


はたして僧侶２人だけでも魔王を倒すことは出来るのか！？

てゆうか魔女っ子のコス着てステッキふりふりしてられると思ってゲー

ム始めたんですけどぉ～！？

おとぼけマナとしっかり者リオのハチャメチャ大冒険！！



第１章　そうりょとそうりょ

学校帰り。リオはマナに対して、まるで恋人へ向けるかのような満面

の笑顔でドラクエ５５を手渡してきた。

リオ「はい、誕生日プレゼント♪

　ほら、一緒にやろうよ！ドラクエ５５♪」

マナ「えぇ～ゲームなんてメンドクサイよぉ」

リオ「アンタ、人からの誕プレにそんなぶーたれてたら、バチあたるわ

よ！」

マナ「そんなこと言ったって～」

リオ「何言ってんのよ、アンタ魔法少女とか大好きじゃない？」

マナ「そうだけど、アニメ観てるのが好きなのぉ。

　ゲームは頭使うから疲れるじゃん」

リオ「でもコレはホントに魔法少女になれちゃうんだよ♪

　なんてったってVR（ヴァーチャル・リアリティ）のドラクエなんだか

ら！」

マナ「え？」

リオ「かわいい魔法少女のコス着て世界中を駆け回れるんだよぉ♪」

マナ「おぉ～なんか楽しそう！」

リオ「でしょ？アンタはテキトーに逃げ回ってればいいからさ」

マナ「じゃぁやってみようかなぁ」



超話題作ドラゴンクエスト５５とマナとの出会いは、こんなであった。

何にせよマナの出会いなど、友人のリオに押し付けられて…じゃなく

て勧められてのものだ。

誕生日プレゼントで貰ったら、なおさら邪険にするわけにもいかず…。

マナはぶつぶつと口をとがらせながら、貰ったドラクエ５５のソフトウェ

アをパソコンにセットした。そしてヘッドセットを装着する。

マ「えぇっと、名前を入力するのね」

チュートリアル画面は、冒険者の初期設定を促していた。

マ「マ……ナと。」

『性別を入力してください』

マ「性別って！女の子に決まってんじゃん！

　そっか。ドラクエなんて男もいっぱいいるのよね」

女性プレイヤーは、セクハラ対策などで敢えて男性キャラでプレイし

たりもするが、マナは馬鹿正直に自分の性別を入力した。

『職業を選んでください』

マ「職業？えーっと、まだ学生なんですけど…

　戦士、武闘家、僧侶、魔法使い…あれ？そっか。わたしの身分を聞

かれてるんじゃなくて、キャラの職業を何にするかってことね」お察し

かとは思うが、マナは少々天然ボケである。

マ「そりゃぁトーゼン、魔法使いでしょ♪」と思ってカーソルを動かして

いたが、僧侶の説明欄に目が留まった。『回復呪文と味方を守るエキ

スパート。攻撃呪文は少しだけ』

マ「うん？回復魔法かぁ。それがなきゃすぐ死んじゃうじゃん！それは



困るなぁ…。

　僧侶も魔法少女みたいだし、コレにしよっと♪」

ぴこん！『設定完了』



王「おぉ、よくぞまいられた正義心あふれる精鋭たちよ！

　おぬしらの使命は、魔王を討伐して世界に平和をもたらすことじゃ。

　ふぅむ。まだ頼りない面持ちの者もちらほらおるが…。よいよい。始

まりの町アリアハンでは仲間を見つけることもたやすい。旅立ちの準

備を整えてから外に出るがよいぞ！」

舞台は急にどこかのお城へと移った。そして王様然とした王様が、ド

ラクエ然とした旅立ちのエールを送るのだった。

マ「良かったぁあまり小難しいことは言ってなかったみたい」マナは胸

をなでおろした。あまり頭もよくない、ドラクエやＲＰＧに詳しいわけで

もないマナは、急に難解なルール説明をされても面喰らってしまうの

で、このドラクエ然とした旅立ちのシーンにホッとした。

冒険を始めさえすれば、リオが色々教えてくれるはずだ。

王様の演説を聞き終えて、冒険者たちは方々に散りはじめた。すると

そのリオがマナを見つけて声をかけた。

リ「ちょっと！アンタなんで僧侶なんか選んでるわけ！？」ゲーム上の、

親友にかける第一声がこれである。リオの顔面は蒼白だ。

マ「あぁリオぉ♪すぐ会えて良かったぁ」マナは安堵してリオに抱きつ

こうとした。リオは男のナンパでも払いのけるようにマナを突き飛ばし、

「だからアンタなんで僧侶なんか選んでんのよ！」とても怒っている。

マ「そういうリオだって、僧侶じゃん？」リオも僧侶なのである。

リ「そうよ！魔法少女大好きなアンタが絶対に魔法使いを選ぶだろう

と空気を読んで、アタシは僧侶にしたのよ！

　これじゃ僧侶僧侶パーティじゃない！絶望的だわ！！！！」

リオは絶望の表情を浮かべている。怒っているというよりは、呆れて

いるようだ…。



マ「えぇだめなの？」

リ「ダメに決まってんじゃないの！《ホイミ》ばっかり唱えてたら《スライ

ム》すら倒せないわよ！」

マ「そっかぁ。でも魔法使いと僧侶でも弱そうな気がするけど？」

リ「それはどうにかなるのよ！頭さえ使えばね♪フフン」

リオは頭の良い少女であった。そしてドラクエに慣れており、立ち振る

舞いをよく知っている。

マ「ごめぇん。じゃぁわたし、もっかい設定からやり直してくるよぉ」

リ「………いいわ。このまま行きましょう！」

マ「え？」

リ「最も弱いと言われている僧侶の二人組で、魔王を倒せるかどうか

…！やったるわ！！」



マナのプロフィール

名前：山下 茉奈（やました まな）

年齢：１５歳　高校１年生

誕生日：３月２４日

身長：１５０㎝

趣味：おえかき、アニメを見ること

特技：特になし

性格：おっとり、マイペース、平和主義、天然ボケ

好きな色：ピンク、水色、薄紫

好きな食べ物：豆腐、グラタン、ベリー系の果物

将来の夢：保母さんか声優さんか、オシャレなカフェ店員

リオのプロフィール

名前：向井 りお（むかい りお）

年齢：１５歳　高校１年生

誕生日：１２月２９日

身長：１６０㎝

趣味：RPG、音楽鑑賞、映画鑑賞、旅番組、ソロキャンプ

特技：陸上部で部長をやっていた

性格：男勝り、男が好きじゃない、冷静、内側はアツい、多才

好きな色：青、紺色、白、ミントグリーン

好きな食べ物：ラーメン、グラタン、野菜、柑橘系フルーツ、カフェオレ、

チーズ

将来の夢：報道関係



第２章　しゅび力

城を出た二人は、アリアハンの城下町をキョロキョロと歩いた。

時々話しかけてみると、この町の人は誰もが親切で、にこやかな表情

をしていた。冒険の初心者に役立ちそうな情報を教えてくれる。いや、

当たり前すぎて役に立ちそうもないことまで誇らしげに話してくれる。

リ「はぁ～、『武器は装備しなきゃ意味がないぜ』なんて、今どき知らな

い少年少女がいるのかしら？くだらないハナシをしないでほしいわ」

マ「それなら話しかけなきゃいいのに～？」

リ「そういうわけにもいかないわよ。５５特有のルールについて話す人

もいるでしょう。あまり皆が気づかないお役立ち情報をくれる人もいる

し」

マ「ふぅん」

リ「アンタもたまには話しかけてみなさいよ」

マナは、軒下に座り込んでお茶をすすっているお爺さんに、話しかけ

てみた。

マ「こんにちは。いいお天気ですね」

爺「ふぉっふぉっふぉ。無意味そうに思えることにも意味がある。意味

のないこともあるが、大抵は意味がある」

二人は春のような柔らかい日差しを浴びながら、町はずれにある酒

場を目指した。

５５では、「パラメータポイントの振り分け」によって強さの個性化が図



られるらしいのだ。同じ僧侶のレベル１でも、パラメータポイントを《ち

から》に振るか《すばやさ》に振るかで、個性が変わってくる。その初

期設定は旅人の酒場で行うらしかった。

カランカラン。階段を降りたところにある古びた扉を開くと、少しカビ臭

い匂いがした。

マ「匂いってあるんだぁ。バーチャルの中にも」マナはつぶやいた。

リオは、酒場という未成年には不慣れなはずの場所にも、物おじして

いない様子で扉をくぐっていった。

ル「いらっしゃい。ここは旅人の酒場よ。私はルイーダ。よろしくね」

リ「はぁい」

マ「どんなことが出来るんだっけ？」

リ「色々あるけど、今はまずパラメータポイントの振り分けね」

マ「わたし、痛いのヤだなぁ。それに戦うのもヤだよぉ」

リ「わかってるわよ。だから魔法職選んだんでしょ」

マ「そうよ。わたしが《ホイミ》でリオの援護してあげるから！ＭＰに多

めに振ればいいよね」

リ「そんな単純じゃナイわよ！

　ちょっと待って。まずはステータスの確認をしましょ。

　えぇと、ちからが３、最大ＨＰが１０…

　あそうだ！僧侶って何の呪文使えるのよ？」

リオはウインドウのページを進めて所持スキルを確認した。



リ「《バギ》と《ホイミ》。良かった！レベル１でもとりあえず回復呪文と

攻撃呪文が使えるわ♪」

マ「おぉ。じゃぁやっぱＭＰ多めでおけ？」

リ「いや…。アンタ、痛いの嫌なんでしょう？

　しゅび力に全振りしたらいいわ」

マ「しゅび力に全振り！？」

リ「そう。全振り。レベル５か６か…とりあえず序盤はしばらく、レベル

アップのたびにしゅび力に全振りでイイわ。そしたら敵の攻撃受けて

もダメージ受けないから♪痛くないわよ。」

マ「やったぁー♪あ、でもそれじゃ敵を倒せなくなっちゃうよ？」

リ「大丈夫。アタシが付いてるんだから♪

　アタシはこうげき力にも振るし、ちからが３のままだって武器を装備

すれば《スライム》くらい戦えるはずだしね。

　ていうか《バギ》があるんだからちから弱くていいのよ。最初のうち

は戦士のこうげきより《バギ》や《メラ》のほうが強いわ。最初のうちは、

ね」

マナはリオの言うとおりに、レベル１で与えられている１５のポイントを、

すべてしゅび力に振った。マナのしゅび力は１８になった！

マ「１８って強いの？弱いの？」

リ「とりあえず《いっかくうさぎ》の角くらいはノーダメージにできるはず

よ。

　そんじゃアタシは…」

リオはこうげき力を多めに、それ以外をバランスよく振り分けた。

マ「リオも僧侶なのに、こうげき力に多く振るの？」



リ「アンタが接近戦嫌がるんだからしょうがないでしょ！

　アタシも接近戦でガチンコする気はあんまないけどね」

ル「お疲れさま。振り分けが済んだら武器屋に行くといいわ。今決め

たあなたの個性に合わせて、最初の武器を選ぶのよ」

二人は薄暗い酒場を出て、再び永遠にも続きそうなのどかな日差し

の中、武器屋を探した。

武「よう。ここは武器の店だ。どんな用だね？」武器屋のおやじは威

勢よく言った。

マ「わたしマジカルステッキ！」マナは飛び跳ねるように言った。

リ「ナイわよそんな横文字の武器は！

　最初はイモくさいカンジの武器でガマンするの！」

マ「えぇ～つまんない（泣）」

武「僧侶のお嬢さんに合うのはこれだな。《かしの杖》だ。最大MPが５

増えるぞ！」

武器屋は無骨な木の杖を持ち出して二人に見せた。

リ「アンタはそれにしときなさい。アタシはこっちにするわ」

リオはそう言うと、《くだものナイフ》を手にとった。

マ「それは盗賊とかが使うやつじゃないの？」

リ「そうよ。普通はね。

　でもアタシはアンタのために、物理攻撃のできる天才僧侶にならな

きゃならないからね。アンタのために！」



マ「ふうん。カッコいいよリオぉ！」

リ「今さらおだててんじゃないわよ！

　僧侶だって少しは剣とか装備できるのよ。軽めのやつなら。覚えて

おきなさい」

武「《かしの杖》は７０ゴールド、《くだものナイフ》は５０ゴールドだ」

王様から貰った支度金は１人１００ゴールド。武器を１つ買えばもうあ

まり残りはないようだった。

武「武器は装備しないと意味がないからな！」

リ「うっさいわよ！もう！」

武器屋の先の十字路には、立札が立っていた。

リオは立札を読んだ。

「攻略法は一つではない！」



第３章　スライム

最低限の旅の準備が整うと、二人は城壁の外に出た。

ひとたび町の外に出れば、モンスターが出現する危険なエリアとなる。

まぁ始まりの町の近くは弱いモンスターばかりだが。

堀の吊り橋を渡りきると、待ち構えていたかのようにモンスターが現

れた！２匹の《スライム》だ。

マ「わわ！さっそく出たよ！」

リ「こんくらいでひるんでんじゃないわよ！

　アンタ少しはドラクエやったことあんでしょ！」

マ「だって画面の向こうとはワケが違うよぉ～」

ゲーム慣れしているリオはすかさず戦闘態勢に入り、颯爽と先制攻

撃をしかけた。《スライム》Ａに３のダメージ。これではまだ《スライム》

を倒せない。

リ「よわっ！僧侶！」リオは自分に呆れている。

未だひるんでいるマナに、《スライム》Ｂが突進してきた！

マ「あわわわわわっ」

ぽよん。

《スライム》Ｂは目論見どおりマナの顔面に突進攻撃をしかけたが、

はじかれて転倒している。

マ「おぉ！ホントに痛くない♪」

リ「だから言ったでしょ？

　とりあえずゲームに慣れる頃までは、アンタ無敵みたいなモンよ」



《スライム》Ａもマナを狙って突進してきたが、やはりマナは痛くもかゆ

くもない。

マ「わぁーい楽しいー♪」マナは最弱モンスターとの戯れを楽しんでい

る。

《スライム》はリオにも突進してくる。リオは３のダメージを受ける。

リ「うっ！よわっ僧侶！！」リオはまた嘆いている。

リ「もぉ、くだらないことやってないでアンタも攻撃すんのよ！《バギ》

が使えるでしょ！」

マ「あ、そっか！よぉーし、《バギ》！！」マナは両手を前に突き出して

みた。

マナの手から風の刃が発生し、２匹の《スライム》を同時に引き裂き

やっつけた！

テッテレー♪戦闘終了のファンファーレが鳴る。

マ「わぁやっつけたよぉ！しかも２匹も同時に！！」

リ「はいよくがんばりました」

マ「なんかわたしのほうがリオより強いんじゃない？防御も攻撃も！」

リ「だからそうなるようにわざと整えてやったのよ！チョーシこいてん

じゃないわよもぉ」

マ「テヘヘ、ごめんなさい。

　わたしのために手取り足取り、ありがとうリオ」

リ「ホイミ！」３ポイントしか減っていないが、リオは自分に《ホイミ》を



唱えて傷を全回復した。

リ「知ってると思うけど、こうやってＨＰを回復するんだからね？

　最初のうちはこんな分担でいきましょう。

　アンタのＭＰは主に《バギ》に使って敵を倒す。

　アタシのＭＰは主に《ホイミ》に使って体力回復。

　ＭＰが尽きたらすぐ宿屋に戻って回復。わかった？」

マ「同じ僧侶だけど、役割分担をするってコトね？」

リ「そういうこと。

　コレでホンキで魔王退治目指すからね♪」



二人はしばらく、町の周りで弱いモンスターを倒し、レベル上げをした。

レベルが３になったところで、今日はゲームを切り上げることにした。

マナはレベル３までのステータスポイントを、また全部しゅび力に全振

りした！

マナのしゅび力は４８になった！ちからは３のままであるが。

リオはこのレベル上げの途中に、何やら新しいスキルを覚えた。

このゲームでは、戦闘や行動の内容によって、個別にユニークなス

キルや特性を身につけることがあるのだ。

リオが身につけたスキルは《通り魔》。

すばやさの値にかかわらず打撃での先制攻撃を仕掛けることの出来

る、なかなか良いスキルである。

習得条件は、魔法職のキャラが短剣で１００回連続攻撃することだっ

た。僧侶であるにもかかわらず、《バギ》を使わずに《くだものナイフ》

で攻撃し続けたので、珍しいスキルを手にするに至った。

リ「へぇ～！こんな隠しスキルあるんだ～！

　プレイスタイルによって、それぞれが個性的なキャラに育っていくん

だね」

マ「へぇ～」マナにはまだよくわからなかった。何か行動の結果によっ

てスキルを覚えることがある、ということだけは把握した。



第４章　メラ

翌日は土曜日だ。

二人は１３時から一緒にプレイする約束をしていた。

マナはそわそわしながら昼食を摂り、１３時の少し前にドラクエ５５に

ログインした。

しかし、なぜか約束の時間が過ぎてもリオが現れない！リオは時間

に遅れるタイプではなく、どちらかと言えばそれはマナのほうが得意

分野だ。何かあったのだろうか？１３時と１４時を勘違いしているのだ

ろうか？

リオの家では、なんとマンション全体にインターネット回線の故障が起

きていた！それでゲームに接続することが出来なかったのだ。

マナはしばらくそわそわしながら待ったが、リオは当然ながら現れな

かった。

「しゃーない。一人で冒険してみよっと」

マナはアリアハンの町を、出口に向かってとぼとぼと歩き始めた。

男「おぉ～か弱い女の子が一人旅かい？

　死んでも知らねえぞ！」見知らぬプレイヤーが茶化すように言った。

マ「そうだったわ！『まだ一人で戦っちゃダメ』ってリオに言われたん

だった！

　どうしよう？でもわたしも強いし、ちょっとなら大丈夫だよね！」

まだレベルは３だが、レベル１の頃の自分と比べれば「強くなった」と

マナは思っているのだった。

そして、リオの言い付けを守らずに、一人で街の外へと飛び出して



いった…。

《スライム》と《大がらす》が現れた！

マ「よぉし、《バギ》ー！！」

風の刃は快調にモンスターたちを切り裂いた。

マ「ほらぁ、一人でも戦えるぅ♪」マナは上機嫌だ。

マ「そういえば、西のほうに洞窟があるって誰か言ってたなぁ。

　攻略するのはムリにしても、ちょっと偵察くらいなら、いいよねぇ。

　地図に書き込んでおいてあげれば、きっとリオも褒めてくれるよぉ

～」

マナは勇ましく、西のほうに向かって歩き出した。昨日レベル上げをし

た場所よりも少し、遠くに踏み出してみた。

「ふんふんふーん♪」

すると、昨日は見ることのなかった、灰色の法衣を着た魔物が現れ

た！《まほうつかい》だ！

マ「うわぁー、なんか新しいの出たー！」

マナは驚いたが、まだ恐怖よりも好奇心と自信のほうが上回った。

「序盤のうちはどんな攻撃を受けてもダメージを受けない」とリオは

言っていたはずだ。

得意の《バギ》を唱えようと臨戦態勢に入ったが、相手のほうがすば

やさが上だった！

ま「《メラ》！！」



ボゥっ！小さな火球がマナを襲った！

マ「あつっ！！痛いよ！！」

マナはあっけなく、《メラ》の呪文で８ポイントものダメージを受けてし

まった。

マ「そうか！どんなにしゅび力が高くても呪文のダメージは通っちゃう

んだ！」

そして《まほうつかい》に先制できないマナでは、呪文を喰らう前に倒

すことは出来そうもない。

マナはさっきまでの威勢はどこへやら、一目散に町へと退散した。

マ「はぁ、はぁ、危なかったぁー！

　やっぱりまだ一人旅はムリだよぉ」

マナはしばらく考えて、安全である町の中を一人で探索してみること

にした。

あちこちに冒険者がいるし、あちこちに町の住人がいる。中に立ち入

ることの出来る家もある。やることは色々ありそうな気がする。

あまり日の当たらない路地裏に入り込んだ。「大丈夫。モンスターは

出ないはずだわ。わたし時間がいっぱいあるし」



第５章　クエスト

ある家の前に通りかかると、中から子供が激しく咳こむ音が聞こえて

きた。

マナは足を止め、そして中を覗きこんだ。

母「あぁ、旅の人！どうかこの子のために薬草を分け与えてはいただ

けないでしょうか？

　町はずれのハーブ園で摘むことが出来るはずです」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

マ「そっかぁ。こうやって進めるやつもあるんだよね。

　《やくそう》摘むだけだったらわたしにもできそう♪」

マナは得意気にクエストを快諾し、町はずれのハーブ園に向かった。

ハーブ園にはたくさんの花が咲き誇って、良い香りを放っている。

働き者そうな庭師が、警戒のまなざしでマナを見て言った。

庭「《やくそう》が欲しいのか？それなら道具屋に行って自分のカネで

買えよ。冒険者だろ？」

マ「えぇ？でも、女の子が病気で苦しんでるんです。それを助けてあ

げたいんです」

庭「そうだったのか！それなら持っていっていいよ。

　怒って悪かったな。優しい君にも１つあげる。使えばＨＰが３０回復

するぞ」



マナは《やくそう》を２つ、手に入れた！

マ「へぇ、わたしのぶんまで貰えるなんて、ラッキー！」

マナは上機嫌で、先ほどの母娘のもとへと戻った。《やくそう》を手渡

すと子供の病気は回復し、クエストはクリアとなった。

マ「戦うより人助けしてるほうが気持ちいいし、役に立つアイテムまで

貰えて一石二鳥じゃん♪今日はこうやって時間潰すことにしよ～っと」

マナはキョロキョロしながら町を歩いた。

しばらくすると、庭先で困り顔でウロウロするおばさんを見つける。

マ「どうしたのですか？」

女「それがね、大事な指輪を落としちゃったんだよ！

　結婚のときにダンナから貰った大事な指輪なんだ！

　足は臭いけど勇敢な戦士で、イイ男なんだから！」

マ「アハハハハハ（汗）そうですかぁ」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。マナはまた快諾する。

