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TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24440 選択 FK 2019-10-10 10:30:48 返信 報告

2019年10⽉17⽇(⽊) 19:57〜21:54
 フジテレビ系『直撃︕シンソウ坂上SP』【⽯原良純が⾒た⽗・慎太郎＆叔⽗・裕次郎の絆▽ＺＡＲＤ】

 https://tv.yahoo.co.jp/program/63905138/

華麗なる⽯原家の全て︕良純が裕次郎と最後に過ごしたハワイ旅⾏と闘病秘話（2）慎太郎の今▽ZARD坂井泉⽔の事故死から12
年…⼤⿊摩季が涙で語った真実の物語

番組公式HP
 https://www.fujitv.co.jp/shinsou/
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公式Twitter
https://twitter.com/ss_fujitv

==============
 放送は来週なので、今夜放送分の最後に予告が流れるかも知れません。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24442 選択 SW 2019-10-11 00:40:04 返信 報告

FKさん

ありがとうございます。
 おかげさまで今⽇の番組の最後の"次回予告"を録画できました。

とりあえず予告部分のサムネイルを。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24444 選択 stray 2019-10-11 13:29:01 返信 報告

FKさん、こんにちは。

情報どうもありがとうございました。
 -------------------------------------
 2007年、40歳の若さでこの世を去った、伝説のバンド・ZARDのヴォーカル坂井泉⽔。

 番組では、坂井が書いた直筆メモや関係者からの証⾔をもとにZARDの名曲誕⽣秘話に迫る。
 また、⽣前ほとんどテレビ出演をしなかった彼⼥がフジテレビの番組に出演した際の貴重映像を公開。

 さらに、彼⼥の最期を知る関係者が息を引き取る間際の坂井の様⼦について告⽩する︕
 -------------------------------------

10/24発売のオフィシャル本「永遠」の発売予告なのだと思いますが、
 泉⽔さんの最後の様⼦を誰が話すのか注⽬です。

 SWさんの次回予告キャプにありませんが、サウンドアリーナの映像も流れるようなので、楽しみです。
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Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24447 選択 stray 2019-10-17 22:49:29 返信 報告

12年も経った今、なぜ地上波で、⾃●説を否定する必要があるのか︖

芝⽣︖
 30cm四⽅の⾦属製の排⽔溝の蓋︖

 

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24448 選択 stray 2019-10-17 22:52:08 返信 報告

そんなものは、スロープ下周りにないのだが・・・
 

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24449 選択 SW 2019-10-17 23:32:31 返信 報告

リアルタイム視聴しました。
 特集としては丁寧に紹介してくれて良い番組でした。

 特に、サウンドアリーナのトーク部分を綺麗な映像で⾒たのは初めてなので感激しました。

岩井監督のカポックの話で『「いやいや、発泡スチロールの撮影道具を⾔うんだよ」ともう⼀度説明したけどあまり信じ
てなさそうだった』は新しいエピソードですかね。

 泉⽔さんなのに意外というか泉⽔さんらしいというかどっちなのか(笑)
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さて、[24448]strayさんの指摘の通り、最後に無理⽮理⾃●を否定することが疑問というか不愉快ですらありました。
来週発売のオフィシャルドキュメントブックの記述を紹介しているので細かくはそれを読んでからとは考えてますが。

島⽥さん、鈴⽊さんの証⾔はいままでに何度もあった通り。それぞれ個⼈の⾒解はいいと思いますが、N⽒による事実の捻
じ曲げは不快ですね。

 駐⾞場の端に未舗装の部分はありますが芝⽣では無い。多少は草が⽣えていても。
 （⾃分の記憶が違うのかと、当時の報道の映像や写真を確認してしまいましたよ

…まあ、12年経っていまさら事実なんて、出てくるとしたらスタッフや多くのファンの願望とは逆⽅向の『⾝近な⼈が遺
書を持っていた』くらいのことしか無いですけどね）

 歌詞解釈と同様に、"わからない"ことは「謎のまま」「おのおのの考え次第」でいいじゃないかと私は思います。
 願望と真実は別。願望のために事実を曲げるなどもってのほか。

"シンソウ"とは⾔うもののどこにも"真相"は無かったですね。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24450 選択 SW 2019-10-17 23:39:47 返信 報告

