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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

Gyao配信 スラムダンク
14994 選択 noritama 2014-06-06 04:47:17 返信 報告

おはようございます｡

現在GyaO!の無料配信で、
 オープニングに『運命のルーレット廻して』が使われている「名探偵コナン」第3シーズンの配信がされていますが､

 次週の更新で､最終123話配信(6/18までで配信終わり)となります｡
 http://gyao.yahoo.co.jp/p/00220/v12126/

さて､引続き(笑)今度は､
 エンディングに『マイフレンド』が使われている「スラムダンク」第82話〜が
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このまま3話づつ更新されると、6/20〜の更新で配信されるようです｡
http://gyao.yahoo.co.jp/p/00722/v12229/1/s/

こちらはアレンジ違いの話とかはないのですね?(^^
 

Re:Gyao配信 スラムダンク
14995 選択 stray 2014-06-06 12:14:14 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます。
 マイフレンドのTV Ver.の歌詞は、１番と２番を折衷した１コーラスです。

 （⾚で囲った部分）

どの回か不明ですが、私が所有している⾳源は別ボーカルです。
 Wikiにも「ヴォーカルを⼊れ直した」と書いてあるので、

 私の空⽿（サカナ⽿）ではありません（笑）。

⻩⾊で塗った２ヶ所が明らかに違うのです。

♪素顔の「あなた」が好き

CD Ver.は「あ〜なた」が好き、と流れるように歌っていますが、
 TV Ver.は「あ っなた」が好き、と「あ」で切れます。

♪いつも輝いていたね「少年」のまま

CD Ver.は「しょうおねん」のまま、と流れるように歌っていますが、
 TV Ver.は「しょねん」のまま、と「少」のところが若⼲詰まります。

あと、CD Ver.は少し⿐にかかってますが、TV Ver.は割りとクリアです。

なので、Gyaoの配信は毎回⽋かさずチェックして下さい（笑）。

アレンジは同じですが、MIXが多少違うような気がしないでもないです。

Re:Gyao配信 スラムダンク
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15000 選択 FK 2014-06-07 01:44:07 返信 報告

noritamaさん、strayさん、こんばんは。

「マイ フレンド」、CDバージョンとTVバージョンでボーカルが違いますよね。
 www.youtube.com/watch?v=fDlqOwayR5k

 でも、「運命のルーレット廻して」の“アレコレ”や「悲しいほど貴⽅が好き」の“恋しすぎると ”の部分ほど、歌い⽅が判
りやすく違う部分はないんですよね。

なお、⾃分は「マイ フレンド」については、「運命の〜」や「悲しいほど〜」みたいにTVバージョンが2つ以上存在する
と聞いた事はないです。

ちなみに、ビーイングのプロモーション⽤CD『NOW-d』の1995年版には、さらに別バージョンの「マイ フレンド」が
収録されてます。

 （『NOW-d』シリーズには、「運命の〜」や「Don't you see!」は当時のTVバージョンが収録されてましたが、「マイ
フレンド」は違った。）

TVバージョンは、CDバージョンとボーカルと歌詞が違い(strayさんの説明の通り)、さらに歌い出し(あなたを想うだけで
〜)から1番の直前(〜⾛り続けて)までのテンポがCDバージョンより速いですよね。

『NOW-d』バージョンは、歌詞はTVバージョンと同じなんですがボーカルはCDバージョンと同じで、歌い出しから1番
の直前までのテンポはTVバージョンと同じ(←CDバージョンを速度調整して速くしてる?)、というように聞こえます(^^;

アレンジについては、CDバージョン、TVバージョン、『NOW-d』バージョン、僕には全て同じに聴こえます。速度の違
いを除けば。

 （もしかしたら「運命のルーレット廻して」のコナン97話verみたいな、極わずかなアレンジ違いはあるかも知れません
が。。））

Re:Gyao配信 スラムダンク
15001 選択 sakura 2014-06-07 07:17:04 返信 報告

noritamaさん、strayさん、FKさん、こんにちは。

このマイフレンド、好きですね。
 全体的に、歌い⽅に⼒が⼊っている感じで。
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 特に、「ずっと⾒つめてるから」の「⾒」のところでよくわかります。
番組のイメージに合わせたということでしょうか。

 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15003 選択 stray 2014-06-07 20:50:20 返信 報告

