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①準備パート
・・・・・・・・・1STワンマンライブ 

「TOKYO IN WWW」解説



第1回定期公演（都市・メディア） 
「Tokyo in Glasses」

第1部 
・「サングラス的なやつ」を原宿竹下通りで 
　女の子にバラまく！（100個） 

第2部 
・「サングラス的なやつ」をつけた原宿の 
　女の子が・ちゃんとしてステージへ！ 

・セットリストと演出はお披露目公演の反復。 
　ーHeartSync（・ちゃんの鼓動に同期し 
　　リアルタイムでスマホを振動させるアプリ） 
　ー同じく鼓動に同期して震えるハート型物体 
　ー動的なHPのリアルタイム映像 
　ーYouTube channel「毎日の動画」 
　ーSNSの・ちゃんが動画出演 
　ー竹下通りで・ちゃんたちが女の子を勧誘する 
　　シーンのツイキャスをハコで生配信



第1回定期公演（都市・メディア） 
「Tokyo in Glasses」

• 「・ちゃんたちは増殖できる」 
• 街のハッキングと、ハコから飛び出すこと 
• 反復と差異の演出 
• 多様なメディア表現（「すべて・ちゃんである」）



第2回定期公演（音楽・生体） 
「Tokyo in (non-)Music」

第1部「Laugh」 
お笑い芸人のシマウマフックさんをお招きして、バラエティに・ちゃんたちがチャレンジ。



第2回定期公演（音楽・生体） 
「Tokyo in (non-)Music」

第2部「Noise」 
ドローン演奏家hakobuneさんをお招き。・ちゃんたち自身のノイズ生演奏も。 
ノイズには・ちゃんたちのリアルタイム心音、第1部での笑い声や物販時音声なども使用。



第2回定期公演（音楽・生体） 
「Tokyo in (non-)Music」
• 「・ちゃんが生み出すノイズ」 
• 生体から発される笑い声と話し声、 
無意識・非制御の心音、 
ノイズ、ドローン、アンビエント、シューゲイザー 

• 音/無音/雑音/重音、 
そして環境と音楽の境目を行き来する



第3回定期公演（地理・公共） 
「Tokyo in Technoraneko」

・都市の力の象徴たる「テクノラネコ」が 
　仕掛ける謎解きゲームを、ハコではなく 
　現実の土地の上で解いて・ちゃんを助ける回。 

・集まる人たちがカップル、親子連れ、外国人、 
　観光客と、アイドルファンの層とズレがあり、 
　かつ歴史性も持つ上野公園。 

・いろんなテクノロジー 
　ー・ちゃんがいる方向を示すコンパス 
　ー西郷さんの像にケチャをすると 
　　Twitterでリプが飛ぶ謎技術 
　ーLINE Beaconの技術（2017年1月 
　「・ちゃんたちを街で探すイベント」初出） 
　ーBitcoinのブロックチェーンにメッセージを 
　　刻む技術 
　（2月大阪遠征オフ会「○→●→!」初出）



第3回定期公演（地理・公共） 
「Tokyo in Technoraneko」

• 「テクノラネコ」：・ちゃんを生み出した存在 
• 「・ちゃんがハッキングされる」 
• 空間を重ねる（地理）ことで別の公共性（人間の集団、 
歴史性、土地性、他のアイドルグループ界隈…）に 
否応無く触れてしまう体験



第4回定期公演（楽曲・衣装） 
「Tokyo in Closet」

・普段からやっている各楽曲の魅力を発掘する回。 
・各曲ごとに衣装を変え、プロジェクターで映像を投射し、各曲の世界観を表現。 
・曲間の・ちゃん着替えタイムではコンセプト担当・楽曲担当による 
　コンセプト・楽曲解説も。 
・密かな空間＝Closetに込められた東京。







第4回定期公演（楽曲・衣装） 
「Tokyo in Closet」

• 楽曲と衣装や演出で”出会い直す”こと 
• 同楽曲の反復と差異



第5回定期公演（拡張現実・生活） 
「Tokyo in CD」（「Tokyo」in『CD』）

・1stシングルCD『CD』収録曲「Tokyo」 
　ー楽曲を都市の音に埋め込み、連続＆リピート再生可能な 
　　「Tokyo」という音源に。「曲」というコンテンツでは 
　　なく都市の体験そのものを封入。 
　ー「Tokyo」を聴いたあと街に出ると、 
　　『CD』を再生していなくても街の音が「Tokyo」に 
　　聞こえ、・ちゃんたちの存在が感じられるように。 
　（cf. ・ちゃんたちの記号性によって、街の風景に点・や 
　　円○や球を見ると・ちゃんたちを思い出してしまう） 