FNN PRIMEで今⽇の放送内容のほとんどが⽂字になって公開されています。
 https://www.fnn.jp/posts/00048574HDK/201910172200_shinsousakagami_HDK

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24451 選択 noritama 2019-10-18 00:39:22 返信 報告

>芝⽣︖ 
 >30cm四⽅の⾦属製の排⽔溝の蓋︖

>そんなものは、スロープ下周りにないのだが・・・

たしかに無い､無かったですね｡

これが､
 "芝⽣の"ではなく､､

 "植込みの脇にあった"､､､"30cm四⽅の⾦属製の排⽔溝の蓋"なら現場と⼀致しているようで判りますが｡｡
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(まぁ実際は､スロープの直下の単なる⼟部分で､植込みでもないですが(事故後⼀時的に花壇みたいになってましたが･･･)､
余計な⾔葉で信憑性を失ってしまっていますね｡"30cm四⽅の⾦属製の排⽔溝の蓋"だけでよかったのでは)

 ⾦属の蓋は証拠物件ですので警察に押収されているか､盗難防⽌などで､､事後の現場に無かった可能性はある｡
 その後排⽔溝は塞がれた｡というならこの丸い凹みの部分でしょう｡

 当時の新聞写真もちょうどその上にXマークされてますね｡
 "不運にも"を強調したいのか､記憶違いなのか､､

 でも､コアなファンも多く⾒ている番組で､､そんな現場を⾒れば(知れば･知っているなら)素⼈にも判るミスリードは不要
ですね｡

 

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24452 選択 Aki 2019-10-18 05:20:47 返信 報告

 活動休⽌が、今回は01年となっていましたが、00年なのか?01年なのか︖02年なのか?

00年はLiveアルバム1枚・シングル2枚・詞集4冊(紅⽩は「体調不良」を理由に辞退）
 01年はアルバム2冊・写真集1冊（撮影含む）

 02年はサントラ1作・シングル1枚

 完全休業は無いのですが…会報誌にはコメントしていましたし…

 ⼤⿊さんは99年いっぱいで休業・B社を離れたと思うのですが…
 （00年にはLive映像をリリースして、コメントも残していましたが…）いつ頃まで携わっていらっしゃったのか?

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24453 選択 noritama 2019-10-18 08:09:13 返信 報告

⼤⿊さんのコメント部分の概略⽂がスポニチアネックスWeb記事にありました｡
 https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/10/17/kiji/20191017s00041000434000c.html

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24454 選択 FK 2019-10-18 10:24:49 返信 報告
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⼤⿊摩季さんが最後にZARDのコーラスを担当したのって、Wiki情報等を参考にすると「I'm in love」(95年)っぽいの
で、

 今まで⼤⿊さんが話す泉⽔さんのエピソードって90年代前半頃の話だけかと思ってたんですが、
 今回の話の中で、⼥性(婦⼈科系)の病を患うと歌う(⾼⾳を出す)のが⾟くなるというくだりの「(泉⽔さんが)不安だった

り、苦しい時に私の所にこそっと来た」っていう部分は、少なくとも2000年代の話ですよね。
 その頃も交流があったんですかね。(それとも、90年代頃の話をぼかして⾔ってるのか…)

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24455 選択 吟遊詩⼈ 2019-10-18 13:42:43 返信 報告

こんにちは。リアルタイムで⾒れないから録画で視聴︕

私の⽿が変なのか︖録画機器のせいか︖今回の挿⼊曲、

全体的に曲の速度落としてませんか︖
        ↓

 ＊追記 私の⾵邪がBlu-ray HDDに感染したか︖(>_<)ヽ

後⽇⾒直したら、＼(^o^)／いつものテンポに治りました。<(_ _)>

恒例の歌詞の字幕出ししてよりそこに込められた想いを

理解して貰おうとした意図が感じる︖
  

 ♪グロリアスマインド♪のレコーディングの様⼦は

“きっと忘れない”本でも触れてお⺟さんとの会話が引⽤

されてますが、更に今回の本で詳細に書かれているのか︖

興味深い︕ 落下事故に関しては当時の現場写真には

芝⽣は無いですね︖排⽔溝らしきモノはありますが︖

真相とは⾔いつつ、やはりぼかされた感じ(>_<)ヽ
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Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24456 選択 stray 2019-10-18 16:36:20 返信 報告