女「さっき教会にお祈りに行ったんだけど、そのときに落としたのかし

らねぇ」

マナは教会を探した。知らない冒険者に教会の場所を尋ね教わり、

そして代わりに、路地裏の病気の母娘のクエストのことを教えてあげ

た。

男「キミ、気前がいいんだなぁ。店や教会の場所を教えるならまだしも、



クエストの在り処を教えるなんて人が善すぎるんじゃないか？僕も一

人で冒険しててさ、《やくそう》を買うカネすら倹約したいところだった

んだよ♪」

マ「そうですか、お役に立てて何よりです♪」情報交換をするのもまた

楽しい。マナは思った。

彼の言う場所に教会はあった。教会の前の花壇に、キラリと光るもの

を見つけた。駆け寄ってみると、大きな宝石のついた指輪だった。

マ「きっとコレね♪」マナはその指輪を拾い上げると、おばさんの家へ

と戻った。

マ「おばさんの言うとおり、教会のそばに落ちてたよ」

女「うーん？こんな指輪知らないねぇ。

　大ーーきな宝石がついた、ずいぶん下品な指輪だこと。こんなの結

婚指輪にする人の気が知れないね！」

マ「おばさんの指輪じゃないんですかぁ。ガッカリ」

女「ご苦労だったけど、それじゃないね。

　そんな下品な指輪、きっとどっかの行商が売りつけるガラクタさ。あ

んたが持ってったらいいよ」

マナは《下品な指輪》を手に入れた！

マ「ほぇ～、ヘンなの手に入れちゃったよぉ～」

人のために足労しても、ときには妙なものを手に入れてしまうこともあ

るようだ。

マナはすぐに気を取り直して、また町を歩いた。今はこれしかすること

がないのだ。



またしばらくすると、どこからか話しかけられる。お爺さんらしき声が

する。

爺「おぉ旅の方。ちょうどよいところに来なすった！」

マ「うん？」マナは周りを見渡すが、誰もいない。

爺「こっちじゃよ！上じゃ！」

マナが上を向くと、民家の２階のバルコニーから、お爺さんが手招き

していた。

爺「ちょっとここまで上がってきてくれんかの！」

マナはお爺さんの言うとおり、２階まで上っていった。

マ「どうしたの？お爺さん」

爺「それがのう。洗濯ものを落としてしまったんじゃよ！

　ワシの大事なパンツをな」

マ「ぱんつ！？」

爺「足腰が悪いもんでのぅ。道に降りるだけでも一苦労じゃ。

　その間に誰かが持っていってしまうかもしれん！ワシの大事なパン

ツを！」

マ「いや、それはナイと思うけど（汗）」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

マ「だよねぇ（汗）」

マナは下に降りて、水色と白のしましまのパンツを見つけて摘まみ上

げた。



すぐに老人に持ち帰るが、彼は言う。

爺「うーむ。砂で汚れてしまったな！それじゃもう履けんわい。

　おぬしにくれてやろう。なーに、遠慮することはないぞ！わっはっ

は」

マナは《ステテコパンツ》を手に入れた！

マ「えー！？これって指輪以上にガラクタじゃぁん（泣）

　お爺さん、要らないよぉこんなの」

爺「なぬ？おぬし、洗濯ができないのか？ママに甘えすぎて育ったの

じゃな！？」

マ「そんなことないよぉ！洗濯くらい出来るもん」

爺「それなら持っていくがよかろう。宿屋に戻ったら洗濯するんじゃ。

そしたら新品同様！わっはっは」

マ「なんだかよくワカンナイなぁ（汗）」

人助けをしてもロクな見返りもないことがあることを、マナは学習した。

しかし、見たことのない魔物と戦うよりは、安全な町の中で人助けをし

ているほうがマシだと、マナは思った。

マナはまた歩き出した。すると、さっきの日当たりの悪い路地に通り

かかったとき、再び家の中から子供が咳きこむのが聞こえてきた。

さっき助けたはずの少女は、またベッドの上で悲痛な面持ちをしてい

るのであった。

マ「そういえば、繰りかえしできるクエストってあるのよね」

このクエストの報酬は、たかだか８ゴールドの《やくそう》である。しか



し他にやることも思いつかないマナは、そのクエストを延々と繰り返し

て土曜の午後を過ごした。人助けは嫌いではないのだ。



第６章　かばう

ゲームからログアウトしたマナは、リオが参戦できなかった事情をLIN

Eにて伺い知った。

しかしマンションのインターネット障害はその日のうちに無事復旧した

ので、夕飯のあと、二人はまたゲームをプレイすることにした。

リ「やっと遊びにこれたよー！

　よぉーし昼間のぶんも取り戻すぞー！」

マ「よぉーし、次なるどっかへレッツゴー！」

リ「そういえば、アンタ昼間は何を攻略したの？」

マ「あ、えっとねぇ…。

　西に行ったら《まほうつかい》の《メラ》で黒焦げにされちゃったから、

町に帰ってきちゃったぁ～」

リ「だから言ったでしょもう！大体察しがつくわよ。

　でもしばらくドラクエやってたみたいだけど？」

マ「うん。町の中でクエストやってたよ。

　おつかいしたらご褒美もらえたりするヤツだよ」

リ「なるほどね。それなら安全だわ。

　それで、何か戦利品や情報はゲットできたわけ？」

マ「んーと、えっと…　

　　《ステテコパンツ》とガラクタの指輪と…」

リ「何よそれ！たまにはヘンなもの掴まされるのはお約束として、ハ

ズレクジ引く確率が高すぎて感心するわ！」



マ「あ、でもね、《やくそう》がいっぱい手に入ったんだよ♪

　これは役に立つでしょ？リオのＭＰが切れてもＨＰ回復できるよ～。

　…あれ！？」マナはコマンドを開いて持ち物を確認するが…

マ「《やくそう》、５個しかない…（泣）

　えー！？もっといっぱい手に入れたはずなのに！何度も往復したん

だよ！」

リ「ははーん。『所持数制限』ってヤツね。

　回復アイテムとかって、一度に持てる数が決まってることあんのよ。

５個とか１０個とか」

マ「そうなのー！？」

リ「とりあえず、今のアタシたちのレベルや階層の段階では、５個まで

なんでしょうね」

マ「えーん。リオにもおすそ分けしてあげようと思ったのに～」

リ「気持ちだけ頂いとくわ。アリガト。

　そんじゃアタシもクエストとか慣れておきたいから、１回それやっとこ

かな。《やくそう》貰っといて損ないしね」

そして二人は、路地裏の母娘のところへと赴いた。

クエストを受注し、ハーブ園への往復を最短ルートでさっさとこなす。

クエストが無事完了したそのときである。

テッテレー♪

マナのコマンドに何か反応があった。

『マナはスキル《かばう》を習得した！

　仲間が受ける単体攻撃のダメージを引き受けます。



　習得条件は、１日に２０回以上のクエストを完了させること』

マ「わぁー、ナニコレー！？」

リ「おぉー、アンタに最も向いているような、最も向いていないようなス

キルね！」

マ「リオがピンチのときに《かばう》したら、リオを守れるってこと？」

リ「そう。その代わりアンタがダメージを喰らう。

マ「わたししゅび力ガチガチだから、二人ともダメ―ジ受けないってこ

とでしょ！？」

リ「そう。とりあえず《いっかくうさぎ》か《おおありくい》程度まではね。

　でも呪文のダメージは受けるハズだから、アタシが《メラ》喰らいそう

なときにかばったらダメよ？」

マ「《ヒャド》も？？」

リ「とーぜん。

　…それにしても、コレ意外とレアスキルなんじゃないの？

　１日に２０回以上もクエストやるなんて、先に進んだらムリになるか

らね。

　進めば進むほどやることも増えるし、クエストの難易度も上がるから、

２０回も出来なくなるわ。

　ぐだぐだと始まりの町をほっつき歩いてるノロマだからこそ、出来た

ことね」

マ「えぇー、優しい人って言ってよぉ～」



第７章　どうくつ

リ「さてと、二人揃ったことだし、今度こそ冒険に出ますかね！」

マ「わぁーい、西に行ったら洞窟があるんだよ！」

リ「ゲーム慣れするための初歩的な洞窟でしょうね。

　まずはそこに行ってみよう」

マ「わーい、お宝お宝ぁ～♪」

リ「ストーっプ！まだ慌てないこと！

　アタシたち最弱コンビなの、アンタ忘れてないでしょうね？まだレベ

ル３だし。

　洞窟は魔物が手ごわいかもしれないから、様子見てムリそうならす

ぐ退却。

　わかった？成果を焦らないこと！」

マ「大人だなぁ～リオは」

リ「何しろアタシたち最弱コンビだからね！

　フツーにやったら詰むのよ！常にそれを前提に対策してなきゃなん

ないの。

　勇気があるのはイイことだけどさ、大胆かつ慎重に、ってヤツね」

二人は西の洞窟に向かって旅立った。

昨日レベル上げをしたエリアを越え、未知の領域に足を踏み入れる。

出た！またあの天敵の《まほうつかい》だ！

マ「あわわわわわどうしよう！」マナは動揺する。



リオは澄ました顔で《くだものナイフ》を構えると、

「《通り魔》！」と叫んで加速した！覚えたばかりのスキルを早速活用

する。

素早いはずの《まほうつかい》よりも先手を取って、リオの攻撃が炸

裂！

まだひ弱なリオでは《まほうつかい》に６ポイントしか与えられないが、

敵はそれで撃破できた！

リ「良かった～！攻撃能力もすばやさも高いけど、ＨＰは紙耐久だっ

たわ。

　序盤の敵は、強くても弱点があるはずだからね」

リオは非常に頼もしい。マナは羨望のまなざしでリオを見る。

その後も《いっかくうさぎ》や《おおありくい》など、昨日見なかったモン

スターたちが行く手を塞いだが、二人の連携プレーで善戦していった。

アリアハンの西、森を越えたところに洞窟はあった。

リ「どうマナ？まだいけそう？」

マ「ＭＰはまだ半分くらい残ってるから、同じくらいの強さの敵なら、少

しは戦えるかも？」

リ「よーし、じゃぁとりあえず偵察ってコトで入ってみよう！

　危なくなったらすぐ撤退だからね。ムリしないのよ」

マ「う、うん」

二人は喉元を鳴らして、ドキドキしながら洞窟に入った。



第８章　どくいもむし

すると！

バタン！古びた洞窟のドアは、二人が侵入した途端に急に閉まってし

まった！

リ「ヤバっ！」リオは振り向き、ドアをこじ開けようとあがく！

マ「リ、リ、リ、リ、リオぉぉぉ～！！」マナが悲鳴を上げる。

リ「どうしたの！？」リオが振り向くとそこには、

魔「シギャァアァー－！！」大きな怪物が二人に襲いかかってくる！

リ「いきなりボス戦なんて！誤算だったわ！！」

シギャァアァー－！！

リ「装甲の堅そうな芋虫！《キャタピラー》？

　違う！それにしては色が黒いわ！まさか…！」

魔物は紫色に濡れる無数の触手でマナに殴りかかってきた！

ジュシャン！しかしマナはダメージを受けていない！

マ「やったぁ！わたしまだダメージを弾ける♪」

リ「良かった！桁違いに強い魔物ってわけでもなさそうね！」

魔物は今度はリオに襲い掛かってきた。

ジュシャン！リオは３ポイントのダメージを受けた。

リ「うっ！これくらいなら大丈夫！」

リオは反撃の構えをとった。広い空間に回り込み、助走をつけて攻撃

をしかける！



しかしそのとき！

リ「うっ！」敵の攻撃を受け止めた左腕に、大きな痛みが走る！リオ

のＨＰが減っている！

マ「どうしたの！？」

リ「まさか！《毒》攻撃！？」

ご名答だった。魔物の紫色に濡れる触手は、毒を帯びているのであ

る。これに殴られると《毒》という状態異常にかかり、少しずつＨＰが消

耗してしまう！

リ「《どくいもむし》！完全に誤算だったわ！

　《どくけしそう》なんてまだ準備してなかった！」

マ「リオ！今回復するわ！」

リ「いいえ！あなたは《バギ》でこいつに攻撃よ！早く戦いを終わらせ

たほうがいい！」

マ「えぇ！でも！？」

リ「いいから！言うとおりにしなさい！」

マ「わかった！えぇーい、《バギ》！！」

マナの放つ風の刃で、魔物はたじろいでいる。ダメージが通っている

ようだ。

リ「良かった！堅い魔物だけど戦えるわ！」

《どくいもむし》は、しゅび力が弱いと察してリオのほうに攻撃をしかけ

た！



マ「は、そうだわ！」マナは何かを思いつく。

「《かばう》！！」マナがそう思いきり叫ぶと、マナの体が瞬時にリオの

前に動いた。そして《どくいもむし》の攻撃はマナに命中する！

ジュシャン！

マ「ふっふっふ、痛くないもんねー♪」

マナは手を腰に当て胸を張り、得意気に笑った。リオを不安にさせな

いために、精いっぱいおどけたつもりだった。

《どくいもむし》は悔しそうにおののいている。

リ「ありがとマナ！よーしアタシも！《バギ》！！」リオも《バギ》で攻撃

を仕掛ける。

リ「マナにダメージが通らないならなんとか戦えそうだわ。あとはオマ

エのＨＰとアタシたちのＭＰ、どっちが早く尽きるか勝負ね！」

二人は少し勝機を感じ、肩の力みが抜けた。

《どくいもむし》は居直ると、頭を大きく振りかぶり、頭突きのような反

動をリオに向けた。

マ「そうはさせないわ！」マナは得意気に、再びリオをかばう体勢に

入った。

しかし！

《どくいもむし》は頭突きではなく、口から紫色の煙を吐き出した！《毒

の息》だ！

マ「うっ！」マナは面食らった。

リ「マナ、大丈夫！？」

マ「大丈夫！キモくて吐きそうだけど、ダメージは０みたい♪」



リ「いや…！」リオは戦慄の表情を崩さない。

マナは距離をとり、反撃に出ようとした。しかしそのとき、《毒の息》を

喰らった頭部に痛みが走る！

マ「うっ！何これ！」

リ「やっぱり！アンタ打撃攻撃はダメージ０に出来ても、《毒の息》に

は冒されてしまうのよ！《毒》の継続ダメージが入るってこと！」

マ「そんなぁ！」

しかし実際、マナのＨＰゲージは少しずつ減少を続けている！

リ「早く倒さないと！でもＭＰは温存しなきゃ《バギ》ばかりも撃ってら

れないわ！」

リオは意を決して肉弾戦を仕掛ける！相手の懐に飛び込み《くだもの

ナイフ》で攻撃！

しかし、《どくいもむし》にダメージはほとんど入らない！やはり装甲が

堅いのだ！

そして懐に飛び込んだリオは恰好の餌食となってしまう！《どくいもむ

し》は多数の触手を振り上げてたたきつけようした！

マ「リオ、危ない！」マナは再び《かばう》を使ってリオの眼前に飛び込

んだ。《どくいもむし》の攻撃を一身に引き受ける！

マ「うくくぅ！大丈夫！ダメージは受けないもん！」強がりの笑みを浮

かべるが、《毒》のダメージはマナのＨＰを蝕んでいる…！

リ「そうだわ！《やくそう》！」リオは先ほど手に入れたばかりの、そし

てたった１つの《やくそう》でマナのＨＰを回復した！



マ「そっか！回復手段は《やくそう》もあるんだった！

　心おきなく攻撃できるわ！《バギ》！！」

マナは《バギ》で懸命に《どくいもむし》のＨＰを削っていく。

リオは後ろに下がって、距離を取りながら《バギ》を放った。もう敵の

懐には入っていけない。

しかし、《どくいもむし》はリオのほうが虚弱であると察している。距離

を取ったリオに対して、猛スピードで突進を仕掛けてきた！

マ「危なぁーい！」マナはまた《かばう》を使ってリオを守った！

ダメージは受けないが、《どくいもむし》は邪魔なマナを無数の触手で

投げ飛ばした！そしてまたリオに突進する！

マナはひるまずにリオをかばった！

リ「もういいわ！アタシにかまわずに攻撃に回って！動き回ると毒の

ダメージもかさんじゃう！」

マ「で、でも…！」

そのときだ。

テッテレー♪

マナのコマンドウインドウが何かを告げている！

『マナは特性《毒耐性》を獲得した！

　毒による状態異常は受け付けなくなった！

　獲得条件は、１回の戦闘で５回以上の毒攻撃を受けることである』

リオを懸命にかばい続けたマナは、普通ではなかなか起こりようもな

い、１度の戦闘において５回も毒攻撃を受けるという稀な戦況をこしら

えたのだった。そしてその成果として《毒》耐性を手に入れた！



マ「やったぁ！頭が痛くない♪ＨＰも減らなくなったわ！

　えぇい、《バギ》ー！！」

リ「こっちも！《バギ》―！！」

二人の《バギ》が命中し、ようやく《どくいもむし》をやっつけた！



リ「ふぅー。最初っから死闘だったわね！

　ちょっとこのゲーム、難易度調整間違えてんじゃないの！？」

マ「あははは、リオ―！」マナは嬉しさのあまりリオに抱き着いた。

チャララララッチャチャー♪レベルアップのファンファーレが鳴った。

リオ、マナ二人ともに、レベル５に上がった。

そして二人は解毒呪文《キアリー》を覚えた。

リ「そっかー。レベル５で僧侶が《キアリー》覚えて、そんでこの洞窟に

来るのが普通なパーティの定石ってわけね」

マ「やっぱちょっと早かったの？」

リ「そうね、ちょっとだけ早すぎたようだわ。アタシたち、どちらか言え

ばゆっくり準備して、しっかり戦力整えてから先に進むべきよ。弱いか

ら、基本的に！」

マ「弱くないよぉ♪」マナは自信に満ちて笑っている。

リ「勝ちはしたけど弱いのよ！戦士と魔法使い連れてきてたらこんな

に苦労してないわ！

　でも弱くてイイのよ。それを知恵でなんとかするのが楽しいんだから

♪」

マ「知恵と、愛情でね♡」マナはまたリオに抱き着こうとした。そしてリ

オはそれを突き飛ばすのだった。

テッテレー♪

二人のコマンドウインドウがまた何かを告げる。

『リオ、マナは特性《ジャイアント・キリング》を獲得した！

　敵が自分のレベルよりも一定数高いとき、こうげき力が２倍にな



る！

　獲得条件は、ボスモンスターをパーティ全キャラの合計レベル１０未

満で倒すこと』

マ「おぉ～またなんか覚えたよ？」

リ「《ジャイアント・キリング》♪コレはイイ特性を身に着けたわ！

　まぁちからを上げるつもりのないアンタには意味ないけどっ！」

マ「低いレベルで来ちゃって、運よかったのかな？」

リ「なんだかよくワカンナイわ！」



マナとリオのステータス・その１



第９章　さくせん

いもむしをやっつけた翌日。

二人は宿屋の小さなバーでお茶をしていた。

マ「そういえば、いもむしの洞窟に行ったときレベル上がったけど、パ

ラメータポイントそのままだったんだよねぇ。どんなふうに振り分けた

らいいかな？」

リ「そうね。そろそろしゅび力全振りってわけにもいかない気がするわ。

　呪文に弱いって致命傷も明るみになったことだし、HPと、それと呪

文モンスターに先制できる《すばやさ》も欲しいわね」

マナはHPとすばやさに多めに、そしてまたしゅび力にも振った。

リオは相変わらず、バランスよくパラメータを上げていっている。

マ「あれ？最初のときあんま見てなかったけど、《かしこさ》とか《おひ

とよし》って、パラメータポイント振ることができないよ？どうやって上

げるの？

リ「うーん。《おひとよし》なんてパラメータ、アタシも見たことないわ。

　おそらくだけど、隠しパラメータみたいなものだと思う。振り分けで自

分で上げることは出来なくて、何かプレイ内容や戦闘内容によって

コッソリ上がっていくんじゃないかな」

マ「クエストで人助けしたら、《おひとよし》が上がるの？」

リ「そうそう！そういうカンジだと思うわ。

　上の《ぼうけん度》ってのもそうでしょうね。ダンジョンを攻略すること



で上がったり、低レベルクリアを達成することで上がったり、するん

じゃないかな。

　《かしこさ》ってフツウはMPの上昇量に関連するけど、見た感じMP

量と比例してないから、これも特殊な要因で上がっていくっぽいわ。

『どくいもむしを低レベルで倒したらかしこさアップ！』みたいな。」

マ「エヘヘわたしのほうがマナよりおひとよし～♪」

リ「アンタは２日目に外が怖くて《やくそう》摘みまくってただけで

しょ！」

宿屋の主人が二人に声を掛けた。

「そういえば、初めての定例イベントのおふれが出ているぞ。

　君たちはもう見たかい？」主人は壁の貼り紙を指さした。

リ「定例イベント！？他のプレイヤーと競ったりするやつのことね！楽

しそう♪」

第１回の定例イベントは、「女神の果実集め」だ。

世界中に散らばる《女神の果実》を各プレイヤーが集めて回る。その

合計数を競い合う、シンプルな内容のイベントである。

リ「…対人戦だけど、殺し合ったり奪い合ったりするようなイベントじゃ

ないわね。ホッとしたわ」

リオはイベントの内容を真剣に確認している。

リ「報酬は…上位１，０００人に《メタスラの剣》だって！」

マ「《メタスラの剣》！？それぜったい欲しいやつじゃぁーん！



　リオ、めっちゃがんばろ？弱くても努力でなんとかなるんじゃな

い！？」

リオはしばらく壁を見つめて、そして答えた。

リ「…いや…、たしかに弱いアタシたちでも健闘できうるイベントでは

ある。

　けど、このイベントはスルーだわ！」

マ「スルー？？どういうこと！？《メタスラの剣》欲しいじゃん！」

リ「一見そう思うわよね。《メタスラの剣》なんてさもレア武器っぽいわ」

マ「そうよ！《メタルスライム》とかにもダメージ通るやつでしょ？だか

ら経験値いっぱい稼げるよ！絶対ほしいじゃん！」

リ「そうだけど、まだメタル貫通武器貰ったってあんま意味ないわよ。

　《メタルスライム》ならメタル武器なくてもどうにかなるはずだし、まさ

かはぐメタはまだ出てこないでしょ。そしてメタル貫通以外にはそんな

長所のない武器だろうと思うのよね。そのために躍起になるよりは、

みんながそれに夢中になってる間に他のことやって、他の戦力アップ

をしたほうが、有意義じゃないかって思うの」

マ「ほえ～。でも、弱いわたしたちが強くなるのに、レベル上げって一

番重要じゃないの？」

リ「そうでもない。とアタシはにらんでる。

　『強くなる必要はある』けど、『レベルを上げる必要はない』かもって

ね」

マ「レベルを上げないって？どういうこと？」

リ「アタシたち、『弱っちい』と思われてたほうが何かと都合がいいと思

うのよ。これから対人戦とか出てくることを見据えるとね。



　レベルが低ければ弱そうに見えるし、装備品がジミなら初心者っぽ

く見える。わざとそういうカンジを装ってたほうがイイかなって思うの。

　昨日《ジャイアント・キリング》を身に着けたからなおさらよ」

マ「じゃぁどうするの？」

リ「うふふ。『果実集め』じゃなくて『木の実集め』よ♪」



第１０章　たねときのみ

週末が訪れた。

金曜日の夜２０時になると、プレイヤーたちは一斉にアリアハン大陸

に散らばっていった。

《女神の果実》はイベントモンスターである《トロピカルドラゴ》が稀にド

ロップするか、あちこちの宝箱やツボの中などに潜んでいる。ある者

たちはとにかく《トロピカルドラゴ》を狩りに、またある者たちは宝箱や

ツボの探索に向かっていった。

リ「…よし、と。アタシたちも出発しましょ。プレイヤーとの情報交換で

リサーチは済んだわ。

　おおありくい→ちからの種

　いっかくうさぎ→すばやさの種

　キャタピラー→まもりの種

　フロッガー→いのちの木の実

　まほうつかい→ふしぎな木の実

こいつらが木の実や種をドロップするから、とにかく狩りまくる！レベ

ルも少しは上がるでしょ。あんまり強い敵じゃないから、ソロプレイで

もどうにかなるハズよ。《まほうつかい》と《キャタピラー》だけはちょっ

と強いから要注意かな。

マ「なんかハムちゃんのエサみたぁ～い♪」

リ「イベント期間は１週間。それぞれ５つずつくらいゲット出来たらイイ

んだけどなー」

二人は、ときに一緒に、ときに一人で、目当てのモンスターを狩りま



くった。アリアハン城下町からあまり遠出しないゆえ、他のプレイヤー

からは脳天気な初心者プレイヤーに見えていた。

フィールドには時に宝箱が落ちており、そして小さな隠しダンジョンが

見つかることもある。こうした探索により、《くさりかたびら》や《はねぼ

うし》などの初歩的な防具も手に入った。

皆はもっぱら《トロピカルドラゴ》ばかりを狩っている。《トロピカルドラ

ゴ》はノーマルドロップに《やくそう》、レアドロップに《女神の果実》を落

とすだけだ。他のプレイヤーも茂みに宝箱を見つけたり、小さな隠し

ダンジョンを見つけたりもするが、リオとマナのほうが格段に多種類

の収穫を得ているのだった。

４日目の夜。

アリアハンの町から北西に遠く離れた草原で、マナたちはまた宝箱を

見つけた。

マ「なんだぁ。また《くさりかたびら》かぁ」マナは悲しんでいる。

リ「いいじゃない？この辺りにしちゃ結構強いんだから」

マ「そうだけどぉ。もう装備してるじゃん。

　…ていうか、ぜんぜん魔法少女っぽい格好になってないよぉ」

リオは魔法少女っぽい格好でステッキをフリフリ出来ると思って、ドラ

クエ５５を始めたはずだった。しかし、現実はいかにも芋臭い装備で

野山を駆け回っている…。

マ「なんかダマされた気がするんですけどぉ～（泣）」

リ「あははは！じゃぁもう辞める？」

マ「やめないけどぉ～（泣）」



探索の楽しさを覚え、そして戦うことに慣れはじめたマナであった。

収穫は木の実だけではなかった。

特定のモンスターばかりを乱獲するというトガったプレイをしているゆ

え、マイナーなスキルや特性の獲得もあった。

《おおありくい》を１０００匹倒すと、特性《ありキラー》を獲得した。《ぐ

んたいあり》のように仲間を呼びまくるモンスターも、この特性持ちの

プレイヤーの前では１度しか仲間呼びが出来なくなる。経験値稼ぎの

裏ワザは使えなくなるが、全滅の危機は減る。

《キャタピラー》を１０００匹倒すと、スキル《シールドアタック》を獲得し

た。防御しながら同時に打撃攻撃を行えるのだ。守りながら勝つ二人

のプレイスタイルに相性の良いスキルだった。

レベルが少し上がっても、マナは相変わらずちからのパラメータを上

げなかった。そして《バギ》ばかり撃っていた。すると、呪文攻撃を５０

０ターン連続した際には、特性《まほうつかい》を獲得した。呪文のダ

メージが２０％上昇する強力な特性だ！

リオの読みは上手くいった。

普通、ＲＰＧのプレイヤーたちは強力な武器で力任せに殴りつけるこ

とに爽快感を覚える。だからそれを目指し、それを繰り返す。しかしこ

のゲームは、もっとトリッキーなプレイや地味な行動を繰り返すことで、

ユニークなスキルや特性を得られる仕組みになっているのである。

そしてマナたちは、レベルやパラメータの見てくれ以上に強いキャラ

に育っていた。まだ二人にあまりその実感はなかったが。



第１１章　のんびり

７日目、イベント終了の鐘を待たずして、二人は宿屋の酒場で収穫を

愛で合っていた。

テーブルに種や木の実を並べて数えている。

リ「《ちからの種》が１０個に、《すばやさの種》が１４個に、《まもりの

種》が７個、《いのちの木の実》が１０個、そんで《ふしぎな木の実》が８

