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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11176 選択 stray 2012-05-18 19:07:21 返信 報告

皆さんこんばんは。

moonさんの「ZARDな⽇記」に
 ----------------------------------------------------------

 「Season」に出てくるポプラ並⽊は、泉⽔さんの⺟校である
 (伊志⽥)⾼校の正⾨前の並⽊道、

 ----------------------------------------------------------
 という、聞き捨てならない（笑）他サイト情報が載っています。
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歌詞は♪ポプラの並⽊ですが、PV映像は神宮外苑のイチョウ並⽊を撮ったもので、
検証するまでもないのですが、ロケ地Map-3で検証を⾏っていないことと、

 ⼈様の情報にケチをつける都合上（笑）、ここで検証しておきます。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11177 選択 stray 2012-05-18 19:09:16 返信 報告

 
合わせて、この場所も（たぶん）発⾒したので、後半で検証します。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11178 選択 stray 2012-05-18 19:11:21 返信 報告

まず、このベンチですが、神宮外苑イチョウ並⽊の⾚丸地点にあります。

奥に⾒えるのが聖徳記念絵画館です。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11179 選択 stray 2012-05-18 19:14:51 返信 報告

あまりにも分かりにくいので（笑）、ネットから拝借した画像です。

ベンチの形・装飾がピタリ⼀致します。
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Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11180 選択 stray 2012-05-18 19:17:05 返信 報告

場所はイチョウ並⽊通りの北端に近いところです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11181 選択 stray 2012-05-18 19:18:40 返信 報告

 
これは、イチョウ並⽊の北端から、⻘⼭通り⽅向（南側）を撮ったもの。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11182 選択 stray 2012-05-18 19:34:56 返信 報告

[11177]は、まだ誰も発⾒していないはずです。

[11177]から得られるヒントは、
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・道幅の狭い住宅地で、⽩ラインを引いただけの1m程度の歩道
・コンクリ塀の上にフェンス

 ・反対側に2階建以上のベランダ付き住宅、その隣に⽊⽴

程度ですが、この別ショットから

・網⽬の細かいフェンスで
 ・コンクリ塀との間に少し隙間がある

ことがわかります。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11183 選択 stray 2012-05-18 19:43:01 返信 報告

泉⽔さんが神宮外苑ロケに帯同したのであれば、イチョウ並⽊をバックに
 泉⽔さんの映像を撮っているはずなので、B社所有の⾵景映像であって

 泉⽔さんは神宮外苑に⾏っていないと読みました。

それだけじゃ探しようがないので（笑）、泉⽔さんの髪形に注⽬︕

Sg「揺れる想い」PVの髪形と⼀緒なのでは︖
 （とくに結ってる部分が頭頂に近いところが）

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11184 選択 stray 2012-05-18 19:51:29 返信 報告

Sg「揺れる想い」PVのロケは2か所で⾏われてますが、
 「STUDIO EASE 砧」（旧ペンスタジオ砧）」のほうです。

「STUDIO EASE 砧」周辺を航空写真で⾒ると、
 おあつらえむきの空き地があるじゃあ〜りませんか︕（笑）

 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
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11185 選択 stray 2012-05-18 19:56:19 返信 報告

ストビューで１周りしてみると、⾒つかりました︕

⼯事中でフェンスの内側にさらに⽩フェンスが⽴ってますが、無視して下さい。

たぶん、ここで間違いないと思います。
 PV撮りのついでに、スタジオの外に出て撮影したものでしょう。

場所は、[11184]の⻩⾊ピンです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11186 選択 stray 2012-05-18 20:02:41 返信 報告

・塀とフェンスの⾼さがほぼ同じ
 ・網⽬の細かいフェンス

 ・塀とフェンスの間に隙間
 ・⽊の枝が道路に張り出し（⼯事⽤フェンスで遮られてますが）

 ・⽩ラインを引いた歩道
 ・ベランダ付きの2階建住宅、その隣に⼤きな⽊

⾒事に⼀致します。

 
 以上、検証おわり

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11187 選択 チョコレート 2012-05-18 20:50:48 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは︕ 珍しく、夜出勤のチョコです(笑)。
 なんと･･･新たな情報︖

