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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11280 選択 goro 2012-05-23 21:20:57 返信 報告

みなさん こんばんは

ようやくＺ研未開の地のシドニーに⾏くことができました(笑)
 オーストラリアは私にとって、前回６年くらい前に⾏った時、⼊国に３時間程かかり、

 みっちりしぼられながら隅々まで荷物検査されたので、向いていない⻤⾨の国だと思っていました(笑)。
 しかしながら今回新たに決⼼して⾏くことにしました。

 (因みに今回の⼊国審査は３分で何ら問題なく終了しました(笑) 前回は何だったんだ・・・)
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前置きは程々に、先⽇⾏ったシドニーロケ地のことを報告します。
シドニーだけとはいえ、報告することが多くありますので、⼀気に伝えると時間がかかってしまうので⼩出しに報告します。

 それと、今回はカメラの調⼦が悪かったのか、設定がおかしくなってしまったせいか、全体的に暗く、焦点が合っていない画像が
多いのです。

 いくらオーストラリアは秋だといっても・・・
 最初に読まれる⽅は、いきなり⾒知らぬ地名やストリートを記載しますので(笑)、準備として別スレの「シドニーロケ地探し︕」

を読んでからのほうが良いと思います(笑)

今回はCrownSt関連です。DevonshireStへ向かってお伝えします。

この場所は[10761]・[10781]・ [10787]等の掲⽰板と思われる場所です。
 新しく建物が建つようで、掲⽰板は無く、シートで覆われています。

 掲⽰板があったのは、空き地の⽬隠しだったのかな︖
 でも10年も空き地ってことはあるのかな︖︖

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕②
11281 選択 goro 2012-05-23 21:21:56 返信 報告

次は[10762]・[10764]・ [10768]等のArthurStとCrownStの交差点の紫⾊の建物です

この建物は実際⾒てみると結構新しいのです。
 横の梁の間隔が違っていたり、紫に塗られていた頃は壁⾯がタイル貼りになっているので、

 建て替えられてしまったのかもしれません。
 そう、[10791]も同じ紫⾊の建物なので、この場所のようです。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕③
11282 選択 goro 2012-05-23 21:22:47 返信 報告

でも[10762]の泉⽔さんの⾜元の左側の丸い配管の⽬印︖はちゃんとあります。
 ⽬印は建て替え⼯事に無影響だったのでしょうか︖︖
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Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕④
11283 選択 goro 2012-05-23 21:23:38 返信 報告

これは⽬印を拡⼤したものです。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑤
11284 選択 goro 2012-05-23 21:24:27 返信 報告

これは泉⽔さん⽬線の画像です。
 こんな⾵にしてCrownStを⾒ていたのでしょうね

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑥
11285 選択 goro 2012-05-23 21:27:11 返信 報告
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次は[11065]・[11085]の「時の翼」のジャケ写の場所です。
渡航直前に建物の場所の間違いに気付いたのが懐かしいです。

 当時の建物の⾊が隣の建物で、今は違った⽩に塗り替えられています。
 今よく⾒るとあまり上⼿く撮れていませんね~

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑦
11286 選択 goro 2012-05-23 21:28:16 返信 報告

こちらは泉⽔さんの⽬線です。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑧
11287 選択 goro 2012-05-23 21:28:50 返信 報告

全く上⼿く撮れていませんが(笑)
 柵越しのこんなシーンもありました

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑨
11288 選択 goro 2012-05-23 21:29:21 返信 報告
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次は[11066]・[11069]の泉⽔さんがワンちゃんとお店の前で戯れるシーンです。
事前捜査で戯れている近くのお店は[11066]の３つ並んでいるお店の右から２番⽬と推定しました
が、現地に⾏くと間違っていることに気付きました。

 正解は右から３番⽬のお店だと思います。
 この画像です。

 何故かというと右から2番⽬のお店の中央下のコンクリートの⼟台に通気⼝がないからです。
 そして右から３番⽬のお店は通気⼝があり、店の形も合っています。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑩
11289 選択 goro 2012-05-23 21:30:35 返信 報告

それから、前回の決め⼿は緑⾊のタイルでしたが、
 なんと右から３番⽬のお店にも昔は緑⾊のタイルがあったようです。

 今は⿊いペンキで上塗りされていました。

こんな⾵にです(笑)

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑪
11290 選択 goro 2012-05-23 21:31:14 返信 報告

ガラスの反射で⾒づらいですが、こんなシーンもありました。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑫
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11291 選択 goro 2012-05-23 21:32:12 返信 報告

お店の中から撮ってみました。
 こんなシーンもありましたね。
 このお店は雑貨屋さんです。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑬
11292 選択 goro 2012-05-23 21:32:48 返信 報告

ワンちゃんを連れて歩道を歩くシーンもありました。
 因みに私はここに写っているカフェでのんびり昼⾷を⾷べました。

 美味しかったです(笑)
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑭
11293 選択 goro 2012-05-23 21:33:34 返信 報告

因みに[11066]の右から２番⽬のこのお店が昔の中国式マッサージ店です。

https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11291
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11291
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d3b8cf8b9c797942fe68565e4ed2d8c3.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11292
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11292
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4a6762703f33302e6d1e65db02155a47.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11293
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11293
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/421b0ea70ab7fd681ae63a8f12695199.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id11066.html


Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑮
11294 選択 goro 2012-05-23 21:34:22 返信 報告

最後に、[10770]のお店も撮っておきました。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑯
11295 選択 goro 2012-05-23 21:35:03 返信 報告

地図上で表すと、⾚丸が[10787]、⻩丸が[10762]、緑丸が[11085]、
 ⻘丸が[11069]、⿊丸が[10770]です。

ざっとですが、CrownStについてお伝えしました。
 次回はDevonshireSt関連です

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑫
11300 選択 stray 2012-05-23 23:27:27 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

お疲れのところ、早速シドニーレポありがとうございます︕

雑貨屋さんは右から3番⽬のお店で合ってると思います。
 [11291]を⾒て思い出したのですが、ここの交差点はクランクになっていて
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PV映像は雑貨屋さんの向かい側が道路になっているのです。
早く気づくべきでした（笑）。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11302 選択 stray 2012-05-23 23:38:26 返信 報告

> オーストラリアは私にとって、前回６年くらい前に⾏った時、⼊国に３時間程かかり、 
 > みっちりしぼられながら隅々まで荷物検査されたので、向いていない⻤⾨の国だと思っていました

(笑)。 
 > (因みに今回の⼊国審査は３分で何ら問題なく終了しました(笑) 前回は何だったんだ・・・)

オーストラリアのトラウマの正体はそれだったのですか︕（笑）
 前回は何だったんでしょうね、goroさんはぜんぜん不審者に⾒えないのに・・・

> それと、今回はカメラの調⼦が悪かったのか、設定がおかしくなってしまったせいか、全体的に暗
く、焦点が合っていない画像が多いのです。

たしかに⽣レポの写真は暗いのが多かったですね。設定が変わったのかも。

[11281]は新築ぽかったですか。15年経ってますから致し⽅ないところですね。
 とくにあの紫⾊の建物はシドニーでも不評だったのかも知れません（笑）。

 ジャケ写の建物は⽩く塗り替えられてしまいましたが、細部は当時のままのようです。
 もしかしたら、あのワンちゃんの飼い主さんのお家だったのかも知れません。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11306 選択 noritama 2012-05-24 01:59:04 返信 報告
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goroさん こんばんは! 
CrownSt関連レポありがとうございます(^^)

泉⽔さん⽬線の写真は､いいですね!!
 ストリートビューで⾒ていたときにも思ったのですが、

 この街って何故かホッとするような、懐かしい⾵景に感じるのは私だけでしょうか?(笑) 
 goroさんはどうでしたか?