個。まぁまぁの収穫ね。二人で半分こしましょ」

通りすがりの冒険者がそれを見て、「ぷぷっ！コイツら、《女神の果

実》が何かもわかってねぇよ」と小声で嘲笑して去っていった。

マ「ムカっ！《女神の果実》だって持ってるもん！」マナはほっぺたを

膨らませた。

リ「まぁまぁ。怒らないことよ。挑発に乗らないこと。バカを演じてれば

イイのよ。

　それが作戦なの。言ったでしょ？」

マ「そうだけどぉ」

二人はともにレベル９。他の冒険者たちは１２～１３程度であるよう

だった。しかしパラメータにそん色はないのだ。

《女神の果実》イベントの終了と同時に、新ステージ第２層と、そこに

続く《いざないの洞窟》が追加された。冒険者のほとんどは、我先にと



第２層を目指して走った。

マ「リオぉ、わたしたちも早く第２層に行こうよぉ♪

　可愛い魔女っ子服あるかも？メルヘンチックなお花畑があるかも

よ？」

リ「ううん、急がないわ。アタシたち弱いフリしたいし、実際弱いんだか

ら。

　新しいエリアは何があるかわからないから、ある程度情報が出回っ

てからのほうがイイと思うの」

マ「えぇ～つまんない」

リ「まだこっちの世界でもやることはあるわよ♪

　アタシ、アンタから学んでちょっとやっておきたいことあるの。アンタ

は先行ってる？」

マ「むりぃ」

リ「それに、第１層にだってキレイな景色がいっぱいあるわ。

　旅って、のんびり風景を楽しむことも醍醐味だと思うのよね♪」

二人は宿屋を出て、アリアハンの城下町を抜けて歩いた。

いつぞやの老人は、今日も軒下で微笑みながらお茶をすすっていた。

マ「こんにちは。いいお天気ですね」

爺「ふぉっふぉっふぉ。無意味そうに思えることにも意味がある。意味

のないこともあるが、大抵は意味がある」

マ「またおんなじこと言ってるわ」



町を出た。二人は手足をぶらぶらと振り、準備体操をする。

リ「さてと、とりあえずいつかの《どくいもむし》、倒しに行きたいの。手

伝ってくれる♪」

マ「えぇ！いまさら！？他の敵倒すほうがけいけんち稼げるんじゃな

い？」

リ「ウフフ。経験値目的じゃないの。アンタの真似したいのよ♪

　《毒》攻撃受けまくったら、《毒》耐性付くでしょ？それをアタシもやっ

とこうと思って。

　タブン今なら一人で戦っても５回の《毒》攻撃に耐えられると思うけ

ど、いちお回復役としてついてきてくれない？」

マ「ふぅーん。いいよ」

そして二人は西の洞窟に赴き、再び《どくいもむし》と戦った。

ぼうぎょしながら《毒》攻撃に耐えていると、やはりリオも《毒》耐性を

獲得することが出来た！

《毒》の状態異常の罹患確率を下げる防具は少々ある。しかし、完全

な《毒》耐性を持つプレイヤーは、まだこの世界でただ二人だけであっ

た。

マナとリオは、ときに目的もなくアリアハン島を歩き回った。そして、朝

靄の高原や夕暮れの砂漠に絶景を見つけては、ただただその自然

の神秘を眺めていた。



１２章　ロマリア

皆から遅れること５日ほど。二人はようやく、第２層を目指していざな

いの洞窟を抜けることにした。

アリアハン島のフィールドエリアよりも少々強いモンスターがうごめい

ていた。《バブルスライム》や《どくいもむし》の小さいやつが大量に出

現し、低レベルで強引に突破しようとするパーティや《どくけしそう》を

用意してこないパーティはまんまと返り討ちに遭った。

特にマナはMP消費に依存する戦闘スタイルであるため、長丁場のダ

ンジョンはハラハラものだった。ときにはMPを節約するためにただ防

御し、リオが一人で短剣でモンスターを蹴散らしていった。

マナは打たれ強く、そしてリオは力強かった。

MPも《やくそう》も使い切りそうな頃、ようやくダンジョンの出口を抜け

た！

二人の視界が激しく歪んだかと思うと、またもやお城の広間に転移し

ていた。しかしアリアハンのお城とは違うようだ。

王「よく来た勇敢な冒険者よ。ここはロマリア城だ。　えぇい早く下が

れ！ワシは何者かに《金のかんむり》を盗まれ苛立っておる」

リ「とりあえず王様の《金のかんむり》を探せ、みたいな流れね。

　どこにあるのかしら。お城で色んな人に話を聞いてみないと」

二人は城下を歩いた。アリアハンの城よりもやや重厚な造りをしてい

るようだった。兵士の数は多く、生真面目な顔をしている。武器屋や

宿屋、色々な設備が効率よく並んでいた。

リ「新しい世界を探検したいとこだけど、とりあえず武器の調達が先



ね。

　いざないの洞窟で痛感したわ。アンタ、呪文以外の攻撃手段も持っ

ておかないと、長丁場の戦いでロクデナシになっちゃうからね！」

マ「えぇぇ～！斧で殴りかかるとか、わたしヤだなぁ（汗）」

リ「大丈夫。そこも考えてるわ。

　ムチがあると思のよ。それならちょっと遠くから攻撃できるし、《バ

ギ》みたいに全体攻撃も出来るし」

マ「わぁ、ムチかぁ♪」

二人は武器屋を覗いてみた。兵士用という感じのごつい武器が店内

に並んでいる。

しかし、次の瞬間に驚愕する！

リ「え！こんなに高いの！？」

マ「高ぁー！」

ロマリアでは、武器が非常に高いのであった！《はがねのつるぎ》、

《てつのおの》など本格的な戦闘武器が充実しているが、どれも１万

ゴールドを越える高額品だ。アリアハンの武器が５０ゴールドや７０

ゴールドだったことを思い出すと、すさまじい差である。

「ここからはそれぞれに工夫して武器を手に入れよ」運営が訴えかけ

ているようだった。

お目当てのムチは１つだけある。《刺のムチ》だが、なんとそれは武器

の中でも最も高く、２万ゴールドもする！二人の所持金は２３，０００

ゴールドほどだった。

マ「買えなくも…ないけれど…（泣）」ようやく新しい武器が手に入るか



と思ったのに、高い壁に遮られたようであっさりと落ち込んでしまった。

防具も新調しなければならないはずだ。しかし《刺のムチ》を買ってし

まうと防具なんぞ買えそうにもない…。

マ「いいよ！いいよ！わたし、《バギ》でも攻撃できるわけだし！」マナ

はリオを思いやる。

リ「うーん………」リオは真剣に考えている。

リ「よし！買おう！マナのために《刺のムチ》！」

マ「えぇ、いいよ！他のモノ買おうよ！死ぬの嫌だから防具のほうが

大事じゃん？」

リ「そう。フツウならそう考えるところよ。

　でもアタシたち、フツウじゃないでしょ？

　アンタがガチガチだしかばってくれるから、アタシたち防御能力は高

いのよ。

　それなら武器にお金割いてもイイってモンじゃない♪」

リオは聡明で、そして優しかった。

《刺のムチ》を買って、そしてマナが装備した。

そしてリオはさらに、２０００ゴールドする《てつのたて》をマナに買い

与えた。マナの守備能力をさらに高めて、万全を期すための策だった。

また、盾で防御すれば攻撃を受けるときの心理的ダメージも減るだろ

うと、リオは考えていた。

未知なる新大陸攻略に向けて、少し装備が強化された。

…相変わらず、まったく魔法少女っぽくはないが(笑)



第１３章　こうもりおとこ

買い物を終えると、武者震いを一つして、城の外へと歩き出した。

他の冒険者とすれ違う。

「はっはは！さすが《はがねのつるぎ》は強いぜ！《アニマルゾンビ》

も一撃だ！」

新大陸の敵が一撃で倒せるのか！やはりお金の使い方をミスったか

な、とリオは少し不安になった。が、表情には出さないようにした。

城を出ると、辺りは夜である。

見えづらい視界に乗じて、物陰からモンスターが現れた！

３匹の《こうもりおとこ》だ。明らかにアリアハンの敵よりも強く見え

る！

リオは頼もしく先陣を切り、《通り魔》スキルで先制攻撃を仕掛けた。

バシュ！《こうもりおとこ》Ａに８のダメージ！まだ相手のＨＰゲージは

１／４しか減っていない！

マナが畳みかけたいが、相手のすばやさのほうが先回った！

《こうもりおとこ》は恨みの込もった顔つきで、リオに呪文を、なんと

《ヒャド》を放ってきた！氷の刃をぶつける呪文である。

マ「危ない！」マナはとっさにリオをかばいに入った。マナが《ヒャド》

のダメージを受ける！そのダメージ２７！マナの残りＨＰはもうわずか

５だ！たった一撃で致命傷を受けてしまった！

マナはひるまず反撃に出た！「新しい武器が打開してくれるはず

だ！」そう期待を持ちながら。

ビュビュっ！

《刺のムチ》は全体攻撃だ！しかし、《こうもりおとこ》Ａ、Ｂ、Ｃそれぞ



れに１０ダメージ程度しか与えられない！ＭＰを消費せずに《バギ》と

同程度のダメージを全体に与えられるのは強い。とはいえこの局面

において、救世主にはなりえないようだった！マナはおののく。

《こうもりおとこ》Ｂもヒャドを唱えた！マナはかばいには行けない！

リオはヒャドを喰らい、３０のダメージを受けた！

《こうもりおとこ》Ｃが攻撃体勢に入った！

リ「ヤバい！アタシかマナのどっちかが死ぬ！！」リオは大きく動揺し

た。

しかし、《こうもりおとこ》Cは《ヒャド》ではなく、マナを殴りにかかった。

ミス！マナはダメージを受けていない！！

助かった！！

リオは瞬時に闘志を取り戻し、今度は《くだものナイフ》ではなく《バ

ギ》を放った！《こうもりおとこ》A、B、Cにそれぞれ１０ほどのダメー

ジ！

そしてすかさず叫ぶ！

リ「マナ！アンタも《バギ》を！」

マ「え？あ、はい！！」新しい《刺のムチ》で奮闘するつもりだったマナ

は、リオの声に思考を切り替え、得意の《バギ》を放った！

《こうもりおとこ》Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ１３程度のダメージ！マナの《バ

ギ》はリオのそれよりも少し強いのだ。

《こうもりおとこ》Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ、ダメージ総量が３０を大きく超え、

砕け散った！

「あぶなかったー！！！」二人は顔を見合わせて安堵した。

ＨＰの消耗は《ホイミ》で回復出来たが、精神の消耗は激しかった。外

も暗いので、二人はロマリアの宿屋に戻って休息をした。



マナとリオのステータス・その２



第１４章　さまようよろい

ゲーム上での翌朝。

宿屋の食堂で二人は昨夜を思い出している。

マ「はぁーあ。第２層、いきなり手ごわいねぇ（泣）」

リ「ねぇー。こちらの予想を上回ってくるなぁ。

　ていうか戦士とかいればもっと楽なんだろうけどさ…」

マ「《刺のムチ》買ったの、やっぱ失敗だったかなぁ…」

リ「いや、そんなことはないと思うんだ。

　《こうもりおとこ》には歯が立たなかったけど、やっぱＭＰ消費ナシで

全体攻撃できるのって役に立つと思うんだよ。必要な場面は絶対く

る」

マ「そうかなぁ」

宿や食堂をうろつく他の冒険者たちは皆、《はがねのつるぎ》だの《て

つのおの》だのゴツい武器を担いでたくましそうにしている。しかし今

さら彼らの真似も出来ないのだ。二人は二人の個性を活かし、二人

のやり方で進むしかない。

マ「強い人たちはもう、どんどん先に進んで冠も見つけちゃったのか

なぁ？追いつけないかも」

リ「いや、いいのよ。元々トップでクリアすることなんて考えてないんだ

もん。

　『僧侶二人組』っていうヘンタイ縛りで魔王倒すのが、ウチらのテー

マさ。

　…そうか。急いでないんだ。もうちょっと何か、考える余地あるな」



リオは色々な選択肢を頭に巡らせていた。

手詰まりではなさそうだ。マナはリオの顔を見て、少し安堵した。

リ「とりあえず、もっかい外に出て戦ってみよう！

　夜ってさ、昼間よりも強い魔物出るんだよ。あの《こうもりおとこ》って

のは、昼の魔物よりも強いのかも。んじゃ昼間なら戦えるんじゃな

い？」

マ「えぇ、大丈夫かなぁ（汗）」

リ「１回戦ってみてダメなら、また戻ってこよ」

リオはマナを安心させるのが上手い。無理は強いないのである。

二人はロマリア城の外に出た。

少し歩くと、モンスターが現れた！

《アニマルゾンビ》が４匹だ！

リオは《バギ》を唱えた！「マナ、アンタも続いて！」

マ「バギー！！」マナも全力の《バギ》で続いた！

敵は４匹とも、その二撃でやっつけることが出来た。

リ「ほら、倒せるわ♪」

マ「やったぁー♪」

リ「もうちょっと試してみよ？」

マ「うん！」



二人はもうしばらく戦闘を繰り返してみた。

アリアハンやいざないの洞窟のモンスターよりは強いが、《こうもりお

とこ》ほどではない、という感じだ。眠りの呪文《ラリホー》を使ってきた

り《毒》攻撃をしてきたりするし、１ターンの《バギ》２発では倒しきれな

いこともあるが、二人同時に行動不能になりさえしなければ、瀕死に

ならずに倒せる。

そして、そうしている間にレベルが１つ上がって、さらに少し戦闘が楽

になった。

二人が新階層でやっていける自信を取り戻したその時…！

新たなモンスターが現れた！

《さまようよろい》だ！ロマリアの兵士のように重厚な鎧に身を固め、

立派な剣と盾まで携えている。

マ「うぅ～強そうなの出てきたぁ（泣）」

リ「強いはずよ。《さまようよろい》。

　でも大丈夫よ！ヤツは呪文は使ってこないハズ！

　物理攻撃ならアンタを攻略できる敵はいないでしょ♪」

リオはダメ元で、《くだものナイフ》で攻撃を仕掛けた。しゅび力はどれ

くらい高いのだろうか。

ザシュっ！《さまようよろい》に６のダメージ！

リ「やっぱあんまりダメージ通らないかぁ（泣）」

マナはまた《バギ》を唱えた！１３のダメージ！

リオ「よし！《バギ》が効くなら戦える！」

二人が自信を取り戻したのも束の間、《さまようよろい》がマナに反撃

をしかけてきた！



剣を大きく振りかざしたかと思うと、速い間合いで襲い掛かってきた！

ガガガっ！！！つうこんのいちげき！！！

鉄壁なはずのマナなのに、なんと３５ポイントものダメージを喰ら

う！！！

マ「うううっ！！！」マナはうめき声しか出ない。

リ「そうか！《痛恨》もマナにダメージが通ってしまうんだわ！！」

これまでは《メラ》で１０ポイントのダメージを喰らうのみ、打撃攻撃の

痛手を０に抑えてきたのに、急に大ダメージを喰らうようになってし

まった！ＨＰを満タンに保っていなければ死んでしまう勢いだ！

リ「ホイミ！！」リオは間髪入れずにマナのＨＰを回復させた。

マ「ありがとう！」

リ「コイツも速攻かけるわよ！戦闘が長引くと危険だわ！《バギ》！」

次のターンも二人の《バギ》で畳みかけ、どうにか《さまようよろい》を

やっつけた。

リ「はぁ、はぁ、また危なかったわね！」

マ「心臓に悪いよぉ（泣）」

リ「魔法使いがいれば、《ヒャド》で大勢を決められるんでしょうけど、

《バギ》では単体のタフな魔物は辛いわね…。色々課題が山積みだ

わ！」

果たして僧侶二人でカバーできるのだろうか？リオも胃が縮む思いだ。



第１５章　とうぎじょう

二人はまたもロマリア城下町に撤退した。ＭＰにはまだ余力があった

が、精神的にヘトヘトなのである。

テーブルに腰かけて二人は、瀕死を繰り返さずに大きな戦力アップが

出来る方法がないか、思案した。

リ「それにしてもこの城にたむろしてる冒険者って、みんなお金持ちよ

ね。

　みんな立派な剣や鎧を身に付けてるわ。１万ゴールド以上もするの

に？どうなってんだろ！」

すると、地下の階段から上ってくる強面たちの笑い声がした。

戦「はっはっは！今日も勝ちまくったぜ！

　ダブルアップにダブルアップで８０００ゴールド！ついてるな～♪」

リ「ダブルアップ？８０００ゴールド？

　カジノでもあるっていうのかしら？こんな無骨な城に」

店のマスターが通りがかりで話しかけてきた。

店「おや、ご存じないのですか？地下にコロシアムがあるのですよ。

もっぱら賭け用の闘技場ですがね。モンスター同士を戦わせて、どい

つが勝つかを賭け合うんです。見事的中すればウッハウハ、てヤツ

ですね」

リ「なるほど」

マ「ギャンブルってこと？」

店「行ってみてはどうですか？入場だけなら無料ですし、何も賭けなく

ても様子は見れますよ」



マ「物騒なんじゃないのぉ？（汗）」

リ「否定はできない。けど《さまようよろい》よりはマシでしょ(笑)」

店「はっはっは！」

二人は階段を降りてみた。

カジノ、というような華やかな場所ではなく、やはり闘技場であった。

粗野な場所である。

戦うモンスターたちの雄たけびが響き、賭ける冒険者たちの熱狂が

響いていた。

リ「あぁむさくるし！」

マ「帰ろうよぉ～」

リ「ちょっとだけ」

そう複雑な場所ではない。さらに地下の闘技場を囲んで観客たちが

見下ろしている。中央にはオッズを掛けるためのカウンターがあり、

男たちがたかっている。女もいる。

闘技場では憎っくき《こうもりおとこ》が４匹互いにやりあっている。

「《マホトーン》！」なんと《こうもりおとこ》Ｂが《マホトーン》で他の呪文

を封じた！

リ「あいつ、《マホトーン》なんて使うのね！

　そっか。お金を増やすだけじゃなくて、モンスターの特徴を知るよう

なメリットもあるんだわ。

　だから流行ってるのかな」

マ「《マホトーン》て何だっけ？」



リ「呪文を使えなくする呪文よ！アンタが喰らったらピンチってこと！」

マ「えぇ！！知っといてよかったぁ（汗）」

リ「ほら、そういう意味でも《刺のムチ》買っといてよかったじゃない♪」

マ「そうだねぇ」

二人は２～３の試合を静かに眺めてみた。

リ「ちょっと掛けてみる？」

マ「えぇ、お金なくなっちゃうよぉ！」

リ「まーだ負けって決まったワケじゃないわよっ。

　アンタあたしが天才だって知ってんでしょ？」

マ「そうだけどぉ～」

店「らっしゃい。ここは手に汗握る闘技場だよ。

　勝つと思うモンスターに掛けてみな！」

リオは次の試合のオッズ表を眺めた。

スライム　　　　×３．７

おおがらす　　×２．４

いっかくうさぎ　×１．７

リ「コレは《いっかくうさぎ》で堅いっしょ。

　おじさん、とりあえず１０ゴールド掛けてみるわ」

店「１０でイイのか？バーンと５０だろう？」

リ「初めてなのよ！」



マ「ドキドキ！」

店「さぁ、次の試合が始まるよ！」

ゴワ～ン！ドラのような音が鳴り響くと、試合が始まった！

《いっかくうさぎ》が素早く、《スライム》に攻撃を仕掛ける。

《スライム》が《いっかくうさぎ》に反撃するが、ダメージを受けない！

…《おおがらす》も善戦し、少しヒヤヒヤしたが、リオの予想通り《いっ

かくうさぎ》が勝利した！

マ「やったぁ！」

店「おめでとう～！見事的中だ。

　掛け金１０ゴールドが１７ゴールドになって戻ってきたぜ」

マ「えぇ、たった７ゴールドしか増えてないの？」

店「次の試合に今の獲得額をそのまま掛けることも出来るぜ。

　どうする？」

リ「なるほど、それでダブルアップ次第では大金に化けるってわけね」

マ「どゆこと？」

リ「いいわアンタはわかってなくて。

　何回も連続で当てることが出来るなら８０００ゴールドになったりもす

るってコトよ」

マ「え♪じゃぁやろうよ！」

リ「そんなに甘くないのよ！

　全部の試合が《いっかくうさぎ》と《スライム》だったらアタシも入り浸

るけどね。

　さっきみたいに《こうもりおとこ》が３匹並んだらどうすんの？何の予

想も立たないわ」



マ「どうなるの？」

リ「頭がよくても当たらない試合もあるってことよ」

マ「えぇ！じゃぁやめようよぉ！」

リ「アンタさっきからうるさいわねぇ」

マ「だってよくワカンナイんだもん（汗）」

リ「まぁそのほうがイイわ。ギャンブルなんて無関心なほうが良い。

　たまぁーに、気分転換にでも来てみましょ」

マナはあくびをしている。

リ「…とにかく、金持ちの冒険者が多かったり、バカみたいに熱狂して

る人がいたりする理由がわかったわ」



第１６章　ロブ

二人は闘技場から抜け出た。武器屋のあたりをウロウロしながら雑

談をしていた。

マ「そういえば、リオ未だに《くだものナイフ》で戦ってるのおかしくな

い？？

　それ最初の日に５０ゴールドで買ったやつだよね（汗）」

リ「そうね。《聖なるナイフ》に買い替えようかな、という選択肢はあっ

たんだけど、買い替えたところであまり意味はないかな、と思ってたら

今日に至ってたのよ（汗）」

マ「ほかにも僧侶が装備できる武器、あるんじゃないの？」

リ「あるにはあるわ。でもアタシが《くさりがま》を振り回して戦ってるの、

想像できる？

　アンタほどじゃないけど、嫌なのよアタシもそういうバイオレンスなの。

　《鉄のやり》、はまぁ検討はしてるけど…」

マ「とにかくわたしばっかりムチとか盾とか買ってもらってて、リオが《く

だものナイフ》じゃ可哀そうだなぁ」

リ「うふふ！アンタが闘技場で稼いできてくれる？」

マ「むりぃ！」

二人は互いが互いを思いやり、色々考えていた。

気が付くと、武器屋の前に立ち尽くす男の冒険者がいる。独りぼっち



だ。

よく見れば、体が少し震えているようにも見える。他の冒険者のような

立派な鎧は着ていない。

リ「どうしたんですか？プレイヤーですよね？」

男「あ、どうも。えっと、そのぅ…。

　あはは。仲間に見捨てられちゃって（汗）」

マ・リ「えぇ！？」

男「あ、ロブと言います。いや、別に名乗る必要なんてないな。あは

は」

リ「どういうこと？」

ロ「いやぁ、もうリタイヤしようと思ってるんですよ。

　低レベルクリア系の仲間たちだったんだけど、レベル７でロマリアに

来たら、戦士の僕はまったく役立たずでね。レベルが低いもんだから

装備も貧弱でさ。するとこっちの敵にはぜんぜんダメージ通らないし、

被ダメも大きくて盾役にもなれないし…。

リ「なるほど」打撃戦を受け持つリオには痛いほどわかる。

ロ「『戦士は武器防具を整えてナンボだよ』って提案したら、ロマリア

の武器の高さがこのとおりだろ？

　『お前なんか金食い虫で役立たずだ！』って、見捨てられちゃったの

さ」

マ「かわいそう…」

ロ「でも、アリアハンに帰ろうにも、一人じゃロクに戦えないんだよ。

腐った犬だって強いんだ。この辺は。

　それで動けなくなっちゃってさ。何か掘り出し物の武器でもないかな、



なんて藁にもすがる思いで武器屋の前に立っちゃった、ってハナシ

さ」

リ「………。

　あんまり役に立たないかもしれないけど…」

ロ「え？」

リ「《くさりかたびら》で良ければ、持っていく？」

ロ「えぇ！いいのかい！？」

マ「そうだ！余ってるのがあるんですよ♪」

ロ「だとしても、お金に換えることだって出来るじゃないか！」

リ「あそうか。でも…でもいいよ。あげます。

　それだけじゃアリアハンには帰れないかもしれないけど、でも何もし

ないってことは出来ないよ」

ロ「あ、ありがとう！！！」

マ「あれ？そういえば、ココからアリアハンにはどうやって帰るの？」

ロ「城の南の草原に、アリアハン行きの《旅の扉》があるよ

　良かった！情報提供のお返しが出来ただけでもうれしいよ！」

リ「わかった♪

　じゃぁ今から、一緒にアリアハンに戻りましょうよ♪

　アタシたち弱そうに見えるけど、《アニマルゾンビ》くらいなら倒せる

のよ！

　ロブが一緒なら楽勝だわ」

ロ「ご、護衛までしてくれるというのかい！？

　なんとお礼を言ったらいいんだ！！」



ロブは、武器も《くさりがま》を装備しているに過ぎなかった。《おおあ

りくい》を倒すには充分だが、ロマリアの敵の前ではほとんど無力だ。

その上《くさりかたびら》では、マナたちが護衛しなければロマリアの

周辺で朽ち果てていただろう。

マナとリオはロブを守りながら、城の南の《旅の扉》を探した。幸いそ

う遠くはなかった。

マナはいつものごとく、ロブのことも《かばう》で助けて見せた。

《旅の扉》に飛び込むと、アリアハンのお城の広間に通じていた。ここ

ならロブも安全である。

リ「じゃ、あとはテキトーにやってね」リオはさらりと別れを告げた。

二人が立ち去ろうとすると、ロブがかすれた声で呼び止めた。

ロ「待ってくれ！これを…！」

マ・リ「え？」

ロ「これを、持っていってくれないか？」

　ロブは、二人に立派な杖を差し出した。

リ「もぉ、意外と図々しいのね！誰に届けろっていうの？

　アリアハンの町の中までなら、受け持ったげるわ」

ロ「違う！違うんだ！

　これを、この《スターリーステッキ》を、君たちに贈りたい」

リ「くれるの！？この立派な杖を！？

　この杖こそお金になったじゃない！」

ロ「そうかもしれないが…」



リ「アタシがあげた《くさりかたびら》、せいぜい３５０ゴールドの価値し

かないのよ？」

ロ「そうかもしれないが、そうじゃない。

　君たちは僕の、僕の命を救ってくれたんだよ。

　それに比べたら《スターリーステッキ》なんて、むしろ安すぎるくらい

だよ」

マ・リ「ありがとう…！！」

城下町を歩きながら、カラフルな杖を二人で眺める。

マ「大きな☆の宝石がついてるよ！キレイな杖だねぇ♪」

リ「しかも、道具として使うと《メラミ》の効果があるのよ。ＭＰ使わなく

ても《メラミ》撃てんの！」

マ「《かしの杖》よりもずっと魔女っ子っぽいよ～♪」

リ「あーハイハイ、良かったねー。」

マ「あー、でも…」

リ「なに？」

マ「これ、リオが使いなよ！」

オ「え？」

マ「《くだものナイ》フより強い武器、欲しいって話してたばっかじゃ

ん？」

リ「そうだけど。せっかく魔女っ子に近づけるのに？」

マ「可愛くなるより、大事なことあるよ♪」マナはリオに抱き着こうとし



た。

リ「もう。クサいこと言っちゃって！」リオはいつものようにマナを突き

飛ばした。

ロブは、マナとリオのおかげで九死に一生を得た。

しかし、マナとリオもまた、ロブのおかげで九死に一生を得たかもしれ

ない。

ＭＰ消費無しで《メラミ》を放てる杖は、この初期段階においては破格

の性能である！そして、仮に１万ゴールドを出して《鉄のやり》を買っ

たところで、非力な僧侶であるリオでは《さまようよろい》に太刀打ちで

きるものではなかったのだ。



二人は、再びいざないの洞窟からロマリアに戻る必要があった。

歩くのは面倒だが難易度は下がっている。

《いっかくうさぎ》が４匹現れた！

リ「ちょっとアンタ、そのムチ振るってみなさいよ？」

マ「うん？わかった。えーい！」

シュババっ！

《いっかくうさぎ》Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄにそれぞれ１５前後のダメージ！まもの

