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9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17576 選択 noritama 2015-09-19 08:13:28 返信 報告

おはようございます(^^)

Yahooトピックス/ニュースと､WEZARDオフィシャルページに情報が出ていました｡
 9⽉23⽇『Mステ』10時間SPで､

 「負けないで」出演時映像がHDデジタルリマスタリングによりフルオンエア!
 だそうです｡

 http://wezard.net/news.html#tv
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00000302-oric-ent
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Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17577 選択 陸奥亮⼦ 2015-09-19 08:36:15 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、流⽯に、素早いですね〜〜。

もう、投稿されてる〜〜。＾－＾。

私も、今しがた、ＹＡＨＯＯニュースの⽅で、知りました。

ＨＤデジタルリマスタリングという事で、楽しみですね。

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17578 選択 吟遊詩⼈ 2015-09-19 08:54:54 返信 報告

noritamaさん、陸奥亮⼦さん、おはようございます。

> 9⽉23⽇『Mステ』10時間SPで､ 
 > 「負けないで」出演時映像がHDデジタルリマスタリングによりフルオンエア! 

> だそうです

『Mステ』10時間SP HPをチェックしましたが、どの時間で

流れるとは告知無いから10時間録画しっぱなしで、後で

編集になりますね。(/_・)

単純な疑問ですが︖f^_^;

この映像のHDデジタルリマスタリングは、テレビ朝⽇の

著作物なので、テレビ朝⽇側が⾏ったのか︖

アーティスト側のB社が、⾏ったのか︖、興味がありますね︕

協⼒して⾏ったとしたら来年の25周年のイベントに貸し出され

⼤スクリーンで⾒れるのでしょうか︖
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綺麗になった♪負けないで♪だけが、売りだったな〜んての

25周年にならなければよいのですが・・・(;_;)
 

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17581 選択 ひげおやじ 2015-09-19 18:19:53 返信 報告

⾒たいのは１０時間中の４分弱＋αだけなので、確かに悩ましいところです。
 余程最初の⽅でないと、後からサーチ（早送り）するだけでも⼤変︕

 凡その放映時刻を知りたいですねェ。
 私の部屋の照明の点／滅時のノイズで録画が⽌まってしまう事があるので、昼間からずっと点けっぱなしにしておくか、

夜も暗がりで我慢するか、或いは………

２５周年の内容、流⽯にこれだけが⽬⽟と⾔う事はないでしょう。少しは知恵やら何やらを働かせてくれる事に期待しま
しょう。

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17582 選択 吟遊詩⼈ 2015-09-19 21:17:17 返信 報告

ひげおやじさん、こんばんは。

5⽉のオフ会ではお世話になりました。

> ⾒たいのは１０時間中の４分弱＋αだけなので、確かに悩ましいところです。

そうなんですよね(ToT) 5分弱でしょうね。

> 最初の⽅でないと、後からサーチ（早送り）するだけでも⼤変︕ 
 > 凡その放映時刻を知りたいですねェ。

編集するのにも要らないチャプター消すのに⼤変ですよね︕

10時間もあると⼀苦労 (>_<)

タイムスケジュールは恐らく発表され無いでしょうね。
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テレビ局は、全部⾒て︕って感じでしょうから・・・（ノ_σ）

> ２５周年の内容、流⽯にこれだけが⽬⽟と⾔う事はないでしょう。少しは知恵やら何やらを働かせてくれる事に期待し
ましょう。

ライブになるのか︖SHか︖は解りませんが、クオリティーの⾼い

モノにして欲しいですよ︕

既存の映像と未公開分も含めてHDリマスターされBlu-ray盤に

でもなれば嬉しいのですが・・・(^O^)

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17583 選択 sakura 2015-09-22 00:02:14 返信 報告

皆さん、こんばんは。

私の⼈⽣を変えた（と⾔っても過⾔でない）、あのＭステの「負けないで」が、「初めての全編ノーカット放送」らしい
ので、楽しみですね︕

 当時は地上アナログ放送だったと思いますので、地上デジタル放送画質で⾒られるだけでも感動ものなんですが、「ＨＤ
デジタルリマスタリング処理」されているとのことで、期待できますね︕

 映像のみならず、⾳質も向上してるといいんですが・・・。
 私はもちろん10時間、しかも最⾼画質で（予約）録画しますよ︕

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17585 選択 吟遊詩⼈ 2015-09-23 20:24:00 返信 報告

こんばんは。

『Mステ』10時間SPで､「負けないで」出演時映像が

HDデジタルリマスタリングによりフルオンエア!

昼から録画していて、16時台にオンエアーされました。
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早速編集し⾒てみましたがHDリマスターの解説も含めると

６分間の映像、テレビ朝⽇側で、PRIME FOCUS社に持ち込んで

3週間の作業、結構、修正に時間かかるんですね。その成果が

泉⽔さんの顔の表情、肌の質感、髪の⽑までもが

より鮮明に、蘇って全体的に明るくなってますね。

美しい泉⽔さんが、より美しくなって・・・(^O^)

皆さん、卒倒しないように・・・（＾▽＾笑）

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17586 選択 ひげおやじ 2015-09-23 20:24:07 返信 報告

私としては映像にはあまり興味が無い事もあって、何と⾔う事も無かったです。 
 早⽬の放送で助かりましたが、４０番と⾔う順位も如何な物か︖ 

 加えて、タモリの反応の薄さの何たることか︕ 
 『眠れない夜を抱いて』を未だに引きずっているのか︖

 実にがっかりでした。

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17587 選択 MOR 2015-09-23 20:53:31 返信 報告