>全体的に暗く、焦点が合っていない画像が多いのです。 
 私のカメラの⼩径レンズの遠景ボケ写真に⽐べれば、すごくカッチリしているんですけれど(^^;

 ⽩⾶びや⿊潰れでなければ、後で加⼯出来ますので、設定が変っちゃったのかどうかだけを押えておくと、今後安⼼です
ね。

>オーストラリアは私にとって、前回６年くらい前に⾏った時、⼊国に３時間程かかり、 
>みっちりしぼられながら隅々まで荷物検査されたので、向いていない⻤⾨の国だと思っていました(笑)。 
>(因みに今回の⼊国審査は３分で何ら問題なく終了しました(笑) 前回は何だったんだ・・・) 

 私も過去に⾹港とかでは、時々現地の⼈や中国・韓国⼈と間違えられて荷物検査の⽅から⼿招きされたり
 (渡航者っぽくないのかな･･⽇本⼈と分かると⾏っていいよってなります(笑))、道を尋ねられたり･･･

 中国では荷物検査の⽣贄になっている⼈もいますね。
 でも3時間の拘束は酷いですね。トラウマにもなりますね。事件やトラブルとかで東洋⼈が警戒視されていたのかな。

 イミグレのトラブルは運(タイミング)が悪かっただけ、そんな事もあるさと気にしないほうがいいですね。

緑のタイルは他の店のところにもあったんですね｡
 でも、"泉⽔さんがワンちゃんとお店の前で戯れるシーン"のお店で、ちょっと気になることが･･･

 [11069]の雑誌のお店は、⽞関に"475"と数字が写っていて、これは番地ではないかと思うのですが。
 [11288]をよくみると、左の店には"479"､右の店((雑貨屋さん)には"477"と1つ⾶びの数字になってます･･･

ということは､もうひとつ右のお店､右から2番⽬の中央下のコンクリートの⼟台に通気⼝の無い店が"475"なのではないか
と･･･(^^;

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11307 選択 チョコレート 2012-05-24 09:13:01 返信 報告
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goroさん、所⻑さん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕
あら、もうgoroさんから、シドニーレポが届いてるじゃないですか〜。

 goroさん、体調は⼤丈夫ですか︖

CrownSt沿いのロケ地はたくさんありましたね。
 泉⽔さんも、この通りを歩きながら、お店を覗きながら、撮影されたのかな･･･

 と思うと、私もこの通りをお散歩したくてたまりません(笑)。良いなぁ〜。
 泉⽔さん⽬線の写真は、いつもながらうれしいです。ありがとうございます︕

 #11287の写真、ばっちりですね︕︕
 私も、このお宅の階段に座りたいなぁ〜(笑)←無理︖

新たな発⾒もあり、やっぱり、現場検証って、⼤事なんですねぇ。
 こういう楽しさが、やめられない、とまらない･･･深みへとつながるわけですね(苦笑)。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11308 選択 ドルチェ 2012-05-24 09:23:25 返信 報告

goroさん、みなさん、おはようございます︕

すすす、すごい〜〜〜︕︕ さすがgoroさん︕︕ 
 とうとう、満を持して︖ユーラシア⼤陸(合ってる〜︖)ロケ地上陸ですね︕ 

 誰も成し遂げられなかった偉業が今ここに・・・ぎゃはは(笑)

なかなかBBSに遊びに来れないのですが、すごいなぁと感激しながら読み逃げはきちんとしておりましたっ︕

また仕事中にでも隣の席の⼈の⽬を盗んで遊びにきますね(笑) 密告しちゃや〜よ。

では、またきますね︕ じ〜っくり⾒よう(^v^)

あ︕それと、すごくお礼が遅くなってしまいましたが。。
サクラフェステバルで、ご挨拶いただいていたのにお話しできなかった⽅々(カーディちゃんとかミキティちゃんとかお久
しぶりな⽅々)ありがとうございました︕(^^) 

 久しぶりに時間差はあったけど、お話しできてとっても嬉しかったです(*^^*)
 それともちろん、素敵な泉⽔さんの画像を作ってくださったsakiちゃん、ショムニの⽅々(笑)、常連な⽅々、はじめまして
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な⽅々、ありがとうございました︕(*^^*)
こんな感じの登場になってしまいますが、これからもどうぞよろしくお願いします︕

ささ、仕事仕事︕ではまたね︕

訂正
11309 選択 goro 2012-05-24 10:23:34 返信 報告

strayさん noritamaさん チョコレートさん ドルチェさん おはようございます

早速⾒て頂きありがとうございます

夜にあらためてコメントをお伝えしますが

1つ間違いがあることを認識しましたので携帯電話で急きょお伝えします

noritamaさんがおっしゃるとおり雑貨屋さんの場所は右から２番⽬のようです
 番地で確認しました

しかしながら私は実を⾔うとこの右から２番⽬のお店を撮っています

最初来たとき何のためらいもなく２番⽬のお店を撮り カヘェで⾷事してから再度みたところ怪しいと思い ３番⽬のお店を
撮りました 通気⼝の有無や形が似ていたので・・・

 番地を確認するとやはり２番⽬ですね

帰宅したら修正します
 取り急ぎ連絡まで

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11311 選択 pine 2012-05-24 11:08:41 返信 報告

goroさん みなさん こんにちは〜︕

おっと︕もうレポ書いてくださったんですね︕早っ（笑）
 CrownStだけでもたくさんありますね。
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柵越しのショットとか、雑貨屋さんからのショットとか、細かいところまで撮ってきて下さって涙が出そう。（笑）
泉⽔さん⽬線の写真も嬉しいです。(^^)

>noritamaさんがおっしゃるとおり雑貨屋さんの場所は右から２番⽬のようです 
 >番地で確認しました 

 >しかしながら私は実を⾔うとこの右から２番⽬のお店を撮っています 
 noritamaさんのレスで、もしや帰国早々…と⼀瞬思ったのですが、さすがgoroさん、抜かりないですね。良かったです。

（笑）

では、皆さん お仕事頑張ってくださいね〜。私も買い物へ⾏ってきます。(^^)/

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11315 選択 goro 2012-05-24 21:17:39 返信 報告