・渋谷DESEO mini with VILLAGE VANGUARDで 
　行われた『CD』リリースイベントの演出 
　ー演出にて「Tokyo」を・ちゃんたちの起床～就寝までの 
　　サイクル＝生活として表現。 
　ー・・・・・・・・・のコンセプトである都市性 
　　（を象徴する・ちゃんたち）を、聴覚で知覚できる形に 
　　したのが「Tokyo」。



第5回定期公演（拡張現実・生活） 
「Tokyo in CD」（「Tokyo」in『CD』）

• 街への出会い直し（街の拡張現実化） 
• ・ちゃんの遍在化 
• 生活と楽曲のリンク（・ちゃんの生活が楽曲になり、 
ファンの生活が楽曲に満ちたものになる） 

• 「「Tokyo」in『CD』」は「常時型定期公演」



渋谷WWWという場所

・渋谷WWWは元映画館。 
　→劇場性を感じさせ、スクリーンを用いて、 
　　映画のイメージを導入したい 

・WWWという名称 
　ー「www＝world wide web」を連想させながら、 
　　「いま、この瞬間に生きている音楽と表現の 
　　『現在』を発信していく場」として作られた 
　ー・・・・・・・・・らしさと同時に、それらの 
　　イメージを継承しつつ拡張できる演出を。



アイドルと映画
・映画『幕が上がる』 
　ーももいろクローバーZさん 
　ー本編とメイキングが同時に 
　　劇場公開。どちらからでも 
　　連続鑑賞することができる 

・映画『世界の終わりのいずこねこ』 
　ーいずこねこさん 
　ー上映と自身のラストライブを 
　　同時にWWWで行う 

ともに、「アイドルの虚構性」と「映画の登場人物の現実性」が交差し、 
そこから「ほんもの」みたいなものが生まれてくる感じ。（ex. 電影と少年CQさん）



②開演前パート
・・・・・・・・・1STワンマンライブ 

「TOKYO IN WWW」解説



②開演前パート 
幕に投影されたHPの映像

HPのハート映像 → ・ちゃんのリアルタイム鼓動



②開演前パート 
幕に投影された街頭の映像

街頭の生放送ツイキャス → リアルタイムの新宿・秋葉原・新橋



②開演前パート 
幕に投影された「M01.ノイズ生演奏」の映像
フロアに鳴る音が会場SEから・ちゃんのリアルタイム鼓動音へ、ノイズ生演奏へ。 

ノイズパート → 「・ちゃんが生み出すノイズ」



②開演前パート 
「M02.1998‒」から幕開けへ
• そこから1998- へ 
（1998‒ の特殊性＝「オリジナル曲」、 
　「これで幕開けしたい」感。OPにもEDにも似合う！） 

• 開演前パートは、第1回定期公演の多メディア性と、 
第2回定期公演のテーマ「音楽・生体」をまるまる反復。
幕演出は映画館のイメージを重視。 

• 1998- では幕に動画を投影。（動画）



幕開け



解説パートの流れ
【タイムテーブル】 （だいたいの時間）

12:00-12:10　①準備パート 
12:10-12:20　②開演前パート  
12:20-12:30　③白衣装パート　←今からここ！！
　開演後～M11.のいずくみきょくまでの白衣装パートを解説！
12:30-13:05　④黒衣装パート 
13:05-13:15　⑤青衣装パート  

※各パートごとに、コンセプト担当がパワポを使って解説したり、

　ワンマン動画を実際に観つつ・ちゃんたちが感想を語ったりしま
す！



③白衣装パート
・・・・・・・・・1STワンマンライブ 

「TOKYO IN WWW」解説



③白衣装パート 
M03～M05

• 「M03.すきなことだけでいいです」「M04.星屑フィードバック」  
ーメンの身体を動かしてあっためたい 
ーお客さんのテンション上げたい 

• 3曲のプロジェクションについて：・・・・・・・・の多面性の象徴。  
ーM03.すきなことだけでいいです：初音ミク動画（の加工）  
　→ 「初音ミク性関連を持っている」  
ーM04.星屑フィードバック：とんかつ動画 
　→ 「・と文字のイメージだけでPVができる」  
ーM05.サテライト：街動画 
　→ 「街と関連を持っている」 
ーそして後ろ２つの動画は「モノクロからカラフルへ」という方向性。 



