
マクロスΔ

ワルキューレライブのススメ



戦術音楽ユニット ワルキューレとは

銀河系各地で猛威を振るう奇病「ヴァールシンドローム」を歌の力で鎮静化するべく、結成さ

れたユニット。

シリーズ初の試みとして歌姫にユニット制を採用。歌が戦いを終結させるのは知られている

ことから、敵味方問わず歌に効果があることを前提として展開する。

 

■ユニット活動開始時期

　マクロス史

　現実世界

　　　　　　　

：2065年5月（マクロスFのバジュラ戦役終結から5年半後）

：2015年12月31日（アニメ 第1話先行放送版Misson0.89）

　　　　　　　



マクロスΔは失敗作ではなかったのか？
という一般的な評価



マクロスΔは失敗作ではなかったのか？

 
■Fが何故ヒットしたのか

　

　

・マクロス7から13年ぶりのTVシリーズ新作

　→シリーズを知らない世代に斬新だと受け止められる

・ランカとシェリルはそれぞれ初代TVシリーズと愛おぼのミンメイ相当

・移民船団で航行しながらの展開は前TVシリーズ作のマクロス7と同じ

・ヒットメーカー菅野よう子の再起用

・アルトが美形（女性ファン急増）

・学園ものを取り入れたわかりやすさ

　

　シリーズの集大成＆原点回帰がコンセプトにあり、当てやすい要素が元々多く、野心

的な試みより完成度の高さが優先、そこへ時代が味方した



マクロスΔは失敗作ではなかったのか？

 
■Δが目指したFとの差別化

　

　

・作品がチームを描いているのと同様、楽曲群も1人の天才から作家入替制に

・舞台は移民船団から移民惑星へ

・歌姫のコンセプトがFとは異なり、まるっきり新規で起こされている

・歌の効果が初めからわかっている

・敵対勢力も人間

・シリーズにおいて対極に位置するプラスと7の融合を図る

・恋愛以外での、チーム内や敵味方など様々な三角関係を表現しようとした

シリーズのお約束は維持しつつ、可能な限りFと別物を目指す



マクロスΔは失敗作ではなかったのか？

 
■その結果…

　

　

・登場人物が多すぎるために整理に時間がかかりすぎている

・2クール目の展開が同じようなシチュエーションの繰り返しで進展がない

・戦闘やメカの展開シーンが2期は特に減る

・三角関係においてハヤテの態度が子供っぽい

　

　

・Fとの差別化に始まる数々の要素を制御しきれていない

・前作完結から5年後で、Fの成功が視聴者に強く印象に残っている

　→多くの視聴者が求めていたであろう、わかりやすい展開でもなかった

・面白さとしてのピークが第1話と言われてしまう



マクロスシリーズとしてのライブ興行

 
マクロスΔ

　

　

・1st LIVE 「Walküre Attack!」
　（zeppなんば大阪、zepp名古屋、zeppダイバーシティ東京昼／夜）

・2nd LIVE 「ワルキューレがとまらない」
　（横浜アリーナday1／day2）

東京公演にて2nd LIVE開催を発表

2018年次期マクロスTVシリーズ開始を発表

TVシリーズ放映後に開催された2nd LIVEにて次期マクロスシリーズを発表。

Δおよびワルキューレは当初の予定通り2016年度内でシリーズ最新作としての活動を終え、

次の世代にバトンタッチをする予定だった。



美雲・ギンヌメールΔJUNNA
　

・マクロスとしてのオーディションには該当者なしだった "圧倒的歌唱力"

・シリーズ史上最年少歌姫、その声の伸びはまるで波動砲

・声美雲の小清水亜美は、JUNNAの声に合わせて起用

・ダンス経験アリ

ワルキューレ：メンバー紹介

 

今作における絶対的エースボーカル

歌唱力極振りであり、ライブではアンコール後の自

己紹介までMCを一切行わない



ワルキューレ：メンバー紹介

 

フレイア・ヴィオンΔ鈴木みのり
　

・倍率が8000倍を超えたマクロス新歌姫オーディションにて合格

　（マクロスFは5000倍）

・飯島真理や中島愛に比べ、ややハスキーな声質

・物語においてもライブにおいても、美雲とのダブルセンターを務める

・合格当時は高校生

勝ち抜いた先には年下のラスボスが待っていた

・どれだけ鍛えても歌唱力ではJUNNAに太刀打ちしきれない！

・持ち前の前向きさを武器に、演技、表現力に活路を見出す



ワルキューレ：メンバー紹介

 

カナメ・ヴァッカニアΔ安野希世乃
　

・当初は声美雲のオーディションに来ており、歌う予定ではなかった

・急遽歌唱力を問われ、合格した対応力

・役としての声域が普段より低め。美雲に寄り添うハモりが多い

美雲に寄り添うハモリが多く、初期段階からそれを完璧に出

来ていたことが、変遷していく基礎となった

5声コーラスユニットへ変遷するきっかけ



ワルキューレ：メンバー紹介

 

