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EX STAGE"ハロウィン"

話者 台詞 / ト書き
■渋谷 －ライブステージ－

ミカ

みんなー、会いに来てくれて、
本当にありがとー！
いい子にしてたかなー？

チホ

今日は私達、アイフロのミカ＆チホが
ハロウィンイベントのＭＣを務めます！
楽しんでいってくださいねー！

観客
わーわーわー！
ミカー、チホ―！

//歓声のＳＥ

セナ

やっかましぃ。
おにーさんもよく
こんなイベントに顔出すよね。

アナテマ
アイドルの催しごとは
お嫌いですか、私のセナ。

セナ

自分じゃない誰かへの歓声なんて
聞きたくないし。
自分の人生の主役は自分じゃん？

アナテマ

ふふっ……
さすがのひねくれ者ですね。
私とマッチングするだけあります。

セナ
そーでしょーね。
どーせ英雄になれない器ですよ僕は。

ミカ

そこの人たちー！
盛り上がってくれないと、
イタズラしちゃうよっ？

チホ

こらミカ。
お客さんに失礼なことを
言わないのッ。

ミカ

あはは、ハロウィンなんだから
これもサービスだよ、チホちゃんっ。
ほらほら、トリック・オア・トリート！

チホ

うう……こういうのは苦手だけど、
ムツキ達が任せてくれた
ステージである以上は……！

セナ

……なんかステージ上にも
不器用なヤツがいるみたいだね、
おにーさん。

ミアラカ

おりゃおりゃー！
トリック・オア・トリートですよ、
アッシャー界のアイドルどもー！

コロンゾン
オ菓子クレナキャ、
深淵ニ落トスゾー！

チホ

きゃあぁぁぁ！？
ほ、本物はステージに
上がらないでくださいっ！！

コロンゾン

ＵＬＡＡＡ！
アイドル、エンジェル、デーモン、
ダイタイオナジ！
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ミアラカ そですそーです、おんなじ同じっ！

ミカ
同じなんだって、チホちゃんっ。
ミカ達はデーモンだよ！

チホ

あっさり認めるんじゃないの……
少しはアイドルとしての
誇りを持ちなさいっ。

セナ

……あっちはコラボゲストか。
アイドルイベントでエノク魔術の天使は
シャレがききすぎだよね、おにーさん。

ラザロ

詳しいわね。
若さと勢いだけでアクトマキアに
勝ち残ったわけじゃないのかしら？

セナ アンタは……。

アナテマ …………。

ラザロ

ふふ、ご機嫌よう
【ユーザー名】。
楽しんでくれてるかしら。

ラザロ

今回のイベントはハロウィン。
アイドルをメインに、お化けＡＣＴにも
ステージを彩ってもらったわ。

セナ

ちょっとカオスすぎない？
需要が重なんないでしょ、
アイドルとお化けじゃ。

ラザロ

そうでもないわ。
偶像と魔神の起源は同根よ。
信仰と推しの起源もね。

アナテマ

無邪気に騒いでいては、
トラブルへの対処も遅れるのでは
ありませんか、ラザロ様？

ラザロ
…………。
アナテマ、元気そうね。

アナテマ

おかげ様で歩くだけで睨まれます。
ヴァルナカウンターが絶対でない今、
消されることもありませんが。

セナ

おい、ここで揉めないでくれよ。
無駄に目立ったら
おにーさんも損するし。

アナテマ

承知しています、私のセナ。
今の私を隅々まで好きにできるのは、
あなただけ――どうか、ご安心を。

セナ
い、言いかたが安心できないんだよっ。
子どもの教育に悪いＡＣＴだな。

アナテマ
……ラザロ様、あなたも
『小特異点』の噂は知っているはず。

ラザロ

局所的なＡＣＴの動作異常が
報告されているようね。
大きな事故は起きていないけれど。

アナテマ

異常は異常です。
かつてのあなたならば、綻びは
大小問わず認めなかったのでは？

ラザロ

その通りね。
かつての私と、
かつてのあなただったら――。

ラザロ

――あら、
今日のメインが登場するみたい。
話は後にしましょう。

コロンゾン

ＵＲＡＡＡＡＡ！！
ステージ、イイカンジニ
アッタマッテキタゼー！

ミカ
わほーい、来たぜ来たぜ～
ミアちゃーん！

ミアラカ
どかんと熱くなって来ましたねー、
ミカちゃーん！
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チホ

うう、誰も台本を守らないっ。
私だけはせめて……こ、ここで！
スペシャルコラボゲストの登場ですっ！

ミシャラ
みんなー、お待たせっ！
次のタイトルいくよー！

ラザロ
きゃー！
ミシャラ、待ってたわよ～～！！

セナ えっ。
アナテマ えっ。

ミカ

今日のミシャラのナンバーは、
これまでと全然違う印象なんだよ？
みんな、心して聞いてね！

ミシャラ

それじゃ、歌わせていただきます。
新垣ラザロプロデュース、
『Impossible Love 』。

セナ ……アナテマさん？
アナテマ ……こっちを見ないでください、セナ。
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話者 台詞 / ト書き