BSプレミアムの焼き直し＋オフィシャル本「永遠」の宣伝で、
 どこにも"真相”らしきものは無かったというSWさんの仰るとおりかと。

 オフィシャル本「きっと忘れない」そのまんまの部分（グロリアスマインド）もあったり、
 （他にも沢⼭あるんじゃないかとゾッとした）

 ⽬新しい情報は少なかったですね。初⽿な情報を列挙しておきます。

・岩井監督︓カポック話の追情報（[24449]でSWさんがご指摘）
 ・寺尾さん︓ユーミンと中島みゆきの歌詞を全部覚えていた。

  ユーミン＝⾃分で決めて次の⼈⽣を探していく、中島みゆき＝男性に委ねるイメージ。
  その間というか、絶妙なポジションに最終的になった。

 ・⼤⿊摩季さん︓不安だったり、苦しい時に私の所にこそっと来た（[24454]でFKさんがご指摘）
 ・N御⼤︓転落現場を⾒ている。⾃死に選ぶような場所でない。

  それほど⾼く無いし地⾯も芝⽣だった。
  不運だったのは転落した場所だけが30cm四⽅の⾦属製の排⽔溝の蓋だったこと。（[24447]）

この画像は初物じゃないかと。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24457 選択 stray 2019-10-18 16:38:37 返信 報告

noritamaさん、[24448]は追悼ライブ（2007武道館）の時に私が撮影したものですが、
 事故当時のスポーツ報知に載っていた写真を⾒ても、砂や砂利で完全に塞がれていたのが判り

ます。
 蓋は必要ないです。百歩譲って蓋があったとしても、芝⽣はないでしょう（笑）。

SWさん、FNN PRIMEの紹介ありがとうございます。
 ⽂字起こししなくて済むのでたいへん助かります（笑）。

 番組のコンセプトは”シンソウ”探しなので、コアなファンでなくとも興味ある⼈が多い
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泉⽔さんの死の真相に迫らざるを得なかったんでしょうけど、コアなファンには
逆効果だったかと。（ここで論争を再燃するつもりは⽑頭ありませんので）

FKさん、⼤⿊摩季さんとは仕事抜きの付き合いが亡くなるまで続いていたってこと
 なのでしょう、そうじゃないと「親友」とは⾔わなですから。

Akiさん、写真集decimoのロケが2001年5⽉なので「2001年活動休⽌」はあり得ないです。
 ⼤⿊さんが「歌いたかっただろうな」と⾔っていたので、歌わない（レコーディングしない）
 期間が1年半あって、それを活動休⽌と表現してるんじゃないかと。

 

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24458 選択 Awa C62 2019-10-18 19:48:26 返信 報告

[24456]stray:
 > どこにも"真相”らしきものは無かったというSWさんの仰るとおりかと。 

 > オフィシャル本「きっと忘れない」そのまんまの部分（グロリアスマインド）もあったり、 
 > ⽬新しい情報は少なかったですね。初⽿な情報を列挙しておきます。 

 > ・岩井監督︓カポック話の追情報（[24449]でSWさんがご指摘） 
 > ・寺尾さん︓ユーミンと中島みゆきの歌詞を全部覚えていた。 

 >  ユーミン＝⾃分で決めて次の⼈⽣を探していく、中島みゆき＝男性に委ねるイメージ。 
 >  その間というか、絶妙なポジションに最終的になった。 

 > ・⼤⿊摩季さん︓不安だったり、苦しい時に私の所にこそっと来た（[24454]でFKさんがご指摘） 
 所⻑、御無沙汰してをります。⾃分も皆さんとほぼ同感です。ただもう1点をかしいと思つた所があります。「Forever y

ou」創作のエピソードにからめて歌⼿になる以前の経歴に就いてある事無い事いろいろ取り沙汰された時にもポジテイヴ
にとらへて作品に昇華していつたといふ１節、『きっと忘れない』195〜196⾴(初めて⾒せた涙)の記述と⾷違つてゐま
す。私としては『きっと忘れない』の内容の⽅が泉⽔さんらしくてかはいいと思ふのですが︖

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24460 選択 stray 2019-10-18 21:05:08 返信 報告
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Awa C62さん、こんばんは。
献花台のメッセージが⼀瞬写ってましたね︕

