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ようこそ、心の冒 
この物語は、日常と非日常の間に起きた人間ドラマです。殺伐とした現代社会 

の波にもまれ、誰しも心に傷を負っていく時代。日常生活のどこにでも忍び 

寄っている見えない敵に翻弄されて心は悲鳴を上げています。ただ、それに 

気がつかないだけ。本当の狂気とは、一人ひとりの心の中に潜んでいるもの 

です。あなたの心が何かを失ったと感じたなら、あなたが何かを求めようとし 

ていたなら•• •さあ、スタートボタンを押してください。何度でも。その度に 

あなたの心の中に何か新しい変化が起きていくはずです。何が生まれるのか 

楽しみにしながら、失われた心を見つけにいきましょう。恐怖？スリル？癒 

し？夢？希望？友達？自分？ •• •あなたが求めていたものがあるはずです。 
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マリアが5歳の時に突如として襲った悲劇。両親が何者かに目の前で殺された。行 

き場を失ったマリアに安息の日は訪れることなく、事件の唯一の証人となったマリア 

を、刑事が犯人が執拗に追いかける。そんな生活に耐えきれなくなったマリアの心 

は、いつしかバラバラに解離していった-。16歳になった少女マリアが、自殺を 

図り、慈愛堂病院に運び込まれた。一命をとりとめたマリアは、そこで高野医師と出 

会い、人生をやり直そうと決意するが、マリアには過去の記憶が欠如している部分が 

あった。そして高野との二人三脚で「失われた記憶探し」が始まった。次第に明らか 

になる多重人格の秘密。両親惨殺事件に秘められた謎。運命のいたずら 

あなたは青年医師高野潤として、マリアの失われた記憶を探り、バラバラになった 

マリアの人格をひとつに統合しなくてはなりません。あなたなりの方法でドラマを 

展開しながら、謎を解くアイテムを探し、マリアの心を取り戻してください。 





【多重人格障害とは？】 
インタラタテ/ブドラマへの 

パスポート 

多重人格障害とは、限度を超えるようなつらい経験Rた場合、 

その事実を解決するために個人の中に別の人格が生まれ、 

、、くつかに人格が分かれて、、くteの病気である。別名「解離 
性同一障害」という。たとえば、每日父親にせっかんされる 

子供が、その苦しみにとうとう耐えられなくなると、「こんな事は 

自分に起きて、、るんじやない」と強く思い込むことて、その苦境 

を乗り越える場合などがある0この時、その子供の意識は身 

体から分離U、せっかんされている別の自分を遠くから見マ 

いる感じになるという。「別の人格」に苦痛をまかせ1、本人は 

その体験から逃れることができるのて'ある。それは同時に、 

衝撃的体験や虐待を受ける子供たらの「生き残りのテクニッ 

ク」ともいえるのである。分離した人格と、元の人格自身とは、 

意識の領域がまったく異なるため、多々、記憶喪失をともなうの 

が特徴ともいわれ，、る。現在、世界中で多くの子供たらとそ 

の子供を助けようとする大人たらが、この病気と闘っマいる。 



【登場人物】 

16歳日本人とフランス人のハーフ。高校生。 

東洋の神秘と西洋の美しさを合わせもつ美少女。 

幼い頃に両親を亡くし、祖母に育てられる。学校 

での成績は優秀だが波がある。時折見せる謎めt > 

た微笑と行動に気づく人は少ない。 

mmi 
26歳新米外科医。マリアの担当医。 

子供の頃、突然父親が失踪。まもなく母親を失い 

孤I児となる。その後、母方の遠縁に引き取られる 

が、神田の援助を受け、医者の道を進む。優しい 

反面優柔不断な面もある。 



神田利一 

65歳慈愛觉病院院M。 
温厚で、人错が厚い。地 
域のボランティア活動に 

も積極的に参加。社会 
奉f上を怠らない「平成の 
赤ヒゲ」と呼ばれている。 

桑原律夫 
58歳慈愛堂病院内科 
医長。確実な診断に定評 
があり、特に癌発兑のスぺ 
シャリスト。神mにライバル 
意識を燃ゃす。小柄で瘦 
せていて、気難しt、性格。 