③白衣装パート 
「M04.星屑フィードバック」



③白衣装パート 
「M05.サテライト」



③白衣装パート 
M06, M07

• 「M06.ねぇ」「M07.スライド」 
ープロジェクターなしで、  
　・ちゃんたち×シューゲイザーを見せる。真っ正面から。

•  特に代表曲「ねぇ」は、 
「白衣装パート」の”爆発ポイント”として設定（動画）



③白衣装パート 
M08～M10

• 「M08.文学少女」「M09.すろぉもぉしょん」
「M10.kyuukohan」  
ー「スライド → 文学少女」はエモンティックキラキラから  
　いっときの静パートへ。  
ーすろぉもぉしょんは静パートから変化球へ。  
ーそして更に変なkyuukohanへ。 

• セトリの歪さ、kyuukohanのサイケデリックなVJ。 
• そして曲間のノイズ。ノイズが背景に現れ、  
次第に前景化していく。



③白衣装パート 
「M08. 
　文学少女」



③白衣装パート 
「M10.kyuukohan」



③白衣装パート 
「M10.kyuukohan」



③白衣装パート 
「M11.のいずくみきょく」
• M10.kyuukohanまでに 
ノイズに侵食されていく・ちゃんたち。 

• 王道アイドルを解体してしまうkyuukohanのラストは、
そのまま「M11.のいずくみきょく」へ。 

• ・ちゃんたちはノイズを生み出す存在から、 
ノイズに狂わされてしまう存在へ。 
ー「・ちゃんを分断するノイズ」（動画） 



③白衣装パート「M11.のいずくみきょく」 
以降使うことができたノイズ発生装置



④黒衣装パート
・・・・・・・・・1STワンマンライブ 
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④黒衣装パート 
黒衣装＝ノイズ＝都市

• 黒衣装パートは 
「ノイズによる汚染で何かおかしくなっている」。 
ー「・ちゃん自身がノイズ 」となるパート。  
ー（王道と比較して）異端パート。 
ー「都市性」が全面化するパート。 
ー王道＆何かに染まってしまう白衣装から、 
　染まった後の黒衣装へ。黒衣装の非スクリーン性。



④黒衣装パート 
M13～M16

• 「M13.すきなことだけでいいです」： 
解体バージョン、混ぜ合わせPV 
ー白衣装パートの反復と差異 

• 「M14.星屑フィードバック」：長イントロ版  
ー白衣装パートの反復と差異 

• 「M15.Bones」「M16.Surfing」 
ーそれ自体ヤバい感じの曲  
ープロジェクションは第4回定期のもの 

• ノイズも各曲の繋ぎに流れている。



④黒衣装パート 
「M15.Bones」（動画）



④黒衣装パート 
M17, M18

• 面を混ぜ合わせてしまうルービックキューブの変形 
ー都市性の象徴。 
ーシャッフル、マッシュアップ。「東京マヌカン‒コピー」の作り方の
ように。「すきなことだけでいいです」の2回目の映像のように。 

• 「M17.サイダー」：過去動画 
ー過去と現在の壁を越えること、もしくは物語（歴史）を語ること。 
ーバックに背負うこと、すでにないもの 

• 「M18.ソーダフロート気分」：街頭ダンス生映像＋過去動画 
ー過去の・ちゃんたちと今の遠隔の・ちゃんが重なっていく。 
ー時間と距離を越える



④黒衣装パート 
「M18.ソーダフロート気分」



④黒衣装パート 
M19, M20

• 「M19.東京マヌカン」：VJ＋3Dハッカドール 
ー次元の壁を越える。 
ーステージで踊る・ちゃんたちとスクリーンで踊る 
　ハッカドールに大して違いなどないのかも。・ちゃんたち  
　自身がリアルタイムに生成するVJのようなものかも。 

• 「M20.トリニティダイブ」：街頭ダンス生映像＋VJ＋3Dハッカ
ドール。 
ー全てを無意味に、統合しないまま並列にしてしまう都市の力。  
ー秩序解体→意味を汲み取れない視覚的なノイズ 
ー・ちゃんたち自身がノイズ 
　or「プロジェクションが多くて・ちゃんたちに集中できない」



