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あなたは大胆にも、幽霊が徘徊している怪しげな屋敷に立ち入っています……
何と勇敢なことでしょう！　現世に取り残された魂を安らかに眠らせるため、
奇妙な降霊会の準備ができたら、テーブルの周りに座って心を解放し、
あなたの第六感を覚醒させましょう……。 ゲームのルール

ゲームの背景
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スコット
ランド、ウォリック

公爵領

1922年９
月19日

フランス、ポワティエ、アルフォンス・ド・ベルクール教授

親愛なるアル
フォンス、

先日書いた手紙以来、邸宅では超自然現象が毎日のように
起こってい

る。

調査を進めるうちに
、私は３０年近く前の、従者の痛ましい

死について書かれて

いる古い新聞の切り抜きを見つけた。警察はすぐに事故死だと結論づけた

ようだが、この件についての噂は広まり続けたらしい
。

 

事件の調査は性急なものだったようで、この件が幽霊に何らかの形で関係

しているのは間違いない。残念ながら、この幽霊は長いあいだこの世界に

姿を現すことが
できず、意思疎通すること

ができない。私たちが力を合わせれば、

何らかのメッセージを送るために必要なエネルギーを幽霊に与えること
が

できるかもしれない。だから私は、君をもう一度誘うことに
した―

アルマ、アルダシール、王夫人、ジェサリン、そして君がすぐにこの謎を

解決するために来てくれれば、こんなに嬉しいことはない。

 

返事を楽しみに待っている。

　　　　　　　　　　君の親友
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ウォリック
伯邸での

 惨劇！

　　 1894
年 12月 1

4日

調査の
行き詰まり

ウォリック伯邸従者事件―
警察は事故死と判断

  1895 年５月13日

 ウォリック伯夫妻、
この地を離れる

ウォリック･イブニン
グ･ニュース

ウォリック･イブニング･ニュース

12月13日木曜日の夜、ウォリック

伯邸は恐ろしい惨劇の舞台となっ

た。ご息女のマーガレット様の誕生

日を祝い、伯爵は100人ほどの招待

客のために仮装パーティーを開催し

た。午前１時半、従者の１人が今な

お不可解な状況で死んでいるのが発

見された。死体が発見されてから

30分後に警察が到着し、大勢の招

待客に聞き込みを始めた。残念なが

ら、初期の聞き込みはこの謎めいた

事件に光明を投じることはできなか

った。現在、警察は目撃者の出頭を

呼びかけている。

１ヶ月が過ぎたが、1894年12月13日の夜に起こった、ウォリック伯の従者の死に関する状況は変わらず謎のままである。目撃者は現れておらず、故人の家族も見つかっていない。被害者には近親者が１人もいなかったようである。警察は調査を続けているが、今のところは何の成果も上がっていない。警部によると、不幸な事故だというのが最も有力な説明とのことである。しかし地元の人々のあいだでは、不品行な情事に関わる不名誉な殺人との噂が広がっている。

ウォリック伯邸での悲劇的な事件についての４ヶ月の調査ののち、警察はこの従者の死は事故だったとの判断を下した。悲劇の発生以来、この従者の死にまつわる事情は多くの憶測の的となっている。現在、ウォリック伯邸従者事件は公式には解決済みとなった。

衝撃的な知らせだが、伯爵は夫人や子供

たちと共に、数世代に渡る一族の家であ

る邸宅を永遠に離れるつもりだと述べて

いる。寛大さと町政への熱意で知られる

力強い紳士、伯爵を失うのは非常に惜し

まれる。伯爵は「５ヶ月前に邸宅で起こ

った悲劇的な事件以来、私と家族は安ら

げずにいる」と説明した。邸宅は即座に

売りに出され、すでにマクダウェル家の

中に買い手を見つけている。この裕福な

一族は、これまでにもこの地域の不動産

をいくつか購入している。
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アルフォンス・ド・ベルクール
専門：数霊術
国籍：フランス
アルフォンスはマクダウェル家と親密な関係にあるフランス貴族の生まれ
です。アルフォンスが数学の博士号を取るために自宅で勉強しているあい
だに、アルフォンスの兄弟はベルダンの戦場で戦い、亡くなりました。この
知らせに打ちのめされた彼は、研究に没頭することに慰めを求めました。
やがて彼は、数が持つ驚くべき秘密の性質が、それを知る者たちによって押さえ込まれていることに気づきました。数学の研究によって、アルフォンスは世界中の有名な文章に埋め込まれた秘密のメッセージを部分的に解読できるようになりました。この論文を発表したとき、同業者たちは口を揃えました―アルフォンスは科学に革命を起こすか、あるいは狂人として一笑に付されるだろうと！　彼はコンラッド・マクダウェルとの友情のため、邸宅に行くことを承諾しています。