本田嫌 
26歳慈愛堂病院精神 
科既S野の学生時代か 
らの犮人。精神科[装とし 
て多重人格に詳しぐ卨野 
の良きアドバイザーである。 
性格は大らかで、女好き。 

二階堂泰徳 
64歳たたきhげの刑 
事。あだ名は「スッボン 
_泰」。関わ,た*件は 
諦めないことで冇名。11 

年前.ら简井夫妻慘殺 
事件の謎を追い続ける。 

ニコライ•レ1yィ 
55歲フランス人、希1^ 

の氐教会の祌父。30年 
前に来Ik布教活動を始 
める。マリアの母べルナ 

の友人。祖母亡き後、マ 
リアの面倒を見る。 

筒井純一郎 
享年37歳弁護士。 
マリアの父親。弁護t 
として、恵まれない人々 
のために沾動していた 
が、自宅で強盗に*わ 
れ、この世を去る。 
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【インタラクティブ•ドラマの進め方】 

スタート 
「DISC1」をセット（レーベル面が上）して、電源を入れてください。 

オープニング画面の後にタイトル画面になりますので、 

はじめてプレイする場合は、コントローラの“方向キ~”で「始めから」を選び、 

“スタートボタン”を押じT ください。 

*オープニング画面をスキップしたい場合は、“スタ■トボタン”を押じr ください。 

s終"F 

ゲームオーバーはありません。 

電源を切れは，いつTもプレイを終Tできます。 

ただし、セーブ（保存）していない場合、それまで展開したストーリーのデータが 

消失しますので、中断する場合は、セーブ（，P13)してください。 

次回に始めるときはセーブしたデータを口ード—P13)することで、 

ドラマの続きを楽しむことができます。 
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オープニングが終わると、プロローグからテキスト画面が始まります。次のページへ進むに 
は、“〇ボタン”を、前の画面に戻るには、“L1ボタン”を押してください。テキストを早送 

りしたい場合には、“R1ホ’タン”を押してください。会話やストーリーの選択肢が現れたら、 
“方_キー”で力ーソルを移動し、“〇ボタン”で決定します。 

また、（Qpマークが出ている時に“△ボタン”を押せば、プレイ 
中に高野が愛用しているバソコン画面を呼び出すことができます 
(•P14)。電子メールによる情報入手や人物情報などのデータべ一 

スをフル活用して、謎に挑んでください。 

馮野まずは懊の包B紹介から， 

戌は高野澗。今年研修医を終えたばかりの 
26鏽て、まだ新来の外科匯つてとこかな， 

L2ボタン使闱しません R2ボタン使照 

セレクトボタン使用しません 



【インタラクティブ•ドラマの進め方】 
インタラクティブ•ムービー画面の操作方法 
インタラクティブ•ムービー画面では、“方向キー”とifioボタン”で自由にキャラクター 
を動かすことができます。CGで描かれたシーンを探索しながら、真相を解く鍵となる 

アイテムを収集してください。アイテムは、14△ボタン”でアイテムウィンドウを開き、 
fi 〇ボタン”で見たり、使ったりします。 

• # 

万网千一 
キヤフクターの 
移動 

L2ボタ:/. 
使诩しません％ 

L1ボタン^ 
使.箱しません * m 

R1ボタ:< R2ボタン 
使用しません％ 使用しません 

* « 

SJY 

△ボタン 
®アイテムウイン 
開く 

〇ボタン 
^決定、アイテムを取る、 
アイテムを使う、 
アクションを起こす 

_ボタン 
#キャンセル、 
アイテムウィンドウを 

'閉じる 

セレクトボタン# _スターボタン □ボタン’ 
使栩しません 使搿しません 使周しません 
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t=7(f果存） 
各話の終わりにセーブ画面が自動的に表示されます。セーブする場合は、コント 

