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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9610 選択 stray 2012-01-07 22:11:20 返信 報告

皆さんこんばんは。

ニコ⽣、始まりましたね︕
 namaroku 無事に起動しました（笑）。

⼀般会員で Streamtransport を録画してますが、早くも追い出されました（笑）。
 が、録画は続いてます。

プレミア会員は⾼画質だそうですが、こんな感じです。
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9611 選択 stray 2012-01-07 22:24:35 返信 報告

曲の背景は、CDジャケです。
 この調⼦で150曲流すの︖（笑）

 たぶんこの時間帯はまったくつまらないと思われます（笑）。

明⽇も５時に起きて雪かきなので（笑）、寝ます。
 誰かこのスレを引き継いで、⽣中継して下さい（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9612 選択 KOH 2012-01-07 22:25:30 返信 報告

所⻑、みなさんこんばんはです︕︕

今 アリーナ最前列43番⽬で最初から⾒てます〜︕︕(笑)
 私も録画スタートできてそうです︕︕

 開始20分で2万⼈超えましたね︕︕

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9613 選択 stray 2012-01-07 22:36:05 返信 報告

「素直に⾔えなくて」は、WBM映像です。

> 今 アリーナ最前列43番⽬で最初から⾒てます〜︕︕(笑)

KOHさん、こんばんは︕
 アリーナ席ですか︕（笑） 私は１Ｆ後⽅です（笑）。

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9614 選択 stray 2012-01-07 22:38:25 返信 報告
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ペケさん︕

お互い早くも追い出されましたが（笑）、Streamtransport の録画は続いてます。
 再⼊場しないで放っておいたほうが無難でしょうか︖

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9615 選択 stray 2012-01-07 22:47:28 返信 報告

気になる解像度とファイルサイズですが、

プレミア会員モードだと、
  size︓720x540

  bitrate:896

41分（10分前から録画が始まっているので51分）で、397MB。
 500MB/hくらいですかね、24hで12GB。

だとすると昨夜の「東のエデン」と同じです。

 
 ⼀般会員モードのほうは、

  size︓320x240
  bitrate︓︖

50分で143MB、プレミア会員の1/3程度ですね。
 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9616 選択 stray 2012-01-07 22:56:02 返信 報告

⾳、いいですね〜。もしかしてアルコレでしょうか︖

プレミア会員モードだと、audiobitrate︓128 のmp3 です。

アルコレなら、これをそっくり携帯プレーヤーに⼊れておく⼿もありますね
（笑）。
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9617 選択 カーディガン 2012-01-07 23:00:07 返信 報告

こんばんは、皆様。明けましておめでとうございます。
 久しぶりに投稿させていただきます。

最近、このBBSも盛り上がっていて、またのぞいてみました。ZARDの昨今、有料化など、またいろいろと議論があります
が、今晩は、ちょっと⾒たくなって有料会員登録をしました。

ニコニコ動画の⽣放送、みなさん視聴及び録画を頑張っていますね。私も録画、頑張ろうと思っていますが、はたして録
れているか(笑)未公開の部分やインタビューなどが録れていればいいんですけど。まだ追い出されてはいませんが、⻑時
間なので、撮り終わって保存の段階でハードディスクに保存されていればいいんですけど^_^;

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9618 選択 チョコレート 2012-01-07 23:03:02 返信 報告

所⻑さん、KOHさん、皆さん、こんばんは︕
 ⾒てますよ〜私はアリーナ最前列です︕︕どう違うのかよくわかりませんが(汗）。

⾳、すっごく良いですね〜〜〜ヘッドホンで聴いていて、びっくりしています。
放送でこんなにきれいに聴けるなんてすごい︕︕

あ、カーディガンさん、お久しぶりです︕︕おげんきそうで良かったです。
 今年もよろしくお願いします︕

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9619 選択 カーディガン 2012-01-07 23:12:59 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

> 
> あ、カーディガンさん、お久しぶりです︕︕おげんきそうで良かったです。 

 > 今年もよろしくお願いします︕
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チョコさんのお家はパソコンがたくさんあるようで、親切なご主⼈が⼿伝ってくれたようでよかったですね。私のところ
は、1台は録画専⽤にしているので、いじれません。今は、もう1台のパソコンでの投稿です。投稿⽤のパソコンは、ハー
ドディスクがいっぱいいっぱいで、あまりパワーがないので、録画はたぶん失敗してしまいそうなので、控えになっても
らいました。パソコンも2台あってよかったです。

今年もどうぞよろしくお願いします。

所⻑、KOHさんも録画お疲れ様です。所⻑のZARD熱には脱帽です。ニコ⽣も録ろうというところ、すごいですね。私の
ところは、昔買ったソフトがたまたまニコ⽣を録れるようなので、それで録画しています。実験ではちゃんと録画できま
した。ただ、⻑時間だとわからないところです。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9620 選択 ペケ 2012-01-08 03:20:29 返信 報告

所⻑、KOHさん、カーディガンさん、チョコさん、こんばんは。

皆さん、お疲れ様です︕

追い出されたので放置プレイにしていたら、ソフトやPCには問題無かったのですが、回線が途中で切れたようで（時々起
こる事がこんな時に）、早くも失敗（笑えない）。でも、皆さん順調のようなので安⼼して寝ます（笑わない）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9621 選択 ⿊杉 2012-01-08 06:20:34 返信 報告

皆さん、おはようございます。

明けましておめでとうございます。
 今年も宜しく御願い致します。

namaroku予約録画どころか、
 起動にもて早々に失敗しましたので、

 リアルタイムで⾒ております。(⽬がしょぼしょぼしてます)
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無論、寝ずの番は出来ませんし、⼀般会員なので、
何度か追い出されておりますが、……

しかし、今のところは、
 「寝ててもよかったかな」とちょっと後悔です。(涙)

⾳質が好いのは素晴らしいことですが、
 映像が、未公開映像が⾒たいのに…(笑えない)

私が⾒逃したのでしょうか?