FKさん、sakuraさん、こんばんは。

> 『NOW-d』バージョンは、歌詞はTVバージョンと同じなんですがボーカルはCDバージョンと同じで、

ん︖ では、私が持っているのは（⾳源のみ）何なのでしょう(笑)。
 ペケさんのような⼈がいじってネットに上げたものを拾ってきたとか︖(笑)

> 特に、「ずっと⾒つめてるから」の「⾒」のところでよくわかります。

ですね、「⾒」の⾳が強くて、感情がこもっています。
 それと、「るから」の部分が少し早⼝ですね。

 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15004 選択 noritama 2014-06-08 03:11:42 返信 報告

こんばんは

[15000]でFKさんが紹介してくれたYouTubeのは､
『スラムダンク シングルコレクション』CD(特典DVD付き)のDVDに収録されている映像(の⾳
源)と同じようですね(^^)

 また、8cmシングルCD(JBDJ-1011)と､この『スラムダンク シングルコレクション』CD(JBCJ
-9004)の⾳源は同じようです｡

『S･Now-d』は､「Don't you see!」⼊りのが数ヶ⽉前に久⽅ぶりにオークションに出てましたが、オークションに参加
すればよかったなと後悔･･･

 http://aucview.aucfan.com/yahoo/176818702/
 以前は数万円ぐらいだったように思います｡｡｡

 >ちなみに、ビーイングのプロモーション⽤CD『NOW-d』の1995年版には、さらに別バージョンの「マイ フレンド」が
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収録されてます。 
>（『NOW-d』シリーズには、「運命の〜」や「Don't you see!」は当時のTVバージョンが収録されてましたが、「マ
イ フレンド」は違った。） 

 『S･Now-d』は、年度別に収録曲が違ってあるのですね?

>ん︖ では、私が持っているのは（⾳源のみ）何なのでしょう(笑)。 
 何でしょう?気になります(^^;

GyaO配信の(TV放映の⽅の)⾳源⽐較楽しみになってきました(^^)

Re:Gyao配信 スラムダンク
15005 選択 stray 2014-06-08 10:11:42 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

> [15000]でFKさんが紹介してくれたYouTubeのは､ 
 > 『スラムダンク シングルコレクション』CD(特典DVD付き)のDVDに収録されている映像(の⾳源)と同じようですね(^

^)

そうです、これがTV Ver.でCDと別ボーカルです。

> また、8cmシングルCD(JBDJ-1011)と､この『スラムダンク シングルコレクション』CD(JBCJ-9004)の⾳源は同じよ
うです｡

そうです、『スラムダンク シングルコレクション』のCDに収録されている
 マイフレンドは8cmシングルCDそのものです。

  
> 『S･Now-d』は､「Don't you see!」⼊りのが数ヶ⽉前に久⽅ぶりにオークションに出てましたが、オークションに参
加すればよかったなと後悔･･･ 
> http://aucview.aucfan.com/yahoo/176818702/ 

 > 以前は数万円ぐらいだったように思います｡｡｡

これはアルコレに収録されてしまったので(笑)、価値がなくなったのでしょう。

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15005
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> >ん︖ では、私が持っているのは（⾳源のみ）何なのでしょう(笑)。 
>  何でしょう?気になります(^^;

ですよね(笑)、私のが『NOW-d』収録Ver.だとよいのですが確かめようがありません。

> 『S･Now-d』は、年度別に収録曲が違ってあるのですね?

NOWシリーズはJ-DISC（ビーインググループが発売する⾳楽ソフトの販売を担当）の店頭⽤プロモ盤で、
 『Now-d』︓「マイフレンド」のTV Ver.、 

 『Now-d V』︓「運命のルーレット廻して」のTV Ver.、
 『S・Now-d』︓「Don't you see! TVミックスVer.♯90」、

 と盤の名前は全部違うので区別つきます。
 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15006 選択 FK 2014-06-08 13:47:07 返信 報告

こんにちは。

> 私のが『NOW-d』収録Ver.だとよいのですが確かめようがありません。

ではズバリ、コレと⼀緒でしょうか。(⼀緒ならNow-d Ver.)
 http://xfs.jp/UerHUp

で、改めてよく聴いてたら、このNOW-d Ver.のボーカルは、
 泉⽔さんの歌声はCD Ver.と同じ(ただし1番より前の部分は速度調整されてる)で、コーラスはTV Ver.と同じ(“(瞳は)My

Friend”の部分が判りやすい)、という感じに思えてきました(^^;

