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台詞 / ト書き
……それは【ユーザー名】と
俺がイオンに出会って、
しばらく経ったころのできことだ。
その日も【ユーザー名】の
コミュには、いつものように
依頼メッセージが入ってきた……。
■ライブハウス
ユーザーさん、ユーザーさん。
新規の依頼メッセージが
来ていますよ。
クライアントは『シャティル・
エンタープライズ・アジア』の
アイダ＝ミヤコ……。
シャティルって……
日用品から宇宙開発まで手がける
大企業じゃねーか！？
おお！ そんな大企業が
ユーザーさんにコンタクトを！
早速、通信を繋ぎましょう。
はじめまして。
【ユーザー名】様。
わたくし、アイダ＝ミヤコと申します。
シャティル・エンタープライズ・アジア
特別戦略室長付きの
秘書を務めております。
はじめまして、ミヤコ。
それで、ユーザーさんへの
ご依頼はなんでしょうか？
【ユーザー名】様の
オルタナステージにおける大変な
ご活躍、私どもも承知しております。
ぜひその、類まれなるお力と
才能とを、弊社にお貸しいただきたく
お願い申し上げます。
具体的には……弊社開発の
ある技術によって生み出された
ＡＣＴと戦っていただきたいのです。
シャティル社が作ったＡＣＴと、
オルタナステージを
やれってことか……？
ふむ、世界デビューですか。
ユーザーさんの名声が、
世界に羽ばたくチャンスですね。
もちろん、ご協力いただきました
暁には、十分以上の報酬を
お約束させていただきます。
ぜひとも良いお返事を
いただけましたら、幸いです。
……では、私は一旦これで。
急にどでかい依頼が来たな……。
どうすんだよ、
【ユーザー名】？
//選択肢
Ａ もちろん、引き受ける！
Ｂ やるしかないか……
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選択肢Ａ

もちろん、引き受ける！

イオン

さすが、ユーザーさん！
世界のユーザーさんには、
世界的な試練が必要ですからね。
やるしかないか……

選択肢Ｂ
イオン
イオン
キョータロー
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そうです、やるしかありません！
これは英雄を目指すユーザーさんに
世界が与えた大きな試練ですよ。
では、さっそく依頼承諾の返信を、
世界のヒロインが
出しておきます。うふふ。
シャティル社のＡＣＴか……。
どんな奴が相手なんだろうな。
正直言えば、俺も興味ある。
【ユーザー名】
今回は俺もイオンに乗った！
面白いもの、見せてくれよ！
■シャティル社 －特別戦略室－

ミヤコ

室長、よろしいでしょうか？

？？？

……『室長』はやめてって
言ってるだろー。いつもみたいに
『イムラン様』って呼んで。
シャティル・エンタープライズ・アジア
対日市場開拓特別戦略室長の
イムラン様。
……これから毎回必ず
その呼び方するんだったら許す。

ミヤコ
イムラン
ミヤコ

……
……イムラン様。

イムラン

へへへ～。
……それで、ご用はなんだい？
ミヤコ。
イムラン様が候補に挙げていた
オルタナプレイヤーが
依頼を引き受けました。
え！？ ホント！？
挑戦状を受け取ってくれたんだ！
よーし、よし。まずは第1段階クリア！
『挑戦状』ではなく、『データ収集及び
広報戦略の協力依頼』です。