アルマ・サルバドール
専門：振り子占い

国籍：スペイン

小さな子供のころに両親をなくしたアルマは修道院に引き取られ、そこで
育てられました。８歳のとき、うっかりしていた来訪客が忘れていった懐中
時計で遊んでいた彼女は、偶然自分の才能に気づきました。それからとい
うもの、彼女は他の孤児が家族を見つけるのを手伝うために自分の能力を
使いました。彼女が12歳のとき、修道女たちは彼女の異端の力を知り、魔

術を使った罪で修道院を追放しました。さまざまな人間の魂を見つける能力のおかげで、彼女は生計を
立てることができています。また、彼女は貧しい者が行方不明の肉親を見つける手助けもしています。こ
の慈悲深い気質のため、アルマは迷える魂を助けるために力を貸して欲しいというコンラッド卿の要請
を受け入れました。

アルダシール専門：護符
国籍：トルコ
アルダシールの一族では、占いの力が先祖代々受け継がれていま

す。数世紀に渡って一族が持っている強力なアマリイェの護符は、

彼らの霊能力を集中・増幅します。一族は伝統的にスルタンに仕え

ていましたが、アルダシールは別の道を選び、より広い世界の探検

を始めました。旅と能力の修練に数年を費やしたあと、彼は母国に

戻り、護符の助けを借りて占い稼業を始めました。それ以来、彼は世

界中の指導者たちのあいだで確固たる名声を得ています。コンラッド・マクダウェル卿の邸宅を包

む謎めいた雰囲気は、彼がスコットランドへ行こうと決意した大きな一因でした。

ジェサリン・スミ
ス

専門：タロット占い

国籍：アメリカ

ジェサリンは非
常に若くして、

裕福でめったに
家にいない工

場のオー

ナーと結婚し、
心から退屈して

いました……ニ
ューヨーク州の

ロチェ

スターにある自
宅で、彼女は友

人たちと定期
的にタロット占

いをして

いました。友人
の１人が娘を肺

炎で亡くしたと
き、彼女はこの

子の魂

と接触するため
のタロット降霊

会を開くことに
しました。自分

が強力

な霊能者であ
ることに彼女が

気づいたのはそ
のときで、それ

以来、多

くのロチェスタ
ー市民が彼女

の助けを求め
ています。彼女

の力の噂が広
まるとほどなく

し

て、愛する故人
に会うために国

中から人々が押
し寄せました。

極めて当然で
すが、彼女は

コンラッド・マ
クダウェル卿の

助力の要請を
受け入れました

。彼女は常々、
スコットランド

を訪れることを
夢見ていたので

す。

王夫人
専門：易経

国籍：中国

子供のころ、易経を研究して
いる秘密結社に勧誘され、

彼女は

自分の才能を極めるために
家族のもとを離れました。

それか

ら、彼女はこの古代の書物
の学習に没頭し、飛躍的な

速さで

吸収していきました。彼女は
先祖との交流や、前世の調

査を得

意としていました。中国で
の政治的大変動の時期に

は、指導

者たちは彼女の千里眼の助
けを得て競争相手に勝ろう

としま

した。王夫人は自分の力が
政治的利益のために使われ

るのを見るのに飽き飽きし
、引退し

て中国を旅し、道中で現地
の人々を助けることにしま

した。彼女の仲間、コンラッ
ド・マク

ダウェル卿がいにしえの謎
を解決するために彼女の助

力を求めてきたのは、この
旅のあい

だでした。

コンラッド･マクダウェル
専門：水晶占い

国籍：スコットランド

コンラッドは裕福なスコットランドの貴族、
マクダウェル家の一員で、その

家系は17代前までたどることができます。
18歳のとき、彼は祖母のモイ

ラの水晶玉を受け継ぎました。将来有望な
学歴と、輝かしい軍隊経歴の

見込みにもかかわらず、彼は水晶を使った千
里眼能力者としての道を選び

ました。彼の顧客には著名人が大勢います。
おそらくはこの千里眼のおか

げで、彼は1918年の戦争から無傷で生還し
ました。この不穏な時代のあ

と、彼は最近相続した一族の邸宅で暮らす
ことにしました。彼はすぐに、奇妙な超自然

の存在を感

じました……。
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ゲームの目的
「ミステリウム」は協力型の推理ゲームで、全員が共に勝利するか、さもなければ敗北しま
す。邸宅に出没する幽霊の死に隠された真実を明らかにし、彼の魂を安らかに眠らせるという
共通の目的をプレイヤー全員が持ちます！

プレイヤーの役割
「ミステリウム」は非対称カードゲームです。プレイヤーは同じ目的を共有しますが、２つの異
なる役割のうち１つを担当します。役割に応じて、各プレイヤーがすることは異なります。

 幽霊は霊能者たちを導くためにカードを配り、彼らが正しい選択をして調査を進行
させるのを手助けします。
 霊能者は幽霊からカードを受け取り、直感を用いて幽霊のメッセージを正しく解釈
しようとします。

