BS The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets
Voice Acting transcription by Gekkahiro
Week 3
『BSゼルダの伝説 古代の石盤』第3話

ナレーター：
ただ今からBSゼルダの伝説古代の石盤第３話を送信します。
このプログラムは衛星回線を通じ全国へ放送されています。
ゲームの音声はBSならではの高音質、大迫力で楽しめます。
なおこのゲームはゼルダタイムという時間空間でのみ
存在しますので、メモリーパックへセーブすることはできません。
では、すばらしいゼルダの世界へどうぞ

伝説の国ハイラル。 ６年前平和だったこの地に盗賊団のドン、ガノン･ドルフがトラフォース手にし、
魔王ガノンとなってこの地を制服しようとしていた。
ガノンは司祭アグニムに乗り移り７人の賢者の末裔を次々と生贄にし、
封印を解こうとした。
ハイラルの王女ゼルダも賢者の末裔だったため、
アグニムによって城の地下牢に閉じ込められていた。
しかしゼルダは地下牢から必死に語りかけていた

ゼルダ姫：
「助けてください。私の名はゼルダ。お城の地下牢に囚われています」

ナレーター：
ハイラルの少年リンクはその声を聞き、ゼルダを助けガノンを倒す冒険を始めた。
幾多の困難がリンクを待ち受けていたが、
リンクは勇気と力と知恵を振り絞り、
とうとう魔王ガノンを倒すことができた。
そしてリンクは新たなる冒険を探して旅立って行った。

ハイラルの人々はその功績を称え勇者リンクと崇めたてていた。
その後ハイラルには平穏な日々が流れていた。

ゼルダ姫：
「あ、東のほうへ光が･･･なんでしょうか？」

ナレーター：
ゼルダは怪しげな光へと向かった。
この男、名をアジナーと言い、
ハイラルの長老サハスラーラの弟である。

アジナー：
「あああ、歳をとると朝早く目覚めてしまうわい。さてと･･･」
「ほっ、なんじゃコイツは」

ゼルダ姫：
「アジナー、何か起こりませんでしたか？」

アジナー：
「ゼルダ姫、ここに不思議な若者が」

ゼルダ姫：
「はっ、、大丈夫ですか？」

ナレーター：
ある日不思議な若者がハイラルに落ちてきた。

兵士：
「ハァハァ、た、大変です！」

アジナー：
「お前は東の神殿にいた兵士ではないか。どうしたのだ？」
「ほぉ、怪我をしているではないか。大丈夫か？」

兵士：
「突然たくさんの魔物が現れまして、
警備の兵士は全滅です。まだこの辺りは現れていないようですが･･･うゎ･･･」

アジナー：
「おい、しっかりしろ」

ナレーター：
時を同じくして、突如たくさんの魔物が現れたのだった。
ハイラルに新たな危機が迫った。

若者はハイラルを救うべく、冒険を始めた
そしてダンジョンの中で若者が手にした石盤には、
何やら文字が記されていた。

王女ゼルダは、石盤に書かれた文字を解読するには、
ムドラの書が必要であると予言した。
若者はムドラの書を求めて、
アジナーと共に勇者リンクの生家へとやってきた。

アジナー：
「おおお、目覚めたか」
「若者よ、お前より少し早く起きてしまったのでな」
「ムドラの書を探してみたのだが、それらしきものは見あたらんかった」
「しかし、姫がこのリンクの成果で見た事があると仰ったのでな必ずあるはずじゃ」

「そこでワシはこのままムドラの書を探すから、お前は新しい石盤を探してはくれぬか？」

「そうか。探してくれるか」
「おお、その前にお主の持ち物じゃ。受け取るがよい」

ナレーター：
では簡単に操作を確認しよう。
スタートボタンを押せば、今渡されたアイテムがある。
スタートボタンを押して、Lボタンを押すと今日の目標画面が見える。
さらにスタートボタンを押せば元の画面へ戻れる
ゲーム画面でRボタンを押せば、アイテム説明画面が見える。
剣を振るならBボタンを押そう
力を溜めるにはBボタンを押し続ければいい
物を持ち上げるにはAボタンを押してくれ

