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【Sphere】ゲーム版シナリオテキスト
連動イベント03-a

ID

話者

台詞 / ト書き

ラザロ

//■ＵＬＡ渋谷
…………。
ＵＬＡ渋谷。
彼が求めた真理とは遠い場所。

ラザロ

まさかここに、自分の足で
立つことになるとはね。

イオン

実際に立ってみると、
印象も変わりませんか、ラザロ？

ラザロ
ラザロ
ラザロ
ラザロ
イオン
ラザロ
イオン
イオン
ラザロ
ムツキ
キョータロー
テルミ
イオン
キョータロー
テルミ
ラザロ
ムツキ

もう来ていたのね、イオン。
それに【ユーザー名】。
そう簡単に考えは変わらないわ。
想い続けた人に向けた決意も、
守ろうとした正義もね。
だけどあの人は結局、
私の想いには気づいてくれない。
自分の真実にすら気づかない。
私は――
今のオルタナステージは、
滑稽なんでしょうねぇ。
…………。
そしてあの子は、私と貴方達の
そんな姿を嘲笑い、愚かしい
舞台として全世界に配信する……。
みたいですね。
このステージは渋谷のそこら中で、
強制再生されるようです。
この戦いの裏側で、
ジョシュアの歪みに挑めるのは、
恐らく、ユウト達だけ。
そう――どれだけ身を粉にしても、
大衆はこれから、アクシスに向かう
彼らの行く末に目を奪われるでしょう。
ふん、だろうな。
このあと大衆に響くのは、
ノアの歌なのだろう。
いいトコ取りするよなー。
俺らだって、アクトマキアで
まーまー活躍してんのによ。
あたしも今なら、
クレア姫に負けない曲作れる
自信あるんだけどなあ。
おお、みんな間に合いましたか。
手応えはどうでしたか？
へへ、甘くみんなよ。
俺らだけで、渋谷中のステージを
盛り上げてきてやったぞ！
プロモは充分って感じかな。
みんなこのステージに
注目してくれると思うよ。
貴方達は揃いも揃って、
損な役回りばかりねぇ……。
私が言うのもなんだけど。
損で何が悪い。
英雄や偶像が、民衆より得をした
時代がかつてあったか？

© BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ムツキ

地獄の涙に耐えても、
日々を生きる大衆の笑顔を守る。
それが、アイドルの王道だ。
その通りです、ムツキ。
英雄の名声は、明日を生きる人々が
前を向くためのもの。
ですから、ラザロ。
ユーザーさんの名声を、
この場では存分にお使いください。
『ＵＬＡ渋谷へのアリを稼ぐ』――
そのためだけに、貴方達の表現を
捧げるというのね？
む。ラザロ、『捧げる』という
言葉のチョイスは、恐らく
みんなの想いとは異なります。
ああ、違うな。
勘違いしてんじゃねーぞ、ＣＴＯ。
俺らはやりたくてやってんだ。
『ＵＬＡ渋谷へのアリ』は、
あたし達が望んだことだよ。
だから、それはさ――
――そう。それは我々が純粋に、
胸を張って行う自己表現。
後ろ暗さは皆無だ！

ラザロ

…………。

ムツキ
イオン
イオン
ラザロ
イオン
キョータロー
テルミ

選択肢Ａ

【ユーザー名】。
貴方も、そうなの？
自分へのアリが――自分の舞台が。
ＵＬＡ渋谷のために使われることに、
貴方は納得できているの？
//選択肢
Ａ これこそ最高の舞台だ
Ｂ それが自分の表現だ
これこそ最高の舞台だ

ラザロ
選択肢Ｂ

これが、最高の舞台……？
貴方はこのような戦いでも、
世間を楽しませられるというの？
それが自分の表現だ

ラザロ
ラザロ

ラザロ
合流

ラザロ
ラザロ
イオン
ラザロ
ラザロ
ラザロ

全てが受け入れられる世界……。
それを実現することが、
貴方の自己表現だというの？

それが偽らざる本音だと、
断言できるのね……。
私のオルタナステージで、
ここまでの人間が育つなんて。
想像もしていなかったわ。
ふふ、驚きましたか、ラザロ？
ユーザーさんの成長は、ヒロインである
わたしの想像をも超えています。
ええ……そんな貴方達なら、
変えられるかもしれないわ。
人々の価値観すらも。
渋谷のトラブルシューターにして
オルタナステージの王者、
【ユーザー名】。
貴方に、改めて依頼します。
私のチームによる、ＵＬＡ渋谷の
プレゼンに――協力してください。
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イオン
キョータロー
テルミ
ムツキ
イオン
イオン