ゲームを始める前に、プレイヤーは幽霊と霊能者のどちらの役割をプレイするかを決
めます。

例：ラウラ、ステファニー、ポール、カール、アレックスは５人プレイゲームを始めよう
としています。ラウラは幽霊役をプレイすることにしました。他の４人は霊能者として
プレイします。ステファニーはアルフォンス・ド・ベルクール（青）、 ポール はアルダ
シール（白）、カールは王夫人（赤）、アレックスはアルマ・サルバドール（黄）を選び
ました。

降霊会中に起こること
このゲームは1920年代を舞台にしています。見える者と見えざる者の世界がつながるサムハ

イン祭（ハロウィン）の日、霊能者であるあなたは深夜の降霊会に招かれます。この日は生者が
最もたやすく“死後の世界”に接触することができる日です。幽霊との霊的なつながりが失われ
るまで、あなたには７時間しか残されていません。

接触したとき、あなたはすぐに、この幽霊は自分を殺した犯人の正体を直接的には伝えられ
ないということに気づきます。この幽霊は未だに激しい衝撃の中にあり、曖昧な死の記憶しか
持っていません。彼の助力を得て、あなたはこの運命的な夜の出来事を再構築しなければなり

ません―現場には誰がいたのか？　犯行が行われた可能性があるの
はどこか？　凶器として使われた可能性があるのはどれか？　貴重
な時間を節約するため、各霊能者は異なる方向から調査を進め、
容疑者の１人の行動を特定しようとします。

幽霊は長いあいだアストラル界をさまよって消耗しており、話すことができないほど弱ってい
ます。その代わりに、幽霊は各霊能者へと個別に“閃き”の形で幻視を送って意思を伝えます。
そのあと、霊能者たちは情報を共有し、その意味を全力で解釈します。直感に導かれて、霊能
者たちは容疑者の特定から順に、仮説を幽霊に示します。その返事として、幽霊は各霊能者に
直感が正しいかどうかを伝え、鋭い洞察力を持った者たちは調査を次の段階
に進めることができます。容疑者が明らかになったら、霊能者の次の使命は
犯行現場を確定することと、凶器として使われた物品を特定することで
す。

７時間以内にすべての霊能者が任務を完了した場合、幽霊は犯人の正
体を思い出すことができます。最後の力を振り絞り、幽霊は殺人犯を特定
する幻視を霊能者全員に送ります。降霊会中の霊能者が英明であるほど、
この最後の幻視はより明確なものとなるでしょう……。

最後に、霊能者たちは正式に殺人犯を特定するための投票を行い、正
しい容疑者が過半数の霊能者に選ばれた場合、ゲームに勝利します。
幽霊の魂は解き放たれ、永遠の安らぎを得ます。失敗した場合、幽霊
の魂は冥府をさまよい続け、あなたは邸宅の謎の解決に再挑戦する
前に来年を待たなければならないでしょう……。

これであなたは、降霊会がどのように展開するかを学び、
プレイする準備ができました！

幽霊は長いあいだアストラル界をさまよって消耗しており、話すことができないほど弱ってい
ます。その代わりに、幽霊は各霊能者へと個別に“閃き”の形で幻視を送って意思を伝えます。
そのあと、霊能者たちは情報を共有し、その意味を全力で解釈します。直感に導かれて、霊能
者たちは容疑者の特定から順に、仮説を幽霊に示します。その返事として、幽霊は各霊能者に
直感が正しいかどうかを伝え、鋭い洞察力を持った者たちは調査を次の段階
に進めることができます。容疑者が明らかになったら、霊能者の次の使命は
犯行現場を確定することと、凶器として使われた物品を特定することで

７時間以内にすべての霊能者が任務を完了した場合、幽霊は犯人の正
体を思い出すことができます。最後の力を振り絞り、幽霊は殺人犯を特定
する幻視を霊能者全員に送ります。降霊会中の霊能者が英明であるほど、
この最後の幻視はより明確なものとなるでしょう……。

最後に、霊能者たちは正式に殺人犯を特定するための投票を行い、正
しい容疑者が過半数の霊能者に選ばれた場合、ゲームに勝利します。
幽霊の魂は解き放たれ、永遠の安らぎを得ます。失敗した場合、幽霊
の魂は冥府をさまよい続け、あなたは邸宅の謎の解決に再挑戦する
前に来年を待たなければならないでしょう……。

これであなたは、降霊会がどのように展開するかを学び、

強い霊的結びつきを得るためのヒント：

 最初のゲームでは、すでにこのゲームに習熟しているプレイヤーが幽霊役となり、 
難易度（８ページ参照）でプレイすることを推奨します。

 幽霊は一言も口をきかずにゲームをプレイすることにしてもかまいません。たとえ
ば、テーブルを１回ノックしたら「正解」、２回ノックしたら「不正解」ということに
して、霊能者たちの直感を追認することができます。
 www.libellud.comの「ミステリウム」のページから（または
このQRコードをスマートフォンでスキャンして）、雰囲気のある
サウンドトラックをダウンロードすることができます。