アジナー：
「では、ムドラの書を見つけたら、すぐに知らせるからな」
「まずワシはこの部屋の中を探してみるとしよう。どれどれ･･･」

ナレーター：
まだ剣を持っていない君は、東の神殿に。
ブーメランを持っていない君は、薬屋を東に行き、
滝の下へ向かえ。
マジックハンマーを持っていない君は、ハイラルの西、カカリコ村の東へ
フックショットを持っていない君は、北西の迷いの森へ向かえ。
オカリナを吹けば一瞬で移動できる。
場所のわからない君は、まずXボタンでマップを表示させ確認してくれ。

ゼルダ姫：
「ああ、アジナーはムドラの書を見つけたのでしょうか？」
「ねぇ、こんなときはどうしたらいいのでしょう？」
「アジナーさまは占い師を呼んでいたようです。」
「わたくしも心を落ち着かせれば未来が見えるのですが･･･
すみませんが、占い師さんを呼んでいただけませんか？」

兵士：
「はっ！」

ナレーター：
君はパワーグラブを手にしただろうか？
パワーグラブがあれば、白い石が担げるようになる
もっと重いものを担ぐには、パワフルグラブが必要であるが、
今の君には手に入らない。
エリアの中で一度しか使えない穴あきグラブもあるので、
どうしても動かない石があれば試してくれ。
同じエリアでは一度しか使えない。
２回以上使いたいのなら、一度他のエリアに行き、
もう一度戻ってきてから使ってみてくれ

ここで簡単にアイテム使い方を説明しよう。
カンテラはダンジョン内にある灯篭に火を灯すことができる。
ダンジョンの中には灯篭に火を灯さないと開かない扉もある。
ブーメランは敵を動けなくしたり、離れたところにある
アイテムを取る事もできる。
爆弾は敵にダメージを与えたり、壁に穴を開けることができる優れものだ。
しかし、爆風に巻き込まれるとダメージを受けるので注意しよう。
空き瓶は中にいろいろ入れて、後で使うことができる。
弓があれば、矢が撃てるようになる。
キノコは魔法の粉を作る材料だ。
敵に魔法の粉を振り掛けると意外な効果があるとも言われている。
他に使い方のわからないアイテムはゲーム画面でRボタンを押し確認してくれ。

ゼルダ姫：
「ああ、あなたが占い師さんですか。」
「早速ですが、ムドラの書のありかを占ってもらえませんか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「残念ですが、ムドラの書のありかはわかりません」
「しかし、若者の周りに妖精が現れるようです。」

ゼルダ姫：
「妖精さんですか。光の勇者よ、聞こえますか？」
「妖精さんが現れるようです。頑張ってくださいね。」

アジナー：
「う～ん。ここにも無いのう」
「ムドラの書と言うからには本のようなものじゃろうが、どこにあるんじゃ」

占い師：
「ゼルダ姫」

ゼルダ姫：
「え、ムドラの書が見つかりましたか？」

占い師：
「いいえ、変なハチが見えてきました」

ゼルダ姫：
「変なハチですか？」

占い師：
「魔物好きのハチです」

ゼルダ姫：
「魔物をやっつけてしまうハチですね。
聞こえますか、光の勇者よ。
魔物を退治してくれる黄金のハチが現れます。
でも、気をつけてくださいね」

アジナー：
「う～ん。ここにもないのか。
ムドラの書はどんな色の本なのじゃろうか。
ああ、姫から詳しく聞いておけばよかったわい。

兵士：
「姫」

ゼルダ姫：
「あなたは北東にいる兵士さんですね。
何か起こりましたか？」

兵士：
「魔法屋で黄金の薬が完成したそうですが、
相変わらず一つしか作れないそうです。」

ゼルダ姫：
「そうですか。ご苦労様でした」
「聞こえますか、光の勇者よ？」

「北東の魔法屋で黄金の薬が完成したそうです」

「ぜひ行ってみてください。」

ナレーター：
ハイラルの北東にある魔法屋。
そこには魔法の薬が売られている。
赤は体力。緑は魔法。青は両方全快する優れものだ。
黄金の薬は体力も魔法も全快する上に、
飲んでからしばらくの間は剣に力を溜める時間が少なくて済む。
まだ使ったことのない君はぜひ試してみてくれ。

アジナー：
「ああ...ここにも無いのか。はぁ、ちと疲れたの。
ハァ･･･どっこいしょ。」
「若者は、もう石盤を見つけてしまったかの。
ワシも負けずにもう一踏ん張りするか」