 私も気になって⾒てきました(苦笑)。

あっという間に、所⻑さんの検証が終わっちゃったようですね。
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あくまでも、私が情報元を拝⾒してきた印象ですけど･･･もしかしたら、
「歌詞に出てくる場所のイメージは、⺟校正⾨前」

 ということで、「ロケ地が正⾨前」ということを指すものではないんじゃ･･･(汗)。
 私の勘違いでしょうか(苦笑)。

でも、所⻑さんの検証で、このロケ地は、間違いないですよね︕

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11188 選択 stray 2012-05-18 21:23:56 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

あら、珍しい時間帯ですね。もしかして旦那様は出張中とか︖（笑）

> 「歌詞に出てくる場所のイメージは、⺟校正⾨前」

ええ〜︕どうやったらそんな読み⽅になるんですか︕（驚）
 ゆかりの地めぐりの記事へのコメントで、ブログ主さんも「ロケ地が」と解釈したコメ返で

すよね。
 チョコさんの勘違いだと思いますけど・・・（笑）。

> でも、所⻑さんの検証で、このロケ地は、間違いないですよね︕

はい、こっちは（意⾒が）合ってると思います（笑）。
 ポイントはベランダ付住宅脇の⽊です。

 20年経って、1Fから2Fの⾼さに⼤きくなったと考えると、辻褄が合います。
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11189 選択 チョコレート 2012-05-18 21:42:11 返信 報告

所⻑さん、再びこんばんは︕(笑)
 どうして、所⻑さんにはバレちゃうのかな︖(苦笑)。

 旦那様は出張中のチョコです。ぎゃははは︕
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> ええ〜︕どうやったらそんな読み⽅になるんですか︕（驚） 
やっぱり･･･そうですよね(⼤汗)。

 いや、ここではあまりに⾃明のロケ地︖だっただけに、好意的に解釈してみました(苦笑)。
 ブログ主さんの勘違いじゃないのかと(笑)。

 無理がありすぎましたか。

> ポイントはベランダ付住宅脇の⽊です。 
> 20年経って、1Fから2Fの⾼さに⼤きくなったと考えると、辻褄が合います。 

 もう、20年過ぎてるんですね･･･⽊も⼤きくなるわけですね(汗)。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11190 選択 stray 2012-05-18 22:03:09 返信 報告

チョコさん、再びこんばんは︕(笑)

> どうして、所⻑さんにはバレちゃうのかな︖(苦笑)。

それしかないでしょ︕（笑）

> いや、ここではあまりに⾃明のロケ地︖だっただけに、好意的に解釈してみました
(苦笑)。

私は「もしかして[11177]が⺟校の前︖」と好意的に解釈したのですが・・・（笑）

ダメ押しの検証です（笑）。
 排⽔溝と縁⽯︖の⽋けも⼀致しました。

 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11193 選択 MOR 2012-05-19 06:14:12 返信 報告

チョコレートさん、strayさん、お早うございます。

>「歌詞に出てくる場所のイメージは、⺟校正⾨前」 
 >ということで、「ロケ地が正⾨前」ということを指すものではないんじゃ･･･(汗)。 
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と、私も思いましたよ。(笑)

⾼校でアルバムを⾒たとの事なので、事実かどうかは別にして先⽣からそんな話を聞いたと⾔う流れでは無いでしょう
か。

 学校で⾔い伝えられているとか、勝⼿に作られた話が⼀⼈歩きしているとか、私的にはそちらの⽅が気になります。(笑)

以上、本⽇は30時の男でした。（汗）
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11194 選択 noritama 2012-05-19 08:38:42 返信 報告

おはようございます。

『Season』は⼤好きな曲です(^^)