アルダシール専門：護符
国籍：トルコ
アルダシールの一族では、占いの力が先祖代々受け継がれていま

す。数世紀に渡って一族が持っている強力なアマリイェの護符は、

彼らの霊能力を集中・増幅します。一族は伝統的にスルタンに仕え

ていましたが、アルダシールは別の道を選び、より広い世界の探検

を始めました。旅と能力の修練に数年を費やしたあと、彼は母国に

戻り、護符の助けを借りて占い稼業を始めました。それ以来、彼は世

界中の指導者たちのあいだで確固たる名声を得ています。コンラッド・マクダウェル卿の邸宅を包

む謎めいた雰囲気は、彼がスコットランドへ行こうと決意した大きな一因でした。

ジェサリン・スミ
ス

専門：タロット占い

国籍：アメリカ

ジェサリンは非
常に若くして、

裕福でめったに
家にいない工

場のオー

ナーと結婚し、
心から退屈して

いました……ニ
ューヨーク州の

ロチェ

スターにある自
宅で、彼女は友

人たちと定期
的にタロット占

いをして

いました。友人
の１人が娘を肺

炎で亡くしたと
き、彼女はこの

子の魂

と接触するため
のタロット降霊

会を開くことに
しました。自分

が強力

な霊能者であ
ることに彼女が

気づいたのはそ
のときで、それ

以来、多

くのロチェスタ
ー市民が彼女

の助けを求め
ています。彼女

の力の噂が広
まるとほどなく

し

て、愛する故人
に会うために国

中から人々が押
し寄せました。

極めて当然で
すが、彼女は

コンラッド・マ
クダウェル卿の

助力の要請を
受け入れました

。彼女は常々、
スコットランド

を訪れることを
夢見ていたので

す。
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内容物とゲームの準備
下図のようにゲームの準備を行います。
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1

2

4

霊能者用の内容物
2 31

P.9使用

P.8使用

P.10使用 P.10使用

P.10使用

P.10使用

P.12使用

直感トークン 洞察力レベルマーカー 洞察力トークン36枚スリーブ 6枚
6個 6枚
各色１個 各色１枚

各色１枚 各色６枚各色６枚
表面：  または 

裏面：１～６の番号

準備  各霊能者は以下のものを受け取ります。

直感トークン １個

スリーブ １枚

 洞察力レベルマーカー １枚（洞察力トラックのスペース０
を指すように置きます）

 プレイ人数に応じた数の洞察力トークン

 ２、３人プレイ  0
 4、5人プレイ  4（番号が１～４のもの）
 6、7人プレイ  6（番号が１～６のもの）

時計ボード 1枚

準備  

ゲーム開始時に、短針をⅠ
（１時）に合わせます。

1  時計
2   洞察力トークンの捨て
札置き場

犯行現場進行ボード
1枚容疑者進行ボード1枚進行ボード 4枚

凶器進行ボード
1枚

結末進行ボード1枚

1  犯人スペース
2  任務達成スペース

1

2霊能者用容疑者カード18枚
裏面：１～18の番号

裏面

霊能者用犯行現場カード18枚
裏面：19～36の番号

裏面

霊能者用凶器カード18枚
裏面：37～ 54 の番号

裏面

霊能者用カード54枚 P.8準備

P.10使用
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8

1

2

3

裏面

幻視カード 84枚 準備  

幻視カードの山を
ついたての内側に
置きます。
ゲーム開始時、
幽霊はこの山の
上から幻視カードを
７枚引いて
手札とします。

10

3

1

1

19

19

37

37

幽霊用の内容物

カラスマーカー ３枚 

犯人トークン 6枚
裏面：１～６の番号

裏面表面

P.8準備

幽霊トークン 6枚

裏面：１～６の番号

幽霊トークン 6枚
表面：各色１枚

準備  

ついたての内側に
幽霊トークンを
並べます。
色付き面を表向きにして、
対応する列の下側に
置きます。

9

9

8

10

11

11

12

12

P.9使用

P.8使用

P.11使用

P.11使用

P.9使用

P.9使用
P.9使用

洞察力トラック1枚
準備  

４～７人ゲーム用
 4、5人プレイ  6、7人プレイ

下図のように置きます。 下図のように置きます。

砂時計1個
（２分）

ついたて1枚

各列はそれぞれの霊能者に対応しています。
各段は幽霊用カードの種類に対応しています：

1  幽霊用容疑者カードスペース
2  幽霊用犯行現場カードスペース
3  幽霊用凶器カードスペース

内側

幽霊用容疑者カード
18枚

裏面：１～18の番号

幽霊用犯行現場カード
18枚

裏面：19～36の番号

幽霊用凶器カード
18枚

裏面：37～ 54 の番号

幽霊用カード 54枚：
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ゲームの難易度とカードの準備
プレイヤーはゲームの難易度を選びます。これによって、そのゲームで使う容疑者／犯行現
場／凶器カードの枚数が決まります。

