
らいぶあらいぶ 感想戦 
木弓るん 

 
 予備知識一切なし、ゲーム音楽総選

挙で見て興味を持っていたきゆみさん

がオリジナル版を昔にプレイ済みだけ

ど記憶があいまいなそるはさんと一緒

にプレイした勢いだけの感想文。 

クリアしたシナリオ順に記載。基本

的に攻略サイト等は見ずにクリア優先

でプレイ。詰まった時に相方が攻略サ

イトを見て教えてくれるスタイル。ク

リアしたシナリオに関しては都度攻略

サイトを見て余韻に浸っていました。 

 

功夫編           

（体験版を立ち上げて）「どれから始

めるのがいい感じかな」 

「功夫編が一番スタンダードな RPG ぽ

いかな」 

「爺さんなのに！？」 

 というわけで功夫編からスタート。

マーカーをたどってレイ、ユン、サモ

の順で弟子にしたよ！三人で楽しい修

業が始まる！ってところで体験版が終

了したので、ワクワクしながら製品版

もここからプレイ。 

「一番修行回数が多い一人が心山拳を

継承できるよ」 

 むむむ、それは悩む。レイは唯一の

女性だしめっちゃかっこいい。サモは

いい動きをする面白い奴。そしてユン

は唯一自分から志願して弱い自分の殻

を破ろうとする頑張り屋さん。みんな

魅力的でとても悩むが、ここは展開が

ドラマチックになりそうはユンにしま

す。初期レベルが一番低いから他の弟

子ともバランス取ってあげたいし。 

 バランス取るも何も、二人はいなく

なってしまった！！！えっ、三人で友

情を育んで仲良く老師を助けるお話じ

ゃないの？？？容赦なく人死ぬゲーム

だったわ。 

 ユンを置いて外に出る老師。ってこ

れ、マーカー通りに行ったらあきらか

に足跡たどってるやーん。一人で敵討

ちに行く気満々やーん。死ぬ気や

ん？？？と思ったらユンきたー！いい

子や…！ 

結局老師死んでしまうん？辛いな…

そしてここでこのシナリオ終わりな

ん。シナリオ選択画面もユンになって

るー。これ、もう二度と老師の師範に

は戻らないやつなのでは。 

他の二人のバージョンも絶対見たい

と思ったので、まだまだ楽しみは続く

のです。 

 

現代編           



（毎週聴いてる）ラジオが始まるまで

あと一時間。それまで初めの部分だけ

でも。と思って始めたらクリアしてい

た。短い。 

「これ、なんてよむの？にっ…かつ

…？」 

「まさるらしいよ」 

敵の技を受けてラーニングしながら

戦っていくのか。…青魔道士か！ 

格ゲーのキャラセレクト画面みたい

になったぞ、これは誰から行ってもい

いのか。でも左から攻めていくのがセ

オリーだろう。ってこいつ強いな。ち

みちみ気合溜めしながら何とか倒した

ぞ。セレクト画面の顔がぼこぼこにな

った。 

お、次の相手は今覚えた技が弱点

だ。なるほど理にかなっているなーっ

て、技出してもらう前に倒しちゃ駄目

じゃん。再戦可能なのありがたいなー

（敵の前をうろちょろ） 

 全員と戦い終わったら全員オディに

殺された！！！容赦なく人死ぬゲーム

だ（二回目） 

「力とパワー！（同じじゃん）そして

森部のじーさんの奥義！（特筆するこ

とがないから奥義で片付けられた）」 

「くっそｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」 

その後、最終編で何度もこのシーン

を見る度に腹筋崩壊に見舞われる。 

ワタナベイベントと岩盤割りがまだ

見れていないのでまだ楽しめるどん。 

 