承りました、ラザロ。
ＵＬＡ渋谷の最後の戦いは、
わたし達が支えます。
うーし、やるか。
俺も協力するからな、
【ユーザー名】！
手が足りなかったら、
『友達』に頼りなよ、
【ユーザー名】。
ふふはっ。
マイノリティへの評価如き、
無限に覆らせてやろう！
さあ、ユーザーさん。
どうぞ、ご一緒に。
見たくないものを全部消すことが、
人々の願いではないと。
この舞台で、証明しましょう！
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ID

話者

ミアラカ
イオン
ミアラカ
キョータロー
ミアラカ
イオン
ミアラカ
ミアラカ
イオン
ミアラカ

台詞 / ト書き
//■wave1（初回のみ再生。バトル相手はメンテル）
やっと出番が来たー！
最初の相手は私ですよ、
先生、イオンさーんっ。
おー、ミア。
あなたはそちらのチームで
戦うのですね。
えへ、一応ちょいしばらくは
ＵＬＡ渋谷に加入してましたから、
ウソじゃないでしょ？
いいんじゃねーの。
好きなモノのために命張れるっての、
お前っぽいしな。
ま、映像にはいないですけどねー。
スキあらばと思ってたんですけど。
チッ。
映像……？
ニュースに映らなかった、
という意味ですか？
深く考えちゃダメです。
忙しいコウヘイさんの代わり、
っつーことでよろしくですっ。
今回はコロを休ませて、
コウヘイさんに託してもらった
メンテルを使いますからね！
なんと。趣味も異なる
他人の心を代弁するのですか。
――成長しましたね、ミア。
でへへ、ですですっ。
私の高次意識で、私を受け入れてくれた
全ての人達が正しいと主張しますよー！
//メンテルはコロンゾンにも変更可能です。
//■wave3（初回のみ再生。バトル相手はジェイコブ）

レイチェル

レイチェル

よーし、次は私の番だねっ！
おー、カツ……
レイチェル！
こちらにいてよいのですか？
うん、ちょっと抜けてきた。
なにもかもみんなにお任せなんて
申し訳ないもん。

レイチェル

それにね。
一度、試したかったんだ。

イオン

イオン
レイチェル
イオン
テルミ
レイチェル

試す……？
もしかして、レイチェル――。
そっ。
このカッコでステージに立って！
キミと戦って、目立ってみたかった！
おお、確かにそれははじめてです。
レイチェルのはじめてを、
ユーザーさんがもらえるのですね！
こーらイオン、危ういよ。
ＵＮＰＬもらっちゃうって。
そ、そうだよー、イオン。
それに僕は、
別にはじめてってわけじゃ――
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レイチェル

――おっと、危ないっ。
今の私はレイチェルだからね！
はい、レイチェル。
ユーザーさんが、全身全霊、
レイチェルを受け止めます！
うん、受け止めて。
私とジェイコブの、
可愛いＵＬＡ渋谷アピールっ！

ラザロ

//■wave5（初回のみ再生。バトル相手はナイトフォールＲ
楽しめているみたいね。
だけど、ここからの戦いは
楽しいだけではすまされない。

レイチェル
イオン

イオン
ラザロ
イオン
ラザロ
ムツキ
ラザロ
ラザロ
ラザロ

ラザロ。
最後の相手は、あなたですね。
ええ、久しぶりに、
私自身が戦わせてもらうわ。
この忌まわしいＡＣＴで。
――ナイトフォール。
ユウトのＡＣＴを、
まさかあなたが……。
改修させてもらったわ。
全くジョシュアったら、
ここまで傷つけなくてもいいのにね。
貴様も覚悟は充分のようだな。
ＵＬＡ渋谷への不快を緩和するため、
己の恥部すらも晒すか。
仕方ないわ。
この状況は、私の片想いが
招いたんだもの。
ＵＬＡ渋谷の象徴、
ジョシュアの敵のＡＣＴ、
ナイトフォール――。
――この力を、私が使うことで。
世間にＵＬＡ渋谷へのアリを
表明してもらう。