④黒衣装パート 
「M20.トリニティダイブ」（動画）



④黒衣装パート 
アイドル楽曲洪水パートと「M21.ねぇ」
• ５分間の、過去のアイドル楽曲の洪水・VJ 
ーどんどん重なり、地層となり、ノイズ化。 
ーTHE IDOLM@STER、初音ミク、ラブライブ！も。 

• 洪水はそのまま「M21.ねぇ」の背後になだれ込む。  
ー「ねぇ」の後ろで鳴り響く、80曲近いアイドル楽曲。  
ー歴史の地層（時間性）とシューゲイザーの音の壁の 
　イメージを、むりやりくっつけている。 
ー洋楽史としてではなく、アイドル楽曲史として 
　シューゲイザーを事後的に語り直す。



④黒衣装パート 
アイドル楽曲洪水パート



・南沙織 17才（1971.6.1） 
・天地真理 ひとりじゃないの（1972.6.21） 
・森昌子 せんせい（1972.7.1） 
・山口百恵 ひと夏の経験（1974.6.1） 
・キャンディーズ 年下の男の子（1975.2.21） 
・桜田淳子 夏にご用心（1976.5.25） 
・ピンクレディ ペッパー警部（1976.8.25） 
・松田聖子 青い珊瑚礁（1980.7.1） 
・松本伊代 センチメンタル・ジャーニー（1981.10.21） 
・薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃（1981.11.21） 
・中森明菜 少女A（1982.7.28） 
・早見優 夏色のナンシー（1983.4.1） 
・少女隊 Forever（1984.8.28） 
・斉藤由貴 卒業（1985.2.21） 
・菊池桃子 卒業-GRADUATION-（1985.5.15） 
・おニャン子 セーラー服を脱がさないで（1985.7.5） 
・小泉今日子 なんてったってアイドル（1985.11.21） 
・岡田有希子 くちびるネットワーク（1986.1.29） 
・中山美穂 WAKU WAKUさせて（1986.11.21） 
・後藤久美子 初恋に気づいて（1988.1.21） 
・南野陽子 吐息でネット（1988.2.26） 
・Wink 淋しい熱帯魚（1989.7.5） 
・宮沢りえ DREAM LUSH（1989.9.15） 
・coco はんぶん不思議（1990.1.24） 
・森高千里 私がオバさんになっても（1992.6.25） 
・高橋由美子 友達でいいから（1994.1.21） 
・篠原涼子 愛しさとせつなさとこころづよさと（1994.7.21） 
・安室奈美恵 TRY ME（1995.1.25） 
・華原朋美 I'm proud（1996.3.6） 
・広末涼子 MajiでKoiする5秒前（1997.4.15） 
・SPEED ALIVE（1998.7.1） 
・モーニング娘。 LOVEマシーン（1999.9.9） 
・アイドルマスター 蒼い鳥（2005.11.2） 
・℃-ute まっさらブルージーンズ（2006.5.6） 
・Perfume チョコレイト・ディスコ（2007.2.14） 
・初音ミク メルト（2007.12.7） 
・アイドリング 無条件☆幸福（2009.7.22） 
・ももいろクローバーZ 行くぜっ！怪盗少女（2010.5.5）

・東京女子流 おんなじキモチ（2010.519） 
・AKB48 ポニーテールとシュシュ（2010.5.26） 
・Dorothy Little Happy デモサヨナラ（2011.3.16） 
・ぱすぽ☆ 少女飛行（2011.5.4） 
・スマイレージ 有頂天LOVE（2011.8.3） 
・Fairies More Kiss（2011.9.21） 
・BiS nerve（2011.10.19） 
・いずこねこ rainy irony（2011.12.18） 
・放課後プリンセス ジュリエット ～君を好きな100の理由～ 
 （2011.12.24） 
・Bouno! 初恋サイダー（2012.1.18） 
・SUPER☆GiRLS プリプリ♥SUMMERキッス（2012.7.4） 
・μ’s 僕らは今の中で（2013.1.23） 
・愛乙女★DOLL ビターチョコ・バレンタイン（2013.2.5） 
・negicco アイドルばかり聴かないで（2013.5.29） 
・私立恵比寿中学 誘惑したいや（2013.7.24） 
・Cheeky Parade 無限大少女∀（2013.9.4） 
・GEM We're GEM（2014.1.1） 
・アイドルネッサンス 17才（2014.7.7） 
・POP Plastic 2 Mercy（2014.9.30） 
・STARMARIE サーカスを殺したのは誰だ（2014.12.3） 
・drop なんにもいらない（2014.12.13） 
・ベイビーレイズJAPAN 夜明け Brand New Days（2015.4.1） 
・Stereo Tokyo Erectron（2015.5.20） 
・虹のコンキスタドール トライアングル・ドリーマー（2015.8.25） 
・Maison book girl snow irony（2015.9.23） 
・わーすた いぬねこ。青春真っ盛り（2015.10.5） 
・BELLRING少女ハート Asthma（2015.11.10） 
・RHYMEBERRY 韻果録（2015.12.16） 
・sora tob sakana 広告の街（2016.2.16）  
・まねきケチャ きみわずらい（2016.4.23）  
・夢みるアドレセンス ファンタスティックパレード（2016.4.27） 
・ヤなことそっとミュート カナデルハ（2016.8.23） 
・amiinA Atlas（2016.8.24） 
・meltia 白薔薇のコサージュ（2016.10.5） 
・BiSH オーケストラ（2016.10.5） 
・・・・・・・・・・ サテライト（2017.1.5） 
・MIGMA SHELTER Svaha Eraser（2017.7.15） 