のむれをやっつけた！

マ「すごーい！アタシが打撃攻撃で魔物一掃しちゃったよ！！」

リ「お見事よーマナちゃん♪

　つまりさ？ＭＰ消費しないでこの辺の敵なら延々と戦ってられるって

ワケよ♪」

マ「呪文だけじゃないのねわたし！成長したわぁ♪

　じゃぁ、リオの新しいステッキは？」

そこに《まほうつかい》が１匹現れた！

リオは《スターリーステッキ》を振りかざした！「メラミ―！」

《まほうつかい》に７８のダメージ！《まほうつかい》をやっつけた！

マ・リ「ななじゅうはち！！！！」

二人は目を丸くして顔を見合わせた。

マ「《メラ》の１０倍ちかいよ！？」

リ「まぁロマリアの敵たちは耐性があったりして、もうちょいダメージ少

ないと思うけどね」

それにしたって大幅な戦力アップである。



二人は、新しい武器の威力を味わいながら、いざないの洞窟を抜け

た。

そしてロマリア周辺で、強敵たちとも戦ってみる。

「《メラミ》―！」

《さまようよろい》に６５のダメージ！《さまようよろい》をやっつけた！

リ「《さまようよろい》を一撃っ！！」

マ「つよっ！」

リ「これなら第２層でも太刀打ちできそうだね♪」



第１７章　カザーブ

ロマリアの城で、城の者や冒険者たちから情報を得ると、かなり北の

ほうに《金のかんむり》を盗難した輩は逃げていったらしい。

二人は思い切って、城から大きく離れ探索してみることにした。

マ「それにしても、この大陸は森ばっかりだねぇ」

城から北は森ばかりが広がっている。そのためか、世界全体が薄暗

く感じられる。

北に向かう冒険者は多いが、逆に引き返すように南に下るヘトヘトの

冒険者の姿もよく見かける。愛想がないのか、マナたちに話しかけて

きさえもしない。

しびれを切らして、二人は南下する女性パーティに話しかけてみた。

このパーティも戦闘に疲弊し、そして元気がない。

冒「いやぁ、敵が強すぎてさ。途中で体力が持たなくなるんだよ。それ

で退散してるだけさ。

　おそらく皆そうなんだろうと思うよ」

リ「そんなに立派な鎧を着て、強そうでもあるのに？」

冒「いやいや聞いてくれるな！知ってんでしょ？」

リ「え、何がですか？」

冒「カジノのせいだよ。闘技場。

　闘技場のギャンブルに熱中しすぎちまった連中は、厄介な特性を獲

得しちまう。

　その名も『中毒者』。ハハ」彼女は苦笑いしている。



マ「ギャンブル中毒者？」

リ「で、その特性はどんな効果なの？」

冒「戦闘開始のたびに、力が抜けちまう。全部のパラメータが１０％低

下しちまうんだよ」

リ「しんどっ！」

冒「この呪いみたいな特性は、どっかに解除する方法があるらしいん

だ。

　今さらニューゲームでやり直しなんて気が進まんからさ、特性を背

負ったまま強引に進めてんだよ。でも戦闘はしんどい。

でも、不幸中の幸いっていうのかな。ここがロマリアで助かったよ」

リ「何が？」

「ロマリアには強力な武器や防具が揃ってるだろ？地道にゴールド稼

ぎして武器を揃えさえすれば、《中毒者》の特性を背負っててもどうに

かなるってもんさ。

　…いや、どうにかなると踏んで、装備整えてから北上するんだが、

思いのほか森が長くてね。村だか駐屯地だかに辿りつくまえに、限界

を感じて引き返すんだよ。もうちょいレベル上げしてまた出直すかなっ

て」

リ「なるほど…。

　闘技場に熱中、重装備、北から引き返してくる、その３つのパターン

の人ばっかりなのは、そういう理由があったのね」

マ「ギャンブルしなくて良かったねー！」

もっともだ。

冒「それにしても君たち、そんな軽そうな装備で奥まで行けるのか？」



リ「わからないけど、まだ体力には余裕があるわ」

冒「すごいな！感心するよ」

二人は、「プレイヤーたちの中でも上位のほうになってきたのかもし

れない」そんなふうに思った。それだけの苦労と遠回りを踏んできた

ものだ。最弱だったはずのコンビだ。

森を抜け山を抜け、二人は懸命に歩いた。そして戦った。根性の面で

も、ずいぶんたくましくなったものである。

歩いている間に夜になってしまったが、森の中で野宿をするのは無

理があると思えた。仕方なく二人は、夜通し歩き続け、戦い続けた。

朝霧が晴れる手前、二人は山間いの村に到着した。

「カザーブの村だ」と村人は言った。

村というよりは、冒険者たちが休憩を挟むための粗末な野営地にす

ぎない赴きだった。雑魚寝の宿屋しかなく、乙女な二人にはしんどい

ものだった。

リ「《金のかんむり》を盗んだヤツはどこに行きましたか？」村人に尋

ねてみた。

村「盗難？この辺の森にはエルフが出て、ときどき人間にイタズラを

するという伝承がある」と村人は話した。

マ「エルフ♪」ファンタジーっぽい単語にマナは胸躍る。

リ「そいつらが王様のかんむりを盗んだのかな？」

マ「エルフちゃんが盗みを働くとは思えないけどなぁ」



リ「もう！アンタはお花畑すぎんのよ！」



第１８章　ラリホー

休息と言ってよいのかわからない休息を挟んだのち、二人はさらに村

を北上してみた。

モンスターが現れた！

眠そうな、やる気の無さそうな顔を持つ、キノコのお化けが３匹だ。

マ「可愛いぃ♪これが妖精ちゃんじゃないの～？」

リ「可愛い！？これって可愛いの？キモカワ！？

　植物が生き物じみてたらそれが妖精と言われるのかもしれないけど、

おそらくドラクエにおいては、コレはモンスターにすぎないわよ…」

リオの《メラミ》でまずは１匹を仕留める。マナはＭＰの節約を考えて

《刺のムチ》で全体攻撃だ。やはりそれでは倒しきることは出来ない。

キノコたちはボテボテと気だるく動き、戦意があるのかどうかもよくわ

からない。

リ「獰猛ではなさそうね…」リオがそう分析しようとした瞬間…

「ラリホー！」《お化けキノコ》Ｂは眠りを誘う妨害呪文を唱えてきた！

リオはその瘴気を素早く身交わす。

マナは対応しきれない！マナを急激な睡魔が襲う。体がよろけ、まっ

すぐ立っていられない。

リ「しっかりしてちょうだい！」リオはマナにハッパをかけつつ、《メラミ》

でもう１匹の《お化けキノコ》を仕留める。

《お化けキノコ》Ｃは眠そうな顔で大きく息を吸い込む。再び《ラリ

ホー》か！？と警戒してリオは飛び下がる。

しかし《お化けキノコ》Ｃは、どこから出しているのかよくわからない



ホーミーのような奇声を上げた。なんと、《お化けキノコ》Ｄがどこから

ともなく加勢に来た！仲間を呼んだのである。

リ「もう！メンドクサイわねぇ！」

《お化けキノコ》Ｄは呼ばれて早々、あくびをするかのように瘴気を吐

き出した。「ラリホー！」

リ「う！」リオもその瘴気に頭がクラクラする。そしてマナはついにぱた

りと倒れ込む。

リ「メラミ！」リオはわずかに残る意識で必死の抵抗を試みる！《お化

けキノコ》Ｃに向けて放ったつもりの《メラミ》は方向を失い、しかし《お

化けキノコ》Ｄに命中！当たれば一撃で黒コゲだ。

リオは《メラミ》を放つと同時に、意識を失い眠りこんでしまった。

《お化けキノコ》Ｃは、自身も酩酊しているかのようにヨロヨロと動き、

手持ち無沙汰にしている。たびたび妙な奇声を発する。仲間を呼びた

いようだが、なぜか仲間はやってこない…

《お化けキノコ》Ｃはヨロヨロと徘徊しながら、ときどきマナやリオを殴り

つける。強烈ではないが数ポイントのダメージで徐々に命を削ってく

る。

静かで奇妙な戦いが数分続いたのち、ようやくリオの意識が戻った！

リ「はっ！何してたんだっけ！？とにかく《メラミ》！」リオは冒険好き

の本能で、とりあえず目の前のモンスターを《メラミ》で仕留めた。

《お化けキノコ》の群れはようやく全滅だ。

リ「マナ、起きて！」リオはマナのほほを軽くひっぱたいて起こす。

マ「う…ん」マナは無事、意識を戻した。

リ「強いのか弱いのかよくわかんないモンスターだったわね！」



マ「強くはなさそうだったよ？」

リ「これタブン、前に獲得した《ありキラー》特性のおかげよ！覚えて

る？仲間呼びをするモンスターが、１度しか仲間を呼べなくなる特性」

マ「あぁ、そんなのがあったような？」

リ「延々と仲間呼ばれて、　《ラリホー》で眠らされて、眠ってる間にサ

ンドバッグにされたら、１匹ずつの攻撃力は低くてもいつの間にか全

滅…てなことになりかねない。そうやって森の中で誰にも気づかれず

全滅してった冒険者も数知れないんだわ」

マ「弱そうに見えて、弱くない？」

リ「他の魔物と一緒に現れたら、先に倒しておいたほうがいいんでしょ

うね。フツウは」

二人は兜の緒を締め直して、森を進んだ。

しばらく歩くと、なんと森の中で倒れ込んでいる二人の男女の冒険者

を発見する！

マ・リ「大丈夫ですか！」二人は駆け寄って体を揺すった。

男「はっ！」男は目覚める

男「起きろ！アイリス！」彼はもっと強引に彼女を揺すって、覚醒を促

した。

女「う…ん」彼女も意識を取り戻した。

リ「良かった。重症ではないみたいですね」

男「ありがとう！眠ってしまっていたんだ」



マ「もしかして…？」

女「《お化けキノコ》に眠らされたんです。それはかろうじて覚えてる

わ」

リ「この辺りに迷いこむプレイヤー、多いんでしょうか？」

男「だろうな。エルフの隠れ里がある、という噂がある」

リ「プレイヤーはとりあえず、そこに向かおうとするわよね」

男「侵入者を拒みたいからエルフたちがかく乱してきてるのか、モンス

ターたちがただ邪魔をしているのか、それはよくわからないな」

女「幻惑の森ね、色んな意味で」

男「それにしても助かったよ。ありがとう」

女「親切な冒険者さんね」

リ「ドラクエは基本的に、ソシャゲというよりロープレだからね。プレイ

ヤー同士でいがみ合う意味もないって、アタシは思ってるんです」リオ

はにっこり微笑んだ。

カザーブの大体の方向を示して、二人は迷子の冒険者たちと別れた。

一筋縄では進めなくなっている冒険者も、増えてきているようだった。



１９章　エルフのかくれざと

モンスターを倒しながら冒険を進める。霧の立ち込める妖艶な森は時

間帯の感覚もよくわからないが、夕暮れ時になって二人は何かに手

が届いた。

マ「見てリオ！なんかちょっと森が開けてるよ！」

森の中に小さな村がある、という雰囲気であった。

娘「きゃぁ、人間よ！」マナの声に一人のエルフが気づき、悲鳴をあげ

た。

母「こっちへきなさい！人間と話してはだめ」

もともと半透明な姿をしていたエルフの母娘は、すっと姿が消えてし

まった。

マ「ホントにエルフだぁ！」

リ「姿を消したりできるのね。そりゃ色んな噂が飛び交うわ」

マ「人間を、嫌ってるみたい？」

リ「エルフって、気難しい生き物らしいわ。大抵の童話の中でもね」

二人は静かに村の徘徊を続ける。二人の訪れに気づくと、ハッと青ざ

めて姿を消すエルフが多い。

村の奥まったところに、質素な玉座がある。誰もいないように見えた

が、二人が恐る恐る近づくと、逆に大柄の女性の姿がくっきりと浮か

び上がってきた。恐れることなくこちらを見ている。



リ「あ、あの…」リオは話しかけてみる。

長「人間がこの村に何の用ですか？今すぐ立ち去りなさい」里の長で

あるようだった。

リ「あ、あの、エルフに敵意は持っていません」

長「それはわかっています。しかしあなたたちが歩くだけで、気分を害

する者もいるのです」

マ「ごめんなさい！」

リ「話だけでも、聞かせてもらえませんか？」

長「………。

　　いいでしょう。ただし５分だけ」

リ「率直に言います。人間が憎くて、王様のかんむりを盗んだのです

か？」

長「何のことですか？」

マ「ロマリアの王様のかんむりです！」

リ「ロマリアの城の、《金のかんむり》が盗まれたそうです。

　あなたのせいでないとしても、他のエルフのしわざではありません

か？」

長「知りません。同族が何かをやらかせば、それは私につつぬけです。

私たちはテレパシーを用いて暮らしていますから」

マ「エルフは、人間に悪さをするんですか？」

リ「そういう噂が、人間界にはあるのです」

長「人間に悪さをすることが、ないとは言い切れません。しかしそれは、



正当防衛というもの。

　エルフの側から人間に手を出すことはありません。メリットがありま

せんから。

　人間がエルフや森に危害を加えようとするとき、それを食い止めよ

うとすることはあるでしょう。エルフにかぎらず、妖精はそういうことが

あります」

リ「アタシは、どちらの言うことを信じればいいんでしょう？」

長「知りません」

リ「エルフのしわざでないとすれば、人間や盗賊のしわざですか？」

長「悪意ある人間のしわざかもしれない。

　あるいは、何も盗まれていないかもしれない」

マ・リ「え！？」

長「可能性を言ったまでです。

　………。

　いつもイライラしている王の言葉と私の言葉と、どちらが信用に値

するものか、私は知りません。私はその件について、何も知らないの

です」

リ「エルフは、人間が憎いのですよね？」

長「人間が憎いのではなく、私たちの生活をおびやかす人間が怖い

のです。私たちは姿を隠すだけ。

　こちらから人間の世界に攻め入ることはありません。戦いを仕掛け

ても、何の利もありませんから」

リ「森に侵入する冒険者を惑わせているのではないのですか？」

長「エルフが何もしなくても、森の魔物たちに勝手に惑わされていま



す」

リ「…もしかして…」

マ「…？」

長「さぁ、もう行きなさい。これは私の感情論で言っているのではない

のです」

リ「ご、ごめんなさい！もう行きます！」

二人は、行きよりも静かに歩いて里の出口へ向かった。

途中、小さな木のテーブルに座るドワーフの姿を見た。行きは見な

かったような気がするが…。

二人は話しかけず、しかし物珍しそうにそのドワーフを目で追いなが

ら歩き続けた。

ド「お前たちには物を売っていいと、女王様が言った」ドワーフは、こち

らを見ずに淡々と言った。

マ・リ「え！？」

テーブルにはキレイな色で光る小さな小瓶が並んでいる。

ド「《魔法の聖水》だ。あげるわけじゃない、売ることは出来る」

リ「ＭＰが回復するレアアイテムだわ！手に入るならありがたい！」

マ「おいくらですか♪」マナは精いっぱい優しい笑顔で尋ねた。

ド「１０ゴールだ」

マ・リ「やすっ！！」

ド「ただし、１つしか売らない。二人いたって１つだ」



リ「ありがとう。いただくわ♪」

リオは１０ゴールドを払い、大事そうに小瓶を抱えた。

リ「マナ、ロマリアのお城へ帰ろう」

マ「うん」



ロマリアの城へ戻ると、城下の広場には大きな掲示板が出ていた。

『定例イベント開催！

　チーム戦バトルロワイヤル！！！

　詳細は開催までヒミツ！開始と同時に明かされるぞ！

　日程：今週の土曜日２０時

　皆皆、腕を磨いて待つべし！』

イベントの告知を見て、冒険者たちはざわついていた。二人もおふれ

を見ては、色々と頭を巡らせていた。

リ「あ、今はもっと大事なことがあるんだっけ！

　王様に会いにいかないと」

二人は城の中に入り、玉座の間への階段を上ろうとしたが、番兵に

止められた。

兵「王様は今、バトルロワイヤルの準備でお忙しくされている！

　バトルロワイヤルに参加すれば王様には会える。出直してくるがよ

い」

リ「王様が、バトルロワイヤルの定例イベントに関与している

…？？？」奇妙な状況だな、とリオは思った。

マ「バトルロワイヤルかぁ。ヤだなぁそういうの」

リ「同感！プレイヤーキルとかやりたくないのよね」

マ「戦うのはヤだし、みんなとは仲良くしたいよぉ」

り「それにしても、２回目のイベントでもうバトルロワイヤルってのは、

ちょっと意外だったわ」



プレイヤーたちはそれぞれ、イベントに備えて戦力強化に勤しんだ。

戦士は戦士らしく、僧侶は僧侶らしく、魔法使いは魔法使いらしく活躍

できるよう、個性を伸ばし、道具の補給を入念に行う。

マナたちも、わずかな期間を戦力強化に費やした。



第２０章　おうさま

土曜日の夜、予定通り定例イベントは開催される。

ロマリア城の広間に、冒険者たちが集まっていた。

定刻どおりに王様が現れ、そしてイベントの開催を告げる。

王「《金のかんむり》が盗難の憂き目に遭った件は、皆知っておろう。

　兵士たちが探しても犯人の捕獲には至らない。

　よほど小賢しい、狂暴な悪人が潜んでいると見受けられる。

　よって、これから我が国の闘技場を用い、バトルロワイヤルを執り

行う」

衆「うぉー－－－！！」理由はともかく、参加者たちは熱狂している。

王「ルールを説明しよう。

　試合は各チームとも、１試合のみ。１回勝てばよい。褒美をやろう」

衆「なに！？一戦だけでいいだって！？」

王「ただし、少々特殊なルールになっている。

　チームは、今ここで結成してもらう。

　今ここで、すぐ、『３人１組』のチームを結成するのじゃ」

衆「３人だって？どういうことだ！？」

リ「４人組や２人組のパーティばかりだとわかっているはずなのに、３

人組だなんて！

　まさか、仲間割れを誘っている…？」リオはいぶかしげている。王様

を。しかしどうすることもできない。

リ「しかもこれ、アタシたちに不利だ！どうしよう！」

王「では、早速開始だ。



　今、すぐ、ここの参加者たちを自由に用いて各々、３人パーティを組

みたまえ。

　制限時間は１分。はじめ！」

衆「うぉー！なにー！？」群衆は益々ざわつき、混乱している！

４人パーティは仲間割れを始める。最も役に立たないと思われるメン

バーを外そうと罵る。ここまで一緒に協力してきた仲間を、罵りながら

外そうとする。

そして、その憂き目に遭うのは大抵、僧侶の女の子であった。僧侶は、

彼氏や兄に協力プレイを誘われて強引に引き込まれた女性プレイ

ヤーが多い。あまり乗り気ではなく、ドラクエに詳しくもない。通常、僧

侶はパーティに必須だが、まだ序盤であるこの時点では、回復は《や

くそう》や道具でもしのげる。

強面ばかりの残ったパーティが次々に決定していく。残されたプレイ

ヤーは適当に周りの人に声をかけるか、どうすればいいかわからず

まごまごしている。２人組のパーティはやぶれかぶれ、まごまごしてい

るプレイヤーに声をかけ、とにかく３人組を完成させる。

広間は奇妙なざわつきと奇妙な緊張感に包まれ、憂鬱な空気が流れ

ている。

４０秒、５０秒、時間は経過していく。

リオもマナもどうしていいかわからずまごついている。見知らぬ男の

プレイヤーに声をかけたいタイプではないし、女の子の僧侶たちは、

決して強そうに見えないマナたちに近寄ろうとはしない。

残り５秒、二人の前に残っていたのは、深緑色のローブを着たヨボヨ

ボの老人であった。誰にも選んでもらえず、そこに佇んでいただけだ。

王「そこまで！最も近くにいる者たちをメンバーとみなす」

マ・リ「「この爺さんと組むのかー（泣）」

っていうかNPCキャラじゃないのかよ！？とリオは心の中だけで叫ん



だ。

王「各自、あいさつや作戦会議を交わすがよい。

　決闘は３０分後に開催される。対戦の抽選はこちらで行う。以上」



マナとリオは引きつり笑いを懸命にしずめて、老人に声をかけてみる。

リ「ど、どうもこんにちは。アタシはリオ、こっちはマナ。

　あなたのお名前は？」

爺「わしの名は、負け仙人じゃ」

マ・リ「弱そー－－－－－！！（泣）」

リ「そ、そう（汗）じゃぁマケさんって呼ぼうかな。

　マケさんは職業は？武器は何を持ってるの？」

負「わしはぶとうかじゃ。武器か？手ぶらじゃ」

マ・リ「弱そー－－－－－！！（泣）」

リ「今回のイベント、ダメかもね（泣）」リオは小声で言った。

マ「次があるよ。とにかくがんばろっ！（汗）」

っていうかNPCキャラじゃないのかよ！？リオはまだその希望を捨て

きれない。

マ「マ、マケさん、強いのですか？」マナは天然ボケらしく、本心を隠し

きれず口を開いた。

リ「バカ！何言ってんのよ！」リオはマナを制止しようとする。

負「わしか？強いとは言えん」

マ「やっぱり弱いのかぁー（汗）」

負「弱いとは言っとらん」

マ「あ、すみません（汗）」

負「ふぉっふぉっふぉ！」



リ「と、とりあえずアタシたち、僧侶ですけど攻撃もできますんで！

　マケさん防具も少ないようですし、あんまり無理しないでね！」

二人は負け仙人とやらに何を話してよいかわからず、二人の中であ

れこれと作戦を練って準備をした。

３０分後。参加者たちは地下の闘技場に集結していた。幾人かはリタ

イヤして姿を消した。

相変わらずこの城は、不穏な空気に包まれていた。

対戦スケジュールが発表され、決闘は開始となった。

まもなくマナたちの決闘の番となる。



第２１章　コロシアム

審「組番号６番、１３番の者たち、前へ！」

マ「わ、わたしたちだぁ！」

３人はゆっくりと前に出た。

対戦相手は想像通り、強面な３人である。立派な鎧を身にまとい重厚

な武器を持ち、いかにも強そうだ。残り者の僧侶３人組、というわけに

はいかなかった。

審「はじめ！」審判は無機質に開始を告げる。

なんと、負け仙人が一歩前へ出た。

負「どうも若いの。

　わしは負け仙人じゃ。職業はぶとうか。

　え？強いのかって？それは秘密じゃ」

衆「ぶあーっはっは！すっごい弱そうだぜ！」皆大笑いしている。

マ「なんかわたしまで恥ずかしいよぉ（汗）」

負「こりゃ、おぬしたちもあいさつせんか！

　礼節は大切じゃ」

リ「え？あ、はい。

　どうも。僧侶のリオです…」

マ「僧侶のマナですぅ（汗）」

負「それでよい」老人はニッコリ笑った。

負「さてと…。ふん！」



老人は短く息をすると、急に気合を入れた。緑のローブの上半身が

ばさっとひるがえった。

…ガリガリの貧弱そうな肉体が露わになった。

衆「ひゃーっはっは！ますます弱そうだぜ！おい、誰か武器を貸して

やれよ！」あちこちから野次が飛ぶ。

負「優しいのぅ。しかし無用じゃ。

　さて、開始でよいな？」

老人は自分の中で、眼差しにスイッチを入れた。

ブブン！

『特性《石の上にも三年》発動！

　特性《遊び人》発動！

　特性《ジャイアント・キリング》発動！』

マ「なななんかマケさん、特性がいっぱい発動したよ！？」

リ「強いの！？か、弱いのかよくわからない（汗）」

負「わしからいくぞ！太極拳！！」

老人の目つきが変わった！会場の皆がハッとする。

何かすごい技を繰り出す…かと思いきや、老人は体をゆるゆるとクネ

クネと動かし、ゆっくり妙な踊りを踊っているように見える…

負「健康増進じゃ。朝起きて公園でやると気持ちいいぞ？東の国の

シャレた運動じゃよ」

衆「わはははは！やる気あんのかよ！」

リ「『ぶとうか』って、武闘家じゃなくて舞踏家だったワケ！？」



マ「マケさん、試合は始まっていますよぉ（汗）」

しかしそのとき、不意に負け仙人のHPが５０回復した！

敵「なんだ！？」

負「《リホイミ》の効果じゃよ。

　ターンごとにわずかばかり体力が回復する。若返ってもくれたらええ

のにのぉ」

敵の戦士はしびれを切らした。

敵「おまえらいくぞ！《きあいため》！」

敵「《スカラ》！」

敵「《ルカニ》！」

負「またわしが動いてえぇのか？しからば…」

　すると今度は、先ほどとは打って変わって、素早い動きの奇妙なダ

ンスを踊りはじめた！

負「わははは！《ステテコダンス》！！」

衆「わはははは！爺さん、大道芸人かよ！チップはやらんぞ！」

しかし、敵のプレイヤーはつられて踊っている！戦士の《きあいため》

は無効化された。

負「ほれ今のうちじゃ！おぬしらも攻撃せい！」

老人はマナとリオに行動開始を促した。

負「あ、わしに《かばう》はせんでもえぇからな？」

マ「え！？」



リ「なんで《かばう》が使えること知ってるの！？」

負「ほれ、早く攻撃せんかい！わしはもう疲れた」

そう言うと老人は、後方に寝そべってしまった。

リオは戦闘態勢に入った。

リ「《メラミ》―！」自慢の火球が敵の僧侶に襲いかかる。

リ「マナ、MPの温存は不要よ！《バギ》で全体攻撃を！」

マ「わかった！《バギ》―！！」マナの《バギ》が相手全体のHPを削る。

敵「舐めやがって！」

戦士が斧で襲い掛かってくる！マナは素早くリオをかばう。

マ「うくっ！」マナは１０のダメージを受ける！さすがにプレイヤー相手

ではノーダメージとはいかない。

負「ほれっ」老人は寝転がったまま、マナに《やくそう》を投げる。

マ「ありがとう！」

リ「まずは僧侶をやっつけよう。《メラミ》―！」

敵「そうはさせるか！《マホカンタ》！！」敵の魔法使いは僧侶の前に、

呪文を跳ね返す光のカベを生み出した！

リ「やばい！呪文がうかつに撃てないわ！

　マナ、《刺のムチ》に持ち替えて！」

負「おやおや、もう苦戦か？もうちょっと眠ってたかったのぅ」

老人はしぶしぶ立ち上がったかと思うと、スっと敵僧侶の間合いに

入った。そしてカンフーのような指先の小突きを入れる。

相手僧侶は倒れてしまった！ＨＰが０になったらしく、戦闘不能の判



定が入る。

敵「おいおい、あんなパンチで死ぬか？ちゃんとHP回復しとけよ！」

戦士は怒り、老人に向けて反撃に出る。

「手加減しねぇからな！《鉄甲斬》！」

マ「あぶない！」マナは《かばう》を使おうとする。

負「よいよい」マナの動きを制止するように手のひらを向ける。

戦士の攻撃が襲い掛かってくる。しかし老人は、寸前ですばやく身を

かわした！

敵「なに！？」今度は速度重視で、コンパクトに斧を振りかざす！

しかし老人はすばやく身をかわした！

負「ふぉっふぉっふぉ。特性《遊び人》。身かわし率が上がっとるん

じゃ」

敵「《ベギラマ》！」帯状の炎がこちら３人に襲いかかる。

リ「くくっ！《ギラ》じゃなくて《ベギラマ》なわけ！？さすがみんな強い

わ！」

老人もダメージを受けているが、しかし自動回復によりあっさり傷は

埋まっている。

老人は反撃を仕掛ける。再びカンフーのような小突きで、魔法使いを

攻撃！

敵「うぁ！」声を出す暇もなく、なんとまた、一撃で倒れ込んでしまっ

た！そして戦闘不能の判定が入る。

敵「おまえらどうなってんだよ！しゅび力鍛えてなかったのか！」戦士



は慌てはじめた。

敵側は、残るは戦士一人だ。

リオは《メラミ》を使った！もう《マホカンタ》で跳ね返される心配はない

からだ。

敵「《ミラーシールド》！」戦士は立派な盾をかざすと、《ミラーシール

ド》の特技で《メラミ》を跳ね返してきた！

リ「うぐっ！」リオは自分の呪文でダメージを受ける。

負「ほれ、すぐに回復してやれ。もうＨＰがやばいぞ」マナに回復を促

す。

そして今度はのそのそと戦士に近寄っていく。最後は素早く動いて戦

士の懐に入り、そしてまた小さく小突いた。

敵「ぐはっ！」なんと、屈強かつまだＨＰが充分に残っていたはずの戦

士さえ、その一撃で戦闘不能に陥れてしまった！

審「勝者、組番号６番！」審判がマナたちの勝利を告げる。

リ「勝った！のね…！？」



第２２章　 ふぉっふぉっふぉ

マ「やったぁ！！」

負「ふいー、疲れた」老人はまた寝そべってしまった。

二人は敢闘賞の老人に駆け寄っていく。

審「おい、そこをどきなさい！次の試合の邪魔になる」

負「あぁすまんすまん。失礼をした」

３人は闘技場をあとにし、人目のつかないところで座り込んだ。

リ「マケさん。強い人だったのね！」

負「ふぉっふぉっふぉ。強いかどうかはわからんな。弱いとは思うてな

いがの」

マ「強いよ！強すぎるくらい！

　あんな手ごわそうな戦士の人すらいっぱつで倒しちゃったよ！？」

負「ふぉっふぉっふぉ。少々ズルをした」

マ・リ「えぇ！？」

負「素手というのはウソじゃ。

　最後、戦士を倒したときは手のひらに《毒針》を隠し持っておった」

リ「なるほど！それで一撃必殺！

　《毒針》は《ザキ》みたいに、一撃で息の根を止めちゃうことがあるの

よね」

負「さよう。基本的には力の弱い者向けの武器じゃな」



リ「色々考えて戦ってたわ！」

負「そう思ってもらえれば、うれしいのぉ」

マ「あ…れ？」マナは老人の顔をまじまじと見つめた。

マ「お爺さん、会ったことがあるような…？」

負「ふぉっふぉっふぉ。今ごろ気づきなすったか？」

マ「アリアハンでいつもお茶のんでるお爺さん！？」

負「ご名答。いつもあいさつをくれるお嬢さん」

リ「えぇ！あの爺さん、ＮＰＣキャラじゃなかったの！？」

負「ふぉっふぉっふぉ。

　　…ん？おぬし…」

今度は老人がリオを見つめて何かを思い出している。

負「…おぬし、昔会うたことがあるのぉ。

リ「え？だからアリアハンで会ってんでしょう？」

負「いや、２００年前か、３００年前か」

リ「何バカ言ってんのよ！アタシを老婆にしないで！」

負「ふふふ。わしの意思を継いでくれ」老人は奇妙な笑みを浮かべて

リオの肩をぽんと叩いた。

マ「マケさん。

　いっつもお茶飲んでるのにどうして強いの？」

負「わし、早起きじゃからな。朝訓練しておる」

マ「ヘンなのぉ～でも楽しい♪

　お爺さんも魔王倒すの？」



負「わからん。そこに興味はないな」

マ「ヘンなのぉ～」

負「それにしても」老人の表情が真剣になる。

負「あの王様、何か匂うなぁ」

リ「はっ！そう、そうなのよ！お爺さんもそう思った？」

負「中身はよう知らんが、まぁ大会が終わったら何が起こるじゃろ」



第２３章　あやかしのもり

二人は闘技場に戻り、残りの試合の様子を見守った。色々な冒険者

たちが、色々な戦い方をしていた。それぞれがどこからか強力な武器

を手に入れ、珍しいスキルを手に入れて戦っていた。「世界は広い

な」と二人は思った。

やがて全ての試合が終わり、つまり冒険者の数が半分に削られた。

王様は広間に勝ち残った冒険者たちを集めた。そして玉座から演説

を始めた。

「ねぎらいの言葉を送ろう。強き冒険者たちよ。

　なまったこの城の兵士どもでは、《金のかんむり》の奪還は遅々とし

て進まない。

　そこで強者のそなたらには、冠の奪還の命を受けてもらいたい。

　情報は得ておる。カザーブよりもさらに北、霧に煙る深き森の奥に、

悪党のアジトがあると聞く。旅路は長く魔物は手ごわいが、この城で

造られる強力な武器や防具があれば撃破できるであろう。

　軍資金として、すべての冒険者に１，０００ゴールドを与える。それを

基に装備を整えるとよい。闘技場で資金を増やすもよい」

しかし、会場はざわつく。

衆「おかしいな。北の森には何もなかったぜ？」

衆「もっと奥にあるんだろうよ」

衆「なんか森の奥でまやかしが起こるなんて噂もあるが」

衆「《ラリホー》と《マヌーサ》を同時に喰らっただけだろ」

王「静粛に！



　見事《金のかんむり》を持ち帰った者には、さらなる褒美をつかわす。

金１０万と《プラチナメイル》じゃ」

衆「おぉ、それならやる価値あるな！」

老「それで…。

　あやかしの森から帰れなくなる冒険者を増やして、何がしたい？

　冒険者たちに高額な武器を売りつけて、どこまで儲けたい？

　王の所業とは思えんがのう」

あの老人が王に歯向かった。

王「何やつじゃ。戯言を言うな。とっ捕まえろ」

兵「しかし…」

衆「おい！あの爺さん、舐めたマネしてすごい強いんだぜ！」

衆「たった一撃で戦士を葬り去ったぞ！」

会場はなおもざわつく。

老「ほっほっほ。有名人にはなりたくないんじゃがな。服を変えねば。

　森の奥に住む者は、あの辺りに賊のアジトなどないと言っておった。

どちらの言うことが正しいのか？魔物のような王と、人を傷付けない

エルフと」

ざわざわ　ざわざわ

衆「まさか、わざとギャンブルで俺たちを無気力にしたのか！？」

ざわざわ　ざわざわ

王「はっはっは。もう無理か。

　もう少し冒険者の数を減らしたかったが、色気を出し過ぎたようだ」

王の体を怪しい煙が包み込む。シュウウウウウ…



なんと、王の正体は巨大な《ウイングタイガー》だった！！

ウ「みんなまとめてかかってこい！八つ裂きにしてやろう」

すべての冒険者は身構えた！

《ウイングタイガー》は、大きな爪で豪快になぎはらった！

リ「いきなりレイドボスかぁー（汗）」

マ「お爺さん、また《毒針》でチクっとやってよ！」

爺「ふぉっふぉっふぉ。ボスには効かんよ。覚えておきなさい」

冒険者たちはそれぞれに全力で襲い掛かった。すでに戦い疲れてい

た面々だったが、正義の心は力を奮い起こさせる。頑強な城を激震さ

せる死闘の末、冒険者たちはこのボスに打ち勝った。



戦いは終わった。

二人は老人に深々と礼を言った。老人は今度は紺色のフードを着て

いた。

マ「あ、お爺さんアリアハンに帰るんでしょう？

　そこまで護衛してあげようか？」

爺「いやいや結構。わし、弱くないからな」

マ「でもスタミナが全然ナイじゃない？」

爺「それも演技じゃよ。ふぉっふぉっふぉ。じゃぁな。」

マ「そっかぁ」

老人はあっさりと立ち去ろうとした。

しかし振り返る。

爺「そうじゃ。おぬしらにこれをやる。《みかわしの服》じゃ」

老人はリオに、緑色のワンピースのような服を手渡した。

爺「わしが着とった服じゃ！」

リ「うげっ！」

爺「いやいや、冗談じゃ。それと同じものじゃよ。

　守備力は鎧ほど高くはないが、身かわし率が上がる魔法の服じゃ。

　そちらのお嬢さんが着ると良かろう」リオをあごで指す。

リ「ありがとう！でもどうして！？」

爺「わしは…」

　しばらく続きを考えている。

爺「わしは、あいさつの良い若者が好きじゃからな」



マ・リ「「え？？」

爺「ふぉっふぉっふぉ。平和のために戦える者は少ない」

リ「勇者のタマゴは、あんなにたくさんいるよ？」

爺「平和のために、戦える者は少ない。

　平和のために、戦わない者も少ない」

じゃぁな、と手振りをして、今度こそ老人は消えていった。



イベントが終わると、城は日常を取り戻した。

この城にとっての日常とはつまり、どうも血気盛んな強面たちが、ご

つごつした武器防具や闘技場のギャンブルに興奮している様を言う。

そして城の２階に上がると、なぜか王は玉座に座り、《金のかんむり》

を探してイライラしているのであった。

しかし広場の掲示板の前には、《旅の扉》が姿を現していた。イベント

をクリアしたプレイヤーにだけ現れる、新階層へと続く転移装置であ

る。二人は少しの緊張とワクワクを胸に、《旅の扉》に飛び込んだ。



マナとリオのステータス・その３



第２４章　アネイルおんせん

宿１「さぁさぁ寄ってらっしゃい！アネイル最高の温泉宿とはウチのこ

とだよ！豪華なお食事も付いちゃうんだから！」

《旅の扉》によるワープが済んだか済まないか、いきなり耳に飛び込

んできたのは威勢の良い呼び込みだった。

どうやらここはアネイルの町。そして温泉が名物であるらしい。

宿２「いやいや最高と言えばここの宿！なんと会席料理にはお酒も付

くよ！」

宿３「おぉーっと黙っちゃおけねぇぜ！うちの会席料理は海外の珍し

いお酒が付くんだからね！」

マ「うるさぁーい」

二人は呆気にとられている。

リ「温泉ってイイじゃん♪って思ったけど、どの宿選べばいいか、さっ

ぱりわからないわ…」

マ「全部行ってみる？わたしも温泉だーいすき♪」

リ「まぁ追い追い癒されるとして、まずは新しい町を周ってみようか」

二人は陽気なアネイルの町を、まずは偵察してみることにした。

「温泉は健康増進にもってこいってね！世界でも有名な温泉町なん

だよ」

町民は温泉宿の主でなくても、我が町の温泉を誇りに思っているらし



い。

宿の良し悪しは宿泊者のクチコミが一番参考になるんじゃない？そん

なことを考え、冒険者にも声をかけてみた。

「いやぁ熱い温泉っていいよね！オレ好みだよ。でもさぁ、この町の温

泉に長居しているヤツは、ぶくぶく太ってるのが多い気がするなぁ」

「温泉か？もちろん最高だよ！でもちょっとばかしお湯が熱い気がし

て、あんまりゆるゆる浸かってられないんだよなぁ。だから料理や酒

ばかり進んじまう。まぁ美味いからいいんだけどさ！」

「酒も料理も美味くてね！こんなに太っちゃったよ！ハハハ！まぁい

いんじゃないの？健康な証拠ってモンさ」

色んな意見が飛び交っている。みんな上機嫌でいるが、リオは妙に

引っかかる。何かがおかしいような…。

リ「マナ」

マ「うん？」

リ「この町、なんかやっぱっちょっとおかしいよ。元気だけど、何か

ちょっと問題をはらんでる気がする。少し警戒していてね。そんで何

かおかしいことがあったら、アタシに教えて」

マ「わかったぁ。

　それはそうと、アタシも何か新しい防具が欲しいなぁ」

リ「そうね！アンタずっと《布の服》のまんまだもんね！」

二人は武器屋を探した。なかなか立派な武器屋がこの町にもあった。

マ「えーっとぉ」二人が物色していると、冒険者っぽい男と居合わせた。



男「違うよ！《はがねのよろい》で、もっとサイズの大きいやつだって

ば！」

店「そんなのはありませんよ。１つのサイズを調整して使うんです」

男「わかってるよ！それで合わなくなったから大きいのを探してるっ

つってんだろ！」

リ「どうしたんですか？」リオは声を掛けてみる。

男「おうお嬢ちゃん。それがさ、ここの温泉宿でくつろいでたら、いつ

の間にか太っちゃってね！

　だって食事が美味しいんだもの！それでオレの鎧が体に入らなく

なっちまったんだよ」

リ「あ、そ、そうですか（汗）」

店主と男は延々と押し問答を続けていた…

マ「んーと、わたしは…

　ねぇ、コレとかどう？」

マナは、《絹のローブ》を手にとった。襟、裾や手首などに黄土色のラ

インが入った、白地の軽やかなワンピースである。

リ「２４０ゴールドですって。安いからゼンゼン良いけど、もうちょっと守

備力の高そうなやつのほうが良いんじゃないの？」

マ「うーん。でもこの町ちょっと暑いから、涼しげなほうが良いなぁ。そ

れに可愛いのがいいんだもん。リオみたいに」

リ「そうね。色違いの双子コーデみたいにも見えるかな。まだアンタ、

敵のダメージほとんど受けてないし、ルックス重視でもいっかぁ」

マナは《絹のローブ》を購入し、着替えさせてもらった。《かしの杖》に

ローブを着ると、少しは魔女っ子っぽくも見える。マナはご機嫌になっ



た。

店「まいどあり～」

リ「そういえば、こないだの戦いで《やくそう》使い切っちゃったのよね。

補充しておかないと。道具屋に行きましょ」

武器屋の通りの裏手に、道具屋もあった。

マ「おじさん、《やくそう》を５個くださー…」

リ「アタシの分も要るんだから１０個でしょ！」

マ「あそうか」

すると今度は、浴衣姿の女性と居合わせた。

女「《毒消し草》はありませんか？食中毒にも効きそうなやつ」

店「食中毒？毒の種類によっては効くかもしれんが…」

リ「どうしたんですか？リオはまたしても話しかける。

女「いえね、旅の仲間が温泉宿のごちそうを食べすぎて、お腹壊し

ちゃったのよ。もう一人は太りすぎてブーブー言ってるし。

　まったく、男ってアホみたいだわ」

リ「そういえばあなたは、温泉町になじんでいるふうですけどスリムで

すね」

女「えぇ。私と魔法使いの友達が泊ってる宿は、お食事は質素なの。

　私たち、露天風呂じゃなくて貸し切りの温泉が良くってね。町の奥に

そういうお宿もあったのよ。食事は質素だけど貸し切りだから、そっち

に泊まってるの」



リ「え？さっき仲間が太りすぎちゃったって？」

女「それは男の仲間たちのこと。男たちは表の騒がしい宿に泊まって

て、女の私たちだけ、奥の貸し切り宿に泊まってるのよ。男女別行

動」

マ「わたしも貸し切りのお風呂がいいなぁ。お酒興味ないし」

リ「そうね。

　ねぇ、その宿アタシたちにも紹介してくれない？

女「いいわよ。ついてらっしゃい。

　私はアヤカ。あなたたちは？」

リ「アタシはリオ。こっちはマナ。よろしくね」

女に紹介してもらった宿は町の奥まったところにあった。観光町の喧

噪から離れた、のどかな宿であった。

マ「ねぇ、さっそく温泉入ろうよぉ♪」

リ「そうね！初日から冒険に出る義務もないわ」

二人は部屋にしつらえられた温泉風呂で羽を伸ばすことにした。

マ「気持ちいぃー♪」

リ「いい湯ねぇ。

マ「でもなんか、ちょっと熱いかも…」

リ「アンタ、もう顔が真っ赤よ！」

せっかくの貸し切り湯だが、ものの５分で退散することになってしまっ