ミヤコ
イムラン
ミヤコ
イムラン
ミヤコ
イムラン
ミヤコ
イムラン
ミヤコ

またそういうカタいこと……。
せっかくの楽しい日本侵略計画
なんだからさ～。
『侵略計画』ではなく、『市場開拓』。
不穏な言い方は慎んでください。
これは、れっきとしたビジネスです。
わかった。わーかったって。
……もー、ミヤコは真面目だなぁ。
お給料もらっていますから。
……『指向性ダウンロード』の準備、
ちゃんとできているんでしょうね？
もちろん！ 仮想システムでの試験は
成功率１００％！
さすが、ボク！ 頭いい！
wiz-domによる自動マッチングを
迂回し、特定の傾向に特化した
ＡＣＴを自由にダウンロードする……。
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実用化できれば、社としても新たな
製品開発に繋がる技術として
イムラン様の評価は更に高まる……。
……と言うのが、表向きの理由なのは
先刻お見通しです。本当はいったい、
なにを企んでいらっしゃるのやら。
さすが、ミヤコ。鋭いねー。
そう、ボクはもっと根源的なところに
たどり着きたいと思ってる。
最終的には、ものの『概念』にも等しい
キャラクターの祖とでも呼ぶべき
何かを、ボクはつかんでみたいんだ。
キャラクターの……『祖』？
もしかしたら、そういう何かが
wiz-domには眠っているんじゃないか。
ボクは純粋にそれが見たい。
そして、もしそれを自分だけのものに
したらどうなるかを知りたいんだよ。
今回用いるＡＣＴ達が、
そのための足がかりになると
考えているのですね？
そう。誰もが幼い頃に目にしただろう、
物語とキャラクターの
『原型』であり『原体験』……。
よく見知った存在であり、その亜種や
派生型が無数に存在する中、
たったひとつのオリジナルだ。
彼らを生み出すことが、ボクの求める
概念に近づくのかどうか……
そういう実験であり、遊びだよ。
困った人ですね……。
それがちゃんと、会社の利益に
繋がってくれればいいんですが。
繋がる、繋がる。仮想システム上での
結果では、引き当てたＡＣＴの性能は
恐ろしく高いものになる傾向がある。
これは仮説だけど、より起源に近い
キャラクターのほうが高い拡張性と
ポテンシャルを秘めてるのかもね。
そんな連中がシャティルの看板で
日本のステージを盛り上げるんだ。
これ以上ない宣伝になるって！
……じゃ、そういうわけだから
ボクらに手を貸してくれるプレイヤーの
選抜、よろしくね！ ミヤコ
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EX STAGE 01","静かなる月光の王女

話者

台詞 / ト書き
■渋谷 －駅周辺－

イオン
イオン
キョータロー

ふむふむ。
ミヤコに指定されたポイントは、
こちらですね、ユーザーさん。
いつものことながら、
センター街はすごい賑わいです。
刺激にあふれていますね。
こう人が多いと、
相手を探すのも一苦労だな……。

？？？

おお～っ！
ここがウワサのシブヤかぁ！
いやースゴいな！ 想像以上！

？？？

見てよマチスくん！
まるで街全体がレイヤードに
包まれてるみたいだ！
話には聞いていたが、
確かにこの街のレイヤード普及率は
圧倒的だな。
……けど、今はそこに感動している
時じゃないんじゃないか？
もうお相手が待ってるぞ。
そうだった、そうだった。
ハローハロー、こんにちは！
よく来てくれたね。
みなさんが、ユーザーさんの
対戦相手……。
シャティル社のかたがたですか？
うん、そうだよ。ボクはイムラン。
キミもACTなのかな？
う～ん……とっても可愛いね！
ありがとうございます。
さて、対戦の内容について
お聞きしたいのですが……。
少年、そいつにお世辞言って
喜ばせられるのは、
そいつのユーザーだけだぞー。
……てか、もしかしてバトルって
２対２のタッグマッチなのか？
だったら俺も……。
あー、ごめんごめん。
ボクはえーと……『記録係』みたいな
もんだから、バトルはしないよ。
実際に君達のお相手をするのは、
こっちの彼！

マチス
マチス
？？？
イオン
イムラン
イオン
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キョータロー
イムラン
イムラン
イムラン
マチス
マチス

