカケラを探すほど暇人じゃありませんし、馬鹿で

もありませんよ。常識的に考えて「回避できるカケラ」を探して、奇跡を紡ごうとしてくれて

いたのではないですか？しかし、我が主が確認されたのは皮肉にも「そんなカケラは存在しな

かった」という事実です。しかし、存在しなかったからといって、それで諦める我が主ではあ

りません。当然です。非常に小さな奇跡ですが、一つ奇跡を叶えてくださいました。メッセー

ジボトルが拾われる、という奇跡を。これを最終的に十八さんがお読みになるのですから、少

なくとも彼女の心は届いた訳です。手遅れだったかもしれませんが。 

 

・９８年世界の推理 

出題者を完全に殺す。それが私ですので、最後のエピソードまで丸裸にしますよ。根拠を手掛

かりに推理は可能。それを出題者さんには思い知っていただきます。解けた人が少なかったか

ら次からは手を抜こうなんて思われてはかないませんからね。通常私はミステリーにおいて心

の推理なんかしません。そんなものは不要ですし、パズル的に解けないものに興味はありませ

ん。しかし、今回だけはそこも推理します。なぜなら、パズル的に解くべき要素として配置さ

れているからです。心も論理で推理可能。 

 

さて、第４のゲームの９８年世界の推理が残っていたかと思います。そこを片づけましょう。

縁寿さんは六軒島の真相を求めて天草と冒険に出ますが、この冒険の物語の合間に真里亞さん

とのエピソードが挿入されますね。そう、第４のゲームで非常に重要なのは真里亞さんに関す

るエピソードです。真里亞さんの「幸せのカケラを見つける魔法」というのがあるでしょう。

楼座さんとの物語を題材にして語られますが、このエピソードはこの物語の核である「魔法」

を理解してもらうために描かれています。そういう意図で出題者が配置している部分です。こ

れは黄金郷でのさくたろう復活の反魂魔法と非常に関係があります。さくたろうが蘇ったとい

う現象に対して、縁寿さんは「魔法で蘇らせた」という解釈を構築されましたが、逆の論理と
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して「量産品だった」がありますね。さて、幸せのカケラを見つける魔法というのはどちらで

しょう？もちろん、魔法で蘇らせたですが、ここで重要なのは「真実を知ってるのかどうか」

という論点です。真里亞さんは「さくたろうが量産品だった」という真実を知りません。です

から、幻想である「魔法で蘇らせた」が通用するのであって、真実を知る人間に幻想は通用し

ません。真実があくまでも確定してないからこそ、幻想に意味がある訳です。そう信じられる

可能性、これが存在する事。 

 

そして、魔法を使う者は相手を思いやるからこそ魔法、つまり嘘を言うのです。根底にあるの

は相手への愛でしょう。第８のゲームの戦人さんと同じです。縁寿さんを思えばこそ、幻想を

見せたのです。第８のゲームでは最後に魔法と手品の選択がありますが、手品ルートに私がい

たでしょう。あれは私が第６のゲームで真里亞さんのキャンディーの魔法を暴いたからです。

つまりは、相手を思いやる気持ちを持たずに、真実を暴く、これは結局相手を悲しませる行為

です。さくたろう復活の部分でいうなら、あそこで真里亞さんに「量産品だった」と告げる行

為ですね。魔法で蘇らせた、ではなく。非常にイラッときますけど、そういう意図で私が手品

ルートにいる訳です。幻想を暴くものとして。つまり人でなし！……推理を突き詰め真実を探

求する者は別に人でなしではありませんが、魔法という概念の説明としては、あれはシンプル

でいいのではないですか。 

 

・南條の息子のキャッシュカードの伏線 

９８年世界で縁寿さんは南條の息子さんに会いますが、ここでキャッシュカードの伏線が出ま

すね。息子さんの差出人名で存在しない住所に送っている。非常に不可解な事を紗代さんはさ

れてますが、これは２パターンの可能性を紗代さんが求めるからです。このキャッシュカード

の郵便物は返送され、南條の息子さんの元に戻ってくる事を想定して紗代さんは送っているの

ですが、ポイントは「返送されるまでの期間が郵便局次第で不確定」という部分です。つまり、

事件前日までに戻ってくるかもしれないし、事件後に戻ってくるかもしれない。前者の場合、

何らかのキッカケで事件中断される可能性につながります。受け取った息子さんが南條さんに

告げ、その結果南條は紗代さんが送ったと察するでしょう。事情をよく知る人物な訳ですから。

結果事件中断される可能性があります。これは紗代さんのルーレットなのですね。紗代さんは

この郵便物に「私を止めてください」という願いを込めているのです。事件が事前に中断され

るかもしれなないし、実行されるかもしれない。全ては郵便局次第。ルーレットの目次第です。

そういう事を考えているのですね紗代さんは。これは逆の論理でも推理可能です。事件が中断

されずに実行できれば、もしかすると紗代さんの恋が事件の中で実るかもしれない。だから、

事件中断される「リスク」を負うわけです。リスクを負いながらも、それに打ち勝てば奇跡が

起こるかもしれない。そういう論理ですね。この２つの解釈は両方正解でしょう。どっちも紗
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代さんにとっては大事でしょう。 

 

・愛がなければ真実は視えない 

９８年世界で小此木社長が出てきますね。この方が非常に重要な事をおっしゃいます。愛が無

ければ真実は視えない。これは縁寿さんが絵羽さんをどう見るのかという問題に絡めて出てき

ますが、重要なのはこれは「愛ある解釈をしなさい」という意味ではなく、「異なる違う視点か

ら物事を見なさい」という意味であるという部分です。つまり、この言葉は真逆の解釈を２つ

持つ事で視点を広げるという、一種の思考法の提示なのです。縁寿さんで考えてみましょう。

彼女は六軒島の真相を追っていますね。我が主に第７のゲーム悪意のある解釈を突き付けられ

ましたが、拒否されましたね。では、真逆の解釈を戦人さんに提示された第８のゲームですが、

ここでも縁寿さんは拒否します。悪意と善意を両方拒否してやっと視えた真実があります。そ

れは「実は縁寿は真実を求めているのではなく、自分にとって都合のいい真実を求めていた」

という深層心理です。彼女が求めていたのは、絵羽さんが犯人で自分の家族が無実である真実

だったわけです。これはもう真実を求めていたとは言えません。幻想を求めていたのです。愛

が無ければ真実は視えない。この思考法はこのように今まで視えなかった真実をしらせてくれ

る非常に優れた思考法なのですね。 

 

・縁寿さんが見つけた量産品さくたろう 

縁寿さんは９８年世界での冒険の末、船長の家でさくたろうのぬいぐるみを発見されました。

これを見て縁寿さんは思ったでしょう。これで真里亞さんを救えると。でもその手段には嘘が

含まれる。でも真里亞さんの事を思うのなら、嘘であっても許されるでしょう。ここでやっと

至るのですね。これが魔法なんだと。魔法とは、真実を知っている人間が知らない相手を幸せ

にする目的で、幻想で包み込む事を意味します。これが、魔法なのです。元々真里亞さんが持

っていたこの魔法の原点となる思想、幸せのカケラを見つける魔法ですが、真里亞さんは幼い

縁寿さんによって「さくたろうはただのぬいぐるみ」と否定され、母にぬいぐるみを破壊され

たため、この思想を維持できなくなってしまいましたね。真里亞さんの魔法は段々と黒く、邪

悪なものに変遷していきます。縁寿さんは９８年世界で魔法を知った事でこういう感想をもら

します。あの日真里亞を傷つけなかったら事件は起こらなかった。もし真里亞さんが魔法を維

持していたなら、もしかすると紗代さんも魔法を理解できたかもしれません。辛い境遇の中で

も幸せのカケラを見つけられたのなら、事件は８６年に起こらなかったかもしれませんね。 

 

・９８年世界の意味不明な場面転換 

９８年世界というのは非常に意味不明な場面があります。例えばですが、六軒島の攻防があり

ますね。霞さんとの。あの場面で決着がつくと、意味不明な場面転換が起こります。六軒島か
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ら急に都会のビルの屋上に移動するのですね。そこで我が主と一緒にゲーム盤に向かいます。

９８年世界を現実と思って見てしまうと、このような場面を無視して論理を構築してしまいま

すが、このような場面転換は創作世界を前提にしていると考えられます。第４のゲームの時点

では根拠構築が難しいので、この時点では仮説として「９８年世界も、もしかすると創作世界

かもしれない」を持っておくのが大事でしょう。現実かもしれない。創作世界かもしれない。

とりあえずは２つ解釈を持っておきます。有力なのはもちろん創作世界説です。創作世界を前

提にすると、縁寿さんの奇妙な発言も説明が可能かもしれません。六軒島へ向かう船の中で、

縁寿さんは７姉妹に魔法を信じるのか、と問われこう答えます。 

 

「魔法を認めたわけじゃない。魔法は信じる人には存在する。私が認めなくても。誰かが信じ

たならその人の世界には魔法が存在する。それは私が魔法を信じたって信じなくたって干渉を

受けない」 

 

縁寿さんは７姉妹を呼び出している訳ですから魔法を認めてるのも同然な訳ですが、当の縁寿

さんこのような発言をされます。ここでいう魔法というのは、今まで語ってきた魔法の事では

なく、普通のファンタジーな魔法の方ですよ。つまりは、縁寿さんの心に魔法が存在すると解

釈して執筆している執筆者がいる。そういう可能性が出てきます。縁寿さん自身が認めないの

に、彼女が魔法を使う論理を成立させるには、こういう論理になる可能性がある訳です。可能

性の一つとして。ゲーム盤世界の縁寿さんはマモンさんとお会いになりますが、９８年世界で

の冒険を示唆するセリフを言うのですよね。今はベアトリーチェさまの家具なので、とかなん

とか。そういった部分や、さくたろう復活のエピソードが９８年世界とメタ世界で連動してる

部分から、「世界が繋がってる」と解釈できます。この時点では確定不能ですから、有力な仮説

として持っておきましょう。縁寿さんは最終的に「１９９８年に死亡」と宣言されますね。エ

ンドロールでそう表記されます。結局は縁寿さんは死んでしまうのですね。天草に殺されるの

かな、とは思いますけども死因がよくわかりませんね。複数推理できてしまうために。天草に

殺された。ビルから飛び降り地面に激突して死んだ。メタ世界の死亡が結果として彼女の所属

である９８年世界での死として記録される。色々と推理はできますが根拠がないので絞り込み

不能です。無難なのは天草殺害説でしょうか。 

 

・９８年世界の見方 

一つ重要なのは、今まで語って来たような９８年世界の意味合いというのを「現実世界の本当

の縁寿が書物として読んでいる」と仮定した場合です。この場合、本当の縁寿さんは幸せのカ

ケラを見つける魔法を理解でき、真実を追うと死が待ってるというメッセージも伝わる訳です。

つまり、十八さんが本当の現実世界の縁寿さんに「真相は辛いものだから、どうか追わないで
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ほしい」というメッセージを送っているという、偽書の執筆動機の推理が可能になるのですね。

これが重要なのです。兄が妹の幸せを思いながらも、十八さんは直接会うのが怖い。この辺の

説明が可能になります。 

 

・この物語最大の謎 

さてベアトリーチェさんのゲーム盤すべての推理を終えましたが、彼女のゲーム盤を総括する

意味で非常に重要な論点を推理しましょう。この４つのゲーム、戦人さんは一度も紗音さんと

嘉音さんを同時に目撃していません。同一人物説を推理する場合、「探偵の主観である１人称文

体表現」と「それ以外の文体表現」で区分けをし、客観的視点を義務付けられている探偵が、

２人を同時観測しているのかどうかが論点になります。仮に探偵が同時観測している場合は「別

人だった」で確定です。同一人物説は完全に破綻します。しかし、そんな描写はないのですね。

常に片方しか探偵は観測していません。という事は可能性として同一人物だった、というのは

あり得る訳です。本当の現実世界の縁寿さんから創作世界を見た場合、紗音と嘉音というのは

２文字の漢字でしかない訳ですが、この２文字の漢字が同一人物だったと言われると、あぁそ

ういう設定なんだなぁと思うでしょう。そういう設定で作者が物語を書いていると。同一人物

トリックの根幹トリックというのは、実は作中作を前提にしているのですね。幻想描写のトリ

ックと同様です。これで第４のゲームの推理は終了です。 

 

私は推理してて思うのですが、第４のゲームの９８年世界の縁寿さん。このエピソードという

のを「十八さんが妹のために書いている」と考える場合、私は心を推理しなくてはならなくな

るわけです。不思議ですね。心の推理というのは。何だか、十八さんの気持ちが９８年世界の

エピソードから伝わる気がしてきます。 

 

・仮説が複数成立する事は実はそれほど障害ではありません 

絞り込み不能な部分はとりあえず仮説を複数持つわけですが、８つのカケラを全て推理し終わ

った時に「足し算」をします。足し算をして一本の線となる仮説の組み合わせが絶対に存在す

るはずです。そういう意味では個別の推理対象の絞り込み不能な事実は、実はそれほど障害で

はないのです。パズルを完成して一つの絵を完成させる段階で正解のピースと不正解のピース

が、パズルの絵の全体像から明確に区別可能になってくるからですね。そういう意味では、こ

の物語は足し算の推理なのでしょう。 

 

・漫画版のコンフェッションのラムダデルタ卿 

漫画の最新コミックですが、紗代さんがラムダデルタ卿にベアトリーチェの姿にしてもらって

いた場面あったでしょう。今思えば、第３のゲームでラムダデルタ卿マジ切れしてましたけど、
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あそこでラムダデルタ卿は、ベアトリーチェの姿を剥奪する事が可能だったのかもしれません

ね。みすぼらしい姿がどうこう言ってましたし。みすぼらしいって言いますけど、普通に可愛

いじゃないですか紗代さん。みすぼらしいのはおっぱいだけじゃないですか。 

 

・コンフェッションのボトル 

漫画の方で新規のメッセージボトルが出てきましたが、あれの存在意義の推理をちょっとして

いたのですよね。どこから遡って書けばいいのでしょう。カケラの推理が第４のゲームまでし

かまだやってませんので、世界構造が絡む推理を組み込んだものが分かりづらくなるかとは思

いますが、まぁやって行きたいと思います。私はこの物語を大きく分けて２つの世界で推理し

ています。現実世界と創作世界。実にシンプルです。現実世界は作家縁寿さんのいた世界だけ。

それ以外のＥＰ４，ＥＰ６，手品ルートの９８年世界、メタ世界、ゲーム盤世界、これらが一

つにまとめて「創作世界」と考えている訳です。先ほど十八さんの執筆動機に絡む推理を第４

のゲームに組み込みましたが、一つ重要なのは偽書を世間に発表しているのは記者会見に出来

てきた幾子さんであって、戦人さんである十八さんではありません。これは「偽書作家である

幾子さんが執筆者と想定すると、信憑性が皆無になる」という部分です。世間の人々や現実の

縁寿さんにとって、幾子さんは事件関係者ではないため、その人物が紡ぐ物語にも信憑性がな

いわけです。プレイヤーは十八の情報を知っていますが、作中人物は知らない訳です。 

 

そういう情報の格差のために、プレイヤーと作中世界の人々にとって信ぴょう性の問題が出て

くる訳ですが、一つ問題となるのは偽書作家として伊藤幾九郎＝幾子という人物は、右代宮家

の内部情報を詳しく偽書で書いてしまったために「事件関係者と知り合いなのではないか」と

疑いをかけられている点です。漫画の方では記者会見で記者が言っていましたね。「なぜ真実だ

と断言できるのですか？先生は事件関係者と知り合いなのですか？」と。真実はそうな訳です。

事件関係者である戦人がいるために、内部情報に詳しい訳ですが、十八さんの情報が世間にバ

レると「六軒島の真相を知る人物がまだいた！！」となります。真相を暴く動きが急加速する

上に、第７のゲームで本来は「偽書作家が書いた悪質なフィクション」と受け止められていた

惨劇の真相が「あれが本当に真実なのではないか？」と信憑性が出て来てしまうのです。あの

惨劇は現実の縁寿さんに「悪意の解釈」「善意の解釈」という、両目で視るために必須ですので

描かざるをえません。つまりは、幾子という人物はマスコミ向けに、「事件関係者と知り合いで

はなく、なおかつ右代宮家内部に詳しい理由」というのを説明しなければならなくなるわけで

す。それが、おそらくあの新規のメッセージボトルの存在意義なのでしょう。未発表のボトル

を実は持っていたために、詳しかった。そういう論理で十八の隠蔽が可能でしょう。ただ、新

しいメッセージボトルが出てくるだけで、古戸ヱリカにはこの程度の推理が可能です。 
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・シエスタ姉妹 