ミシャラ

『Impossible Love 』でした！
聴いてくれてありがとう、
レイヤードのみんなー！

歓声
ミシャラー！
最高の曲だったぞー！

//歓声のＳＥ。

チホ

うう……
ちょっと悔しいぐらいに、
いい曲だったわね、ミカ……。

ミカ
うんっ……！
キレイな曲だったね、チホちゃん！

コロンゾン
グットキタ……。
ハナミズトマラナイ……。

ミアラカ …………。

ラザロ
良かった……
良かったわよ、ミシャラー！

セナ
……説明を求めようか、
アナテマ。

アナテマ ええ、求めましょうセナ。

ラザロ

……ミシャラの言う通りよ。
今回の新曲は、私もＰとして
手伝わせてもらったの。

セナ

なにがどーなったら
突然アイドルのプロデュースなんて
はじめる気になれんのさ……。

ラザロ

薦められたのよ、ムツキに。
『そんなに生きるのが切ないなら、
まっすぐ表現してみろ』って。

セナ

またあの女ですか。
ロクなことしないね
あのアイドル王……。

アナテマ
それだけではありませんよね、
ラザロ様。

セナ え？

アナテマ

さきほどの曲は、
これまでのミシャラの楽曲とは、
印象が明確に異なりました。

アナテマ

恐らくＡＣＴのみが検知できる、
些細な違い――翻訳されざる
ニュアンスの影響ですかねぇ。

ラザロ

さすがね。いえ、
ＡＣＴであればあなたでなくとも
わかってしまうものかしら。

ラザロ

私にここまでの才能はない。
この曲を完成させたのは、
ミシャラ自身なのよ。
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セナ

ミシャラって、アイドルではあるけど
自分から作曲するような
能力あったっけ……？

ラザロ

そう……今回の楽曲制作は、
彼女の能力の範囲を逸脱している。
けれど、事実として曲はできた。

ラザロ

私の拙い言葉や想いの隙間を、
ミシャラが勝手に埋めてくれた。
まるで『暴走』するみたいにね。

アナテマ
まさかこれも、
『小特異点』の影響だと？

ラザロ
それはまだわからない。
でも、実験をした甲斐はあったようね。

ラザロ

【ユーザー名】。
あなたはどう感じたかしら。
今回の、ミシャラの楽曲を。
//選択肢
Ａ　心に響いた
Ｂ　切なくなった

選択肢Ａ
心に響いた

ラザロ

……嬉しいわ。
ＡＣＴだけではなく、
人間にこの歌が届くことが。

ラザロ

プロデュースは私だけど、
すでにこの歌はミシャラによる、
ミシャラのための歌だから。

選択肢Ｂ
切なくなった

ラザロ

……そう。
苦しくなったのなら、
ごめんなさい。

ラザロ

だけど、ミシャラの歌は
素敵だったでしょう？
切ないだけではなかったはず。

合流

ラザロ

もし、他の人間以上に
あなたの心が動いたのなら。
それはあなたの中に在る――。

ラザロ

…………。
ごめんなさい。
土足で踏み込みすぎたわね。

アナテマ …………ふん。

ラザロ

面白くなさそうねアナテマ。
けれど私は、この曲をあなたに
聴かせられて良かったと思ってる。

ラザロ

この曲を聴けて、私もようやく
自分を整理できた気がする。
――今はあなたとも、向き合えるわ。

アナテマ
その必要はありません、ラザロ様。
今の私はセナのＡＣＴなので。

ラザロ

みたいね……ふふっ。
あなたのそんな姿が見られるとは、
思ってなかったわ。

セナ
なにニヤニヤ笑ってんの、
ラザロおねーさん。

ラザロ

その子、さっきからずっと
あなたの袖を握りしめてるわ。
ＡＣＴだから感覚ないでしょうけどね。

セナ
えぇっ！？
うわ、マジだし！

アナテマ

今の私は万能の聖別機ではありません。
こうしていなければ、センサーが
機能不全を起こしやすく――。

セナ
迷子になりやすいってことだろ！
言っておけよな、恥ずかしい！
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アナテマ
――それは失礼しました。
では、堂々とこのように。

セナ ちょ、おい……。

ラザロ

うふふ、手まで繋いじゃって。
その子はもう私が
縛らなくてもいいよね。

ラザロ

その子をお願いね、セナ。
【ユーザー名】も
ふたりを見ていてあげて。

セナ

いや、お願いされても……
おにーさんもなにを
頷いてんだよっ？

アナテマ

ステージはまだ続くみたいですよ、
私のセナ。
さあ、集中を。

セナ
おい、指を絡めるなって。
感覚なくても恥ずかしいんだぞ！

ミカ

ミシャラの歌だけじゃ
足りないよねー、みんな？
私達の歌も聞きたいでしょー？

観客
うおー！
ミカー、歌ってくれー！
//歓声のSE

チホ

ふふ、そうこなくちゃ。
私とミカの本気も、
受け取ってもらいますからね！

ミカ

おー、ノってきたね、
チホちゃんっ。
さっすがトップアイドル！

チホ

私だって、アイドルですから！
それじゃあみんな、改めて
トリック・オア・トリートッ！

ミカ
楽しんでくれなきゃ、
いたずらするよーっ！

ラザロ

きゃーきゃー♪
ミカー、チホー！！
いっぱいいたずらしてぇーっ♪

オガミ

……ラザロ。
お前は結局、誰かを推さなくては
生きられないんだな……。

セナ ……あ、いたんだ。
オガミ ……ああ、ずっといた。

■画面闇

ミアラカ
みんな楽しんでるねぇ、
コロンゾン……。

コロンゾン ……ミア？

ミアラカ

楽しいのもいいけど、
油断するとキケンってこと、
ミア達で教えてあげなくちゃ……。

ミアラカ

先生……！
終末のときは、このミアが
もたらしちゃりますからね！