・・・・・・・・・・ Tokyo（2017.8.16）

アイドル楽曲洪水パート ・・・・・・・・・
【1/12(金)リリース 1stアルバム『         』関連情報】 

★特設サイト 
http://www.trash-up.com/dots1stspecial/ 

★CD、LP、２形態同時発売！ 
 ショップ別購入特典 
 ショップ別に異なる「ジャケットデザインステッカー」プレゼント！

★リリースイベント情報 
 1/13(土)20:30- @タワレコ渋谷4F 
 1/19(金)19:00- @タワレコ新宿7F 

★OTOTOYさんより先行ハイレゾ配信！ 
 ダウンロード ※電子ブックレット付 
 https://ototoy.jp/_/default/p/91649 

 インタビューも同時公開 
 https://ototoy.jp/feature/20180105 

お披露目ワンマンがキャパオーバー、9つの・からなる正統派?へん
てこ?アイドルグループ。 メンバーの名前は全員「・」。顔もわから
ないけれど話せば愛しい。 「会いに行けるアイドル」から「纏うア
イドル」へ、・・・・・・・・・が東京中を駆け巡る! 

公式Twitter　　　YouTube channel　　　まとめサイト

https://ototoy.jp/_/default/p/91649
https://ototoy.jp/_/default/p/91649


④黒衣装パート 
「Tokyo in WWW」

• ・・・・・・・・の都市性は「M21.ねぇ」に集約されている。  
ー過去の・ちゃん動画。リアルタイムの街頭の・ちゃん。  
　次元を超えた・ちゃん＝ハッカドール。 
　リアルタイムにフロアで踊るマイメちゃんと、  
　SNSの妖精ちゃん（とその映像）（視覚的ノイズ）  
ー後ろで鳴る、時間を超えたアイドル楽曲群（聴覚的ノイズ） 

• 以上の全てを等価に扱えるのが都市。街になる・ちゃんたち。  
・・・・・・・・・とは何かの可視化が「M21.ねぇ」。  
渋谷WWWとウェブ（www）の交差にあるTokyo in WWW。
（動画）



④黒衣装パート 
SNSの妖精の語り



④黒衣装パート 
SNSの妖精の語り

• 「でもさー・ちゃんたち！これからは街になるんじゃなく、・
ちゃんたちが街を作る側に回ってみない？・ちゃんたちが街にな
る！ → 街の方が・ちゃんたちになるんだ。」 

• 「全てをいっしょくたにして並べてしまうものから、距離を生み
出すんだ。それに距離があるからこそ、会いに行けるんだよね」 

• 「どこにでもいて、どこにも居ないものに」 
• 「そうやって君たちは、君たちになるんだ。」 
• 「それじゃあ、待ってるね」



⑤青衣装パート
・・・・・・・・・1STワンマンライブ 

「TOKYO IN WWW」解説



⑤青衣装パート 
青衣装＝・ちゃんたちの色
• 青衣装パートとは？ 
①プロジェクションなどのギミックがゼロ 
②「M24.スライド」の後のセリフ部で、ノイズがやむ  
③白も黒も、無彩色という点では同じ。 
　しかし青は色を持つ。 
　街の色じゃなく、・ちゃんたちの色。 
　ーコンセプトもテクノロジーもノイズもどうでもいい 
　ーゴロッと・ちゃんたちがすべてのパート