シエスタ４１０と４５は二人一組で射撃をするでしょう。手を組んで。ふと思ったのですが、

あれがもしかすると「複数の弾頭を撃てる銃の存在の示唆」だったのでしょうか。散弾と通常

弾です。そんな情報の貼り方がありますか！！さすがの私も推理不能です！！ずいぶん便利な

銃をお持ちでいらっしゃるのですねぇ！！ 
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古戸ヱリカのＥＰ５推理の章 

 

・第５のゲームとラムダデルタ卿 

第５のゲームの推理をやろうと思うのですが、その前に推理というよりは推測を一つお話して

みたいと思います。第５のゲームはラムダデルタ卿がゲームマスターをなさいましたね。ベア

トリーチェさんは第４のゲームで完全に戦意喪失されました。もう無理でしょう。ベアトリー

チェさんの心を推測すると、戦う気力が完全になくなってしまった状態だと推測できます。ラ

ムダデルタ卿ですが、第６のゲームでフェザリーヌ卿が気になる発言をされてます。第５のゲ

ームはラムダデルタの慈悲だと。非常に気になるセリフです。慈悲。つまりは善意の方向でラ

ムダデルタ卿は第５のゲームを開催してくれた、という論理になります。フェザリーヌ様が言

うのですから真実でしょう。ベアトリーチェさんのゲーム盤は、別にミステリーだとは宣言し

ていません。ですから、彼女のゲームにどういう挑み方をするのかも自由なのです。本来なら

ば。戦人さんのように魔女を否定するだけの思考法、アンチファンタジーで挑むのも結構。結

構ですが……その先に真相はございません。あくまでも、ミステリーとして思考した場合に、

事件のフーダニット、ハウダニットからホワイダニットという真相に至れるのです。そういう

意味では戦人さんは第４のゲームまで使っていた思考法を捨てなければいけません。 

 

ラムダデルタ卿はベアトリーチェさんと戦人さんのために、強烈な方向修正を加えて来た可能

性があります。ドラノールという無茶苦茶なキャラが出てきますね。ノックスの１０戒は確か

にミステリーの思考の杖ですが、あれを赤字で宣言して推理を切って行くというのは暴論もい

い所です。しかし、ラムダデルタ卿はアンチファンタジー思考を一切許さないゲーム盤を作り

ました。そうする事で、戦人さんがミステリーで思考せざるを得ない状態に無理やりもってい

くためでしょう。その結果、もしかすると戦人さんがベアトリーチェさんの真相に至るかもし

れません。ラムダデルタ卿はなぜここまでしてくださるのでしょう？ラムダデルタ卿の寄り代

にこれは関連性があるのではないでしょうか？これは推理というより推測ですので、妄想が入

りますが、まぁ聞いてください。以前幻想描写のトリック推理の過程で、メタ世界も偽書世界

であると推理したと思いますが、ではそこに登場するラムダデルタ卿も偽書に書かれている創

作キャラという事になりますが、彼女の寄り代とは何なのか。絶対の意思というキーワードを

聞いて思い浮かぶのは……現実世界の紗代さんが事件を実行する際の絶対の意思でしょう。例

えばガァプですが、彼女は「物がよく無くなる」という概念の擬人化だと執筆者により語られ

ています。つまり、概念が擬人化してるケースがある訳です。 

 

ラムダデルタ卿の寄り代が紗代さんの絶対の意思なのだとすると、ラムダデルタ卿が、ベアト

リーチェさんのゲーム盤の真相を何故かご存じだった事の説明が付きます。ラムダデルタ卿は
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何故かトリックに関する赤字を多く語っていたでしょう。我が主は別に知りませんよ。トリッ

クの解答なんて。高位の魔女だからといって、ベアトリーチェさんのゲーム盤のトリックを知

ってる訳ではありません。我が主はそういう意味で全然知りませんでした。赤字も宣言されて

いません。第４のゲームまでは。しかし、ラムダデルタ卿はご存じだった。その理由が寄り代

にあるのかもしれません。そう考えると、一つ面白い事が分かります。これは偶然の可能性も

ございますので、まぁ聞き流す程度にお願いします。ラムダデルタ。これはギリシア語で３４

という意味ですね。３４。紗代、とも読めます。ラムダデルタ＝３４＝紗代。これは偶然なの

かもしれません。しかし、論理としては通っています。ラムダデルタ卿が第５のゲームを開催

してくださった本当の理由。これは結構面白い推理対象なのかもしれませんね。 

 

・後半戦開始！！ 

さて。ベアトリーチェさんのゲーム盤４つの推理が終わり、物語の半分の推理が終わったわけ

ですが、これで物語の真相を解くためのパズルのピースが半分そろった事になります。どんな

ミステリーを出題者が作ろうが自由です。難解なトリックも自由に使ってくだされば結構。し

かし、どんな出題者もミステリーの大原則を絶対に破るわけにはいきません。ミステリー作家

としての誇りがあるのならば。手掛かりの提示。どんなミステリーも手掛かりの配置をする義

務があります。手掛かりのないミステリーはもはやミステリーではありません。それはファン

タジーと呼ぶ物語だからです。そして私には手掛かりを配置するミステリーを真っ二つにする

武器があります。連鎖考察思考法。どんなミステリーも絶対にこの思考法から逃れる事はでき

ません。絶対に特定可能。ミステリーを出題する側にとって最悪の相性でしょう。さぁ、後半

戦に入りますが、私の頭脳から真相を隠す事ができるのかどうか、お手並み拝見しましょうか。 

 

・第５のゲームのキモは心の推理 

第５のゲームはパズルのピースを最大限に使った非常に難易度の高いゲーム盤でした。事件部

分のトリックなどはさほど難しくありませんが、今回私があえてやっている「心の推理」これ

が難解に難解を極めましたが、何とか推理は可能でした。私が難解だと思ったのは、第５のゲ

ームで全く喋らなくなったベアトリーチェさんの心の推理です。ミステリーにおいて心の推理

は論理によってパズル的に導かれなければなりません。根拠に基づく論理的な心の推理。この

構築が困難を極めた訳です。だってベアトリーチェさんだんまりを決め込みましたから。それ

でも連鎖考察思考法から逃れる事は絶対にできません。それが手掛かりを配置するミステリー

だからです。そういう部分の連鎖情報の一つとして、さきほどのラムダデルタ卿のお話をした

のです。 

 

ぶっちゃけた話をしますが、推理が実はストップしてしまったのですよね。難解すぎて。それ
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でも、今まで構築した推理を全て検討し、物語の意味合いを考え、あらゆるピースを組み合わ

せた結果、やっとベアトリーチェさんの心が論理的に推理できたと思います。第５のゲームの

推理は、ここの推理が実は非常に大切だったのでしょう。この難解を極めた推理を構築した結

果、私はこの物語の本当の真相に到達したのですから。 

 

・ゲーム盤での探偵の存在とは 

さて、第５のゲームでは私が登場した事で、この物語における探偵の意味が明確になりました。

探偵は犯人ではなく、その証明にいかなる根拠も必要がありません。探偵が犯人などあり得な

い。無条件で犯人から除外されます。そういうルールなのですね。この物語は。探偵は主観が

保証されます。探偵が確認した事は客観的事実であり、そのまま受け取って構いません。ただ

し、誤認の可能性はあります。つまりは意図的に嘘をつく事だけは絶対にないという事です。 

 

・在島人数 

第５のゲーム以降で重要なのは在島人数ですが、私がベアトリーチェさんのゲーム盤に１名＋

になってるだけで、ベアトリーチェさんのゲーム盤には影響を与えません。そのままです。つ

まりは肉体的に１６人+私で１７人ですね。人格的に数えるのなら私を入れて１９人。これは

ベアトリーチェさんを含みます。人間人格に限定した場合は第６のゲームで宣言した通り１８

人です。さて、作中序盤で全ての人間が客間に集められ、在島者の確認がされますが、戦人さ

んの主観に急に切り替わります。戦人さんは第５のゲームで探偵ではありませんので嘘を宣言

する事が可能です。その戦人さんが紗音さんと嘉音さんを同時観測してますが、これは信用で

きません。探偵ではありませんので。 

 

・同一人物トリックと悪質なミスリード 

この紗音嘉音同一人物説を考える際に、第５のゲームではベアトリーチェさんがやらなかった

最悪の方法を取っています。これはトリック的矛盾はないのですが、非常に悪質ですので注意

が必要です。ベアトリーチェさんは戦人さんに解いて欲しいという目的が明確にありますから、

「戦人さんの前に紗音嘉音が同時に出現しない」という原則を守っていた訳ですが、第５のゲ

ームではゲームマスターが変わった影響なのか、一見すると私の前に紗音さんと嘉音さんが同

時にいるように見えてしまうのです。同一人物トリックで重要なのは探偵の主観で確認されて

いるのかどうかな訳ですから「１人称の文章表現で確認されてるかどうか」が論点になる訳で

す。具体例を出しましょう。「私は紗音と嘉音に声をかけた」このような表記は探偵が主観で二

人を同時観測してますからアウトです。同一人物説は破綻します。しかし「ヱリカは紗音と嘉

音に声をかけた」これは３人称の嘘を混ぜる事が可能な文章表現なのでセーフです。ややこし

いですね。第５のゲームは普通に私の前に紗音さんと嘉音さんがいるように嘘を朗読してます
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から、この辺を騙されると危険です。 

 

・第５のゲームの犯人の目的 

第５のゲームは１９年前の男という人物と共に、夏妃が過去に使用人と赤ん坊を殺してしまっ

た事が明かされますね。これが真犯人安田紗代という人物の情報提示な訳ですね。第５のゲー

ムはベアトリーチェさんのゲームである約束に関連するものとは大きく違い、夏妃への復讐の

ために起こされています。事件の根本的な目的が違う訳ですね。 

 

・狂言殺人と本当の殺人の同時進行 

この第５のゲームは第４のゲームで語った部分が非常に重要です。狂言殺人が絡むゲームは、

第４のゲームと同様に「純粋な狂言だと思って参加してる人達」というのが存在します。今回

は事件日にゲストハウスで死体を見つけたとお芝居をしてらっしゃる人達ですね。真犯人ベア

トリーチェさんはこういった表向きのお芝居に狂言参加してもらう計画を立てますが、実際は

ベアトリーチェさんが実際に殺害してしまうのです。これは探偵から見た場合に「狂言に参加

してる人物」と「真犯人」が同一の目的を持っていると錯覚してしまうため非常に危険です。

例えばですね、譲治さんゲストハウスで殺されますね。朝の発見時では狂言なので死んで無い

訳です。絵羽さんもお芝居しているだけなのですが、中盤にワルギリアさんによって死亡宣言

でますね。つまりいつのまにか真犯人が本当に殺害してしまっている訳です。ところがですね、

この「実際に殺害されている」という事実を真犯人は隠蔽しながら事件を進めてますので、絵

羽さん達この事実を知らずにお芝居を続けている訳です。危険なのは、この状態を探偵サイド

から見た場合に、情報提示として死亡が宣言された状態で絵羽さん達が夏妃を追い詰める訳で

すから、探偵側が「実際の殺害を絵羽達は責めている」と錯覚するのですね。これはお芝居で

あって、実際の譲治の殺害を責めている訳ではありません。非常にややこしい話になりますが、

ここはキッチリ区別していきましょう。実際に譲治達が死んだ事を絵羽さん達は結局知る事な

く、物語は幻想法廷に移行しますね。 

 

第４のゲームを思い出してください。ベアトリーチェさんはこの「狂言参加者達に実際の殺害

がばれる」という事態を回避するために４日の２２時～２４時という早技殺人で切り抜けまし

た。発覚する前に全てを終わらせた訳です。しかしですね、この第５のゲーム盤、別に早技殺

人やってないでしょう。つまりは私が中盤で「解決した！解決編だ！」といい出さなかった場

合、あの後殺人が発覚し、狂言という根幹トリックが勝手に露見したはずなんです。狂言参加

者の騒ぎによって。荒技ですよこれ！！そういうシナリオをバッサリカットする事で狂言殺人

のリスクをなくす！！これは酷いです！！そういう訳で第５のゲームは「狂言殺人」という側

面と「実際の殺人」という側面が同居している複雑なゲームなのですね。私から見ると普通の
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殺人に見え、狂言参加者からみるとお芝居に見えてるわけです。真犯人はその両者を把握しな

がら、実際に殺人をやっていくのですね。 

 

・夏妃への電話 

４日に夏妃に電話をかけてきた人物は狂言参加者でしょうが、５日の朝にかけてきた人物はそ

うではありません。真犯人ベアトリーチェさんです。「右代宮蔵臼は犯人ではない。そしてとっ

くに殺されてるわ。あんたに電話で声を聞かせた直後にね？」という赤字がありますので、こ

の電話の直後死にました。 

 

【食堂での謎のノックと手紙事件】 

事件前日に発生した謎のノックと共に現れた手紙。これはもういいですね。食堂にいた全員が

結託して嘘を言っただけで、ノックなんか最初からありません。 

 

【第一の晩の譲治、真里亞、楼座、朱志香、源次、蔵臼の殺害】 

第一の晩の譲治、真里亞、楼座、朱志香、源治、蔵臼の殺害ですが、ゲストハウスの死体は探

偵が南條に検視結果を聞いてるだけで、死体確認をしてません。つまりはあの時点では生きて

おり、あの後ベアトリーチェさんがどこかのタイミングで別の場所で殺したという訳です。正

直、ベアトリーチェさんのゲーム盤を解いた状態ではもうあまり思考する意味もないトリック

ですね。死んだふりと嘘の証言なんて使いまわしトリックもいい所ですし。事件部分なんてど

うでもいいです。秀吉さんの殺人も基本同じです。夏妃さんが確認した時点ではお芝居であり

演技でした。その後別の場所で本当に殺害です。つまんない謎ですね。その他の所に行きまし

ょう。 

 

・人間犯人説が２つ成立したのに、魔女幻想復活？ 

第５のゲームですが、最終的に私の夏妃犯人説と戦人さんの戦人犯人説が両立してしまい、結

果魔女幻想が残ってると説明されますが、これは全然違います。そもそもこの２説は赤字に抵

触しており無効です。つまりは、「そもそも事件が解かれてないから魔女幻想が残っている」と

いう訳です。じゃあ、何で作中では矛盾した論理で物語が続いているのかという疑問がありま

すよね。それは作中作だからなのでしょう。あれを描いている十八さんという執筆者がいる訳

ですから、プレイヤーにとっては上層執筆者を踏まえた世界構造で推理しないといけないので

しょう。ゲーム盤単体では矛盾しますからね。 

 

・碑文の謎の存在理由 

さて、どうでもいい所は終わりましたので物語全体に絡む重要な所に行きましょう。第５のゲ
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ームでは碑文が解かれ、黄金が発見されますね。この部分について非常に重要な説明がされま

した。まずは赤字を参照しましょう。 

 

「碑文を誰かが解くことで、この子が何かを得ることはありません。」 

「もともと黄金郷の黄金はこの子のもの。見つけさせる必要も、横取りする必要も、何もあり

ません。」 

「碑文の謎が解けても解けなくても、この子にとって得るものは何もありません。」 

「碑文が解かれようと解かれなかろうと、ベアトが何かを得ることはない。」 

 

碑文と碑文殺人の意味というのを出題者が明示した部分ですね。ベアトリーチェさんにとって

碑文の謎はどういう意味があるのか。まったくないと宣言されました。例えば主流推理として、

戦人が碑文を解く事に意味があるという説があったりしますが、これはこの赤字で明確に否定

されてます。戦人さんが碑文を解く事でベアトリーチェさんが何かを得ることはありません。

ベアトリーチェさんは第６のゲームで明確におっしゃいましたね。「あなたと一緒になりたくて

生みだした物語」と。戦人さんと恋が成立したい訳ですけど、碑文を戦人さんが解いたって別

に何も得られないわけです。ここは作中で非常に難解な言いまわしがされるため、分かりにく

いのですが、こういう説明がされるのです。碑文と碑文殺人という２つの要素を天秤の両サイ

ドに置き、どっちに傾くかをベアトリーチェさんは目的にしてるのであって、碑文殺人や碑文

の謎自体に意味がある訳ではない、と。つまりは、どっちに傾くかの勝利条件が達成される事

に意味があるという事で、碑文が解かれるというのは紗音さんの勝利条件なのだと推理できま

す。碑文の謎はベアトリーチェさんではなく、紗音さんにとって意味があるのですね。 

 

論理で考えてみましょう。碑文殺人は戦人さんに約束を思い出してもらうのが目的です。事件

の嘘と犯人の正体から連想される約束ですね。この部分を中断するための設定が碑文の謎な訳

ですから、碑文が解かれるというのは、戦人さんへの恋を諦めるのと同義な訳です。つまりは

六軒島で事件が発生する前の状態に戻す訳ですから、最初から恋が成立していた紗音さんにと

って利益があるのですね。そういう事でしょう。ここからルーレットの目が判明します。事件

中碑文が解かれると譲治を選ぶ。事件の真相を暴かれ、戦人が受け入れてくれたら戦人を選ぶ。

そういうサイコロの目なのですね。これは。 

 

