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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
8978 選択 stray 2011-10-18 19:47:21 返信 報告

皆さんこんばんは。

昨夜のテレ朝「ストライクＴＶ」はご覧になられましたでしょうか。

相川七瀬がゲストで出ていて、ZARDの「揺れる想い」を投じたのですが、
 いつもの⽇本⻘年館ものの映像で、予想どおりだったので冷やかな眼で（笑）観ていたのですが、

 な、なんと、

 ＰＶはミュージックステーションのスタッフが撮影した

とテロップが出たではないですか︕︕
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私はこの話、初⽿なのですが、⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフの⼿によるものだったとは驚きです︕

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
8979 選択 stray 2011-10-18 22:44:59 返信 報告

制作スタッフの勘違いってこともあるでしょうから、真偽のほどを確かめるよう
テレ朝にメールしました（笑）。

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
8986 選択 MOR 2011-10-19 05:21:59 返信 報告

おはようございます。

また⾯⽩い話題が出てきましたね。
 >ミュージックステーションのスタッフが撮影 

 ですか・・・。

スタッフと⾔っても外注でしょうから、どの辺までを含めているのか返事が楽しみです。当時のMステ録画のエンド・クレ
ジットを調べれば何となく分かるかな︖。

 持っている⼈は居ないと思いますが。（笑）
  

直接関係ありませんが、製作事情に詳しくない⽅に丁度良いサイトがありましたので、興味のある⽅はどうぞ。
 ttp://www.edius.jp/cre_lab/guide.html

PVの⾒⽅が変わるかも。
 ココを⾒てCDやDVDの検証は⽌めておきましょう。（笑）

さらに、ついで。
 ttp://www.jldb.bunka.go.jp/

 私には関係する場所は気づかなかったけど、もしかしたらあるのかな︖。
 

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
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9035 選択 stray 2011-10-25 17:35:43 返信 報告

皆さんこんばんは。

今⽇で１週間経ちましたが、返事が来ません。
 否定（訂正）しないということは、あのテロップが正しいのでしょう。

ZARDのPV撮影を、なぜテレ朝Mステスタッフが⾏ったかですが、
 B社は「泉⽔さんがMステのセットを気に⼊ったので」と説明しています。

 （出典は思い出せませんが（笑）確かです）

AL『OH MY LOVE』のPVを撮る前に、別の場所でPV撮りをしていたのですから
 その説明は「真っ⾚なウソ」ということになります。

Mステのセットといえば「電飾」ですが、⽇本⻘年館のステージは電飾とは無縁。

テレ朝の下請制作会社に⾦銭で頼んだ可能性も否定できませんが、
 その後Mステのセットで２度もPV撮りをしているので、その可能性は低いかと。

ではなぜ、⼀TV局がZARDのPV撮りに協⼒したのか︖

企業同⼠ですから両者ともに旨味がなければ、業務提携は成り⽴ちません。
 B社に旨味があっても、テレ朝側にいったいどんな旨味があったのでしょうねぇ・・・

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9037 選択 MOR 2011-10-25 18:16:18 返信 報告

おはようございます。（笑）

回答無しですか・・・。
 個⼈的には⼀番興味があったのに、残念。

あくまでも憶測ですが、⼟ワイも含めMステとB社との強い共通点はTVAM（テレビ朝⽇ミュージック）です。
 ここの製作スタッフ、または社員をMステ・スタッフと⾔うのかは、系列会社なのであり得そうです。

 TVAMの業務から考えれば、⼀般的な下請け外注とは違うのでPV録りも当然⾏うはずです。
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個⼈的にはTVAMから調べていきたいと思うことか時々あるのですが、私は元々が情報不⾜なので、点が線になることは不
可能で、思っているだけで終わっています。（笑）

 

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9038 選択 Ａｋｉ 2011-10-25 18:56:08 返信 報告

 Ｂ社とテレ朝は昔から強い結びつきはある感じがします。
  「Ｍステ」も当時中々メディアに出なかったＢ社アーティストが出ていますし、テレ朝ドラマ枠はＢ社枠と⾔う感じも

します。

 「Ｍステ」が全員、テレ朝社員で構成されているのかどうかは解かりません。
 テレ朝もスタッフを外注していたのかもしれません。

 「Ｍステスタッフ」とあるだけで「テレ朝スタッフ」とは⾔っていません。

 謎な点は「ＺＡＲＤ」というビッグアーティストと仕事をしたのに当時何故その話題が漏れなかったのか︖
  今のようにブログもツイッターも無い時代ですけど、1⼈も情報が漏れないというのは不思議ですね。