レイナ・プラウラーΔ東山奈央
　

・Δのオーディションはワルキューレ5人全員分を受けている

・演技も歌も様々に対応・調節が出来る万能力

・歌唱力は数々のキャラソンにて定評あり

・ダンス経験アリ

ワルキューレの方向性を決定づけたキーパーソン

・CD音源そのままのコーラスワークをライブでも行うことを提案

・初期においては全員分の振付・フォーメーションを最速で把握

・努力とストイックさの塊がメンバーに伝わり、力強さと技術力がウリとなる



ワルキューレ：メンバー紹介

 

マキナ・中島Δ西田望見
　

・唯一の"きゃわわ"な声担当（マクロスシリーズに余りいないタイプ）

・歌唱においてはレイナとハモることが多い

・声優としてはライブ未経験だが、元秋葉原バックステージパス1期生

・バックコーラス予定だった3人の歌唱力が高く、

　本格的5声コーラスユニットへと方針変更

・新曲が出るたびに歌唱難易度が上昇

ワルキューレ＝ハモりが、アニメ発ユニットとして唯一無二の

立ち位置を確立、定着



ワルキューレの持つポテンシャル

 
■土壇場で動いた未来

　

　

・ハイスピード進化する歌唱技術

・楽曲と共にパフォーマンス難度上昇

・これらが2nd LIVEで結実

これで終わりかも知れない。でもここで終わらせるわけにはいかない！

技術に裏打ちされた力強さがファンと共鳴を起こし

作品の未来を動かす！



マクロスΔにはユニット名がある！

 
■マクロスFとΔで歌姫の扱いは異なる

　

　

　シェリル・ノーム starring May'n

　ランカ・リー = 中島愛

アーティスト名義にキャラと中の人を併

記。現実とキャラの融合を狙っていた。

アーティストとしては何処まで行っても1

人、あるいは1人x2。

歌唱について団体名を持つのはマクロ

ス7以来で、これは物語で重要なファク

ターである事を意味する。

団体特有の「5人でひとつ・ひとつの負担

を5人で」という要素が、結果的にワル

キューレの推進力を高めた。

Walküre



マクロスシリーズとしてのライブ興行

 
マクロスΔ

　

　

・1st LIVE 「Walküre Attack!」
　（zeppなんば大阪／zepp名古屋／zeppダイバーシティ東京昼／夜）

・2nd LIVE 「ワルキューレがとまらない」
　（横浜アリーナday1／day2）

・3rd LIVE 「ワルキューレは裏切らない」
　（横浜アリーナday1／day2）

・扇情のプレミアムライブイベント
　（豊洲PiT昼／夜）

・クロスオーバーライブ 2019
　（幕張メッセday1／day2）

東京公演にて2nd LIVE開催を発表
　（大阪／名古屋／東京昼／東京夜）

2018年次期マクロスTVシリーズ開始を発表
　

マクロスシリーズ史上初となるLVを実施
　

マクロスΔ完全新作劇場版の製作決定を発表

・公演数：12

　単独：10 + クロスオーバー：2 高い能力を武器にひとつひとつのライブで瞬間完全燃

焼し、評価を積み重ね、ユニットがアニメ作品側をも変

えていった事例

物語完結後の完全新作劇場版制作は シリーズ史上初



マクロスシリーズとしてのライブ興行

 
マクロスF

　

　

・デビュー! ランカ・リー with シェリル・ノーム
　（zepp東京昼／夜、なんばHatch）

・ギャラクシーツアーFINAL
　（パシフィコ横浜／大阪厚生年金会館／日本武道館）

・クロスオーバーライブ A.D.2009×45×59
　（幕張メッセday1／day2）

・Merry Christmas without you
　（日本武道館／神戸ポートアイランドホール）

・クロスオーバーライブ 30
　（幕張メッセ）

・クロスオーバーライブ 2019
　（幕張メッセday1／day2）

マクロスΔ

　

　

・1st LIVE 「Walküre Attack!」
　（zeppなんば大阪／zepp名古屋／zeppダイバーシティ東京昼／夜）

・2nd LIVE 「ワルキューレがとまらない」
　（横浜アリーナday1／day2）

・3rd LIVE 「ワルキューレは裏切らない」
　（横浜アリーナday1／day2）

・扇情のプレミアムライブイベント
　（豊洲PiT昼／夜）

・クロスオーバーライブ 2019
　（幕張メッセday1／day2）

・公演数：13

・単独：8 + クロスオーバー：5

・公演数：12

　単独：10 + クロスオーバー：2

　ワンマンライブ公演数、観客動員数はFより多い



ワルキューレの物語としての改構成

  
■DVD/Blu-ray好評発売中

　

　