西部編           

馬が右から左に走っていく。ロマサ

ガ３かな。 

「ミルクをたくさん飲むと後でサンダ

ウンがお腹壊すイベントあるよ」 

「なにそれ見たい。飲むわ」 

 ごくごく。ごくごく。ごくごく。 

「あっごめん。ネット見たらなんか違

うっぽい。何で見たんだろうな」 

 ガセかい。危うく永遠にミルク飲ま

され続けるところだったわ。 

 町を回って罠の材料になりそうなも

のを集めてくるのか……うん。たぶん

全部見た。罠に使えそうな物の数と住

人の数も一緒だし大丈夫やろー。それ

にしても酒場の音楽めちゃいいね。音

楽隊に罠設置をお願いして外に出させ

るとその分の音が減るのめっちゃ芸が

細かい。 

 さーていよいよボスバトル…って、

全然手下減ってないじゃん四人くらい

いるやん。どうやって勝つねん。夜も

遅いし、今日はもう諦めて寝るわ。つ

かオフトゥンで攻略サイト見るわ。 

 フライパンとロープないわ。ポスタ

ーって罠に使えるんかい。あとそもそ

も罠設置以来後もアイテム探しに行け

るのか！！！罠演出も見たいし、起き

たらやり直すかー。きっちりアイテム

の場所と罠設置をお願いする NPC を覚

えて脳内シミュレーションして…zzz

（夢の中で永遠にロープを探し続ける

はめになる） 



 フライパンとパチンコ、自分たちで

攻撃してるけど、設置は何をしたんだ

ろう。そしてポスターそういうふうに

使うんだ。めっちゃ笑ったわ。 

「最後マッドドック倒すか倒さないか

でエンディング変わるよー」 

「えっこれ逃げれるの。一生あしらい

続けいたいから逃げるわ」 

マッドドッグはめっちゃいいキャラ

だよね。ただの咬ませ犬かと思いきや

一緒に罠探してくれるし火炎瓶も作っ

てくれるやさしい。なのでエンディン

グは足だけど、倒してしまったバージ

ョンも見たいのでまたやろう。すぐ終

わるし。 

 

原始編           

「原始編は…意味がわからない」 

「まじか。本当に意味わかんないな」 

べるが捕まっていた理由とか、集落

を追い出された理由とか、そもそもク

ー族とポゴのいる部族が違うものだっ

たこととかも後でサイトを見て知っ

た。 

ノリが超絶昭和の小学生向けギャ

グ。さすがすぎる。駄目な人は駄目そ

うだけど、下ネタ攻撃がまた強いのが

笑っちゃう。 

みんな何言ってるかはわからないけ

ど、ここまでやってきて、一番 RPG や

ってる感じがする。匂いシステムがあ

るものの匂ってなくても普通にランダ

ムエンカウントっぽく戦闘に入るし。

合成システムで強い装備が作れるって

いうのも RPG っぽい。ただシステムを

きちんと理解していなかったのでムナ

ゲとヤリくらいしか作れなかった。素

材もらえるミニゲームの存在も知らな

かったし。 

べるはめちゃめちゃ可愛いヒロイ

ン。そういえばこのゲーム他に可愛い

ヒロインはいない…な…？荒野に放り

出された直後の戦闘がたまたまなのか

強い敵の大群に囲まれちゃって生き残

るのが難しくてべるのレベルが上がる

までが大変だった。ふれふれ～できる

ようになったら余裕でしたわ強い。あ

と可愛い。 

ざきはただのうざいキザかと思った

ら、最後戦いに参加してくれて胸熱。

本体よりトカゲの方が強い。 

一見下品なシナリオに見えるけど、

冷静に考えるとものすごく健全なシナ

リオだなって思えた。惚れた相手を全

力で助けてお互いに苦難を乗り越えた

末に結ばれて子をもうけているのだか

らすごくシンプルな恋愛ものだし、生

き物としての自然の摂理だよね。 

全クリ後最初からやり直してキング

マンモー撃破。コーラのビンは一発ド

ロップした。確率低いって聞いていた

けど、同時期にやっていた知り合いも

一発だったらしいし、もしかしたら令

和の確率修正が行われているのかもし

れない。 

 