ラザロ

何度でも戦って、私が壊れようと……
間違っていたのは私だと、
注目の中で訴え続けるわ。
……いいでしょう。
魂を賭けたその覚悟に、
わたし達も報います。
ユーザーさんっ。
一度で伝わらないなら、二度。
二度でダメなら、もっとです。
わたし達が戦っている意味を、
世間とアナテマに理解――
いえ、考えてもらいましょう。
そう……晒しなさいアナテマ。
貴方が通じる、全ての舞台に。
この私こそが、渋谷の闇――。

ラザロ

ジョシュアに振り向いてもらうために、
大衆を煽り続けてきた女よ！

ラザロ
イオン
イオン
イオン
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連動イベント03-b

ID

話者

台詞 / ト書き
//■ＵＬＡ渋谷

ラザロ
ラザロ
ラザロ
ラザロ
ラザロ
イオン
イオン
キョータロー
テルミ
テルミ
キョータロー
ムツキ
ラザロ
ラザロ

……どうか、伝わって。
彼らに、罪はないということを……。
この状況を招いたのは、ただの私情。
私が職場の恋を引きずって、我が子の
『心』に気付けなかったというだけ。
だからお願い……みんな。
私のステージを通して、
もう一度、現実を見て。
本当の世界は。
本当の表現は。
本当の舞台は。
もっと混沌としていて――
なんでもアリなの。
そうです。
レイヤードは、なんでもアリです。
健全も不健全も、現実の一部。
みなさんの頂点に立つユーザーさんは、
ＵＬＡ渋谷を含む、全ての現実を
肯定されていますよっ！
……うし。
注目はされてるみたいだな。
テルミ、反応はどーだ？
…………。
やっば、すっごい。
キテるよ、
【ユーザー名】！
見て、この数字っ！
うおっ、マジだ！
ＵＬＡ渋谷へのＵＮＰＬを、
アリが上回ってやがるっ！
これだけの『アリ』があれば
ＵＬＡ渋谷もエンフォーサーに
対抗できるか、ラザロ？
ええ。
これならば、システムに介入して
デリートプログラムにも干渉できる。
エンフォーサーは、
緊急モードを発動して、
『相殺』行動に走るはずよ。
//アニメでエンフォーサーが同士討ちをしているシーンのスチルが
使えるとわかりやすいかと思います。

イオン
キョータロー
ラザロ
ラザロ

おお……！
充分すぎるほどの結果ですっ！
変わったじゃねーか、世界。
オルタナステージが生まれた意味が
あったみてぇだぞ、ＣＴＯ。
……皮肉なものよね。
私のステージがなければ、
マイノリティが滅びていたなんて。
それよりも、チャンスを逃さないで。
大衆は変わりやすい。
その評価も移ろうわ。
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ラザロ
テルミ
ムツキ
イオン
ムツキ
ムツキ
ラザロ
ムツキ

今のうちにジョシュアと、
アナテマを止めなきゃ。
レイヤードは結局、崩壊する。
忙しくてしょーがないね。
アナテマ側のウィークＡＩに、
この頭数で対抗できるといいんだけど。
ふん、なにを悲観的になっている。
これだけのアリを集めておいて、
まだ孤独ぶるつもりか？
んむ……？
渋谷には多くのＡＣＴ使いがいる。
今のお前達を見て心奮えぬわけがない。
怖じ気づかずに命じればよいのだ。
ラザロ。
エンディングの代わりに、
配信させてもらうぞ。
天渡ムツキ……？
いったい、なにを……。
『オルタナステージに参加していた、
全てのＡＣＴ使いよ！
最強の我々がお前達に告げる！』
//以下、ムツキの演説はＡＲ中継を通して渋谷の様々な場所で再
生される（背景を変える）、というイメージです。