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9622 選択 stray 2012-01-08 06:37:45 返信 報告

皆さん、おはようございます。

ひと仕事（雪かき）終わしてきました（笑）。
 1/3（8h）経過しましたが、今のところ録画は順調です。

 が、未公開映像は１つも無いです。CM CollectionはGolden Best 付録を流してるだけ。
 夜通し観ている⼈はガッカリしてるんじゃ・・・（笑）

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9623 選択 チョコレート 2012-01-08 06:57:14 返信 報告

所⻑さん、⿊ちゃん、 皆さん、おはようございます。
 3時間ほど仮眠したチョコです(⼤笑)。

 所⻑さん、既に雪かき、おつかれさまでした︕︕

> が、未公開映像は１つも無いです。CM CollectionはGolden Best 付録を流してるだけ。 
 > 夜通し観ている⼈はガッカリしてるんじゃ・・・（笑） 

 未公開映像なしですか︕(笑)⾒たことのない映像がほんの数箇所、細切れ状態で混ざっていたような気がしていたのです
が････(苦笑)。
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でも、「負けないで」を⽇本⻘年館⽩マイクバージョンでフルに観たのには感動しました︕
⽇本⻘年館のものは特に⾒たかったものなので･･･。

 このあとは、少しくらい未公開映像あると良いですね(汗)。

やはり、本番は今夜ですね︕︕

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9624 選択 stray 2012-01-08 07:17:58 返信 報告

チョコさん、おはようございます︕

3時間だけ仮眠ですか︕ その甲斐あるとは⾔えない内容でしたね（笑）。

> 未公開映像なしですか︕(笑)⾒たことのない映像がほんの数箇所、細切れ状態で混ざっていたような気がしていたので
すが････(苦笑)。

どの辺でしょうか︖（曲⽬）

> でも、「負けないで」を⽇本⻘年館⽩マイクバージョンでフルに観たのには感動しました︕

WBMf DVD は余計な映像が混ざってますからねぇ（笑）。

> やはり、本番は今夜ですね︕︕

エンディングのドキュメント映像だけ、かもしれません（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9625 選択 チョコレート 2012-01-08 07:36:18 返信 報告

所⻑さん、おはようございまーす。

> 3時間だけ仮眠ですか︕ その甲斐あるとは⾔えない内容でしたね（笑）。 
 ぎゃはははは︕︕(苦笑)まったく･･･。

 CM映像でおまけDVDまるごと流して終わりには⾔葉もありませんでした(笑)。
 でも、⾳がすごく良いので、ヘッドホンして聴いていると、聴き⼊ってしまいますね〜。

 どの曲も泉⽔さんは妥協無く作ったものたち･･･あらためて良い曲が多いと感じましたよ。
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未公開映像かと思ったのは･･･何の曲だっけ︖(汗)
チャットでPANさんやカーディガンさんとお話をしているときに観たような気がしたのですが、

 ヘッドホンしているときの映像やソファーで転寝している辺りのどこかに･･･ほんの僅か、混ざっていた気が。ま、気のせ
いかもしれません(苦笑)。

 ギターの右横からの映像は私ははじめて⾒た気がしたのですが、カーディガンさんはそれは⾒たことがあると⾔ってまし
たし･･･(苦笑)。

 私の記憶が⾜りてない影響も︖(笑えない)

> エンディングのドキュメント映像だけ、かもしれません（笑）。 
 そうですね〜。関係者の話も今のところ、それほど関係有った⼈たち出ていないような･･･(汗)。

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9626 選択 ペケ 2012-01-08 08:07:19 返信 報告

皆さん、おはようございます。

ニコ⽣を観なかった⼈、DLしなかった⼈が、勝ち組ですね〜（笑えない）。多くの時間費やして、録画とかの準備や対策
に追われ、HDの肥しにもならない内容（笑える）。

皆が納得出来るような内容なら、有料放送やDVDにして売りつけているでしょうし（笑わない）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9627 選択 チョコレート 2012-01-08 08:52:06 返信 報告

ペケさ〜ん、おはようございます︕

> ニコ⽣を観なかった⼈、DLしなかった⼈が、勝ち組ですね〜（笑えない）。多くの時間費やして、録画とかの準備や対
策に追われ、HDの肥しにもならない内容（笑える）。 

 ぎゃははは︕(笑うしかない︖)
 そのうち、所⻑さんが必要な部分を編集してくださるんじゃ････(願)。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
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9628 選択 pine 2012-01-08 09:12:58 返信 報告

皆さん おはようございます︕

何度も追い出されながらも寝るタイミングが掴めなくて、２︓００まで⾒ていました。
 ⾳がすごくいいので、聞き⼊ってしまいますね〜(^^)

 映像がもっと欲しい･･･
 今朝は、仕事全部終えて、家族がまだ起きてこないので⾒て（聴いて）います。

現在、⽴ち⾒です(--;) ⽴ち⾒はせいぜい３０分が限度かなぁ（笑）

あっ 破壊星⼈が起きてきた︕今⽇はもっと寝てていいのに･･･ご飯の⽤意してきます。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9629 選択 stray 2012-01-08 09:28:07 返信 報告

> ギターの右横からの映像は私ははじめて⾒た気がしたのですが、カーディガンさんはそれは
⾒たことがあると⾔ってましたし･･･(苦笑)。 

 > 私の記憶が⾜りてない影響も︖(笑えない)