みなさん こんばんは 

訂正でございます(笑)
 [11309]でお伝えしたとおり[11066]・[11069]の泉⽔さんがワンちゃんとお店の前で戯れるシーン

は、[11288]の右から３番⽬のお店ではなく、このお店でした。
 右から２番⽬のお店です。

先にもお伝えしましたが、到着した頃は何のためらいもなく、この場所と思い込んで撮りましたの
で、きちっとした画像が残っていました(笑)

 カフェで⾷事をしてから再び訪れ、緑⾊のタイルが塗り替えられているのと、店の形や通気⼝の有無で右から３番⽬のお
店が似ていると誤判断してしまいました(笑)

 番地を確認すると右から2番⽬のお店であることが解ります。
でもあまり似ていないのですね・・・ 改装を重ねてしまったからかな・・・。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑱（訂正）
11316 選択 goro 2012-05-24 21:18:57 返信 報告
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[11290]はこの画像に変更します。
そういえば、店の中から撮った写真はありませんので、[11291]は右から3番⽬のお店なので参
考の写真です

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑲（訂正）
11317 選択 goro 2012-05-24 21:19:52 返信 報告

[11293]では中国式マッサージ店ですが（[11066]）、
 この画像になります。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11318 選択 goro 2012-05-24 21:49:37 返信 報告

strayさん noritamaさん チョコレートさん ドルチェさん pineさん こんばんは

早速、勘違いをしてしまって(笑)、訂正してしまいましたが、軽傷ですみました。

strayさん、やはり10年も経つと微妙に変わってしまいますね。
 訂正したお店もそうですけど、⾒た⽬判断がつかないこともありますね。

 そう、ジャケ写の建物は空き家のようでしたよ。
 シドニーに移住した際は是⾮ともお勧めの物件ですね(笑)

noritamaさん、流⽯鋭い指摘です(笑)
 カメラは設定が変わってしまったので⼀旦リセットして初期状態に戻したのですが、

 少し今までと違っているような気がするのです(笑)
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でも何とかお⾒せできるだけでも良しとします。
そういえば、前回のオーストラリアはソウル経由だったので、何故か中国⼈⽤の⼊国カードを渡されてしまい、

 何となく漢字が読めたので、そのまま書いて出したら怪しまれたようです(笑)
 いずれにせよ、もっと英語⼒があれば対抗できるのですが・・・

チョコレートさん、⾜の捻挫は随分良くなっています。
 膨らんでいた右⾜にはようやく⾎管が⾒えてきました(笑)

 ただ、湿布を貼りすぎたせいか、だんだんかゆくなってきました(笑)
 確かにCrownSt沿いはゆっくり時が流れているようでのんびりできます。

 カフェでお茶していると時間を忘れてまどろんでしまいます(笑)
 ジャケ写の建物の階段に座ってのんびり⼈の流れを⾒るのもいいですね︕

ドルチェさん、Ｚ研はついにオーストラリアに上陸しましたよ(笑)
 これで、殆どのロケ地を捜査することができましたね︕

 これもみなさんの努⼒の賜物でございます。
 無理をしないでＢＢＳに来て下さいね︕

pineさん、今回は⼩出しにしますので、１・２週間後とはならないようにしました(笑)
 まだ始まったばかりなので、続編も後にお伝えします。

 今回はカメラの腕と調⼦がよくなかったので︖︖というところもありますが、ご愛嬌ということでお願いします(笑)
 泉⽔さんの⽬線はできるだけ撮るようにしています。

 本当にこの⽬線かな︖︖と思うこともありますが、泉⽔さん⾒ていたシーンが私達にも伝わってきそうで、
 ⾊々と想像してしまいます。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11320 選択 MOR 2012-05-25 00:01:42 返信 報告

goroさん、こんばんは。

⾒ているだけのMORです。
 すてきなレポート、ありがとうございます。
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ところで、カメラの作動が変だと思われているようで。
リセットをしたと⾔うことなのでデジカメですよね。

 であれば、オリジナルのExifデータを⽐較したら分かると思いますよ。
 フリーソフトで埋め込まれているデータを⾒られるので、お試しあれ。
 ちなみに私は

 ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se121019.html
 を使っています。

引き続きレポートを楽しませて頂きますね。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11324 選択 stray 2012-05-25 12:35:16 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは︕

> とうとう、満を持して︖ユーラシア⼤陸(合ってる〜︖)ロケ地上陸ですね︕  
 合ってない、合ってない（笑）。

 ユーラシア⼤陸はロシア・アジア・ヨーロッパが乗っかってる巨⼤⼤陸で、
 オーストラリアはそのままオーストラリア⼤陸です。

アフリカ⼤陸、南アメリカ⼤陸、南極⼤陸には泉⽔さんも上陸していないので
 数から⾔えばたった3⼤陸制覇にすぎないのですが、

 ZARDの海外ロケ地をすべて制覇したのですから、goroさんの偉業は凄いですよね︕
 そんな⼈、後にも先にもgoroさん以外出てこないと思いますよ。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11325 選択 stray 2012-05-25 12:42:05 返信 報告

goroさん、皆さんこんにちは。

2番⽬か3番⽬かで揉めてるようですが（笑）、
 番地はnoritamaさんが指摘されたとおり「475」です。
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⼊⼝を⾒てください。2段になっているのです。

goroさんの現場検証では、2番⽬のお店[[id:11315][11316]]は1段で、
 3番⽬のお店[11288]は2段です。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11326 選択 stray 2012-05-25 12:54:20 返信 報告

こうやって並べてみると、明らかに2番⽬のお店なんですけどねぇ（笑）。

goroさんが間違うのも無理ないです。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11327 選択 stray 2012-05-25 13:06:02 返信 報告

 
通気⼝の位置、形は⼀致しません。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11328 選択 noritama 2012-05-25 13:54:49 返信 報告
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こんにちは｡

[11327]の⽐較写真を⾒て、もうひとつポイントに気がつきました。
 緑囲みの部分の配管は当時のままのようです(^^)

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11330 選択 stray 2012-05-25 17:30:10 返信 報告

ワンコが邪魔なだけでした（笑）。

同じ位置に、同じ形の通気⼝がありました。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11331 選択 stray 2012-05-25 17:37:25 返信 報告

noritamaさん、 こんにちは｡

> [11327]の⽐較写真を⾒て、もうひとつポイントに気がつきました。 
 > 緑囲みの部分の配管は当時のままのようです(^^)

おう︕ すごいところを発⾒されましたね︕
 2番⽬のお店で確定です。

3番⽬のお店が、ロケ当時はど派⼿なピンク⾊だったのに、現在はグレーに塗り替えられてしまい、
 2番⽬のお店（ロケ地）は店先を⼤改装しちゃってるので、混乱しますね（笑）。

goroさんの写真を2枚くっつけてパノラマ写真にしてみました（笑）。
 緑⾊で囲った部分が[11289]で、goroさんは「3番⽬」と書かれてますが、

 2番⽬の間違いかと思われます。
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Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11332 選択 stray 2012-05-25 17:48:33 返信 報告