参考までに、
 >(伊志⽥)⾼校の正⾨前の 

 は、現在は､こんな感じです（敷地北側となります)。
 並⽊道といえるほどの⽊とコンクリ塀の上にフェンス はありません。

 右に写っている⻩茶⾊の建物は近年建てられたものです。

>あくまでも、私が情報元を拝⾒してきた印象ですけど･･･もしかしたら、 
 >「歌詞に出てくる場所のイメージは、⺟校正⾨前」 

 曲のイメージは、淡く切ない⻘春の想い出って感じで学校とリンクしてしまいますね(^^)

でもロケ地についてであるなら、よほど確証がない限り、
 推察ならば"･･･かもしれない"とかにしとくのが無難ですね(^^;)

 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11195 選択 noritama 2012-05-19 10:14:09 返信 報告

ちなみに、(写真上段から)敷地の⻄側、南側、東側は、こんな感じです。
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南側には、桜の並⽊があります。そこそこ綺麗だったのですが([10948]参照、←2年前の写真)、
今年は、枝が⼤幅に剪定されてしまって、とってもみすぼらしくなってしまいました(-.-#

東側には通⽤⾨があります。

ということで、[11177]の雰囲気を持つ疑わしいところは、⾼校周りにはないということです。
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11196 選択 チョコレート 2012-05-19 10:22:37 返信 報告

所⻑さん、30時の男ことMORさん(笑)、noritamaさん、こんにちは︕

>>ということで、「ロケ地が正⾨前」ということを指すものではないんじゃ･･･(汗)。 
>と、私も思いましたよ。(笑) 

 なんと︕同意してくださる⽅、発⾒︕︕(笑)
 (*^-^)ありがとうございます。

そして、noritamaさん、すごい︕ここにも⾏ってらしたのですか︕︖(笑)
 おお〜〜現場検証まで･･･（笑)。なるほど･･･。画像までありがとうございます。

 現場を良く知っている⽅の話と考えると、やはり、「ロケ地」ではなく、「イメージ」ということを書かれただけなのか
も︖

 だとすると、そこが「イメージ」だという話の出所が、かなり気になりますね(笑)。
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11207 選択 stray 2012-05-19 20:26:45 返信 報告

noritamaさん、チョコさん、MORさん、こんばんは。

> ⾼校でアルバムを⾒たとの事なので、事実かどうかは別にして先⽣からそんな話を聞いたと⾔う流れでは無いでしょう
か。 
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> 学校で⾔い伝えられているとか、勝⼿に作られた話が⼀⼈歩きしているとか、私的にはそちらの⽅が気になります。
(笑)

なるほど〜、noritamaさんが書かれているように、詞の内容は学⽣時代を懐古するものなので
 伊志⽥⾼校関係者がそう理解したい気持ちは分かります（笑）。

 私は[11177]を発⾒できて⼤満⾜なので（笑）、別にどっちでもいいですけど（笑）。

noritamaさん、現場の写真どうもありがとうございます。
 出⾝⾼校でPV撮影なんてあり得ないですけど（笑）、

 ⾼校のぐるりに疑わしい場所がなくて安⼼しました（笑）。
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11210 選択 stray 2012-05-19 22:27:05 返信 報告

揺れる想いPVの⾐装ですが、よ〜く⾒ると⽩のサマーセーターの下に
 ⽩のＴシャツを着てらっしゃいますね。

サマーセーターを脱いで、カラシ⾊のシャツを⽻織れば[11177]になったわけです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11216 選択 noritama 2012-05-20 08:12:40 返信 報告

strayさん、チョコレートさん おはようございます。

>詞の内容は学⽣時代を懐古するものなので 
 >伊志⽥⾼校関係者がそう理解したい気持ちは分かります（笑）。 

 ですね。詞の"ポプラ"を"桜"に替えるとベタな春の歌詞になりますね、
 春の陽気に誘われて⾏った場所(笑)、もし伊志⽥⾼校ならば、春休みや⼟曜⽇のお昼頃の⾵情と合うようにも思いますの
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で、
懐かしく学校周りをぶらりとして駅までの⾵景をどこか詞のモチーフ(イメージ)にしているとも思えますね。

>ここにも⾏ってらしたのですか︕︖(笑) 
 (^^)珍しく朝早く⽬が覚めたので、散歩して来ました(笑)