チョコさん、「もう少し あと少し…」ですね。
 去年の2⽉にGyaoで配信された 20th ver.の映像です。

 ギターを右から映してる映像は Brezza ver.にも収録されてますけど（笑）。

> そのうち、所⻑さんが必要な部分を編集してくださるんじゃ････(願)。

そろそろ前半12時間が終わりますが、すべて不必要です（笑）。
 必要なところだけ編集しますが、せいぜい2時間番組でしょうねぇ（笑）。

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9630 選択 PAN 2012-01-08 09:42:08 返信 報告

みなさん、おはようございます︕
 すっかり遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね︕
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昨晩はチョコさん、カーディガンさんとチャットをしながら中継を観ていましたが、2時まえに撃沈し
ました（笑わない）

 確か「君がいない」のレコーディングのシーン（この画像の動画）ですが、今まではほんのチョコっ
とだったのが、

 今回はいっぱい流れましたので未公開映像ではないかと思っていました。ですが、違っていたらすみ
ません︕(笑）

> ニコ⽣を観なかった⼈、DLしなかった⼈が、勝ち組ですね〜（笑えない）。多くの時間費やして、
録画とかの準備や対策に追われ、HDの肥しにもならない内容（笑える）。

じつは直前になって録画したくなって、⼣⽅、外付けハードディスク（2TBの特売品）を買いに⾏ったのです。
 しかし･･･。付属のケーブル使ってノートPCのUSB2.0に接続してもまったく認識しないのです（笑えない）

 USB2.0完全互換（HDDはUSB3.0対応）のはずなのに･･･
 あとでお店に持ち込んで、使えなかったら別の製品に交換か返品してもらおうと思っています(´・ω・｀)

 捕獲隊のみなさん、引き続きがんばってくださいね〜（笑）
 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9631 選択 ペケ 2012-01-08 11:02:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。

チョコさんやpineさんは、主婦業をこなしながら、頑張られたのに、残念な内容でしたね〜所⻑の編集に期待しましょ
う︕（笑わない）。 PANさんは、外付けHDまで買われたのに、それが機能しないのは2重のショックでしたね。

接続するUSB端⼦を変えたり、デバイスマネージャーで、「︖」や「︕」があったら、削除してつなぎ直すと認識するか
もです。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9632 選択 狐声⾵⾳太 2012-01-08 11:12:12 返信 報告

おはよう御座います。
 私は、２,３⽇前から準備していたのですが、namarokuがまず起動しない。これは私がフォルダーを勝⼿に変更した為で
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したが。
他のノートＰＣで録画しようとしたら、Ｄドライブが空いているのに、Ｃドライブが⼀杯で、新しいソフトが⼊らず、結
局使えない。（どうしてメーカーはＣドライブを⼤きくしないのか）

 そんなこんなで、予約も上⼿く出来ず、結局朝６時過ぎからメイン機で⽣鑑賞と録画開始。
 何回か追い出されたが、namarokuで録画が出来ています。

 切れ⽬で録画を中断して、ファイルサイズ・録画時間を⼩さくして後で扱い易くしています。
 でも、今まで⾒る限り、⼤した内容は無いようですね。

 夜どうしで⾒なくてよかったようですね。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9634 選択 stray 2012-01-08 13:14:57 返信 報告

PANさん、こんにちは。

> 確か「君がいない」のレコーディングのシーン（この画像の動画）ですが、今まではほんのチョコっとだったのが、 
 > 今回はいっぱい流れましたので未公開映像ではないかと思っていました。ですが、違っていたらすみません︕(笑）

先⽇のSSTV+で流れた映像（Gyaoで配信中）です。
 http://gyao.yahoo.co.jp/player/00102/v09029/v0993500000000541956/

録画、順調です。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9635 選択 PAN 2012-01-08 13:41:54 返信 報告

所⻑、ペケさん、狐声⾵⾳太さん、こんにちは︕

ペケさん、アドバイスいただきありがとうございます︕
 お店に持ち込んだところ外付けHDDの故障ということが判明し、在庫もないとのことで返品となりました（笑わない）

 （店頭のPCに接続しても、デバイスマネージャで「︖」や「︕」すら出てきませんでした･･）

所⻑、情報どうもありがとうございます︕スミマセン、SSTV+で流れた映像だったんですね。
 録画が順調とういうことで安⼼しました︕（笑）引き続き、番組終了まで上⼿く撮れるといいですね︕
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9636 選択 チョコレート 2012-01-08 15:00:57 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは︕

>去年の2⽉にGyaoで配信された 20th ver.の映像です。 
 >ギターを右から映してる映像は Brezza ver.にも収録されてますけど（笑）。 

 ああっ︕そうでしたか〜(笑)。私の記憶もあてになりませんなぁ、やっぱり(汗)。すみません。
 でも、未公開映像がないとわかれば、割り切れるってモンです︕

 ⾒れなかろうが、お昼寝しちゃおうが、⼼配なし(苦笑)。ぎゃははは︕

>そろそろ前半12時間が終わりますが、すべて不必要です（笑）。 
 >必要なところだけ編集しますが、せいぜい2時間番組でしょうねぇ（笑）。 

 そうですね〜。2時間も残るほど映像を出してくれているならば、すごいことですね︕
 所⻑さんの編集、楽しみにしてまーす。

  
 私は個⼈的には、良い⾳で丸⼀⽇、ZARD漬けが許されて満⾜してます(笑)。

 家事放棄しすぎ︖(汗)
皆さんも、楽しく過ごせますように〜(笑)。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9637 選択 stray 2012-01-08 16:17:39 返信 報告