・世界構造の伏線 

さて、金蔵さんの書斎での攻防の時にロノウェが非常に重要なセリフをいうので抜粋しましょ

う。これは世界構造を考える上で、出題者が提示した最強の伏線です。 
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「右代宮金蔵の破天荒を記せば、書斎の魔導書の数に負けぬ長い波乱の物語が描けるでしょう

な。その次の当主（ＥＰ５で碑文を解いた戦人）の物語も記す価値が大いにありそうだ。いえ

いえ、もう記しておりますとも。それはもう長い長い物語に。ぷっくっくっく」 

 

もう記しておりますとも、ですって！！無理やりねじ込んだ感が凄いですが、まぁ手掛かりを

くれる分には文句はいいません。十八さんの事でしょうこれは。すでに十八さんは戦人さんの

物語をずっと書いてきてる訳ですからね。既に記されてる訳です。これ見て思ったんですよね。

出題者が負う手掛かりの提示義務は大変ですねぇと。映像の中に手掛かりをさりげなく配置す

るのとは違い、文章の世界での手掛かりの提示は分かりやすいので見逃しようがないのですよ

ね。 

 

・ベアトリーチェの心理考察とそこから導かれる物語の真相 

さて、では第５のゲームの最悪の謎にいきましょうか。メタ世界で何も語らないベアトリーチ

ェさんは何を考えているのか、その心の推理、そこから導かれるこの物語の真相に。ベアトリ

ーチェさんは第５のゲームで死亡されますね。その原因は何なのか。そして彼女は一体何を考

えていたのか。これは推理可能です。ベアトリーチェさんの目的は戦人さんに約束を思い出し

てもらう事ですが、これは今まで語ってきたように、ハウダニットとフーダニットに至らなけ

ればなりません。そこに至った結果、戦人さんにだけは約束が連想される一種の暗号になって

る訳です。ここに気付くために一つ重要なのが、ベアトリーチェさんのゲーム盤への挑み方な

のですね。大きく分けてアンチファンタジー思考とミステリー思考がありますが、アンチファ

ンタジー思考は作中でドラノールに全部切られてしまいましたね。犯人を未知の人物Ｘと考え

る。トリックを未知のトラップＸと考える。これは結局フーダニットとハウダニットに至れま

せん。ベアトリーチェさんの事件の真相に至るにはミステリーとして考え、事件で共犯者が口

裏を合わせているという部分に気付かなくてはならない訳です。ベアトリーチェさんの目的は

約束にありますけど、この目的達成は戦人さんが自発的に思い出さないのなら、事件の真相に

至ってもらうしかないわけです。 

 

つまりはベアトリーチェさんは「もしかすると戦人が事件の真相に至って、その結果約束を思

い出してくれるかもしれない」という希望が捨てきれないのですね。この希望がまだあるため

に、メタ世界であのように無言ではありつつも生きている訳です。かすかな望みを残したまま。

作中でも明確に言われますね。地獄での拷問で効果的なのは希望だと。希望がある事が拷問な

のだと。まさにベアトリーチェさんの事です。しかしその様子を見かねたワルギリアさんに言

われますね。いつまでそうしているつもりなのですか、と。決着をつけなさいと。戦人さんが

事件の真相にいたるのかどうかは箱を開けないと分からない。でも箱を開けて決着を明確につ
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けなさい。それは怖い事でしょうが、そうしないとあなたはずっとそのままですよ、と。ワル

ギリアさん優しいですね。おそらく幻想法廷前のこのシーンでベアトリーチェさんは覚悟を決

めたはずです。どんな結末でも決着をつけよう。結果を受け止めようと。では結果どうなった

のか。 

 

戦人さんは幻想法廷で私の夏妃犯人説に追い詰められ、結局はアンチファンタジーで反論して

しまいましたね。結果ドラノールの赤鍵で殺され、ラムダデルタ卿にゲーム盤を追放されます。

思考停止という名の死亡だと説明されます。ドラノールの赤鍵はノックスの十戒をつかさどる

ミステリーの思考の杖です。これに殺されると言う事は、要は「ミステリーで思考する意思が

完全になくなり死亡している」という事でしょう。つまり、あの瞬間ベアトリーチェさんに残

っていた希望が完全に断たれてしまったのです。戦人さんが約束を思い出す手段が完全になく

なりました。ベアトリーチェさんは戦人さんを愛するために生み出された存在です。その彼女

の存在意義が無くなった結果、ベアトリーチェさんは全てを諦め死んでいったのでしょう。戦

人さんはこの後、ノックスの十戒を思考の杖として真相に至りますが完全に手遅れでした。間

に合いませんでした。ベアトリーチェさんは戦人さんに真相を伝えられなかった。戦人さんは

魔女の真実に気付けなかった。悲しいすれ違いの結果、最悪の結果が出てしまったのですね。 

 

・第５のゲームの物語的意味と現実世界のリンク推理 

この第５のゲームの物語的意味合いは非常に重要です。ポイントはベアトリーチェのゲームの

真相には至ったが、至るのが遅かったという点です。偽書世界の伏線の提示をさっきしました

が、この第５のゲームは十八さんの偽書なのだと推測できます。では論点となるのは、一体ど

ういう目的で十八さんは、こんな悲しい話を書いたのかという部分です。ここです。ここが真

相への道なのです！！これまでの物語から、ベアトリーチェさんの真相へ至るには、ゲーム盤

の真相に至らなければならないのが分かります。しかし、ですね。実際の六軒島では事件前日

に事件中断し、一族が殺し合いをしている訳で、要は戦人さんに出題がされていないんです。

しかし、十八さんは偽書を書かれている訳ですから、ゲーム盤の真相にいたっているのがわか

ります。一体戦人さんが彼女の真相に至ったのはいつなのか？それはつまり、現実世界で安田

紗代の殺人事件に最初に触れたのはいつなのか？という事になります。幾子さんの家でメッセ

ージボトルを読んだ時、ですね。安田紗代さんが入水自殺した数年後に真相に至っている訳で、

これは完全に……手遅れ……なんじゃないですか？これが十八さんの偽書作成の根本的理由で

あり、魔法ＥＤの真の意味へ繋がる要素なのですね。完全に手遅れになって真相に至った。だ

けど、最後の瞬間に天国の紗代さんに十八さんのメッセージが伝わったのではないですか？ご

めん、と。 
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色々なパズルのピースを繋げていくと、そういう真相が構築可能です。以前語った足し算の推

理というやつですね。こんなに綺麗に解釈できるのですから、これが真相でしょう。余談です

けど、こういう真相に至った状態で物語を読んでると面白くてしょうがないですよね。これも

う世紀の大傑作なんじゃないですか？例えば、第６のゲームでこういう赤字が出ますよね。「あ

のベアトリーチェが蘇ることは、二度とない。」これを十八さんが書いてると想像してみてくだ

さい。うあぁぁぁとなりますよ！さすがの人でなし探偵も涙腺が緩むのというものです。推理

を突き詰めた結果感動するっていうのは、探偵と出題者にとって最高の結果なんでしょうか。

きっとそうなのでしょう。何も語らないベアトリーチェさんの心。やはり推理可能なはずだと

信じてよかったです。 
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古戸ヱリカのＥＰ６推理の章 

 

・カケラは残り３つ 

フェザリーヌ様にいただいた観劇の階層のカケラも残す所３つとなりましたが、第６のゲーム

では世界構造を完璧に暴きましょう。根拠の構築という意味では非常に難しい面もありますが、

伏線提示が非常に多い第６のゲームはまさに世界構造を推理するためのゲームですね。 

 

・赤字の新規情報 

第５のゲームまでの推理が終わった事ですし、一つ関連のある推理をしたいのですが、漫画の

方で一つ赤字について新規情報がでましたね。これです。 

 

「元々赤き真実には２種類ある。死亡状況や現場状況、アリバイなど、それぞれのゲーム盤で

のみ通用する赤。もう一つは人物像や在島人数など、どのゲーム盤にも共通し並立する赤。こ

れは猫箱の外にも通用する疑いようのない事実でもある」 

 

注目なのはこの一文の「猫箱の外」という表現ですが、逆算しましょう。猫箱の内とは８６年

の１０月４日５日の事ですね。この２日間をベアトリーチェさんは無限に繰り返す事ができる

訳です。では猫箱の外とはこの定義以外の部分という事になります。何が言いたいのかという

と、第５のゲームは８５年の世界が描かれているでしょう。事件の１年前の夏妃さんのエピソ

ード。あそこが言わば、この一文の言う猫箱の外に該当する部分であり、ここはベアトリーチ

ェさんが無限に繰り返せる範囲ではありません。しかし、赤字は適用範囲という事なのですね。

この猫箱の外という部分を、現実世界、つまりは偽書世界の外側である本当の現実世界にまで

適用されていると考えては駄目です。そんな事は一切書かれておりません。猫箱の外には創作

世界が含まれるからですね。この赤字の適用範囲問題は第６のゲームでも取り上げますが、漫

画の方で出た「１９９８年に右代宮縁寿は必ず死ぬ」というのがあるでしょう。ああ言った部

分も、赤字の適用範囲推理をまずは固めてから考えないといけませんよ。赤字はどこの範囲ま

で適用されるのか。適用不能領域というものはどこなのか。全て根拠に基づいて推理可能です。 

 

・ロジックエラー密室 

さて。第６のゲームですが私が忘却の深遠に放り出された時に既に推理済みなのですが、繰り

返し同じ推理になるかと思いますがまずは戦人さんがくれたプレゼントから考えていきましょ

うか。戦人さんは私が宣言した在島人数である「１８人目の人間」とは別の「１７人」という

人数を宣言されましたね。赤字で別の人数を同時に宣言しているという事は、私は「赤字シス

テム」というものをあの第６のゲームの時まで勘違いしていたようです。赤は真実のみを語る。
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それはその通りであり、そこに疑問は抱きませんが、そもそも真実とは１つとは限らないわけ

でしょう。ロジックエラー密室でロジック差し替えが可能だったように真実が複数ある場合、

赤字システムはどういう対応をするのか。ここをまずは突き詰めましょう。 

 

一つ例えばなしをします。ある男が凶悪犯罪を犯し、刑務所に入れられたと仮定しましょう。

この男は自分の罪に非常に後悔し、これからは善人として心を入れ替えて生きて行こうと思い

ました。そして出所後善行を積み重ねます。さて、この男は善人でしょうか？悪人でしょうか？

赤字はどちらを真実と認定するのでしょう？答えはどちらもです。「この男は善人である」「こ

の男は悪人である」このどちらもが同時に宣言可能。これが赤字システムの本来の姿なのでし

ょう。「赤は真実のみを語る」「ただし、唯一性までも保障するとは一言も言ってない」という

事でしょう。つまりは、真実は一つといつも言ってるお馬鹿さんがいらっしゃいますけど、あ

の方の発言によって真実の定義をミスリードされてしまった人に向けた錯覚トリックなのです

ね。 

 

ではこの異なる人数差は一体何なのかですが、どちらも真実だと言う事は、可能性としてあり

得るのは「カウント方法が異なる」という事でしょう。私はゲーム盤で純粋に観測した人物を

宣言しただけです。普通に数えれば私を含めて１８人いる訳です。これは金蔵さんを除きます

よもちろん。という事は戦人さん達が宣言した１７人は、私とは違う何かをカウントしている

のでしょう。これを前提にロジックエラーの密室を考えてみましょう。私はあの時点で嘉音さ

んの動きをずっと推理していたわけです。あの密室はあくまでも一貫して嘉音さんを論点にし

ていたのであって、それ以外の人物の想定はしていません。私はあの密室で物理的な意味で捜

索しなかった場所というのが実はあるのです。それはバスルームから戻って来た時の２回目の

ベッドルームの下なのですが、あそこで私は「ベッドルームに嘉音がいる」と復唱要求し、ベ

アトリーチェさんに「嘉音はベッドルームに存在しない」と言われた訳です。ですからクロー

ゼットに論点を絞ったわけですが……嘉音さん以外があそこにいたのならば、私の推理は完全

に破綻します。隠れる場所は論理的に考えてあそこしかないのですから、あそこに嘉音さんで

はない人物がいた事になります。つまりは、この物語には同一人物がいらっしゃいます。同一

人物トリックを前提にするとあの在島人数の赤字にも納得がいきます。 

 

・同一人物トリックの種類 

同一人物トリックといいますが、これは何パターンかあるでしょう。論点となるのは、一体ど

ういうタイプの同一人物トリックなのか？です。２パターン想定できます。一つは名称トリッ

ク。一人の人物が変装によって見た目を変え、複数の名前を使い分けるというタイプの同一人

物トリックです。このパターンは「本人」の定義が肉体になります。この肉体にとって紗音や
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嘉音という名前は、「名前を使い分ける」という意味以外はありません。どちらも本人です。も

う一つが人格トリック。これは名称トリックと考え方の根本が全く違います。人格トリックは

主体を人格に想定します。つまり嘉音にとって本人とは嘉音の事であり、紗音は「同じ肉体を

共有しているだけの別人」という定義になります。人格を一つの主体と考える訳ですね。これ

はどちらかが正解でしょうが、これはトリック部分、伏線部分両サイドから特定可能です。ま

ずはクレルさんの情報を見てみましょう。こうあります。 

 

「ベルンカステルによって生み出された朗読役。あるいは代役。厳密には、ベアトとゲームを

擬人化するための依り代である。よって“彼女”という人格は存在しない。」 

 

普通に人格と書かれていますね。これが伏線です。しかし、こんな部分で推理確定などもって

の外ですので、トリック部分を具体的に見て行きましょう。ロジックエラー密室で論点となる

のはこの２つの赤字です。「戦人救出時、客室に入ったのは嘉音のみである。」「全ての名は本人

以外に名乗れないと赤き真実ですでに語っている。よって、ヱリカ、戦人、嘉音の名はいずれ

も、本人にしか名乗れぬのだ。」まずは名称トリックで考えましょう。紗音さんと嘉音さんは同

一人物だった場合、嘉音だけが入ったという部分に矛盾が発生します。名称トリックでは紗音

さんも本人と定義されますので、客室に入った訳です。しかし嘉音さんしか入っていない訳で

すから矛盾が発生します。逆に人格トリックの場合は「全ての名は本人以外には名乗れない」

という制限上、嘉音さんは自分の事を紗音と名乗る事が不可能になります。人格トリックの場

合は嘉音さんにとって本人とは嘉音という名だけだからです。紗音さんは嘉音さんにとって別

人、と定義されます。つまり矛盾が発生しないのは人格トリックの方なのですね。伏線の人格

という言葉とも合致しますからこれが正解でしょう。 

 

この人格トリックを想定する同一人物説を採用すると「救出者とは、戦人の開けたチェーンロ

ックを、再び掛け直したもの、ということにする。戦人を救う意思があったかどうかは、問わ

ないことにしておく。」の意味が分かってくるのではないですか？嘉音さんは戦人さんを救出し

ましたが、中で人格を紗音さんに切り替えてしまうと、今度は「嘉音と名乗れなくなる」とい

う状態になる訳です。ですから嘉音さんは赤字上名前が消える訳ですが、問題となるのは「紗

音さんに戦人を救う意思があったのか？」です。これは分かりません。心の問題ですから。だ

からこういう赤字を語ってベアトリーチェさんは矛盾を潰そうと保険をかけているのでしょう。

あざとい方ですね！さて、ではロジックエラー密室の流れを見て行こうと思いますが、その前

によく論争の種になっている赤字の問題を解決しておきましょう。「ロジックエラー時に隣部屋

の窓の封印が暴かれていたことを理由とする青き真実の使用を禁じるものと知り給え。」こうい

う赤字がございますね。この赤字の意図は分かりやすくすると「青で推理するな」です。青は
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赤で反論をしなければなりません。ですから反論の義務が発生しないように青での発言を禁止

しているのですが、これはハッキリ言って観劇の階層の探偵には関係ありません。青なんてそ

もそも使えませんから。しいて言えば黒だけ使えます。普通の黒字です。それに途中でこの赤

字は無効にされて、実際私が窓を論点に青を使ってますからね。窓を推理に組み込んで問題あ

りません。 

 

・灰緑色の雨ガッパ 

さて、このロジックエラー密室の一つのポイントとなるのが、最後にクローゼットに入ってい

た「灰緑色の雨ガッパ」です。これを推理に組み込み、考えていきましょう。まず隣部屋の紗

音さんがこの雨ガッパをすっぽりとかぶり窓から脱出します。これは顔だけ露出した状態にな

りますから、紗音さんなのか嘉音さんなのか見た目としては分かりづらいのかもしれませんね。

そして魔女の手紙を配置し、私がこれを拾ったのを見届け、客室へと行きます。戦人さんと入

れ替わりで客室内に入り、雨ガッパを脱ぎます。ここで元々着ていた紗音さんの姿に戻る訳で

すね。隣部屋にいた時の姿です。これはまぁ普通に考えて紗音さんでしょう。嘉音さんには見

えません。そしてベッドルームの下に隠れる。トリック的にはこういう流れでしょうね。あら

ゆる赤字に抵触せずにトリックを実行可能です。 

 