た。



二人は浴衣に着替え、部屋で涼んでいる。

リ「なるほど。お湯が熱すぎて長湯もしてられないわ。

　こりゃ物足りなくてごちそうに夢中にもなるってもんね」

マ「お湯の温度下げてもらえば？」

二人は店主に、温泉の湯が熱すぎることを訴えに行った。

宿「いやねぇ、数か月前からこんな感じなんだよ。

　一回水で温度調整もしてみたんだが、そしたら源泉はもっと熱くなっ

ちゃってね！

　だから水を加えるのはヤメたさ。今でも入れない温度じゃないだ

ろ？ガマンしてくれよ」

リ「どうなってんのよ？いったい」

マ「あれ？温泉ってどこから流れてくるの？」

宿「町の向こうに山が見えるだろう？あれ火山でね。

　あの山から熱い温泉が流れてきてるよ。この町の温泉は全部同じ

だ」

リ「山に何か異変が起きている。ってことだな」リオは腕を組む。

宿「あの山には、昔炭坑があったよ。昔は鉄鉱の町で、みんな働き者

だったらしい。

　温泉業が儲かるとわかって、いつからか掘らなくなって、今ではず

いぶん荒れてると聞くぜ。

　時々、冒険者だか盗賊だかが、錬金の素材なんかを求めて潜った

りするようだが」

リ「行く価値がありそうね」



二人は町の出口を目指した。

井戸のそばには立札がある。

リオは立札を読んだ。

「古の勇者ロトに学べ！」



第２５章　ひのいき

おそらくまだキツイであろうことは察しながらも、とりあえず町の外に

出て戦ってみることにした。新階層の敵の強さがどの程度か、体で

知っておきたい。

最初に出くわしたのは、４体の《テベロ》であった。ドラゴンのような、

小悪魔のような浮遊モンスターである。

マ「可愛い～♪」とマナが萌えたのも束の間、《テベロ》Cが素早い動

きから《火の息》を吐きだした！マナとリオは１０程度のダメージ！

すると続けざまに、A、B、Dも火の息で攻撃してきた！

個々の火の息はそう強くもないが、集団で吐かれるとたまったもので

はない！

リ「《火の息》なんて、ドラクエっぽくなってきたわねぇ」リオは悲しくも

喜んでいる。

二人で《バギ》を続けざまに撃ったがそれではHPを削りきれず、再び

向こうのターンで連続の《火の息》を浴びる！これはたまったものでは

ない！反撃の連続《バギ》で一掃できたが、痛々しい戦いであった。

リ「う～ん。レベル的にそろそろ　《バギマ》を覚えるハズなのよねぇ。

　そうなったら楽になりそうだけど…」

マ「髪の毛が、焦げくさぁい（汗）」ぷすんぷすん。

なおも戦ってみた。

次に現れたのは《とさかへび》だ。ヘビとドラゴンを足して２で割ったよ

うな、緑色のモンスター。やはり集団で襲い掛かってきた！

リオの《通り魔》スキルで先制攻撃を仕掛けたいが、それでは単体に



しか攻撃できず、しかも大してHPを削れないのは目に見えている。た

めらっているうちに《とさかへび》が動いた！

と「《マホトーン》！」こちらの呪文を封じる厄介な呪文だ！

リオはかろうじて身をかわしたが、マナは喰らってしまう！《バギ》が

撃てなくなってしまった！

と「《マホトーン」！」敵は空気を読まず容赦ない！２匹目もまた《マホ

トーン》を撃ってきて、今度はリオの呪文も封じられてしまった！

打撃攻撃だけでちまちまと、４ターンかけてようやく撃退。やはり痛々

しい戦いであった。

リ「戦えないこともないけど、戦略的撤退！」リオは号令をかけた。

やはりもう少しレベル上げや戦力強化が必要そうだ…。

ゲームの進行としては焦ることもない、という判断をし、しばらくのん

びりプレイすることにした。

たまには別行動もしよう。二人プレイのほうがレベル上げが有利にな

りやすいが、個人行動ならではの思わぬ発見や楽しみもあるものだ。



第２６章　ハーブえん

マナはアリアハンに戻ることにした。久しぶりにのどかな空気を吸い

たいと思った。

アリアハンの城はそう物騒な雰囲気もなく、町はあちこちに花が植え

られ鮮やかで明るい。そしていつも晴れていて暖かい。「温泉よりも癒

される」そんな気がした。

「何をしようかな」考えたマナは、ふと思いついて町はずれのハーブ

園へと向かった。例の病気母娘のクエストは受注していない。

「何の用だ！」無愛想な庭師に咎められ、「ハーブを摘みたい」とマナ

は優しく微笑んだ。

庭「冒険者なら金で《毒消し草》でも買ってくればいいだろう！」

マ「でも、食中毒は《毒消し草》じゃ治せないかもしれなくて」

庭「………」

マナは植わっている植物を確認しがら、ゆっくりハーブ園を一周した。

花の鮮やかさを愛でたり、香りを楽しんだりもした。そして、

マ「レモングラスとカモミールと、ペパーミントを摘んでもいいです

か？」

庭「………」庭師は目を大きく見開いてマナを見ている。

庭「よく知っているな」

マナ「おばあちゃんがガーデニング大好きな人でね、小さい頃よく教

わったの♪もう忘れちゃったこともいっぱいあるけど」

庭「好きにしろ」



マナは目的のハーブを少し摘み取り、そしてブーケのように可愛く束

ねた。

リオは戦力強化の策を考えた。

まずは少々のレベル上げが必要だ。二人が《バギマ》を覚えればマシ

になるだろう。

「でもそれだけじゃ足りない」リオはそう思った。呪文を封じてくる敵は

ここから増えてくるはず。そんなときに短剣でチクチクやっていてもラ

チが明かない。

状態異常でモンスターをかく乱させまくるのはどうだろうか？しかし

《ルカニ》や《マヌーサ》は魔法使いの呪文だったような…。僧侶が覚

えられるとして、それも《マホトーン》で封じられたら元も子もない。

状態異常の名手と言えば盗賊だ。盗賊を今から仲間に加えるか？そ

れも現実的ではない。

リオは、自分のすばやさを上げようと考えた。《通り魔》スキルを使わ

なくても先制攻撃できるようになるためには、圧倒的に素早い僧侶に

なる必要がある。

「《すばやさの種》を集めながらレベル上げするかな」まずは１つ目の

対策が決まった。

ロマリアの城で情報集めを行った。「この辺の敵で《すばやさの種》を

落とすモンスターはいないかしら？」すると、「カザーブによく出る《キ

ラービー》がたまに落とす」と聞いた。

リオは、第２層なら一人でもレベル上げが出来ないものか、試してみ

ることにした。しかし、そう上手くはいかなかった。《メラミ》を放てばこ

こらすべてのモンスターを一撃で倒せるが、敵が集団で現れた場合、

残りのモンスターたちに袋叩きに遭ってしまう…。少なくとも《バギマ》

を覚えるまでは、二人でのレベル上げが必要だ。



翌日、二人はカザーブまで遠出した。

リ「ここらでレベル上げにいそしむぞ！」リオが気合を入れた。

マ「いえっさー！」

《キラービー》は巨大なハチのようなモンスターだ。集団で現れること

が多いが、《バギ》２発でほぼ一掃できる。しかし時々仕留め損ねる

個体もいる。その時！

《キラービー》のこうげき！リオは２ポイントのダメージ！リオは体がし

びれてしまった！

リ「くっ！動けないっ！」

そうだ。思い出した！こいつは《マヒ》攻撃を仕掛けてくる。

これは《まんげつ草》で治癒できるが、《マヒ》という状態異常にかかる

と３ターンは動けなくなってしまう！これは致命的だ！

…ということは、相手に喰らわせられればとても強力、とも言える！

とはいえ、《マヒ》攻撃が出来る武器は少ないし、《マヒ》が付与できる

スキルも少ないはずだ。「うーん。何かいいアイデアはないかな？」リ

オは思案した。

《キラービー》や《お化けキノコ》などを狩っているうちにレベルが１８に

上がり、二人は《バギマ》を習得した！《バギマ》はバギ系の中級呪文

で、敵全体に３０～４０のダメージを与えられる。《バギ》の倍以上だ！

そしてもう１つレベルを上げると、今度は　《マヌーサ》を習得した。敵

に幻惑を見せ、打撃攻撃のミスを誘う状態異常呪文だ。

レベル上げの最中に《すばやさの種》を４つ入手し、リオのすばやさ

は１０も上がった！



第２７章　ちゅうだんのしょ

単調なレベル上げを続けていると、マナは「飽きてきた」と訴えはじめ

た。

「まぁそうよね」リオは頷いた。

ドラクエのレベル上げは地味にキツイものだ。熱意のあるプレイヤー

でないと長くは続かない。マナはその領域でないことを、リオはわきま

えている。

「ゲーム中毒も良いことではないな」と思い、リオはマナに、しばしの

ゲーム断食を提案した。「２～３日、テレビゲーム以外のことで、ヒマ

潰ししてみれば？」と。マナは、自分にその必要性があると同意した。

マナは現実に戻っても、近所のハーブ園に出かけて花の彩りと香り

に癒されていた。

マナの離脱中、リオはアリアハン大陸に戻ることにした。１つ試してみ

たいことがあったのだ。

マナから《刺のムチ》を借りて、MPを消耗せずに戦闘を繰り返そうと

思った。攻撃能力のそう強くない《刺のムチ》でも１人で１ターン狩りが

出来るように、モンスターの弱いエリアを選ぶ必要がある。だからアリ

アハン大陸まで戻ったのだ。

MP消費をほとんど必要としないのを良いことに、リオはなんと、宿屋

に泊まらず５日５晩戦い続けた（あくまでゲーム内時間における５日

間である）！

何が起きたか！？

リオの思惑通りだった。このトガッたプレイにより、リオはレア特性《２

４時間戦えますか》を獲得した。《眠り》の状態異常への、完全耐性で

ある！《ラリホー》や《甘い息》を喰らっても眠らない、という意味だ。



そしてこの収穫に満足すると、リオもまた３日間のゲーム断食を行っ

た。

その間マナは、一人でのんきなプレイを試みた。敵とはほとんど戦わ

ず、アリアハン城下町やロマリア城やアネイルの町を歩き回って、ク

エストを探した。あちこちで人助けをして、そして少々のアイテムを手

にした。

《まだらくもいと》が２つと、《上やくそう》が３つ。そして《てつのたて》を

手に入れた！

マナはそれらの価値があまりわからなかったが、リオに見せると予想

外に褒められた！

《まだらくもいと》は、道具として使うと敵１体のすばやさを下げられる。

リオが求めていた状態異常手段の１つだ！《上やくそう》はHP５０ポイ

ントを一度に回復できる。

そして《てつのたて》は、そこそこのしゅび力強化になるだけでなく、炎

や吹雪のダメージを少しだけ減らす特殊効果がある。

町の人々に感謝を言われて嬉しくなり、リオに褒められて嬉しくなった。



第２８章　ドワーフ・その２

二人はアネイル周辺のフィールドに戻ってみることにした。

《テベロ》にせよ《とさかへび》にせよ、《バギマ》１発では倒せたり倒せ

なかったり、というところであった。でもそこに《バギ》でも加えれば一

掃できる。戦闘は各段に楽になった！

リ「よぉし、いっちょ炭坑探しに行ってみるか！」

マ「おぉー♪」

二人は温泉問題の元凶を探して、東の山に向かって歩いた。

道は段々と草地を失い、荒野になってきた。緩やかに標高が上がっ

ていく。

見たこともない大きなミミズが砂嵐を起こしてきたり、可愛いけれど凶

悪な黄色いドラゴンが炎を吐いてきて、行く手を阻む。しかし善戦は

出来るようだった。

やがて炭坑に辿り着く。

捨てられた手押し車や大きなシャベルが、寂しげに朽ち果てている。

炭坑洞窟へと延びる、踏みならされた畦道があり、しかし道に反れて

いく細い脇道がもう１つある。

炭坑の深部に続いているのは明らかに太いほうの道であると思われ

た。しかしリオは、まず細い道を進んでみようと提案した。何も無けれ

ばそれでも良い。

細い道をしばらく進んでいくと、小さな洞穴があった。

リ「入ってみようか？」二人はおそるおそる、奥に進んでみる。モンス

ターはいない。洞穴はとてもシーンとしている。



３０ｍも進むと突き当たってしまった。突き当りには、木の古びたテー

ブルと丸椅子があった。

「何もないか」とリオは思った。

そして引き返そうとすると、

「あれ…？誰かいる？」マナがきょとんとしている。

リオが再度振り返ってみると、丸椅子に腰かけてじっとしている人型

の姿が見えるではないか！

リ「…ドワーフ？」エルフの里で見たドワーフとどこか似た姿をしてい

る。

ド「なに？おまえたち、俺の姿が見えるのか」

リ「あ、どうも」

マ「冒険者なんです。勝手にお邪魔してすみません」

ド「人間だろう？普通は見えないはずだ」

リ「でも、見えちゃいました（汗）」

ド「………。

　　おまえたち、あまり肉を食わないな？」

マ「そう、かもです。わたしお肉ってあんま好きじゃないなぁ」

リ「アネイルで会席料理に夢中になってる連中と比べたら、グルメに

興味はないかな」

ド「そうだろう。体の成分配合の問題だ。

　肉や酒ばかり食って体の淀んでいるやつらは、妖精の姿は見えな

い」



リ「ヘルシー志向で助かった、のかな？」

ド「もう１つ質問をする」

リ「な、何か？」

ド「遥かロマリアの地で、エルフの女王が国王の冠を盗んだと聞いた。

その話を知っているか？」

リ「いいえ。それは正しくないわ。エルフの女王は冠を盗んじゃいない

の。

　それは人間が流したマユツバよ！

　アタシたち、その事件を解決してきた張本人なの」

うんうん！とマナは首を振った。

ド「………。

　おまえたちには敵対はしない」

マ「あ、ありがとう」

ド「珍しい道具を、幾つか持っているぞ」

ドワーフは、テーブルの上に手工品を並べた。

まんげつ草　３０G

まだらくも糸　３５G

魔法の聖水　１００G

どくがの粉　５００G

リ「わーお、珍しいアイテムばっかり！」

それぞれを数個ずつ買わせてもらった。

《どくがの粉》は敵１体を《マヒ》状態異常に陥れることが出来る非常

に強力なアイテムだ。そのぶん、消耗品としては突出して値段が高く、

また入手ルートも少ない。



第２９章　にげる

洞穴を抜け引き返し、主道に戻った。こちらもしばらく歩くと、今度は

大きな洞穴が口を開けていた。炭坑だ。

恐る恐る足を踏み入れると、中は予想外の世界が広がっていた！

溶岩が噴き出し、足場も悪く、灼熱地獄になっているのである。灼熱

の洞窟がどこまでも続いている。

すると、早速モンスターが現れた！３体の《ようがんまじん》だ。溶岩

に生命が宿ったらしい、流動性のおどろおどろしい魔物である。

リオのすばやさ強化が功を奏し、先手を取ることは出来た。が…

「《メラミ》！」リオは《スターリーステッキ》を振りかざした！

しかし、《ようがんまじん》はダメージを受けていない！

リ「《メラミ》が、まったく効かない！？」二人はひるんで青ざめた！とり

あえずしばらくの間は、《メラミ》で開幕１体やっつけられる算段だった。

リオは冷静さを取り戻し、叫んだ。

リ「マナ、全力でバギマよ！」《ようがんまじん》A、B、Cに４０程度のダ

メージ！しかしどれも瀕死には至っていないようだ。

《ようがんまじん》は反撃してくる！

ゴオォォォ！《ようがんまじん》Aは《燃えさかる火炎》を吐いた！二人

はそれぞれ３０程度ものダメージを受ける！

マ「きゃぁぁぁぁ！！」

リ「つ、強い…！！これはボスなの？そうじゃないはず！」

《ようがんまじん》Bは様子を見ている。

《ようがんまじん》Cは殴りかかってきた！マナはダメージを受けてい



ない。

マ「ど、どうする！？」

リ「祈るしかないわ！《バギマ》！！」　《ようがんまじん》A、B、Cに３５

程度のダメージ！

まだどれも倒れない！

マ「お願い神様！！《バギマ》ー！！」ようがんまじんA、B、Cに再び４

０程度のダメージ！

魔物の群れをやっつけた！

マ・リ「ふー－－－－－－！！」

二人は背中合わせになり、大きく息をついてへたりこんだ。

リ「今回はなんとか倒せたけど、次はタブン全滅するわ！

　もし１ターンに３体揃って《燃えさかる火炎》を吐かれたら…HPが持

たない！！」

マ「退散しよう！？」

リ「異議なし！！」

二人はたった１度の戦闘で、炭坑から逃げ出してくるのだった。

アネイルの町に戻り、ぶらぶらと歩く。

リ「あぁあ、しっかりレベル上げしてきたつもりだったのに、あっけなく

返り討ちだわ。

　この戦力差、どうすればいいの！？」

マ「まぁまぁ、気分切り替えておまんじゅうでも食べようよ」

気分転換の土産物には事欠かない町だ。のどかなのか何なのか、相



変わらず今いちよくわからない。

マ「あ、そういえば…

　食中毒の戦士さんのところに寄ってもいい？」

リ「どうしたの？」

マ「えへへ。こないだアリアハンのハーブ園で、食中毒の薬になりそう

なハーブを摘んできたんだぁ」

リ「えぇぇぇ！アンタどんだけお人好しなのよ！？

　あんな自業自得で寝込んだだけの人に、手を差し伸べるなんて！

　人に優しくするのはいいけど、相手を選んだほうがいいわよ？」

マ「でも、もう摘んできちゃったし…」

リ「しょうがないわね」

二人は数ある温泉宿の１つへ向かった。

男たちの部屋には、仲間のアヤカたちも看病に来ていた。

この間会った戦士とは違うもう一人の戦士が、うんうんと唸って寝込

んでいた。

マ「食中毒に効くハーブ、持ってきたんです」マナはモジモジしながら

言った。

ア「なんて優しい子なの！彼の体調は前よりも酷くなってて、困ってた

ところだったの」

男「か、かたじけねぇ…」

リ「お礼をくれとは言わないけど、少し情報が欲しいの」



ア「えぇ。私たちがわかることであれば」

リ「東の炭坑にはもう行った？」

ア「何度か行ったわ。ボスがあまりに強すぎて、帰ってきちゃったんだ

けどね」

リ「えぇ！？あのダンジョンをボスまで辿りついたの！？

　敵の炎とかめちゃくちゃ痛くなかったですか？」

ア「あぁ、その問題ね。《水の羽衣》を装備したらかなり楽になったわ

よ」

リ「それ！どこで買えるんですか！？」

ア「この町をずっと南下していくと、海に近い森の中に、テパっていう

小さな村があるわ。

　そこにドン・モハメって機織り名人の爺さんが住んでて、織ってくれ

たの」

マ・リ「ありがとう！！」

ア「なかなか大変よ、そこに行くのも」

リ「あの、ちなみに皆さん、レベル幾つくらいですか？」

ア「私たち？２５くらいね」

リ「そうなんですね！」

マナとリオはまだ共にレベル２０だ。

「なるべくレベルを上げずに他の工夫で攻略していきたい」というリオ

のこだわりにおいて、平均的であろうパーティよりレベルが「５」低いと

いうのは、なかなかの成果だなと自分に感心した。



第３０章　テパ

テパを目指して、二人は宿を出た。

リ「まだ遠回りが必要みたいね！

　炭坑攻略はしばらくあきらめて、まずは《水の羽衣》をゲットしに行き

ましょ」

マ「そのお洋服、可愛いかなぁ～」

リ「羽衣って言ったら天女のお召し物だからね！きっと可愛いわ♪」リ

オは精いっぱいマナのモチベーション維持に努めた。

アネイルを南下して歩いていく。

《ようがんまじん》には苦戦したが、《テベロ》も《とさかへび》も、今と

なってはあまり強く感じられない。こちらも強くなってはいるのだ。しか

し敵は次々とその予想を超えていく…その連鎖をRPGはお約束通り

保っている。

南へ進むと森がちになった。しかしカザーブの北部ほど不穏な空気で

はない。同じ森でも色んな森があるのだな、と二人は思った。冒険と

は、ある意味観光旅行である。

地形が変わると出現モンスターの毛色も変わり、今度は野蛮なサル

みたいなモンスターが力まかせに殴ってきたり、ヤリを持った猪が二

足歩行で襲い掛かってきたりした。文明が進んでいるのか太古なの

かよくわからない。

少々の苦労の末、お目当ての村には無事辿り着いた。

テパは、森の中に潜む素朴な小さな村であった。原住民族の隠れ里、



といったものなのであろうか。

看板らしきものがなく、つまり店とおぼしきものがない。

「こんにちは」とあいさつをすると、「君たちも《水の羽衣》を求めてやっ

てきたのか？最近そんな旅人ばっかりだ。やかましくてかなわん」と

村の人は愛想を尽かしている。

村の中の小さな家に、尋ね人は住んでいた。

リ「ドン・モハメのお爺さん。アタシたち、あなたの最高傑作がどうして

も必要なの！

　こんなに可愛い女の子が、《ようがんまじん》の炎で焼き尽くされ

ちゃったらそんなのって嫌でしょう！？

　どうかお願いします！」

マ「あははは（汗）」

リオは、ここまで来て「引き返せ」などとは言われたくないので、先回り

で懸命に力説するのだった。そして、「リオもゲームのキャラみたいに

なってきたなぁ」とマナは思った。

ド「おぉ、それはご苦労であったなぁ。

　わしは旅人に意地悪をするつもりもないんじゃが、どうにも織ってや

ることは出来んよ」

マ・リ「えぇ、どうして！？」

ド「あんまりにも注文が殺到しすぎじゃ。《水の羽衣》の材料となる《あ

まつゆの糸》はもう底を尽きてしまったわい。

　材料さえ調達してくれれば、織れんこともないが…」

マ「あれ？それ、わたし持ってる！」



リ「え！？」

ド「おぉ！？」

マ「ほらぁ」

と言ってマナが取り出したのは、《まだらくもいと》であった！

リ「ばかぁ！初心者じみたボケしてんじゃないわよ！」

マ「えぇ（汗）これも苦労して手に入れたからぁ～」いつぞや一人でクエ

ストをやって入手したのだ。

ド「ふぉっふぉっふぉ。その糸でもよいが、茶色いタヌキみたいになる

ぞ！それにすばやさが下がってしまいそうじゃな」

マ「そんなのイヤぁ」

ド「それに、じゃ」ドン・モハメは居直って言った。

ド「《聖なる織機》のほうも、つい先日壊れてしまったんじゃよ。おまえ

たち冒険者は、老人を働かせすぎじゃな」

マ・リ「そんなぁ！！」

ド「じゃから、わしはもう引退かなと思うとる。

　ゲホゲホ。体も最近しんどいしな。よろず屋すら遠く感じる」

リ「アタシたち、希望を捨てるわけにはいかないの。

　《あまつゆの糸》はどこにあるの？

ド「この森にある。しかし余所者に入手は無理じゃろうな」

マ「どうして？」

ド「森の小川のほとりによく生えておる《あまつゆ草》の繊維にすぎん



のじゃが、野草の見極めなど村の者にしか出来んじゃろう。

　駄目でもともと、そこらの若者に頼んでみるのもいいが」

リ「頼んでみよう！」

二人はドン・モハメの家を出て、村人に尋ねて回った。

村「おいおい、余所者の訪問にうんざりしてるって言ったろ！

　草刈りの手伝いなんてするわけないだろ」

マ「草刈りじゃなくて草摘みですぅぅ（汗）」

３人、４人と村人に掛け合ってみたが、誰も良い返事はしてくれなかっ

た。マナたちを追い出しはしないが、快く思ってはいないのだ。俗から

離れて暮らす者たちにとって、騒々しいのは楽しいことではないよう

だった。

リ「だめね。もう１回お爺さんに頼んでみようか」

二人は老人の小屋に戻る。

ド「ほっほっほ。やはりダメだったか。そうじゃろな」

リ「お爺さん。《あまつゆ草》集めを手伝ってはくださいませんか？」

ド「うーむ。意地悪をする気はないんじゃ。

　しかしわし、本当にもう体が動かんのじゃよ」

リ「じゃぁ何か、ヒントやコツみたいなものってありませんか？」

ド「《あまつゆ草》の存在を隠すつもりもない。

　シソという植物に似た葉ではあるが…」

マ「シソ？わたしシソわかるよ！」



ド「なに？まことか！？その若さで野草の知恵などあるまい」

マ「昔おばあちゃんと一緒にシソ摘んだり、煮魚に載せたりしてたよ

♪」

ド「なるほど。それなら見分けられるかもしれん」

二人は村を出て、小川を探した。この森は様々な植物が多様性を構

築しているが、シソを知っているマナには巧妙に見分けることが出来

た。そしてマナの教えを受け、リオもすぐに《あまつゆ草》を摘むこと

が出来るようになった。

他のプレイヤーたちには出来そうもないことを、二人は着々とやり遂

げている。そして他のパーティたちとは異なる「強さ」を、二人はまとい

始めている。



第３１章　むらびと

ドン・モハメから借りた竹カゴいっぱいに《あまつゆ草》を摘み取って、

それを老人に手渡した。

ド「おほほー、充分じゃ！これだけあれば立派な羽衣が作れそうじゃ

♪」

リ「上質なやつ？そうなったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど！」

ド「しかし…。　

　問題は織り機じゃなぁ…。《聖なる織機》は森に生えておったりはせ

ん」

マ「どこで手に入れられるんですか？」

ド「うー－－－－－－－－む。

　無理じゃよ」

マ・リ「えぇー！？」

リ「よほど難解な洞窟とかにあるんですか？」

ド「いいや、とても近くにある」

マ「ちかくに？」

ド「どれもこれもこの村の名産品、民芸品にすぎん。

　《聖なる織機》を造れるのも、この村の者だけじゃろ。

　しかし…」

リ「アタシたち冒険者は、嫌われている…」

ド「じゃな」



リ「村の人に気に入ってもらうには、どうしたらいいんだろ」

二人は、来たときよりもいくぶん静かに歩いた。

なんだかエルフの隠れ里を歩いているときの気分だ。妖精たちも、原

住民族の人たちも、適した接し方は同じなのかもしれない。

リ「…そうね。彼らの穏やかな日常を壊してはいけない」

マ「うん？」

リ「彼らはお金を欲してもいないし、開拓を望んでもいない」

マ「うん」

リ「最初、《水の羽衣》や民芸品を売る手伝いをしてあげたら、とか

思ったんだけどさ。それって逆効果だよね。ますます嫌われるだろう

し」

マ「そっかぁ」

二人は苦悩した。何かをしてあげたいが、相手が何も欲していないな

ら、何をしてあげればよいのだ？

二人は静かに村を歩き回った。時々村の外に出て、村の周囲も歩き

回った。モンスターが強いので、すぐに戻ってくる。また村を歩き回っ

た。

緑の木々に包まれたこの空間は、のどかで癒されるなぁ。そう感じた

りもするが、何もなくて不安だと感じたり、さみしいと感じたりもする。

二人それぞれに、ぼーっと色々なことを考えていた。

そのとき、遠くから悲鳴が聞こえた。



「うわぁ！」

マ「なんだろ！」

リ「行ってみましょ！」

声のほうへ駆けつけると、そこには肩から血を流してひざまづく男性

の姿があった。

リ「どうしたんですか！」

男「いいから！かまわんでくれ」

リ「でも！どうしたんですか！？」

男「木の実を採っていたら、ヒヒに襲われた」

リ「任せてください！《ホイミ》！！」

男の肩の傷はみるみるうちに回復した！

男「おぉ！」男は驚いている。

男の声を聞きつけて、貼り薬を持ってかけつようとした彼の妻らしき

女性も、驚いている。

男「そんなに一瞬で治るのか？魔法とやらは」

リ「えぇ、まぁ」

男「君は、高名な呪術師か何かなのか？

　大変すまないが、私たちにはシャーマンに払う謝礼金が…」

リ「いいえ！謝礼など必要ありません！

　アタシは高名でも呪術師でもなくて、冒険者のしがない僧侶です。

　この程度なら体力の消耗もほとんどないんです」



男「本当にいいのか？呪術は普通、高額な謝礼を要求してくるものだ

ぞ？」

リ「よくわからないけど、アタシはシャーマンじゃありませんから」

男「本当に申し訳ない。何も恩返しできるものがなくて…」

妻「旅のお方！せめてお食事だけでも食べてはいかれませんか？

　お腹がおすきなのではございませんか？」

リ「あぁ、それはうれしいわ♪」

マ「わぁーい」

村の小さな家に、二人は通された。

木だけで出来た、竪穴式住居のようなシンプルな家だ。ランプもなけ

ればタンスもベッドもない。

家の真ん中には囲炉裏があり、それで妻は温かい野菜スープをこし

らえてもてなした。何かの玉子も入っている。

リ「ありがとうございます！

　でもホント、アタシの《ホイミ》なんて１ゴールドの価値もナイんです

から！

　夜は宿屋で、お金払って食べますからね。

　そうそう、宿屋はどこにありますか？」

男「宿屋？この村にはないさ。

　食事を食べる店もない」

マ「えぇ、そんなぁ」

妻は囲炉裏に棒を刺して、魚を焼こうとしていた。その時、



妻「熱っ！」動作を誤ってヤケドをしてしまったようだ。

マ「あ、見せてください！《ホイミ》！」

マナは寄り添って妻の手を優しく包むと、大事そうに《ホイミ》をかけた。

男「よし、夕飯も食べていってくれ。

　それどころか、泊っていったらいい。何もない粗末な家だが」

リ「いいんですか？お金は払います！１００ゴールドでいいですか？」

男「ははは。お金は要らないよ。その代わり何ももてなしてやれない

が」

リ「でも！」

男「僕たちの村は、お金を使わずに暮らしている。だからお金を貰っ

ても意味がないんだ」

マ「お金を使わずに？」

男「そうさ。食べ物は畑を耕す。家は森の木で建てる。玉子は家畜に

貰う」

マ「《やくそう》は？」

男「そこらに生えている。腐るほどあるさ。

　君たちの《ホイミ》ほど強力ではないがね。ははは」

り「役に立てることが、１つはあったみたい」

男「え？」

リ「あのう、村には他に、ケガで困っている人はいませんか？

　《ホイミ》で、すぐに治してさしあげます。

　あ、あのう、その代わり…



　アタシたちに《聖なる織機》を造ってくれる職人さんを、紹介してくれ

ませんか？」

男「ははは。それなら問題ないよ。僕が作ってあげよう。

　良かった！役に立てることが１つはあったようだ♪」

マ・リ「ありがとう！！」

夫婦の家は本当に質素であった。ベッドはない。布団もない。

藁のような薄っぺらい敷物を敷いて、そこに眠るだけだ。枕もない。

二人には慣れない環境だった。荷物を枕代わりに頭に敷いて眠った。

夜には冷えた。

家畜用の藁を借りてきて、布団代わりに掛けて眠った。



第３２章　めいさんひん

コッコッコッコッコ！　コッコッコッコッコ！

鶏たちの鳴き声で、二人は目を覚ました。

まだ早朝の４時だったが、二人はそれもわかっていなかった。

夜明けとともに妻は囲炉裏に火を入れ、そして温かい朝食を作ってく

れた。

それを食べながら、また４人で会話をする。

リ「織り機造るのを引き受けてくださって、どうもありがとう！

　ライドンさんは木工職人なんですか？」

肩を負傷した男の名は、ライドンと言った。

ラ「いやいや、僕は職人なんかじゃないよ。

　この村の者は、年配者なら大抵、織り機くらいは自作できるさ。

　農業もみんなやるし、機織りも料理もみんなやる」

マ「へぇ、すごぉい♪」

ラ「しかし、《水の羽衣》を織れる者は少ない。それこそ職人の技だ。

　色々細かい技術を要するらしいが、少なくとも芸術の感性がいる。

　以前はもう少し、《水の羽衣》の織り手がいたが、近年いなくなった」

リ「どうして？」

ラ「余所者が遠くから、それを求めて村に来るからだよ。

　元々この村の者たちは、余所者に対してそう冷たくはなかった。

　しかし、度が過ぎるってもんだ。僕たちにはそう感じた。

　《水の羽衣》を織っていると余所者が来る。だから織らなくなった。カ



ンタンな話さ。

リ「ふうん」

ラ「僕もそれは織れはしない。

　美しい織物の継承に興味を持ったこともあったが…意味がないと

思ったから止めた。

　意味がないうえに災いを呼ぶとあったんじゃ、やる意味はないさ。

　だから、羽衣のほうの依頼は、爺さんに言いつけてくれよな」

マ「はい。そうします」

《聖なる織機》の製造には時間が掛かり、《水の羽衣》の完成にはさら

に時間が掛かる。

二人はいったん村を離れて、出来上がった頃に出直そうかとも思った。

しかし、村のためにさらに何か手伝いが出来ないものかと、そう考え

た。

奇妙なものだ。これはヴァーチャル・ゲームの出来事だとわかっては

いるが、人と織り成す営みにはゲーム以上の何かを感じている気が

した。ただ新しいアイテムを入手するための奔走ではなく、何かしてく

れたら何かしてあげたい、困っていたら助けてあげたい、そんな「人

情」という渋い感情に基づいて、二人は動いているようだった。



第３３章　みずのせいれい

心を開いたライドン夫妻は、マナやリオを頼ってくれるようになった。

「何か手伝えることはないか？」と請うと、木の実集めの手伝いや、森

の奥への用事における護衛など、二人に頼むのだった。二人が村全

体への親愛を持っていることが村人たちにも伝わってくると、村人た

ちも二人と交流をするようになってきた。

ケガの治療を頼んだり、お遣いを楽しんだりし、そしてお礼に食事で

もてなしたりするのであった。

村の子供たちもまた、二人と遊ぶことをとても喜んだ。

《聖なる織機》が完成し、いよいよ《水の羽衣》の完成を待つ段になっ

た。

「３日ほど待ってくれ」とドン・モハメは言ったが、なぜか４日経っても

完成の便りは届かない。彼が高齢で、体が弱っていることを理解して

いる二人は、特に催促もしなかった。

待ち時間は長かったが、村人たちのあれこれがそれを上手く潰してく

れるのだった。

ある日、子供たちは二人を、村の背後へと手を引いた。

そこには小さな沢があり、沢の前には古い古い石碑のようなものが

建っていた。

彫刻のしつらえられた石碑に見えるが、苔むし、ツタや草が激しく絡

まり、劣化も進んでいるため、何の石碑であるかはわからない。それ

にしても神聖な何かであることは察せられた。

リ「うわー！立派な石碑ね！朽ち果て具合も立派で味があるわ」



マ「なんだろうねぇこれ。お墓かなぁ？」

「お墓ではない」と子供たちは言う。何であるかは知らないらしい。

しかし、子供の一人が、石碑の真ん中あたりのツタをガサガサと剥ぎ

始めた。

リ「え、大丈夫なの？」とリオが心配していると…

なんと、ツタの下から拳大くらいの青い宝石が姿を現した！

「キレイでしょ」と子供たちは自慢気に笑う。

「キレイねぇ」とマナが思わずその宝石に手をかざした瞬間…

ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ！！

地響きと共に、石碑が動きはじめた！

それは扉状のものであったようで、なんと、今この瞬間に扉が静かに

開きはじめた！！

地下に降りる階段がある。

リ「なに…コレ…！？」

マ「入れってコトだよね？？」

二人と子供たちは皆で手をつなぎ、おしくらまんじゅうのように塊りな

がら、恐る恐る階段を降りていった。

下には、教室くらいの空間が広がっていた。

正面には石碑があり、見たこともない文字で文章が刻まれている。

二人が近寄ると、石碑の前の空間がまばゆく光りはじめた！



ブー－－－－……ン

水色の長い髪を持つ、美しい女神が姿を現した…！！

女「あぁ…！！きっとあなたは、強さと優しさを兼ね備える者。

　あなた方にこの武器を差し上げましょう」

マ・リ「………！！」あんぐり。二人は呆気にとられている。

ス「私は水の精霊スウィフト。いいえ、そんなことはどうでもよいので

す。

　太古の昔、ここは氷河の陸地でした。

　そこには氷のように冷たく輝くトドマンがいました。

　その怪物の　鋭い牙を使って作った幻の武器がこれです。

　《氷のやいば》。短剣として扱うことができ、力のない者でも振るうこ

とができるしょう。

　そして、戦闘中に道具として使えば《ヒャダルコ》の呪文と同じような

効果があります。

　あぁ、誰かにこの武器を授けようと思って私はここで待っていました

が、数万年も掛かってしまったなんて。

リ「……………なに…コレ…！？」リオはまだ言葉が出ない。

いかにもRPGによくある光景なのだが、自分の目の前でこのような

ファンタジーじみた、そして荘厳な出来事が起きていることが、信じら

れないのだ…！！

マナも同じであった。言葉が出ない。しかしリオ以上に魔法や女神、

ファンタジーへの憧れが強いマナの心は、もはや興奮と恍惚で爆発し

かかっていた…！！恍惚による心拍数の上昇で、もはや死んでしま

いそうである。

ス「たしかにお渡ししましたよ。

　それでは、ごきげんよう」



水の精霊は優しくニッコリ微笑むと、姿を消してしまった。

一行が祠から出ると、石の扉は閉じてしまった。そして、また宝石に

手をかざしても、沈黙を貫き続けるのであった。



第３４章　みずのはごろも

《水の羽衣》の完成を待ち始めてから８日後、ようやくドン・モハメから

お呼びがかかった。

二人はワクワクしながらドン・モハメの家へ向かう。

ド「げほげほ！

　ずいぶん待たせて悪かったが、どうじゃ！

　じゃーん！」

ドン・モハメは、出来上がったばかりの羽衣を広げて披露した。

晴れの日の湖のようにキラキラと輝きを放つ、薄水色と白の美しい羽

衣だ！

マ・リ「うわぁー－キレイ！！！」

二人は鑑定士のようにまじまじと、羽衣を眺めた。

「《水の羽衣》が完成したら相手に譲ればいい」と互いに考えていたが、

その素晴らしい出来栄えを目にしてしまうと、「うぅ、やっぱり私が着た

い…」と思わずにいられない。そうして互いに、名残惜しそうに羽衣か

ら手を離せずにいた。

ドン・モハメはそれを察して、そして待ち構えていたように言い放った。

ド「１着では、足りんのではないか？」

マ・リ「え…？」

ド「ほっほっほ。待たせて悪かったな。

　ほうれ、もう１着作っておったのじゃよ♪」

マ・リ「おじいさー－－－－－ん！！！」



二人は泣いて喜び、ドン・モハメに抱き着いた。

ド「げほげほ！これこれ、苦しいわい！」

リ「どうして２着も！？」

ド「それがのう、村の子供たちが数日前、《あまつゆ草》をたんまり摘

んできおった。

　楽しそうに、うれしそうに、な。

　『もう１つ作ってあげて』と言うんじゃよ。

　わし、断れはせんかったわい♪」

マ「そうだったんだぁ…！」

ド「さぁて、わしはもう寝るぞ。起こさんでくれな。

　ライドンにも言っておいてくれ。次に他の冒険者が来ても、わしを起

こさんでくれとな」



マナとリオのステータス・その４



第３５章　ようがんのどうくつ

リ「おっほっほー！

　《ようがんまじん》の《燃えさかる火炎》で１５のダメージしか受けない

わ♪」

ドン・モハメに作ってもらった《水の羽衣》は前評判通り、炎のダメージ

を大幅に軽減する効果を見せてくれた！

いや、評判以上の効果であった。

本来、《水の羽衣》』の炎系ダメージ軽減効果は「３０％」にすぎないは

ずであった。それでも充分に強力なのだが、なんと二人の入手した

《水の羽衣》は、「５０％」のダメージ減少効果を見せた！半分に減ら

してくれるというわけだ。

リ「鍛冶屋が魂を込めて打った武器は強い力を発揮する、なんて言う

けれど、機織りが魂を込めて織った羽衣も強い効果を発揮するのか

しら…」そうであるらしかった。

マ「すっごいねぇ。可愛いよねぇ♪」

リ「いや今ルックスのハナシしてないしっ！」

しかしルックスの美しさにおいても、二人を充分にウットリさせるもの

があった。特にマナにおいてはようやく、自分がイメージしていたRRG

の魔女っ子になってきた、という興奮を隠しきれない。

リ「さて、こちらの性能はいかほどかしら？」

リオは《氷のやいば》を頭上高く振りかざした！

《ようがんまじん》A、B、Cにそれぞれ６５程度のダメージ！

リ「ひゃぁ！バギマの倍くらい強いわ！」

スウィフトは「《ヒャダルコ》の効果」と言っていたが、《ヒャダルコ》より



も微妙にダメージが出るようであった。

楽勝！というほどの進化ではないが、攻守ともレベルアップし、この

洞窟の手ごわいモンスターたちにも善戦できるようにはなった。

手ごわいのは《ようがんまじん》だけではない。

《げんじゅつし》はつかみどころのない顔をして、《マホトーン》や《マ

ヌーサ》など状態異常呪文を使いこなし、こちらをかく乱してくる。こち

らの呪文や攻撃もあまり通らない。

炭坑は灼熱の洞窟と化し、とてつもなく暑いが、《水の羽衣》は体温と

しての熱を下げてくれる効果もあるらしかった。汗をかきかき、それで

も二人は前に進むことが出来た。

マ「リオぉ。わたしのMP、またなくなっちゃいそう」

リ「そうよね」汗を抜きながら答えた。

敵が強いうえに長丁場のこのダンジョンでは、ベースの体力だけでは

しのげそうもない。すでに《やくそう》や《魔法の聖水》は幾つか使った。

おそらく最奥ではボスも待ち構えている。

リ「よし」リオは覚悟を決めて、残りの《魔法の聖水》２つをマナに使っ