15:35に回線が切れましたか︖（放送中断︖）

プレミア会員モードの録画は、そこで⼀旦切れて別ファイルが⽣成してます。
 ⼀般会員モードの録画は、そこで切れたまんまでした。

 雪かきしてて気づかなかった（笑）。

われわれが満⾜できる内容じゃありませんけど、ZARDを知らない⼈にはすごく良い番組だと思います。
 40万⼈も⾒てるんだから、400⼈（0.1%）くらい新たなファンが獲得できるかも。
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9638 選択 ペケ 2012-01-08 16:52:52 返信 報告

 
> 15:35に回線が切れましたか︖（放送中断︖） 

 機材のメンテらしいです。

⼤賀さんらのインタビューは、良かったですね。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9639 選択 hope 2012-01-08 17:13:41 返信 報告

皆さんこんにちは。

私もプレミアム会員になって、視聴してるんですが、PVの画質がgyaoよりひどくないですか?
 時折荒くなって、コピーガードがかかってる感じで・・・。

タイムシフトで改めて録画する予定ですが、なんだか・・・。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9640 選択 stray 2012-01-08 19:04:21 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

機材メンテは何度かありましたが、録画が途切れたり途切れなったりするんですね。
 ニコニコは奥が深いというか、⾯倒くさいというか（笑）。

 ペケさん家からインタビュー編集ものを頂いてきました。
 寺尾さんのインタビューも良かったですよ。

ところで、FLVの編集をいくつかのソフトで試しているのですが
 ずべてうまくいきません（笑えない）。
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FLVをWMVに変換してからカットや繋ぎをやったほうが楽ですか︖
FLV→WMV変換フリーソフトで、いいのあったら紹介して下さい︕

hopeさん、こんばんは。

画質はGyaoより良いと思いますけど。

> 時折荒くなって、コピーガードがかかってる感じで・・・。

なりますね。録画のほうは⼤丈夫っぽいですけど、詳しくチェックしていないので何とも。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9641 選択 stray 2012-01-08 19:19:22 返信 報告

ZARD DINER からの中継が始まりました。
 ついに50万⼈を突破しました、現在50万⼈が⾒てるってこと︖ホンマかいな（笑）。

しかし、「あの微笑・・・」が何度かかったことか︕
 映画「ウタヒメ」の宣伝、多すぎますよね（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9642 選択 stray 2012-01-08 19:21:49 返信 報告

 
これが特製パンケーキです︕

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9643 選択 ペケ 2012-01-08 19:22:16 返信 報告
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所⻑、こんばんは。

> ペケさん家からインタビュー編集ものを頂いてきました。 
 > 寺尾さんのインタビューも良かったですよ。 

 寺尾さん、歌いまくり（笑わない）。

> ところで、FLVの編集をいくつかのソフトで試しているのですが 
 > ずべてうまくいきません（笑えない）。 

> 
> FLVをWMVに変換してからカットや繋ぎをやったほうが楽ですか︖ 

 > FLV→WMV変換フリーソフトで、いいのあったら紹介して下さい︕ 
 未完了のflvを読み込むとエラーになったり、落ちてしまうソフトが多いですから、他形式に変換または、flv→flvに変換す

ると編集し易いと思います。

flvの編集も⾊んなソフト使ってみましたが、五⼗歩百歩って感じなので、ご⾃⾝の使い易いものが良いかと︖。

http://www.katch.ne.jp/~kakonacl/douga/flashvideo/flv2others.html

flv→wmv

http://www.flvconverter.biz/jp-flv-to-wmv.html

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9644 選択 ペケ 2012-01-08 19:59:24 返信 報告

今試したソフトですが、Any Video Converterがいいかも︖。録画中のファイルを読み込んで、カットしてWMVへの変換
も出来ます。

http://jp.any-video-converter.com/any-video-converter-free.php

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9645 選択 stray 2012-01-08 21:15:05 返信 報告
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ペケさん︕
Any Video Converter がありましたね︕ ありがとうございます。

 RichFLV、Moyea、flvconverter はすでに試したのですが、全部ダメでした（笑）。

最後のセクションになりましたが、このセクションの作りがドキュメントであって
 泉⽔さんの未公開ドキュメント映像ってことじゃないのでは︖（笑）

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9646 選択 時間の翼 2012-01-08 21:54:51 返信 報告

[9610]stray:

こんばんは２４時間無駄な番組を放送していたのに腹⽴ちます。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9648 選択 ペケ 2012-01-08 22:05:06 返信 報告

所⻑、皆さん、お疲れ様でした︕

さて、所⻑の⾼画質編集を待ちましょうか︖（笑わない）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9649 選択 stray 2012-01-08 22:06:44 返信 報告

終わりましたね。

⾒事に期待を裏切るノンコア番組でしたが、24時間ZARDに浸る機会はそうそう無いし、
 ニコ⽣にも精通できましたので（笑）、有意義な１⽇でした。

⼊場者数58万6千⼈ってすごいですね（⿃取県の⼈⼝）。

皆さんお疲れ様でした︕

あとで編集して（ほとんどカットしますが（笑））、軽チャーにアップしますので。
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9653 選択 noritama 2012-01-09 00:17:42 返信 報告

こんばんは｡
 24時間⾒てましたー(笑)負け組みです(^^;)

ファイル約10GBでした。
 ⼿動で1回数分⽌めたのと、ADSL回線フリーズ１回(アニメソング マイフレンドの辺り）、

 >15:35に回線が切れましたか︖（放送中断︖）  
↑これと同じ1回でした。ｶｸｶｸは稀に少し､配信タイムラグは､更新してもコメントと映像(⾳)がズレる(笑)