Re:Gyao配信 スラムダンク
15008 選択 stray 2014-06-08 15:27:25 返信 報告

FKさん、こんにちは︕

NOW-d お持ちでしたか︕
 私のと⼀緒でした。超安⼼しました(笑)。
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> で、改めてよく聴いてたら、このNOW-d Ver.のボーカルは、 
> 泉⽔さんの歌声はCD Ver.と同じ(ただし1番より前の部分は速度調整されてる)で、コーラスはTV Ver.と同じ(“(瞳は)M
y Friend”の部分が判りやすい)、という感じに思えてきました(^^;

いやいや、そっちの検証よりも

♪素顔の「あなた」が好き
 ♪いつも輝いていたね「少年」のまま

の２ヶ所を聴き⽐べてみて下さい(笑)。
 CD Ver.でもTV Ver.でもない別ボーカルですよね︖

Re:Gyao配信 スラムダンク
15010 選択 FK 2014-06-08 19:21:42 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> ♪素顔の「あなた」が好き 
 > ♪いつも輝いていたね「少年」のまま 

 > 
> の２ヶ所を聴き⽐べてみて下さい(笑)。

ん〜、その２ヶ所は僕にはどうしても、Now-d Ver.の泉⽔さんのボーカルはCD Ver.と同じに聴こえます(^^;
 ただ、バックの演奏の⾳数や、被せてるコーラスが若⼲違うので、その影響で違って聴こえるのかも知れません。

 泉⽔さんのボーカルの素材⾃体は同じでも、加⼯が違うというか…。

TV Ver.はもう全体的に随所で泉⽔さんの歌声（りきみ具合とか）が違うので完全に別録りだと思いますが、Now-d Ver.
とCD Ver.はそういったレベルの違いがないんで、おんなじじゃないかと思います。。

ちなみに、別の曲では、⼀部分だけボーカルがCD Ver.と違うっていうのもありました。
「君に逢いたくなったら…」がドラマ『理想の結婚』で主題歌として流れてた時、最初の数話だけ別バージョンだったんで
すよね。

 http://xfs.jp/dE3SU9
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最後の「⻘く暮れかけた街並み また思いきり騒ごうね」の部分だけ、泉⽔さんのボーカルがCDと違うんですよね。
こういう細かいことを⾔うとキリがないかも知れませんが(^^;

Re:Gyao配信 スラムダンク
15011 選択 stray 2014-06-08 20:31:20 返信 報告

FKさん、こんばんは。

> ん〜、その２ヶ所は僕にはどうしても、Now-d Ver.の泉⽔さんのボーカルはCD Ver.と同じに聴こえます(^^;

ええ〜︕納得できません(笑)。
 「あなた」の部分を２つ並べてみたので聴いてみて下さい。

 SgCD、Now-dの順です。
 http://xfs.jp/kHm66h

> ただ、バックの演奏の⾳数や、被せてるコーラスが若⼲違うので、その影響で違って聴こえるのかも知れません。 
 > 泉⽔さんのボーカルの素材⾃体は同じでも、加⼯が違うというか…。

MIXの段階でボーカルをいじるってことはないですよね・・・

> 「君に逢いたくなったら…」がドラマ『理想の結婚』で主題歌として流れてた時、最初の数話だけ別バージョンだった
んですよね。

それは知りませんでした。
 他の曲を検証してる余裕はないので(笑)、あとで。

 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15013 選択 FK 2014-06-08 22:42:30 返信 報告

strayさん、すいません︕
 半分納得しました!!

♪素顔の「あなた」が好き の部分は、やっぱりNow-dとCDで⼀緒だと思いますが(笑)、
 ♪いつも輝いていたね「少年」のまま の部分は違います︕

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15011
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僕の結論は、
Now-d Ver.の泉⽔さんのボーカルは、

 「(いつも)輝いていたね 少年のまま 瞳はMy Friend」の部分だけはTV Ver.と同じで、
 その他の部分はCD Ver.と同じ︕ です。

 （それぞれのVer.で、バックの演奏や被せてるコーラスに若⼲違いがありますので、あくまで泉⽔さんのボーカルについて
です。）

特に「少年」の“しょう”の⾔い⽅とか、「My Friend」の“フ”の聴こえ具合とかが、Now-d Ver.はTV Ver.と⼀緒に聴こえ
ます。

…以上です(笑)。

Re:Gyao配信 スラムダンク
15014 選択 noritama 2014-06-09 01:56:49 返信 報告

こんばんは｡

資料やサンプリングによる細かい部分の検証･探求があるのが研究所ならではですね｡
 FKさんありがとうございます｡

"あなたが好き"部分ばかり聴いていて(●^－^●) 幸せ〜(笑)はさておき･･･そこに疑いを持たねば(苦笑)