・連鎖考察法 

ただですね、ここの部分は赤字に抵触しなければいいという話ではありませんよ。ここはちょ

うどいいので私がずっと言っている連鎖考察思考法というものの説明も兼ねて具体的に推理し

ていきましょう。このような答えが明かされない物語を推理するにあたって「赤字に抵触しな

い解法を考える」というのは有効な推理法ではありません。解法分散が発生し、トリックが特

定不能になるからです。このような場合に取る手段が連鎖考察法なのですね。このロジックエ

ラー密室は４つ整合性をガッチリと取らないといけません。この４つを満たさない解法は不正

解の可能性が極めて高いでしょう。一つが赤字に抵触せずに構築可能なトリック。これは整合

性を取るべき要素の一つでしかありません。２つ目は恋の試練ですね。このロジックエラー密

室はベアトリーチェさんが恋の試練を経て知った何らかの真相に基づいて出題されている密室

トリックですから、当然トリックが恋の試練の意味合いと関連性が無ければなりません。つま

りストーリー的な部分との整合性もキッチリ取らないと、答えが明かされない物語では推理が

外れる可能性が跳ね上がるのです。ですから、こういう部分とガッチリ整合性を取り、リスク

を回避するのです。３つ目はフェザリーヌ様がおっしゃる「ベアトリーチェの心臓を使えばな

んとかなるかもしれないが、これは一度しか使えぬ手だ」という部分ですね。これは既に第４

のゲームで推理済みです。 

 



104 

 

第４のゲームでベアトリーチェさんが出題した私はだぁれ？ですが、あの場面両手に光が集ま

ってきますが、右手から光が消え、右手を下ろしますね。この右手についてラムダデルタ卿が

「右手を下ろしてたでしょう？まだあの子はどぎつい奥の手を隠してるのよ」と言っていまし

た。つまりはこことの整合性なのですね。最後は出題者の提示した地の文の伏線です。「この物

語最大の謎はもうすぐ明かされる」とありますから、こことの整合性がなければなりません。

連鎖考察法とはこのようにあらゆる要素と連携を取って行く整合性の突き詰め推理法なのです。

このようにガッチガチに制限を付けたしていくとですね、もう可能性なんてほとんどなくなる

んです。同一人物トリックで正解でしょう。 

 

・同一人物トリック 

同一人物トリックは以前にも推理しましたが、「探偵が同時に主観で目撃していないこと」「彼

らが別人として認識されている論理的解決法が存在する事」この２つの解決が必須です。前者

は物語を検証すれば通ってるのが判明しますが、問題は後者です。漫画のコンフェッションで

も、この後者は放置されていたでしょう。特に朱志香さんの態度は妙でした。まったく気付い

てませんよあれ。「変装によって一人の人間が紗音と嘉音を演じているという設定がそもそも通

用するのか？なぜ誰も見破れないのか？長年右代宮家に勤めてて誤魔化せるわけがない」この

ような常識的な疑問があるでしょう。この解決が必須なのです。特に朱志香さんの配置は重要

です。使用人は口裏を合わせて協力してくれるでしょうが、朱志香さんは嘉音さんに恋をして

る訳ですから、譲治と恋をしている紗音を応援するには、別人だと認識していなければなりま

せん。朱志香さんは、長年右代宮家に在籍し、つねに嘉音さんと紗音さんに接していながら、

別人と認識している訳です。これは一体何故なのか。 

 

作中作だからです。 

 

執筆者の十八さんがそういう設定で物語を書いてらっしゃる訳です。彼は十八とは名乗ってま

すけど、内部に戦人さんがいらっしゃって、それを十八さんは別人だと思ってるわけでしょう。

執筆者自体が人格を別人だと思ってる訳ですから、創作世界にそのような主張を入れこんでい

るのだと思われます。この部分に関しては具体的伏線がありますから抜粋しましょう。 

 

「私たちにとって、人格が人そのものならば、例え同じ肉体を共有していても、異なる人格を

指して別人であると言い切れるだろう」 

 

要は、このような思想で創作を書いているのですね。結局これは物語の根本である「複数の恋

が並立してしまった紗代の恋の板挟み」という部分を分かりやすく物語にするためでしょう。
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紗音さんと嘉音さんがあのように別人として描かれる事で、恋の板挟みが実に分かりやすくな

っています。私は我が主一筋なので板挟みなんてよく分かりませんけど。 

 

・在島人数赤字 

さて最後に島の人数が明かされますね。赤字を具体的に見てみましょう。 

 

「初めまして、こんにちは！探偵ッ、古戸ヱリカと申します！！招かれざる客人ですが、どう

か歓迎を！！」 

「我こそは来訪者ッ、六軒島の１８人目の人間ッ！！！」 

「…………申し訳ないが、」 「そなたを迎えても、」 

「「１７人だ。」」 

 

この赤字は人格をカウントした１８人の人間と、肉体をカウントした１７人という赤字ですが、

注目なのは１８人目の「人間」という部分です。私は２重属性の人物として物語にいますので、

人間の探偵でもあり、我が主の駒である真実の魔女でもある訳です。第３のゲームで「赤で魔

女の存在を語る事はステイルメイトになるので禁止」とルールが追加されました。ですので、

赤で魔女の存在を語る事は許されません。なので私は人間として定義されるように、このよう

な長々とした前口上を述べてるわけです。魔女として定義されない言いまわしですね。ですか

ら、私を人間として定義する場合においては、私が１８人目になるわけです。ベアトリーチェ

さんは盤上に普通にいますし、南條を第３のゲームで殺していますけど、赤字上カウントされ

ないのはこの「人間」という制限を人格に向けて設定してるせいなのです。そのせいで、言わ

ばベアトリーチェさんだけカウント不可能な卑怯な赤字を使っているのです。 

 

・GM戦人がロジックエラーを起こした理由 

第 6のゲームではGMになった戦人さんがロジックエラーを起こしますが、これは実は理由が

あります。ロジックを差し替えできずにロジックエラーを起こしたというのは実は違うんです。

私が戦人さんが殺された客室に行き、ベッドに戦人さんの死体が無いことを確認しますが、こ

の時に私はこういう宣言をしました。 

 

「これより、この部屋での戦いは、時間進行を停止して行います。それにより、双方の全ての

手は同時的であり、最初に出された手であろうと、後から出された手であろうと、同じ意味を

持ちます。」 

 

時間進行の停止を宣言したので、この時点からゲーム盤上の設定変更が不可能になります。例
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えばですが、隣部屋やいとこ部屋の封印を「破っていた事」には出来ないわけです。しかし、

思い出してください。いとこ部屋については扉と窓の封印が維持されていましたが、ロジック

エラー時に隣部屋の窓は封印が維持されていませんでした。つまりですね、客室で私と戦人さ

んが論争を始める前、つまりは時間進行停止の宣言前に、戦人さんは既に隣部屋の窓から紗音

さんを脱出させていることになるんです。時間進行停止後には設定変更ができなくなりますか

ら、事前に窓の封印を破っておくしかないんです。 

 

つまり、戦人さんは実はロジックを持っていたことになります。脱出させた紗音さんを入れ替

わり人員として来させれば良かったわけです。しかし、戦人さんはそれをせず、ロジックエラ

ーを起こしました。これは何故か。 

 

これはおそらくは、雛ベアトさんを覚醒させるためです。雛ベアトさんが最終的にロジック差

し替えが可能だったのは、何故か隣部屋の窓の封印が破れていたからです。これが仮に封印が

維持されてしまっていた場合、雛ベアトさんはどうしようもありません。思えば第 6のゲーム

は雛ベアトさんがオリジナルのベアトリーチェさんとあまりに性格が違いすぎるという話が冒

頭から語られてきました。同じ 1000 年を繰り返せば同じ性格になるかもしれませんが、生ま

れたばかりの雛ベアトさんにそれを求めるのは酷な話、というエピソードが描かれます。戦人

さんはこのあまりにも別人の雛ベアトさんに苦悩してましたね。 

 

おそらく、恋の試練やロジックエラー密室を経て、かつてのベアトが復活しはしないか、と賭

けていたのではないでしょうか。恋の試練のゼパルとフルフルはロジックエラー密室を解くた

めのヒントを出している、と語っていましたし、ラムダデルタ卿も「かつてのベアトなら解法

を思いつく」と語っていました。明らかに雛ベアトさんを誘導しています。戦人さんはわざと

ロジックエラーを起こし、雛ベアトが覚醒して助けてくれる可能性に賭けたのでしょうね。そ

こまで復活してほしいですかね。あの魔女に。私にはその感覚がよく分かりませんけども。 

 

・第６のゲームの意味 

第６のゲームは戦人さんが第５のゲームで真相に至った事を証明するためのゲームですが、こ

れは第５のゲームで物語全体の真相の推理をした内容を考慮すると、実質「十八さんが紗代さ

んの事を理解した事の証明」のためのエピソードと言えるでしょうね。なぜ十八さんは第６の

ゲームで恋の物語を描いたのか。特に恋の試練ですね。紗音さんと嘉音さんがご自身の死をか

けて決闘なさいますが、あれが８６年に事件が起こる根本的な理由だからでしょう。ですから

第６のゲームでそれを理解した事を示すために描写したと推理できます。そのように考えると

不可解な部分にも説明がついて行きます。戦人さんが最初に想定していたトリックは内部より
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構築された密室でしたね。あのトリックは内部で死んだふりをしているというものでしたが、

なぜあんなすぐバレるような陳腐なトリックを戦人さんは実行したのか。あの陳腐なトリック

が真相を理解した事の証だからでしょう。ゲーム盤自体では犯人は殺人を実行しますが、現実

世界の方では狂言を予定していたのではないですか？このへんは第７のゲームの推理時に具体

的に推理しますが、意図はそういう事でしょう。戦人さんは真相に至った結果ベアトリーチェ

さんに謝罪されてますから、仮に狂言ではなく、本当にトリック部分で殺人をやろうとしてい

たとなると、殺人の重さと約束忘れの重さがつり合いません。殺人犯に約束の件をグチグチ言

われて謝罪するわけがないですから、狂言だった可能性は高い訳です。恋の試練で紗音さんが

最終的に勝利しますね。実際の六軒島では碑文が解かれてますから、本来ならばあのまま何事

もなく事件が終わり、紗代さんは譲治と結婚する予定だったのではないでしょうか。紗音さん

の勝利。これはそれの示唆なのかもしれませんね。 

 

・世界構造の推理 

さて、世界構造に行こうと思うのですが、この第６のゲームは非常に特殊です。朗読者の階層

というのがでてきましたね。今まではゲーム盤の上にはメタ世界があった訳ですが、今回その

上に幾子さんと縁寿さんのいる９８年世界階層が来てしまっている訳です。このエピソードは

「これはもはや告白なのです」と書かれていますが、まさにこの構造自体がこの作品の答えな

のですね。ゲーム盤やメタ世界をこの「９８年世界から書物として読んでる視点」というのが

世界構造の答えな訳です。ですから、その手掛かりの提示としてこういう構造が今回出ます。

あまりに堂々と出てくるため逆に分かりにくい気もしますけど。厳密に言うとこの９８年世界

も創作世界だと推理できますけど、手掛かりの提示としてはそういう意図でしょう。ＥＰ４の

時に９８年世界に妙な場面転換がある、という話をしましたが、今回も縁寿さんが「さくたろ

うを届けに黄金郷に行った」という記憶を９８年世界で思い出すという妙な描写があります。

この９８年世界を本当の現実と考えるとこれはおかしい訳ですから、ここも創作世界、という

事でしょう。 

 

・９８年創作世界説の意図 

この９８年世界創作説というのは重要なのはその構造なのではなく、「なぜそのような構造で物

語が語られないといけないのか」という必然性の問題にあります。意味もなく複雑な世界構造

を採用している訳ではないんです。問題となるのは作家になった縁寿さんの心の問題です。第

８のゲームで魔法を選択するとビルの屋上で自殺をやめた縁寿さんが描写されますね。あの縁

寿さんに自殺を思いとどまらせた心理的要因は一体何なのか、という点です。このシーン自体

は偽書世界でしょうが、論点としては作家になった縁寿さんとそう変わりません。つまり、現

実世界の縁寿さんは一体どういう理由で過去の辛い出来事に決着をつけたのか、です。これは
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２つ可能性が考えられるでしょう。ゲーム盤で兄や親族に会ってきたから。これは世界構造を

ファンタジーで考える場合ですね。しかし、この物語をミステリーで考える場合にはこの説は

受け入れがたいでしょう。物語全体がファンタジーだったと解釈する訳ですから。縁寿さんに

心理的決着をつけてくれたのは、間違いなく第８のゲームでしょう。提示された物語から推理

できるのはここしかありません。では、この第８のゲームを「実際に経験した」と考えるのか

「読み物として読んだ」と考えるかの違いがあります。後者が言わば偽書説ですね。縁寿さん

が伊藤幾九郎の偽書をずっと読んでいたため、最終的に「六軒島の真相を追う事は間違いなん

だ」と思ったのだとすると、心理的な要因に説明がつきます。この９８年世界創作説というの

は「十八さんが縁寿のために、六軒島の真相を追わないようにメッセージを伝える階層」と考

えると執筆動機に説明がつく訳ですね。第４のゲームの幸せのカケラを探す魔法は正に「六軒

島の真相なんか追うな。今の生活の中で幸せを見つけろ。」というメッセージでしょう。９８年

世界というのはどのルートも縁寿さんが最終的に六軒島に行って死ぬのではないですか？六軒

島の猫箱の真相を追うと死が待ってるというメッセージがある訳です。第６のゲームでも最後

天草と小此木社長が暗殺の打ちあわせをやっていたでしょう。 

 

・世界構造の伏線 

ではそのような仮説を持って第６のゲームを見て行った場合に、いくつか伏線がありますので、

そこを推理していきましょう。縁寿さんは９８年世界でこのような発言をされます。「名前を明

かしたルール違反で死んだはず」「また、あんたの偽書に私が登場するの？今度はマシな殺し方

を頼むわ」これは第４のゲームの事ですね。縁寿さんは第４のゲームを偽書として読んでいる

事を示唆しながら、自分が第４のゲーム盤で死んだ事も示唆しているのですね。さらに幾子さ

んとの別れ際の会話にも伏線があります。幾子さんが「あなたとこれで二度と会わないだろう

けど、いつかどこかで、別のあなたに会える幸運を祈っています」と縁寿さんに言うのです。

別のあなた。何を言ってるんでしょうねこの方。 

 

そして縁寿さんはこういう事を思います。「彼女とはもう２度と会わないだろう。しかし、それ

は“私”は会わないという意味で、他の私たちは会う事があるかもしれない」縁寿さんも妙な

事をおっしゃいますね。別の私達とはなんでしょう。色々な縁寿さんの存在が示唆されてます

が、これは要は分岐した９８年世界やゲーム盤に出てくる縁寿さん、これを別の私達と表現し

ているのでしょう。創作世界上で分岐した９８年世界を描き、複数の縁寿さんのエピソードを

使って、本当の縁寿さんに十八さんがメッセージを送っているのだと推測されます。幾子さん

は第６のゲームで縁寿さんにこういうセリフを言います。「私という存在など、あなたという真

の継承者を覚醒させるための、ただの道しるべにすぎないのだから。エンジェ・ベアトリーチ

ェ」縁寿さんは結局の所六軒島の真相は追わずに、真里亞さんの教えてくれた幸せのカケラを
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見つける魔法を習得し、未来を生きなければなりません。過去の真実は絶望しかありませんか

ら、縁寿さんにとって何の価値もないわけです。そういう意味で幾子さんは縁寿さんに魔法を

理解してほしいのでしょう。これが十八さんが妹に送るメッセージなのかもしれませんね。 

 

・世界構造の分類 

さて世界構造ですが、今までの推理を前提にいくつかの説を検証してみましょう。この世界構

造を考える際には「作家になった縁寿は一体どういう心理的要因で心の決着をつけたのか」を

解決すべき最優先論点に設定します。 

 

偽書説 

まずは偽書説です。これは作家になった縁寿は偽書のメッセージを読んで心の整理を付けたと

考える説です。これは９８年世界を創作世界と考える事でパラレルワールドという部分をミス

テリー的に解釈可能になり、十八さんの執筆動機も説明可能な説ですね。正解はおそらくこれ

です。 

 