ゼルダ姫：
「ねぇ、占い師さん。ムドラの書の場所はまだ分かりませんか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「ムドラの書は見えません。
魔物好きの蜂も去りました。」

ゼルダ姫：
「そうですか。光の勇者よ、聞こえますか？」
「魔物好きの蜂は去ってしまいました。
でも挫けずに頑張ってください。」


ナレーター：
迷宮の奥まで進めない君はいないだろうか？
迷宮の中には様々な仕掛けがある。隅々まで調べよう。
床や壺の下に隠されたスイッチは忘れていないか？
スイッチを踏まなければ開かない扉もある。
中には踏みっぱなしにしておくスイッチもあるという。
爆弾で壊れる壁を見落としてないだろうか？
遠くにあるものもブーメランで拾える。
フックショットでひっかけて渡るところもある。
ハンマーでしか引っ込まない障害物もあるという。
いろいろなアイテムを試してみてくれ

占い師：
「ゼルダ姫」

ゼルダ姫：
「ムドラの書が見つかった･･･のではないのですね」

占い師：
「爆弾がたくさん使えるようになります」

ゼルダ姫：
「そうですか。聞こえますか、光の勇者よ」
「爆弾がたくさん使えるそうです。
でも、爆風には気をつけてくださいね」

ナレーター：
回転斬りをするには、まず力を溜めなければならない。
力を溜めるには、Bボタンを押しっぱなしにしてくれ。
力がいっぱいに溜まったところでBボタンを離せば、
回転して攻撃ができる。
敵に当たれば通常の二倍のダメージが与えられる。

兵士：
「うーん。神父さまはまだ現れないのか。
そろそろ登城の時間だというのになぁ･･･
いったいどうされたのだ」

アジナー：
「うーん。ムドラの書はいったいどこにあるのじゃろうか？
あそこも探したし、ここも見たし、
ニッチもサッチもヨッチも･･･
あああ･･･
こんなとき兄じゃがおれば、すぐにわかるのじゃがな。

兄じゃは今どこにおるのかのぉ。
早く戻って欲しいものじゃ」

男：
「うぷっ、助けてくれ。みな･･･みな･･･南の湖で･･･早く助けてくれ･･･助けて･･･」

兵士：
「姫！ゼルダ姫！」

ゼルダ姫：
「あなたは先ほどの北東の兵士さんですね。
どうしました？」

兵士：
「魔法屋が安売りを始めるそうです。
薬が全て半額になります」

ゼルダ姫：
「まぁ！すごい！」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「薬が半額になります。
魔法屋へはオカリナを吹けばすぐに行けるはずですよ」

ナレーター：
地上でXボタンを押すと、地上のマップが見れる。
全体を見たければ、もう一度Xボタンを押してくれ。
元の画面に戻るには、さらにXボタンを押せばいい。
迷宮に入っている君は、Xボタンを押すと、
行ったことがある部屋が書いてある。
マップを取っていたら、行っていない部屋も書いてある。

剣を取れば、切り付けたり、力を溜めたりできる。
力を溜めるにはBボタンを押し続ければいい。

ゼルダ姫：
「ねぇ、占い師さん。
新しく何か見えませんか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「爆弾が元に戻りました」

ゼルダ姫：
「そうですか。光の勇者よ、聞こえますか？」
「爆弾が元に戻りました」
「爆弾の残り数には気をつけてくださいね」


ナレーター：
迷宮の中には様々な部屋がある。
マップを常に確認しよう。
何も無い部屋は特に怪しい。
隅々まで探してくれ。
壊れる壁や、舌が引っ張れる石像を見落とすな。
物を引っ張るには、引っ張りたい物の近くに立ち、
Aボタンを押しながら、十字キーを操作してくれ。

占い師：
「ゼルダ姫」

ゼルダ姫：
「何か見えましたか？」

占い師：
「妖精の影が見えます」
「時も半分すぎました」

ゼルダ姫：
「そうですか」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「妖精さんが現れるようですし、時間は半分残っています」
「焦らないで頑張ってください」

占い師：
「おお、素晴らしい」

ゼルダ姫：
「今度は何ですか？」

占い師：
「なんと、剣の先からビームがでます」

ゼルダ姫：
「まぁ、すごい」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「剣を振ってみてください」
「ビームがでませんか？」
「このビームで遠くの敵も攻撃できますよ」
「何か新しいことは見えませんか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「魔法屋の安売りが終わりました」

