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「よりしろ」 とは？

「よりしろ」とは、とある神様から

うまれた、魂の器です。

元々は「依り代」という名前でし

たが、いくつにも分かれて「より

しろ」と呼ばれるようになりました。

足はありませんが、お化けでは

ありません。人にも見えています。

基本的に話すことはできません

が、人やモノのマネをするのが

得意で、さまざまな色や形に変

わることができます。

ロードラの世界にはたくさんのよ

りしろたちが存在しています。

依り代

さぁ、よりしろたちの世界を
覗いてみましょう！
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いろいろ な よりしろ たち

色(属性)をもったよりしろたち。

住む場所やマネをする対象に

よって属性を得たものと推察さ

れる。

過酷な環境や強大な者、龍が

存在する付近では、炎火のより

しろや星のよりしろなど、上位の

ものが観測されている。

火のよりしろ 水のよりしろ

光のよりしろ 闇のよりしろ

炎火のよりしろ 清濁のよりしろ 光輝のよりしろ 奈落のよりしろ

太陽のよりしろ 雨のよりしろ 星のよりしろ 月のよりしろ
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きちょう な よりしろ たち

多様な鉱物の特性や、数千年の時を経た貴重なよりしろたち。

特別なポイムや古代遺跡などから発見され、その希少価値は

高く、ロードラの世界では高値で取引されることが多い。

銀のよりしろ 金のよりしろ

超古代のよりしろ

空のよりしろ 天のよりしろ

朽ちたよりしろ さまようよりしろ

特に貴重なよりしろが「おた

より」である。世界的にも発見

例が少なく、天からの贈り物

であるとされている。

古代のよりしろ

おたより
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きせつ の よりしろ たち

ロードラの世界においても四季が存在し、季節に応じてさまざ

まなよりしろたちが現れる。

人々はよりしろの姿によっても季節を感じることができる。
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よりのこ うましろ ひつじろ さるしろ にわより

おにしろ およりさま 春のよりしろ よりのぼり 夏のよりしろ

秋のよりしろ
超悪い
かぼしろ

かぼちろ よりすます となしろ



かんしゃ の よりしろ たち

ロードラの世界では、相手に感謝の気持ちを伝える際に特定

のよりしろを贈る文化が存在する。

想い人へのプレゼントや、大切な友人への感謝のしるしなど、

その用途はさまざまである。

ちょこしろ しろちょこ

「心のともしろ」は、贈る相手が

大切な友人であると認めた場

合に、一度だけ贈ることができ

る特別なよりしろである。

両手にもつパペットには一体

どのような意味が込められてい

るのだろうか。

心のともしろ
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かがく の よりしろ たち
よりしろについての研究が帝国で行われており、対象の生命

力や筋力を向上させられるよりしろが開発されている。

生命のよりしろ 力のよりしろ 癒しのよりしろ

忘却のよりしろ

また、向上した能力を元に戻すことのできるよりしろも開発さ

れているほか、行動により失われるスタミナを若干回復でき

るよりしろも存在し、一部の人々に重宝がられている。

スタしろ
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なぞ の よりしろ たち
よりしろたちは基本的に人に干渉しないが、どういうわけか一

部のよりしろたちは「いたずら」を行うことがあるらしい。

なぜそのようなよりしろが発生するのかは未だ解明されていな

いが、よりしろのいたずらでは「良いこと」が起こるため、人々か

らはありがたがられている。

悪いよりしろ 超悪いよりしろ

近年になって報告されたよりし

ろに、「竜のよりしろ」がある。

特別な竜の付近でしか観測さ

れないほか、見た目もその竜

に近しい外見をとっているため、

何らかの関係があるのではな

いかと推察される。 竜のよりしろ
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かわいい よりしろ たち

ロードラの世界は異世界と繋がることがごく稀にあり、その際に

うまれたよりしろたちが存在する。

その場合はつながった先の世界において、影響力の強いもの

を模倣することが報告されている。

かつて旧世界が滅びそうに

なった時、すべてのよりしろ

たちが力を合わせて世界を

救った。

その時に遺ったのがよりちろ

であると、まことしやかに噂さ

れている。

新世界では未だ観測されて

いない。
よりちろ
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マイメロ
＆

よりしろ

シナモン
＆

よりしろ

キキ＆ララ
＆

よりしろ

キティ
＆

よりちろ
めたしろ プリしろ



よりしろの樹 のよりしろ たち １

ロードラの世界には、よりしろの樹と呼ばれる樹が存在する。

そこにはたくさんのよりしろが集まっており、「いのちの実」を与

えることで多種多様なよりしろへとせいちょうする。

与える実の量や組合せによって特別なよりしろへ変化すること

もある。

きゃろしろ たましろ じゃがしろ にくしろ すぱしろ

ねっけつしろ べんきょしろ けがしろ うらめしろ せいしゅんしろ

よりだいく よりぼんや よりふごう よりせーぬ よりてぃすと
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よりしろの樹 のよりしろ たち ２

ふるよりそん よりんしゅたいん ばくしろ よりしろ隊長 くろしろ

はなよめしろ よりねろ ドラしろ つきみろ はなしろ

仮面そいやー 2414178/しろ はごしろ よりきゅら よりりあん
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のびしろ YORImk-03 ただのよりしろ
そつのない
よりしろ

よりきし



よりしろの樹 のよりしろ たち ３

よりしろたちだけの王国、つまり「よりしろの国」が存在するので

はないかという噂話を聞いたことがあるだろうか？

よりしろの樹ではごく稀によりしろの国から迷いこんだとされる

よりしろがしゅうかくできることがある。

よりきんぐ よりんせす

よりないと

これらよりしろの国のよりしろたち

は、いずれも素晴らしいちからを

持っているため、もし運良く発見

できたならば迷わずしゅうかくす

ることをおすすめする。
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おわりに
私がロードラを始めたころは、ユニットたちを強くするためには必ず「よりしろ」

たちを合成する必要がありました。

クエストをクリアすると残ったSoulに応じて経験値が振り分けられたよりしろを

ひとつ貰え、そのよりしろを使ってユニットを強くしていくというゲームでした。

つまり、よりしろはいつでも手に入る身近な存在だったのです。

ですが、旧世界が終わったとき、よりしろたちは居なくなりました。

よりしろ

よりしろあってこそのロードラです。

私はひとつだけよりしろを残していまし

たが、そのよりしろも「もういない」とされ

ていました。

しばらくしてよりしろの樹ができ、そこ

で新たなよりしろに出会った時、私は

そのストーリーに感動を覚えました。

そしてこのゲームをやっていて良かっ

たと、心から思いました。

たかが合成素材のキャラがここまで愛

されるゲームを私は他に知りません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

２０１７.４ すれ
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