>  『きっと忘れない』195〜196⾴(初めて⾒せた涙)の記述と⾷違つてゐます。私としては
『きっと忘れない』の内容の⽅が泉⽔さんらしくてかはいいと思ふのですが︖ 

 > ⾃分が今までやってきたレ―スクイ―ンやガラオケクイ―ンといった活動の)事実はきちん
と認めていました。でも,事実ではない事に対して⾔われる事には本当に⾟そうでした。

『きっと忘れない』の「事実ではない事に対して⾔われる事には本当に⾟そうで、泣いていた」
 との記述は、AV出演（そっくりさん）のことです。

 昨⽇の放送で触れたのは、レ―スクイ―ンやカラオケクイ―ン、グラビアについてであって、
 これらは事実として認め、ポジテイヴにとらえて作品に昇華していった、ということなのだと思います。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24461 選択 Aki 2019-10-18 21:29:11 返信 報告

> 写真集decimoのロケが2001年5⽉なので「2001年活動休⽌」はあり得ないです。 
 > ⼤⿊さんが「歌いたかっただろうな」と⾔っていたので、歌わない（レコーディングしない）期間が1年半あって、それ

を活動休⽌と表現してるんじゃないかと。

 レコーディングしていない時期が不明ですね…
 00年の「Get U're Deream」は新作（「promised you」はストックを起⽤したのかもしれません）

しかし、01年「窓の外はモノクローム」「hero」「時間の翼」はオリジナルかと想われます。
 「クリスマスタイム」も「今のテイクはもう最近の私の声だな〜」というコメントもあるので、⽐較的新しい時期にレコ

ーディングされた可能性あり

02年もサントラ「Seven Rainbow」「抱きしめていて」(01年にはCMが流れていた）が収録・「さわやかな君の気持
ち」も新作。

03年の4⽉「明⽇を夢⾒て」までリリースはありませんが、タイアップとしては03年の年明けにはコナンで流れていたの
で、その前にはTV Verは制作されていた筈…
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1年半も「歌⼊れなし」の時期があったのかどうか?
「時間の翼」のアルバム曲はストック作だった?（しかし「時間の翼」はCMとCDでは歌詞が異なりますし…

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24462 選択 stray 2019-10-18 23:02:02 返信 報告

Hachetteの年表には、「2001年2⽉発売のAL『時間の翼』リリース後、
 約1年間活動を休⽌することになる」とあります。

2000年11⽉発売のSg「promised you」は、9⽉頃には完成していたと思います。
 なぜなら、9⽉発売の「Get U're Dream」はシドニー五輪テーマ曲として

 予定外に⼊り込んだもので、「Get U're・・・」と「promised you」のPVは
 いずれも茶髪で同時期に撮影されたと考えられるから。

2002年5⽉発売の「さわやかな君の気持ち」のレコーディングが3⽉頃だとすると、
 1年半休養できたことになるが、問題はAL収録のオリジナル曲。

『時間の翼』収録のオリジナル曲は、「窓の外はモノクローム」「お・も・ひ・で」
 「明⽇もし君が壊れても」「hero」「時間の翼」の5曲。

 これらのレコーディングがいつだったか︖

「窓の外はモノクローム」は「週刊ストーリランド」ED（2000年1⽉〜3⽉OA）
 「お・も・ひ・で」は「チェンジ伊⾖2000︕」イメージソング（1999/12/31〜2001/1/1開催）

 「hero」は「ときめきメモリアル３」EDテーマ（2000/12/20発売））
 なので、いずれもかなり前に出来上がっていたと考えられる。

 「時間の翼」は。NTT⻄⽇本「フレッツ・ISDN」CMソング（2000/10/15よりオンエア）で、
 CMとCDで歌詞が異なるが、CD ver.も2番のサビ以降の部分しか完成しておらず、

CM ver.の歌⼊れと同時期に録ったとしても不思議でない。
 「明⽇もし君が壊れても」はWANSへの提供曲で、1998年6⽉発売。

2001年11⽉発売『ZARD BLEND II 〜LEAF&SNOW〜』はオリジナル曲なし。

2002年1⽉30⽇発売『ときめきメモリアル SOUND BLEND 〜fearturing ZARD〜』収録のオリジナル曲は、
 「抱きしめていて」「Seven Rainbow」の2曲、いずれも徳永暁⼈作曲・編曲。
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 「抱きしめていて」は「ときめきメモリアル３」ビターEDテーマで、
「Seven Rainbow」は「ときめきメモリアル３」OPテーマ。

