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予告風サウンドドラマ台本 

 

S1レイバードの野望（無音） 

レイバード ： 私は神になる！ 

 

S2ナレーション 1（0：00～0：11） 

ナレ ： 神が住むとされる空中庭園「ユグドラシル」。その直下にて人類は安寧の時を過

ごした。しかし、一人の男の野心が時代を争いに塗り替える。 

  

S3皇国軍による襲撃（0：11～0：31） 

リリア ： アーク！！ 

アーク ： どうした？ティア 

リリア ： ごめん。東門が突破された！このままじゃ抑えきれない！！ 

アーク ： クソっ！！すぐに撤退だ！！ 

リリア ： …分かったわ。皆！！退却の準備を！！！ 

アーク ： ティア！！ 

リリア ： どうしたの？アーク 

アーク ： …死ぬなよ。 

リリア ： もちろん！ 

リュード： アーク！！あれ！！ 

ルイス ： アーク！！！！決着をつけるぞおお！！！！ 

アーク ： ルイス！！邪魔をするなああああ！！！！！ 

  

S4:対レイバード戦。レオナ致命傷（0：31～0：47） 

レオナ ： あっ…え…？ 

リュード： ねぇちゃん！！！！ 

アーク ： レオナ！！！ 

リリア ： レオナ！！！ 

レイバード：見ろ！！お前らの力、何一つ守れないではないか！ 

レオナ ： がはっ…。みんな…ごめん…ね… 

リュード： なんでねぇちゃんが謝るんだよ！！ 

レイバード：ふはははっははははは！悔め。自らの弱さを！そして私にひれ伏せ！！！ 

リリア ： 間違ってる…。こんなの絶対に間違ってる…！！！ 
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S5皆の想い（0：47～1：00） 

リリア ： 私は兄さんの、シエナの、そして私自身の仇を取るの！！ 

アーク ： 何が英雄だ！！二度も負けて…俺にはそんな資格はない！！！ 

レオナ ： 私は二人を信じてます。きっと平和な未来に導いてくれるって 

 

S6対レイバード戦:激昂（1：00～1：29） 

アーク ： レイバード！！！！ 

レイバード：そんな傷だらけの身体で何が出来る！！！ 

リリア ： うるさい！！ 

アーク ： ティア？ 

リリア ： この傷を笑うな！！！ 

レイバード：それは貴様らの弱さの証だ！！ 

リリア ： 違う！！ 

レイバード：私を見ろ！この体に傷等一つもない！！ 

リリア ： 違う違う！！そんなの強さじゃない！！ 

アーク ： そうだ！俺たちは傷を受け入れてきたんだ！！ 

リリア ： アーク… 

アーク ： 痛みを受け入れて、それでもここまで歩いてきたんだ！！！ 

レイバード：痛みなど不要だ！！ 

リリア ： 痛みを受け入れられない弱いあなたに、私は絶対負けない！！！ 

レイバード：私が弱い…？不愉快だ…！！私の前から消え失せろ！！ 

リリア ： 私は認めない。絶対にあなたを認めない！！！！！ 

 

S7追憶の中のレオナ（1：34～1：50） 

レオナ ： 知ってますか？涙で滲んだ世界は光り輝いてるんです 

アーク ： だから何だっていうんだ 

レオナ ： それはきっと、涙の先の未来には希望があるからなんだって私は思うんです 

アーク ： だったら良いんだけどな… 

レオナ ： だから、逃げないで、顔をあげてください 

レオナ ： 貴方は私の英雄なんですから 

 

 

 

 

 

 



サウンドドラマ企画 Re;ache 

第 1稿 2018/1/3 

3 

 

S8：not crown but clown（1：50～2：08） 

ロロ  ： ダメ！！ユグドラシルが落ちる！！！ 

リュード： そんなことになったら俺達だけじゃなくこの国の人達が！！！ 

リリア ： 大丈夫。私が絶対にそんなことさせない 

ロロ  ： リリア…？ダメそんなことしたらあなたの命が！！！ 

リリア ： 私はこの国の王女。だからみんなの命は私が守る！！！ 

 

S9:リリアの最期(2：08～2：16） 

リリア ：   これでよし…。 

リリア ： こんなことなら言っとけばよかったな。アーク、私もあなたの事が好… 

 

S10：ナレーション②（2：16～2：33） 

ナレ  ： 誰もが傷つき、痛みと共に歩んだ物語。サウンドドラマ「re;ache」 

 

S11：取り戻した日常（2：16～2：33裏） 

リュード： ただいま。ん？ロロー？ ？？どうした？ 

ロロ  ： おにいちゃんが… 

リュード： アークが…目を覚ましたのか？ 

ロロ  ： うん！！！！ 

リュード： アーク！！！ 

 