1   すべての霊能者用容疑者カードをよく混ぜ、以下の表に示されている枚数のカードを
 （裏向きのまま）引きます。

例： 普通  難易度の５人プレイゲーム（幽霊１人と霊能者４人）では、プレイヤーは
霊能者用容疑者カードを７枚引きます。

2   幽霊用容疑者カードを確認して、引かれた霊能者用容疑者カードと同じ番号のカード
を選びます。これらの幽霊用容疑者カードを幽霊に渡します。引かれた霊能者用容疑
者カードをプレイエリアに置きます（６ページ参照）。

1

1

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

1

1

幽霊に渡された
幽霊用容疑者カード

カールが引いた
霊能者用

容疑者カード

例：カールは１、３、４、５、６、10、17番のカードを引きました。
そのあと、カールは１、３、４、５、６、10、17番の幽霊用容疑者カードを幽霊に渡し
ました。

17

17

17

17

1

1

3   幽霊は受け取ったカードをよく混ぜ、霊能者の人数に等しい枚数のカードを引きます。
そのあと、幽霊はついたての内側で、これらのカードを各霊能者の色に対応している
列の容疑者スペースに置きます。残りのカードは表面を見ずに箱に戻します。

6

6

5

5

17

17

6

6

10

10

例：ラウラ（幽霊役）はカードを７枚受け取り、よく混ぜました。彼女は１枚目のカード（10番）
を引き、ついたての内側でアレックスの列に置きました。そのあと、彼女は他の霊能者の
ためにこの手順を繰り返します。

犯行現場カードと凶器カードについて、ステップ 1 、2 、3 を繰り返します。この準備フ
ェイズ中に、幽霊は各霊能者ごとに３枚のカード（容疑者１枚、犯行現場１枚、凶器１枚）の組
み合わせを作ります。

ゲームの進行
ゲームは以下の２フェイズに渡ってプレイされます。

フェイズ１：事件の再現
このフェイズは最大で７ターン続きます。これは時計上の時刻（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ）で表
されます。

フェイズ2：犯人の特定
７ターン目終了時までにすべての霊能者が「事件の再現」フェイズを完了させた場合、こ
のフェイズが発生します。

フェイズ１：事件の再現
このフェイズ中、霊能者はどの人物が事件の容疑者かを特定し、この汚らわしい行為が実行
されたかもしれない場所を判断し、凶器として使われた可能性がある物品を選別します。

自分の調査の進展具合を視覚的に示すため、各霊能者は４枚の進行ボード（６ページ参照）
上で自分の直感トークンを移動させます。

各調査は特定の順番で実施されます―霊能者は最初に容疑者を特定しなければならず、
次に犯行現場を、最後に凶器を特定しようとします。

「事件の再現」フェイズは以下の２ステップからなります。
ステップ１：幻視の解釈
ステップ２：幽霊の顕現
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ステップ１：幻視の解釈
１ターン目には、各霊能者の直感トークンは容疑者進行ボード上に置かれています。このた

め幽霊は、各霊能者がついたての内側で自分に割り当てられている容疑者カードを推測する
のを手助けしなければなりません。そのために、幽霊は１枚以上の幻視カードからなる幻視を
各霊能者に与えます。

 幻視の与え方：
1   幽霊は霊能者を１人選び、その手元に１枚以上の幻視カードを置き
ます。

 2   その霊能者の色に対応している幽霊トークンをついたてに向かっ
て押します。これによって、その霊能者にはすでに幻視カードを与
えており、このターン中にはもうカードを与えられないということを
忘れないようにします。

 3   手札が７枚になるまで幻視カードを引きます。幻視カードの山札
が尽きた場合、幽霊は捨て札となっている幻視カードをよく混ぜ、
新たな山札を作ります。

 4   すべての霊能者が最低１枚の幻視カードを受け取るまで、他の霊能者を選んで同じ手
順を繰り返します。

幻視を得た各霊能者はそれを解釈し、幻視が指し示している容疑者／犯行現場／凶器を確
定しようとします（どの進行ボード上に直感トークンを置いているかによって決まります）。こ
れを成功させるため、霊能者は霊能者用カードと自分の幻視カードを存分に見比べ、他の霊
能者たちと仮説を検討することができます。

すべての霊能者に幻視を与えたら、幽霊は砂時計をひっくり返して時間を計り始めます。

砂時計の砂が落ちきる前に、各霊能者は幽霊が自分に示したと思われる霊能者用カード上
に直感トークンを置かなければなりません。他の霊能者は、カードを調べたり意見を述べたり
して意思決定を助けることができます。砂時計の砂が落ちきるまで、霊能者は直感トークンの
位置を何回でも変更することができます。