今、ヨーロッパのステージで
人気急上昇中の実力派プレーヤー！
マチスくんでーす！
……よろしく。
お喋りは苦手だから、
さっさと始めさせてもらっていいかな？
……来い！
KAGUYA！
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我はKAGUYA、月からの征服者。
KAGUYAは人の心がわからぬ。
お前は、心を教えてくれるのか？
KAGUYAって……『かぐや姫』の？
あいつ、えらくメジャーな『出典』の
ＡＣＴとマッチングしてるんだな。
あ、ほら！ 聞いた？ マチスくん。
ボクが言ったとおり！ 日本人なら
絶対彼女を良く知ってるって。
日本でのデビュー戦に
彼女を選んでよかった！
さっすが、ボク！！
……や、でもかな～り
思い切ったアレンジ入ってる
感じするけどな……。
……だそうだぞ？
本当にこれでいいのか？ イムラン。
あはは、解釈の違いってヤツだね。
いいよ。今回大事なのは、かぐや姫と
マッチングできたって事実だから。
『かぐや姫』、ですか。
Wiz-dom、検索。
ふむふむ。
仮名文字で書かれた、
日本最古の物語のひとつ、
『竹取物語』の登場人物……。
おお？ 彼女はひょっとして、
日本最古のヒロイン、と
呼べるキャラですか？
そーだな、イオン。
お前の先輩ってとこかもな。
ヒロインの先輩……！
これは学ぶべきことがたくさん
ありそうです、ユーザーさん！
うんうん、いい反応ありがと～。
ね、スゴいでしょ？
これ、ボクが呼び出したんだよ。
呼び出した？
……マッチングしたのは、こっちの
マチスってやつのほうじゃ……
イムラン、その辺にしとかないと
またミヤコさんに怒られるぞ。
おっとっと、そうだった。
『……クク、余計な詮索はしないほうが
身のためだぞ』……ってやつだね！
美人なKAGUYAに惹かれて
ギャラリーも大勢集まってきたし、
派手に始めちゃって、マチスくん！
なんなんだよ……妙な連中だな。
【ユーザー名】、
ここは慎重に当たったほうがいいぞ！
先輩ヒロイン……有名ヒロイン。
日本最古のヒロイン！
たぎりますね、ユーザーさん！
イオンさーん。
慎重に。
慎重にお願いしまーす。
……もういいか？
見てのとおり、こっちはいつでも
始められるんだけど。
かぐや姫を元にしたキャラじゃなくて、
元祖・かぐや姫のＡＣＴ……。
これ、めちゃくちゃレアな相手だよな。
【ユーザー名】、
こいつは一筋縄じゃいかない匂いが
してきたな……注意しろよ！
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話者

台詞 / ト書き
//KAGUYAとのバトル

イムラン

マチスくん、あの人本当に強いね！
いいよ、いいよ！
ボクの目に狂いはなかった！

マチス

……お前、どっちの味方なんだよ。
だがまぁ、確かに言うとおりだ。
面白いバトルになってきた。

KAGUYA

月の雫よ、我に集いて舞い踊れ！

KAGUYA

はあっ！

キョータロー

……っとぉ！
なんだかえらく好戦的なかぐや姫だな、
【ユーザー名】。
思いっきり倒しに来てる感じだけど、
本当にコイツが日本伝統の
ヒロインなのかよ……。
『竹取物語』では、貴族の求婚を
退けるために、多くの無理難題を
用意したとされていますね。
より強く、より激しい試練を
パートナーに求めるということならば、
理解できます。
その試練を乗り越えた者にのみ、
彼女は応えると……。
ふむ。……ふむふむふむ。
わたしの基準では、
ヒロインクラスＡ級と出ました。
合格ですね、ユーザーさん。
なんすか合格って……
あとなに、その等級……。

キョータロー
イオン
イオン
イオン
イオン
キョータロー
イオン
イオン

強力な相手ですが、
ユーザーさんほどの英雄なら
古代の貴族も超えられるはず。
かぐや姫の難題をクリアした、
世界初の英雄になりましょう、
ユーザーさんっ。
//カグヤとのバトル終了
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話者