>⾼校のぐるりに疑わしい場所がなくて安⼼しました（笑）。 
 今回の場合は、⾼校の現状がわかるのも必要かと思いました。
 ストリートビューがまだ部分的にしかなく確認しにくい地域ですから･･･(^^;

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11600 選択 noritama 2012-06-03 00:57:42 返信 報告

こんばんは。

神宮外苑イチョウ並⽊を、ついでに撮ってきました(笑)
 どんな構図だったかうる覚え(いつも･･･)でしたが､

 このショットが[11181]と同じ場所みたいです。
 よかった(^^;汗

 並⽊通りの⻄側歩道真ん中辺りのところから⻘⼭通り⽅向です。
 左端の柱は⾞道側を照らす街灯です。

【追記】右のベンチが写っていなかったので、写真差し替えました。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11601 選択 noritama 2012-06-03 01:19:46 返信 報告

ベンチは、並⽊沿いに何箇所も設置してありました。
 2脚並んでいるところには灰⽫とゴミ箱があります。

 1脚のところもあります。

[11178]⾚丸のところのベンチは、ずーっと⼈が座っていたので撮りませんでした(笑)
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【追記】映像に近い⾓度の写真に差し替えました。
灰⽫があるのは、この席から([11601]の写真の右に写っているベンチです)南側の2脚並びベンチで、

 ここから北側のベンチは灰⽫がありませんでした。
 灰⽫の脚が⾒えていませんが､この灰⽫は底が抜けていて、外枠が下に下がってしまっています(笑)

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11662 選択 noritama 2012-06-06 03:05:56 返信 報告

底が抜けていなくて、灰⽫の脚が⾒えるとこんな感じです。
 ベンチは、真ん中にバーが追加されてますね。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11663 選択 noritama 2012-06-06 05:03:42 返信 報告

このシーンは、

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11664 選択 noritama 2012-06-06 05:06:00 返信 報告

東側の歩道で、⻘⼭通り⽅向を映したものでした。
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Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11665 選択 noritama 2012-06-06 05:14:06 返信 報告

スタジオEASEの場所が、⼩⽥急線沿いと⾔うことをすっかり忘れていました･･･(笑) 
 急⾏だと通過駅なので･･･ピンと来ませんでした(^^;

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11666 選択 noritama 2012-06-06 05:18:45 返信 報告

駅から歩いて、約10分。駅と駅の中間位の所ですね。
 スタジオEASEが右⼿に⾒えました。

 先の⽅に⾒える⻘い看板辺りが環状⼋号線(環⼋)です。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11667 選択 noritama 2012-06-06 05:20:50 返信 報告

ここが､スタジオEASEかぁ｡
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Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11668 選択 noritama 2012-06-06 05:27:05 返信 報告

上の階は変った造りですね。
 下の階の窓からは内装のアーチセットが⾒えます。

 フムフム･･･ってこちらの調査ではありませんでした(汗)
 外から⾒てもわからないし(笑)

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11669 選択 noritama 2012-06-06 05:30:23 返信 報告

⽤事があるのはこちらでした(^^;

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11670 選択 noritama 2012-06-06 05:41:28 返信 報告
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裏通りなのに、⼈通りがパラパラでも割とあるなぁ･･･
皆さん伊勢丹の⽅に⾏くみたいです｡

 散歩している⼈や⽞関先で話し込んでいる⼈もいらっしゃる･･･
 塀を撮っていたら変な⼈ですね(^^;)

 ⼈通りの間合いをみて(笑)

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11671 選択 noritama 2012-06-06 05:51:37 返信 報告

[11188][11190]の場所･･･
 推測された右の建物は･･近くてなにか雰囲気(建物の位置)が違うような。割と新しい建物です

し･･･
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11672 選択 noritama 2012-06-06 05:57:56 返信 報告

ちょっと後ろにさがって撮った写真(笑)
 う〜ん･･･

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11673 選択 noritama 2012-06-06 06:04:57 返信 報告
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塀の上の網⽬フェンスの柱間の詰り⽅や、PVの動画をみると、
ここから塀の中間辺りのマンホール〜T字路の辺りに居る泉⽔さんをズームで撮っているのでは
ないかとも思うのですが。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11674 選択 noritama 2012-06-06 06:10:26 返信 報告