  
>⼤賀さんらのインタビューは、良かったですね。 

 >寺尾さんのインタビューも良かったですよ。 
 今回の収穫はインタビューここですね。

前半の数時間(出だしから静⽌画(汗)で､なんとなく傾向が判ったので、あきらめて、お気楽モードでニコ⽣を楽しんでまし
た。

 すでに、公表されているPVも曲に合わせて殆ど出ないんじゃちょっと(苦笑)

よく考えたら、これは、アルコレ､シンコレ､映画など20thの販促番組ですね。
 あとアンケート等に絡んだ映像、都合の良いAQUA･DREAM･CLYSTAL映像を使⽤することが出来たということでしょう

か。
 未公開映像などは、やはり"Screen Harmony2012""YouTube CHANNEL""今後の企画"⽤なのでしょう。

 船上ライブ映像は綺麗そうでしたね。

>われわれが満⾜できる内容じゃありませんけど、ZARDを知らない⼈にはすごく良い番組だと思います。 
 そうですね、アンケートで20代30代合計が約70%で､チラミ⾒･聴き流しながらとか､､､書き込みもその年代っぽい、そん

な雰囲気が多かったように思います。

最終時間来場者(累計)数:586417⼈ 
 (出⼊りも多かったということも･･あるのかな)

https://bbsee.info/newbbs/id/9610.html?edt=on&rid=9653
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ニコニコ運営は、トラブル対応早かったので、GJだったと思います｡
"promised you"の直前の"Get U're Dream"で灰⾊⼀⾊になったときは、あらら(^^;)と思いましたけれど、"promised
you"までに､ぎり復帰させてました。

次は、⾊々な映像いっぱいの企画をやってもらいたいですね。
 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9654 選択 stray 2012-01-09 08:25:07 返信 報告

負け組の皆さんおはようございます（笑）。
 ぐったりしてるか、まだ寝てるかのどちらかでしょうか（笑）。

  
> よく考えたら、これは、アルコレ､シンコレ､映画など20thの販促番組ですね。

まったくその通りですね。SHの新映像はもう決まってるはずなので
 チラっとでも⾒せてくれるのかと期待したのですが・・・（笑）

>  そうですね、アンケートで20代30代合計が約70%で､チラミ⾒･聴き流しながらとか､､､書き込みもその年代っぽい、
そんな雰囲気が多かったように思います。

コメントを読むと「キレイ︕」「美⼈」が圧倒的に多くて、
 コアなファンの書き込みに「○○って何︖」っていうのも多かったですから、

 ZARDを知らない若い世代がたくさん観てくれてたようですね。

録画はバッチリでしたが、ところどころ⼊るチリチリは録画も同じでした。
 kakorokuを使うまでもない内容なので、チリチリ⼊りのまま編集しました（笑）。

１．WBM Selection 58分
 ２．スタッフ・ミュージシャン インタビュー 49分

３．ZARD DINERから⽣放送︕ 90分
 ４．20th Anniversary Special きっと忘れない 105分

軽チャーに順次アップします。

https://bbsee.info/newbbs/id/9610.html?edt=on&rid=9654
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9655 選択 カーディガン 2012-01-09 09:24:08 返信 報告

所⻑、みなさん、おはようございます。

所⻑は捕獲に成功したようで、おめでとうございます。編集までお疲れ様です。カルチャーへのアップもお疲れ様です。
 私は昨⽇の朝まで⾒ていて、録画具合を確認していたら、⻑時間のためか、容量が⼤きいのでしょうか、⾒事にしっぱー

い、してしまいました。ソフトの仕様のためか、画質を落とさないと、処理にたえられなかったようです。午後のインタ
ビューなど、⾒ていないところも多いです。捕獲には予習をしていないとだめなようですね。後で、もう⼀度タイムシフ
ト視聴をしてみます。画質がいいかと思いきや、あまりよくないようですね。画質を落として録画したほうがいいのかも
しれないですね。２４時間の中継なんて、⻑すぎです。未公開映像もないし、インタビューだけでいいです。ZARDを知ら
ない世代のためにはよかったのかもしれませんけど。

⿇亜⾥さん
9656 選択 stray 2012-01-09 11:44:02 返信 報告

ニコ⽣ ZARD DINER からの中継でアシスタントと「20th Anniversary Special きっと忘れない」のナレーションを務
めた

 ⿇亜⾥（まあり）さんのブログです。
 http://ameblo.jp/maari-himaari/entry-11129041795.html?frm_src=thumb_module

ニコ⽣のコメントでも「佐々⽊希に似てる」という声が多かったですが、
 たしかによく似てます。いきなり噛んだので（笑）⼼配しましたが

 よくZARDを勉強されたようで、好感が持てました。

１つ苦⾔を呈しておくと（⿇亜⾥さんにじゃなくて番組に）、
 「ユーザーと⼀緒に楽曲の魅⼒を徹底解剖」というテーマだったのに

 単なるシンコレ、アルコレの宣伝で終わってしまいました。
 DINERにお集まりの（おそらく）コアなファンに直接インタビューする

 コーナーがあってもよかったかも・・・

https://bbsee.info/newbbs/id/9610.html?edt=on&rid=9655
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9655
https://bbsee.info/newbbs/id/9610.html?edt=on&rid=9656
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9656


それにしても、DINERは盛り下がってましたね（笑）。
⻑テーブルに向い合せで座らされて、⼝も聞かずにひたすら⾷べていたのでしょうか（笑）。

 参加した⼈がいましたら、是⾮ご報告ください。
 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9657 選択 stray 2012-01-09 11:49:21 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは、お久しぶりです。

容量がでかいと、編集ソフトが起動段階しなかったり、起動してもクラッシュしたりするようです。
 私は Any Video Converter で必要な部分をカットして、iSkysoft DRM Removal