パラレルワールド説 

次にパラレルワールド説です。これは９８年世界を本当の現実世界と考え、パラレルワールド

になってる考えるＳＦ的な解釈ですが、これは作家になった縁寿さんがどういう要因で心の決

着をつけたのかが分からなくなります。問題点は第４のゲームの９８年世界ですね。第４のゲ

ームの９８年世界は真里亞さんの幸せのカケラを見つける魔法という非常に重要な思想が語ら

れますので、パラレルワールド説を採用すると、作家になった縁寿さんにとって、第４のゲー

ムが完全に無関係になってしまいます。魔法を理解できなくなるため、非常に問題です。さら

に、第４のゲームの時にも言った「意味不明な場面展開の説明」もできません。問題が解決で

きないので説としてこれは駄目でしょう。 

 

ファンタジー説 

最後にファンタジー説ですが、これは最後の作家になった縁寿さんのいる世界も偽書世界だっ

た、あるいは全部まとめてファンタジー世界だった、という説ですね。ゲーム盤の縁寿さんと

作家になった縁寿さんは同一人物だから、心の決着は第８のゲームでつけたのだ、という方向

です。これは先ほども言った、最後の黄金郷に縁寿さんがいる事と整合性が取れません。死後

の世界に縁寿さんがいるのに、作家になった縁寿さんは死んでいない。黄金郷には偽書世界の

登場人物がいっぱいいますから、あそこは創作世界でしょう。創作世界の死んだ縁寿さんと、

作家になった死んでいない縁寿さんが同時に描写されたという事は、作家縁寿さんは偽書世界

でゲーム盤にいた縁寿さんではないという事になります。別人です。 
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つまり色々な説を考えると、整合性がキッチリとれている説が偽書説しかないのですね。偽書

説は十八さんが妹に向けたメッセージという解釈を可能にし、この解釈を第８のゲーム自体に

も適用できるために、正解である可能性が非常に高いです。この９８年創作説というのは、第

８のゲームでも伏線が出ていますね。縁寿さんは兄の意図を把握し、一なる真実の書を見よう

と決心しますが、ここで我が主とフェザリーヌ様の所にいくでしょう？あそこをよく見ると、

また意味不明な場面転換が起こってるのが分かります。メタ世界から９８年の天草のいる世界

に移動しますね。そこで鍵が消失するため、またメタ世界に戻る、という描写がされます。こ

れは世界が繋がっている事を示唆します。つまりは、本当の現実世界ではないのですね。９８

年世界は。 

 

・私の自己紹介 

さて、こういう世界構造を分かった上で、この赤字を考えてみましょう。 

 

「初めまして、こんにちは！探偵ッ、古戸ヱリカと申します！！招かれざる客人ですが、どう

か歓迎を！！」 

 

初めましてとは一体誰に言っているのか。あの場で初対面の人物とは一体誰なのか？ヒントは

第８のゲームにあります。縁寿さんが山羊に襲われる時に、私が「直接ご挨拶するのは初めて

ですね」といいますが、そう。縁寿さんに「はじめまして」と言ってるのですね。朗読者の階

層の縁寿さんに。フェザリーヌ様と一緒にいる縁寿さん。幾子さんと一緒にいる縁寿さん。結

局世界は繋がっているのですから挨拶可能という事です。世界構造を暴くための手掛かりの提

示です。 

 

・赤字とはそもそも何なのか 

今回赤字に関する非常に重要な伏線が出ています。赤字はそもそも何なのかという根本的な疑

問があるでしょう？その伏線提示は作中で一か所しかないのですが、こういうセリフを幾子さ

んがおっしゃいます。 

 

「おや、赤インク以外で書いた文字は全て読むに値しないとまで言い切る御仁も多いというの

に。光栄なるかな人の子よ。黒い文字も読んでくれて」 

 

ノックス第８条。提示されない手掛かりでの解決を禁ず。これを基本とするのならば、赤字も

手掛かりから推理構築しなければなりません。この手掛かりを前提にして考えると、赤字とは

執筆者十八、幾子が偽書に赤インクで記しているものである、となります。当然適用範囲は創
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作世界内です。この問題は先ほどの９８年世界創作説とも関連します。創作世界に９８年世界

が含まれるのなら、漫画版の新規赤字「１９９８年に縁寿は必ず死ぬ」の適用は創作世界上の

９８年世界にしか適用できません。作家縁寿さんの世界は創作世界の外ですから、赤字適用不

能領域です。これは第７のゲームで出た「このゲームに、ハッピーエンドは与えない。」も同じ

ですよ。赤字の適用範囲は創作世界上のみ。ですから、この赤字も現実世界には適用できませ

ん。さて、世界構造と赤字の問題を踏まえた上で、今回出たこの赤字を見てみましょう。 

 

「あのベアトリーチェが蘇ることは、二度とない。」 

 

これは今までの赤字の問題を考えると十八さんが偽書世界上に書いているものだと推測されま

す。これを十八さんはどのような気持ちで書いたのでしょう。これは第２のゲームで出た「そ

なたは無能だ」とも関連しますが、十八さんは第５のゲームでも推理した通り、事件後に手遅

れになって紗代さんの真相に至っているのだと思われます。その結果、幾子さんが語ったよう

な自殺未遂までしてしまった。その彼の心の痛みは想像すると非常に辛いものがありますけど

も、十八さんが心に負った傷というのはベアトリーチェさんに表れているのではないでしょう

か。ベアトリーチェさんは戦人さんに非常に攻撃的ですね。これは裏を返せば、十八さんはそ

れくらい自分を許せなかったのではないでしょうか？罵倒してほしい、自分の罪を断罪してほ

しい、そのような心理がこのような赤字に出てしまった、のでしょうね。恐らく。ベアトリー

チェさんは二度と蘇りません。それはつまり、死んでしまった紗代さんはもう二度と生き返ら

ない、という事でしょう。もちろん創作世界上で第５のゲームのベアトリーチェさんを都合よ

く蘇らせる事は可能でしょう。しかし、それを十八さんは絶対に許さなかった。そんな嘘を許

さなかったのでしょう。彼女はもう絶対に生き返らない。その悲しい現実を自分に突きつけて

いるのでしょうね。そんな心理が赤字から伝わってきます。それでも、最後に十八さんは手遅

れになったからこそ、天国の紗代さんにメッセージを込めました。恋の試練を経て真相を理解

した事を伝え、密室に閉じ込められる事で、ずっと六軒島という密室で戦人を待っていた苦し

みを伝え、最後にベアトリーチェさんと結婚しましたね。 

 

ベアトリーチェさんは結婚式でこうおっしゃいます。「あなたと一緒になりたくて生み出した物

語。だからこの世界の目的は果たされました。だからこれからはあなたが紡いでください。私

とあなたのこれからの物語を」これが紗代さんに送るメッセージなのでしょう。 

 

・ベアトリーチェの心臓を止めてあげる事とは 

戦人さんは第４のゲームでベアトリーチェさんに「お前を殺す」という赤字を使っているでし

ょう。あの辺の意味合いと第６のゲームの関連性のお話をしましょう。ベアトリーチェさんは
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第５のゲームで死んでいますけど、彼女の残したベアトリーチェの心臓の片側、第４のゲーム

で下ろされた右手のトリック、同一人物トリックが放置されているでしょう。ベアトリーチェ

さんを死なせてあげるにはトリックを完璧に解かないといけません。第７のウィルの推理の場

面を思い出して欲しいのですが、彼は最後にクレルの心臓を止めてあげるでしょう。あれは爆

弾と同一人物トリック両方を解いた事で、彼女のトリックを完全に暴き、未練を断ち切った事

を意味します。つまりは第６のゲームでは戦人さんはこの心臓の片側を潰してあげないといけ

ません。在島人数の赤字が出る最後ですが戦人さんはベアトリーチェさんに「いいのか？」と

言い、べアトリーチェさんは「構いません」と言いますね。ここは「ベアトリーチェの心臓で

ある同一人物トリックを明かしてもいいのか？」「構いません」という事なのですね。これによ

って彼女の未練をウィルの時のように完全に断ち切る訳で、最後フェザリーヌ卿がおっしゃい

ますね。これでベアトリーチェは眠りにつけたと。心臓を止めて殺してもらう事とは、要は十

八さんが天国の紗代さんに真相を理解した事を宣言する事なのです。同一人物トリックは結局

第６のゲームで描かれた恋の試練のための道具です。あそこを伝えるためのものであり、これ

を暴く事によって、紗代さんの気持ちを理解した事を伝えているのですね。だから、もう安ら

かに眠ってくれ、そういう十八さんの気持ちが込められています。第７のゲームもそうですが、

彼女のトリックを暴くとベアトリーチェは安らかに眠りにつく、という描写がされるでしょう。

これはそういう事なのですね。第５のゲームの時に語った現実世界の十八さんの真相と繋がっ

ています。 

 

・キャンディーの魔法 

さて、最後に非常に重要な魔法の推理をしましょう。あえてこれを最後に推理するのは、これ

は物語全体の意図を正確に把握するためです。第６のゲームでは真里亞さんのキャンディーの

魔法のエピソードがありますね。これは私が手品だとむりやり暴きましたが、これ結局どうな

ったでしょう。真里亞さんの心はズタズタになりましたよね。あのキャンディーの魔法が手品

だったというのは誰にだって分かるでしょう。それをわざわざ暴くという事は、結局「真実を

知る事がいい事だとは限らない」という事に繋がるのですね。これは第４のゲームのさくたろ

う復活と同じです。仮にあそこでさくたろうが量産品だった、と告げるとどうなるのか。キャ

ンディーの魔法の時と同じ結果になったでしょう。この構図は結局第８のゲームの意図と重な

るのです。六軒島の猫箱の中身を暴く事は、本当に幸せに繋がっているのか？と。箱の中身は

惨劇ですから、当然幸せになんか繋がっていません。だからこそ、戦人さんは魔法で縁寿さん

を包み込んでくれたわけでしょう。真実を知ってからではもう魔法は効果を持ちません。真実

を知らないからこそ、幻想に意味が出てくるのです。この魔法の思想は辛い真実から、大切な

人を守るための大切な思想なのですね。第６のゲームはこれで終了です。世界構造がこれで終

わった訳ですから、非常に推理が楽になりました。 
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古戸ヱリカのＥＰ７推理の章 

 

・動機考察の方向性とは 

第７のゲームでは動機考察がメインになるかと思いますが、大前提として次の３つの赤字に抵

触しない動機を構築しなければなりません。 

 

「恐怖を味わわせるのが目的ではありません。」 

「誰かに復讐するためのものでもありません。」 

「…ベアトは、快楽目的で殺人を行なっていることはありません」 

 

ミステリーにおいて殺人の動機で復讐、恐怖、快楽殺人、このような王道をすべて赤字により

否定されています。それにしても、残り２つですか。早いですね。ちょこちょこ魔法の推理を

挟みますけども、何であれを推理するのかというと最後に縁寿さんの心の解釈をする場合に非

常に重要になるからなのです。縁寿さんというのはゲーム盤の縁寿さんもそうですが、作家縁

寿さんの心の推理をする場合に重要なのですね。魔法ＥＤの意味にも繋がりますから。何で作

家縁寿さんは福音の家を六軒島のホールのように作り替えたのか。その理由に関連します。非

常に愛にあふれた彼女の心理の推理。それを解くための鍵として、魔法の推理はやってるので

すね。キーとなるのは、魔法には裏と表があり、魔法を使う者は裏の真実を知っていなければ

ならない、という点です。実はですね、私が推理対象として非常に好きなのは第８のゲームの

推理なのですよね。一見推理対象がさほどないように見えますが、そんな事はありません。 

 

・明かす物語と明かさない物語 

私からすると、このように何も明かさず終わる物語は推理するのが楽しいですが、明かす物語

と明かさない物語というのは実はそれぞれ違う楽しみがあるのですよね。どちらの楽しさを味

わってもらいたいかというのは選択の問題なので、両方は無理なのですよね。難しい所です。

明かす物語の楽しさというのは、今コミックでやっているあの楽しさですね。まぁミステリー

の王道の明かされる快楽ですね。明かさない楽しさというのは、今コミックの情報を知った上

で原作のＥＰ８をやると伝わりやすいでしょうが、暗喩を察する楽しさ、というのがあるので

すよ。真相が明かされない。しかし推理をして仮説を持つ。その状態であの戦人さん達が縁寿

さんに伝えようとしてる事を察する楽しさ。この快楽というのは実は物凄く楽しいのですよ。

これは明かされないからこそ味わえる楽しさですが、こういう経験はまずできませんね。この

作品でそれを味わえた方は本当に貴重です。大切にしてください。その経験を。 
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・事件の真相の推理について 

第５のゲームで語った十八さんの推理がありますね。真相に至るのが遅かった、という。この

部分は第５のゲームのあの推理自体でも理解できますけど、大事なのは８６年の六軒島で紗代

さんに何が起こったのか、という部分です。事件の中彼女はどういう計画を立て、どういう信

念のもとで事件を実行し、その結果実際の六軒島では何が起こり、彼女は事件の中で何を感じ、

何を失い、ルーレットはどういう結果を提示したのか。この部分を最終的に推理しますけど、

非常に心が痛いです。しかし、ここの推理は避けて通れません。本来この部分は推理的に論理

で導くために、感情的に心に負担が来る推理対象ではなかったのですが、漫画の方であれだけ

描かれてしまうとですね、実感が論理にわいてしまうでしょう。それが心配なのですよね。漫

画の方はどうなるのでしょうね。可能性として「十八の現実世界の真相を完全に明かす」とい

うのが理想なんですがコンフェッションの内容で「嘘から連想されれる約束」という部分や「同

一人物トリックが偽書を前提にしている」という部分を放置したでしょう。謎を若干残そうと

してらっしゃるんですよね。 

 

・どっちの動機推理をするのか 

第７のゲームに行こうと思いますが、既にトリックや世界構造などは完全に推理が完結してい

ますから、メインはヤスの動機、そして猫箱の中身考察になります。まず動機ですが、厳密に

定義しましょう。私が推理する動機とは「現実世界の安田紗代さんの動機」であって「ゲーム

盤の駒の犯人ベアトリーチェこと安田紗代さんの動機」ではありません。これは現実世界の十

八さんの物語に密接に関係するために、現実の方の紗代さんの動機推理をする訳ですが、これ

はそもそも前者と後者で何が違うのか、という点ですが人を殺す殺さないの違いやルーレット

の目の違いが発生するため、これは区別が必要になります。ゲーム盤の駒の犯人はＧＭである

ベアトリーチェさんが戦人さんに出題する目的で、盤上で殺人をやってしまいます。これはメ

タ世界目線で見た場合にはチェスのようなものになりますから、人を殺す重みなんて全然あり

ませんが、駒目線で見る場合には人殺しをやってしまいます。駒の立場では殺人をやっていま

すが、そもそも「そういうゲーム盤を使ってメタ世界の戦人さんにメッセージを伝える」とい

う意味があるために、厳密に言うとあれは殺人ではありません。ゲーム盤を変える度に駒はま

た再配置され、生き返る訳ですから、結局は手段でしかない訳です。そのような状態で駒の犯

人の動機を推理する意味がありませんので、現実世界の方の安田紗代さんの動機というのを物

語に提示された手掛かりから推理していきましょう。 

 

・台風 

まず８６年に何をしようとしているのか。まずは台風という要素を考えますが、ゲーム盤世界

では事件当日に１００％台風が直撃し、外界から孤立しますが、現実世界での事を考えると、
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紗代さんが事件計画を立てている時点で「当日に台風が来るのかどうか」は予測が不可能でし

ょう。天候の事なのですから。ですから、紗代さんは事件計画を立てた時点でそもそも台風と

いう不確定要素を事件に組み込んではいないと考えるのが自然でしょう。台風が当日直撃する、

しない、というのは結局外界と孤立して警察に連絡されるのかどうかという部分と関連する訳

です。そういう不確定要素である台風を事件に組み込むのが不可能な訳ですから、紗代さんの

事件はそもそも「台風が来ようが来まいが関係なく成立する事件内容」だと推測できます。当

日台風が来なくても何の問題もないという事は、警察に連絡されるような事件計画ではない、

と推測可能です。これは若干推測も交じるので、あくまでも「おそらくそういう計画だろう」

くらいの要素として頭に入れておきます。 

 

・キャッシュカード 

次にキャッシュカードの伏線を考えます。第４のゲームでこの伏線が出ますね。南條の息子が

銀行でキャッシュカードのお金を確認しますが、２０個以上のランプが光っていた、と確認し

ています。という事は紗代さんは最低でも２０枚以上のカードを遺族に送付している訳です。

これは「共犯者に送る協力金」と「人殺しの謝罪のための謝罪金」という考えがありますが、

前者は存在しない住所に送りつけ、郵便局が返送をした結果配達される、という手段を取って

いることや、六軒島の在島人数を越える数を送っていることから違うでしょう。素直に謝罪金

と推測できます。 

 