近未来編          

まずシナリオ選択時に出る背景の街

並みが好き。すごくきれい。近未来っ

ていうし、技術の発達した都市なのか

なーと思ったらブリキ大王が完全に昭

和だったわそりゃプラモデル化される

わけだ。そして影山ヒロノブじゃねー

か！ 

松サンがとにかくかっこいい。頼れ

るアニキ！ぼったくり価格で売ったた

い焼きでちびっこハウスを支援！いや

だってこれ、アキラにも人を選んでぼ

ったくれって教えてるやつじゃん。

10000 円で売られて「ま、いいか」っ

て買う方も買う方だけど。あと、アキ

ラがたい焼き売ってる横でこそこそと

アキラにあげるための裏メニュー作っ

てる松サンもかわいい。 

あんなに人さらいがうろうろして

て、この町の治安は大丈夫なん？？？

一度も戦闘なしで目的地まで移動でき

た試しないんだが。 

流しが調べられるおかげで、うちの

アキラは流しを見かける度いちいち丁

寧に手を洗う潔癖さん。 

テレビでやってるプロレスは何ラウ

ンドまでやるつもりなんや（50 ラウ

ンドまで頑張った。情報によると 100

ラウンドで強制終了するらしい） 

さくさく進めて研究所に乗り込んだ

ら返り討ちにあったでござる。 

「改造で強い装備が手に入るから一度

戻って改造したらいいんじゃない？」 

 言われるままに改造改造。という

か、ちびっこハウスのみんなの私物を

勝手に改造していいんかい。確かに園

長の編み物とか永遠に入手し続けられ

るけど。あとこれはプレイヤー側につ

けられたデバフなのか改造の成功率ち

ょっと悪すぎやしませんかねぇ。二回

に一回は失敗してますよね？？？ 

 松サン…！そんな…キノコでラリっ

て逝っちゃうなんてっ！？人気ありそ

うなキャラも容赦なく死ぬゲームだ。

そしてボスバトルはアキラじゃなくて

ブリキ大王が戦うのｗｗｗｗｗ最終編

の再バトルもブリキ大王で笑っちゃ

う。アキラの存在意義（いや乗っては

いるんだけど） 

 改造きっちり終わらせたからあまり

やり込み要素はないかもしれないけ

ど、研究所をきちんと探索できなかっ

たので二週目待ったなし。そもそもこ

のシナリオが好きなのでまたやりたい

に決まっている。 

 

ＳＦ編           

 キューブめっちゃ可愛い。ヒューイ

さんが本を読ませてくれるところが特

に可愛い。ひょいって…ひょいって椅

子に上げてくれるんだぜ。いい奴だ。

戦闘ないシナリオらしいし、癒し枠と

して最後の方にやろう。 

 と、思っていたんですが。 

「ぎ◎△（形容しがたい悲鳴）□×ゃ

ーーー！！！」 



 いや、こんな展開聞いてないよーー

ー！ 

 確かに怖いとは聞いていたしベヒー

モス見せられた段階でこいつ絶対脱走

するやろーとは思ったけどさ。こんな

目に合うとは思ってなかったこわいこ

わいこわいこわい一刻も早くクリアし

てしまいたいーーー！（てんぱって引

き返そうとして捕まってから手の震え

が止まらない） 

 ベヒーモス突っ込んできてキューブ

持ってかれた時なんか悲鳴マックスで

すよよく冷静にパワージャッキ使えた

わ。 

 伍長と共闘して端末探しに行く展開

は胸アツだったけど、ずっとマーカー

ガン見プレイだったおかげでマーカー

なくなるとどうしたらいいかわから

ぬ。もしかして船の外側に…？と思っ

てエアロック開けたらゲームオーバー

になったので諦めて攻略サイトに（怖

くてこれ以上当てもなく船を彷徨いた

くなかったんだよぉ） 

「マーカーの実装で一番難易度ゆるく

なったの SF 編だよね。ずっと船の中

彷徨い続けていたから今回思ったより

ベヒーモス出ないなって思って見て

た」 

 当時やってなくて本当に良かった

…！絶対パニックで途中で投げ出して

た。 

 クリアを急ぐあまりマーカー通りに

プレイしていたせいでコーヒーを全員

に配るとかいう気の利いたことができ

なかったのとキャプテンスクエアをや

っていないのでもう一週したい。けど

怖いからしたくない…いや、ベヒーモ

スが放たれる前までやればいいのか

…？ 

うちのキューブはまだまだ美味しい

コーヒーを淹れれるようにはなってい

なさそう。 

 