[11673]の切り抜きをするとこんな感じです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11675 選択 noritama 2012-06-06 06:12:43 返信 報告

PVのシーン

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11676 選択 noritama 2012-06-06 06:16:35 返信 報告
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これも[11671]の場所ですが、[11182]と良く⾒⽐べるとちょっと違っていました(汗)
網⽬フェンスの柱と横梁の継ぎ⽬までの間隔が広いですね。

 ストリートビューでみると、塀の中間辺りは若⼲間隔が狭いようで、中間〜奥は継ぎ⽬位置が全く違
います。

 [11182]も塀の中間辺りなのかな･･･
気が向いたら(笑)また⾒てきます。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11678 選択 stray 2012-06-06 19:52:28 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

現地捜査に⾏ってくれたんですね︕どうもありがとうございます。

両⽅とも私の推定地が少し違っているようですね（汗）。
 神宮外苑は泉⽔さんが⾏っていないので後回しにするとして、

 EASE砧近くのほうを先に検証します。

まず、現在⼯事中のあの広い緑地が何なのか、気になったので調べたところ、
 戦後間もなく建てられた清⽔建設の社宅跡でした。

⾚く囲った⻄側だけじゃなくて、⻘で囲った環８沿いの伊勢丹を含む東側もです。

⼩さな⾚丸が撮影推定地で、[11671]で「割と新しい建物」とあるのは
 ワコール祖師⾕⼤蔵というテナント・ビルです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11679 選択 stray 2012-06-06 20:13:34 返信 報告

【東側】はガーデニエール砧（270⼾）として再開発（⼯期 2006年12⽉〜2008年2⽉）され、
 2008年2⽉に竣⼯しています。
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【⻄側】は「K2 WEST」（371⼾）で、⼯期は2011年12⽉〜2013年2⽉です。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11680 選択 stray 2012-06-06 20:15:29 返信 報告

グーグルアースで1997年に戻ると、こんな感じです。

すごい社宅ですね︕

ワコール祖師⾕⼤蔵もすでに建っています。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11681 選択 stray 2012-06-06 20:25:08 返信 報告

国交省の平成元年（1989年）の航空写真です。

ワコール祖師⾕⼤蔵はすでに建っていますが、⻄隣のビルはありません。
 EASE砧の建物も無いような・・・

よって泉⽔さんのロケ当時、清⽔建設の社宅は⻄側も東側も残っていたことになります。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11682 選択 stray 2012-06-06 20:42:13 返信 報告

⻄区画の南に「⼤蔵給⽔所」がありますが、ここは世⽥⾕区内の最⾼標⾼地点（55m）だそうです。

EASE砧からずっと登り坂で、特に⾚線の部分はかなりの急坂だったはずです。
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Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11683 選択 stray 2012-06-06 20:50:04 返信 報告

⾚線部分のストビューです。
 ⾚線より上には塀がなく、フェンスのみです。

 坂下の低い場所ほど塀もフェンスも⾼くなっているようです。

ロケ推定地の⾓の部分は、新しいブロックが積んでありますが、
 ⼯事前は（ロケ当時は）塀がぐるっと回っていたのではないでしょうか。

 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11684 選択 stray 2012-06-06 20:55:51 返信 報告

なぜかというと、フェンスが引きちぎられているからです（笑）。

駐⾞禁⽌の標識がちょうど泉⽔さんの⽴ち位置で、この標識（ポール）が当時なかったとする
と、

 [11177]のような写真が撮れると思いますが、noritamaさん、いかがでしょ︖

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11686 選択 stray 2012-06-07 12:19:57 返信 報告
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たぶん、⼿前から２つ⽬のフェンスだと思いますが、
[11673]でリベットが4〜5個集中しているのが、このポイントかと。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11689 選択 noritama 2012-06-07 21:58:06 返信 報告