 （DRAM解除ソフトですが、動画変換ソフトとしても秀逸です）で WMV変換しました。

画質はまあまあですが、ところどころノイズが⼊る（⽣視聴中も⼊ってました）のです。
 タイムシフト視聴で改善されるのか、試してみて下さい。

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9660 選択 stray 2012-01-09 21:01:40 返信 報告

ニコニコ動画の画⾯サイズはアスペクト⽐が４︓３で、
 ZARD特番も「20th Anniversary Special きっと忘れない」以外は、４︓３で作られ

ていました。
 ZARD DINER からの中継も４︓３です。

「20th Anniversary Special きっと忘れない」は上下に⿊帯が⼊って
 ⼀回りサイズが⼩さくなってますが、アスペクト１６︓９だからです。

ということは、「20th Anniversary Special きっと忘れない」はワイド画⾯を意識して作ったことになります。

YouTubeなのか、ＴＶ放映なのか、単なる気紛れなのか（笑）分かりませんが、
 ZARD⼊⾨のバイブル的な動画なので、是⾮、いつでも誰でも⾒られる環境に置いてほしいものです。 

 コアなファンにとっても貴重な内容を含んでいますしね。
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Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9661 選択 stray 2012-01-09 21:12:03 返信 報告

⼈気投票によるランキングが10種類ありましたが、私が注⽬したのは
 「私だけが知ってる名曲ランキング」と「歌詞がいい曲ランキング」の２つです。

 特に前者はコアなファンじゃないと投票しづらいでしょう。

結果もやはりアルバム曲・c/w曲が上位にズラリ。

１位に輝いた「Love is Gone」は、私も⼤好きな曲です。

が・・・

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9662 選択 stray 2012-01-09 21:15:21 返信 報告

DINERからの中継では、画像右のテロップが・・・（笑）

どうしてこんな間違いが起きるのか不思議ですが、
 間違いはこれだけじゃなく・・・

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9663 選択 stray 2012-01-09 21:19:15 返信 報告

「ドライブで聴きたい曲」の間違いは、尋常じゃありません（笑）。

右のテロップが正しい結果であって、「負けないで」や「マイフレ」が１位２位じゃ番
組的に困るので（笑）

 左側に書き換えた、と⾒るべきなのか・・・
 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9664 選択 stray 2012-01-09 21:26:47 返信 報告
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話を戻しますが、

「歌詞がいい曲ランキング」の１位は「⼼を開いて」︕

さすが神曲︕︕

⽣では⾒れなくて、さきほど⾒直したのですが、思わず涙が出そうになりました（笑）。
 いい番組でしたねぇ（笑）。

  

⿇亜⾥ちゃん、１位の曲紹介で

 ⼼「が」開いて

と⾔い間違え（笑）。カワイイから許してあげる（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9665 選択 Ａｋｉ 2012-01-09 21:56:17 返信 報告

 先ほど観ました。
  リアルタイムでなくても良かった感じでもありました。

  無料会員は1回だけの再⽣なので、24時間なので、⾶ばすタイミングが難しい（苦笑）
  24時間流す必要性は︖という感じもしました…

 B社はニコ⽣に移⾏する感じでしょうか︖今度は、倉⽊さんの特集がニコ⽣であるようです…

 ⼤型リリースも2⽉29⽇にGARNET CROWのカップリングBEST2枚組（…って数曲残すくらいなら、いっそ3枚組に
して全部⼊れたら︖と想う）

 今年は⼤⿊さんが20周年・⼩松さんが15周年何かあるかな︖（⼤⿊さんの⽅は公式Fanクラブサイトのほうでは何かあり
そうな感じですが…）

 ZARDリリース関連は無いのかな︖と⾔う感じもします。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9666 選択 noritama 2012-01-10 09:51:44 返信 報告
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おはようございます

来場者数累計とコメント数累計の推移をグラフにすると、こんな感じでした。

来場者数累計の推移︓紺⾊
 コメント数累計の推移︓ピンク⾊

確かに、朝はみんなコメントに疲れたのか(笑)､
 歌詞職⼈さんもお疲れのご様⼦で､

 画⾯のコメント表⽰も途切れがちでした。

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9667 選択 stray 2012-01-10 12:08:29 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

このデータは、もしかして数分毎にメモって作成されたのですか︖
 ご苦労さまです（笑）。

AL「HOLD ME」、AL「揺れる想い」といった絶頂期が真夜中になったので、
 朝⽅には皆さん疲れ果ててしまったのでしょうか（笑）。

 コメントにも「職⼈」がよく出てきてましたが、歌詞職⼈って何者ですか︖
 

お疲れさまでした〜(笑)
9671 選択 チョコレート 2012-01-10 12:38:13 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは︕(笑)
 いや〜ZARD漬けの週末が終わって、現実にやっと戻りました。

今回のニコ⽣、⾒た⽅、⾒なかった⽅、感想も評価もいろいろあると思います。
私の場合は、前⽇にあたふたと録画の練習などをやって、番組が始まってから終了するまで、主婦業も放棄して(苦笑)、
ほとんどの時間を視聴しました。ぎゃははは︕

 最初からジャケ写の静⽌画という、気合を引き抜かれるような始まり⽅でしたが、⾳はとても良かったと思いますし、最
近、あまり聴いていなかった曲を聴く機会にもなり、泉⽔さんがこだわって作った曲たちの素晴らしさをあらためて感じ
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ました。
なんと⾔っても、24時間、ZARDの曲を聴き続けるなんて、なかなかできませんし･･･個⼈的には満⾜しました。

Z研にお住まいの皆さんには、映像などまったく評価の対象にはならないと思いますが(汗)･･･
 寺尾さんのインタビューを最後にたくさん聞けたこと、とても良かったです。