注意：複数の霊能者が同じ霊能者用カード上に直感
トークンを置いてもかまいません。
 しかし、各霊能者は固有の（容疑者１枚、犯行現場１
枚、凶器１枚からなる）組み合わせを持っているはずな
ので、１人を除く他の霊能者の直感は必ず間違っている
ことになります！

 重要：幽霊は霊能者同士の話し合いを聞くことができますが、意見を述
べたり、手がかりを与えるような身振りをしたりすることは決してできま
せん。これはこのゲームをプレイする楽しみを崩壊させます。

ラウラ（幽霊役）は アレックス  が「女性家庭教師」カードを言い当てる手助けをしたい
と考えました。このカードには赤い毛糸の玉が描かれています。ラウラは手札に目を通
し、カード A（赤い毛糸の玉と房があります）を選びましたが、幻視をよりよくするため
にカード b（紐やロープがあります）とカード C（帽子をかぶった女性がいます）も選び
ました。

また、ラウラはステファニーに「コック」を選ばせなければなりません。カード A には
いくつかの食器が描かれています。ラウラはこのカードをステファニーの幻視のために
選ぶこともできます。この幻視をよりよくするため、ラウラはさらにカード D （いくつか
のケーキがあります）を追加することができます。

幻視の例

A

A D

B C

 幻視カードの破棄 ( ) 
ゲーム開始時、幽霊は選択した難易度に応じた枚数のカラスマーカー

を持ちます（８ページの表参照）。ゲーム中の任意の時点で（「犯人の確
定」フェイズ中を含みます）、幽霊は手札の幻視カードの一部（または全
部）を捨て札にし、手札が７枚になるまで新たなカードを引くことができ
ます。この交換を何回実行できるかは難易度によって決まります。

簡単 難易度：幽霊はターンごとに１回カードを捨て札にすることがで
きます。そうした場合、幽霊はついたて上にカラスマーカーを１枚置き、タ
ーン終了時に取り除きます。

普通 難易度：幽霊はゲーム中に３回までカードを捨て札にすることがで
きます。そうするたびについたて上にカラスマーカーを１枚置きます。

困難  難易度：幽霊はゲーム中に１回だけカードを捨て札にすることができます。そうした
場合、ついたて上にカラスマーカーを１枚置きます。

幽霊はゲーム中に３回までカードを捨て札にすることがで

 2
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 洞察力トークンの使用
砂時計の砂が落ちきるまでの任意の時点で、プレイヤーは他の霊能者が置いた直感トーク

ンに自分の洞察力トークンを追加することができます。適切な洞察力トークンをプレイした霊能
者は洞察力トラック上で自分のマーカーを進めることができ、最終フェイズで犯人を特定しよう
とするときに追加の手がかりを得られる可能性があります。

洞察力トークンは２種類あります。 シンボルを持つトークンは、プレイヤーがそ
の霊能者の直感に賛成していることを示し、 シンボルを持つトークンは反対し
ていることを示します。

 各霊能者は直感トークン１個ごとに洞察力トークンを１枚だけ追加することができ、自分
の直感トークンに洞察力トークンを追加することはできません。
 各霊能者は１ターン中に洞察力トークンを何枚でもプレイすることができ、１枚もプレイ
しなくてもかまいません。
 同じ霊能者用カード上に複数の直感トークンがある場合、各洞察力トークンがどの直感
トークンと共に置かれているのかを明確にしなければなりません。
 砂時計の砂が落ちきるまで、霊能者は何回でも洞察力トークンを移動させたり取り除い
たりすることができます。

 重要：使用後、すべての洞察力トークン（  と ）は取り除かれ、時計ボ
ード上の対応するスペースに置かれます。これらのトークンは４ターン目の開始時
に回収されます。

砂時計の砂が尽きたとき、「幻視の解釈」ステップは終了し、幽霊が現れます。

ステップ２：幽霊の顕現
このステップ中、幽霊は自ら姿を現し、霊能者たちが幻視を正しく解
釈したかどうかを知らせます。幽霊はこの情報を好きな順番で公開す
ることができます。幽霊は各霊能者に、その直感が正しかったか（そ
の霊能者の直感トークンが正しいカード上に置かれている場合）、そ
れとも間違っていたか（直感トークンが正しいカード上に置かれてい
ない場合）を伝えます。霊能者に情報を伝えたあと、幽霊は対応する
色の幽霊トークンをついたてから遠ざける方向に移動させます。

 霊能者が正しい霊能者用カードを選んだ場合 
幽霊は対応する幽霊用カードをついたての内側で裏返します。
 洞察力トークンをプレイした各霊能者は、洞察力トラック上で自分のマーカーを１ス
ペース進めます。
その霊能者は正しい霊能者用カードを取り、自分のスリーブに入れます。
その霊能者は自分のすべての幻視カードを捨て札にします。
 その霊能者は自分の直感トークンを取り、次の進行ボード上に置きます。