 「hero」と同時期に完成していたと考えられる。

レコーディング時期が不明なのは「明⽇もし君が壊れても」だけ。これさえクリアできれば、
 2000年9⽉〜2002年3⽉の1年半は、レコーディングなしで過ごせたと思われる。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24463 選択 Aki 2019-10-18 23:51:11 返信 報告

 「お・も・ひ・で」は「この涙星になれ」のカップリングでもありました。「チェンジ伊⾖2000」のイメージソングで
もありましたが、テレ朝の「贅沢な休⽇」のテーマソング（「伊⾖⽇和」のテーマソングでもありました。）

「ときめきメモリアル3」は01年12⽉20⽇発売です。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/ときめきメモリアル3_〜約束のあの場所で〜

 （「hero」は「時間の翼」発表当初はノンタイアップでした）
 「明⽇もし君が壊れても」は前からセルフカヴァーしてそうですね…

 「Seven Rainbow」「抱きしめていて」がストック曲だったのかどうか?

 会報誌13号のインタビューでは「「時間の翼」の詞は全て出来ている。後はアレンジの段階で、後は時期的なもの」と
いうコメントを出しています。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24464 選択 stray 2019-10-19 11:26:31 返信 報告

あれ︖「ときめきメモリアル3」は2001年12⽉20⽇発売でしたか・・・

>  会報誌13号のインタビューでは「「時間の翼」の詞は全て出来ている。後はアレンジの段階で、後は時期的なもの」
というコメントを出しています。

このインタビューはdecimoロケ（2001年5⽉）後なので、
 アレンジが出来ていないってことはボーカル録りもまだってこと。
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decimoロケでは発声トレーニングもしているので、
私の「1年半レコーディングしなかった説」は却下します(笑)。

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24474 選択 FK 2019-10-23 08:18:28 返信 報告

ちなにみ、⼤したことではないですが、フジテレビ系の番組って
 20:54をまたぐ番組は最後の6分が関東ローカルになるという仕様?があり、

 今回のシンソウ坂上(10/17)の放送時間は
 関東のフジテレビは19:57〜21:54

 関東以外のフジテレビ系列は19:57〜21:48（最後の6分が放送されない）
 だったと思いますが、最後の6分は泉⽔さんはほぼ写っていませんのでご安⼼ください（⽯原

家の未公開部分が流れただけ）。

具体的には、坂上忍が「まぁでも40は若すぎるわ」と⾔った直後に関東以外は放送が終わり、
 「ここからはガーラマンションシリーズのFJネクストがお送りします」の部分から関東ローカルの筈ですが、

 提供バックに泉⽔さんが数秒写っただけでZARDネタは⼀切ありませんでした。
 https://youtu.be/CBGjYqGd3oo?t=4923

Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24489 選択 ひげおやじ 2019-10-25 20:27:40 返信 報告

ＮＨＫの２０００年・紅⽩出演のオファーに対して、「体調不良」を理由に出場辞退していた（同時、和⽥アキ⼦が彼⼥
の事を知りもしないのに「なんでこんなに前から体調不良で出場できないと分かるのか」の類の営業戦略だと決めつける
発⾔をしていた）事から、この頃にはかなり深刻な状況だった事を伺い知れます。病名まで判明していたか否かは分かり
ませんが、当時以降の情報発信の内容や頻度から⾒ても、この頃には既に活動休⽌に⼊っていた事は間違いないでしょ
う。

 完全復帰したのが「ＺＡＲＤ第２章」。「⽌まっていた時計が今動き出した」の制作開始時期とも符丁していると思うの
は考え過ぎ︖
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Re:TV情報 10/17(⽊)シンソウ坂上【坂井泉⽔の事故死から12年…⼤⿊摩季語る】
24490 選択 ひげおやじ 2019-10-25 20:40:54 返信 報告

あの場所は学⽣時代に幾度となく通っていたのですが、別に気を付けて⾒た事が無くて全く記憶にありません。
 ここ数年は訪れていませんが、あの建屋も１００年記念事業（塾・医学部・病院）の⼀環で既に建て替えられている筈だ

と思います。
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