S12：ナレ③（2：35～） 

ナレ  ： 涙のムコウには希望がある。 
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サンプルボイス 

アーク 

1.皇国が攻めてくる…。厳しい戦いになりそうですね…。フェガロ副長、作戦はどうなるん

ですか？ 

 

2.ここから南に走れば孤児院がある。そこに逃げるんだ！良いから早く！！走れ！！！ 

 

3.レイ…僕は貴方に憧れて、貴方みたいになりたくて修行を重ねてきたんです！！剣を収め

てください…。僕は貴方とは戦えない！！ 

 

4.何が英雄だ！！レオナも、シエナも…誰ひとり守れなかった！！俺は…ただの負け犬じゃ

ないか！！ 

 

5.僕が英雄だなんて…今でもそんな自信はありません。それでも…僕を英雄と呼んでくれる

人たちがいる。だから僕は皆の期待に応えたい。ただ、それだけなんです 

 

6.ルイス…！お前の痛みは俺が受け継ぐ！！だから…もういいんだ…俺たちが戦う理由な

んて、もうないんだよ… 

 

7.レオナ…、行ってくるよ…。お前が信じてくれた未来を勝ち取ってくる。だから、どうか

力を貸してくれ 

 

8.俺は認めない！！傷を…痛みを否定するお前を…絶対に認めない…！！ 

 

9.ロロ、俺は神になんてなりたくないんだよ。辛い事だっていっぱいあるけど、人間として、

仲間とそれを乗り越えて行きたいんだ 

  

リリア 

1.大丈夫。泥にまみれるのはもう慣れたから。何が何でも生き残る。復讐が果たせるまで死

んでたまるもんですか 

 

2.別に助けてくれなんてお願いしてない！私だって、自分の身ぐらい自分で守れるんだか

ら！！ 
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3.あんたむかつくのよ！！力を持ってるのに負けた位で諦めて！！生きてるんだしょ

う！！それなのに諦めるんなら、その力私に頂戴よ！！ 

 

4.あんたは…真面目過ぎるのよ。みんなの想いを…傷を背負いすぎるの。でも、そんなだか

らシエナはあんたを助けた。どうか…シエナの死を無駄にしないで… 

 

5.何…今の…。レオナを助けたいと思ったら急に力が湧いてきて…もしかして…これが私の

力…？ 

 

6.傷つかない人が強いんじゃない！！傷を乗り越えられる人が強いの！！少しの傷も受け

入れられない弱いあなたに、私たちは絶対に負けない！ 

 

7.私の名前はリリア・リ・レイバード。この国の王女よ。だからこの国の民の命は絶対に私

が守る！！ 

 

レオナ 

1.私はレオナと言います。覚えていないかもしれませんが、２年前の戦いであなたに助けて

頂いて… 

 

2.ジュダ！ラエラ！クロエ！！無事で良かった…！！シャルロ、貴方も…！さぁ、みんなお

腹すいたでしょ？とびっきりのごはん用意しておいたから、一緒に食べよ 

 

3.もう！リュードったら…。ごめんなさい、あの子、たまに子供みたいなこと言うんです。

何か…ご迷惑おかけしませんでしたか…？ 

 

4.アークさんの力になれるなら、私は何だって頑張れるんです。だって、貴方はこの町の、

私の英雄だから 

 

5.私を殺すのであれば殺して頂いて構いません。でも、何も変わりませんよ。きっと、いい

え必ず、最後に立っているのはアークさんです 

 

6.涙の先の未来は光り輝いてるんです。だから、逃げないで。顔をあげて下さい。貴方は私

の英雄なんだから 
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7.私は…信じてます…貴方なら…望む未来を手に入れられる。貴方なら…みんなが笑える未

来を作れるって。…出来れば…私もそこで笑いたかったなぁ… 

  

  

リュード 

1.おいアーク！！！ねぇちゃんに英雄とか言われていい気になってるんじゃねーぞ！！ね

ぇちゃんは俺が守るんだ！！お前なんて必要ないんだからな！！ 

 

2.な！何言ってるんだよ！！俺たちは兄弟なんだから、ねぇちゃんを守るのは当たり前の事

だろ！！好きとか、そんなの…バ、バカじゃねーの！！！ 

 

3.頼む！！俺に剣を教えてくれ！！俺は…ねぇちゃんを守れなかった…。ねぇちゃんを助け

るには力が必要なんだ！！だからどうか！この通りだ！！ 

 

4.いひひ…。ねぇちゃん、助けに来たぜ！さぁ、一緒に帰ろうぜ。俺たちの家に…！！※ル

イスにボロボロにされながら 

 