例：ステファニーは容疑者の特定に成功しました。次ターン中、ラ
ウラ（幽霊役）は彼女に犯行現場のヒントを出すことになります。こ
のため、ステファニーは自分の直感トークンを犯行現場進行ボード
上に置きます。

 霊能者が正しい霊能者用カードを選ばなかった場合  
 洞察力トークンをプレイした各霊能者は、洞察力トラック上で自分のマーカーを１ス
ペース進めます。
 その霊能者は自分の直感トークンを、ステップ１中に置かれていたのと同じ進行ボード
上に戻します。
 その霊能者は自分の幻視カードを手元に残しておきます。以降の各ターン中、正しい霊
能者用カードが選ばれるかゲームが終了するまで、幽霊はその幻視をよりよいものにする
ために１枚以上のカードを与えます。

洞察力トークンの使用の例
幽霊はカールの直感が正しかったことを示しました。ステファニーとアレックス

はカールの直感トークンに 洞察力トークンを追加していました。この結果、２人
は洞察力トラック上で自分の洞察力レベルマーカーを１スペース進めます。

洞察力トークンをプレイしていた ポールはマーカーを進めません。
は洞察力トラック

洞察力トークンをプレイしていた

 霊能者が自分の３枚目の霊能者用カードを獲得した場合
自分の霊能者用カードの組み合わせを特定したとき、その霊能者は自分の直感トークンを結
末進行ボード上の任務達成スペースに置きます。時計上で残っている１時間ごとに、この霊能者
は洞察力トラック上で自分のマーカーを１スペース進めます。そのあと、この霊能者は他の霊能
者が幻視を解釈するのを手助けしてゲームに参加し続け、依然として残りの洞察力トークンを
プレイすることができます。

例：ポール は４ターンで自分の組み合わせを特定したので、洞察力トラック上で自分の
マーカーを３スペース進めました。

このステップの終了時、時計上で短針を１時間進めます。

 まだ容疑者、犯行現場、凶器を特定できていない霊能者が１人でもいる場合、新たな
「事件の再現」フェイズを始めます。時計がすでに７時（Ⅶ）を指している場合、ゲーム
は終了し、全プレイヤーは敗北します。
 すべての霊能者が自分の容疑者、犯行現場、凶器の組み合わせを特定できている場合、
ゲームの最終フェイズ――「犯人の特定」に進みます。

注意：このステップの終了時、各霊能者の直感トークンは異なる進行ボード上に置かれてい
ることがあります。

フェイズ2：犯人の特定
このフェイズは、時計が８時を告げる前にすべての霊能者が自分の容疑者、犯行現場、凶器
の組み合わせを特定した場合にのみ発生します。
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犯人の正体は以下の３ステップで明かされます。
ステップ１：容疑者の配置
ステップ２：共通の幻視
ステップ３：投票

ステップ１：容疑者の配置
このステップ中、各霊能者は自分のカードをひとまとめにして並べ、容疑者を比較して幽霊
が犯人を特定できるようにします。

 スリーブに入れられていないすべての霊能者用カードを集め、容疑者／犯行現場／凶
器進行ボードと共に箱に戻します。
 霊能者１人ごとに１枚の幽霊トークンを、番号面を表向きにしてテーブルの中央に置き
ます。

例： ５人プレイゲーム（霊能者４人）では４つのカ
ードグループが作られるので、１～４番の幽霊
トークンを置きます。

使わない幽霊トークンを箱に戻します。
 霊能者は自分の３枚のカードをスリーブから出し、幽霊トークンのうち１枚のそばに置い
て、それぞれ1人の容疑者を含むいくつかのカードグループをテーブル上に作ります。

カードグループの例

ス
テ

フ
ァ

ニ
ー

ア
レ

ッ
ク

ス

カ
ー

ル

殺人の容疑者  
 幽霊は犯人トークン６枚を取り、ついたての内側に置きます。
霊能者は自分のすべての洞察力トークンを（ ／ 面を表向きにして）回収します。

ステップ２：共通の幻視
このステップ中、幽霊は犯人を含むテーブル上のカードグループへと霊能者たちを導こうとし

ます。

幽霊は以下の手順を実行します：
 手札から幻視カードを３枚選びます。これらのカードは共通の
幻視を形成し、すべてが同じグループを指し示すものでなけれ
ばなりません。３枚のカードのうち１枚はそのグループの容疑者
を示さなければならず、別の１枚は犯行現場を、さらに別の１枚
は凶器を示さなければなりません。そのあと、幽霊は共通の幻
視カードをよく混ぜ、裏向きでテーブルの中央に置きます。
 これが指し示すグループが犯人のカードグループとなります。幽霊はそのグルー
プに対応する番号の犯人トークンを秘密裏に取り、結末進行ボード上の犯人
スペースに裏向きで置きます。