幕末編           

この殿様、若本さんの声がするうう

う！！！ 

まずは隠れ身の術を使って門番をす

り抜けて…って、隠れ身の術使いなが

ら動けないじゃんどうやって見つから

ずに中入るの？？？って思ったら、見

つかっている状態から隠れ身したら見

失うのか。無能かな。 

０人斬りは無理だろうし、避けられ

ない戦闘は積極的に戦ってレベルを上

げたい。って、ちょっと敵強すぎやな

い？？？普通に倒されてゲームオーバ

ーになる。レベル上げしようと弱い敵

倒してたら隣にいるのが強くて返り討

ちにあう。たまたま入った部屋で忍者

にフルボッコにされる。 

これは…これは令和にあるまじき理

不尽…！ 

体験版の段階でこんな目にあったん

だから、きっとこの先も大変に決まっ

ている。最後に回そう（きりっ） 

「そこの蔵でレベル上げできるよ」 

 おおう、ひとだまめっちゃ経験値く



れるな！ 

 超強くなってこれで戦闘も楽勝や

よ！と思ったらどこに行けばいいかわ

からないでござる。マーカーがついて

いる方に道がないでござる。 

 なんか地下に落とされて変な奴に襲

われたな。って、こいつ倒しても復活

するん。なになに？ひとだまを全部倒

してからじゃないとだめなのか。倒し

て念のためセーブして…って、もうひ

とだま復活してるうぅ。何か倒したら

上から変なポニテが降ってきた。あ、

なにこいつついてきてくれるの？（こ

の時、彼が救出対象だったことに気付

かず） 

 尾出氏、ゲコゲコになちゃうん？ど

うしてあんなに貫禄あるビジュアルか

ら醜い方向に… 

 全クリ後に城の構造を覚えるのを兼

ねて 100 人斬りチャレンジ。チャレン

ジは成功したが、道は覚えられなかっ

た。次は０人斬りが控えているが、前

途多難である。 

 