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9039 選択 noritama 2011-10-25 21:12:34 返信 報告

こんばんは。

アーティスト情報とかは不得意な分野ですが（笑）
 以前、スクリーンハーモニー千葉レポの中[7716]で"主催"関連の会社のことについて少しふれました､､

 業務委託されていた会社が同じであれば、関わったスタッフ（実際にあるでしょうし）とされるかもしれませんね。
 その関連会社HPの↓ここ↓を⾒ると、

 http://www.kyoritz.co.jp/service/lighting/results.html
 ZARDもテレ朝スタジオも照明実績として記載があります。

時々気になるのですが、最近のTV映像最後のテロップに"制作協⼒:C-Factory"って出ますね｡ Adingみたいなものなのか
な︖
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Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9041 選択 MOR 2011-10-26 01:18:17 返信 報告

noritamaさん、Akiさん、共に深夜部隊（勝⼿に命名）が珍しく早い時間帯に集まったような・・・。
 私も本⽇が忙しいので変な時間に現れています。（笑）

  
 B社とテレ朝との繋がりは強いと思います。確信はありますが証拠はありません。（汗）

>謎な点は「ZARD」というビッグアーティストと仕事をしたのに当時何故その話題が 
 >漏れなかったのか︖ 

 これはチョット私には意味が分からないのですが、漏れるって隠す前提ですよね。普通に仕事している事（業界で仕事を
している⼈にとっては⽇常）を他⼈に話すのは、余程変わった出来事が無ければ無いのでは︖。

現代のように「今の⾃分」をタイムリーに発信して、興味のある⼈の反応から波及するって、当時じゃ無理だったと思い
ます。（ツイッターの価値が理解出来ない私）

 漏らすのならバイトで⼊っていたスタッフが⾃慢って事になると思いますが、最近でこそ書き込みで事件に発展している
ものの、当時じゃその場の話で終わっていただけだと思います。

  
 >業務委託されていた会社が同じであれば、関わったスタッフ（実際にあるでしょうし） 

 >とされるかもしれませんね。 
 ⼀般的にテレビ番組（特にキー局）は、番組規模にもよりますがスタッフ全員が社員って事は無いでしょう。要するに寄

せ集め集団です。
 出向を社員とするか、その辺も含めて⾊々と⾯倒な問題ですが、業務委託まで含めるとキリがないですね。

 スタッフと⾔うことなら、クレジットに名前の上がる⼈（責任所在）を指すと思います。これは外注でも出向でも、⽴場
に関係ありません。
それ以外は「その仕事に携わった」と、私は認識しているのですが、間違いかな︖。

詳しい⼈、フォーロー願います。（笑）
  

 あぁー、テレ朝からの回答が⾒たかった。（爆）
 早めに、お休みなさい。（笑）
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Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9042 選択 pine 2011-10-26 12:26:22 返信 報告

所⻑さん MORさん Ａｋｉさん noritamaさん みなさん こんにちは︕

>ZARDのPV撮影を、なぜテレ朝Mステスタッフが⾏ったかですが、 
 >B社は「泉⽔さんがMステのセットを気に⼊ったので」と説明しています。 

 >（出典は思い出せませんが（笑）確かです） 
 泉⽔さんがお好きだったのは、Mステの照明ではなかったでしょうか︖

noritamaさんが[9039]で載せて下さっている会社（共⽴さん）のZARDでの実績は、コンサートでの照明。
 テレ朝スタジオも照明委託業務となっています。なので、Mステの照明は共⽴さん︖

 「Mステスタッフ」と⾔われていますが、B社から⾒れば、下請けも全て含めて「Mステスタッフ」になると思うので、
 実際には照明はこちらの会社の⽅々なのでは︖

 Mステ出演時に照明を気に⼊り、その後のテレ朝での”Mステスタッフによる”PV撮り、コンサートの照明に繋がってるでは
ないでしょうか。

書いているうちに、的を得ていないことを書いている気がしてきました。（汗）
肝⼼の⽇本⻘年館PVとMステスタッフとの関係は･･･わかんにゃい（⼤汗）

 失礼いたしました。m(^^)m

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9043 選択 Ａｋｉ 2011-10-26 21:01:51 返信 報告