航空写真です。

3番⽬のお店が道路の正⾯に位置してますが、
 [11300]上のように、正⾯のお店が端までカメラに⼊って、

 かつ正⾯に道路がくるのは2番⽬のお店みたいです。

goroさん︕
 再検証の結果、2番⽬のお店に決定です（笑）。

 最初に2番⽬のお店を撮っててラッキーでしたね、もう1回⾏ってもらうところでした（笑）。

ジャケ写の家は空き家ですか︕ 欲しい〜（笑）。
 ⽩を基調に⻘をアクセントにした⾊で塗り替えられてますが、

 これってZARDのイメージそのものですよね︕︖ 単なる偶然︖

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11335 選択 チョコレート 2012-05-25 19:40:24 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは︕(笑)

所⻑さんの検証作業中ですが･･･ジャケ写のお宅って、空き家なんですね。
 きゃ〜〜〜住みたい︕そこに住んで、毎⽇、階段に座ってワンちゃんをなでなでして暮らしたい︕︕(笑)

 所⻑さーん︕、Z研で買い取って、別荘にしてください︕(笑)

goroさん、捻挫は回復に向かっているようで良かったですね。
 でも、くせになるので、しばらくは、サポーターなどで保護しておいたほうが良いようですよ。

 そういう私は、昨⽇、右⾜⾸を捻挫しちゃいました(汗)。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11337 選択 stray 2012-05-25 20:26:17 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11332
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11332
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f0f072c0dbbe1e8b36afffba199afa23.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id11300.html
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11335
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11335
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11337
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11337


チョコさん、こんばんは︕

> 所⻑さんの検証作業中ですが･･･

いえいえ、もう終わりです（笑）。

> きゃ〜〜〜住みたい︕そこに住んで、毎⽇、階段に座ってワンちゃんをなでなでして暮らしたい︕︕(笑) 
 > 所⻑さーん︕、Z研で買い取って、別荘にしてください︕(笑)

ぎゃはは、私もチョコさんと同じことして暮らした〜い︕（笑）
 お⾦持ちのチョコ家で買って、レンタル別荘にしてちょ︕（笑）

> そういう私は、昨⽇、右⾜⾸を捻挫しちゃいました(汗)。

あらま、捻挫流⾏ってるみたいですね（笑）、お⼤事に。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑰（訂正）
11338 選択 チョコレート 2012-05-25 21:21:34 返信 報告

所⻑さん、再び、こんばんは︕(笑)

 
> ぎゃはは、私もチョコさんと同じことして暮らした〜い︕（笑） 

 > お⾦持ちのチョコ家で買って、レンタル別荘にしてちょ︕（笑） 
 ね〜、同じことしたいでしょう︖⾚いシャツを毎⽇着なくちゃ･･･(苦笑)。

 でもね、チョコ家はこまごまと散財が多くて、その⽇暮らしだから無理ですよ〜(苦笑)。
 ⾃宅さえ、まだ建ってないのに別荘なんて(汗)。ぎゃははは︕

ここは、やはりZ研ショップを作って、「ロケ地の歩き⽅」シリーズ本を出版するしかないんじゃ･･･(笑)。
 売れますよ〜。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11339 選択 goro 2012-05-26 00:37:57 返信 報告

MORさん strayさん noritamaさん チョコレートさん こんばんは
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MORさん、カメラのご指導ありがとうございます。
私のカメラはデジカメなので、後に試してみますね。

 ちゅっとした操作ミスで設定が変わってしまうのは難儀なことです。

strayさん、制覇するのに４・５年かかってしまいましたが、本当に泉⽔さんゆかりの地を数多く、⾒ることが出来て感激
です。

 ロケ地の判明に全⼒を尽くされたＺ研の⽅々に感謝です︕
 泉⽔さんとワンちゃんが戯れているシーンでは、迷いがあり、混乱させてしまいましたね(笑)

 幸い、両⽅ともお店を撮っていたのがせめてもの救いです。
 確かに⼊⼝が2段になっていますね︕

noritamaさん、流⽯、鋭いですね︕︕
 お店⾃体は⼤改装されてしまっているので、

 貴重な発⾒ですね︕︕

チョコレートさん、ジャケ写の建物は空き家ですので、是⾮とも賃貸を︕(笑)
 別荘、良いですね~(笑)

捻挫は湿布を⻑い間貼っていたせいか、だんだんかゆくなってきました(笑)
 週末は素⾜でいようと思います︕

Ｚ研シヨップ、、「ロケ地の歩き⽅」シリーズですか︕ たまらないですね(笑)
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕⑳
11366 選択 goro 2012-05-27 21:29:37 返信 報告

みなさん こんばんは

今回はDevonshireSt関連です。
CrownStとの交差点から北⻄に進んでいくとRilleyStと交差しますので、⼤よそこのあたりま
でのことをお伝えします。

DevonshireStは「カナリア」や「あなたとともに⽣きていく」のＰＶのロケ地です。
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まずは、「St. Peter's Catholic Church」です。
因みに⽇差しは⼣⽅に⾒えますが、現地時間でまだ午前１１時頃です。

 秋の⽇差しで南極に近いので⽇照時間も短いようです。
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(21)
11367 選択 goro 2012-05-27 21:30:24 返信 報告

泉⽔さんが教会の前の階段に座っているシーンです。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(22)
11368 選択 goro 2012-05-27 21:31:08 返信 報告

実際に座ってみて泉⽔さんの⽬線で撮ってみました。
 右を⾒ているのでこんな感じなのかな︖

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(23)
11370 選択 goro 2012-05-27 21:32:05 返信 報告

因みに真正⾯を⾒るとこんな感じです。
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Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(24)
11371 選択 goro 2012-05-27 21:32:55 返信 報告

こんなシーンもありました。
 良く⾒るとレンガ1個部分多いので少しずれています(笑)

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(25)
11372 選択 goro 2012-05-27 21:33:43 返信 報告

下の階段に座っているシーンもあります。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(26)
11373 選択 goro 2012-05-27 21:34:42 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/80e4c54699b5b8cf8c67dd496909fceb.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11371
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11371
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8e80aa8666161beb9f25f5bed48f06c7.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11372
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11372
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f4b31bee138ff5f7b84ce1575a738f95.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11373
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11373


次は「あなたとともに⽣きていく」のＰＶで、
⾞から撮っているシーンです。

 こんなシーンがありました。

この場所は「St. Peter's Catholic Church」の敷地のある交差点です。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(27)
11374 選択 goro 2012-05-27 21:35:44 返信 報告

ここは、[10753]で昔バス停があった所です。
 今は無くなっています。

 何故なくなってしまったのでしょうか︖︖
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(28)
11375 選択 goro 2012-05-27 21:36:30 返信 報告

こんなシーンもありました。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(29)
11376 選択 goro 2012-05-27 21:41:41 返信 報告

こちらは泉⽔さんの⽬線です。
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Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(30)
11377 選択 goro 2012-05-27 21:42:30 返信 報告