こんばんは。

>[11673]でリベットが4〜5個集中しているのが、このポイントかと。 
 ここだね!と撮影している時は私もそう思っていたんですが･･･

 帰って写真を⾒ると、[11686]⽔⾊囲みよりも柱よりにもうひとつリベットがあるんです。
 泉⽔さんの⼿が置かれているところから察するに､

 柱とリベットがある継⽬まではそれほど幅が無いようにみえるのです。
 で、ストリートビューで確認すると、塀の中央辺りは、リベットひとつ分少ないのです･･･

 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11690 選択 noritama 2012-06-07 22:12:44 返信 報告

また、⾓の塀の下の部分をみると、コンクリートの雰囲気が古臭いので、
 社宅時代の塀があった敷地ラインがそのままのように思われます。

 そう考えると、網⽬フェンスが現在切れているところから⾓まで3枚位だったのでしょうか。そ
うすると現在標識のあるところを⽴ち位置とすると⾓まで網⽬フェンスは4枚位。

 それを踏まえて、[11177]をみると、泉⽔さんの⽴ち位置から5〜6枚位網⽬フェンスが写ってい
るんです｡

 塀も左端は⾓っぽくない･･･
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Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11691 選択 noritama 2012-06-07 22:14:39 返信 報告

ワコール祖師⾕⼤蔵というテナント・ビルは、昔からあったのですね。古いということは外装
リフォームしてそうですね。

この⾓度ですと似ているのですが、
 泉⽔さんの写っている⽅の写真の建物は奥⾏き(幅)が短くて右に建物の⾓が⾒えるんです。

 また、⽔平にラインを置いて位置関係を模索すると、もう少し奥に建っているようにも感じる
のです。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11692 選択 noritama 2012-06-07 22:28:25 返信 報告

私が悩んでしまったのは、この構図です。
 [11674]同様に切り抜いたのものです。

 建物は無いのですが、良く似ているのです。
 [11680]をみると、過去には⼤きな建物があったようですね。それかなとも･･･

追記: 泉⽔さんの影が塀に写っていますが、この塀は北北⻄向きなので⽇が当たることはあっ
ても、この様な影が出ることはたぶんありませんね。

 逆光で、泉⽔さんが陰るのでレフ(反射)板を当てて撮ったのでしょう。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11693 選択 stray 2012-06-07 22:41:34 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

この通りではあり得ないことに気づきました︕

泉⽔さんの影を⾒て下さい。ほぼ横に出来てて塀のほうに伸びています。
 ここの塀は北向きですから、北に太陽がなければ、こういう影はできません（笑）。
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影の⻑さは泉⽔さんの⾝⻑と同じくらいなので、太陽の⾓度が45°に近いということです。
4〜5⽉頃の撮影だとすると、午前8〜9時の朝⽇か、午後3〜4時頃のどちらかです。

 泉⽔さんが朝9時に現場に居るってことはないでしょうから（笑）、きっと午後です。

となると、⻄向きの塀ということになりますね。
 

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11694 選択 noritama 2012-06-07 22:50:00 返信 報告

strayさん こんばんは。
 あれ? 影の件ダブりました??(^^;

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11695 選択 stray 2012-06-07 22:54:23 返信 報告

noritamaさん

あれ︖いつのまに「追記」を（笑）
 レフ板という⼿がありましたか︕

 丸いレフ板を泉⽔さんの正⾯で使えば、こんな光になりますね、なるほど。

ということは、この通りでいいのかなぁ（笑）。

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11696 選択 noritama 2012-06-07 22:56:57 返信 報告

でも[11675]には、建物の影っぽいのもあるのでレフ板じゃ説明つかないですね･･･(--; うーん

Re:「Season」のロケ地発⾒︕か︖（笑）
11697 選択 stray 2012-06-07 23:15:12 返信 報告

> でも[11675]には、建物の影っぽいのもあるのでレフ板じゃ説明つかないですね･･･(--; うーん
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たしかに・・・

道路の幅員が6mとして、塀の向かい側に２階建ての家が2軒、
 少し離れて建っているというロケーションでしょうか。
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