> >謎な点は「ZARD」というビッグアーティストと仕事をしたのに当時何故その話題が 
 > >漏れなかったのか︖ 

 > これはチョット私には意味が分からないのですが、漏れるって隠す前提ですよね。普通に仕事している事（業界で仕事
をしている⼈にとっては⽇常）を他⼈に話すのは、余程変わった出来事が無ければ無いのでは︖。

 あの当時のＺＡＲＤはチョッとしたことでも週刊誌に載りました。「プライベートでの海外旅⾏」「レコーディング近
くのコンビニ」「普段、街を歩いている姿」こんな些細なネタでも「貴重なもの」と⾔う感じだったり、時には根も葉も
ない噂さえも載ったほど。
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 「Ｍステスタッフの映像撮影」というのは格好のネタだったと想います。
（確かＬｉｖｅリハの写真も週刊誌に載りましたね） 

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9045 選択 Ａｋｉ 2011-10-26 22:50:04 返信 報告

 「Ｍステ」はテレ朝と⽥辺エージェンシーが制作されているみたいですね」…
 （Ｂ社と良好なのかどうかはわかりませんが…）

 もし、テレ朝が「全⾯協⼒」なら「撮影する代わりに1回は出演させる」という位の「交換条件」は出していたと想いま
す。もしくは「特番」でも組むくらいのことをしないと割には合わないと想います。

 当時のＢ社の映像部⾨がキチンと機能していたのかどうか︖と⾔うのはありますね…Ｂ社⾃体がまだまだ発展途上と⾔う
感じはします。

  91年は岩井俊⼆監督に撮ってもらっていますし（Ｍｉ－ＫｅのＰＶもそうでしたね）Ｂ社の映像部⾨は未だ弱かったの
で他社に制作依頼をした可能性はあると想います。

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9046 選択 stray 2011-10-26 22:52:17 返信 報告

皆さんこんばんは︕

Ｂ社とテレ朝は昔から強い結び付きがあるのは確かです。
 そこには表⽴って書けない事情があるので（笑）、踏み込む気はありません。

「共⽴照明」が⽇本⻘年館PV撮りの「照明担当」だったとして、
 それを「Ｍステのスタッフが『撮影』した」というでしょうか︖
 PV制作も請け負っているようなので、Ｂ社が（テレ朝経由で）

 「共⽴照明」にPV制作をビジネスとして）依頼したのだとしたら
 「『Ｍステのスタッフ』が撮影した」とはいえませんよね。

 どっちにしろ、きちんと説明できないのです（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/8978.html?edt=on&rid=9045
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9045
https://bbsee.info/newbbs/id/8978.html?edt=on&rid=9046
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9046


「照明」とは、ステージセットの電飾も含めた全体を指すのか︖
⽇本⻘年館PVは、基本的に背⾯と横からのスポット照明だけで

 Ｍステのような電飾ステージではありません。
 泉⽔さんが気に⼊ったのは、ステージセットの電飾も含めた

 スタジオ全体の照明だと思うんですけどねぇ。

> 最近のTV映像最後のテロップに"制作協⼒:C-Factory"って出ますね｡ Adingみたいなものなのかな︖

C-Factoryは「ARTIST REQUEST」を制作していた会社で、
 スカパーの「The MUSIC 272」を運営していました。

 2010年8⽉頃にビーイング本体に吸収されたらしいです。
 事務所は六本⽊の「GARDIANAビル」にあります。

 このビルの中に、ZARDのALのクレジットに出て来る
 「GARDIANA STUDIO」があるんじゃないかと睨んでます。

Adingはプロモーション制作、C-Factoryはデザイン・映像制作
 という棲み分けのようです。（Beingのウィキ参照）

> 確かＬｉｖｅリハの写真も週刊誌に載りましたね

あれはＢ社が撮ってＦ社に渡したものでしょう（笑）。
 20th写真集に元写真が載っているのがその証拠。

 

Re:⽇本⻘年館ＰＶもＭステスタッフが撮影︖
9047 選択 Ａｋｉ 2011-10-26 23:50:55 返信 報告

> Ｂ社とテレ朝は昔から強い結び付きがあるのは確かです。 
  これだけテレ朝関連のタイアップがＢ社にはありますから何かはありそうですね…

 でも「何故、今更︖」と⾔う感じもします。
  問題が解決したのでしょうか︖

パスワード︓  編集  削除

https://bbsee.info/newbbs/id/8978.html?edt=on&rid=9047
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9047


Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 15:11:29 (0.111 sec).

https://bbsee.info/