次は[10757]のRilleyStとの交差点です。
 ここは、泉⽔さんが交差点の真ん中の安全地帯︖に寄りかかっているところです。

 ⾼い位置から撮影されたようなので、私は同じように撮る事ができませんでしたが。
 こんな⾵に撮りました。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(31)
11378 選択 goro 2012-05-27 21:44:04 返信 報告

これは泉⽔さんの⽬線です。
 RilleyStを眺めていたのでしょうね︕

実を⾔うと泉⽔さんはいませんが
 RilleyStの彼⽅を撮ったシーンもあります。

 （後にお伝えします。）
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(32)
11379 選択 goro 2012-05-27 21:44:47 返信 報告
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こんなシーンもありました。
こちらは歩道から撮ったようですね。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(33)
11380 選択 goro 2012-05-27 21:45:40 返信 報告

こちらは、先ほどお伝えしたことで、
 泉⽔さんはいませんが、道路を撮っています。

 決め⼿は中央左の⻩⾊の「ハ」のような標識です。
 因みにこの標識の意味は「この場所に⼈が⽴っていたら、必ず⾞を停⾞し、

 ⼈が通り過ぎるまで待つこと」だったと思います。
 ⽇本にはない標識なので、⾞を運転していて慣れるのに苦労しました(笑)

私的にはこの⾵景が秋の⽊洩れ⽇って感じで好きですね〜
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(34)
11381 選択 goro 2012-05-27 21:47:23 返信 報告

次にこちらは、DevonshireSt を少し離れ、[10754]のようにRilleyStを泉⽔さんが歩いている
ところです。

 RilleyStも少しロケ地になっていました。
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(35)
11382 選択 goro 2012-05-27 21:50:43 返信 報告
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地図上で表すと、⾚丸が[11366]〜、⻩丸が[11373]、緑丸が[11374]〜、⻘丸が[11377]〜、⿊
丸が[11381]です。

以上がDevonshireSt関連です。
 駆け⾜になってしまい、読み⾟くなってしまいましたが・・・

 次回はロイヤル国⽴公園関連をお伝えします。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(30)
11430 選択 stray 2012-05-28 19:06:39 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

つ、ついに、カナリア交差点の実写を⾒ることができました︕（笑）
 感慨無量です・・・（皐ちゃん元気かなぁ︖）

PVは標識の上から撮ってて、カメラの動きが上下左右にブレるので
 きっとクレーン⾞を使ってるのだと思います。

ぜんぜん変わってないですね。超うれしーです。
 泉⽔さんが寄りかかったバリケードが傾斜してますが、犯⼈は泉⽔さんじゃないですよね（笑）。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(33)
11433 選択 stray 2012-05-28 19:43:13 返信 報告

[11380]はRilleyStの彼⽅を撮ったものでしたか︕

> 私的にはこの⾵景が秋の⽊洩れ⽇って感じで好きですね〜

いいですね〜、PV映像よりgoroさんの写真のほうが素敵♡です（笑）。

> 決め⼿は中央左の⻩⾊の「ハ」のような標識です。
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歩⾏者の脚だけ拡⼤したものですね。
> 因みにこの標識の意味は「この場所に⼈が⽴っていたら、必ず⾞を停⾞し、 

 > ⼈が通り過ぎるまで待つこと」だったと思います。 
 > ⽇本にはない標識なので、⾞を運転していて慣れるのに苦労しました(笑)

んん︖⽇本の「横断歩道あり」標識と同じでは︖（笑）

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(34)
11434 選択 stray 2012-05-28 19:47:26 返信 報告

[11381]もRilleyStでしたか・・・

⾞が邪魔ですけど（笑）、当時と変わっていないようですね。
 シャッターの落書きは消されてますけど（笑）。

> 次回はロイヤル国⽴公園関連をお伝えします。

バス停を⾶ばしてロイヤル国⽴公園ですか︕︖

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11440 選択 goro 2012-05-28 21:08:58 返信 報告

strayさん こんばんは

カナリア交差点にこんなに思い⼊れがあるとは︕ もっと念⼊りに⽊に登ってでも捜査すべきでした(笑)。
 泉⽔さんが寄りかかっていたバリケードの詳細の画像を添付します。

 傾斜しているのはなぜでしょう︖︖

そういえば、⽇本の「横断歩道あり」の標識は停まる義務がありましたでしょうか︖
 私は⽇本の場合、何のためらいもなく通過してしまっていますが(笑)、オーストラリアでは違反になるようです。
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バス停関連は[11374]〜[11376]でございます(笑)。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11445 選択 stray 2012-05-28 21:29:06 返信 報告

goroさん こんばんは

> カナリア交差点にこんなに思い⼊れがあるとは︕ もっと念⼊りに⽊に登ってでも捜査すべきでした(笑)。

ぎゃはは、捻挫で済まなくなりますよ（笑）。

> 泉⽔さんが寄りかかっていたバリケードの詳細の画像を添付します。 
 > 傾斜しているのはなぜでしょう︖︖

⾞がぶつかったんでしょうねぇ（笑）。

> そういえば、⽇本の「横断歩道あり」の標識は停まる義務がありましたでしょうか︖

ありますよ︕みんな⽌まらないだけで。
 というか、⾃分が⽌まっても対向⾞が⽌まらないと、かえって危ないんですよね。

 私は対応⾞が来ないときだけ⽌まるようにしています。

> バス停関連は[11374]〜[11376]でございます(笑)。

「こんなシーンもありました」で済ませちゃってるから、⽌まらないで素通りしてました（笑）。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11459 選択 チョコレート 2012-05-29 09:25:55 返信 報告
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goroさん、所⻑さん、皆さん、こちらでもこんにちは︕(笑)
おお︕⿃居坂レポが賑わっていて、発⾒するのが遅くなりました(汗)。

きゃ〜〜︕︕教会にカナリア交差点じゃないですか︕︕︕感激です(笑)。
 この教会は、私もかなり探しましたが、なかなか⾒つからなくて･･･

 pineさんの発⾒で、出張中のダンナ様に所⻑賞が出たというところですよね〜(笑)。
 懐かしいなぁ･･･。

 この場所にいつか⾏って、階段に座りたいな･･･。シドニーは、いっぱい座る場所がありますね(笑)。
 泉⽔さんが座ったところに印をつけたいです(笑)。おしりマークは･･ヘンかな︖︖(苦笑)。

 カナリア交差点のバリケードにも･･･(笑)。ぎゃははは︕

引き続き、レポ、楽しみにしています。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11463 選択 pine 2012-05-29 13:58:22 返信 報告

goroさん 所⻑さん チョコさん みなさん こんにちは︕

シドニーレポ続編、待ってましたよ〜(^^)
 今回はおっ︕教会︕ダンナに所⻑賞の教会ですね（苦笑）

 ここの階段に、頬杖ついて座りたいです。（笑）

バス停はなくなっちゃったんですね。残念(><) 
 あの映像は、バス停にポツンと置いてきぼりにされてしまったようで…。

 泉⽔さんは「まだ終わらないの〜︖」⾵に時計を眺めていたり、あくびをかみ殺しているようなお顔があったり、
 何となく退屈そうに⾒えるのは私だけでしょうか︖(^^;)