劇場版マクロスΔ「激情のワルキューレ」

TVシリーズの総集編という立て付けでありながら、2クー

ル目を大幅にカット。三角関係もカット。
　

TVシリーズ最終話の副題は「永遠のワルキューレ」で

あったがライブの熱量を受け、よりハイテンションに、ワル

キューレを中心とした展開へ絞られた。

マクロスΔはワルキューレの物語。

シリーズでも「歌姫が物語を引っ張る」要素が極めて強く

なった。今から見るなら劇場版だけでOK。



ワルキューレライブの見どころ

  
■ナンバリングライブはコンセプトライブ

　

・ヴァールシンドローム発症のリスクを下げるためのワクチンライブとして興行

　→コンセプトに従い、JUNNAはアンコールまでMCを一切行わない

・歌を止めてしまうとヴァール発生危険率が上昇

　→原則休憩は最小限。1st LIVEではアンコール前の休憩が1回のみ

　　その1回の間にヴァール化が進行するシビアな演出も

・2nd LIVE以降、生バンド演奏つき

　→休憩が少ない上に超難曲続き。壮絶な演奏でユニットを支える姿にも注目

　

　

　



ワルキューレライブの見どころ

 
■複雑なコーラスワーク（「チェンジ!!!!!」より。主:濃　副:淡）

　

　

意図してアイドルライブ的コールが困難な
構成となっているため、特に覚えておくべ
きコールはない。

声を出せるポイントが限られるように曲が
誘導してくることが、ライブでの一体感を
生んでいる



ワルキューレライブの見どころ

  
■DVD/Blu-ray好評発売中

　

　

ワルキューレ LIVE 2017
"ワルキューレがとまらない" at 横浜アリーナ

披露曲数：全28曲

2日目のみを映像化。

・公演時間、曲数共に1st LIVEの1.5倍以上

・ファイナルの予定だったためゲスト多数の総力戦
　　歌：小清水亜美、日笠陽子、メロディー・チューバック、中島愛（1日目出演のためBD未収録）

　　他：木村良平、KENN、石川界人、内田雄馬／瀬戸麻沙美（1日目出演のためBD未収録）

・初の生バンド演奏導入
 　　佐野康夫／黒田晃年／棒手大輔／西脇辰弥

・オリコンチャートでは60週ランクイン

※1st LIVEはTVシリーズ7巻に東京夜公演のダイジェスト版を収録



ワルキューレライブの見どころ

  
■DVD/Blu-ray好評発売中

　

　

ワルキューレ LIVE 2018
"ワルキューレは裏切らない" at 横浜アリーナ

披露曲数：両日ともに全24曲

両日共に映像化（単日売りアリ）。

・天神英貴による完全新規オープニングCG
・横アリの規模でセンターステージを廃止
　　マクロス級戦艦とバルキリーをイメージして…？

　

・May'nがΔライブ初登場

・2日目の倒れる寸前まで歌い尽くすJUNNA
・オリコンチャートでは2nd LIVEを上回る初週2位



ワルキューレライブの見どころ

  
■DVD/Blu-ray好評発売中

　

　

・ゲストを減らしワルキューレのパフォーマンスで

　2nd LIVE超えを果たそうとする真っ向勝負

・振付責任がMV振付担当に変更。特に新曲「チェン

　ジ!!!!!」では、CD音源以上の歌唱力を維持したま

　ま、ダンス・フォーメーションをより高度化



ワルキューレライブの見どころ

  
■ワルキューレライブは必ず「ようこそ」で始まって「ようこそ」で締める

　

　

1st LIVE

2nd LIVE

3rd LIVE

　
　

豊洲PiT

恋！ ハレイション THE WAR（1曲目&アンコール後ラスト）
（イントロ）Welcome to Walküre World.  Welcome!  My Heart...feel your Love.  Welcome to Walküre World.

ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ（1曲目）
（アウトロ）飛べば飛べる  絶対、飛べば飛べるから  Welcome to Walküre World!

恋! ハレイション THE WAR（ダブルアンコール前ラスト）

恋! ハレイション THE WAR（1曲目）

Dancing in the Moonlight（アンコール前ラスト）
（イントロ）Welcome welcome welcome Welcome to Walküre World.

恋! ハレイション THE WAR（昼1曲目）

ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ（夜1曲目）

Dancing in the Moonlight（ラスト）

ワクチンライブという世界への誘い　終わりを始まりへの予感に



ワルキューレライブの見どころ

  
■各CD好評発売／配信中

　

　

1st LIVE

[A]Walküre Attack! [A]Walküre Trap! [A]ワルキューレがとまらない [S]ワルキューレは裏切らない

2nd LIVE 3rdLIVE

※JUNNAが14歳当時に歌っている「いけないボーダーライン」は先行シングルカットの

※「一度だけの恋なら/ルンがピカッと光ったら」に収録。

※アルバムには構成を変更したver.で再収録。ライブではアルバム版を披露。



最後に

3rd LIVE2日目の円盤を見るべし
劇場版もよろしくね