5.なんでだよ！！！何であんたがいたのに！！ねぇちゃんを守ってくれなかったんだ

よ！！絶対に守ってくれるって約束したじゃねーかよ！！…！！黙ってんじゃねーよ！！

なんとか言えよ！！ 

 

6.今更父親面すんなよ！あんたのせいで…残された俺たちがどんな思いをしたと思ってる

んだ…！！母さんはあんたを最後まで信じてたんだぞ！！少しでも悪いと思ってるんだっ

たら、ちゃんと最後までやり遂げろよ！！こんなところで死んでるんじゃねーよ！！※リ

ュードをかばって致命傷を負ったレイヴィンに対して 

 

7.ねぇちゃん…何でおれを置いて行ったんだよ…。ずっと一緒っていったのに…。ねーちゃ

ん…ごめん…※寝言 

 

8.俺は…今まで守られてばかりだった。だから、今度は俺が守らなきゃいけない。皆が守っ

てきてくれたものを今度は俺が！その為にか倣う強くなってみせるから、だからもう泣く

な 

 

9.ちょちょちょ！！待ってくれよ！！俺が…王様！！！？？？むりむりむりむりむりだっ

て！！！俺も時とか見るとすげー眠くなるし、むずかしーことばきくと頭痛くなっちまう
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し…とにかく！ぜってーやんねーかんな！！！ 

 

ロロ 

1.私が…皇国に…？いや…私…おにいちゃんの側を離れたくない…！こんな力…なければ

よかったのに！！ 

 

2.ねぇ…もし私が突然いなくなっても、探さないで下さいね。何かあっても私は大丈夫です

から。だから、無理だけはしないで…？ 

 

3.願いなんて何もありません。だって叶わない事分かってますから 

 

4.ダメ…おにいちゃん…フロークを出ちゃ！！ああ…どうしよう…このままじゃおにいち

ゃんが…！ 

 

5.私たちはユグドラシルに登れるんです！！そうすれば、もう傷つく事なんて無いし、ずっ

と一緒に居られるんです！！だからもう戦うのはやめて！！ 

 

6.リリア…ごめんなさい…。私、貴方の事が嫌いでした。貴方と出会ってから兄はすごく傷

つく事になたので。でも…貴方が開いたからそれを乗り越えられた。ありがとう 

 

7.どうしよう…リュード…おにいちゃん…もう眼を覚まさないって…外れたことが無いの

この力！！ねぇ、リュードどうしよう！！！ 

 

レイバード 

1.グラバルーツも落ちたか。ふふふ…これで 2nd フロアも私の物だ。もうすぐだ。必ずす

べてを手に入れ、私は神になる！！ 

 

2.情か…下らぬ。クラスタ、お前にはそんなものは存在しないと思っていたが…期待はずれ

だったか 

 

3.ふん。貴様は確かセレクルシアの…。私の心臓を一突きするその度量高く評価しよう。し

かし…惜しかったな。これでは今の私は殺せんのだよ。さて。次は私の番だな 
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4.その顔…その目、エイリルに良く似ている。やはりお前は危険だ。我が道に影を落とすや

もしれん。今ここで首を落とすか 

 

5.何も持たないお前に何が出来るか教えてやろう！！現実を見つめ、弱い自分を呪い、はい

つくばり許しを請う事だ！！ 

 

6.傷は弱さの証拠だ！！弱いから傷つくのだ！！そんな傷だらけの体で何が出来る！！ 

 

7.何故だ…！何故傷が癒えぬ…！！よもやこの私が気持ちで押されているという事か…？

認めぬ！！そんなこと、断じて認めぬぞ！！！ 

 

ルイス 

1.くそ…撤退指示か…。アーク命拾いしたな。だが、次合う時は必ず貴様を斬る！！ 

 

2.フロークの無力化か。俺には言い訳にしか聞こえないな。俺だったらフロークを根こそぎ

壊滅させた。故郷を前にひよったか。期待外れだな 

 

3.フロークを落とす。王の命はフロークの壊滅だったのだ。弱者を生き長らえさせる理由は

無い！ 

 

4.フェス、邪魔をするな！！まだ俺は負けていない！！俺は負けるわけにはいかないん

だ！！！ 

 

5.ではなぜおれの父は殺されなければならない！！…俺の父は良き君主であった！！でも

殺された！母も…兄も…皆…。それは何故か？弱いからだ！！弱者は悪なのだ！！ 

 

6.俺は…間違ってない…弱者は悪だ…そんな世界なんだよ…。その否定は世界の否定だ…。

お前がその道を歩いて行けるか…見ててやるからな… 

 

7.フェス…やっとお前と対等な所までこぎつけたのに…また手の届かない所に行きやがっ

て…ほんとにお前は高値の花だよ… 