カナリヤ交差点は、PVの雰囲気そのまま残っていて嬉しいです。(^^)
穏やかな時間がゆっくりと流れているように感じます。

次回はロイヤル国⽴公園ですね︕楽しみに待ってま〜す︕(^^)/

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
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11472 選択 goro 2012-05-29 21:32:43 返信 報告

strayさん チョコレートさん pineさん こんばんは

strayさん、バス停の報告はサラッと流してしまったようです(笑)。
 何で無くなってしまったのかは定かではないですが、バス⾃体が廃線になってしまったのでしょうか︖

 しかしながら、交差点は残っていて良かったです。バリケード、ぶつかりが強くて撤去されないで良かったですね。

チョコレートさん、教会は静かな場所にひっそりとありました。
 クラウンストリートの賑わいとは正反対のようです。

 丁度、ミサをやっていたようなので中に⼊ってお祈りしてきました。
 普段教会でお祈りをする習慣がないので、より神聖に感じました。

pineさん、バス停に置いてきぼりにされてしまった・・・ 
 教会でもそうでしたが、泉⽔さんはぼんやりしているように⾒えましたね(笑)

 ロケで疲れてしまったのかな︖
 私は教会の階段に座ってボッーとして、のんびりほのぼのしていました(笑)

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11571 選択 sakura 2012-06-02 03:51:17 返信 報告

皆さん、こんばんは。

> [11069]の雑誌のお店は、⽞関に"475"と数字が写っていて、これは番地ではないかと
思うのですが。 

 > [11288]をよくみると、左の店には"479"､右の店((雑貨屋さん)には"477"と1つ⾶びの
数字になってます･･･ 

> ということは､もうひとつ右のお店､右から2番⽬の中央下のコンクリートの⼟台に通気⼝の無い店が"475"なのではない
かと･･･(^^;

本件、既に2番⽬のお店ということで解決済みですが、"473"を⾒つけましたので報告します。

添付の画像の右上、お店の⼊り⼝の上を良く⾒ていただくと、"473"が⾒えます。（⻘で囲った部分です）
 ということで、"473"、"475"、"477"、"479"という順であることが推察され、2番⽬のお店が"475"である可能性が⾼い
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と思います。

改装もいいですが、せめて⼊り⼝の階段ぐらいは残しておいて欲しかったですね︕

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11605 選択 goro 2012-06-03 10:46:51 返信 報告

sakuraさん みなさん こんにちは

確かに「473」が⾒えますね(笑) ありがとうございます。
 階段、改装で無くなったようですね。

 私が間違えた要因の１つです(笑)
 10年程経過すると、微妙に変わってしまうのは⾃然のなりゆきなのでしょうか・・・

ロイヤル国⽴公園編は今⽇の夜に報告できそうです。
 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(36)
11613 選択 goro 2012-06-03 19:12:37 返信 報告

みなさん こんばんは

今回はロイヤル国⽴公園について報告します。

ロイヤル国⽴公園は以前は、⼀部の写真集とＰＶしかなく、情報があまりにも少ないため、特定
するのは難しい状態でした。

 今でも難しい状態ですが、SH2012で⽐較的⻑い映像が流れましたので、少しは特定への道しる
べになるのでは︖と思いました。

 早く新しいＤＶＤがでることを期待します。

というわけで、このロイヤル国⽴公園は事前に場所が特定できないままの現地捜査になりましたが、私は予め２つの場所
に絞って捜査しました。

写真集やＰＶによると、低⽊の平原で道路の彼⽅は海と⽔平線が⾒えますので、これに該当するロイヤル国⽴公園の道路
をピックアップし、２つ該当しました。
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１つは私もstrayさんもこの場所だと思っていたGarie beach Rdです。ストリートビューで⾒ると丁度Ｕの字のあたりが
海が⾒えて怪しいと思いました。

もう１つはロイヤル国⽴公園のビジターセンターに近いWattamolla Rdです。
 この場所はGarie beach Rdに⽐べて怪しいと思っていなかったので念のため通る予定でした。

この２つの道はロイヤル国⽴公園内の幹線と思われるSir Bertram Stevens Drからの⽀線です。

私はこの２つの場所に⾏く前にビジターセンターに⽴ち寄っていましたので、Wattamolla Rdを先に⾏くことにしまし
た。

最初は参考のために⾏こうかと思っていましたので、さっさと状況を確かめて本命の場所に⾏こうと思ったのです
が・・・(笑)

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(37)
11614 選択 goro 2012-06-03 19:15:15 返信 報告

Sir Bertram Stevens Dr をはなれて、Wattamolla Rdを⾛り始めて800m位のところに、料
⾦所があります。

 ストリートビューでは料⾦所はありませんでした。
 きっとこの先は海なので、夏には料⾦を徴収するのかもしれませんね。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(38)
11615 選択 goro 2012-06-03 19:17:44 返信 報告

拡⼤するとこんな感じです。
 私はこの料⾦所の辺りから、⼀瞬⽬を疑いました。

 写真集の場所とよく似ているのです。
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Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(39)
11616 選択 goro 2012-06-03 19:18:37 返信 報告

私はSH2012の映像の左側の道路の路肩は舗装されてなく、右側の路肩は舗装されていて、や
がて途切れるということを頭の中に叩き込んでいたので、

 この場所が似ているなと思いした。
 ⽊々は低⽊とはいえ、10年経てば少しは伸びているだろうと思います

 これは写真集唯⼀のカラー写真のように道路中央よりに撮りました。
 写真を左に30度ほど傾けるとこんな感じになります。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(40)
11617 選択 goro 2012-06-03 19:19:43 返信 報告

こん感じでもあります。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(41)
11618 選択 goro 2012-06-03 19:20:37 返信 報告

こちらは泉⽔さんが帽⼦を持って振り返っている写真のように撮りました。
 ⾜元は、よく⾒え⾟いですが道路の舗装した跡がありますので、この舗装の跡を探したら、⾒つ

けました。
 でも10年経っているのでわかりませんね(笑)

 あっ︕もう１つの泉⽔さんが帽⼦をかぶっているところの写真が解りやすいですね。

でも今思えばこの２つの写真は望遠で撮っているよう気もしますので、この位置よりかなり後ろ
から撮ったように思えます。
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こうしないと、道路の彼⽅が湾曲しません(エルミラージの泉⽔坂のように(笑))。
因みにこの場所は料⾦所から約200m程進んだところです(Sir Bertram Stevens Dr をはなれて、Wattamolla Rdを⾛り
始めて1000m位のところです。)。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(42)
11619 選択 goro 2012-06-03 19:21:28 返信 報告