今挙げた２つの要素、台風とキャッシュカードから導き出される推理はお互いが対立関係にな

り矛盾します。台風は警察に連絡されないであろう計画を示唆しているのに、キャッシュカー

ドは人殺しという要素を示唆している。結局こういった事件の周辺情報から動機特定はできま

せん。そのため、まずは紗代さんがそもそも何を目的に事件を起こすのか。その目的特定。そ

して、その目的を実行するための具体的事件計画の特定。この２段階方式で完全特定をします。

一つ注意をしてほしいのは、最初に語った「現実世界の動機」と「偽書世界の動機」というの

は若干差異がありますので注意が必要です。大枠としては同じですが、ゲーム盤の駒犯人は「殺

人をＧＭに強制される」という制限がありますので、殺人を前提にする事自体が駒目線ではも

う動機特定不能にしてしまいます。それは推理の過程で分かって来るでしょう。 

 

・事件の目的特定 

まず目的は何なのか。これは第５のゲームでこのような赤字が出て手掛かりが提示されました。 

 

「恐怖を味わわせるのが目的ではありません」 

「誰かに復讐するためのものでもありません」 
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「ベアトは、快楽目的で殺人を行なっていることはありません」 

 

つまり、このようなミステリーとして王道な動機ではない訳です。こういった目的で事件を８

６年に起こす訳ではないのです。ゲーム盤の駒目線で考えると「殺人をＧＭに強制される」と

いう制限上、殺人を絡めた動機になりますが、メタ世界のＧＭ目線で考える場合にはそうでは

ない訳ですね。では第７のゲームでクレルが語ったこのセリフを参照しましょう。これがまぁ

目的でしょう。 

 

「決闘はしたのです。決着もつきかけていた。でも８６年という年は余りに無慈悲が過ぎた。

なぜ８６年だったのか…」 

 

決闘、という言葉に覚えがありますね。そう、第６のゲームで戦人さんが描写した恋の試練の

決闘です。真相を理解した事の証明としてあれを戦人さんは描きました。最後紗音さんと嘉音

さんが自分の死をかけてまで自分の恋を成立させようとしますね。ウィルが言っていましたが、

８６年に戦人さんが帰ってこなければ事件は起こらなかったと言っていましたね。それは何故

なのか。それは戦人さんが帰ってこないのなら、紗代さんの恋は譲治さんに絞られるからでし

ょう。紗代さんの事件実行の目的が復讐や快楽、恐怖ではなく、純粋に恋の決着にあったのな

ら８６年に戦人さんが帰って来た事によって恋が並立してしまった訳です。そういった恋の板

挟みの部分に追加して紗代さんにはいくつかの恋の障害がありますね。 

 

・恋の障害 

妊娠できない体である事。九羽鳥庵ベアトの娘であるために、近親関係になる事。そういった

部分を打ち明けずに８６年を迎えてしまった事。障害がかなり多いです。紗代さんの事件実行

の目的はこういった部分から「事件というルーレットを使って並立してしまった自身の恋に決

着をつけ、できれば奇跡が起きた結果現実で幸せになりたい」なのだと思われます。 

 

・爆殺心中という要素の解釈 

一つ重要な要素があるのですが、事件の中で爆弾による皆殺しという設定がゲーム盤の世界で

はありましたね。あれは第２のゲーム時に推理しましたが、あれは「魔法の奇跡を叶えるため

のリスク設定」という魔法大系の思想があります。いくつか伏線を抜粋しましょう。第２のゲ

ームでの金蔵さんのセリフです。 

 

「私は今日、ある儀式を執り行う。儀式というよりは、博打に近い。なぜなら、リスクを負わ

ぬ魔法に奇跡は宿らぬからだ」 
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続いて真里亞さんのセリフです。 

 

「魔法には、リスクが必要なの。（中略）どんな大きな魔法にも、絶対に弱点やリスクがある

の。うぅん、ないといけないの」 

「人間は死を賭すから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとして、その人物に何の奇跡も起こ

せる道理は無い。……私達も、人生も、魔女も儀式も。私達はリスクを負わなければ、何も成

し遂げられないの」 

 

最後に第５のゲームで戦人さんが真相に手遅れになって至った時のセリフです。 

 

ふざけるなよ、……そんなに難解な自慢の謎なら、制限時間なんて設けるんじゃねぇよ……。 

「……いいや、……わかるぜ……。それほどのわずかな奇跡の中に、……お前は祈ったんだよ

な……。……お前も、……祖父さまと同じだったんだ」 

 

分かるでしょうか。こういう思想がありますので、紗代さんがさまざまな恋の障害を抱えつつ

も、それでも現実世界で幸せになりたいと望むのなら、事件の中で自分が死ぬほどのリスクを

背負って事件を実行しなければなりません。そこまでしてやっと、恋の障害が取り除かれ奇跡

が叶うかもしれない訳です。 

 

・恋の障害と解決策 

具体的に恋の障害に解決策があるのかと考えると論理的に考えると可能性としては存在します

が、解決策として非常に可能性が低いです。まず近親問題ですが、これは以前も語った通り、

紗代さんはおそらく福音の家に孤児として「安田紗代」として育てられてますので、国から彼

女が筆頭者の戸籍を貰っているはずなのです。つまり法的に見る場合には右代宮家の戸籍にい

ませんので、血の繋がりが一見分かりません。法的に結婚可能です。しかし、これは紗代さん

が真実を隠蔽する、もしくは「相手に理解してもらう」というのが必須ですから、特に後者の

場合は相手が受け入れてくれる奇跡が必要になるでしょう。妊娠できない問題もそうです。譲

治が受け入れてくれる奇跡が必要になりますし、恋の並立も、これは今から推理しますが、事

件中に奇跡が起きる必要があります。紗代さんの恋が現実世界で叶うためには奇跡が必要にな

るのです。奇跡は結局は紗代さん自身の力でどうこうできるものではありません。神に祈るし

かない要素でしょう。そんな境遇にあってなお、幸せになりたいと思うのならば。奇跡を願う

のならば。彼女は奇跡を叶えるための儀式を実行しようと思うのではないですか？それが今語

った爆弾による皆殺し、というリスク設定なのですね。自分と愛する人が死ぬかもしれない。
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そんな大きなリスクを背負ってなお、事件の中で奇跡が起きたのなら、彼女の恋も叶うかもし

れません。本編に提示された伏線から、そのような推理が構築できます。 

 

・恋のルーレットの目 

では、紗代さんが自身の恋の決着をつけるための手段であり、奇跡として設定しているルーレ

ットとは何なのか。ここに行きましょう。第５のゲームではここを解くための伏線が明示され

ましたね。既に推理済みですがもう一度この赤字を見てみましょう。 

 

「碑文を誰かが解くことで、この子が何かを得ることはありません。」 

「もともと黄金郷の黄金はこの子のもの。見つけさせる必要も、横取りする必要も、何もあり

ません。」 

「碑文の謎が解けても解けなくても、この子にとって得るものは何もありません。」 

「碑文が解かれようと解かれなかろうと、ベアトが何かを得ることはない。」 

 

ベアトリーチェさんの恋の相手は第６のゲームの結婚式の時の伏線「あなたと一緒になりたく

て生みだした物語。だからこの世界の目的は達成されました」から分かる通り戦人さんです。

しかし、碑文が解かれるという行為は、この赤字を見る限りではベアトリーチェさんに何の利

益ももたらしません。論理で考えてみましょう。ベアトリーチェさんの恋は戦人さんが事件の

真相に至る事を前提にしています。つまりは戦人さんを選ぶ紗代さんのルーレットは「事件の

碑文殺人の謎を戦人が解いてくれた結果、約束を思い出し、なおかつ紗代を受け入れてくれる

事」となるでしょう。この戦人ルートを自発的に中断するための設定が碑文が解かれる、とい

う行為な訳ですから、これは事件前から恋を育ててきた紗音さんにとって最大の利益がありま

す。つまりは、碑文が解かれる＝紗音ルートとなるのでしょう。紗代さんの恋の障害の一つで

ある「恋の並立の決着」を自分の意思以外にやってもらうための事件な訳ですから、事件の中

で何かが達成されると「譲治と結ばれる」「戦人と結ばれる」という要素が無ければなりません。

作中で明示された事件のルーレットとは第５のゲームで提示された「碑文と碑文殺人」しかあ

りませんので、推理的に導けるのは「碑文が解かれると譲治を選ぶ」「事件の真相を解かれると

戦人を選ぶ」という事になります。ただ一つ問題があります。 

 

・嘉音朱志香ルート 

現実世界においては「嘉音さんと朱志香さんの恋」という要素が非常に難解です。そもそも嘉

音さんが現実にいるのかどうか、という部分が伏線から明確に推理できないために推理不能要

素となっているのです。ルーレットという面から見ると嘉音ルートというのが見つからないた

めに、嘉音さんは現実にはいないと推測はできますが、これは推理として乱暴でしょう。事件
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中に死体が消える、という部分から幻想の示唆があったりしますが、これも確信的な推理要素

ではありません。ここは推測になってしまうのが非常に悔しいですが「現実世界に嘉音はいな

いために、ルーレット自体が存在しない」と仮説を立てます。おそくらくはそういう事なので

しょう。 

 

・計画特定 

今まで推理してきた要素から、具体的事件計画を特定します。紗代さんの目的は事件の中で碑

文が解かれる、あるいは事件の真相を戦人さんに暴かれる、こういうルーレットの目が出る事

で自身の恋に決着をつけ、幸せを掴む事にあると思われます。では、この目的に矛盾せずに、

なおかつ最初に推理した「台風」と「キャッシュカード」という要素にも矛盾しない事件計画

を考えていきましょう。 

 

・計画殺人説 

まず紗代さんが現実の８６年に殺人を実行するつもりだったと仮定します。この場合事件前日

に碑文が解かれる事で一人の犠牲者も出さずに事件を終え事ができますので、譲治ルートが達

成可能です。しかし、この場合問題となるのは第３のゲームのように事件中に人を殺した後に

碑文が解かれてしまった場合です。当然殺人をやってますから、殺人者を受け入れて恋が叶う

なんてことはないでしょう。これは事件中奇跡が達成されても紗代さんの目的が達成不能にな

る論理矛盾が発生します。心理的整合性が取れない訳ですね。恋の決着をつけ、幸せになるの

が目的なのに、自身でその可能性を進んで潰す訳ですから、人間の行動原理として論理性、一

貫性がありません。これは戦人さんが謎を解いた場合でも同様です。戦人ルートは事件発生後

にしか存在しませんので殺人を前提にすると、紗代さんの目的自体が達成不可能になります。

さらに言うなら、台風という要素が示唆する「警察に連絡されないであろう事件」という部分

とも矛盾します。つまりは、論理的に考えて紗代さんは現実世界では殺人を前提にしてはいけ

ない、という事になります。 

 

・狂言殺人説 

では狂言だったと仮定しましょう。殺人なんかやるつもりはなく、全部お芝居だったと。これ

も通りません。矛盾が発生します。キャッシュカードが事件中の大量殺人を示唆していますか

ら、事件中に人が死ぬ可能性はないといけませんし、「奇跡を叶えるための爆弾のリスク設定」

とも矛盾します。 

 

もう分かったでしょうが、可能性が完全に一つに特定されます。事件を第８の晩までは狂言殺

人として実行し、第８の晩までに奇跡が起きなかった場合は第９の晩以降に爆弾による心中を
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行う。この解法があらゆる要素に抵触せずに実行可能です。全ての要素に矛盾しない論理です。 

 

・狂言殺人の伏線 

ここで、狂言殺人の伏線を見てみましょう。魔女の手紙の特別条項の部分ですね。 

 

＜特別条項＞ 

契約終了時に、ベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし、隠された契約の

黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。

利子の回収はこれより行いますが、もし皆様の内の誰か一人でも特別条項を満たせたなら、す

でに回収した分も含めて全てお返しいたします。 

 

事件中に人を殺しても碑文が解かれると、今まで殺した分も含めて全て返却する。これが実行

可能なケースは狂言殺人でしょう。余談ですけど、紗代さんの動機はクレルが理御に言ったセ

リフからも推測できますね。これです。 

 

「ありがとう。……幸せになって。そして素敵な人と出会って。……願わくば、あなたが魔女

として目覚めず、ニンゲンとして生き。……一なる魂を以って、愛するたった一人の人を愛し

ぬける……。……そんな人生を送る事を、願っています」 

 

ここからクレルは恋が複数並立してしまってる事が読みとれます。 

 

・なぜ動機をここまで詳しく推理するのか 

猫箱の推理の前に、そもそも何でここを推理しなければならないのか、という部分の話をした

いのですが、紗代さんの動機、そして猫箱の中身という２つの推理対象は「実際の六軒島で紗

代さんに何が起こったのか、そしてその結果戦人はどうなったのか」という部分を論理的に推

理可能にするためにやるのです。つまりはこの物語の核である「本当の現実世界の真相の特定」

を目的にしているのですね。ですから、動機考察は今語ったような非常に細かい論理を積み上

げる訳です。これをやる事で推理可能になる要素がある訳です。そう。「入水したベアトリーチ

ェさんの心の推理」です。ミステリーの世界では心の推理も論理によって導かれなければなり

ません。そしてそれは可能なのですね。心も論理によって推理可能。私はそう信じます。探偵

ですから。 

 

・猫箱の中身 

これで紗代さんの事件の目的、具体的計画が判明しました。では次に猫箱の中身に行きましょ
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う。これは漫画の方では既に真実だと明かされてしまいましたが、根拠に基づいて推理してみ

ます。さて、猫箱の中身ですがこれが手がかりから推理可能なのならば、結局は第７のゲーム

の惨劇の物語が真実なのか嘘なのかという論点になるでしょう。あれが嘘だった場合、猫箱の

中身を特定不能になりますので、結局あれは真実なのでしょうが、それはあくまでも手掛かり

から推理できなくてはなりません。４つございます。整合性を取るために作中に配置された手

掛かりは大きく４つです。それを個別に検証していきましょう。明かされない猫箱の中身も手

掛かりから推理可能なのです。特定は可能ではありませんけど、おそらくこれだろうという程

度には可能です。 

 

さて、まずは絵羽さんが８６年の事件の爆発事故を九羽鳥庵で回避してる部分を考えます。あ

そこに行くために絵羽さんはどういうルートを通ったのか。作中で提示された手掛かりは「地

下貴賓室には地下道に通じる道があり、そこから九羽鳥庵まで行ける」と「楼座が幼少期に偶

然森からたどり着いた」ですが、後者は楼座さん自身が「もう一度行けと言われても無理」と

言ってますから可能性としてないでしょう。おそらくは前者です。地下貴賓室から地下道に行

くという事は碑文が事件中解かれてしまった事を示唆します。実際の六軒島では碑文が解かれ

ていた可能性が高い。これがまずは一つ目ですね。 

 

２つ目は絵羽さんだけが生き残っている理由ですが、世間で言われる絵羽の陰謀説のような場

合、彼女が主犯な訳ですから当然譲治と秀吉も生き残っていないと変です。しかし、実際は絵

羽さんしか生き残っていない。という事は可能性として絵羽さん以外が彼らを殺害した可能性

が出てきます。 

 

３つ目は縁寿さんに対する絵羽さんの態度ですね。六軒島の真相を決して語らない理由。これ

は可能性として「悪意によって語らない」と「縁寿が傷つく真相だから教えない」が考えられ

ますが、第８のゲームを見る限りは後者でしょう。 

 

最後に作家になった縁寿さんが会った十八さんの証言ですね。「私達は潜水艦基地の方に逃げた」

と言っています。私達、という複数形ですから、もう一人誰かいた訳ですが、これは惨劇の物

語の中から推測できます。霧江さんと留弗夫さんの使う銃は「照準がおかしい」という情報が

頻繁に出てきます。そしてベアトリーチェさんは霧江さんに撃たれた時に死亡したとは書かれ

ずに「魔女は口からどろりと血をこぼし」と書かれただけな部分、そして、絵羽さんが霧江さ

んの銃撃から気が付いた場面に「傍らには愛する夫の屍。蔵臼夫婦の屍に楼座の屍。死屍が累々

と横たわる死の部屋だった」と描写されますが、ここに何故かベアトリーチェさんの死体が描

写されていない事。ここから、おそらくは紗代さんと戦人さんは逃げていたのだろうと推測で
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きます。これは第８のゲームで最後描かれる島脱出の部分と繋がっている要素なのでしょう。

これらの４つの要素がすべて第７のゲームの惨劇の物語を示唆しています。 

 

これらの部分から導ける推理は、あの惨劇の物語が真相だという事でしょう。状況証拠がガッ

チリはまってますからまず間違いありません。ベアトリーチェさんはあの惨劇の物語で、碑文

を解いた一族に色々説明をしていますが、非常に無気力でしたね。何もかもどうでもいいとい

う具合で。あれは理由を動機と照らし合わせて考えると「紗音の勝利条件が達成されたため、

自身の死亡が決定してしまった」と推測できます。これは伏線がありますので抜粋しましょう。

ベアトリーチェさんのキャラ説明にこうあります。 

 