⑤青衣装パート 
・ちゃんたちの語り

• 「何かにさよならしながら生きている。」 
「そのときに音が出る。」 
「その音で出会っている。」  
「さよならノイズ。」 
「もう戻れないものにもう一度出会うために。」 
「さよなら、ノイズ。」



⑤青衣装パート 
M24～M26

• 青衣装パートとは？ 
④「M24.スライド」の「別れの狭間」性 
　「M25.きみにおちるよる」のまっすぐ性。 
　「M26.Dash De Koi」の「考えなし」な感じ。 

• 「SNSの妖精は何を待っているのか」 
「『さよなら、ノイズ』の意味は？」→自由に解釈！



⑤青衣装パート 
「M24.スライド」（動画）



⑤青衣装パート 
「M27.サテライト」

• ・ちゃんたちが幕の向こうで「M01.生演奏ノイズ」を生み出し、 
• 白衣装で・・・・・・・・・の「M05.サテライト」をやり、 
• 黒衣装で誰のものかわからない 
「M23.東京マヌカン-コピー」をやり、 

• 青衣装で彼女達の「M27.サテライト」をやった。 
• 白→黒→青が、「Tokyo in WWW」の物語。 
ー「青」とは、「東京マヌカン-コピー」を  
　「サテライト」に戻す力のこと。



⑤青衣装パート 
「Tokyo in WWW」以後へ

• そして・ちゃんたちは今、 
「Tokyo in WWW」以後の世界にいる。 

• 「白→黒→青」、その矢印抜きに、 
白、黒、青のどれにでもなれる存在として。（おわり）



9/4 ・・・・・・・・・ 1stワンマンライブ「Tokyo in WWW」タイムテーブル
曲目 音響 映像 VJ ①第1回など ②第2回など ③第3回など ④第4回など ⑤第5回など

開演前 1800 開場（幕は閉じている。白黒青は衣装の色。1755ミオフューズ起動） 都市・メディア 音楽・生体 地理・公共 楽曲・衣装 拡張現実・生活
白衣装 ①開演前SE （開演10分前まで） HPのハート映像
黒衣装 1845 メンバー幕裏にスタンバイ 適宜挟む→ 街頭生放送ツイキャス
青衣装 1850 ②開演10分前 SEからメンバーのリアルタイム鼓動音へ HPのハート映像
プロジェク 1853 リアルタイム鼓動音から M01. 白 ノイズ生演奏へ メンの生演奏映像
ターあり （開演時間まで。M2音先で演奏をやめ、立ち上がって幕の前へ歩く） 　　　↓
メンの 立ち上がって幕の前まで
入りハケ 1900 開演 ：幕の向こう側でスタート 行くのをカメラが追う

マイクは記載がなけれ
ば基本的に1～5の5
本。MAXで6本使用。 

【ノイズ演奏部】 
・ちゃんが生み出すノ
イズ 

【白衣装パート】 
・ちゃんを分断するノ
イズ 
ノイズがない部分は各
曲連続的に繋がる。ノ
イズ部は給水OK。
（以後同じ。） 
白衣装パートのノイズ
部はノイズが長くなる
につれてメンの動きが
激しくなっていく。 
・最初の8秒は歩いて
本を取りに行ってスタ
ンバイ。 
・文学少女後はスキッ
プしたり、ジャンプし
たり、すろぉもぉしょ
んの「動く感じ」に繋
げる。 
・すろぉもぉしょん後
は大騒ぎ、くるくる回
ったり転げたりも
OK。 

【黒衣装パート】 
・ちゃん自身のノイズ
化 
弾ける、狂う、ノイズ
になる。ノイズ部は給
水の他、自由(好きな
ことでも無意味なこと
でも)。 

【青衣装パート】 
ノイズから・ちゃんが
生まれる 
・ちゃんから一人の女
の子へ、を予感させ
る。出会いと別れのノ
イズから、新しい私と
個性へ。 
MCは一人1分くらい
話せる。話し切って、
サテライト後はさらり
とはける。

M02.  白 1998- ：アウトロで幕が開ける。 イントロからOP映像 
～アウトロまで

M03.  白 すきなことだけでいいです ：ミクの歌あり。メンバー歌唱なし M03 ミク動画＋VJ ◯元動画を潰す
M04.  白 星屑フィードバック M04 とんかつ動画
M05.  白 サテライト M05 原宿動画
M06.  白 ねぇ
M07.  白 スライド
（ノイズ ８秒） ノイズ部で・6参加(マイク番号6)
M08.  白 文学少女 ：マイク1～6の6本
（ノイズ ８秒） ノイズ部で・6はける