因みに反対側の⽅向の写真はこんな感じです。
 暫定とはいえ、泉⽔さんが振り向いた時の⽬線です。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(43)
11620 選択 goro 2012-06-03 19:22:29 返信 報告

⼀旦Wattamolla Rdの終点の海辺まで⾏って、他に怪しい場所はないか確かめてきました。
 料⾦所から1200m以降は平原が続いたりカーブしたりしていたので、

 怪しい場所は無かったように思えます。
 再び戻ってきて、Garie beach Rdを⾛り始めて700m位のところにきました。

 料⾦所が⾒えます。
 この画像は望遠で撮っていません。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(44)
11621 選択 goro 2012-06-03 19:23:22 返信 報告

この場所から望遠で撮ると左の路肩が上⼿い具合に湾曲していて似ているのですがどうでしょうか︖
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Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(45)
11622 選択 goro 2012-06-03 19:24:26 返信 報告

拡⼤してみました。撮り⽅は上⼿くないですが(笑)、
 どうでしょうか︖

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(46)
11623 選択 goro 2012-06-03 19:25:30 返信 報告

こんな⾵にも撮りました。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(47)
11624 選択 goro 2012-06-03 19:27:05 返信 報告
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もう１つです(笑)

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(48)
11625 選択 goro 2012-06-03 19:28:08 返信 報告

こちらはこの場所に⾞を停めた時のカーナビの位置です。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(49)
11626 選択 goro 2012-06-03 19:29:02 返信 報告

次に本命だった(笑) Garie beach Rdに⾏くことにしました。

⽬的地に着くと、ここにもストリートビューにはない料⾦所︖がありました。
 この先も終点はビーチなので、夏には有料道路になるのかな︖

う〜ん、まず⽊が⼤きく茂っていて、かなたに平原は⾒えません。
 それから道の彼⽅が左に曲がっているのが解ってしまい、ＰＶや写真等のようになりません。

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(50)
11627 選択 goro 2012-06-03 19:30:08 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e1c1c18c55ad8fad38e352a95bf4192e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11625
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11625
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/cb2653f548f8709598e8b5156738cc51.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11626
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11626
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e27c71957d1e6c223e0d48a165da2ee1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11627
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11627
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398.jpg


少し拡⼤しました。
この道、下り坂になっていて、歩くと疲れます(笑)

 

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(51)
11628 選択 goro 2012-06-03 19:31:05 返信 報告

もっと拡⼤するとこんな感じです。
 道が左に曲がっているのが⾒えてしまいます。

以上より、ロイヤル国⽴公園のロケ地は暫定でWattamolla Rdだと思います。
 どうでしょうか︖

 ⼿掛かりとなる証拠が乏しいので、SH2012のＰＶを早く発売して欲しいものです。

以上が概ねシドニー1⽇⽬の捜査結果です。
 この後、モーテルに⾏こうとしたら、お腹が空きすぎてお腹が痛くなって⾷欲がわかなかったり、

 ETC化︖した有料道路の料⾦の事後決済のネット処理に追われてワイルドな夜を過ごしました(笑)

次回はコンコードオーバル等をお伝えします。
 ここからはシドニー２⽇⽬になります。

 （スレッドも新しくします。）
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(49)
11633 選択 stray 2012-06-03 21:41:54 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

待ってました︕ロイヤル国⽴公園︕（笑）

いやぁ、goroさんが予備候補を持って⾏ってくれて助かりました。
 私はまったくノーマークでした。こんなところから海が⾒えるわけないと思ってたので（笑）。
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 Wattamolla Rdで間違いないと思います。

しかし、まだ完全に納得できてないので（笑）質問ですが、
 [11626]は、撮影地点も少し左カーブしてますが、⾚丸付近から撮ってるのでしょうか︖

 でも、⼿前右側の舗道は舗装されてますよね︖
 ⻘ピンの位置ですか︖

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕(45)
11634 選択 stray 2012-06-03 22:11:34 返信 報告

道路の湾曲はピッタリ⼀致しますね︕
 道路のセンターラインの⻑さがほぼ⼀緒なので、望遠度合も同じ程度かと。

やはり、ここっぽいですね〜（笑）。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11635 選択 goro 2012-06-03 23:49:12 返信 報告

strayさん こんばんは

いや〜たまたま、念のために⾒ておこうと思った所が、怪しくなっていくなんて(笑)
 実際は可能性があるならばもっと海岸近くの道路だと思っていたのですが、

 まさかこんな海に近くない平原の中で怪しい場所があるとは思っていませんでした(笑)
 ストリートビューでもノーマークでしたし・・・

 撮り⽅や⾓度によって⾒え⽅が変わるのですね︕勉強になりました(笑）

それにしても写真の撮り⽅が悪く(笑)、[11634]の左右を⽐べると海の⼤きさが違うのです。
 どうやって撮ったのでしょうか︖︖

 望遠や他の技術を使ったのかな︖︖
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質問の回答ですが、撮影地点は⾚丸地点で、この地点から望遠で撮っています。
従って、[11626]も⾚丸付近から撮っています。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11636 選択 goro 2012-06-03 23:50:31 返信 報告

ストリートビューだとこんな感じです。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11637 選択 goro 2012-06-03 23:52:10 返信 報告

因みに料⾦所付近まで⾏って撮ったものがこんな感じです。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11640 選択 pine 2012-06-04 11:20:21 返信 報告

goroさん 所⻑さん みなさん こんにちは︕

ロイヤル国⽴公園レポ、ありがとうございます。(^^)
 Wattamolla Rdのこんな位置から海が⾒えるとは、びっくりです。(@o@)
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念のために…と⾏かれた場所が当たりというのも、現地に⾏きなれているgoroさんの勘が働くのでしょうね。
やはり、現地に⾏かないとわからないことってありますね。

ここまでが⼀⽇⽬なんですか︕︖かなり内容が充実しているのでそろそろ終盤かと思っていました。(汗)
 ということは、まだまだ楽しみが続きますね︕待ってま〜す︕(^^)

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11648 選択 goro 2012-06-04 22:19:40 返信 報告

pineさん こんばんは

ひょんなことから、予定していた場所ではない場所がロケ地候補になってしまいました(笑)
 もともとロイヤル国⽴公園のロケ地は情報が乏しい故になかなかはっきりと回答できないのが難しいところです。

 SH2012のＤＶＤが出ると検証し易いのですが・・・

⼤まかにはこれまでが1⽇⽬ですが、実を⾔うとロイヤル国⽴公園に⾏く前にエンディガン駅に⾏ってます。（14時にど
うしても⾏きたかったため。）

 そして、ロイヤル国⽴公園の後には、ヒースコート駅に⾏ってます。
 3⽇⽬にも電⾞関連を周ったため、後回しにしたいと思います(笑)