ゼルダ姫：
「そうですか」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「魔法屋の半額が終わってしまったようです」
「もし体力がなければ、妖精さんを探すか、妖精の泉を探してください」
「どうですか？何か新しいことは見えませんか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「剣のビームの力も消えました」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「辛いかもしれませんが、頑張ってください」


占い師：
「ゼルダ姫」

ゼルダ姫：
「何か見えましたか？」

占い師：
「ハイラルの不思議な力が若者に集まっています」
「５・４・３・２・１」
「力は消えました」

ゼルダ姫：
「これが･･･これがアジナーが言っていたハイラルの不思議な力なのですね」
「光の勇者よ、あなたの勇気にハイラルの自然が応援しているのです」
「頑張ってくださいね」

占い師：
「ゼルダ姫」

ゼルダ姫：
「何か見えましたか？」
「矢の力が見えてきました」

ゼルダ姫：
「矢が無限に使えるのですね」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「矢が無限に使えるようです」
「強力な敵も矢で倒せるかもしれません」
「試してみてください」

兵士：
「ゼルダ姫！」

ゼルダ姫：
「なんでしょうか？」

兵士：
「この前からハイラルに住み着いている怪しい者が、また別の場所で別の商売を始めました」

ゼルダ姫：
「アジナーから聞きました」
「でもアジナーには内緒にしておいてくださいね」
「あの方は今忙しいでしょうから」

兵士：
「はっ！」

ゼルダ姫：
「残り時間は、あとどれくらいですか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「残り十分を切りました」
「矢の力も消えたようです」

ゼルダ姫：
「そうですか」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「矢の力が消えたようです。矢の残り数には気をつけてください」
「時間は残り少なくなってきましたが、焦らないでくださいね」

占い師：
「おお、素晴らしい」

ゼルダ姫：
「今度は何が見えましたか？」

占い師：
「魔法を使っても、持っている魔法の力が消えません」

ゼルダ姫：
「そうですか」
「光の勇者よ、聞こえますか？」
「魔法の力が減らなくなったそうです」
「あ、そういえばファイアーロッドと言う武器のお話を思い出しました」
「蛾のような敵、ガモースにはファイアーロッドが有効だと勇者リンクが言っておりました」
「でもファイアーロッドを何度も使ったため、すぐに魔法がなくなってしまったそうです」
「試してみてください」

占い師：
「おお！」

ゼルダ姫：
「どうしたのですか？」

占い師：
「ムドラの書の場所がわかりました」

ゼルダ姫：
「ついに見つかったのですね。場所は？どこですか？」

占い師：
「地下室の奥にあるようです」

ゼルダ姫：
「地下室ですか」
「すみません、兵士さん」
「今からリンクの世界へ行って、ムドラの書は地下室にあるとアジナーに伝えてもらえませんか？」

兵士：
「はっ！」

ゼルダ姫：
「まだ時間は残っているのですか？」

占い師：
「くろまによ～ん」
「くろまによ～ん」
「残り2分です。魔法の力も消えました」

ゼルダ姫：
「そうですか。光の勇者よ、聞こえますか？」
「魔法の力が消え、元に戻りました」
「でも、希望を捨てずに頑張ってください」

アジナー：
「ムドラの書があったぞ」
「こんなところに入り込んでおったわい」
「しかし、なんと書いてあるのやらわしには全く読めん」
「おお、若者よ、お前も戻ってきたか」
「ああ、ちょうど良い。急いでハイラル城へ行きゼルダ姫に見ていただこう」
「姫、ムドラの書にございます」
「ああ、これです」

ゼルダ姫：
「見せてください」
「どうやら、この石盤に書かれている文字は古代の時代に、このハイラルで使われていた言葉のようです」
「銀の矢は封印する力がある、山の上に埋めておくと読めます」

アジナー：
「山とは･･･ヘブラ山の事でしょうか？」
さっそくですが、神父さんと若者をつれて行ってまいります」

神父：
「さぁ、ここが教会です。今日はもう遅いので、ここでお泊まりください」

ナレーター：
この番組は任天堂・St.GIGAの製作でお送りしました。