ステップ３：投票
このステップ中、霊能者は犯人を含むカードグループを選ぶために多数決を行います。幽霊
は共通の幻視内のどのカードが、組み合わせのどの要素を表しているかを知らせることはでき
ません。真犯人はこのステップの終了時に明かされます。

 霊能者の投票
各霊能者は秘密裏に投票を行い、そのあいだにお互いに相談することはできません。洞察力
レベル（洞察力トラック上にある洞察力レベルマーカーの位置によって決まります）に応じて、
各霊能者は異なるタイミングで投票を行います。

 洞察力レベルが低（  ）の霊能者は、犯人のカードグループを特定するための投票の前
に、共通の幻視からカードを１枚だけ見ることができます。
洞察力レベルが中（  ）の霊能者はカードを２枚見ることができます。
洞察力レベルが高（  ）の霊能者はカードを３枚すべて見ることができます。

    
    
    
   低
      
       

           
  中                               高

注意：  6、7  各洞察力レベルの閾値は変更されます（７ページ参照）。

犯人トークン

共通の幻視
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言い替えると、洞察力トラック上で先に進んでいるほど、霊能者は真犯人を含むカードグル
ープを特定しなければならないときまでに多くの手がかりを見ることができます。

霊能者は洞察力トークンの番号面を使って投票します。各霊能者は、犯
人を含んでいると思われるカードグループと同じ番号のトークンを取り、
自分のスリーブの中に入れます。

２枚目の共通の幻視カードが公開
されました。
洞察力トラック上のスペース５と６
（中レベル）に到達していたア
レックスとカールは、この時点で
投票します。

最初の共通の幻視カードが公開さ
れました。
洞察力トラック上のスペース４（低
レベル）に到達していたステファ
ニーは、この時点で投票します。

最後の共通の幻視カードが公開さ
れました。
洞察力トラック上のスペース11（高
レベル）に到達していたポール
は、この時点で投票します。

霊能者の投票の例

すべての霊能者が投票したら、スリーブに入れたトークンを公開します。

 票と真犯人の公開
洞察力トラック上で最も先に進んでいる霊能者（複数いる場合、その中で最年長のプレイヤ

ー）にすべてのスリーブを渡します。このプレイヤーは各洞察力トークンを１枚ずつ公開し、幽
霊トークン上の番号が一致するカードグループの上に置きます。

すべてのトークンが置かれたら、以下の手順に進みます。
 カードグループのうち１つが他のどれよりも多くの票を得た場合、それが犯人のカードグ
ループとして選ばれます。
 どのカードグループも単独で最大多数の票を得ていない場合、最も多くの票を得たカー
ドグループのうち、洞察力トラック上で最も進んでいるプレイヤーが選んだカードグルー
プが引き分けを破ります。霊能者たちは、このカードグループが犯人を表していると判
断したと見なされます。

 依然として引き分けの場合、より年長のプレイヤーが選んだカードグループ
が引き分けを破ります。
ここで犯人スペースに置かれている犯人トークンを公開します！

ゲームの終了
霊能者たちが選んだカードグループに真犯人が含まれている場合、全プレイヤーは共同でゲ
ームに勝利し、幽霊の魂は安らかな眠りにつきます！　そうでなければ、プレイヤーはゲームに
敗北し、この邸宅の謎を解決するために再挑戦する前に、再びサムハイン祭の日が来るまで待
たなければなりません……。

２、３人プレイゲーム
いくつかのルールの調整を加えることで、プレイヤーは「ミステリウム」を２人や３人でプレイす
ることができます。

 特別な準備
１．洞察力トラック、洞察力レベルマーカー、洞察力トークンは使いません。
２．各霊能者プレイヤーは２人の霊能者を担当します。
３．「共通の幻視」ステップ中、３枚の幻視カードを表向きで置きます。

 「フェイズ２：犯人の特定」の特別ルール

ステップ１：容疑者の配置（11ページ参照）

 2   ゲーム中に捨て札となった霊能者用カードを使って追加のカードグループを（容疑
者１枚、犯行現場１枚、凶器１枚からなる）ランダムな組み合わせで２つ作り、合計
４つのカードグループを用意します。そのあと、１～４番のトークンを各グループの
横に１枚ずつ置きます。

  3 １～４番のトークンを各グループの横に１枚ずつ置きます。

ステップ３：投票（12ページ参照）

 2   霊能者プレイヤーは２人の霊能者を担当していますが、犯人のカードグループを示
すために直感トークンを１個だけ使います。

 3   霊能者は投票を秘密裏にではなく公開で行います。２人の霊能者プレイヤーはど
のカードグループを犯人のカードグループとして指定するかについて同意して、直
感トークン２個をその上に置かなければなりません。
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