>>ん〜、その２ヶ所は僕にはどうしても、Now-d Ver.の泉⽔さんのボーカルはCD Ver.と同じに聴こえます(^^; 
 >ええ〜︕納得できません(笑)。 

 >「あなた」の部分を２つ並べてみたので聴いてみて下さい。 
 "あなたが"の"あな"の後の"たが"に続くほんのちょっとの"間"と⾔うか流れの微妙な違いですよね?

 "たが"に微妙にアクセントつけるとこうなるのかな?

つまらないこと気がついたのですが･･･
TVver.の⽅はモノラル(左右で同じ⾳)で､Now-dはステレオですね(笑) こうなると同じ⾳源でも聴こえ⽅の印象がだいぶ
変わるようにも思います(･_･;)

 こもりと低⾳があって､部分⼒が⼊って聴こえるのはそのせいかな?
 また､各話の検証のときに､､「コナン」の時みたいに､ギターのなどの⾳像位置の違いなどは判らないですねモノラルだと

(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15014
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"少年のまま"の部分は下記のようにも･･

特典DVDの収録
 ･TVver. ･･･

 モノラル(左右で同じ⾳)
 "少年のまま"の"しょうねん"の"ね"がはっきり判る｡

 ⾳像位置が低い(眼の位置ぐらい)｡
 ⾳質(声質)はこもり低⾳がある(モノラルの為もあるかも)｡

･TVSpot(⾚ジャン灰Tシャツのイギリスの映像)･･･
 ステレオ

 "少年のまま"の"しょうねん"が"しょうれ(ね)ん"に聴こえる(笑) 
 ⾳像位置が低い(眼の位置ぐらい)｡

･NO.･･･
 ステレオ
 "少年のまま"の"しょうねん"が"しょうれ(ね)ん"に聴こえる｡

 ⾳像位置が低い(眼の位置ぐらい)｡

Now-d･･･TVver.と同じ歌詞
 ステレオ

 "しょうねん"が"しょうれ(ね)ん"に聴こえる。
 ⾳像位置が若⼲⾼い(眉の位置ぐらい)また⾼⾳振りに聴こえるので､､ファイル形式の違いの影響もあるのかな??。

 出だしの"あなたを想うだけ〜ずっと⾒つめてるから"辺りまではTVver.同じテンポで､
 この後"⾛り続けて"辺りの間奏附近がTVver.のほうが若⼲スローテンポですね。この部分のスローテンポは何でしょう

(笑)
 以降テンポはTVver.と同じみたい(平⾏聴きしても泉⽔さんの歌声がズレ(ブレ)てませんので)です｡

シングルCDは･･･
 「いつも輝いていたね "少年のまま" 瞳はMy Friend」の部分は2箇所あって､､

 前半のほうは､"少年のまま"の"しょうねん"の"ね"が判りますが若⼲"れ"っぽい(笑)
 後半のほうのは、演奏が違いますが"少年のまま"の"しょうねん"の"ね"と、続く"の"がはっきりと判ります｡



"しょうれ(ね)ん"に聴こえるのは、
もしかしたら､モノラルでなくてこもり低⾳ぽくなくなって･･"ね"の発⾳の低い⾳部分が聴こえ難くなったからかも(笑)と
考えてみたり･･･

 (ステレオのほうが聴き取り難くなることもあるんです(苦笑))
 "少年のまま"の部分が2箇所あるので部分差し替えもあるのかなとも･･･う〜ん｡｡

 また⾼⾳が聴こえるようになって"少"にかかるスクラッチ⾳のような息ノイズ?も強く感じるのかなぁとも｡

>MIXの段階でボーカルをいじるってことはないですよね・・・ 
 時間と⼿間と機材や技量もあるのでしょうけれど､､プロ判断やメイクアンドトライもあるでしょうから､､

 再録り再編集するよりも、部分のアクセント加⼯(強弱調整や⾼低⾳カット)する場合もあるのかも。
 ブレスなどは結構削除されている可能性はありますよね｡｡

 ⾳程は『DAN DAN･･･』とかの例もありますし(^^;

特典DVDのTVver.の⾳がモノラルに対して、Now-dはステレオということでやはり貴重ですね｡
 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15017 選択 stray 2014-06-09 12:52:34 返信 報告