M09.  白 すろぉもぉしょん M09 ミク動画＋VJ ◯わちゃわちゃ 
　元動画を潰す

（ノイズ ２７秒） ノイズ部で・6参加
M10.  白 kyuukohan ：マイク1～6の6本。曲中もノイズが流れる。 VJ ◯サイケデリック

（ノイズ ８秒）

1942 M11.  着替え のいずくみきょく ：着替えはM10ラストからM12の頭までを使う。 M11 テクノラ動画

M12. 黒 YYYYMMDD ：板付けしたら最後はフェードアウト
M13. 黒 すきなことだけでいいです ：ミク歌ありメンバー歌唱あり解体バージョン。 M13 PV群＋VJ ◯元動画を潰す

　皆の好きな曲のPV映像が重なる。
M14. 黒 星屑フィードバック ：M04の音源のイントロが長いバージョン。むっちゃはっちゃける
（ノイズ ８秒）
M15. 黒 Bones

M15-16 BonesSurfing
M16. 黒 Surfing

（ノイズ ８秒）
：ルービックキューブの動画が流れる M16.5 ルービックキュー

ブ

1957 M17. 黒 サイダー M17 過去動画

2002
M18. 黒 ソーダフロート気分

街頭ダンス生放送＋ 
M18 過去動画

M19. 黒 東京マヌカン ：部分的にミクの歌あり M19 ミク動画＋VJ＋ 
3Dハッカドール

◯ミク動画を使う箇
所では元動画を潰す

M20. 黒 トリニティダイブ 街頭ダンス生放送＋VJ＋ 
3Dハッカドール ◯

（曲間5分 いろんなアイドル楽曲の洪水） VJ ◯何かが積み重なっ
てくイメージ

M21. 黒 ねぇ ：M06の音源にいろんな音源が重なっている
街頭ダンス生放送＋ 
M21 過去動画＋ 
3Dハッカドール

◯

M22. 黒 サテライト ：M05と全く別曲なので注意
（ノイズ １２秒） ノイズ部で・6参加、・1はける
M23. 黒 東京マヌカン-コピー ：マイク2～6の5本。M05と同一音源 M23 原宿動画

2037 （着替え。ノイズ 3分くらい） ：・7動画が流れる M23.5 ・7動画

2040 M24. 青 スライド ：M07の音源を加工するかも
（1分10秒ノイズ 最後10秒は無音） ：マイク1～6の6本
M25. 青 きみにおちるよる
M26. 青 Dash De Koi

2050 MC ：マイク1～6の6本。・6も参加

2055 M27. 青 サテライト ：M05と同一音源。礼をしてはける

2102 ※ ワンチャンアンコールがあったら M28. 青 Bones

ワンマンライブのテーマは、「ウェブ・距離」。1stワンマンライブ「Tokyo in WWW」は、
それ以前に行われた各定期公演をはじめとするイベントの集大成になっています。初めて観た人
にも直感的に面白いけれど、これまでを観てきてくれた人には更に深く観られる…そんなワン
マンになったらいいなと思いました。というわけで、以下手短に紹介！ 

【知っていたらより楽しめる！ワンマンライブ以前の催し物について】 

①第1回定期公演「Tokyo in Glasses」都市・メディア 
1部では「サングラス的なやつ」を原宿竹下通りで女の子にバラまき、その子達が2部は・ちゃ
んとしてステージへ！第2部前半のセットリストと演出はお披露目公演の反復。HeartSync（・
ちゃんの鼓動に同期しリアルタイムでスマホを振動させるアプリ）で鼓動が飛び、同じく鼓動
に同期して震えるハート型の物体が会場を回り、動的なHPのリアルタイム映像やYouTube 
channel「毎日の動画」が細切れにされ再構成された映像が会場で流されます。SNSの・ちゃ
んが動画出演し、竹下通りで・ちゃんたちが女の子を勧誘するシーンのツイキャスがハコで生配
信され…などなど多様なメディア表現を使い、「現場性」の撹乱を狙った回でもありました。 