ムツキ
キョータロー
ムツキ

ムツキ
テルミ
ツモリ
ムツキ

ムツキ
イオン
ムツキ

//■テラスデッキ
『お前達の表現を守ることができるのは
今を生きているお前達だけだ！
その戦いこそが至上の娯楽である！』
お、おいおい。
このタイミングで演説ぶちかましてるぞ
あのアイドル王……！
『私達と同じ承認欲求の化け物どもよ、
これほど注目される環境がかつて
あっただろうか？ いや、無い！』
//■宮下公園
『お前達が目撃し続けた頂点の英雄、
【ユーザー名】と共に
立ち上がるべきときが来たのだ！』
あーあ、煽ってる煽ってる。
【ユーザー名】、
さらっと代表にされてるし。
あいつらか……ははっ。
少しの間、引退を撤回する
必要がありそうだな。
『己を表現するついでに、
レイヤードに平和をもたらせ！
己が愛した、ＡＣＴを信じよ！』
//■センター街
『目立て！ 叫べ！
さらば、救われんッ！
お前達全員が、英雄となれ！』
おー！ 救われましょう、みなさん！
レイヤードのヒロインも、
全力でお手伝いしますよ！
『そうだ、行こう！ 私達とお前達で
この現実とウィンウィンな関係に
なってみせるのだッッ！』
//歓声のＳＥ
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//■スクランブル交差点
ジョシュア
ユウト

ムツキ
テルミ
キョータロー
イオン
イオン
ラザロ
イオン
ラザロ
ラザロ
イオン
ラザロ
ラザロ
イオン
ラザロ
イオン
イオン
ラザロ
ミアラカ
レイチェル
イオン

なにが起きている！？
不寛容なやつばっかじゃない、
ってことだよ！
この世界は！
//■ＵＬＡ渋谷
……ふふはっ♪ これでいい。
少しでも承認欲求がある者は、
平和と名誉のために戦うだろう。
……あのー。
今のであたしらもめっちゃ
『アリ』稼いじゃったんだけど。
んな雑なのでよかったのか……？
『思うがままに戦って目立て』
っつっただけじゃねーかよっ。
うふふっ。ここにいるかたには、
そんなシンプルなひとことでも
世界を変えられる力があるんですよ。
あらゆるトラブルを解決し、
最強の資格を得たユーザーさんと
そのライバル一同が言うのなら――
――説得力は、担保されている。
貴方が中心にいたから叶ったことね、
【ユーザー名】。
その通りです。
この『アリ』を稼げるのはきっと、
渋谷ではユーザーさんだけです！
……裏に逃げず、
表から堂々と裏を認める。
己を晒しながら、証明し続ける。
どんな道よりも険しい道だわ。
とんでもないことをやり遂げる
英雄を育てたものね、イオン……。
わたしは、導いただけです。
ユーザーさんは最初から
英雄に育つ器でしたよ、ラザロ。
ふふ、今はどちらでもいいわ。
罪人でしかない私にも、
貴方達は希望をくれる。
だけど……この先、
貴方自身は幸福になれるのかしら、
【ユーザー名】。
…………。
貴方は世間に報いている。
けれど貴方自身は、その果てで
幸せになれるの……？
なりますよ、ラザロ。
ユーザーさんは、
わたしが幸せにしてみせます。
こんなに頑張ったユーザーさんが
幸せになれない現実なんて――
絶対に間違っていますから。
……そう。
ヒロインがそう言うなら、
私もそうだと信じるわ。
先生ー、イオンさーん！
こっちでウィークＡＩが
暴れてますよー！
【ユーザー名】！
エンフォーサーは落ち着いたけど、
もー少し手伝ってー！
はーい、すぐに行きますよ、
ミア、レイチェル！
ほらほら、ユーザーさんもっ。
//イオン退場
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キョータロー

テルミ
ムツキ
テルミ
テルミ

ラザロ
ラザロ
ラザロ

やれやれ、有名税もバカにならねーな。
もう少しヒーローやっとくか、
【ユーザー名】！
//キョータロー退場
なんかさ、
こんな状況なのにみんな、
軽く楽しそうに見えるよね。
全てがシリアスでは重いからな。
明るく楽しく、恋する乙女も交えて
キラキラしていこうじゃないか！
恋する乙女ゆーなっ。
ったく、ここまで来たら
さらに知名度上げてやるから。
いこ、【ユーザー名】。
ここからがあたし達の、
ホントの戦いだよ！
//テルミ、ムツキ退場。主人公も退場した体なので、背景を黒に変
化させるなどの演出でラザロが一人になるイメージで。
…………。
ジョシュア、響ユウト。
ＵＬＡ渋谷の戦いを見る全ての者達。
どうか、忘れないで。
貴方達が戦うさらに『裏』で、
己を削り戦う人々もいるということを。
……そして、私のアナテマ。
どうか貴方も、この戦いの先で、
解放されてちょうだい……。