てやった。「これでどうにかなってくれ！」期待と祈りを込めて。

地下３階を抜け、４階を抜けると、ようやく突き当りの広間に辿り着く。

そこでは何やら、祭壇がしつらえられ、大きな炎を燃やしている。そこ

に溶岩石をくべる魔物の姿があった。



魔「どんどん燃やせ！じゃんじゃん燃やせ！」

リ「アンタたちが温泉を異常にしている元凶ね！」

魔「おや？俺たちの邪魔をするやつが現れたぞ？」

魔「いいや、薪になりたいんじゃないのか？」

魔「感心なこったな！」

３体の《ほのおのせんし》が襲い掛かってきた！！

リオはいつも通り先手を取って《ヒャダルコ》を…のつもりだったが、速

い！《ほのおのせんし》はそれを上回るスピードで先制攻撃をしかけ

てきた！

ゴォォォォ！！《ほのおのせんし》Bは《燃えさかる火炎》をはいた！

リ「くっ！でもこれなら耐えしのげるはず！」

と思ったのも束の間！

ゴォォォォ！！《ほのおのせんし》Bはさらに《燃えさかる火炎》をはい

た！

リ「２回行動！？マジで！！？？」

ヤバい！最悪だと《燃えさかる火炎》を６回喰らう！！聡明なリオの

頭の中で瞬時に計算が働いた！

どうする？逃げるか！？ボス戦で逃げられるはずがない！

２番手はリオが動けた！

リ「お願い！効いて！！」リオは《どくがのこな》を使った！

リ「まさか１ターン目から使う羽目になるとは！でも背に腹は代えられ



ない！」

《ほのおのせんし》Ｃは体がしびれて動けない！

やった！《マヒ》の状態異常が効いた！

マ「《バギマ》ー！！」マナは呪文で続いた！《ほのおのせんし》Ａ、Ｂ、

Ｃに４０ほどのダメージ！

リ「マナ！奴らが３体同時に動いたらアタシたち勝ち目がないわ！

　Ｃがマヒってる間にどうにか１体は倒さないと！！」

マ「え？え！？」マナは状況が掴めない！

《ほのおのせんし》Ａは《メラミ》を唱えた！マナに４１のダメージ！

リ「くぅぅ！《メラミ》も使ってくるのかぁ！」

リオの攻撃！リオは《氷のやいば》を振りかざした！それぞれに６５程

度のダメージ！

しかし敵のダメージゲージは１／４程度しか減っていない！３ターンで

は倒しきれないのでは！？リオは青ざめた。

リ「マナ！次アンタは《ベホイミ》よ！自分の傷を回復！」

マ「はぁい！」マナは《ベホイミ》を唱えた！

リオが懸念したとおり、３ターンでは１体も倒しきれない。どうする！？

リ「はぁ、はぁ、どうしよう…。

　戦士でも居れば１発で１００ダメージくらい喰らわすんでしょうけど

…」



マ「リオ、一か八か、フツウに攻撃してみたら！？」

リ「何言ってんのよ！非力なアタシに《ヒャダルコ》以上のダメージが

出せるわけがないじゃない！」

マ「わたしたちレベル低いんでしょ？」

リ「そうよ！だから弱いのよ！！」

マ「《ジャイアント・キリング》の特性でダメージが上がるんじゃない

の？？」

リ「はっ！」

マ「それに、《氷の刃》ってすごい強い武器なんじゃないの？」

リ「そうか！でも…！」頭の中でざっと計算しても、１００を超えるような

ダメージになるとは思えない。

どうする！？どうする！？

マ「リオぉぉぉ！！」

リ「えぇいあとはもう祈るだけだわ！！どうせ《ヒャダルコ》撃ってもダメ

なんだから！」

リオは《ほのおのせんし》Ａの懐に勇敢に飛び込み、思いきり突撃し

た！

ガガガガン！！かいしんのいちげき！！！

《ほのおのせんし》Ａに１３４のダメージ！《ほのおのせんし》Ａをやっ

つけた！

マ「やったぁ！！」



リ「き、奇跡だわ…！！」水の精霊が助けてくれたのだろうか？そうか

もしれない。そうじゃないかもしれない。

ほ「コノヤロー！」《ほのおのせんし》Ｂは《メラミ》を唱え、マナを攻撃

してきた！

リ「マナ、あんたはもっかい回復！」

マ「わかってる！」マナは自分に《ベホイミ》を唱えた！

《ほのおのせんし》Ｃは《燃えさかる火炎》を吐いた！

リ「あと２体なのに、２体でもシンドイわね！！

　回復しないともたないわ！」リオは自分に《ベホイミ》を唱えた！

ほ「ケケケ！まだ勝負は終わってねぇぜ！

　《メラミ》！

　《メラミ》！」

《ほのおのせんし》Ｂは《メラミ》を連発してきた！

リオもマナも瀕死に陥る！

リ「くっそぉ二人じゃ手数が足りない！」マナに《ベホイミ》を唱えた！

リ「マナ！アンタは攻撃に転じて！」

マ「はい！」マナは全力の《バギマ》で攻撃！

《ほのおのせんし》Ｃは笑いながらリオに殴りかかってきた！

マ「危ない！」マナはリオをかばいに入った！

リ「どっちだ？どっちに何を撃てばいい！？」リオは必至に頭を働か



せる！

リオ「えぇい！」リオは《ほのおせんし》Ｃに打撃攻撃を見舞った！８４

のダメージ！《ほのおのせんし》Ｃをやっつけた！

ほ「けっけっけ！オレを残すなんてバカなんじゃねぇのか！」

《ほのおのせんし》Ｂは《メラミ》を放った！マナに４５のダメージ！

ほ「さぁてココでもう１発《メラミ》を放つと…？」《ほのおのせんし》は不

敵な笑みを浮かべた！

マ・リ「やばい…！！！」二人は青ざめた！

ほ「けけけ！あの世で詫びな！《メラミ》ー！！」

しかし、ＭＰが足りない！！

ほ「なにぃぃぃぃ！？」

リ「良かった！読みがあたった！！

　さすがにそろそろＭＰが切れるんじゃないかと思ったの！

　トドメよ！

　《ヒャダルコ》―！！」

マ「《バギマ》―！！」

《ほのおのせんし》Ｂをやっつけた！！



マ・リ「やったぁぁ！！！」

二人は泣きながら抱き合った！

心底喜んだのも束の間、二人は信じられない光景を目の当たりにし

た。

戦「へっへっへ。デカい宝箱だ！」

なんと、祭壇の後ろにボスたちが隠していた宝箱を、マナたちが戦い

に夢中なのを尻目に他の冒険者が開けようとしている！

戦「おぉ！《きせきのつるぎ》だ！こりゃ大物だぜ！」

二人はさらに呆気にとられた…！

なんと、その冒険者とは、マナがハーブを摘んできて食中毒を治して

あげたあのパーティだったのだ！！！

リオは激昂した！

リ「ちょっとアンタたち！！この魔物は私たちが死に物狂いで倒した

のよ！！」

戦「そうは言っても、宝箱は見つけたもんの物だろ？」

リ「でもアタシたちがボスを倒したのよ！！死に物狂いで！！」

戦「魔物がドロップしたならそりゃアンタらのもんだ。でも、落ちてる宝

箱は見つけたもんのもんだ。それが冒険者たちの筋ってもんだろ

よ？」

リ「ひどい…！！！」

マナはひざから崩れ落ちて泣いている。

一行はどこかへ立ち去ってしまった。



リ「マナ！だから言ったでしょう！こんな奴らに優しくすべきじゃなかっ

たのよ！！」

マ「ごめんなさい！でも、でも、ごめんなさい！！うわー－－ん！」

マナは裏切られた悲しみだけでなく、リオから激しく叱られたこと、リオ

にとっての報酬すら失ってしまったことで、絶望的に泣きじゃくってい

た。

マ「うわー－－ん！」

リ「はっ…！」リオは我に返った。

リ「ごめん！アンタを責める話じゃなかった！ごめんマナ！」

リオはマナを優しく抱きしめた。そしてリオもまた涙を流した。

マ「うわー－－ん！」

リ「いいのよマナ。どうせ《きせきのつるぎ》なんてアタシたち装備でき

ないし。強い武器なら手に入ったばっかだし」

マ「うわー－－ん！」

リ「でもね、尽くす相手は選ぶべきだわ」



二人の決死の活躍によって、アネイルの温泉は平常を取り戻した。

宿１「さぁさぁ寄ってらっしゃい！絶品温泉まんじゅうの老舗はウチの

店だよ！

宿２「いやいやアネイルの温泉まんじゅうの元祖はここの店だ！」

宿３「おぉーっと黙っちゃおけねぇぜ！最も伝統が長いのはうちの店っ

てもんだ！」

いいや、あまり変わっていないのかもしれない。



第３６章　こだいいせき

炭坑の異変を解決して戻ってくると、アネイルの町の入口付近には

《旅の扉》が現れていた。

それに飛び込むと、二人は第４層のスタート地点に降り立ったよう

だった。

リ「何ここ！？」

マ「おわぁぁ！！」

これまでのスタート地点は町や城であったから、次もそうだろうと緩く

構えていた二人。しかし、飛ばされた先は屋外であった。しかも古代

遺跡だ。

栄華の時代から何百年経っているかはわからない。ひょっとしたら何

千年か。石で造られた堅牢な神殿は、しかし風化に勝てず寂しく朽ち

ていた。深緑の植物が絡まり、苔むし、勇ましく戦った英雄を讃えてい

たであろう彫刻は、風雨に削られぼやけている。

それだけならつい数日前に見たテパの村の石碑によく似ていた。しか

し、今度飛ばされたこの場所は、石碑や壁が迷路のように入り組み、

その真っ只中にいるのだった。とても広い遺跡だ。

「でもちょっとワクワクする」リオは思った。なぜか懐かしさを感じると

いうか、不思議な気分になった。

それは、遺跡というものがいかにも大好きなＲＰＧっぽいからなのか。

それとももっと深いところの記憶に、遺跡や石造りの神殿の記憶があ

るのか…。

しかし「ワクワクする」などと口にすべき状況ではないと、言葉を飲み



込んだ。

リ「まさかのダンジョンスタート（汗）」

マ「今は迷路楽しめないよぉ（汗）」

二人は恐る恐る歩き始めた。

案の定、そこは錆びれたダンジョンであるだけでなく、モンスターが徘

徊するのだった！

２体の《ガーゴイル》が現れた！こうもりのような翼を持った、人型の

悪魔だ。剣を持っている。

リ「初めましてさん、ですよねぇ（汗）」

敵の行動パターンもわからなければ、強さの程度もわからない。

リ「とりあえず《ヒャダルコ》！」リオは《氷のやいば》を振りかざした！

敵は少々ひるんでもすぐに持ち直す。右手の剣を勢いよく振りかざし

てきた！

マ「まかせて！」マナはリオをかばってダメージを受け負った。

１８のダメージ！「痛つぅ！」マナは表情を歪める。

リ「マナ、あんたそろそろ《かばう》は限界よ！それはもうやめときなさ

い！」

「しゅび力全振り作戦」による序盤無敵はもう過去のものになったよう

だ。

もう１体の《ガーゴイル》も剣で殴りつけてきた。戦闘は痛々しくなって

きた。マナはこれが嫌だったわけだが、ここまで来てしまうともう引き

返せはしない。辛くても耐えるしかない。



次のターンでどうにか一掃することは出来た。

少々強いが、戦えないことはないようだ。

複雑に見えた遺跡は歩いてみるとそうでもなく、少々の徘徊によって

脱出することが出来た。

遺跡を抜けると目の前には粗末な道があり、そのずっと先には城が

あるようだった。二人は城を目指した。



第３７章　えいゆう

大きな立派な城壁に囲まれた城であった。二人が達した城門には

「南門」と書かれていた。他の方角にも門があるのだろう。城というよ

りは賑わう城下町で、複数の入口を必要とするほど、広大な城下町

であることが察せられた。

城門をくぐると、そこは町であった。人の住む町が城壁によって守ら

れているのである。そこには一般人と兵士が入り乱れ、生活を共にし

ているようだった。

町の入口は広場のように大きなスペースが取られ、そこには銅像の

台座があった。しかし台座の上には何の像もない。

そし台座の前には立札が立てられていた。リオはそれを読んでみた。

「国民投票はみんな進んで行おう！」

なんのこっちゃ。リオは思った。

いつも、どこか少し奇妙だ。

リ「あの、ここはどこですか？」リオは道ゆく人に声をかける。

男「アークボルトだよ。世界一強い国さ。敵はない」男はキザに言い

放った。良く言えば、国の強さに誇りを持っているようだった。

二人はとりあえず、宿や武器屋、道具屋などのインフラを探しつつ歩

いた。探しつつ町の様子を眺め、人々の会話に耳をそばだてると、誰

も少々のイライラを抱えて暮らしている雰囲気だった。

武器屋で品揃えを観察してみる。武器屋の親父さえも丸太のような



太い腕をしていた。

武「いらっしゃい！ここは武器の店だ。

　この剣なんかどうだね？国一番の英雄アークボルト１世が愛用して

いたのと、同じ型さ！」

リ「ふうん。剣を欲するパーティに見える？

　ところでそのアークボルトさんは、もういないってこと？戦死しちゃっ

たの？」

武「名誉の戦死を遂げたさ！数百年前にね」

リ「あぁ、過去の人ってことね」

マ「わたしこの杖可愛いなぁ」マナは我関せずに物色していた。難しい

話は嫌いだ。

リ「そうね、あなたの武器も新調したいわね！」

マ「でしょぉ～」

本当は、数日前に定例イベントが開催され、その目玉報酬が魔法使

い用の杖だったのだが、二人はアネイルやテパの騒動に夢中で、定

例イベントをやり過ごしたのだった。

武「《アークワンド》か？それを持てば一人前の魔法使いだな！」

《アークワンド》は決して、マナ好みの可愛い杖とも言えなかった。物

騒なアークボルト城の製品らしい少々ゴシックなデザインである。しか

し早急に杖を新調したいこの状況では、妥協しなければならないよう

だ。攻撃呪文の威力をかなりアップさせる。

マ「えへへ魔法使いじゃないんだけどね（汗）」

魔法使いと僧侶とパラディンの三役を、頼もしくこなしてきたものだ。



１６，０００ゴールド。少々高いが致し方ない出費だ。

マナは《アークワンド》を装備させてもらった。新しい杖をフリフリ、ごき

げんだ。

隣に防具屋がある。続けて覗いてみた。

防「ここは防具の店だ！見ない顔だな。

　この兜なんてどうだ？国一番の英雄ホリディが愛用していたのと同

じ型さ！」

リ「あれ？英雄さんってそんな名前だったっけ」

マ「兜はちょっとなぁ。もっと軽くて可愛いのがいいよ」マナは我関せ

ずだ。

リ「防具も買い足したいよね。この城は強力なのが多そうだし。

　《銀のかみかざり》なんてどう？アタシたち向きな感じるするけど」

マ「いいねぇ♪」

防「それもいいけどよぉ、ゴツい短剣を持った姉ちゃんは兜でも似合う

んじゃないか？

　だからほら、ホリディ様が愛用してたコレにしとけよ！

　国一番の英雄と同じなんだぜ？これ以上の幸せってないさ」

すると、横の武器屋の丸太腕から罵声が飛んできた。

武「おい！おまえ今、何て言った？

　ホリディがどうとか言わなかったか？

　この国一番の英雄は、誰が何と言おうとアークボルト１世様だ！」

防「うるせぇ！おまえの主観なんて誰も興味ねぇんだよ！」

おやおや！ケンカが始まってしまった。



リ「ハハ（汗）立ち去りましょ」

《銀のかみかざり》２つ分のお代を置いて、二人は立ち去った。

リ「そうだ！《やくそう》とか消耗品もこないだの炭坑でスッカラカンな

んだよね。道具屋も行っとこう。

マ「《魔法の聖水》とかあるかな？またドワーフさんに会いたいなぁ」

道具屋もすぐ近くにあった。兵士たちが買い物しやすいようにインフラ

が整えられているのだろう。

リ「どうもー。珍しい道具もありますかね？」

道「おぉ、旅の人かね！それならこの《メーシアの聖書》がオススメだ

よ！

　我が国の古の英雄、神官メーシア様がお書きになれたありがたー

い書物だ。

　いや、皆まで言うな。宗教に興味がないことはわかっているさ。

　読まなくてもよいのだよ。家の本棚にちょろっと置いておけばいいの

さ。ほら、このカッコイイ革表紙！良いインテリアにもなるだろう？」

リ「ハハハ（汗）行こうマナ」

二人は買い物はあきらめることにした。

マ「ねぇ英雄さんの名前ってメーシアって言うんだっけ？わたし忘れっ

ぽいのかなぁ」

リ「マジレスすると、それぞれ違う名前言ってるわ。

　アタシももう最初の人の名前忘れちゃったけどね」

マ「何なんだろうねぇ」



リ「あーあ、なんか今日はすごく疲れたわ。そんなに戦ってもないの

に」

小難しい問題に巻き込まれている…巻き込まれそうになっているから

だろう。

二人は宿屋を探して歩いた。

道の両脇をキョロキョロしていると、バーや食堂でたむろする人々は

どうも、やはりあのアークボルトやらホリディやらの話で議論を白熱さ

せている。他にも名前が出てくる。

アークボルトの宿屋に着いた。重厚な国の雰囲気に合った、古めかし

くも上等な宿であった。

広いロビーの壁には、とても大きな肖像画が飾られていた。端正な顔

立ちをした、勇壮な騎士の絵だ。「もしや」と思ったがその通りだった。

絵の右下には「文武両道の英雄　ブラスト」と記されいる。

宿屋の主人はベラベラとおらがの英雄自慢をしてはこないが、彼なり

の方法で推し活をしているようだった。



第３８章　アークボルト

宿屋のロビーはバーを兼ねているが、そこには旅の神父が一人、酒

を飲んでいた。

神「おやおや、ずいぶん身軽ななりの旅人ですね」彼は人恋しそうに

二人に話しかけた。

リ「えぇ、色々とこだわりがありまして」リオは簡潔に回答をした。

神「この国には５人目の英雄がいた。そんな話を耳にしたことがあり

ます。

　その彼は戦争が起きたとき、敵国を打ち負かそうとはしなかった。

　『国を捨て、遠く離れた場所に村を築いて暮らそう』と提案したそうで

す。

　彼の考えに賛同した民も若干数いたそうですが、『日和見主義は国

家を滅亡させる！』と危険思想者扱いされ、彼は島流しに遭ったそう

です」

リ「へぇ…」

神「戦いを嫌う神父です。私は彼にちょっと共感してしまいますね。

　　はは。どうでもいい話でした。おやすみなさい」

翌朝、宿を出て冒険に出ようとすると、宿主に声を掛けられた。

宿「今日はどちらにお出かけで？

　冒険者なら、王様に謁見しておいたほうがよいのでは？」

二人は王になど興味はないが、それが必要なことなのだろうと察した。



賑わう町を抜けて城を目指す。町は昼間から色んな意味で活気があ

る。元気な兵士が多く、町民は元気に英雄談義を交わしている。子供

たちは剣のおもちゃを振り回して駆け回る。

酒場には昼間から男たちが集まっていた。大声で延々としゃべり続け

ている。

男「オマエ知ってるか？魔王って昔、ビジネスマンだったらしいぜ！」

男「おい、おまえ酔いすぎだよ！」

男「ホントだって！魔王っつったってモンスターとは限らんさ」

城は冒険者にも開かれているようで、二人の来城を兵士たちが怒り

だす雰囲気は無かった。「王に粗相のないように」それは繰り返し言

われるのだった。

城の者たちに話を聞ていると、「今この国では、国民投票が開催され

ている」ということだった。それで国はなおさらガヤガヤしている。

４人の古の英雄のうち、誰が真の英雄か、それを国民投票で決める

というのである。

アークボルト城の周囲には、東西南北それぞれに立派な遺跡がある。

二人が最初に抜けてきたのは南の遺跡だ。他に３つもあるらしい。

遺跡を手入れして国の英雄を讃えたいが、４つ同時に行うことは出来

ない。その優先順位を、つまり国の最たる英雄を改めて決め直さなけ

ればならない、という話だ。

一応、アークボルトが真の英雄ということになっている。だからこの国

はアークボルトという名前で呼ばれている。

リオはマナのために、今城で得た情報を箇条書きにまとめてやった。

• 今城では国民投票が行われてる

• ４人の英雄のうち誰が真の英雄か？投票する



• 城の東西南北に４つの遺跡がある

• 遺跡はそれぞれの英雄のゆかりの地

• いちおうアークボルトが真の英雄候補

リ「わかった？」

マ「うーん、タブン（汗）」

王は立派な玉座に堂々と腰かけ、そして横には大臣を従えていた。

王「謁見ご苦労、旅の者よ。

　私はアークボルト１６世。英雄アークボルト１世の正統なる後継者に

して、この国の王だ。

　この国はいつまでも強者でなければならない。栄光の前に権威の

確立は重要なものだ。

　国民投票に参加したいなら、好きにするがよい。遠慮はいらんぞ」

「あっそう」と思ったが、もちろん口にはしなかった。権力争いなど二人

には興味がないのだ。

丁重にお辞儀をして、二人は立ち去ろうとした。

するとその瞬間、大臣に呼び止められた。大臣は二人に駆け寄って

きて、耳打ちするように話しかけた。

大「旅の者。どうかあなた方も国民投票に参加してはくださらぬか？

ぜひともお願いしたい。

　というのも、今の様子だと投票数の合計は国民の過半数に満たな

い。英雄争いに白熱する者も多いが、我関せずな者も多いのだ。

　もちろん投票者の多くは我がアークボルト王の祖先に投じるだろう。

だとしても総数が過半数を超えないと…『無効だ！』と騒ぐ者が現れ、

同じ論争が繰り返されかねない。王の権威が、おびやかされかねな



いのだよ」

リ「へぇ。コメントをするのが難しいですが、私たちも冒険に目的が欲

しいところでした。」

大「そうだろうそうだろう。

　国を見て回りなさい。誰が真の英雄か、わかるはずじゃ」

二人は今度こそ、王の間から去ろうとした。

階段を降りようとするその直前、１人の男がすれちがいざまに王に駆

け寄り、大声をあげた。

男「「王よ！やはり議会を設置すべきです！

　今回の国民投票を特例と言わずに、何事も投票で決定すべきで

す！」

王「またそなたか。やかましい男じゃ」

二人は振り返り、そのやりとりを見守っていた。

あまりこの城下で見ない雰囲気の男だった。

オシャレなノーブルコートをひるがえし、オシャレな細身剣を腰に挿し

ている。そしていわゆるイケメンな顔立ちをしていた。

リ「あれは誰なのですか？」リオは近くの兵士に尋ねた。

兵「近衛兵団長のブラストだよ。王の片腕にして、ブレーンでもある。

　頭の良い男でね。剣技だけでなく魔法も器用に操ってみせる」

「立ち去れ！立ち去れ！」と大臣はブラストに吠えている。

絶対王政を続けたがる王と、民主主義を求める家臣。



武力で英雄譚を築き上げた者の末裔と、文武両道の家臣。

リオはなんとなくこの国の様子が見えてきた。



第３９章　なかまをよんだ！

王の間から階段を降りると、番兵に話しかけられる。

兵「投票に参戦するか？

　それなら四方の遺跡を見てくるがよい」

リ「遺跡を？」

兵「この城の四方には、４つの遺跡があることをご存じか？

　それぞれが各古の英雄にゆかりのある城や神殿の跡だ。

　その規模や立派さを見れば、どの英雄が最も英雄か、わかるだろ

う」

リ「ふうん」

兵「また、奇妙な噂がある。

　遺跡に訪れる者の中には、その中枢で英雄の亡霊と会ったと言う

者がいる。

　本当かどうかは知らんがね。

　本当であれば、それも真の英雄を察する手がかりになるというもの

だ」

リ「行ってみるか」リオはつぶやいた。

マ「どこへでも、お共いたしまする」マナは能天気に微笑んだ。



町に出ると、二人に定例イベントの報せが届いた。

今週末のイベントは明日の夜からの開催だ。

遺跡探索に訪れる前に、定例イベントをこなしておこうと思った。きっ

と何か武器やアイテムの報酬が手に入る。

事前に公開されたイベントの内容は、ユニークで意外なものだった。

「《スライム》が３匹現れるぞ！？

　やっつけて豪華な報酬をゲットしよう！」

「《スライム》３匹！？」誰もが驚いた。

ゲーム発売直後の最初のイベントだって、《スライム》３匹では歯ごた

えがなさすぎる！

一体運営は何を企んでいるのだろう？様々な推測がプレイヤーの間

で飛び交っていた。

リ「あはは《スライム》３匹だって！アンタ１人で参加してみる？」

プレイヤーたちは概ね、「今回はボーナスイベントなのだろう。アーク

ボルトの敵が手強いから、皆に強力な武器が行き渡るようにしたいの

だろう」などと楽観的に考えていた。

翌日夜、イベントは始まった！

二人はHPやMPを万全にして挑む。

ボス戦イベントのようなもので、いきなり戦闘が開始された！

事前の告知通り、エリアに現れたのは《スライム》が３匹…



そして背景の壁には、《キングスライム》の姿が大きく描かれていた！

「そういうことか！」ドラクエに詳しいリオは察しがついた。多くのプレ

イヤーもその背景を見て察したことだろう。

リ「マナ！油断は禁物！！全力で、ソッコーで叩きのめすわよ！！」

マ「えぇ？わかったぁ！！」

リオは《氷のやいば》を振りかざした！

マナ《バギマ》を唱えた！

《スライム》Ａ、Ｂ、Ｃはまだ息絶えない！そしてＨＰのゲージはまだ半

分くらい残っている！

そして…！？

《スライム》Ａは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｄが現れた！

《スライム》Ｂは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｅが現れた！

《スライム》Ｃは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｆが現れた！

《スライム》は瞬く間に６匹に膨れ上がってしまった！！

リ「やっぱり！！」

マ「えぇ、どういうこと！？」

リ「コイツら《合体スライム》なのよ！

　すぐ仲間呼んで、そんで８匹になったら合体して《キングスライム》に

なっちゃうの！！

　きっと《キングスライム》になったらめちゃくちゃ手強いわ！！

　合体する前に倒したいけど…」

リオは《氷のやいば》を振りかざした！

マナは《バギマ》を唱えた！



《スライム》Ａ、Ｂ、Ｃをやっつけた！しかし《スライム》Ｄ、Ｅ、Ｆは持ちこ

たえ、ＨＰのゲージがまだ半分くらい残っている！

そして…！？

《スライム》Ｄは仲間を呼んだ！なん《とスライム》Ｇが現れた！

《スライム》Ｅは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｈが現れた！

《スライム》Ｆは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｉが現れた！

《スライム》は瞬く間に６匹に戻ってしまった！！

マ「キリがないよぉ（汗）」

リ「そうなのよ！

　うーん、でも合体されたらきっと勝ち目がない…

　はっ！そうだわ！」

リオは《どくがのこな》を使った！《スライム》Dはしびれてしまった！

リ「やったぁ♪マナ、あんたは《バギマ》を！」

マ「はいっ！」マナは《バギマ》を唱えた！

《スライム》Ｄはしびれて動けない！

《スライム》Ｅは仲間を呼んだ！しかし何も起こらなかった！

《スライム》Ｆは仲間を呼んだ！しかし何も起こらなかった！

《スライム》Gは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｊが現れた！

《スライム》Hは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｋが現れた！

《スライム》Ｉは仲間を呼んだ！なんと《スライム》Ｌが現れた！

《スライム》は８匹になった！

な…なんと、《スライム》たちが……！？

どんどん合体して、《キングスライム》に………なれない！！



《スライム》Ｄが《マヒ》の状態異常で動けないからだ！

リ「上手くいったわ♪

　よおし、畳みかけるわよ！！」

リオは《氷のやいば》を振りかざした！

マナは《バギマ》を唱えた！

ついに、《スライム》の群れをやっつけた！！

マ・リ「やったぁ♪」

二人は抱き合い、飛び跳ねて喜んだ。

マ「いったいどうなってるの？？どうして勝てたの？？」

リ「ゲーム始めたばっかの頃、《ありキラー》って特性を獲得したの、

覚えてる？」

マ「なんだっけ、それ（汗）」

リ「仲間を呼ぶモンスターが、１回ずつしか仲間を呼べくなる特性よ。

　それと《どくがのこな》の《マヒ》を絡めたら、合体を防げるんじゃない

かと思ったの♪」

二人の頭脳戦は見事だった。

他のプレイヤーたちは《キングスライム》になるのを許してしまい、敵

が強すぎて全滅するか、または《合体スライム》の仲間呼びを延々と

繰り返し、ＭＰ切れになって時間制限を迎えてしまうのだった。

「誰もがクリアできる」と予想されたこのイベントは、圧倒的な攻撃能



力を持つ一部のパーティと、リオのように巧みな戦略を即座に思いつ

いた一部のパーティだけが勝ち取った。

そして二人は、討伐報酬として《王家のレイピア》を手に入れた！

Ｓ級武器の１つで、とても高い攻撃力を誇る。細身剣なので、僧侶に

も装備することが出来るものだった。

リ「スゴイ！ついにアタシたちもＳ級な武器を手に入れたわね♪」



第４０章　しかし　じゅもんはかきけされた！

アークボルトの遺跡探索に戻る。

「もう少し情報が欲しい」リオは思った。

４つの遺跡を見に行くにしても、どの遺跡がどの英雄に関連している

のか、それぞれがどんな遺跡なのか、何も知らないのだ。

効率よく情報を集めるには、と考えて、武器屋や防具屋のある賑わう

通りに向かった。そして適当に食堂に入り、昼間から飲み飲み議論す

る人々の様子をうかがった。

男「東の遺跡が一番立派に決まってる！一番広大な城だったんだか

らな。さすがはアークボルト１世様だよ！」

男「何を言う！西の神殿が最も重要さ！大神官メーシア様は大きな

神殿を造られた！我が民を思ってのことだぜ！」

男「違うさ！北の神殿が一番だよ！なにしろ最も高い建造物を造った

のが知将ブレイドってことなんだよ！」

男「いやいや！南の遺跡は小さいが、ホリディ様の戦績が壁画として

無数に彫られてるじゃないか！」

男たちの話に耳をそばだてているだけで、なんとなく状況はわかった。

リオはさっとメモを取り、それを基に探索することにした。

マ「どれから行く？」

リ「まずは東かな。とりあえずアークボルトさんのところから行くのがス

マートであろう」



マ「あははリオまで口調が王様みたいになってるよ！」

リ「うぬぬ！王や権威者のようにはなりたくないぞよ！」

マ「わははは！」

東の城門から城を出て、東の遺跡を目指した。

まだ午前中。日の照る方角に向かうのはまぶしいが、それが勇ましく

も感じられるのだった。

東の遺跡はとても広大だった。それこそ現アークボルトの城のように、

城壁で防衛された堅牢な城下町であったと察せられる。王の居城だ

けでなく住民の暮らす民家や施設があったのかな、という趣だ。

どのみちは遺跡は酷く朽ち果て、そしてモンスターたちの巣窟となっ

ていた。

王を守るために、と願いを込められて造られた彫像が命を吹き込ま

れたかのごとく、《ガーゴイル》や《パオーム》が遺跡を荒らしていた。

すべてが朽ちて金銀彩を失っていても、居城の間取りはなんとなく察

せられるものだった。二人は真ん中の真ん中を突っ切って、王の間ら

しき場所に辿り着く。どこか遠回りした場所に宝箱なんぞあるかもし

れないが、今は後回しだ。

リ「王様さーん。いらっしゃいますかー？」リオは恐る恐る、何かの発

生を促してみた。

するとだ！

噂は本当だった！

なんと、玉座らしき場所に、剣の達者な豪将らしき男の亡霊が姿を現



した！

ア「そなたも私に憧れ配下になりたがる志願兵か？

　よし、王自ら稽古を付けてやろう」

威勢よく一言発したかと思うと、なんといきなり戦闘が始まった！

リ「ひえ～！レイピアを手にしたばっかりだけど、チャンバラなんかや

りたくないよ～」

リオの攻撃！リオは勢いよく剣を振り下ろした！《亡霊アークボルト》

に１２５のダメージ！

リ「うひょー！アタシってば戦士並みに強いんですけど！」そのダメー

ジ量は本当に戦士並みであった！

マナは《バギマ》を唱えた！しかし呪文はかき消された！

マ「えぇ～！どうなってんの！？

　もっかい！バギマぁ！！」

しかし、呪文はかき消された！

リ「ひょっとして…『稽古を付けてやる』ってあながちホンキなの（汗）」

《亡霊アークボルト》は《五月雨斬り》を放った！

リオに４３のダメージ！リオに４１のダメージ！

マナに３４のダメージ！マナに３４のダメージ！

リ「ひえー！何なのよコイツ！」

リオの攻撃！《亡霊アークボルト》に１２０のダメージ！

マナは《刺のムチ》に持ち替えて攻撃を放った！ぺち。３のダメージ！

マ「ぜんぜんきかない（泣）」



《亡霊アークボルト》は《キングダムソード》を放った！

リオに６７のダメージ！リオはしゅび力が下がった！

マナに５３のダメージ！マナはしゅび力が下がった！

死闘は延々と続いた！

リ「くっ！勝てそうにない…！」

二人のＨＰとＭＰが底を尽きそうになった頃、しかし《亡霊アークボル

ト》は突如、剣を静かに鞘に納めた。

ア「どうだ。私の強さがわかっただろう」

すると、亡霊の姿は消えてしまった…

リ「はぁ、はぁ、はぁ、何だったの今のは…！？」



第４１章　ぼうれい

亡霊とやらに会う予感はしていたが、死闘を被るのは予想外であった。

体力が底を尽きてしまったので、一旦町に戻って休息をとった。２つ

目の遺跡を訪ねるのは次の日になった。

２番目として二人が選んだのは、北の遺跡だ。知将ブレイドというのも

何か、存在感が大きいような気がする。

噂に聞いていたとおり、北の遺跡は階層構造を持つ砦型のものだっ

た。敵の襲撃をいち早く察知するために、知将は高いところに座って

世界を眺めていたのであろう。

砦の中枢とおぼしき3階の見晴らし部屋は、王の間のような豪華な造

りであったろうことが朽ちた後の様子からも伺えた。

国を一望してみようと見晴し台に立ってみた。

すると、やはりブレイブであろう亡霊が静かに姿を現すのだった。

ブ「一番隊！早く弓を撃て！」

　二番隊！何をしている！貴様らも早く弓を構えよ！

　三番隊！もたもたするな！投石を開始せよ！」

　何ぃ！敵の精鋭隊が突破してきただと？喰らえ！《イオラ》―！！」

…とにかく敵襲が城の近くまで来る前に、部下の尻を叩いて殲滅させ

いたようだ…。

そして衝撃的なことに、ブレイドとやらの姿は、宿屋の絵画で見たス

マートで凛々しい姿とはまったく異なっていた。ぶくぶく太って不潔そ

うで、まるでイケメンではなかった。



本命のアークボルト豪将も対抗馬の知将ブレイドも、率直に言って期

待外れな人物であるように思えた。

3番目には西の神殿遺跡を選んだ。

異様に天井の高い、いわゆる神殿様式の豪華な建物であった。構造

はシンプルながらも、なるほど立派な神殿である。非常に多くの参拝

者を収容していたであろうことが伺える。

神殿の中枢であろう、祭壇らしき場所まで赴く。

するとやはり、大神官メーシアらしき人物の亡霊が姿を現すのだった。

メ「お布施を納めよ！神はそなたを救うであろう！

　お布施を集めよ！そしてもっと大きな、もっと立派な神殿を建てよう

ぞ！」

そして亡霊は姿を消した。



最後は南の遺跡だ。

ここには一度訪れていたゆえ、そう大きな緊張感は抱かずに赴くこと

が出来た。

遺跡の様子は数日前と大差ない。《ガーゴイル》や《パオーム》が行く

手を阻むだけだ。数日前より戦力強化した二人は、以前よりも苦戦す

ることはなかった。

より中枢らしき場所へ、と思いながら探索をすると、やはり玉座のよう

な部屋に行きつくのだった。

そしてホリディの亡霊が姿を現す。

ホ「彫刻家を集めよ！私の功績を石に彫って永代に残すのだ！

　彫刻家を集めよ！ゴイルの像は魔除けになると聞いたぞ！」



第４２章　へんきょうのち

二人は町に引き返した。

リ「アタシ、政治とか戦争ってよくわからないわ」

マ「わたしはもっとわからないよぉ」

4人のうち誰が最も優れた指導者であったのか、リオにはよくわから

なかった。自分が愚かなのだろうか？それとも何かヒントを見逃した

のだろうか？

リ「誰も尊敬できないのに、誰かに投票しなきゃならないのかしら？

　これはカンタンなようで難しい問題だわ（汗）」

マ「白紙で出したらダメなのかなぁ？」

きっと町の者たちは、「お前は誰に投票した？なぜそいつを選ん

だ？」と暑苦しく問いただしてくるだろう。明確な答えをこしらえておか

なくてはならないように思えた。

宿に戻って休息をはかる。

ロビーでは今日も、神父が一人、退屈そうに酒を飲んでいた。

神「こんにちは旅の人。

　北西の山のふもとには、もう１つ古い時代から残る土地があると聞

きます。

　５人目の英雄とやらが住んでいたのでしょうか…」

それに行ってみようか。二人は思った。



翌日。城を出て北西の方角を目指す。

四方を山に囲まれた盆地のようなこの国は、地の果てがどのあたり

であるか、眼前にそびえる山の距離感でなんとなしにわかる。四方の

遺跡よりももっと遠くへ歩かなければならなかった。いわゆる辺境の

地を目指す旅だ。

しかし、小難しいことに頭を悩ますよりは、モンスターと戦いながら歩

くほうが楽だ。そんな気もした。

やがて二人が目にしたのは、広大な庭園のような場所だった。

手入れされなくなり荒んではいるが、今でも色とりどりの花が咲き、そ

して花やハーブの香りがする。

マ「わぁ！お花畑だぁ♪」マナは特段喜んだ。

花の香りを胸いっぱいに吸い込みながら庭園を散歩していると、やが

て庭園の隅に石碑のようなものを見つけた。

「ここは名もなき園。

　リリアとその助手マイ、ここに眠る」

ひそやかにそう刻まれていた。

リ「お墓ね。レオルというのが例の、５人目の英雄と言われた人かしら

ね」

そのとき、石碑の後ろに小さな《スライム》が３匹いるのが見えた！

リ「また《合体スライム」！？」リオは剣の鞘に手をかけた！

マ「待ってリオ！敵意は無さそうだよ」

３匹の《スライム》は、突如訪れた二人に怯えているようだった。



ス「ぷるぷる。僕は悪いスライムじゃないよぅ。

　リリアに花を摘んできたんだ」

マ「そう。優しいのね♪」

すると、不意に石碑の前に《旅の扉》が現れた。

リ「え！この階層の終わりってこと！？

　まだ誰にも投票してないのに！？」

マ「裏ワザみたいなことなのかなぁ？」

そうであるらしかった。隠しエンディング。二人が選んだ、変則的なエ

ンディングである。



マナとリオのステータス・その５



第４３章　カボチむら

《旅の扉》が二人をいざなったのは、枯れた土地にある、しかしのどか

な村だった。

リ「５層のスタート地点は村か」

マ「いきなり敵がいたりしなくて良かった！鎧のおっさんもいないよ」

のどかな始まりで良かった、と言いたいようである。

リオは手近にいる農夫に話しかけてみる。

農「ここはカボチの村だべさ。

　どっから来た！？おめぇら」

リ「この村は平和そうね」

農「んなこたねーべよ！みんな一生懸命生きてる。

　一生懸命生きてりゃ、困りごとの１つもあんべよ」

リ「そうよね。能天気なこと言ってごめんなさい」

農「おらだって悩みの１つもある。

　最近よぉ、おらの畑の作物さ荒らしていく魔物がいやがる！

　とっ捕まえてぇんだがすばしっこくてな！困ったもんだ」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

リ「助けてあげますかね」

マ「うん」

リ「それはいいとして、もうちょっと村を歩いてみましょ」

マ「さんせーい！可愛いお洋服は…ないかな（汗）」



村を少々歩いてみると、どうもクエストイベントの多い村であった。

しかし内容は簡単なものばかりだ。村の中で完結しそうなものも多い。

骨休めのような階層なのだろうか。

リオは、「久しぶりに少し個人行動をしようか」と提案した。マナは同意

した。

まずはリオだ。クエストばかりの村なのであれば、それらのクエストに

意味や価値が高いのだろうと察した。精力的にクエストをこなそう、と

考えた。

まずは農夫の作物を助けてやらねば。

村を出てフィールドで戦ってみると、《キラーパンサー》が出現した。

「すばやい魔物」の正体はコイツだろう。野菜が好きそうには見えない

が。

３匹倒して報告しに行ってみる。

農「おぉ、おらの天敵を倒してくれただか！なぁに３匹も倒せば見せし

めになるってもんよ。

　お礼か？そうだなぁ。あげられるものが何もねぇ。

　これ持ってくか？」

リオは《うまのふん》を手に入れた！

リ「もぉー！《うまのふん》とは何様よ！

　アタシが畑を荒らしたくなっちゃうわ！」

怒り心頭だが、懸命にこらえるリオだった…。

少し歩くと武器屋がある。



商「わたしは戦う商人でね。仕入れのために旅もするんだが、最近も

武器や防具を運びながら魔物との戦いまでこなしたばかりで、もう肩

がパンパンに凝っちゃったよ！ちょっと肩を揉んではくれんかねぇ？」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