口ーラの“方向キー，，で「はい」を選択して“〇ボタン”を押してください。セー 

ブは、3力所までできます。セーブ画面が表示されたら、“方向キー”でセーブし 
たい場所を選んで、“〇ボタン”を押してください。 

ロー k〖読みmし） 
タイトル画面に表示された「続きから」を“方向キー”で選択して、“〇ボタン”押 

すと、口ード画面が表示されます。表示されているデータの中から、再開したいも 

のを選んでください。 

ディスクチIンジ 
ディスクチェンジの画面が現れたら、指定されたディスクに入れ替え、“〇ポタン” 

を押してください。 

舅モ—ドの使い方 
『マリア』のデータ保存には、1ブロックの空き容量が必要です。別売のメモリ_ 

カードを本体のメモリーカード差込口にセットして、セーブを行ってください。 
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【インタラクティブ•ドラマの進め方】 
バソコン画面の操作方法 
テキスト画面でプレイ中に、（Qpマークが表示されている時“△ボタン”を押して、 
パソコン画面を呼び出します。 

プレイヤーは、データベースや電子メールを利用して情報を入手し、ドラマの展開 
に役立てることができます。“方向キー”で調べたい項目のアイコンにカーソルを合 
わせ、ダブルクリック（“〇ボタン”を2回連打）すると、各項目の次の画面が表示され 

ます。ドラマの展開に応じて内 
容が変化しますので、何度も利 
用して使いこなしてくださI 

疲れたら、ちょっと一息ついて 
楽しめるミニゲームもあります。 

終了するときは、画面左下のボ 
タンを押してメニューに従って 
ください。 

VPHL fMk1 .<■■■■ 

高野が愛用しているバソコン画面 

' ' 了… ，DATABASE： 
■ - . .L ' 

wmmmtmmmmmmmmm 

鼸國miH 

データべ_ス画面 
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■アイコンの説明 

デスクパターン 
パソコン画面の背景を変えることができます。 
お好きなパターンを選んでお使いください。 

ススピーK 
カーソルの移動する速さを変えることができます。 

E ■ mail 
高野の親友「本田」からの電子メールが届きます。 
また、ブレイクからのメッセージも届きますので、ときどき見てください 

データべ=ス 

令人物（関係者データ） 

関係者の詳細なデータをリビューできます。人物リストの顔にカーソルを合わ 
せ、クリックする（“〇ボタン”を押す)と一人ひとりのデータが表示されます。 

<報告書（書類まとめ） 

マリアの変貌した人格のデータ、これまでの病状、病院のデータが記録さ 
れていきます。調べたい項目のアイコンをクリックする（“〇ボタン”を押 
す）と、内容を参照できます。 

參？（謎の品々） 

ドラマの途中途中に登場した謎の品々が記録されていきます。 

ミニゲ=ム 
パソコン画面の中で遊べるかわいい落ちものゲームです。 



筒丼マリア 菊池 志穂 企画立案 福田 桐枝 シナリオ協力 谷 登志雄 

高野潤 璣部 弘 
CGデザイン 外岡 慶昭 映像ディレクター 内田 大五 

高衬 敬一 音楽プロデューサー过 元宏 
神田利一 大塚 周夫 宫衬 延宏 作曲 黒木手波留 

桑原律夫 矢田 耕司 宇都木正人 効果音 山原 浩一 

優子 宣伝 中川 固治 
二階堂泰德 阪 脩 プログラマー 三浦 夯樹 管業 給木 仁 
ニコライ*レヴV 田中 夯幸 染宫 博 管原 賢一 

吉田洋二 麻生 智又 
プログラマーアシスタント浅賀 敵弓k パッケージ&マニュアル（林）All A 

绘木英太郎 プロデューサー 実川 信行 
太田由美子 加藤 れな シナリオ 福田 桐枝 監# •制作総指揮 岡田 昭 

一君たちが生まれた理由一 

公式ガイHプック 

思?恐)2肿旬5鏡 



_ , か.てしノ % h 1->んよう た きしゆ つか 

•このナイスクは豕庭用ビテオゲーム•コンビュータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお使いに 