②第2回定期公演「Tokyo in (non-)Music」音楽・生体 
第1部「Laugh」はお笑い芸人のシマウマフックさんをお招きして、バラエティに・ちゃんたち
がチャレンジ。第2部「Noise」ではドローン演奏家のhakobuneさんをお招き。・ちゃんたち
自身のノイズ生演奏もあり、ノイズには・ちゃんたちのリアルタイム心音、第1部での笑い声や
物販時音声なども使われました。生体から発される笑い声と話し声、無意識・非制御の心音、
ノイズ、ドローン、アンビエント、シューゲイザー。音/無音/雑音/重音、そして環境と音楽の
境目を行き来する回になりました。 

③第3回定期公演「Tokyo in Technoraneko」地理・公共 
リアル脱出ゲームに影響を受け、都市の力の象徴たる「テクノラネコ」が仕掛ける謎解きゲーム
を現実の土地に重ねちゃおうと試みた回。場所は集まる人たちがカップル、親子連れ、外国人、
観光客と、アイドルファンの層とズレがあり、かつ歴史性も持つ上野公園。空間を重ねる（地
理）ことで別の公共性（人間の集団、歴史性、土地性、他のアイドルグループ界隈…）に否応無
く触れてしまう体験ができたらいいなと思いミッションを設計しました。・ちゃんがいる方向
を示すコンパスをはじめ、西郷さんの像にケチャをするとTwitterでリプが飛ぶ謎技術、それ以
前からあるLINE Beaconの技術（2017年1月「・ちゃんたちを街で探すイベント」初出）、
Bitcoinのブロックチェーンにメッセージを刻む技術（2月大阪遠征オフ会「○→●→!」初
出）など、テクノロジーがふんだんに用いられた回です。 

④第4回定期公演「Tokyo in Closet」楽曲・衣装 
それまでの定期公演が・・・・・・・・・の持っている変わった側面（都市というコンセプト、
ドローンやノイズ、テクノロジー）を押し出したものだったので、改めて普段からやっている各
楽曲の魅力を発掘する回に。各曲ごとに衣装を変え、プロジェクターで映像を投射し、各曲の
世界観を表現しました。曲間の・ちゃん着替えタイムでは、コンセプト担当・楽曲担当による
コンセプト・楽曲解説も行われました。密かな空間＝Closetに込められた東京ってエモい。 

⑤第5回定期公演「Tokyo in CD」（1stシングルCD『CD』）拡張現実・生活 
“・・・・・・・・・とは何か”が（少なくともコンセプト的側面からは）現段階でもっとも表
現されているのが、1stシングルCD『CD』収録曲「Tokyo」と、渋谷DESEO mini with 
VILLAGE VANGUARDで行われた『CD』リリースイベントの演出だと思います。楽曲を都市の
音に埋め込み、連続＆リピート再生可能な「Tokyo」という音源にしたのは、「曲」というコ
ンテンツではなく都市の体験そのものを封入したかったからです。「Tokyo」を聴いたあと街
に出ると、『CD』を再生していなくても街の音が「Tokyo」に聞こえ、・ちゃんたちの存在が
感じられるようになります。・ちゃんたちの記号性によって、街の風景に点・や円○や球を見
ると・ちゃんたちを思い出してしまうことと並んで、「Tokyo」を聴くことで・ちゃんたちを街
の音に感じ、街に出会い直してもらえたら良いなと思いました。リリイベではさらに「Tokyo」
を・ちゃんたちの起床～就寝までのサイクル＝生活として表現しました。・・・・・・・・・
のコンセプトである都市性（を象徴する・ちゃんたち）を、聴覚で知覚できる形にしたのが
「Tokyo」です。ゆえに「「Tokyo」in『CD』」を「常時型定期公演」と位置付けました。 

⑥渋谷WWW自体について 
渋谷WWWは元映画館。ここでやる以上、劇場性を感じさせ、またスクリーンを用いて、映画
のイメージを導入したいと思いました。ももいろクローバーZさんの映画『幕が上がる』がヒン
トになりました。『幕が上がる』は本編とメイキングが同時に劇場公開され、連続鑑賞するこ
とができます。アイドルの虚構性と映画の登場人物の虚構性が交差し、そこから逆説的になに
か「ほんもの」みたいなものが生まれてくる感じ。また、WWWという名称が「www＝world 
wide web」を連想させながら、「いま、この瞬間に生きている音楽と表現の『現在』を発信し
ていく場」として作られたことも踏まえ、・・・・・・・・・らしさと同時に、それらのイメー
ジを継承しつつ拡張できる演出を考えました。映画『世界の終わりのいずこねこ』の上映と自
身のラストライブを同時にWWWで行ったいずこねこさんの演出も大いに参照しました。

 1