リオは肩を揉んでやった。

商「おぉててててててて！お嬢さん、力が強すぎるんじゃないの

か！？

　でもおかげでスッキリしたよ！ありがとう」

リオは《どくけしそう》を手に入れた！

リ「ど、どくけしそう…！？」まぁ肩もみごときで上等な報酬を期待する

わけにもいかないか。

武器屋の先では、民家から料理を作る良い匂いが立ち込めている。

リオは覗いてみた。

婆「あら旅の人、ちょうどいいところにいるわね！

　まっすぐ向こうに突き当たったところ、釣り堀にハゲ親父が座ってる

でしょ？

　あたしの旦那にこのお弁当、届けてやってくれんかねぇ？」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

お易い御用だ。リオは向かいの爺さんにお弁当を運んでやった。



爺「おぉすまんのぅ。しかしお腹いっぱいじゃから、このお弁当はお嬢

さんにくれてやろう」

リ「あ、どうも（汗）」

爺「ところでワシ、朝から晩まで釣り堀に座りっぱなしで体がなまって

しまうわい。

　運動したいんじゃが、ちょっと向こうのワシん家までかけっこしてくれ

んかのう？」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

リ「はぁ…、くだらわないわ」しかしリオは老人のかけっこの相手をして

やった。

爺「はぁ、はぁ、はぁ、この距離でもう限界じゃ！

　ありがとう。良い運動になったよ！

　お礼は婆さんから貰っといてくれ」

婆「あら、あんたうちの旦那にもなんかお世話してくれたのかい？

　申し訳ないねぇ。

　お弁当の残り、持っていくかい？ちょっと待っとくれ。今詰めてげる

からね」

リオはお弁当を手に入れた！

リ「に、２個…（汗）」

リオはさらに町を歩いた。

民家の前にしゃがみ込んでいる女の子がいる。ケガでもしたのだろう

か？



駆け寄って声をかけてみる。

女「あのね、お花の種を埋めてみたの。早く芽が出ないかな～

　　お水をあげたいよう」

り「あっちに井戸があったわ」

女「そうだけど、お留守番してなさいってママに頼まれてるの。ママ遠

くまでお仕事行ってるから。

　だからわたし、ここから動けないんだぁ」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

リ「じゃぁアタシがお水汲んできてあげる」

女「ありがとう！じょうろはあるわ」

リオは村の井戸まで行って水を汲んできてやった。

女「わーいお姉ちゃん優しいのね！これあげる」

リオは１ゴールドを手に入れた！

リオはなおも歩いた。

２つ隣の民家では、軒先でお婆さんが座り込み、うつらうつらと舟をこ

いでいる。

リ「おはあさん大丈夫ですか？何かお困りごとでも？」

婆「はっ！あんまりにも退屈で眠ってしまったわ！

　子供も孫も巣立ってしまってねぇ、することが何にもないのよ！

　呆けたくないから幼子のお世話でもしたいんだけど、あなた何かか

まってほしいこととかないの？」



『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

リ「そうね。協力してあげたいけど…

　特に必要としていることもないのよねぇ。

　そうだお婆さん。お話しましょうよ。

　この村のこととか大陸のこととか、何か教えてくれない？」

婆「あらいいわねぇ！

　ずっと向こうのほうにも村があるわ。町というのかしらね？

　私、若い頃に一度だけそこに行ったことがあるのだけど、なんとまぁ、

町のみんなで大きな鳥さんを飼っているのよ！変わり者よねぇおほ

ほほ！」

町で大きな鳥を飼っている！？お婆さん、すでに呆けてしまっている

のだろうか…

リ「そ、そうなの。楽しいお話、どうもありがとう」

婆「いいえ、こちらこそどうもありがとう。

　お礼にこれをあげるわ」

リオは《おなべのふた》を手に入れた！

リ「ど、どうも。あははは（汗）」

村を一周したようだ。

収穫があったのか否か、よくわからない一日だった。



第４４章　カボチむら・その２

今度はマナの番だ。

マナはマナなりに物事を考えた。

農夫の野菜を守ってあげたいが、一人でモンスターを退治するのは

怖いのでやめた。

そして、武器屋の親父の肩もみをしてあげることにした。

危険を冒して買い付けに出る武器屋を労ってあげるのは、有意義に

思えた。自分に出来そうな、同じことを繰り返す習性のあるマナは、こ

の武器屋のクエストを繰り返し受注した。

すると…

５回目の肩もみクエストを完了したときだった。

武「いやぁー、おかげで肩がとても軽くなったよ！

　何か特別なお礼がしたいなぁ。

　そうだ、間違って買い付けしすぎちまった鎧があるんだが、貰ってく

れ！コイツは強力だぜ！」

マ「えぇ、いいの？ありがとうございます♪」

武「ほらよ！」

マナは《やいばのよろい》を手に入れた！剣のような刺がそこかしこ

に生えている、いかつい鎧だった。

マ「う！ぜんぜん可愛くない…（汗）」

なんかもっとのほほんとした人助けがいいなぁ。マナは思った。

民家の前に座り込んでいる少女に話しかけることにした。



女「あのね、お花の種を埋めてみたの。早く芽が出ないかな～

　　お水をあげたいよう」

マ「あっちの井戸でお水を汲んできたらいいんじゃない？」

女「そうだけど、お留守番してなさいってママに頼まれてるの。ママ遠

くまでお仕事行ってるから。

　だからわたし、ここから動けないんだぁ」

『クエストが発生しました。挑戦しますか？』

コマンドウインドウが現れた。

マ「お水を汲んできてあげるよ♪」

女「ありがとう！じょうろはあるわ」

マナは村の井戸まで行って水を汲んできてやった」

女「わーいお姉ちゃん優しいのね！これあげる」

マナは１ゴールドを手に入れた！

「のほほんとしてる♪」マナは上機嫌になった。

マナはこのクエストを何度も繰り返すことにした。

クエストを何度か繰り返すと、時々変わったことが起こる。

途中で芽が出たりするかも！？何のお花なのかなぁ～。マナは一人

ニヤニヤと妄想していた。

するとだ！

水やりのクエストを７回も繰り返すと、やはり変化が起きた！

女「わーいお姉ちゃん優しいのね！これあげる」

マナは１ゴールドを手に入れた！

テッテレー♪



マナのコマンドウインドウが何かを告げている！

『マナはスキル《雨乞い》を習得した！』

マ「あまごい？？？なんじゃこりゃ（汗）」

どうもこの村はよくわからないことばかりだった…。



第４５章　やいばのよろい

翌日、二人は合流し、互いの成果を見せ合った。

リ「アタシが得た報酬は、なんだかガラクタばっかりだったわ（汗）」

マ「わたしもヘンなのしかなかったよぉ。

　見てこれ！《やばいのよろい》だって！

　きっとこれ装備したらやばいことが起きちゃうんだよ！！しかも可愛

くないし（汗）」

リ「きゃはははは！

　《やばいのよろい》じゃなくて《やいばのよろい》よ！

　物理ダメージを受けたときにその何割かを跳ね返してくれる、結構

スゴイ鎧よコレ♪」

マ「えぇーそうなの！？」

リ「しかも、《かばう》が特技のアンタに相性ピッタシじゃない♪

　アンタしばらく、これ装備していきなさいよ！」

マ「えぇー！！可愛くないよぉ（泣）」

しかし着せられてしまうのであった。

リ「そんで？他には？」

マ「《雨乞い》っていうヘンなスキル覚えた（汗）」

リ「《雨乞い》？何なのよ？それ」

マ「わかんないぃ。」

リ「ちょっとそれ、試しに使ってみましょうよ！すごい効果あるかも？



癒しの雨が降ってくるとか！」

マ「え、すごーい！やってみよう♪」

二人は村の外へと出た。

少々徘徊すると、モンスターが現れた！

《わらいぐさ》が３匹現れた！

リ「あんまり強くはなさそうね！

　まずは１匹減らしとくわ！」

リオは《通り魔》で先制攻撃！《わらいぐさ》Aをやっつけた！

り「さぁアンタのその新スキル、使ってみて！」

マ「う、うん！《雨乞い》！！」

マナは両手のひらを合わせて、凛々しく天に乞いるようなポーズを

とった。

空に雨雲が少し増えた！

マ「え？（汗）」

リ「は？？（汗）」

マ「えっとぉ…」

リ「くだらないスキルだったようね（汗）

　ドラクエって時々、意味のないアイテムやスキルがあったりするのよ

ねぇ」



マ「うぅ…」

リ「気を取り直して！次はそれよ！」

リオはマナの装備したいかつい鎧を指さした。

「は、はいぃぃ。」

《わらいぐさ》が長い蔓でマナを攻撃してきた！

マナは２３のダメージ！

《やいばのよろい》の反射ダメージで、《わらいぐさ》は８のダメージ！

リ「おぉ、褒めていいのかよくわからないわ！」

リオは、「鳥を飼っている」らしいもう１つの村の話をした。

他にあてもない二人は、その村に行ってみることにした。

武器屋の親父によれば、それは北東のほうにあるらしい。

…勇ましく新天地へ向かおうと思ったものの、やはり新階層。《わらい

ぐさ》以外の敵はなかなか強い！この先にダンジョンやボスなど待ち

構えているであろうことを想定すると、レベル上げが必要だと思われ

た。

二人はカボチ村の周辺で、しばしレベル上げに勤しんだ。

レベルが２つ上がり、そして《スクルト》と《マジックバリア》を覚えた。

《スクルト》は仲間全体のしゅび力を上げる呪文。

《マジックバリア》は仲間全体の呪文ダメージを軽減する呪文だ。



リ「よし。出発の前に宿屋で回復していきましょ」

二人はカボチ村の宿屋へ向かった。

村の素朴な宿屋で、一人の吟遊詩人と出会った。

吟「僕は旅の吟遊詩人です。いえ、これから旅立とうと思っているの

です。

　こんな小さな村に生まれた僕は、広い世界を知りたい。

　でも…ははは。周りの敵が強すぎて、北の村にすら行けないんです

よ！

　いやぁ、情けないもんです。

　芸術だけじゃなくて、運動もしておけばよかったなぁ」

マ「へぇ！がんばってくださいね♪」

リ「やっぱり北に村はあるのね。

　鳥を飼ってるかまでは定かじゃないけど」

二人は村を出た。少々強いモンスターたちを薙ぎ払いながら、北東を

目指していく。

ときには《スクルト》や《マジックバリア》で防御力を高めながら戦った。

こちらも強くなって、だんだん絡め手が増えてきたもんだ。「ドラクエ

やってるなぁ♪」とリオは思った。

緑の少ない、荒涼とした大地だった。少し寂し気な感じもする。これも

また旅が終盤に差し掛かっていることを感じさせるものだった。呑気

にニコニコしていられる時間は減っていくものだが、しかしそうでない

喜びや感慨も増えていく。そうして人は、旅の円熟の魅力を知るのだ。

夜を超えてなおも歩くと、やがて村は発見された。村か町か、定義は

よくわからない。



第４６章　でんせつ

村に入ってみると、周囲の荒涼とした大地とは少々赴きが異なってい

た。

石畳で道は整備され、西洋的な美意識でもって家は建てられている。

素朴ながらも、どこか上品で静謐な感じのある村だった。

村「おや？旅人とは珍しい。

　ここはニャックポアン。私たちは伝説を語り継ぐ民です」

リ「伝説！？」リオはテンションが上がった。

村「そうです。色々な人に話を聞いてごらんなさい」

マ「鳥さんは？」

村「鳥？あぁ、神鳥のことか。静かに眠っているだろう。

　神鳥のことも、詳しい者に聞いたらいい」

リ「ホントにいるのね！」

村をざっと眺めると、あちこちの軒下やベンチで、村人たちは語り合っ

ているようだった。

二人はそろりと歩き始めた。あまり大きな音を立ててはいけない気が

した。村人たちはとても静かに語り合っている。子供たちもキーキー

言わないようだった。

入口のそばには宿屋があった。

宿「ほほほ。形ばかりの宿屋です。

　この地域は、この星で一番最初の人間が降り立った地と言われて



います。

　だから私たちは、創世期や伝説を語り継がなければと使命感を持っ

て、世代を継承してきました。」

リ「つまり、神様の子孫？」

宿「私たちはそうは考えていません。あくまで『最初の人間』の末裔で

す。

　文明を造るのにも、村を造るのにも、神なるチカラなんて要りません

から。始祖の人々も人間であったでしょう。」

リ「へぇ、クールなのね。

　また泊まりに来ます」

宿屋の主人はにこやかに手を振った。

道具屋の軒下では、お爺さんが座って日向ぼっこしている。

爺「旅の方よ。知っておきなさい。

　世界を闇に包もうとする魔王は、昔はビジネスマンだった。

　ビジネスで世界を牛耳ろうとしていた。」

リ「え！その噂本当だったんですか！？」アークボルトの酔っ払いが

そのようなことを言っていた気がする。

爺「あぁ。昔はというか、今もビジネスなんぞやっとるのかもしれん」

すると道具屋のお婆さんが口を挟む。

道「いえ、アタシじゃありませんよ！」

木のベンチに座って噴水を眺める老婆がいる。



婆「まぁお座りなさんな。老人の話は長いもの。おほほ。

二人はベンチに腰掛けた。

婆「光と闇が世界を分かつ。そんな話を聞いたことがありますか？」

リ「えぇ、なんとなく。

婆「光とは、誠実であろうとする心です。ヒーリングのことではありま

せん。

　俗世に真実を語る者はおらんのです。なぜなら、真実を語れば迫害

されてしまうから。

　今の文明の礎を造ったのは、古の勇者ロトという人物です。

　彼は、世界を救って城へ帰還すると、当時の王から王位継承を認

められました。

　しかし、彼はそれを断ったのです。

　ロトは王にはならず、そして城から旅立っていきました。一人のお共

も連れず。彼を苛烈な攻撃から守った防具や武器も脱ぎ捨てて。

　ロトが至高の勇者として永劫語り継がれているのは、彼が強かった

からではありません。彼が、あまりに無欲だったからです」

リ「へぇ…！」

噴水のそばには東屋があり、日をよけながら老人が語り合っている。

爺「神鳥の助けを求めてやってきか？」

リ「いえ、そういうわけでもないのですが…でも大きな鳥という話には

興味があります」



爺「そうじゃろう。

　神鳥は昔、勇者たちの手伝いをした。彼らをその大きな翼に乗せ、

大空を飛び回った」

マ「いいなぁ♪わたしも鳥さんに乗って飛びたい！！」

爺「ふぉっふぉっふぉ、残念ながら、無理じゃろな。

　神鳥は馬車ではない。誰彼問わずその背を貸したりはせん。

　限界を超えて旅立とうとする者の、背中を押すだけじゃ。

　実際、ここ数十年はずっと、物言わず眠ったままじゃ。

リ「数十年って！何歳なの鳥さんは！？」

爺「知らん。数百か、はたまた数千か。

　昔からニャックポアンは神鳥の世話をしてきたと聞くが、神鳥に世代

交代があったかどうかは定かでない。

　とにかく、乗りたいから乗れるというものではない」

リ「でも、私たちも冒険者です」

爺「しかし、今さら神鳥の背に乗ってどこへ行く？どこへでも行ける

じゃろう」

マ「魔王のところに連れていってもらえないかな？」

爺「では魔王とやらはどこにおるのじゃろうか？

　地底深くに身を隠してるやもしれんが」

マ「そっかぁ」

爺「まぁ会ってみたらよい。町の奥におるよ。

　おぬしら、良い目をしとる。ほっほっほ。

　優しいのじゃろう。優しきは、強きよりも良いことじゃ。ほっほっほ」



向かいに座っていた老婆は、糸つむぎしていた手を止め、そわそわと

こちらを見る。

婆「わしも、わしもしゃべって良いんじゃろか？」

リ「あ、お願いします（汗）」

婆「うぉほん。

　真実や技術、悟りの中には、口伝によってのみ伝えられてきたもの

がある。つまり、どれだけ多くの書物を読もうとも、知れない物事があ

るのだ。最も重要な事柄が」

なんとなくわかる気がする。リオは思った。

村の中には水路が流れている。美しく整えられた水路だ。

チロチロと音が流れ、この村の沈黙を埋めたり美を奏でたりしている

ようだった。



第４７章　ラーミア

村の奥には大きな木があった。

そしてその木陰の下には、噂の大きな鳥が静かに佇んでいるのだっ

た。体長５ｍもあろうかという大きな、白い、凛々しい鳥だ。

横には世話人の男がいた。

男「たった今目を覚ましたんですよ。あなた方がこの村に来たときに」

リ「話しかけてもいい、ってことでしょうか？」

男「おそらく」ニコッと微笑んだ。

しかしリオが話しかける前に、神鳥は口を開いた。

鳥「ごきげんよう旅の人。

　私は、ラーミアといいます。

　『神鳥』と皆は呼びますが、私は神ではありません。鳥です」

リ「昔、勇者を背中に乗せて運んだのですね？」

ラ「そういうこともありました。何度か。

　勇気ある者が己の限界を超えて何かを為そうとする、その手助けを

するのが私の役目です」

マ「あなたの背中に乗って、空を飛びたいんです！」

リ「こら！マナ！」

ラ「はっはっは！人間が皆そう思うことは、承知しています。

　しかし、私は無用には空を飛びません。

　あなた方をどこに乗せていけばよいのでしょう？見当もつきません」

リ「でも、あの、魔王の城とか…」



ラ「今すでにあなた方は、魔王と戦う準備が整っているのですか？」

リ「いや、そうは思えません！」

ラ「ではただの遊覧飛行になってしまいます」

リ「ご、ごめんなさい（汗）」

ラ「いえ、良いのですよ。

　………。

　…また会うことが、あるかもしれませんね」

ラーミアは遠い目をしてささやいた。

二人は丁重にその場を立ち去った。

マ「また会えるかもって言ってたよ？」

リ「そうね。まったく眼中にナシって感じでもなかったわ」

マ「フルーツとか持ってきてあげたらいいのかな？」

リ「それはアンタでしょ！

　とりあえず宿屋に泊まって、次のこと考えましょ」

二人は村の入口の宿屋まで戻った。

リ「宿屋…！

　そうだわ！あの吟遊詩人さん！

　マナ、１泊休んだらカボチ村に戻りましょう！」



第４８章　ぎんゆうしじん

二人はカボチの村へ、元来た荒野を戻った。

そして宿屋へと向かう。

いつぞやの吟遊詩人はまだそこにいた。

リ「ねぇあなた！外の世界に旅立ちたいって言ってたわよね？」

吟「え？そうだけど…」

リ「確証はないけれど…、

　あなたを海の外まで運んであげられるかもしれないわ！」

吟「えぇ、本当かい！？」

リ「本当かどうかはわからないのよ。

　とにかく、あなたは勇気を出して限界を超える覚悟がある？」

吟「え！そう言われると…

　　うう。

　　あるぞ！僕には勇気がある！今こそ旅立ちの時なんだ！」

リ「それじゃぁ決まり！

　一晩休んだら、ニャックポアンの村へ行きましょう♪

　アタシたちと一緒に」

吟「僕はノーラ！１５歳だよ」

リ「アタシはリオで、こっちはマナ。

　え、１５歳？アタシたちと同じだわ」

翌日の朝早く、一行は出発した。



リ「一往復したから、きっと前回より早く辿りつけるわ。

　この辺の敵にももう慣れたしね。

　…ところでノーラ？あなた、レベル幾つなの？」

ノ「え、僕？れ、レベル２…」

マ・リ「レベル２！？」

リ「ホンキなの！？」

ノ「だから、僕はカボチ村から出たことがないんだよ。

　出てみたくたって、あまりに魔物が強すぎるんだもの…」

リ「使えるスキルは？」

ノ「《ホイミ》を少々…」

リ「おけ。あなたはずっと、《ぼうぎょ》と《ホイミ》ね。

　アタシとマナでなんとかするから」

ノ「お、お世話になります（汗）」

さぁ、モンスターが現れた！

《キラーパンサー》が２匹だ。

リオは《スクルト》を唱えた！仲間たちのしゅび力が上がった！

《キラーパンサー》Aは、ノーラに鋭い爪で飛び掛かってきた！

ノ「ひぃぃぃ！」

マナはノーラをかばった！

マナは２８のダメージ！《やいばのよろい》の効果でダメージが跳ね返

り、《キラーパンサー》Aにも１０のダメージ！

ノーラは唖然とした！



死闘が始まってわずか１０秒、ノーラは泣いてしまった。

か弱く見えるマナが、さも当たり前のように彼をかばってダメージを受

け負ってくれたからだ。

「つ、強い…！！」ノーラは驚いた。

そして思った。

「僕だって、僕だって強くなるんだ！！

　そしてマナのように誰かを守るんだ！！！」

ノーラはしばらく泣いていた。

リ「ちょっとアナタ何やってんのよ！

　いくらなんでもビビりすぎよ！」

ノ「ちがうんだ！違うんだよぉ…！」

ノーラの涙の理由は、しばらく二人には伝わらなかった。

２度目の訪問なら楽になると思ったが、そうでもないのだった。

弱い仲間が加わると、戦力にならないばかりか足手まといになる。１

ターン目はいつも《スクルト》や《マジックバリア》から始める必要があ

り、いつも余計に手数がかかってしまうのだった。時間がかかるし、Ｈ

ＰやＭＰの消耗も激しくなった。

リ「はぁ、はぁ、思ったよりしんどかったわ…。

　でも今さら引き返せはしない！」

リオは拳を握りなおした。

マ「リオは強がる当番で、わたしは弱音を吐く当番でもい～いぃ？」

マナも息を切らして、もうクラクラしている。



ノ「この子たち、平然と戦ってるってわけじゃないんだ。

　手強いけど、辛いけど、それでもずっと歯を食いしばっているんだな。

　『強さ』ってどういうことなのか、僕はずっと勘違いしていた気がする

よ…」



第４９章　ゆうき

再び一晩の夜を超えて、ようやくまたニャックポアンへと辿りついた。

「おや仲間が増えたのかい？」村の老人たちは、もう親戚の孫のよう

に微笑み話しかけてくれる。

一向は町の奥へと進んだ。ラーミアの居るところへ。

リ「ラーミアお願い、もう１度話を聞いてほしいの」

ラ「起きていますよ」ラーミアは毛づくろいから振り向いて答えた。

リ「彼はノーラ。ノーラはカボチ村の人よ。

　彼は、大いなる海を越えて冒険がしたいんですって。でもカボチに

は船もないし、彼を冒険に連れ立ってくれる人もいないの」

ラーミアは真剣な眼差しでノーラの瞳を覗きこんだ。

まったく目を逸らさない。

ラ「………………」

じーっと見ている。

ノ「あ、あの…」

ラ「ノーラ、あなたは辛く険しい旅に出る勇気がありますか？」

ノ「は、はい」

ラ「親と離れ、友と離れ、一生戻ってこられないかもしれない。そんな

覚悟がおありですか？」

ノ「え？…は……はい」

ラ「誰も助けてはくれないときもあるでしょう。すべての痛みを自分で



耐える覚悟がおありですか？？」

ノ「……は、……は、……はい！！」ノラはまた泣きそうになっている。

目をぎゅっとつむって必死に涙をこらえている。

ラ「では最後に聞きます。

　あなたは…」

ノ「はい」

ラ「あなたは、なぜ旅立つのですか？

　なぜ強くなるのですか？」

ノ「あの村はつまらない。

　海の向こうへ行って、楽しいものをいっぱい見たい、と思っていまし

た。

ラ「…はぁ。」ラーミアは溜息をついた。

ノ「…思っていました。

　つい昨日の朝までは、実はそう思っていました。

　でも今は違うんです」

ラ「…ほう？」

ノ「誰かを守れるように強くなりたい」ノラは小さな小さな声で言った。

ラ「え？何とおっしゃいました？」

ノ「僕は、誰かを守れるほどに強くなりたいんです！

　人をかばって殴られても、それでも泣き言言わずに堪えられるくらい、

強くなりたいんです！」

ラ「魔王を倒してくれるのではないのですか？勇者となってくれるので

はないのですか？」



ノ「それは…それはわからない。

　魔王を倒すことに興味はありません。

　僕はただ、身近な人を守りたい。そのときに誰がそばにいるかはわ

からないけど、いつも身近な人を守れる僕になりたい。そのために魔

王と戦うことが必要なら、戦うかもしれない」

ラ「………。

　　………。

　良いでしょう！」

ノ「え…！？」

ラ「あなたを私の背に乗せ、遠い世界に運びましょう！」

ノ「本当ですか！？」

ラ「それを見極めるために、あなたの考えを聞いたのです」

ノ「ありがとう！ありがとうございます！！」

マ「わぁー！良かったねぇ♪」

ラ「お二人も乗せましょう。

　彼（か）の地へ、彼を送り届けてあげてください」

マ・リ「やったぁ！！」

ラーミアは大きく大きく息を吸い込むと、その白い翼を大きく大きく、勢

いよくはためかせた。

ラ「さぁお乗りなさい。しっかり捕まって」

リ「え、もう！？」



ラ「もうです。旅人に別れのあいさつは不要。それは寂しさを助長する

だけですし、彼は『家族と離れる覚悟がある』と言いました」

マ「でも、武器も何の準備も出来ていないよ？」

ラ「大丈夫です」

そう言うと、せっかちに、でも優雅に、ラーミアは空高く舞い上がった。

ラ「さぁ、行き先は私に任せてもらいますよ」

ラーミアは、パフォーマンスがてらに少し辺りを旋回すると、東のほう

へ向かって優雅に飛んでいった。



第５０章　ノーラ

ラーミアが一向を運んでいったのは、とても懐かしい場所だった。

ある城のテラスのスペースに降り立つと、そこには《旅の扉》がある。

ラ「お入りなさい」ラーミアは３人にそう促すと、それでもう、別れの言

葉も言わずに飛んでいってしまった。

リ「ここに入るしか、ないよねぇ（汗）」

マ「どこに通じてるんだろ！」

ノ「え！何これ？大丈夫なんですか！？」

３人は意を決して、《旅の扉》に飛び込んだ！

王「おぉ、よくぞまいられた正義心あふれる精鋭たちよ！

　おぬしらの使命は、魔王を討伐して世界に平和をもたらすことじゃ。

ふぅむ。まだ頼りない面持ちの者もちらほらおるが…。よいよい。始ま

りの町アリアハンでは仲間を見つけることもたやすい。旅立ちの準備

を整えてから外に出るがよいぞ！」

舞台はお城の玉座へと移った。そして王様然とした王様が、ドラクエ

然とした旅立ちのエールを送るのだった。

リ「スタート地点！？」

マ「きゃはははははは！！」



ノ「どこなの？ここはどこなの！？」

リ「アリアハンのお城よ。アタシたちも最初に冒険を始めた場所。

　ここから玉座を出て、お城を出て、武器を買ったり人に助けられたり

しながら、あなたの村まで辿りついたの」

ノ「そうだったんだ！

　キミたちに出来たということは…」

リ「あなたにも出来るはずよ♪」

マ「ルイーダの酒場に行くといいよ。そこなら仲間も見つかるかもしれ

ない」

リ「アタシたちはあなたと一緒には行かないわ。もうアタシたちの旅が

あるんだもの」

ノ「うん。わかってる。

　ここまで導いてもらえただけでも、感謝の言葉が見つからないよ！」

マ「またどこかで会えるといいねぇ♪」

リ「じゃぁね！」

ノ「うん。ありがとう！」

リ「あ！

　武器や防具は持ってるだけじゃ意味がないのよ。ちゃんと装備して

ね♪」

マ「リオそのセリフ嫌いって言ってたのに～？」



第５１章　スタンシアラ

ノーラと別れて、二人は二人の冒険に戻った。

アリアハンの玉座の間には新しい《旅の扉》が出現し、そこに飛びこ

むと新階層へと繋がっていた。

リ「良かったー！

　アリアハンの玉座に戻されたとき、もしやアタシたちのレベルや装備

まで初期状態に戻っちゃったかと不安になっちゃった。全部ちゃんと

ニャックポアンの時のままね」

マ「良かったねー」

リ「さてと。次はドコに来たんだろう？」

見渡すと、そこはとても奇妙な町だった。

水路の張り巡らされたユニークな町は、人も多く活気に満ちている。

そして町の奥には城がそびえたっているのが見える。ここも城下町な

のか。

リ「ここはどこですか？」と近くの人に尋ねる。

男「水の都スタンシアラだよ。

　冒険者か？王様の悩みを聞いてあげな。それがお互いのためにな

るだろうさ」

スタンシアラというところか。そしてまた王様は悩みを抱えている。

水路を渡るために優雅なゴンドラはないが、小さなイカダがあちこち

に停泊している。これを自由に使って良いらしい。新しい町、特に活

気に満ちた町では武器屋や道具屋の品ぞろえなど気になるが、まず



は王様に謁見してみることにした。

二人はイカダを幾つも乗り継ぎ、時に迷子になり、町人の助けを借り

ながら城まで渡り終える。それだけでも観光旅行をしているような、楽

しいひと時であった。

城はそこそこ広そうだが、台所や地下牢を探索している場合でもない。

王の間に行くだけなら大抵、兵士の警備する真ん中の階段を上って

いくだけで事足りる。

兵「王様に会いにきたのか？それともお妃様に会いに来たのか？」

リ「王様、ですけど。お妃様に会いにくる人もいるの？」

兵「絶世の美女だからな。ファンは多いし、高級なドレスを売りつけた

り、よからぬ商売に誘おうとうする商人なんぞも多い」

リ「知らなかったわ」

兵「王様に謁見ならそのまま階段を上るが良い。お妃は病気がちで

な。王の間には出ていない」

王の間に辿り着くと、先客が何人かおり、謁見待ちをしていた。お妃

ではなく王様に何か売りつけたい商人たちだろうか。よくわからない。

戦士風情の者もいるようだが。

二人の番になった。

王「謁見ご苦労。すでに多少の話は聞いておろう。

　この国は豊かだ。何でもあるし、人も明るく、そして強い。政治も安

定している。しかし、深刻な悩みが１つだけある。

　妃となる者が、代々短命でな。元気な者を選んで結んでいるはずな



のだが、どうも玉座に着いたとたんに病気になる。私の妻も病に倒れ

ている。

　そこでだ。特効薬となる薬を探してきてほしい。妻の病気を治してく

れたなら、褒美に糸目は付けんぞ。権力が欲しいならそれもよい」

マ「お姫様が病気なのね？」

リ「姫っていうか、お妃さんね」

マ「え、違いがわかんない（汗）」

リ「まぁいいわ。あの王様の奥さんのことよ。

　薬を探せとか言ってたけど、次はその手がかりを聞きこみながら町

歩きね」

二人は町エリアに戻った。イカダに乗りながらあちこちさまよう。

武器屋を覗くと、やはり良い武器が揃っている。国が強いというのもう

なづける。

武「この国は強いぜ。王がしたたかだ。

　兵士には高い報酬を与えるし、がんばれば昇格もさせる。

　町には楽しい店や珍しいもんがいっぱいあるから、皆この町に住み

たくなるし、愛国心も湧く。

　敵国が攻めてきてもひるみやしねぇ。王様自体が強いしな。

　それに、敵の将軍が強ければ買収も試みる。『今の２倍の給料を出

すぞ。わしの配下にならんか』ってな。高給なうえにこの楽しい町だ

ろ？将軍だって寝返るさ。

　よくわからんが、そうしてこの国は発展を続けてる」

宿屋は広く、幾つもの客室を持っていた。冒険者だけでなく、観光の



人間や、王様に何か用事でやってくる来訪者も多いようだ。

土産屋や商店は、何を売っているのかよくわからない店も数多い。色

鮮やかなものが並び、町の活気を象徴している。歩いていると楽しい。

バーも幾つもあるようだ。

くまなく散策していると、町はずれに小さな店があった。何だろう？

気になって覗いてみると、ヨボヨボの老婆が水晶玉の前に座っている。

リ「占い師…？」

占「どれ、占ってしんぜよう。

　ほほ～いほいほい！

　ふむ。おぬしら、もう一人仲間がおるな？」

リ「え？一緒に冒険するのはイヤだから、さっき別れちゃったばかりで

すけど」

占「違う。わしが視えているのはもっと昔に仲間になった者じゃ。

　かー！ヨボヨボの老人だわい」

マ「マケさんのことかな？」

占「しかしこの男、只者ではないな。

　龍の魂を持っておる。

　竜は戦いたがる。

　龍は身を隠す」

マ・リ「？？？」

リ「何言ってるのかよくわからないわ」



第５２章　トレジャーハント

二人は町歩きに満足すると、外に出てモンスターと戦ってみることに

した。

敵との戦力差によって、武器を買い足したりレベル上げに勤しんだり、

色々考えなくてはならない。

リ「はぁ～きっとまた強いんだろうなぁ（汗）」

モンスターが現れる。《ライノソルジャー》と《テラノバット》だ！斧を構

えたサイと、もう見るからに古代の恐竜だ…。

リ「《通り魔！》」リオは《王家のレイピア》で先制攻撃を仕掛ける！《ラ

イノソルジャー》に９８のダメージ！

リ「堅いなぁ（汗）」

マナは《バギマ》を唱えた！それぞれに６０程度のダメージ！

まだどちらも倒せない！

リ「やっぱり１ターンでは終わらないかぁ」

《ライノソルジャー》は自慢の斧をぶん回した！リオは２８のダメー

ジ！マナは２４のダメージ！

《テラノバット》は《燃えさかる火炎を吐いた！リオは２０のダメージ！

マナは２１のダメージ！

戦えなくもないがしんどいようだった。２匹なら何とかなったが、４匹

だったらどうだったろう。

武器防具も強化が必要だ。二人はそう思った。



買い物などしてみようと、スタンシアラの城下町に戻ってみる。

すると入口に、立札が立っていた。

リオは立札を読んだ。

『定例イベント開催！

　バトルロワイヤル＆トレジャーハント！

　強力な武器防具をたくさんゲットするチャンスだ！

　開催：今週金曜２０時

　スタンシアラの王の間に集まれ！』

リ「トレジャーハントは良いけど、バトルロワイヤルは嫌だな～」

マ「バトルロワイヤルって？」

リ「プレイヤー同士で決闘するってことよ。

　いわゆる『プレイヤーキル』が許されちゃったりするわけ。

　いつかはこういうイベントも来るだろうとは思ってたけど、ついに来

ちゃったか～」

マ「ヤだねぇ他の人と戦うの（汗）」

リ「嫌よ！そういうプレイ好きじゃないし、アタシたちパーティとしては

弱い方だと思うし…」

二人は少々のレベル上げをしながら、イベントの開催を待った。

マナは新しい武器を、特に防具を欲しがったが、イベントがトレジャー

ハントということで何か強力なアイテムが手に入るかもしれないので、

その収穫をまずは見ることにした。



第５３章　 ステテコパンツ

金曜の夜がやってきた。

冒険者たちはスタンシアラ城の王の間に集まる。

王がイベントの号令を掛けるようであった。

王「妃の薬を探させている。が一向に特効薬が見つからない。

　領土を越えて、危険な地域まで探索に行ける精鋭を募る必要があ

りそうだ。

　強い者を探す！

　強い者を探す！

　各冒険者は、場合によっては互いを殺し合ってもよい。その際に相

手の武器を奪ってもよい。

　ここまで来た強者たちだ。良い武器を持っているだろう。勝ち続ける

ものはすさまじい戦力強化になるだろう！

　そしてもちろん、精鋭に選ばれた者にはさらなる褒美をつかわす。

　期間は３日間。以上」

王はそれだけ宣言すると、足早に退いた。

うぉぉぉぉぉ！！

ざわざわ…

ある者たちは高揚し、ある者たちは動揺した。プレイヤーキルがスリ

リングであることを、誰もがわかっている。

兵士からイベント内容の補足が入った。

「国のあちこちに宝箱が落ちています。そこにも武器や防具が、そし

て《エルフの飲み薬》などのレアアイテムが入っています。トレジャー

ハントによってアイテムを集めるのも良いでしょう」



リ「それでトレジャーハントか。

　アタシたちにはこっちのほうが向いているわね」

マ「うん。戦わないで宝探ししよう？」

リ「そうなんだけど、そう簡単にもいかないでしょうね。

　こちらが戦うつもりじゃなくても、アタシたちの武器を狙って攻撃して

くるプレイヤーがいるわ、きっと」

マ「えぇー！！」

リ「身をひそめたり逃げたりすることも、考えていなくちゃね！」

二人はその夜、早々に宿屋に部屋をとった。

しかし、考えてみれば宿屋が安全とも言えないのだった。モンスター

は町に入ってこないが、プレイヤーたちは町の中にもいる。女二人の

パーティだとわかれば、襲ってくる奴がいるかもしれない！

マ「どうする？これじゃおちおち眠れもしないよぉ」

リ「何かいいアイデアないかしらね！

　これまで手に入れたアイテムで、使えそうなものないかしら？

二人は所持アイテムを漁ってみた。

マ「これだぁ！」

マナが取り出したのは、《ステテコパンツ》であった！

リ「バカじゃないの！それしゅび力めちゃくちゃ低いのよ！」

マ「装備するんじゃなくてさぁ？



　バルコニーに干しとけばいいんじゃない？

　ほら、『男が泊ってる部屋ですよー』って思うんじゃないみんな？」

リ「なるほど！やらないよりはやっておいたほうがいいかも！」

この一人暮らし女子のような防犯対策は、少々の効果を発揮するの

であった。

翌朝、起きてからも二人は色々考えた。

か弱い女に見えると狙われる。マナはすでにいかつい《やいばのよろ

い》を装備しているが、リオの《水の羽衣》はいかにも女として目立つ。

リオは守備力を妥協して、《くさりかたびら》を装備することにした。

強そうな武器を持っていることは、威嚇にもなれば狙われやすくもな

る。リオはＳ級武器の１つである《王家のレイピア》を持つのもやめた。

その前の《氷のやいば》もレア武器だし、キラキラと輝いていて目立つ。

仕方ないので、以前どこかで手に入れた《鉄のやり》でも装備すること

にした。

すると今度は新たな問題が発生してしまう！リオの装備があまりにも

貧弱で、スタンシアラ周辺の《ライノソルジャー》や《テラノバット》など

倒せそうもない！

二人は、階層を戻ることにした。

２つ３つ階層を戻れば、このイベントに参加しているプレイヤーはほと

んどいなくなるだろう。

リオの策略は相変わらず冴えた。おかげで、あまり緊張感にさいなま

れずに過ごすことが出来るようになった。



第５４章　ゆうしゃ

二人は、アネイル温泉町の階層まで戻った。

この辺りならば、装備が貧弱でもモンスターを倒せる。

トレジャーハントのイベントはこの階層にも反映されており、フィールド

のあちこちや町の中に、時おり宝箱が落ちていた。《エルフの飲み

薬》などのレアアイテムが獲得できる。《エルフの飲み薬》は、ＭＰが

全回復できる貴重な品だ。

そこそこの武器や防具が落ちていることもあり、中には役立つものも

あった。

《どくがの粉》を入手しておきたいが、それは一向にトレジャーハント

の収穫にはなかった。

そこで二人は、炭坑にあるドワーフの横穴に行ってみることにした。

ドワーフの元へ行くと、以前と同じように《どくがの粉》を売ってもらうこ

とは出来た。

一安心、と思って引き返そうとすると、思いがけないことが起きた！

同じように階層を下って来た者がいたのだろう。

二人の装備品を狙ってプレイヤーキルを企てる者の、襲撃に遭ってし

まった！

戦士と武闘家の二人組。強そうだ！

武闘家が先制攻撃を仕掛けてきた。二人は《回し蹴り》を喰らう！

ひるんでいるところに戦士が殴りかかってくる！

勝てそうにない！戦いたくもない！どうする！？

リオは咄嗟に所持アイテム欄を眺めた！

リ「これだ！」



リオは《うまのふん》を使った！

敵「うげっ！！汚ねぇ！！」

武闘家も戦士もひるんでしまった！

リ「マナ！今のうちに逃げるよ！！」

二人は炭坑から大きく南に回り込み、どうにか姿をくらました。

リ「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、危なかった…！」

マ「はぁ、はぁ、怖かったぁ！

　今何をやったの？」

リ「うふふ！これを使ってみたの。《うまのふん》。

　こう見えて、ドラクエの定番アイテムなのよ。ジョークアイテム。

　モンスターに使っても『何も起こらなかった！』ってなるんだけど、感

情を持ってるプレイヤー相手に使ったら、ひょっとしたら意味あるん

じゃないかと思って！思った通り動揺してたわ」

マ「すごー！

　でもリオ、あと１週間わたしに触らないでね！」

リ「もう！命の恩人に何てこと言うのよ！」

マ「だってぇ～（泣）」

そんなふうにして、二人はどうにか３日間をやり過ごした。

他のプレイヤーたちがどれくらいバトルロワイヤルに精を出したのか、

強プレイヤーがどれほど武器を手中に収めたのか、リオたちには知

る由もなかった。そんなことは考えもしなかった。考えるだけで不快な

のだ。



イベントが終わると、不思議なことが起こった。

どこからともなく不思議な声が聞こえる。

ル「この声が聞こえますか？

　私は精霊ルビス。冒険者たちを見守りし者。

　共に魔王討伐を目指すライバルを殺し、武器を奪って出し抜く。そ

れは勇者でしょうか？

　仮にその勝者が魔王を討伐したとして、その者は英雄と言えるので

しょうか？

　大衆はその者に付き従って生きて良いのでしょうか？

　勝つこと以上に大切なことは、世の中には存在しないのでしょう

か？

　強いこと以上に大切なことは、世の中に存在しないのでしょうか？」

リ「イベントでプレイヤーキルを煽っておいて、プレイヤーキルを説教

するとは…。

　あたしたちに言ってるんじゃなくてすべてのプレイヤーに話しかけて

いるんでしょうけど、最初から最後まで頭の痛くなるイベントだったわ

…（汗）」



第５５章　はぐれメタル

イベントは完全に終わった。翌日再び王のもとへ訪れてみると、王の

言動は変わっていた。

王「遥か北の地、険しき山のその先に、世界樹という大きな樹がある

という。

　その植物には絶大な治癒効果があるらしい。

　編成された精鋭部隊はこの秘薬を求めて旅立った！

　それ以外の者たちが個別に訪れてもらっても、一向にかまわない。

任務が成功すれば報酬も弾む」

リ「良い王様なのかなんなのかよくわからないわ。

　でもとにかく世界樹を目指す必要がありそうね」

　そう解釈すべきなのだろう。スタンシアラの水路でいつまでも遊んで

いるわけにもいかない。

リオはまた情報が必要だと察し、城を引き返しながらあちこちの人に

声を掛けた。

兵「高き山々を越えるには、ロンダルキアの洞窟を抜ける必要があり

ましょう。

　その洞窟はとても長く険しく、モンスターも凶悪だと聞きます。

　だから王は精鋭部隊を募ったのでしょう」

明らかに戦力強化が必要だった。武器を１つ買う程度では済みそうも



ない。

「地道にレベル上げをしよう」そういう結論になった。

二人はスタンシアラの外に出て、モンスターと戦うことにした。

《はぐれメタル》が２匹現れた！

リ「やったぁ《はぐれメタル》だわ！」

マ「かわいいー♡」

リ「可愛いとかじゃないのよ！経験値をものすごくくれるの！

　でもその代わりしゅび力が硬くてダメージが通らないし、呪文も効か

ない！

　あぁ～んまだメタル特攻の武器とか持ってないし！

　さてどう戦うか…」

二人がまごまごしている間に、《はぐれメタル》Ａは飛び掛かってき

た！

マナに１６のダメージ！！《やいばのよろい》の効果でダメージが跳ね

返り、《はぐれメタル》Aにも５のダメージ！《はぐれメタル》Aをやっつ

けた！

マ「え…！？」

リ「でかした！マナ！！」

もう１匹の《はぐれメタル》には逃げられてしまったが、見事１匹の《は

ぐれメタル》を倒すことが出来た！二人は１００５０の経験値を獲得！

リオは、満面の笑みでマナの肩を叩いて言った。

リ「魔女っ子みたいな服を着たい気持ちは重々わかっておりますです

が、《はぐれメタル》が出現するエリアではしばらくその《やいばのよろ



い》着ててね！」

マ「うぅぅ～（汗）」

しかし、実際この裏ワザみたいな《はぐれメタル》退治のおかげで、二

人のレベル上げは非常に効率よくはかどるのだった。二人はレベル

を５つも上げた。《バギクロス》、《フバーハ》、《ベホマラー》を覚え、二

人は明らかに強くなった！



第５６章　けんじゃ

町に戻った。お金も充分貯まったし、武器や防具を買い揃えよう。

マナは魔女っ子めいた服が買ってもらえない代わりに、強力な杖を

買ってもらった！『わだつみの杖』だ。これを装備すると、攻撃呪文の

威力がかなり上がるだけでなく、なんと《マヒャド》が使えるようにな

る！《マヒャド》はヒャド系の上位呪文で、敵全体に１００以上のダメー

ジを与える！

《バギクロス》と《マヒャド》、２属性の上位呪文を操るマナは、ついに

強力な魔法使いにもなってきた！そのうえ《ベホマラー》や《フバー

ハ》まで使えるのだから、もはや賢者だ！

防具屋も覗いてみる。防具の強化も至上命題だ。

リオは《聖騎士のよろい》に新調した。しゅび力が高いだけでなく回復

呪文の威力も上がる。

兜と盾も同種のもので揃えた。これで戦士並みの耐久力が整った。

マナは《ちからの盾》をあてがわれた。

《ちからの盾》は道具として使うと《ベホイミ》の効果がある。もしリオが

息絶え、マナのMPが底を尽きても、これがあれば生き伸びることが

出来るだろうと、リオは考えた。そこまでは言わなかったが。

頭部は《ユグノアの兜》が選ばれた。

眠り、幻惑、封印などマインド系の状態異常にかかりにくくなる効果が

ある。眠りなどに弱いマナの気質を、リオは考慮したのだ。

物理的なダメージは自分が引き受け、マナはどうにか生き延びてほし