こんばんは

あの画質は私にはダメだ
 SDモニターで従来の映像を⾒ていたほうが断然きれい

所詮はつくりもの

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17588 選択 Aki 2015-09-24 12:57:00 返信 報告
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 私は個⼈的に良かったと思いました。
 HDの時間も割いて、フルコーラスとZARD関連に結構時間を割いていたな･･･と思いました。

 テレ朝もお⾦をかけてあの映像をHDデジタルリマスタリングしたということは、今後もあの映像を使ってくれるという
ことなので「負けないで」が特番などでは流れる可能性があるということですね･･･

 （「眠れない夜を抱いて」や「IN MY ARMS TONIGHT」もHDリマスタリングしてくれていたら嬉しいですけれ
ど･･･）

 今後は「HDデジタルリマスタリング」くらいしてくれないとBlu-ray化にする意味などもないのだろうな･･･と思いまし
た。

 B社はもし、「HDデジタルリマスタリング」をお⾦をかけてまでするとしたらどの映像をするのか︖というのがありま
すね･･･（それだけのお⾦があればいいですけれど･･･）

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17589 選択 狐声⾵⾳太 2015-09-24 16:43:04 返信 報告

私もとても良かったと思います。
 同じシーンの動画を持っていますが、１０センチ⾓位の画⾯なら、きれいに⾒えるが、私のパソコンの２３インチの画⾯

で観ると、画⾯が粗くて、がっかりします。
 今回のリマスター版は流⾏（はやり）の⼤画⾯で観てもきれいに安⼼して観ていられる。

 これをどう保存するか（媒体、録画モードなど）を考えなくてはいけない。
 

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17590 選択 xs4ped 2015-09-24 22:15:35 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんばんは。

40位とは微妙な順位でしたね(苦笑)。
 10位以内には⼊っているかなと思ったんですけどね〜

HDリマスターされ鮮明になったのは良かったですが、補正が強過ぎ少し違和感が感じられま
したが、
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キャプチァして逆補正すれば、もう少し違和感を減らして⾃分好みの画像を作成出来そう︖なので、
私的には「眠れない夜を抱いて」と「IN MY ARMS TONIGHT」もHDリマスターして観せて欲しいです(笑)。

25周年の映像は、きっとこの映像を使⽤するんでしょうね(苦笑)。
 ⼤画⾯(スクリーン)で観てみたい気はするが・・・

それと初⾳ミクの3D映像にはビックリでした。
 これで(3D映像)、コンサートを開催しているなんて、技術の進歩は凄いですね〜(笑)

 

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17591 選択 sakura 2015-09-25 01:51:56 返信 報告

こんばんは。

私はこの企画に満⾜しています。４０位は納得がいきませんが・・・（笑）。
 映像については、お顔がアップになったときに、若⼲CGっぽくなっていたのが残念ですが・・

（笑えない）。
 また、⼝紅が妙に⾚く感じられたのですが（笑）、リマスター時に着⾊(?)したからでしょうか︖

とりあえず、⾳声がCD吹き替えでなかった点は評価しています︕。

ちなみに、映像の最後のカット（添付の画像。ネットから借⽤し、切り出し）は、初出でしょうか︖

映像の保存については、今のところBlu-rayディスクにDRモード（放送画質。エンコードなし）で保存しています。バッ
クアップを⼊れて３枚作成しました。ダビング10なので、あと７枚作成できます（笑）。

 

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17592 選択 幸（ゆき） 2015-09-26 08:36:08 返信 報告

皆様、ご無沙汰してます。

連休も仕事で昨夜やっと観れました。
 ご意⾒はあろうかとは思いますが、クリア映像で蘇ってこれはこれでヨカッタです^^。
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Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17607 選択 stray 2015-10-02 20:49:47 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんばんは。

PANさんから映像を頂戴して、昨夜、ようやく観ることができました。
 ケバイですね(笑)。これは賛否が分かれるでしょう。私は、ひげおやじさん派ですね。

HDリマスターがどんな原理か知りませんが、キャプ画にレタッチを施したものと⼀緒で、
 ”鮮明にしようと思うとこうなります”の典型例なのかなぁと。

 ただ、泉⽔さんのジャケットの質感とか、倒れたドラムのシンバルとか(笑)、
 細部が良く分かる点については功績があったかなと思います。

 
 sakuraさん

> ちなみに、映像の最後のカット（添付の画像。ネットから借⽤し、切り出し）は、初出でしょうか︖

いえ、オリジナル映像では、その後お辞儀をするところまで⼊っています。（添付画像）

> 映像の保存については、今のところBlu-rayディスクにDRモード（放送画質。エンコードなし）で保存しています。バ
ックアップを⼊れて３枚作成しました。ダビング10なので、あと７枚作成できます（笑）。

来年のSHまでダビング回数が０にならなければ１枚下さい(笑)。
 

Re:9⽉23⽇『Mステ』10時間SP
17611 選択 sakura 2015-10-03 20:43:39 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> いえ、オリジナル映像では、その後お辞儀をするところまで⼊っています。（添付画像）

ありがとうございます。そうでしたか・・・。お辞儀はまだ⾒たことがありませんでした。
  

> 来年のSHまでダビング回数が０にならなければ１枚下さい(笑)。
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では、研究⽤資料として、提供（寄贈）させていただきます︕（笑）
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