人の身で妾を殺そうなど無駄な夢。 

鉛弾を射掛けようとも鏡の如く己が身に跳ね返されるだけよ。 

だが、妾を殺す方法はひとつだけある。 

その方法はお前の手に握られている。 

お前如き凡夫には無理であろうがな？ 

きひひひひひひひひひひひ！ 

くっくっくっくっくっくっ！ 

 

この方法、というのが碑文を解くという事なのでしょう。碑文が解かれるとベアトリーチェさ

んの恋は断たれますので最終的に人格統一の段階で死亡するはずです。戦人さんへの恋心と共

に。そういう事でしょうね。 

 

猫箱と動機の考察が終わりましたね。この２つの鍵がそろう事で実際の六軒島で何が紗代さん

に起こったのかが特定可能になったはずです。しかし、それは第８のゲームでやりたいと思い

ます。まずはこの２つの鍵を持って、ご自身で考えてみてください。きっと分かるはずです。 

 

・ベアトリーチェの葬儀 

ではその他の部分に行きましょうか。第７のゲームではベアトリーチェさんの葬儀が行われて

いますね。そこでウィルが重要なセリフを言います。 

 

「人は誰かに理解され初めて救われる。死後も何年も経っても……そして一番分かってほしか

った男に、理解される事なく生を終えた哀れな魔女を、もう誰かが赦してもいい」 

「最後には思い出した。ただし、お前が諦めて消えたよりずっと後の事だがな」 
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注目は「死後何年も経っても」という部分ですね。これは第５のゲームで推理した十八さんの

部分の事でしょう。メッセージボトルを読んで紗代さんを理解した十八さんは、真相には至っ

たけど手遅れだった、という部分の示唆でしょうね。 

 

・我が主の語った赤字 

我が主が語った赤字「このゲームに、ハッピーエンドは与えない。」これは第６のゲームの時に

既に推理しましたね。赤字の適用範囲を考えるとこれは創作世界上の範囲での事をさします。

現実世界には関係ありません。 

 

第７のゲームを迎えるまでにトリックや世界構造といった部分の推理を完全に終わらせてしま

ったので、動機と猫箱の中身以外に特に推理対象がないのですよね。これで第７のゲームは終

わりです。残す所あと一つですね。ゲーム盤の推理も。今回非常に細かい推理をしたので脳み

そがやられました。コンフェッションの方では碑文が解かれたら、解いた人に従おうと言って

たでしょう。これは今回の動機推理で原因が分かったと思います。殺人を前提にするゲーム盤

では「事件前日に碑文が解かれるケース」しか恋の可能性がなくなってしまうからなのですね。

戦人さんが事件を解いても殺人をやってしまっているので、恋の可能性が完全になくなります。

そのため「止めてください」となる訳ですね。この辺のゲーム盤と現実世界の差異はあります

が、紗代さんの心の解釈としてはまぁ分かりやすくて私好きですよあれ。 
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古戸ヱリカのＥＰ8推理の章 

 

・第８のゲームの読み方 

さて、では最後のゲーム盤に行きましょうか。まず最後のゲーム盤を考えるにあたって、私の

読み方というのを説明したいと思います。第８のゲームは私が縁寿さんなのだと思って読む、

と言うのが一番効果的だと思うのですよね。 

 

・自分を本当の現実の縁寿だと思う 

・縁寿はこの偽書の作者を、幾子という六軒島の事件と無関係の人物と思ってる 

・一体自分（縁寿）はこの第８のゲームのどこで心の整理をつけたのかを考える 

 

基本的にこのような３つの視点を前提にして第８のゲームを読むのが一番分かりやすく効果的

なのではないかと思います。あなたは縁寿さんです。そして、この物語は偽書作家伊藤幾九郎

が書いてますので信用できません。十八という兄が書いてるという発想がこの時点でありませ

ん。そういう前提です。 

 

・ゲーム盤の目的 

第８のゲームの目的は縁寿さんに、本当に理解するべき事を自分で気づいてもらう事です。戦

人さんは縁寿さんに未来を生きる方法を伝えようとしていました。一方で縁寿さんは六軒島の

真実を知りたいと願っています。しかし、六軒島の真実は第７のゲームでも推理したように、

あの惨劇の物語なわけです。戦人さんが中盤にこのような発言をされますね。 

 

「一なる真実の書は確かにこの島で何があったのかを縁寿に教えるだろう。しかし、それを知

って何の意味がある？！１２年前の悲しみが増すばかりじゃねえか！いったい縁寿はさらに

何年かければ１人の女の子としての幸せを享受できるってんだよ！ いったい何年をかけれ

ばその傷口は癒されるんだよ！」 

 

戦人さんの気持ちはもう痛いほど分かるでしょう。私も同感です。一体あの真相を知って縁寿

さんに何の価値があるのでしょう。ただ縁寿さんを絶望に突き落とすだけの真実なのですよ？

これを知って何の価値があるでしょう。それは結局縁寿さんの９８年世界での境遇にあります。

縁寿さんは世間で絵羽の陰謀説、留弗夫一家犯人説といった無責任な証拠の無い説に囲まれ、

日々罵倒されながら生きてきたんです。お前の両親が犯人なんだろう？と。そんな境遇で縁寿

さんの中では「六軒島の真実」というものが、自分を救ってくれるかもしれない希望になって

しまってるのですね。悪いのは全部絵羽伯母さんで、自分の両親はただの被害者。そういう縁
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寿さんにとって都合のいい真実を、言わば幻想を求めてしまってるのです。それが縁寿さんに

とって希望ではなく、絶望だという可能性もあるはずなのに。 

 

・真実より大切なもの 

だからこそ、戦人さんは真実よりも大切な物があるのだと分からせないといけません。非常に

分かりやすい伏線が出てますので抜粋します。 

 

「かつてのベアトのゲームが戦人に魔女の存在を信じさせようとする事が目的だったように、

戦人のゲームは縁寿に真実より大切な何かを伝える事を目的とする。ゲームはいつだってその

結果を強制しない。ベアトだって戦人が自ら認めない限り、永遠に勝つ事は出来ないゲームだ

った。戦人のゲームも同じ。縁寿が自ら認めない限り戦人の勝つ事はできないゲームなのだ。

だから、戦人はかつてのベアトのようにゲームを進める。信じるかどうか。納得するかどうか

は全て対戦相手が決める。そのために戦人は自分の幻想で縁寿を包み込もうとしている。」 

 

ベアトリーチェさんは本当の六軒島の真相は人間が犯人なのに魔女の仕業と言って幻想、つま

りは魔法で真実を包みこんでいました。今回も同じです。戦人さんは六軒島の真相である「黄

金を巡る親族の殺し合い」というよりももっと大切なものを知ってほしいのですね。物語の中

で天草が言いますね。「真実を暴く事に疲れ果て、お嬢はやがて右代宮絵羽を憎むだけの人生に

成り果てていく」と。そう。縁寿さんは本当は真実なんか求めてないんです。自分のご両親が

無実である真実が欲しいんです。でもそれは、幻想なんです。真実はご両親が犯人なのですか

ら。 

 

・本当の現実世界の縁寿と偽書世界の縁寿 

一つ重要なのは、この第８のゲームはゲーム盤上の縁寿さんが一なる真実の書を読んで真相を

知ってしまいますけど、この偽書そのものを私達探偵と同じように読んでいる現実の縁寿さん

には、私達同様に真実が明かされません。あくまでも真実を知った作中内縁寿さんを眺めるし

かないのです。そういう意味で、本当の現実の縁寿さんは真実を知りません。仮に作中で描か

れた場合でも、今度は「偽書作家伊藤幾九郎＝幾子を信用できるのかどうか」という問題が出

てきますから、結局本当の現実の縁寿さんにとっては、真実は与えられないんですね。 

 

・クイズ大会 

真実が不明な状態で偽書を読み進めると、譲治と朱志香のクイズ大会のシーンが来ます。ここ

が非常に重要なんですね。譲治さんは事後確率の問題を出しながら縁寿さんに伝えます。縁寿

さんの周りには色々な情報があります。縁寿さんを幸せにしてくれる情報、不幸にするだけの
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情報。これらを選んでいるのは実は縁寿さん自身だと。どんな情報を選ぶかは自分で決めてい

る。だけど、縁寿さんが本当に大切にしたい真実があるのならば、それは自分で守らないとい

けないんだよ、と。実際の現実世界では爆発事故の影響で真相が特定不能になってます。絵羽

さんも真相を語りません。つまりは真相が特定不能なんです。永久に。そんな状態で、縁寿さ

んの周りには彼女を不幸にする留弗夫一家犯人説、絵羽陰謀説、色々あるでしょう。真実は残

酷です。真相は留弗夫と霧江が犯人なのですから。しかし、この真実は永久に猫箱の中に封印

されました。永久にこの真実は明かされません。だとするならば、この明かされない真実をあ

えて悪意で縁寿さんが解釈する事に一体何の意味があるのでしょう。 

 

全くありません。その悪意の解釈すら真実だとは確認不能なのですから。それなら、縁寿さん

はご自身の未来を幸せに生きるために、自分を幸せにする情報だけを選びとって未来を生きて

もいいのではないですか？それがたとえ真実ではなくとも、それは確認不能なのですから。本

当の真実が明かされない現実の縁寿さんには、幸せだけを選択する事も可能なのです。十八さ

んは偽書を通じて、ずっとそれを伝えていたのですね。本当の六軒島の真実が悪意の塊だから

こそ、その真相を永久に封印しました。そして縁寿さんの未来を守ったのです。 

 

・手品と魔法 

最後に魔法と手品の選択があります。縁寿さんはこの最後のゲーム盤で兄から一体何を受け取

ったでしょうか。確かにゲーム盤の縁寿さんは真実を知ってしまったかもしれません。しかし、

どんな真実も結局は自分が受け入れないと本当の意味で真実にはなりません。最後の最後に縁

寿さんは考えるべきなんです。自分にとって本当に大切なのは手品の真相ですか？それとも、

それを包み込む魔法という幻想ですか？縁寿さんを本当に幸せにしてくれるのはどっちです

か？真実は残酷です。六軒島の真実は縁寿さんを不幸にするだけの辛い真実でした。でもゲー

ム盤の縁寿さんはそれを受け入れる必要なんかありません。あんなのは嘘ですきっと。そして

現実の縁寿さんはそもそも真相を知らない。なら、選べる未来というのが明確にあるでしょう。

本当に最後のゲームで兄の意図を把握したのなら、どっちを選ぶべきなのかは明白なはずです。 

 

・物語中盤の黄金郷での縁寿の心理 

ミステリーの世界で心を推理する場合、私はロジック的整合性、つまりは心理的整合性で考え

るのですが、一つＥＰ８中盤の黄金郷の縁寿さんの心を推理してみたいと思います。原作の縁

寿さんと漫画の縁寿さんは、ご両親に対する態度が違いますね。普通に接している原作の縁寿

さんと、拒否反応を示す漫画の縁寿さん。これを論理的に原因を考えていきましょう。彼女に

とってご両親へどういう気持ちを抱くのか、という部分の根本的原因は、縁寿さんが見てしま

った一なる真実の書ですね。あれを読まれたわけです。縁寿さん非常に重要なセリフをおっし
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ゃいます。「お前たちの世界の真実など受け入れるものか！！」と。そう絶叫して自殺されます。

一なる真実の書自体は真実ですけども、縁寿さんを主体に見る場合においては、縁寿さんがそ

の真実を「受け入れる選択をする」と「拒否をする」というパターンがあります。真実を受け

入れる選択をしたのが漫画版の縁寿さんです。当然真実を受け入れたため、ご両親が殺人犯で

ある真実も受け入れました。だから漫画では拒否をするのだと思われますね。実にシンプル。

では、拒否をした場合はどうなるのか。当然ご両親が殺人犯であった真実を拒否しますので、

縁寿さんの中でご両親は別に殺人犯ではありません。すると、ご両親を拒否する心理的要因が

消失します。ですから、普通に接する。 

 

ロジック的に考えるとそういう事になるのではないでしょうか。受け入れる、受け入れないの

違いでしょうね。原作の縁寿さんは、最後の我が主とのバトル時に言っていました。確かに真

実を知ったけど、もしかしたら誰か一人でも帰って来てくれるんじゃないか、そう思ってもい

いかなと思ってたのに、と。つまり、原作の縁寿さんは完全に受け入れたのではないのですね。

真実を。希望を持っておられます。希望と絶望が同居してる状態では、ご両親に対する態度に

も希望がでてくるでしょう。もしかするとアレは嘘で、両親は無実なんじゃないか、と。どん

な真実も結局は本人が受け入れないと真実にはなりません。 

 

・第８のゲームのベアトリーチェさんは雛ベアト？ 

さて、第８のゲームではベアトリーチェさんがまるで第５のゲームの時のような性格で出てき

ますね。このベアトリーチェさんはオリジナルなのか、それとも雛ベアトなのかという疑問が

あるわけですが、オリジナルのベアトリーチェさんは第６のゲームで二度と蘇らないと赤字宣

言されていますから違うでしょう。そして雛ベアトさんの特徴である口調も出ませんから雛ベ

アトさんとも思い辛いです。おそらく、第 8のゲームのベアトリーチェさんはただの駒だと思

われます。分かりやすく言えば、私が第 5のゲームの幻想法廷で戦った駒のベアトリーチェさ

んと同じようなものですね。 

 

・ベルンカステルの宣言した赤字 

我が主が後半かなりショックな赤字を語りました。これです。 

 

「ベアトリーチェは、１９８６年１０月に、死亡した。よって、彼女が生み出した黄金郷は、

完全に滅び去った。黄金郷に生かされていた、お前の親族たちも全員、滅び去った。お前の父

も、母も、そしてもちろん戦人も、二度とお前のところに戻り、お前の名を呼ぶことはない。」 

 

ベアトリーチェさんは最後入水されますね。あれの事をさしているのでしょうが、さてここを
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推理してみましょう。今まで細かい論理を動機考察や猫箱考察で組み上げてきましたが、あれ

はここを推理可能にするための推理でもあります。ちょっとかなり丁寧に追って行きたいと思

います。 

 

安田紗代さんは元々戦人さんに恋をしていましたが、彼が約束を忘れていた事により心の痛み

に耐えられなくなりますね。そこでベアトリーチェに恋心を移し、譲治と新しい恋を始めます。

このまま順調に行けばおそらく結婚していたのでしょうが、８６年に絶妙なタイミングで戦人

さんが戻ってきます。紗代さんは断ちきったと思っていた戦人さんへの恋心がまだ生きていた

事を自覚します。譲治さんが好き。でも戦人さんもまだ好き。選べません。おまけに自身の恋

の障害が多い。近親関係にあたる事や子供を産めない事。これらは奇跡でもないと解決できな

いでしょう。紗代さんは計画を立てますが、本当に自分はこんな事件を起こしてまで幸せにな

りたいのか？と自身に問いかけます。答えはやはり「私だって現実世界で幸せになりたい」だ

ったのでしょう。紗代さんは事件決行を決断します。 

 

事件の中で碑文が解かれたら、戦人さんの事はきっぱり諦め碑文殺人を中断し、譲治さんと結

婚しよう。もし、事件部分の謎を解いた結果、戦人さんが約束を思い出して、自分を受け入れ

てくれたのなら戦人さんを選ぼう。それがどちらも達成されない場合は爆弾を爆発させ、あの

世で幸せになろう。具体的な計画の詳細は第７のゲームの推理を参照してください。そういう

狂言と爆殺計画を組み込み事件を実行します。そして実際の六軒島では奇跡が起こりました。

碑文が解かれるという奇跡が起こった訳です。絶対の意思で事件に挑んでルーレットが提示し

た答えは「譲治」でした。碑文殺人は碑文が解かれたために即座に中断。紗代さんはルーレッ

トの結果に従い、戦人さんへの思いを断ち切る事を決断します。このまま事件が何事もなく終

わってくれればよかった。しかし、イレギュラーが発生します。一族による黄金を巡る殺し合

いが発生。これに巻き込まれ譲治が殺害されます。ルーレットは譲治を選びました。だから紗

代さんは譲治と生きて行こうと決断したはずです。しかしその思い人である譲治が殺害されま

す。紗代さんの恋は碑文が解かれるという奇跡が起きてなお、達成不可能な状態に追い込まれ

ます。彼が殺された遠因という意味では事件を計画した紗代さんに責任もあるでしょう。 

 

地下貴賓室を出た紗代さんはせめて生きてる戦人さんだけでも助けようと、彼の手を取り、地

下道へ逃れ、潜水艦基地へと逃亡。戦人さんは碑文殺人を中断してしまったために、この時点

で紗代さんの真相、恋心に気付いてません。約束も思い出してません。事件前に紗代さんは３

つの可能性を想定していました。戦人さんと結ばれる。譲治さんと結ばれる。それが叶わない

なら黄金郷で全員と結ばれる。その可能性を信じて事件を起こし、最悪のケースでも爆殺心中

は可能なはずでした。しかし、譲治は殺され、戦人は事件中断の影響で真相に至らず、爆弾の
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説明をしてしまってるために爆殺心中も不可能。すべての可能性が……消えました。 