い、とリオは考えた。冒険の序盤ではマナにかばってもらってばかり

いたが、死線の連続となる終盤では、自分がマナをかばう番だと覚悟



した。そこまでは言わなかったが。

二人は北の大洞窟を求めて旅立った。

フィールドのモンスターを倒すのはそう苦ではなくなった。《バギクロ

ス》と《マヒャド》を一度にお見舞いすれば、大抵のモンスターは瀕死

である。しかもマナの《バギクロス》や《マヒャド》は１５０近いダメージ

を叩き出した。武器や特性による上積みのおかげだ。

途中、小さな村を経て、休息を挟んでまた進む。

土地は荒涼としてきて、人は少なく、もの悲しくなってきた。

そしてついに、険しい山のふもとに大口を開ける洞窟へと到達した。

洞窟のそばには小さな野営地があり、ここに挑む者たちにひと時の

休息と焚き火の温もりを与えた。

体力は回復できた。また頑張れる。



マナとリオのステータス・その６



第５７章　ロンダルキアのどうくつ

ついにやってきたロンダルキアの洞窟だ。

この洞窟は非常に長く険しいものになるだろう、とリオは察していたが、

それをマナには言わなかった。過度な不安や心配を背負わないほう

がこの子は気丈で居られるだろう、とリオはわかっていた。

魔物たちはいよいよ強い。

《ナイトリッチ》は《凍える吹雪》を吐いたかと思えば《つうこんのいちげ

き》を繰り出し、《ワニバーン》はクジラのような巨体でのしかかってく

る。

《オーガキング》は大きな盾で身を守り、こちらの攻撃がなかなか通ら

ない。MPをどんどん消耗させられてしまう。

そして《ドラゴン》はいつも３体４体同時に現れ、集団で炎を吐いてくる。

《はぐれメタル》は、この悪の巣窟で出現されても嬉しくない。…普通

はそう感じそうなものだが、無視して他のモンスターを攻撃していても、

《はぐれメタル》が勝手に《やいばのよろい》の跳ね返りダメージで自

滅してくれることがあるので、ラッキーだった。

迷宮としても手強いものだった。

道は幾手にも分かれ迷路のように入り組み、そしてどのフロアも異様

に広い。

上って、一旦下りて別の階段から上らないとさらに上のフロアには行

けない、といった構造もある。

時々、孤独に戦う強者の姿を見かけた。一人で秘薬の入手や洞窟突



破に挑んでいるのだろうか。

階層が上がると、魔物はさらに強くなるのだった！

《ブリザード》は即死の呪文《ザラキ》を使ってくるうえ、こちらの《マ

ヒャド》がまったく効かない！

《あくましんかん》は蘇生呪文《ザオリク》で、こちらが倒したモンスター

を復活させてしまう！そのうえなんと《イオナズン》で、二人のHPを１０

０以上も削ってくる！

そして最も二人の度肝を抜いたのは《キラーマシン》だった。

亡霊アークボルトと同じように《五月雨斬り》で４連撃をしてきたかと

思ったら、なんとその《五月雨斬り》を２連続で繰り出してきた！「２回

行動」の特性を持っているのである！

リオが危険を察知して、１ターン目で二人同時に《スクルト》を使って

いなかったら、全滅していたところだった。



第５８章　ヴァーチャルゲーム

長い！

《キラーマシン》がラスボスのような攻撃を繰り出してきたのに、ロンダ

ルキアの洞窟はまだ終わらなかった。

トレジャーハントのイベントで入手した《エルフの飲み薬》はもう残り１

つ。この洞窟の最後にボスがいるなら、もう勝ち目はない。

リオは、この地獄の迷宮ロンダルキアの洞窟で、痛感したことがあっ

た。

「ヴァーチャルゲームだって、結局のところ痛い」ということだ。

ヴァーチャルゲームの中で剣で斬られても、傷を負うことはない。HP

が０になっても本当の体が死ぬことはない。だから「ヴァーチャルゲー

ムなら安全に冒険や戦闘が楽しめる」と言われている。

たしかに肩に傷を負うことはないのだが、モンスターから攻撃を喰らう

と、精神的に痛いのである。怖いし、気色悪いし、憂鬱になる。人を信

じられなくなり、友とケンカして絶望する人もいるし、トラウマを負うこと

もある。

魔物や人を殴りつけることの不快感や罪悪感も感じてしまう。

難易度の高いダンジョンは本当に長く険しく、絶望を感じたりもう死に

たくなったりする。逃げたいのに逃げられない、その境地に苦悩する。

ロンダルキアの洞窟は乗り越えてみたいが、ドラクエ５５をクリアした

らもうＶＲのＲＰＧは辞めよう。リオはそう痛感した。

出口は上階層にあるらしかった。

上に上に上っていきたいのに、ところどころ下へ降りる階段があり二



人を悩ませる。

「もう一刻も早く出口を抜けたい！」そう叫びたくてたまらないとき、再

び妙な下り階段があった。

リオはその違和感が妙に気になり、マナに無理を言って下りてみるこ

とにした。

するとその先には、ポツンと宝箱が落ちているのだった。

二人は宝箱を開けた。

なんと、《稲妻の剣》を手に入れた！

すさまじい攻撃力を誇る上に、道具で使うと《ギガデイン》の効果があ

るのだ！敵に雷を落としてダメージを与える。《ギガデイン》は敵全体

に２００前後ものダメージを与える！

この期に及んで起死回生！二人はさらに戦力を上げた！

リ「はは、これでもう《キラーマシン》も怖くないわ！」とイキるリオだが、

体はもうヨレヨレだった。

《ギガデイン》→《ちからの盾》で回復→《ギガデイン》→《ちからの盾》

で回復、そのローテーションでなんとか洞窟のクライマックスを突破す

る。



第５９章　きぼうのほこら

ロンダルキアの洞窟を抜けると、そこは一面の吹雪だった！

雪山の上に出てきたようだった。立っているだけでHPを削られそうな、

苛烈な土地だ。

そして向こうには、大きくそびえ立つ樹が、煙る吹雪の後ろにうっすら

と見えていた。

リ「…で、どうしたらいいわけ？（汗）」

地獄のような洞窟を抜けても、そこで二人を出迎えてくれる神父も女

神も居はしないのだった。

意識は朦朧としている、長く歩く体力も気力もない。「あてもなく歩いて

は駄目だ」リオはなお冷静に判断した。周りを慎重に見渡す。マナに

も請う。「どこかに何か、町や建物が見えない？」

二人は目を凝らして、しばらく辺りを見渡した。

マ「あった！なんか建物があるよ！」

数十メートルの先に何かの建造物が見えた。二人はそこまで、気力

を尽くして歩いた。

小さな祠だった。

二人は中に入ってみる。

シスターのような女性が、静かに祈っているのだった。

リ「はぁ、はぁ、多くを語る気力はありません。

　アタシたち、世界樹の秘薬を求めてここまで来ました。何か手がか



りはありませんか？」

シスターは１つ呼吸を置いて、静かに答えた。

「この地に世界樹などという樹はありません。

　あすこに見えるのは、世界樹に見せかけたハリボテです」

マ・リ「えぇ！？」

リ「そんなはずないんです！

　スタンシアラ王の精鋭部隊もそこに向かったはずです！」

シ「えぇ。そのように名乗る戦士たちの集団が、前にここを訪れました。

　彼らにも『あれはハリボテに過ぎない』と忠告しましたが、聞く耳を持

たずに向かって行ってしまいました。

　そして…。

　そして、戻ってきません」

リ「あなたの言うことを、信じたほうがよいのですか？」

シ「私はそう思います」

リ「しかし、アタシたちには他に行くあてもないのです」

シ「そうなのでしょう。この状況で制止しようと、それは無理なことなの

でしょう。

　であれば、せめて体勢を立て直してから進むべきです！

　ここにはチーズとスープ以外に何もありませんが、ひと時の休息を

提供することは出来ます」

一晩の休息を挟んだが、休息気分でいるわけにはいかないようだっ

た。



この過酷な高山の吹雪の中を、あるかわからない巨木を目指してさ

すらわなければならない。そして敵は益々手強いだろう。

シ「体勢を立て直すことが、必要だと思われます」シスターはまたして

も言った。

リ「一晩休息を頂きました」

シ「それだけで済めばよいのですが…」彼女は多くは語らなかった。

二人は祠から出て、吹雪の向こうに霞む巨木の方角へ歩いてみた。

すぐにモンスターが立ちはだかる。

《アークデーモン》が現れた！

リ「絶対強いわ、コイツ！」

とりあえず先手は取れると読んだものの即刻読みは外れ、敵は巨体

ながらも素早い動作で攻撃をしかけてきた！

《イオナズン》！リオとマナは９３と１０９のダメージ！

《ラリホー》！

リ「コイツも《２回行動》！？まずい！

　マナ！もし私が死んだら逃げて祠に避難して！」

そう言い放って《アークデーモン》に突進していった！

《稲妻の剣》による攻撃は７５のダメージ。

リ「くっ！しゅび力も堅い！」

マナは《ベホマラー》を唱えた！リオとマナは８６と８９、ＨＰが回復し

た！



リオは《稲妻の剣》を振りかざした！《ギガデイン》が襲い掛かりアーク

デーモンに１９６のダメージ！

アークデーモンは《イオナズン》を唱えた！リオとマナは９５と１１１の

ダメージ！

アークデーモンは《マヌーサ》を唱えた！二人は素早く身をかわし

た！

マナは《バギクロス》を唱えた！《アークデーモン》に１４０のダメー

ジ！

《アークデーモン》をやっつけた！

リ「ダメだ！このレベルの敵が２匹以上一緒に出てきたら、アタシたち

勝てない！」

エリアが進むごとにどんどん強くなるモンスターに、二人は圧倒され

ている。

リ「戦力強化をしよう。もう一回」

二人は祠に退散した。



第６０章　キラーマシン

リ「シスター！『体勢を立て直せ』の意味がわかりました！

　回復をするだけじゃだめなのね。

　面倒くさくて受け入れたくないけど、またレベル上げが必要だわ」

シ「そうだと思われます。

　レベルのアップだけでなく、何か強力な特技の習得も必要かもしれ

ません。

　ちなみに、裏の《旅の扉》に飛び込めばスタンシアラ城のそばに戻

ることが可能です」

マ「どうする？

　スタンシアラに戻って《はぐれメタ》ルいっぱい倒してくる？」

リ「それも考えたわ。

　でも、レベルを５つ上げてもタブンあの集団には勝てない。

　思いがけない何かを手にしなくちゃ。

マ「どうすればいいの？」

リ「これは何の確証もないけれど…」

マ「うん？」

リ「あの洞窟にいた《キラーマシン》ってね、ドラクエでは名物なモンス

ターなの。

　５５でもすっごい強さを与えられてるけど、それだけじゃないと思うの

よね」

マ「どういうこと？」

リ「たとえばよ？



　たとえば、《キラーマシン》ばっかり何百体も倒し続けたら…」

マ「何かのスキルや特性が手に入る！？」

リ「そう！かもしれないわ！！」

二人はそれに賭けてみた。なにしろスタンシアラの最強の武器や防

具はもう手に入れた。レベル上げにも限界がある。すると隠されたス

キルや特性を探す以外に、大幅な戦力強化は見込めないのだ。

スタンシアラに下ったほうが安全だが、二人はロンダルキアの洞窟の

最上階で《キラーマシン》と戦い続けることを選択した。

《稲妻の剣》の《ギガデイン》を撃てるようになったことで局面はずいぶ

ん楽になったが、それでもちょっと油断すると壊滅させられる難敵に

は変わりなかった。時々やつらに先手を取られては、瀕死に陥って逃

げ帰ってくるのだった。

レベルもさらに２つ上がった頃、《キラーマシン》の討伐数が１０００を

超えた。

テッテレー♪

待ちわびたファンファーレが鳴り響く！

『リオは特性《２回行動》を獲得した！

　マナは特性《２回行動》を獲得した！』

マ・リ「やったぁ！！」

マ「《あくましんかん》みたいになっちゃったぁ♪」

リ「ちょっとその言い方はヤメて（汗）」



二人は一目散に祠へと戻った。

リ「シスター！

　アタシたち、『２回行動』の特性をゲットしました♪」

シ「もはや…人間を超えてしまったかもしれません…！」

マ「えへへへへ～」

シ「行ってみるのもよいでしょう。世界樹のように見える場所へ」

二人は再び、吹雪の向こうにそびえる世界樹を目指した。

雪山に徘徊するモンスターは強かったが、高めたすばやさから先制

攻撃する《ギガデイン》２発と《バギクロス》や《マヒャド》の連発に、ほ

とんどの魔物は屈するのだった。

ただし、MPの消耗が速いという欠点はある。そのデメリットに気づくと

リオは、「戦えはするがなるべく逃げる」という選択をするのだった。



第６１章　せかいじゅ

大樹のシルエットが近付いてきたその時、人が雪に埋もれているのを

見つけた。

リ「遭難者だわ！」二人は駆け寄る。

なんと女性の戦士だった。精鋭団の一人であったと思われる」

女「私はもうだめだ。このまま尽き果てる。

　そのまま進み、あいつを打ち倒してくれ！」

リ「あいつ？あいつって？」

女「大樹の下に魔物がいる。

　精鋭団は皆、そいつにやられた。

　お、恐ろしく強い！」

リ「そのようね…」

女「１ターン目に『冷たく輝く息』を、２ターン目に《イオナズン》を、３

ターン目に《キングダムソード》を放ってくる。つまり奴はあらゆる攻撃

を駆使する！油断すると３ターンでもう壊滅だ…！」

リ「ありがとう！覚えておくわ！」

マ「どうか死なないで！帰りにも寄りますからね！」

二人は震えながらもなお進んだ。もう後戻りなど出来はしない。

そしてついに、大きな樹の根本まで辿りつくのだった。

数十メートルもある大きな樹だった。しかしよくよく見ると、たしかにそ

れは樹ではなかった。作り物だ。遠くから見れば樹と見まがうが、寄



ればわかるものだった。

そして樹の根本には小さな祠がある。

二人はゆっくり近づいていく。

中には大きな玉座があり、図体の大きな、《アークデーモン》によく似

た魔物が、ふてぶてしく片肘をついて待ち構えているのだった。



第６２章　ベリアル

魔「俺の予想も外れるもんだな。

　猛吹雪と《アークデーモン》の群れさえありゃ、人間なんざ誰も生き

残りゃしないとボスを笑ったんだが。

　まさか俺の出番が来るとはなぁ。

　お気づきかとは思うが、世界樹なんてデマだよ。

　世界樹だの秘薬だとのデマを流せば、勝手に冒険者が集まってくる

だろう？そしたらあの洞窟とこの吹雪で、勝手に冒険者が死んでい

くってもんだ。

　魔王様の手を煩わせなくても、うっとおしい実力者は減っていく。

　戦うのが面倒で大きな樹を造るなんて、コッケイな話だがな。くっくっ

く。そんな冗談もいいだろう」

リ「…人間を滅ぼすのが目的ってことね？」

魔「強い人間をな！」魔物は両の目をかッと見開いた！

《ベリアル》が現れた！

リオは《稲妻の剣》を振りかざした！《ギガデイン》が襲い掛かりベリア

ルに２０２のダメージ！

リオは《フバーハ》を唱えた！二人の吹雪や炎のダメージが軽減され

た！

リ「マナ！しばらくは私の言うとおりに行動して！」

ベリアルは『冷たく輝く息』を吐いた！二人に１２０程度のダメージ！

ベリアルは大きなフォークで薙ぎ払った！二人に８５と９３のダメー

ジ！



リ「《フバーハ》を使ってもこんなに喰らうか！

　マナ！《ベホマラー》と《マジックバリア》を！」

マ「はい！」

マナは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが９０程度回復した！

マナは《マジックバリア》を唱えた！二人の呪文ダメージが軽減され

た！

リ「行ける！たぶん行けるわ！」

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが１１０程度回復した！

リオは《稲妻の剣》を振りかざした！《ギガデイン》が襲い掛かりベリア

ルに１８９のダメージ！

べ「おーおー、元気なこった！」

ベリアルは『イオナズン』を唱えた！二人に１００程度のダメージ！

ベリアルは『イオナズン』を唱えた！二人に１００程度のダメージ！

リ「きゃあ！

　イオナズンを『２回』だなんて聞いてないわ！！

　マナ！《ベホマラー》と《スクルト》を！」

マナは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが９０程度回復した！

マナは《スクルト》を唱えた！二人のしゅび力が上がった！

リ「まだＨＰが回復しきれてないわね！《イオナズン》２発なんて反則

よ！」

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが１１０程度回復した！

リオは《稲妻の剣》を振りかざした！《ギガデイン》が襲い掛かりベリア

ルに２０５のダメージ！



ベリアルは《キングダムソード》を放った！二人に１２０程度のダメー

ジ！リオは守備力が下がってしまった！

ベリアルは《ベホイミ》を唱えた！ベリアルのＨＰが８５回復した！

リ「マナ！《ベホマラー》を唱えたら攻撃に転じて！

　マナは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが９０程度回復した！

　マナは『バギクロス』を唱えた！ベリアルに１３６のダメージ！

リ「よし！３ターン持ちこたえれた！！」

リオは巧みにこちらの残りHPを計算しながら、４発放てる《ベホマ

ラー》で生命維持を徹底した。そして手が空いた隙に攻撃するのだっ

た。

ときには１ターンまったく、攻撃が出来ないことがあった。それでもリオ

は焦らず、生命維持を最優先に立ち振る舞った。マナは従順にリオ

の指揮に従った。

ベリアルはすさまじく強かったが、リオのこの作戦によってある意味で

は安定してHPを削っていくことが出来た。

あとはMP切れとの戦いだが、《ギガデイン》をMP消費無しで撃てるぶ

ん、長く戦うことが出来た。

そしてついに！

難敵ベリアルを撃破した！！



第６３章　帰還

二人は祠に戻ると、シスターにベリアル討伐を報告した。

シ「なんと、あの怪物を倒す事が出来たのですか！

　人は見かけによらない、とはこのことですね！」

マ「えへへへぇ」マナは得意顔だ。

リ「こんなトゲトゲの鎧着て大魔法使いなんて、誰も信じないですよ

ね！」

マ「うるさぁーい！！」

シ「うふふふ」

ちなみに、雪山の中で瀕死になっていた女戦士は、帰りにはもうそこ

に姿が無かった。誰かが連れ帰ったのか、死んだのかはわからな

かった。

シスターの祠にある《旅の扉》から、さらにスタンシアラ城へと舞い戻

る。

世界樹の秘薬とやらは手に入らなかったが、おぞましい怪物をやっつ

けたことは賞賛の的となるだろう、と浮かれたのも束の間…、なんと

スタンシアラ城には緊迫が走っていた！

王が失踪したというのだ。

救うために尽力してきたはずの、愛する妃さえも置き去りにして。



二人はひとまず、宿屋で体力の回復をはかった。王の間に行く必要

はないだろう、と思っていた。

しかし、翌朝宿屋の主人に呼び止められる。

宿「世界樹の秘薬を探索しに行った者は、成果にかかわらず褒美を

出すとのお触れですよ。

　王の間で大臣がお待ちですので、行かれたほうがよろしいかと」

マ「プリンセスドレスみたいの貰えるんじゃないの♪」マナは浮かれた。

それなりの報酬があるだろう、とリオも思った。

しかし、王の間に赴くと、そこには戦慄が走った。

「おぬしらが来るのを待っておったぞ！」と大臣は興奮気味に言う。

リ「えぇ、どうしました？」

大「王の失踪の件は知っておろう？

　それについておぬしら、どう考えておる？何か事情を知っている

か？」

リ「は、はぁ。

　王様は魔物か悪者だったのではないかと考えています。

　精鋭を集めたのは、お妃の病気を治すためではなく、雪の大地でま

とめて抹殺してしまうため…。

　あたしたちのせいでそれが上手くいかなかったため、逃げたのでは

ないか、と」

大「そうか…

　………。

　………。



　そうかそうか！

　真相を知ってしまったのだな！」

大臣の声色が変わっていく！

マ・リ「なに…！？」

大「ではおぬしらを生かしてはおけない。

　この国の民も生かしてはおけない。

　みんなまとめて葬り去ってやるわ！」

大臣の姿が、変形しながらみるみる大きくなっていく！

大きく大きく、すさまじく大きくなって城をも破壊していく！

なんと、大臣の正体は《ブオーン》だった！

リ「世界樹並みに…でかい化け物…！！」

住民たちは恐れをなして逃げ出していく！



第６４章　だんざいのいかずち

ブ「ぶいー－－－－－。せいせいするわい。

　小さな体に収まっているのは窮屈でしょうがなかった。

　ある意味で感謝をしよう。小娘どもよ」

リ「要らないわよ、そんなもん！」

ブ「まぁ怒るな。

　種明かしをしてやろう。どれもこれも。

　わしは強いぞ。《ベリアル》よりもな。

　しかし戦うのは面倒だ。疲れるからな。

　自害するなら許すが、どうだ？」

リ「するわけないでしょ！」

マ「ジガイってなぁに？（汗）」

リ「アンタはだまってなさい！」

ブ「がっはっは！楽しいな。

　種明かしをしてやろう。

　わしの最大ＨＰは２０００」

マ・リ「２０００！？」

ブ「ふふん。力説したいのそこじゃない。

　そしてわしの必殺技は、《断罪のいかずち》。

　まぁ《ギガデイン》みたいなもんだが、そんなもんじゃねぇ。

　断罪のための、いかずちだ。

　おまえらがわしに与えるダメージが大きくなればなるほど、《断罪の

いかずち》がおまえらに与えるダメージも倍々に膨れ上がる。



わかるか？おまえが《イオナズン》をぶっ放すなら、わしの《断罪のい

かずち》はおまえらに１０００ものダメージを与える。

わかるか？

木っ端みじんの黒コゲだ！

しかしわしを攻撃しなければ、わしを倒すことは出来ない。

はっはっは！困ったな！

わしは罪を裁く者。地獄の番人。人類に鉄槌を喰らわすもの」

マ・リ「………！！」

ブ「さぁ始めよう。最後の聖戦を！」

《ブオーン》が現れた！

リ「つまり…

　一撃で倒さないと勝ち目はないってことね」

マ「リオ、作戦はあるの？」

リ「…ない。

　ごめんねマナ。戦士でも居たなら、《バイキルト》とかいしんのいちげ

きで奇跡が起きたかも。でもアタシたちは非力な僧侶。ダメージレー

スはお手上げだわ」

マ「そんな…」

リ「ふふ」リオは吹っ切れたように笑った。

リ「…勝てないついでに、アタシの思いつきに命賭けてみる気、あ

る？」



マ「リオぉ！」

ブオーンは鼻をほじりながら様子をみている。

「おい。早く殴るなり蹴るなりしろよ。

　わしの得意技はカウンター攻撃なんだからな」

リオは無視して、マナに耳打ちをした。

リ「マナ、《雨乞い》を２回行動よ！」

マ「《雨乞い》を！？それじゃ何にもならないよ！」

リ「そうかもしれないけど…奇跡があるかもしれないわ。

　これまでのアンタの奇抜な行動のおかげで、このゲームのクセがわ

かってきた。

　無意味なものにも、何か意味が隠されてたりするのよ」

マ「そうだけど…」

リ「どうせ、他の攻撃じゃどうにもできないわ。

　ただ死を待つだけよりは、何かやってみたくない？」

マ「うん。わかった！」

リ「いくわよ！」リオは気合を入れた。

リオは《スクルト》を唱えた！二人のしゅび力が上がった！

リオは《フバーハ》を唱えた！二人の吹雪や炎のダメージが軽減され

た！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！



マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！空に雨雲が少し

増えた！

ブ「はははは！おまえらは漫才師か！楽しいな。

　どぉれ、ちょっと運動しよう」

ブオーンは長い腕でなぎはらった！

マ・リ「きゃぁ！」二人は７０程度のダメージ！

ブ「いかずちしか撃たんとは言ってねぇぜ！」

リ「まだまだ！絶望じゃないわ！」

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のHPが回復した！

リオは身を守っている！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！空に雨雲が少し

増えた！

ブ「おいおい！誰だこいつらに《メダパニ》を掛けたのは！？」

ブオーンは《ルカナン》を唱えた！二人の守備力が下がった！

ブオーンは長い腕でなぎはらった！二人は１００程度のダメージ！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！空に雨雲が少し

増えた！

リオは《スクルト》を唱えた！二人のしゅび力が上がった！

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のHPが回復した！

ブ「アホらしいなぁ」

ブオーンは《しゃくねつの炎》を吐いた！二人は１００程度のダメー

ジ！



ブオーンは《ベギラゴン》を唱えた！二人は７０程度のダメージ！

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のHPが回復した！

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のHPが回復した！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！空に雨雲が少し

増えた！

リ「…！

　ホントに雨雲が増えてきたわ！

　マナ！続けて！」

ブオーンは《ルカナン》を唱えた！二人の守備力が下がった！

ブオーンは長い腕でなぎはらった！二人は１００程度のダメージ！

リオは《ベホマラー》を唱えた！二人のHPが回復した！

リオは《スクルト》を唱えた！二人のしゅび力が上がった！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！空に雨雲が少し

増えた！

リ「増えてる…！少しずつ雨雲が増えてる…！

　そして奴はそれに気づいていないわね！」

ブ「おいおい！そろそろ飽きてきたぞその道化も」

ブオーンは《しゃくねつの炎》を吐いた！二人は１００程度のダメー

ジ！

ブオーンは《しゃくねつの炎》を吐いた！二人は１００程度のダメー

ジ！



リオは無表情を保ちながら、淡々とこの戦いを続けた。

マナは必至な顔で、懸命に奇妙な儀式を続けた。

ブオーンは事の変化に気づいていない。

そしてさらに数ターンが経過した。

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

マ「《雨乞い》！」マナは妙なポーズで天に祈った！

『空を雨雲が埋め尽くした！』

リ「なんか新しい反応が出た！！」

リオの心臓は沸騰するほどに興奮した！しかし表情に出さぬよう必

死で努めた。

ブオーンは《ルカナン》を唱えた！二人の守備力が下がった！

ブオーンは長い腕でなぎはらった！二人は１００程度のダメージ！

ブ「くっくっく。どのみちＭＰが切れたらおまえらの負けだわい」

リ「…ど、どうかしら？」

リオは精いっぱいの虚勢を込めて微笑んだ。

ドキドキ…ドキドキ…まだ何の確証もない…！！

リ「マナ？見てて！！

　超絶ギガデイン！！！！！」

リオは《稲妻の剣》を天に掲げ、威厳に満ちた指揮者のように思いき

り振りおろした！！！

バリバリバリバリィィ！！！！

ドゴォォォォォォォォォォォォォォン！！！！！



地球を滅ぼさんばかりの落雷が、ブオーンに降り注いだ！！！

ブオーンに４１６７のダメージ！！！！！

ブオーンをやっつけた！

リ「やったぁ…！！！」

マ「ぽかぁーん…！！」

二人は抱き合ってへたり込んだ。

しかし…！！



第６５章　魔王

？「いやぁご苦労さんだよブオーンくん」

見知らぬ者が、リオたちの背後で足を組んで座っている。出来あいの

玉座に。

リ「何者…！？」

？「時間稼ぎをしてくれただけでも良しとしよう。玉座は置けた。

　俺は誉めて育てる主義だからね」

マ・リ「…！？」

？「何者かって聞いたか？

　魔王だよ」

マ・リ「魔王！？

魔「あぁちょっと待て。

　カンペ用意するから」

魔王は尻のポケットから何やらメモ紙を取り出して、棒読みしはじめ

た。

「よくきた勇者よ。わしが魔王のなかの魔王だ。

　誰じゃ？私の祈りを邪魔する者は？愚か者め！私を魔王と知って

の行いか！？

　わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを…。

　ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬようそなたらのハラ

ワタを喰らいつくしてくれるわっ！」

リ「え、何なの（汗）」

魔「あーほら、何か言っといたほうが威厳があるだろ？」



リ「魔王…なの？」

魔「それにしても、奴はバカだった。《ブオーン》のことだよ。

　自分の手の内をグダグダとバラしやがって。

　なぜあんな愚かなおしゃべりをしたか、わかるか？

　奴はロマン砲を打ちたかったんだよ」

マ「ロマン砲って？」

リ「ものすごく強い一撃、みたいなことよ。アタシが撃った超絶ギガデ

インみたいな」

魔「お前らが普通に《ギガデイン》と《バギクロス》でも撃ってりゃ、《断

罪のいかずち》は２０００ダメージにもなった。それが見たかったんだ

よ奴は。

　ボスだろうが何だろうが、大人だってみんなガキっぽいんだ。はっ

はっは」

リ「なにを…言ってるの？」

魔「はっはっは。しゃべり過ぎだって？自覚はある。

　『ADHDの気がある』って昔医者に言われたよ」

リ「アンタだって、しゃべりすぎると墓穴掘るわよ！」

魔「それはない。俺は絶対倒せないから。　

　そろそろ戦うか？そうだな」

魔王はパチンと指を鳴らした。

なんと、どこからか《腐った死体》の群れが現れた！

リ「くっ！激戦を終えたばかりだってのに！

　《ギガデイン》！」リオは《稲妻の剣》を振りかざした！

魔物の群れをやっつけた！



魔「お見事お見事。

　でも何回でもやるよ。奴らゾンビだしね」

リ「そういうことね！

　配下を呼び寄せてこっちを消耗させるつもりなのよ。

　残念ね！アタシたちの勝ちよ！

　あなたにもう、仲間は呼べないわ！」

魔「はっはっは。どうかなぁ？」

魔王はパチンと指を鳴らした。

なんと、再び《腐った死体》の群れが現れた！

腐った死体Ａの攻撃！リオは２８のダメージ！

リ「どうなってるの！？

　アタシたちは《ありキラー》の特性を持ってる。

　２度以上仲間は呼べないはずなのに！！」

魔「はっはっは！

　《仲間を呼ぶ》んじゃないんだ。

　『高い給料を払って雇用』しているんだよ。

　奴らは、報酬のためにいくらでも仕事をする。ゾンビだからなおさら

な」

リ「やるしかないわ。何度でも。

　《ギガデイン》！リオは《稲妻の剣》を振りかざした！

マ「《バギクロス》！」

魔物の群れをやっつけた！

魔「激戦続きなのに威勢がいいなぁ。大したもんだよ。

　しかし、その剣の《ギガデイン》で倒しきれない奴らが現れたら？

　おまえらよりも素早い奴らが現れたら？」



魔王はパチンと指を鳴らした。

魔「いずれお前らは、力尽きて死ぬ。

　俺に１つのダメージも与えられずに、な」

なんと、どこからか《なげきの亡霊》の群れが現れた！

《なげきの亡霊》Ｄは妖しい杖で殴りつけてきた！マナに３５のダメー

ジ！

魔「奴らは昔、神官だった。

　神官さえも、高い給料払えばこのザマだ」

《なげきの亡霊》Ｆは《ベギラゴン》を唱えた！二人は９０程度のダメー

ジを受けた！

魔「あぁそうそう、俺に攻撃しようと思ったってムダだよ。

　いざとなれば一度に何百でも配下を呼び出せる。肉壁などいくらで

もこさえられる」

魔王自身は微塵にも動かない。

ずっと玉座に肩肘をついて、脚を組んで優雅に座っている。

魔「カネでなびかない奴も、たまにはいる。

　でもそんなことは大した問題じゃない。

　そんな奴が一人二人いたところで、大勢に影響はないんだよ。それ

が組織ってもんだ」

リ「《ギガデイン」！」リオは《稲妻の剣》を振りかざした！

《ギガデイン》では《なげきの亡霊》たちは倒しきれない！

マナは《ベホマラー》を唱えた！二人のＨＰが回復した！

魔「ほらもうこれでジリ貧だぜ？呆気ないなぁ」



魔王はパチンと指を鳴らした。

なんと、どこからか《ボーンファイター》の群れが現れた！

魔「はい。もう詰みだろう～。

　まだ部下１６人だけど？」

リオも戦意を喪失してしまった…

ボーンファイターＢは《ルカナン》を唱えた！二人のしゅび力が下がっ

た！

ボーンファイターＧはマナに《マヒ》攻撃を放った！

リ「やばい！なんとかしないと！」

その時だった！

空から白く輝く何かが降り注いだ！

なんと、神鳥ラーミアが助けに現れた！

ラ「捕まりなさい！」

ラーミアは二人をかっさらい、瞬く間に飛んでいった！

魔「やれやれ。明日も出勤か」



第６６章　やさしいひと

二人が目を覚ましたとき、そこは水色の世界だった。

眼前にはあのシスターが微笑んでいる。

シ「目を覚ましてよかった。

　ここは希望の祠。ロンダルキアの雪山にある祠よ。

　もう大丈夫。追っ手はないわ。

　吹雪ももう止んでいます」

マ・リ「シスター！」

シ「助けたのは私ではなく、ラーミアよ」

マ「そうだ！

　わたしたち、魔王にやられそうになって…」

シ「二人はよく戦いました。

　僧侶二人で。

　女の子二人で」

リ「どうにか出来ると思ったんです。僧侶二人でも」

シ「そうですね。

　可能性はまだ、０ではありません」

リ「どういうこと！？」

シ「まずは、私の正体を明かしましょう」

そう言うと、シスターの姿がまぶしく光り輝いた。

そして現れたのは、赤い髪と大きな翼を持つ、美しい女性だった！



ル「私は精霊ルビス。冒険者たちを、そして世界を見守りし者」

リ「ルビス様！？トレジャーハントのイベントのときに話しかけてき

た！？」

ル「そうです。

　私が、言葉ではなく力を授けるときが来たようです」

マ・リ「……！！」マナもリオも呆気にとられている。

ル「あなたがたは優しかった。

　世界を、優しい人に託します。

　マナ？あなは特に、優しい人でした。

　穏やかな日差しが注ぐアリアハンでも、憂いの風が吹くカボチでも、

あなたは優しく人に手を差し伸べていた。

　マナ、あなたに莫大な量のプラーナを託します」

ルビスが左の手のひらを上に向けると、そこには玉状の光が現れ膨

らみはじめた。

マ「ぷらーな？」

ル「プラーナとは、魔力の源。そして、あらゆる物質の源です。

　あらゆる物はこのプラーナから出来ており、あらゆる呪文はこのプ

ラーナから出来ています。

マ「あらゆる呪文も？」

ル「そう。つまり…。

　あなたは今、あらゆる呪文を創生できます。

　さて、あなたは何を作りますか？

　魔王を倒すために、モンスターを滅ぼすために、最も有効な呪文は

何でしょう？



　大きないかずちでしょうか？大きな炎でしょうか？

　それ以外でもよいのです」

マ「それ以外でも？

ル「えぇ。あなたが望むものが具現化されます。

　どんな形の、どんな呪文でもよいです。

　いいえ、呪文でなくてもよいです。

　あなたが望むなら、魔王など放っておいて金やルビーを具現化する

のもよいでしょう。

　それだけの対価を貰う功績も、あなた方にはありますから」

マ「………。

　どうしよう？」

マナはリオを見上げた。

リオは、優しくニコっと笑った。

リ「あたしは超絶キガデインを思いつくので精一杯よ。

　アンタが考えて♪」

マ「………」

ル「あなたは何を望みますか？あなたは何を願いますか？」

マ「………」

マナは考えた。

わたしは何を望むかしら？

………。

………。

世界が平和になったらいいのに。戦いなんてなくなったらいいのに。

戦いたがる人たちがいなくなったらいいのに…！

奪いたがる人がいなくなったらいいのに…！



マナは、目をぎゅっとつむってそう強く念じた。

マ「ごめんなさい（汗）。呪文の名前はないです。あはは」

しかし、ルビスの手のひらの光はそれに呼応した！

ル「名もなき呪文」ルビスはつぶやいた。

すると、光は空へと打ちあがった！

そして無数の光に分かれて、世界中に流星のごとく降り注いだ！

マナたちから見て、夜空は白夜のように白んでいる。

山火事でも起きているように、ＵＦＯでも飛来したように、空が白んで

いる。

遠い空の下で何が起きているか、マナたちには見えず、わからない。

そのとき何が起きたか？

マナが放った名もなき呪文によって、魔王は一瞬で消滅した。

仲間の、ではなく部下のゾンビたちも一瞬で消滅した。

世界中のあらゆるモンスターたちが消滅した。

…それだけではなかった。

人間も、多くが消滅した。

たとえば、アネイルの炭坑でマナたちを出し抜いた戦士たちもまた、

この光で消滅した。

トレジャーハントのイベントでプレイヤーキルを働いた冒険者たちも消

滅した。

好戦的な者たちが、不誠実な者たちが、欲深い者たちが、世界中で

消滅した。

マナが念じたとおりになった。

そこからは見えなかったが。



マ「…何が起きたの？」

ル「魔王は消滅しました。その手下たちも。

　あなたたちは世界を救ったのです。

　最後になりましたがリオ、あなたもまた素晴らしい冒険でした！

　恐ろしいほどに聡明で、冷静で、そして勇敢でした。無欲で、優しく、

人情に篤く、前向きで、強い人でした。あなたが司令塔となり、陰の盾

となりマナをここまで牽引したのは、言うまでもありません。

これほどまでに素晴らしい勇者が、かつて居たでしょうか？あなたは

最も優れた人格者であったような気がします。

　あなたたちは、世界を救ったのです！

　おめでとう。どうもありがとう！」

マ「ハチャメチャギガデイン！？」

ル「うふふ。名前はない、とあなたは言いました。

　名前を付ける必要もないでしょう。

　こんな魔法があったことを、誰も知らないままで良いのです」

マ「そうなの？」

ル「ええ」

リ「どうだっていいわ♪」リオは優しく微笑んでいる。

ル「さぁ、愛する人々の待つ場所へお帰りなさい。

　ラーミアが運んでくれるでしょう」

祠の外ですまし顔で待機していたラーミアは、大きく一つ鳴き声をあ

げた。

二人を背に乗せ、三たび大空へと飛び立った！

雪山の大地を抜け、スタンシアラの平原を抜け、海を越えて、青空の



中をラーミアは飛んだ。

二人は気持ちよさそうに空の旅を満喫した。

リ「あれ？そういえば結局このゲーム、ドラゴンのボスもドラゴンの神

様も出てこなかったけど、何がドラゴンクエストだったんだろ？」

マ「てゆうか魔女っ子の服どこぉ～！？」

－The End－



マナとリオのステータス・その７



最後に

もし、この作品が多くの人に喜ばれ、アニメ化、マンガ化、映画化など

発展していくとき、それらが「非営利のプロジェクト」として進められて

いくことを著者は希望しています。「無償のボランティアでも良いよ」と

いう方々が作ってくださることを希望しています。

著者

執筆ウラ話（≧∇≦）

『極振り』から着想を得ています。

この作品における、マナの「守備力全振り」構想は、率直に言って、

『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』というアニメ

から着想を得ています(笑)　私がそのアニメを見たときに、「こういう女

の子のドラクエラノベを書いてほしい」とガイド霊は言ったのです。

実は私、ライトノベルというジャンルについてあまり詳しくはなく、どれ

くらい他作品に似ていてOKなのか、よく知りません（汗）

ガイド霊が「ＯＫ」と言うので書き進めましたが、実際の定義はどうな

のでしょうね？

そして、それを言ってしまえば各階層における町やエピソードは本家

ドラクエの実際のエピソードをモジッたものが多く、それもセーフなの

かどうか、私はよくわかっていないです（汗）

いわゆる「同人誌」というニュアンスが近いのでしょうかね。それらが

不特定多数に向けて発信されていて問題ないのであれば、この作品

も大丈夫なのだろうな、とは思うのですが…。



主人公はどっち？

当初は「マナが主人公」のつもりで書き始めました。

しかし書いているうちに、リオの人格が素晴らしすぎて、リオをサブ

キャラ扱いするのはかわいそうだなと思うようになりました。よって、

ダブルヒロインという扱いで良いと思っています＾＾順列を付けなけれ

ばならない際には一応マナが主人公。としておきます。

フツウ、小説やマンガというのは、主人公や主要キャラの「成長物語」

を描くことで感動や共感を呼ぶのがセオリーでしょう。しかしこの作品

において、リオはほとんど成長していない、というニュアンスで考えて

います。最初からスゴイ人なのです。

物語の序盤で、「尽くす相手は選ぶべきよ」とマナを諭しますが、つま

りリオという少女は、すでに人生の中で人に尽くすことの吸い甘いを

体験しています。そこから気づきを得ています。

私は、リオのような１５歳は皆無ではないと思っています。

マナとリオのドラクエ歴は？

裏設定として、マナのドラクエ歴は、「ドラクエ４とドラクエ９を少しだけ

プレイして挫折した」という雰囲気です。「ドラクエ９は天使が主人公

のお話だよ」「ドラクエ４はストーリーがアニメっぽいよ」とリオに勧めら

れてやってみた、という具合です。ドラクエ４は２章で挫折し、ドラクエ

９はかなり序盤で挫折しています(笑)

リオはドラクエをたくさんプレイしている、という設定です。

しかしもしアナタが、この作品を読んで「ドラクエをプレイしてみた

い！」と思ったならば、ドラクエ３をオススメします＾＾この作品の序盤



はドラクエ３をオマージュしていますし、「ドラクエのイロハ」が３には詰

め込まれているので、色々な理解が進むと思います♪４人パーティ

のRPGがシンドイなら、ドラクエ１がよいですね。

実はマケさんはＮＰＣ！

ダメージの数値など、かなり細かくリアルに描写していますが、「ゲー

ムとしての整合性」はあまり気にしていません＾＾；

たとえば、マケさんは実はNPCの設定なのですが、「それだと矛盾す

るだろ！」というツッコミが数多く上がるでしょう(笑)　もしNPCであった

とすると、４人パーティで進めたプレイヤーたちはマケさんと出会えな

いことになってしまいますよね。

一応言い訳は考えてあって、ドラクエの５５が出るくらいの未来には、

コンピュータのＡＩはものすごく進化し、複雑な分岐が出来るだろうと期

待しています。２人パーティだったらあの場面でマケさんが助っ人に

加わり、それ以外の人数でプレイしている場合、異なる場面でマケさ

んのようなキャラと出会う、という仕組みです。「マルチストーリー」と

言うんでしょうかね。

スタンシアラの「精鋭団」たちもＮＰＣの設定で、どんなに真っ先にクリ

アしていても、先に洞窟を越えていく精鋭団が存在します。

アネイルで出会う裏切り者たちのパーティも、ＮＰＣです。

ＮＰＣなのですが、「マナやリオたち（プレイヤーたち）にはどっちなの

かわからない」というふうになればよいな、と期待しています。

本当は魔女っ子服を着せてあげるつもりだった(笑)



当初のイメージでは、マナにはフツーに魔女っ子っぽいかわいい服を

いくつも着せてあげるつもりでした(笑)書いているうちにそういうわけ

にいかなくなり、「結局着れない」というオチにしてしまいました（≧∇

≦）

終盤にもう１つ２つ町を増やしても良かったんですが、ラノベの一般的

な文字数である「１０万文字程度」でまとめたいとガイド霊が要望する

ので、この尺感になりました。

続編はタブン書かないです。

続編や、似たような内容のラノベについては、タブン書かないと思い

ます。書けないこともないですが、結局は似たようなエピソードの焼き

増しにしかならないでしょうから、面白みがないですね。

一応、アニメ『異世界薬局』のシャルロッテちゃんのような女の子を主

人公に据えた冒険モノも面白いかな、なんて構想はあります。

私がドラクエのオマージュを書いたように、誰かが『僧侶だけで魔王を

倒すには？』の続編やオマージュを書く日が来るかもしれませんね。

私はこの作品のオマージュ、引用をまったく禁じませんが、１つだけ

願っていることがあります！

それは、「あまりグロい描写をしてほしくない」「あまり残虐な描写をし

てほしくない」ということです。バトルものとしてのハラハラ感は良いと

思うのですが、流血シーン、暴力シーンの激しいものは精神衛生上よ

くないと考えています。見る人にとっても、創る人にとっても。



おしまい♪