台詞 / ト書き
■渋谷 －駅周辺－

マチス

なっ！？ ……ふぅ。
どうやら今回は……ここまでだな。

イオン

鮮やかな勝利……
さすがはユーザーさんです！

イムラン

お見事！
【ユーザー名】さん！
すごいすごい！！
……味方が負けたのに
そこまで嬉しそうにするか？
さすがに俺も傷つくぞ？
まぁまぁ、そんな顔しないで。
本当にいいバトルだったよ？
ほら、お客さんもあんなに喜んでる。
貴重なデータもいっぱい収集できたし、
ボクとしては十分以上……
１００点満点だと思うけどね。
もらってる報酬分の仕事が
できてるって言うなら……
まあ、俺はそれでいいけど。
できてる、できてる。
すぐに戻って一緒に分析しようよ。
……じゃあミヤコ、あとよろしく！！
ふむ……ふたりとも、
行ってしまいましたね。
今回はこれで終わりでしょうか？
……うおっ！？
今度はなんだ！？

マチス
イムラン
イムラン
マチス
イムラン
イオン
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ミヤコ
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キョータロー

お集まりの皆様、
今回のステージへの熱いご声援、
まことにありがとうございました。
シャティル・エンタープライズによる
街頭デモンストレーションは
いかがだったでしょうか？
……デモンストレーション？
我が社では、wiz-domによる
ＡＣＴのマッチングに特定の傾向を
持たせる技術を現在研究中です。
また、この技術によりマッチングした
ＡＣＴを自由にカスタマイズする
方法も考案しております。
今回デモにて使用しましたＡＣＴは、
その研究の中で生み出された
最新モデルなのです。
マッチングに特定の傾向……つまり、
あいつらは自分達の手でかぐや姫と
マッチングできるよう仕込んだのか？

……そんで、元々の『原典』を
自分達なりに書き換えたことで、
あのKAGUYAが生まれた……。
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膨大かつ詳細なライフログから
導き出され、皆様の分身とも呼べる
大切なパートナー、ＡＣＴ……。
初めてレイヤードに触れる方々には
wiz-domによるマッチングとは違った
もうひとつのご提案と可能性を……。
そして、既にＡＣＴを活用されている
方々には、更にその魅力を高め、
自分らしく輝かせるお手伝いを……。
我が社では、今後も技術向上に励み、
末永く日本のレイヤードユーザーを
サポートしたいと考えております。
ふむ……そう言えばあの『記録係』、
イムランは『ボクが呼び出した』と
言っていましたね。
……その第一歩として、我が社では
特別なプロモーションＡＣＴを
制作いたしました。
古くから皆様に親しまれ、愛される
『童話』に新たな解釈を加えて展開する
我が社の長期プロモーション……。
『古の物語<プラナ・カハーニー>』
シリーズの展開に……どうぞ温かい
ご声援をお願いいたします。
今後の展開と製品企画につきましては
こちらのリンクをご参照くださいませ。
ではまた……次のステージで。
EmotionalTechnology――
もっと技術に感動を。
シャティル・エンタープライズ。
■シャティル社 －特別戦略室－
……グループ全体の株価は、
プロモーション開始前と比較して
１４％上昇しています。
ネットでの検索数、公式サイトへの
アクセス数も前期の同時期より
概ね３０％アップという報告です。
うんうん。これで会社の偉い人達も
うるさいこと言ってこなくなるかな。
何もかも、ボクの狙い通り！
そうですか……。
プロモーション計画は全て私が
準備したような気がするんですが？
そこはほら、上司として部下の行動も
きちっと予測した上ってことで……
まぁ、細かいことはいいじゃない。
細かくありません。
私にとっては、きちんと会社に
評価されることは……
……さて、と。
次はどんなＡＣＴを
『降臨』させちゃおうかな～。
そして、いずれはレイヤードの
すべてをボクの手の中に……。
うふふふ！ 楽しみだなぁ！
……聞いてませんね？
もう……！ お先に失礼します！
オフィスの鍵、閉めといてくださいね！
周りの連中、早速シャティルの広告に
見入っちまってるな……。
……なーんか俺ら、いいダシに
された感じじゃねーか、
【ユーザー名】？
このデモンストレーションとやらに
ずっと付き合うのが仕事かよ。
ややこしいのに巻き込まれたな。
かぐや姫同様の試練が、
これからもたくさん受けられる……。
なんという、ぜいたくな依頼でしょう。
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とってもわくわくする仕事ですね、
ユーザーさん。
今後もいいダシになりましょう！
こっちはこっちでややこしいな……。