なると、機器等の故障の原因や耳等の▲体に悪い影-を琴える場合がありますので鉍鉍におやめください。 

書このディスクはI ntsc [ JHマークあるいは_ム!細綱■1關刪腿《の褰飴のあるfeU闲彳王:論の 

“PlayStation”にのみ対応しています。海外仕様の“PlayStation”では使角できません。馨説#」および 

PlayStation”苯抹の「漏i繼」「姜签のために」をよくおAみの主、Eしい極嚴舍MでごIS ください。 
りあつかいせつめいし .あん1彳ん 

•このディスクを“PlayStation”本体にセットする場合は、必ずレーベル面（タイトル_が印felされている鐘）を 

上にしてください。また、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてください。_プレイ縫〒接 

“PlayStation”本体からディスクを取り由す壤会は、笨妹のオープンボタンを舜し、ディスクの雖1が尝1に 
t かくにん ムこな かいてん各ゅう ふ きす 

止まったのを確認してから行ってください〇回転中のディスクに触れると、けがをしたりディスクを傷つけたり 

本体の故障の因になりますので、絶対におやめください。♦ディスクは尚®とも、feM、舞れ、fillをつけないよ 

うに取り扱ってください。またシール等を貼付したり、鉛筆、ペン等で金字や金を書かないでください。•ディス 

クが汚れた時はメガネふきのような柔らかい布で、内し腐から料爾に南かって获に鹾く食き取ってください。 
その時、レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。籲ひび割れや変形したディスク、あるいは 
せ■っちんくざvなど はし9ラ ごさどラ けんいん ぜったい レよう らt くしぐr ■こ7 

接着剤等で補修されたディスクは誤作動の原因になりますので絶対に使用しないでください。_直射白光のあ 

たる場所、暖房機器の近く等Mkの薪には保#しないでください。また、為威の爹し端も避けてください。•ケ 
-スやディスクの上に、重いものを置いたり落としたりすると、破損しけがをすることがありますのでi色||におやめ 

ください。•プレイ藉IhiはテvスクをケースにMし、の李の崖かない^に#iしてください。_お_ 

の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損等に関しては補償いたしかねますので、あらかじめごず泉ください。 

• “PlayStation”本体をスクリーン||影方式のテレビ（プロジェクシヨン•テレビ）には|爸好f#赫しないでくだ 
ざんそうこ-)りよ7 か’めA.や しよラ ひつよラ LI.あい 

さい。残像光量による画面焼けが生じることがあります。_ソフトによってはメモリーカードが必要な場会が 
かいせつしよ かくにん 

あります。「解説書」で確認してください。 
【ぶんこうじょう ち！0ラ_い [： 

[ji康上のご注意」| 

•プレイする歸は縫崖のため、1S寺猶ごとに鉍15券の株lを僉つてください。春凝れているS4やのiは 
プレイを避けてください。_プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。_ごく 

まれに、強い光の刺逢を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、二南的に結民のけいれんや 

の㈣失等のをiこす乂がいます。こうしたiiのある労は、ずS篩と藉賊してください。また、 

プレイ中の画面を見ていてこのような连块が益きたiM益は、すぐに羊芷しt篩の酿_を#けてください。 



SLPS 01136-8 
©1997 AXELA/BREAK 

and MPlayStation^ are trademarks of Sony Computer Er>1 
WARNING: All rights reservedレUimuthorimd dupけcation is a v 

rtamment Inc 
I at ion af applicable laws. 