 ♪〜揺れるー想い〜♪が後付けだったなんて!!!!(驚)
 このエピソードを聞いたときには、⿃肌がたちましたよ(笑)。

せっかくアンケートなどもやったのだから、各ランキングの上位だけでなく、せめて10位までの発表をどこかで（WEZA
RDでもどこでも良いので)やって欲しいです。興味あるなぁ〜。

こういう番組も、有りかな･･･と(笑)。これからも定期的にやって欲しいです。
 「負けないで」だけではないZARDを、もっともっと、たくさんの⼈に知ってもらいたいと思います。

 

Re:お疲れさまでした〜(笑)
9685 選択 noritama 2012-01-10 22:52:57 返信 報告

こんばんは

>もしかして数分毎にメモって作成されたのですか︖ 
 (^^;)すごくラフに､､映像少なくて暇だったので(笑)
 聴き⼊っていたり、映像を⾒⼊っている(後半)時は、間があいていたり･･･(笑) 

 ⽇付が変わった時にグンっと来場者数が増えたのは座席枠(サーバー?)が増えたからでしょうか。
 コメントが減ったのは、中頃に映像が少な過ぎたせいもありそうですね。

>歌詞職⼈って何者ですか︖ 
 何者でしょう(笑) でも歌に合わせて、(コピぺにしろ、⼿打ちにしろ)歌詞をコメント⼊れするすごい⼈(達)です。

 歌詞が無いときは"歌詞が⾒つかりません""疲れました"となかなか正直でした(笑)
これで私は、⾒ている映像とコメントのタイムラグに気がつきました。更新するとしばらく合うのですが、すぐ5秒位ズレ
ました。

コメントでは、"Don't you see!"が、"丼中⽌"(^^;)に発想される(反応する)ところは、最近の話題に敏感な若い⼈達が
⾒ているんだなぁって思いました｡

https://bbsee.info/newbbs/id/9610.html?edt=on&rid=9685
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>♪〜揺れるー想い〜♪が後付けだったなんて!!!!(驚) 
数年前の⼭野楽器で"あの微笑を忘れないで"の直筆歌詞が展⽰されていた時に､"あの"が後で付け⾜されていたのを⾒て感
激したのを思い出します。そうだったんだーというお話しでしたね。

 今回は皆さん笑顔で泉⽔さんの思い出を懐かしく語ってくれていた様に感じます。
 関係者・スタッフ皆さんの話しを聴くと当時の泉⽔さんに近づけた感じがしますね。

 "坂井泉⽔"の命名の謎は初期のスタッフが知っているのでしょうか。20thでは公表されないかな(^^;) musicの反転(逆
さの意)もあるのかなと思ったりして･･謎ですね(笑)

DINERの部も、次回への課題ですね。でも楽しめました。
 チョコレートさんもお疲れ様でした(^^)

Re:お疲れさまでした〜(笑)
9686 選択 stray 2012-01-10 23:08:38 返信 報告

チョコさん、noritamaさん、こんばんは︕

もうすぐ寝るので（笑）、「丼中⽌」にだけレスします。
 Ｚ研のCafeに「丼中海」（海はシー）というメニューがあります（笑）。

 「⽌」は「シ」としか読みませんから、発想がまだまだ⽢いです（笑）。
 

丼中海︕︕(笑)
9687 選択 チョコレート 2012-01-11 07:17:34 返信 報告

所⻑さん、noriamaさん、皆さん、おはようございます。

> Ｚ研のCafeに「丼中海」（海はシー）というメニューがあります（笑）。 
 > 「⽌」は「シ」としか読みませんから、発想がまだまだ⽢いです（笑）。 
 ぎゃははは︕(笑)懐かしいですね〜この画像︕(笑)

 これは、pineさんの作でしたよねぇ。
 私もニコ⽣で「丼中⽌」の⽂字がたくさん流れるのを⾒て、違和感をずっと感じていました。ちょっと違うなぁ〜って。
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pineさまのセンスの良さにあらためて感⼼しました(笑)。
朝から、懐かしくてついついレスしちゃいました(苦笑)。

 

Re:丼中海︕︕(笑)
9689 選択 pine 2012-01-11 09:29:25 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん チョコさん 皆さん おはようございます︕

出た〜「丼中海」︕（笑）
 思わず、反応してしまいました。

 コメントに「丼中⽌」と出るたびに、何度「丼中海」って⼊れようと思ったことか･･･。
 でも、煩わしいので⽌めました。(^^;)

 ちなみに、[9686]の料理もpine作です。（笑）

Re:丼中海︕︕(笑)
9691 選択 stray 2012-01-11 12:36:59 返信 報告

チョコさん、noritamaさん、pineさん、こんにちは。

吉野家の「豚丼中⽌」の影響でしょうかねぇ（笑）。
 歌詞職⼈さん（達）の仕事︖は必要なのでしょうか（笑）。

 歌詞が歌より遅れて出てきたんじゃ意味ないですよね。
 ネットの歌詞掲載サイトはコピペできないように⼯夫されてますが、

 ちゃんと裏技が存在するんですよねぇ。
 それを開発している⼈達が実践を兼ねてやっているのか︖

>  ♪〜揺れるー想い〜♪が後付けだったなんて!!!!(驚)

去年だったと思いますが、寺尾さんがラジオに出演していろいろ語った内容
 （「負けないで」の歌詞解釈など）も多く含まれてましたが、

 このエピソードは私も初めて聞きました︕
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⼤賀さんは「泉⽔さん⼤好きで♡」オーラがありありでしたね（笑）。
⼭野楽器での⽬撃情報も初⽿でしたが、「愛が⾒えない」ジャケの帽⼦だとしたら