 

では、このような状態にある紗代さんは、約束を思い出していない戦人さん、そもそもルーレ

ットが指し示さなかった戦人さんにボートで連れ出された時、一体どういう心理状態にあった

でしょう。これはもう「死にたい」ではないのですか。全ての希望が断たれ、自身の恋の決着

のために起こした事件は最悪の結果になり、自分の計画のせいで愛する人が殺害され。こんな

状態でも「それでも生きたい」と思うでしょうか。私は描写されたままの入水自殺なのだと思

います。 

 

・事件後にメッセージボトルで真相を知った十八 

そんな紗代さんの恋心を事件後に十八さんがメッセージボトルで知る事になります。完全に手

遅れです。あの入水時に約束を思い出せていたなら、もしかすると紗代さんは自殺しなかった

かもしれない。全てが手遅れ。それがルーレットが指し示した結果でした。動機考察と猫箱考

察を鍵として導けるのは、おそらくこういう物語でしょう。ポイントは、入水時に紗代さんが

どういう状態にあったのか、という点ですから、私は心理として入水だろうと思いますけど、

「いや、それでも生きて行こうという心の強さがあるはず」というのももちろんあり得ますよ。

ここは確定はできません。このような状態で人は一体どういう心理にあるのか、という問題で

すから。さすがに論理で導けるのは入水時の状況までです。その先は完全に心の問題です。 

 

・読者罵倒 

さて、ここで原作の読者罵倒について触れましょう。この物語は大きく分ければ２つの世界で

構成されています。現実世界とその現実世界に存在する読み物としての偽書ですね。十八さん

は六軒島の真相を猫箱に閉じると言う目的を持って偽書を発表しています。世間で無責任な説

を生み出し続ける人達への罵倒や皮肉も偽書には含まれてますね。これはもちろん現実世界の

縁寿さんを守るためにやっている訳です。そういう理由で作中にかなり強烈な皮肉を入れこみ

ますが、これはもちろん「作中現実世界の人々」を対象にやっている訳ですけど、これを一階

層飛び越えて、私達が直接読んでしまってるために、誤解が生まれてしまってるのですね。「私

達プレイヤーが罵倒されている」と。それは論理的に考えて不可能ですよ。十八さんはあなた

たちプレイヤーを認識できません。一階層上の存在ですから。ここ、誤解が強烈に生まれた所

で漫画でも削除されてしまったほどの問題部分ですので、誤解なさいませんよう。あれは作中

現実世界の山羊を罵倒してるのですから。 
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・八城十八の偽書の執筆動機 

では十八さんの偽書の執筆動機の部分に行きましょう。いくつか執筆動機の理由は考えられる

でしょう。 

 

一つは死んでしまった紗代さんの恋心に事件後メッセージボトルで至ってしまった後悔ですね。

この後悔を十八さんは自分の中の戦人さんのためになんとかしないといけないと思ったのでし

ょう。その結論が第６のゲームなのですね。ベアトリーチェさんと最後に結婚した物語。ここ

に思いを込めたのでしょう。 

 

２つ目に現実の縁寿さんの事ですね。十八さんは自分が戦人さんに変わってしまう事を恐れて

いました。縁寿さんに会うのを拒否していたのは、自分が戦人さんになってしまう恐怖が強か

ったからですが、だからといって事件後ずっと寂しく生きている縁寿さんを放置する事もでき

ないでしょう。そこで、十八さんはせめて偽書を通じて縁寿さんにメッセージを送ろうと思っ

たのではないですか。第４のゲームと第８のゲームは特に縁寿さんに向けたメッセージ性がか

なり強いですからね。 

 

最後に、おそらくは魔女幻想を世間に広げる目的があったのだと思われます。実際の六軒島の

事件は魔女なんか関係ありません。ただこの真相は現実の縁寿さんを自殺させるレベルの衝撃

があります。そのため十八さんは六軒島の真相から縁寿さんを守りたかったのでしょう。だか

らずっと魔女の物語を描き、魔女の仕業と言ってきたのですね。幾子さんによる絵羽の日記披

露パーティーが中断された影響で、結果として世間の六軒島の事件への印象が「魔女の仕業」

で残ってしまったのではないですか。これが縁寿さんを真実から守ってくれる魔女幻想＝魔法

なのでしょう。 

 

・福音の家の黄金郷 

十八さんは最後に作家になった縁寿さんに福音の家に招待されますね。あそこの意味を考えま

しょう。おそらく意味合いが２つ重なっていると思われます。一つはベアトリーチェさんの言

う黄金郷の復活です。黄金郷とは死後の世界の概念ですから、基本的に概念として死んでいな

いと行けません。縁寿さんも「十八先生も兄の記憶の重責から解放されてもいいと思います」

と言ってますね。だから、あの瞬間に十八さんの中から戦人さんが人格として完全に死んだの

でしょう。死んでやっと戦人さんは黄金郷に行けたんです。そして、第 5のゲームで死亡した

オリジナルのベアトリーチェさんとやっと再会できました。彼女を蘇らせることは出来ません

でしたが、戦人さん自身があの世に行くことで再会できたわけです。第 8のゲーム盤のベアト

リーチェさんはただの駒ですから、戦人さんがオリジナルのベアトリーチェさんと再会したの
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は第 5のゲームぶりです。もう一つの意味は、事件後に完全に手遅れになってメッセージボト

ルで紗代さんの恋心を知った後悔が、今まで紡いできた偽書と一緒にやっと天国の紗代さんに

届いたのでしょう。戦人さんを通じて。あの瞬間やっと十八さんの長かった苦しみが終わりま

した。天国の紗代さんへの謝罪と共に。 

 

・作家になった縁寿の心の推理 

さて、最後に作家縁寿さんの心の推理をしたいと思います。作家縁寿さんは、伊藤幾九郎の偽

書を読み最終的に第８のゲームを経て、「真相を追う事は私にとって価値は無い」と思ったので

しょう。だから作家縁寿さんは真実を追うのをやめ、自身の幸せを選んで生きる事にしたはず

です。ここで重要になるのが、今まで断片的に語ってきた「魔法の思想」です。さくたろう復

活や、キャンディーの魔法という部分で推理しました。魔法には表と裏があります。裏に辛い

「量産品のさくたろう」という事実があり、表には「魔法で蘇らせたさくたろう」という嘘が

あります。魔法を使う者はこの辛い魔法の裏を知ってます。知ってるからこそ、相手を幸せに

するために、嘘ではあっても表の魔法を提示する訳です。最後のゲームの戦人さんもそうでし

た。六軒島の真実はとても辛い真相です。ですからこの魔法の裏を知る戦人さんは、表の魔法

としてあのような温かな物語を提示した訳です。 

 

作家になった縁寿さんは両目で物事を見て判断したはずです。真相は第７のゲームの悪意の解

釈、第８のゲームの善意の解釈、両方あり得るでしょう。縁寿さんは両目で真相を見て最後に

やっと気付いたはずです。自分は真実を追っていたのではなく、自分にとって都合のいい真実

を追っていた、と。結果、作家縁寿さんは真実を追うのをやめ、兄が紡いでくれた最後の偽書

のメッセージをキッチリ受け止め、未来を生きたはずです。作家縁寿さんは、この魔法の思想

の象徴的存在であるさくたろうの物語を書いていましたね。十八さんに「十八先生も兄の記憶

の重責から解放されてもいいと思います」と言ってますが、縁寿さんは兄を福音の家に招待す

る事で、兄を解放できるんじゃないか、と思っているのだと推測できます。これはよく考える

と不思議です。縁寿さんは一体なぜそう思ったのでしょう。六軒島の真実は縁寿さんの世界で

は確定しませんから、知らないはずです。なのに、福音の家に招待する事で辛い過去から解放

できると思ってるフシがあります。これは縁寿さんは六軒島の真実を確定はしないまでも「察

している」のでしょう。魔法の原理を考えれば分かります。第４のゲームでさくたろう復活の

時に縁寿さんはこういうセリフを言いますね。 

 

「それが魔法の根源よね。愛が無ければ、悲しみが無ければ、怒りが無ければ、魔法は視えな

い。」 
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ベアトリーチェさんに縁寿の魔法が視えたのは、魔法の裏である「量産品」を知ったからです。

だから表の幻想の意味が分かった。魔法を使う者は裏の真実を知らなければなりません。とい

う事は、魔法の思想を世の中に伝えようとしている縁寿さんは、確定しないまでも「察してい

る」のでしょう。両親が犯人なんだと。縁寿さんにとって大事なのは、これが確定しない事で

す。あくまでも推測であり、これは永遠に確定不能です。だからこそ、縁寿さんは希望を信じ

られる訳です。魔法を理解した縁寿さんは、十八さんに会い、魔法の裏を察してしまったので

しょう。辛い真実を。だから縁寿さんは兄を福音の家に招待する事で、解放できると思ったで

はないでしょうか。 

 

・福音の家に右代宮家のホールを再現した理由 

縁寿さんが福音の家を六軒島のお屋敷のホールのように作り変えた理由。これは推測になりま

すが、縁寿さんは魔法を理解した事で表の幻想を心の支えにし、未来を生きる力を得ました。

しかし、魔法を縁寿さんに使ってくれた人は魔法の裏を知っている事になります。偽書の内容

は右代宮家の内部情報に詳しいですから、縁寿さんは親族のだれかが生き残っているのではな

いかと疑っていた可能性は強いでしょう。六軒島で生き残った親族が偽書を書いてるかもしれ

ないと。しかし、魔法という考え方は裏と表があるわけですから、一つ問題が発生します。縁

寿さんは裏の真相を事実として確定情報として知っている訳ではありません。だからこそ、表

の幻想を信じられる訳です。しかし、縁寿さんに魔法を使ってくれたこの親族の誰かは、魔法

を使っている以上、裏の真実を知っているはずだと推測可能です。実際十八さんが真相を知っ

てる訳です。魔法はあくまでも縁寿さんのように、真相を知らない者に有効なのであって、真

実を知っている人間に魔法は効果を持ちません。ただ残酷な真実を受け止めるしかない訳です。 

 

縁寿さんはそこに至った時思ったのではないでしょうか。「私を救ってくれた親族の誰かがいる

のなら、その人は自分自身に魔法をかける事はできない。それなら、私が違う魔法でその人を

救ってあげたい」と。それが福音の家に再現された反魂の魔法、六軒島のお屋敷のホールなの

ではないでしょうか。真実を知る人間は結局真実を受け止めるしかありません。逃げられませ

ん。それならば、その辛い真実を上回るほどの過去の温かな幸せで心を包めば、きっと真実を

知ってなお、魔法が有効なはずです。縁寿さんはきっとそう思ったのでしょう。十八さんの長

かった辛い後悔の物語は、妹の反魂の魔法によって、やっと解放されたのです。これで第８の

ゲーム終了です。お疲れ様でした。 

 

・プルガトリオ 

さて、第８のゲームまで推理を終え、魔法ＥＤの意味を推理しましたね。あの瞬間戦人さんは

やっと天国に行け、今までの苦悩がやっと天国の紗代さんに伝わった。そういう推理をしたと
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思います。この伏線が実は第１のゲームの時点で貼られています。お茶会に「プルガトリオ」

と出てくるでしょう。プルガトリオとはイタリアの詩人ダンテが書いた神曲という作品の煉獄

編の題名です。煉獄編プルガトリオ。ダンテは煉獄山を登って行くのですが、煉獄山は「自分

の犯した罪に後悔している者」が罪を贖うためにあります。ダンテは煉獄山を登る過程で罪を

浄化され、山頂で永遠の淑女ベアトリーチェに導かれ天国へ昇っていく。それがプルガトリオ

煉獄編なのですね。戦人さんの罪は長い年月を経てやっと最後に浄化され、ベアトリーチェさ

んの元へと魂が行きましたね。これはまさにプルガトリオでしょう。 

 

・うみねこという作品は推理可能でしたか？ 

漫画版が完結し、うみねこと言う作品に関するある問題に評価を下さないといけない時期に来

ました。それは私個人でどうこうという話ではないので、ちょっとみなさんに聞いてみたいの

ですよね。うみねこを愛しているみなさんに。「うみねこのなく頃には推理可能だったのです

か？」という問題に対する評価です。原作漫画版と出題側の情報提示が終わり、探偵サイドの

推理も出そろってると言っていいでしょう。私を含め、タウンメモリーさん、KEIYA さん、

多くの推理がありますよね。さて、うみねこの真相を特定している推理は探偵側にありました

か？あったのならば、この作品は「推理可能だった」という事です。しかし、ないのであれば

「結局は推理不能だった」となります。うみねこのなく頃には推理可能でしたか？ここに評価

を下すべき時期にきたんです。出題側の原作がああいう終わり方をしてるのですから、ここを

曖昧にして、漫画版で綺麗に終わったから良かったねじゃ終われませんよ。ここに結論を出す

べきでしょう。 

 

・推理は可能です 

私の主観ですと、出題側の公式解答を当てたうえで、さらにその先の公式が想定しない部分ま

で行ってしまってた印象ですけども。推理は余裕で可能だった、という結論です。私は。ただ、

これは私の主観ですから。推理不可能だったのなら二度とこういう作品を作るべきじゃないん

です。でも推理可能だったのなら、出すべきなんですよ。重要な問題なんですこれは。先生が

リスクを背負って答えをふせたわけでしょう。その選択は結局プレイヤーにとってどうだった

のか。評価がないと先生もどうしていいか分かりませんよ。私はあえて言いたいです。先生が

またこのような作品を作ってくれるためにも。推理は余裕で可能でした。完全特定しましたと。 

 

私としてはこの物語で物凄く重要な謎は魔法 ED の福音の家のラストの意味の解明なんです。

ここが私の設定するうみねこの真相なんです。そういう意味で、ここのシーンの解釈のために

ゲーム盤の事件の謎や動機や８６年の実際の事件の謎があり、それを解いた結果、ラストの意

味が分かるんですね。このラストのシーンの意味を解明できたのか、これが出題者さんと私の
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推理対決の結末を飾る最後の謎という事になるわけです。公式が想定している解答というのは、

あの場面で十八さんの中の戦人さんが黄金郷に行き、十八さんと戦人さんが完全に決別した事。

そして、十八さんが事件後にヤスの恋心を知り、その後悔から自殺未遂をし、その後けじめの

ためにずっと紡いでいた物語が、やっとあの瞬間天国に届いた事。この二つでしょう。この２

つの想定されているであろう公式解答というのは当然私ドンピシャで特定済みなわけです。問

題はですね、公式が想定しなかったのかもしれない部分まで考えてしまった点なんですよね。

縁寿さんサイドの解釈がそうなんですけども。うみねこという作品は「魔法」についての物語

と言っていいでしょう。辛い真実を魔法で包み込む思いやりの物語です。そういう意味で福音

の家を改装した縁寿さんの解釈というのは、その魔法をめぐるうみねこの物語の締めくくりに

あたる謎な訳でしょう。当然推理必須だと思ってたんですよ。 

 

全く触れてないでしょう！！漫画版！！つまりここは謎じゃなかったんです！！公式の想定し

ない部分まで考えちゃった結果、十八さんの後悔、縁寿さんが自分を救ってくれた人のために

作った反魂の魔法の寄り代である六軒島の再現ホール、この２つの解釈によって、うみねこと

いう作品のラストに感じる感動がですね、物凄い事になってるんです私の中で。この出題者さ

んと私の推理対決、私の完全勝利じゃないですか？完全勝利でしょう！！「公式解答はもちろ

ん分かってる。でも私のこの解釈の方がより美しい！！」みたいな事になっちゃったわけです

から。解かせる気が毛頭ない物語？あなたが屈服するまで続く拷問？あっはっはっは！！いや

ぁ～っはっはっはっは！！完全特定しましたからぁ！！ざまぁないですね！！ 

 

ただそこに「うみねこのなく頃に」が存在するだけで、古戸ヱリカにはこの程度の推理が可能

です。いかがです？出題者、竜騎士 07先生？リザインをオススメしますよ。 

 

結局謎というのは解いて欲しいんです。ですから、ベアトリーチェさんも先生も「どうせお前

には解けはしない！」とおっしゃるわけです。戦人さんがベアトリーチェさんの心臓を第６の

ゲームで止めてあげたように、竜騎士先生の心臓も誰かが止めてあげる必要があったんです。

謎を暴く事によって。先生の心臓が見事に止まったのならば、探偵としてこんなに嬉しい事は

ありませんよ。楽しい戦いでした。また何かがなく事があれば、再度探偵として現場に行く予

定ですので楽しみにしていますよ。今度は私の武器「連鎖考察法」に対する対抗手段を用意さ

れる事をお勧めします。 
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※イラスト 城雅さん 

 