それにしても、シドニー観光そっちのけでロケ地探しするのもどうなのかな︖
 とも思いますが、これが私の他の⽅々と違う旅の仕⽅と思い込んでいます(笑)
 でも1⽇⽬も少しは観光しました。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11649 選択 stray 2012-06-04 22:36:15 返信 報告

goroさん、こんばんは。

やはり⾚丸のカーブ地点からの撮影でしたか・・・
 ストビューと実際[9959]ではずいぶん違うものですねぇ（笑）。

⾚丸から坂下のヘアピンカーブまで100m⾜らずなので、PVのような絵にはなりませんね。
 ようやく納得できました（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11648
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11648
https://bbsee.info/newbbs/id/11280.html?edt=on&rid=11649
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=11649
https://bbsee.info/newbbs/id9959.html


> それにしても写真の撮り⽅が悪く(笑)、[11634]の左右を⽐べると海の⼤きさが違うのです。 
> どうやって撮ったのでしょうか︖︖ 

 > 望遠や他の技術を使ったのかな︖︖

上から（トラックの荷台から）撮ってるので、その分海の⾼さが低くなるのか︖
カメラの違いもあると思いますが、私には分かりません（笑）。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11654 選択 noritama 2012-06-05 13:02:29 返信 報告

こんにちは。

goroさん、DevonshireSt関連とロイヤル国⽴公園レポありがとうございます。
 ひょっとしたら･･･と思うところは調べてみるものですね。

[11617]と[10795]での道路の舗装で､四⾓い舗装斑が、同じ位置に同じようにありますね
(^^) 

 [11139]にも。

[11624]などみると料⾦所は新しい感じがしますね。
 SH2012映像の最後の上の⽅から道路を撮っているシーンでは､両脇の路肩が⻑めに映っていましたので、当時は料⾦所は

なかったかも。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11655 選択 チョコレート 2012-06-05 18:25:17 返信 報告

goroさん、所⻑さん、pineさん、noritamaさん、皆さん、こんばんは︕
 今回はナショナルパークですね〜。

 ここは机上捜査ではGarie beach Rdが有⼒でしたよね(苦笑)。
 でもでも、実際に⾏ってみると、goroさんの予備候補の場所、Wattamolla Rdがまさにその場所に⾒えますねぇ。

 道路のゆがみ︖(笑)⽅や、センターライン、すべてがそっくりです︕
 まわりの⽊々は時の流れで⼤きくなったことも考えると、ばっちりですね。
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⾏ってみなくちゃ、わからない･･･(笑)。
現場って、⼤事なのねぇ〜などと、感じてしまいました(笑)。

それにしても、これで1⽇⽬の捜査︕︖goroさん、すごすぎる････(苦笑)。
 2⽇⽬以降も楽しみに待っています。

 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11656 選択 stray 2012-06-05 19:21:38 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

> [11617]と[10795]での道路の舗装で､四⾓い舗装斑が、同じ位置に同じようにありますね(^^) 
> [11139]にも。

ホントだ︕これは気づきませんでした。さすがnoritamaさんです︕

その後15年もの間、補修されてないってことですよね︖
 よほど交通量が少ないのでしょうか（笑）。

 ここは雪が降るのかどうか知りませんが、北国では、１円⽟くらいの⽳に⽔が⼊って凍ると
 体積膨張で⽳が広がり、雪が融ける頃には野球のボールくらいに⼤きくなります。

 なので毎年のように補修・補修で、道路が継ぎ接ぎだらけになってしまうんですけどねぇ（笑）。
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11659 選択 goro 2012-06-05 21:17:38 返信 報告

strayさん noritamaさん チョコレートさん こんばんは

strayさん ロイヤル国⽴公園での撮影の仕⽅が解らないままですね(笑)
 広⾓だとか挟⾓だとかレンズの性質の違いの結果で、このような写真に出来上がったのかな︖と思

っています。
 ロイヤル国⽴公園は今は秋でこの道の先は海岸なので、夏以外は閑散としているような気がしま

す。
 道路の補修はするかもしれませんが、全体的に舗装するのはないような気がしますね。
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noritamaさん、四⾓の舗装跡、よく⾒つけましたね。
気が付きませんでした。盲点でした。

 少し⼿前の⼩さい跡は[11618]で⾒つけることができましたが、どうでしょう︖︖
 料⾦所はストリートビューにも存在していなかったので最近できたものと思われます。

 少しずつ真相に近づいているような気がしてワクワクします。

チョコレートさん、現地に⾏くと結構予想していないことがあるのでビックリしますね。良い⽅向に進むときも悪い⽅向
に進むときもです。

 この前みたいに勘違いしてしまうこともありますが、今回は逆に良い⽅向に進んでいるような気がしてホッとしていま
す。

 1⽇⽬はロケ地捜査を中⼼にしましたので、2⽇⽬以降はやや落ち着きを取り戻しています(笑)
 

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11660 選択 noritama 2012-06-05 22:27:04 返信 報告

strayさん、goroさん こんばんは｡

>少し⼿前の⼩さい跡は[11618]で⾒つけることができましたが、どうでしょう︖︖ 
 道路が昔のままっぽいので、センターラインもそのままだと思います。

 そうなると、[11618]では近すぎのように思います。
 [11615]の写真の料⾦所の⼿前にも⼩さい舗装埋め跡がありますね｡ 

 奥のセンターラインはちょっと途切れてますが、少し前に(舗装埋め跡辺りまで)いくと、[11624]のように⾒え⽅も変る
かも。[11624]はうねり⽅も似てますね｡

 [11634]の右の写真でセンターラインが⾒切れているところが料⾦所辺りかも。

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11704 選択 goro 2012-06-10 19:45:53 返信 報告

noritamaさんstrayさん みなさん こんばんは

泉⽔さんが歩いている正確な位置については、[11660]については、望遠で撮っているようなきがしますが、
 [11656]の２つの写真は望遠は使わず、近くで撮っているような気もします。
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いずれにせよ、料⾦所の付近から、海の⽅へ200m〜300m付近が撮影のポイントかもしれませんね︕

奥が深いです(笑)

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11724 選択 MOR 2012-06-11 00:24:56 返信 報告

goroさん、こんばんは。

Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕［２］へと着々と報告が進んでいるようですが、ゆっくり読ませて頂くのは後に回し
て（笑）、カメラの不調原因は分かりましたか︖。

 私が想像するに測光がスポットになっているのが問題なのでは無いのかと。
 明暗の強い夜景が全体に暗い理由も説明が付きます。

 違うかな︖。

引き続き「読むだけ担当」でーす。（笑）

Re:Ｚ研未開の地のシドニー捜査報告︕
11746 選択 goro 2012-06-11 23:14:50 返信 報告

MORさん こんばんは

カメラのご指摘、どうもありがとうございます。
 測光がスポットですか︕ なるほど、今度確認してみます。

 私は今回のようなことが起こると、⼯場出荷時の設定に戻してしまうので、
 気を付けてみますね。

 私のカメラは⼀眼レフですが、今回のような⼤きな旅の時くらいしか使わないので、
 普段は⼩型の⼀般のデジカメを使っています(笑)

ですから、今度使うときに⾊々と撮って調べてみますね。
 ありがとうございます。
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