 ジーンズにジージャン姿だったの︖と突っ込みたくなりますねぇ（笑）。
 死後５年近く経つので、皆さん笑顔でインタビューに答えていたのが印象的でした。

> "坂井泉⽔"の命名の謎は初期のスタッフが知っているのでしょうか。20thでは公表されないかな(^^;) musicの反転
(逆さの意)もあるのかなと思ったりして･･謎ですね(笑)

どうなんでしょう。知っているのであれば、寺尾さんに是⾮語ってもらいたいですね。
 i、u、m と ZARDの「z」の組み合わせですか︖ 新説ですね（笑）。

Re:丼中海︕︕(笑)
9692 選択 noritama 2012-01-11 19:22:06 返信 報告

こんばんは。

>Ｚ研のCafeに「丼中海」（海はシー）というメニューがあります（笑）。 
 >これは、pineさんの作でしたよねぇ。 

 >コメントに「丼中⽌」と出るたびに、何度「丼中海」って⼊れようと思ったことか･･･。 
 そうでした(^^;) Z研には、この⼿の職⼈がいるのを忘れていました(笑)

>吉野家の「豚丼中⽌」の影響でしょうかねぇ（笑）。 
 松屋の豚めし(丼)もあると思います(笑)

>歌詞職⼈さん（達）の仕事︖は必要なのでしょうか（笑）。 
 歌詞が⼊ると職⼈ワザに盛り上がるようです(^^)

 簡単にコメントを⼊れられるツールがあるのかも。

>歌詞が歌より遅れて出てきたんじゃ意味ないですよね。 
いえいえ､それは私のPC上の状態です。

 ADSL+録画+ブラウザで視聴だったからか、⼀瞬映像がカクった時にも､映像と⾳がコメントに対して遅延するのでしょう
か。コメントは軽いので︖リアルタイムに届くような感じ。PCスペックはソコソコなので、回線か録画しているので2重
に⾒ている状態だからかも。⾒始め視聴ブラウザを2重に(録画含めると3重)開いていたときは⾳声が輪唱状態でした(笑)
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>⼤賀さんは「泉⽔さん⼤好きで♡」オーラがありありでしたね（笑）。 
好感度UPでした。嬉しそうでしたね。鈴⽊さんの表情もよかったと思います｡ 皆さんいい感じでしたね。寺尾さんは雰囲
気変わりました︖

>i、u、m と ZARDの「z」の組み合わせですか︖ 新説ですね（笑）。 
 MUSICの反転で､添付のような感じからの、こじつけです(笑) 根拠は全くありません(^^;)

 逆さの意>坂井、Cの反転はヘ⾳記号かと思いましたが読めないので削除、IZUMにI(愛?I(私))を⾜してなどと都合よく
(笑) 無理説すぎです(^^;)

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9705 選択 noritama 2012-01-14 07:18:53 返信 報告

♪⽐べることなんて無意味なのにね♪ って泉⽔さんに⾔われそうですが(笑) 
 倉⽊⿇⾐ちゃんのニコ⽣放送を先⽇観ました。

うう〜ん･･･PV(MV)いっぱいで羨ましい(笑) 
 前半は過去のPV(MV)放映(1時間30分位)、中頃はNewアルバムの全曲紹介(静⽌画(ZARD24hニコ

⽣150曲紹介と同じ⼿法)に、曲ごとに部分で⿇⾐ちゃんのコメント動画織り交ぜて1時間ちょっ
と)、後半は前半の過去PV(MV)抜粋でリプレイ(40分位) 約3時間15分｡

 いいなぁ。こういう感じで、ZARDも次回放映してくれないかな(願)

何処かで途切れるかなと思っていたら、案の定"Feel fine!"の曲中(いいところ)で回線が固まりました(^^;)。更新して
も"しばらく時間を置いて･･"て出て、ZARD24hニコ⽣で昼間固まった時と同じでした(^^;

  
職業病なのか･･･(笑) "⼀秒ごとにLove for you"PVのなかに、"瞳閉じて"PVと同じ海岸線の映像がある事に気がついてし
まいました(^^) 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9709 選択 stray 2012-01-14 17:48:15 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。
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おう︕ 「瞳閉じて」PVと同じ海岸線の映像ですね︕
Ｂ社アーティストのプロモは専⾨の⼦会社が制作しているので、

 使い廻しの映像があってもおかしくないですが、今まで確認できたものはないはずです。

どこの海岸でしょうね︖ニースっぽいような・・・

> 前半は過去のPV(MV)放映(1時間30分位)、中頃はNewアルバムの全曲紹介(静⽌画(ZARD24hニコ⽣150曲紹介と同じ
⼿法)に、曲ごとに部分で⿇⾐ちゃんのコメント動画織り交ぜて1時間ちょっと)、後半は前半の過去PV(MV)抜粋でリプレ
イ(40分位) 約3時間15分｡ 

 > いいなぁ。こういう感じで、ZARDも次回放映してくれないかな(願)

⽣きている⼈とそうでない⼈の違いと⾔えばそれまでですが、
 未公開秘蔵映像がないと私のようなファンは喰い付きませんからねぇ（笑）。

 でも、「眠れない夜を抱いて」のように、発売時のみ流されただけで封印されているPVもあるので、
 そういうものも出して欲しいですねぇ。

 

Re:ニコ⽣ ⽣中継（笑）
9710 選択 Ａｋｉ 2012-01-14 21:15:34 返信 報告

> 「瞳閉じて」PVと同じ海岸線の映像ですね︕ 
 doaのシングルＰＶにもあの海岸線は使われていました。

 Ｂ社は意外とありますね…⼩松さんのＰＶとか⼤⿊さんの影像とか…
  ⾵景とか、コンピュータで作った映像とかは「アレ︖」って思うものがあったりします。
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