中世編           

 突然の武闘大会。何も殺すことない

だろう（ワタナベだったからそういう

ことなんでしょう）そして優勝賞品が

姫と国。確かにベタだけど、優勝した

からってだけで簡単に信用してしまっ

ていいのだろうか。そして目の前であ

っさりさらわれる姫。そりゃあ、助け

に行くしかないよね。オルステッドし

ゃべらないから本当にそう言ったかわ

からないけど。 

 テンプレ兵士、左右同じことしか言

わないし、送り出す街の人たちの絶対

に横道に逸れさせないという意思が強

い。こんなもんしか渡せませんが…と

言いながら話しかける度に何度でもも

らえるのかこんなもん。しかも装備で

きるのか（その後仲間が増える度に配

られ装備させられる事態に） 

 伝説の勇者とか言われていたから太

古の話なのかと思っていたけど意外と

最近だった勇者存命だった。 

そしてハッシュもウラヌスもこれ見

よがしにお家に盾飾ってる。伝説の勇

者と僧侶だったこと全然誇りに思って

いるんじゃん。 

ハッシュ死んじゃうのおおお。つ

か、ここに魔王いなかったら魔王はど

こにいるの。いや、魔王いなくてもい

いけど姫どこにいるの。そしてストレ

イボウも死んじゃうのおおお？？？そ

して何も落ち込むことも振り返ること

もなく城に戻るの？何の収穫も得られ

ていないむしろ失っているのに？？？

ちょっと行動原理わかりませんね。そ

して戻ってきたオルステッドを迎え入

れる街の人々も何かこわい…な？みん

な同じことしか言わないし、出てから

一度も街に戻らずに魔王城行ったから

ハッシュとストレイボウのことをみん

な知らないはずなのに。 

夜中にストレイボウ出てきたから、

ストレイボウの霊が魔王の影響で魔物



化して襲ってきたのかと思って倒した

わ。弱かったし王様だったわ。王様と

ばっちりじゃん可哀そうって思ったけ

ど、そもそも武闘大会の優勝者に国を

任せようとした人だしなぁ。 

城から追い出されたらマーカーがな

くなって途方に暮れる（マーカーべっ

たりプレイだから）というか本当にど

こ行ったらいいのよ雪山か？？？（根

拠のない予測） 

「村の民家に入ってイベント見てから

城に戻るらしいよー（攻略サイト見な

がら）」 

 んん？？？戻るの？？？どうし

て？？？ちょっと行動原理が（２回

目） 

ウラヌス「なんで戻ってきたんじゃ」 

 それはこっちが知りたいよ！！！ 

城側も出ていけって言ったり捕らえ

ろって言ったり方針をころころ変えん

なよ。 

一人で魔王城登るのか。敵が強いよ

ーつらいよー迷子になるよー。例のセ

リフここか（何故か発売直前に見せて

もらっていた）ストレイボウは絶対イ

ケメンだし、優秀なんだけどな。オス

ルの影というより、魔法使いだったか

ら評価されなかったのでは。絶対人気

出るポジだし。 

姫の信じますが最終的にすんごく薄

っぺらくなったわ。遅くはなったけど

ちゃんと来たじゃーん？？？まあ、純

粋無垢すぎて自分の意志があんまりな

かったんですね。 

最終編           

「おぼろ丸強いよ移動速度も速いよ」 

「そかー、さっくりクリアしたいから

おぼろ丸にするわー」 

 移動速度普通でしたわ。 

 それでもおぼろは溜めなしで強い技

も範囲技も使えるから最初のソロ状態

での戦闘が楽でしたわ。主人公に選ん

だキャラによっては大変なのでは。い

や大丈夫なバランスに調整されている

のかな。 

 街が廃墟になってる。中世編では入

れなかった民家に入れるぞーと思った

ら中がダンジョン化してるこわい。 

「まず仲間を探すといいよーでも全員

を一度仲間に入れてしまうとノーマル

エンドが見れなくなるからその前に一

度エンディングを見た方がいいよー」 

 なるほどー。じゃあ４人集まったら

ダンジョン行って魔王城行くプランに

するかー。 

ということで一軍は仲間にできた順

で、日勝、アキラ、ユンで攻略。ユン

のダンジョンはめっちゃ入り組んでい

たのに日勝のダンジョン一本道で笑っ

た…単純…。おぼろのダンジョンは永

遠に迷子になるところだった。最初に

白虎鍵だけ持った状態で緑色の門を見

てギミックは理解したんだけどな。鍵

を落とす敵が全然でないのと、どの扉

が正解かわからないせいでただただ戦

闘回数だけが重なってみんなのレベル

が超上がったわ。ユンのステータス半



分くらいカンストしてんじゃん。アキ

ラのダンジョン初めてのテレポートて

突入成功。確率そんなに高くないって

聞いていたんだけど令和の確率修正か

…？ 

ピュアオディオ戦。開始早々オディ

オアイをふっ飛ばす日勝。顔が崩れて

私の腹筋も崩壊した。オディオアイ、

裏表あるんだな。くるくる。アホみた

いにレベルが上がってたんでさっくり

終了。 

魔王城突入前のデータをロードして

メンバー総入替え。ポゴのいる薬草の

広場、中世編の時に気付かなかった

わ。サンダウンに遭遇するたびに「一

サンダウン、二サンダウン…」って数

えてたら最後にはロクダウンとかいう

新しいキャラが生まれていた。キュー

ブになつかれるおぼろがかわいい。そ

して意思の疎通ができなさそうなパー

ティ。いや、できなくても気にしなさ

そうだけど。 

ダンジョンはあまり悩まずクリア。

キューブのダンジョンが面白かった。

思ったよりダンジョンでレベルを上げ

られなかったというか敵がいないダン

ジョンばっかだったんで心配でした

が、ちゃんとそれぞれのダンジョンに

いた裏ボスみたいなやつは倒せた。 

Sin オディオ戦。ピンチからのメン

バー入れ替わり「一軍キターーー！」

激アツ。って、勝ち確定演出戦じゃね

ーか。 

真エンド。みんなのその後が見れて

本当によかった泣いた。しかし

switch の設定のせいでちょうどおぼ

ろのシーンだけ暗く…見えぬ。 

あのエンドでオルステッドは救われ

たのかな。魔王を斬ったことで中世編

にかかわったみんなが解放されてあの

世で詫び続けなくてよい世界になって

いるといいな。 

あとこれ、主人公によって最後言う

こと変わりますよね？もう全員分やる

しかないじゃないですか。選択画面に

もクリア表記出てるし。 

総括とか           

HD-2D の演出がものすごくきれいだ

ったし、すごく久しぶりに RPG という

ものを全クリしたので本当に満足度高

かったですありがとう。 

魅力的なキャラクターに、多くを語

りすぎない余白のあるストーリー。エ

ンディングを見たら終了になるはずも

なく。これはむしろ、エンディングを

見てからが本当の戦いですね。やり込

めていない部分に思いをはせたり、考

察をあさったり、自己妄想を膨らませ

たり…久しぶりに同人魂がうずく。 

プレイ中は MEGAROMANIA しか脳内再

生されていなかったのに、クリアした

翌日急に色んな曲が脳内でかかりだし

たのもびっくり。 

駆け足プレイだったせいで理解度は

まだまだだし、やり込める要素も残っ

ているのでほんと時間を見つけてゆっ

くりやり込んでいきたいと思います。 