FKさん、noritamaさん、こんにちは。

話が段々複雑怪奇になってきて、訳がわからないです（笑）。
 何度も聴いていると⽿がバカになって、何聴いても同じように聴こえてきますよね（笑）。

FKさんが書かれているように、あくまでボーカルの違いについて議論しているつもりですが、
 MIXの段階でボーカルのブレスが消されたりしていると、当然聴こえ⽅が違ってくるし、

 noritamaさんが指摘されているように、TV Ver.はモノラルなので
 厳密に別ボーカルだと特定するのは無理っぽいですね（笑）。

> ♪素顔の「あなた」が好き の部分は、やっぱりNow-dとCDで⼀緒だと思いますが(笑)、 
 > ♪いつも輝いていたね「少年」のまま の部分は違います︕

おう︕ 半分だけですが、やっと分かってもらえた︕（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15017
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15017


> 僕の結論は、 
> Now-d Ver.の泉⽔さんのボーカルは、 

 > 「(いつも)輝いていたね 少年のまま 瞳はMy Friend」の部分だけはTV Ver.と同じで、 
 > その他の部分はCD Ver.と同じ︕ です。

ええ︕（笑）この部分は、TV Ver.とCD Ver.が同じで、Now-d Ver.だけ違うように聴こえますけど・・・

３つ並べてみました（笑）。
 http://xfs.jp/rr7S0w

CD Ver.→ Now-d → TV Ver.の順です。（TV Ver.はモノラル）
 

Re:Gyao配信 スラムダンク
15024 選択 FK 2014-06-10 07:40:37 返信 報告

おはようございます。

なんか、聴けば聴くほど、逆に判らなくなってきます(^^;
 こんなに何回も「マイ フレンド」を聴いたのは初めてです。(笑)

⾳源がステレオかモノラルかの違いがあっても、以前話題に挙げた「悲しいほど貴⽅が好き」の“恋しすぎると”くらい露
⾻に歌い⽅が違えば分かりやすいんですけど、今回はそこまで⼤きな違いがないので、皆さんが納得する判定を下すのは
難しい(無理?)ですね。。

 今回の「マイ フレンド」でも、sakuraさんが最初に指摘した
 > 特に、「ずっと⾒つめてるから」の「⾒」のところでよくわかります。 

 の部分なんかは⽐較的コーラスなどが被ってなくて泉⽔さんの歌声が聴き取りやすいこともあって、これはTV Ver.だなと
か分かりますが、

 MIXやコーラスの具合が割と違う部分だと断定は難しいですね…。

ちなみに、YouTubeを探したら『スラムダンク』でエンディングが「マイ フレンド」の回(第82〜101話)が全てあったん
ですけど、ある時期からバージョンが変わったということは無さそうです（パッと聴くかぎりは）。

 第82話︓http://www.youtube.com/watch?v=Tedg0ordLXU
 第101話(最終回)︓http://www.youtube.com/watch?v=QWf2XUrl-pw

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15024
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15024


また話がそれますが、YouTubeを探したら結構⾊々⾒つかるもんで、古いものでは、2ndSg「不思議ね…」がエンディン
グテーマとして流れてる頃の『マジカル頭脳パワー!!』がありました(^^;

 1991年7⽉20⽇放送分（1番が流れる）︓http://www.youtube.com/watch?v=lz7Z6mYIPag
 1991年11⽉9⽇放送分（2番が流れる）︓http://www.youtube.com/watch?v=0Yvb3dHU5T8

Re:Gyao配信 スラムダンク
15067 選択 noritama 2014-06-20 08:20:57 返信 報告

おはようございます

本⽇からGyaO!配信スラムダンク82話〜が始まりました(^^)

今週は､82話と83話ですが、
 83話は､21:27辺り"今でも眩しい"の後で⼀瞬とぎれてます(笑)

 FKさんがおっしゃられていた､YouTubeの中の83話も
 http://www.youtube.com/watch?v=jL8_LeA0qeQ
 同じところで⼀瞬途切れますので、元映像(⾳源)が損傷しているのだと思います(^^;

 配信データ元はDVDからかもしれませんね｡

Re:Gyao配信 スラムダンク
15248 選択 noritama 2014-08-02 11:15:36 返信 報告

こんにちは

Gyao配信が今週⾦曜更新で最終話になりましたので､

>ちなみに、YouTubeを探したら『スラムダンク』でエンディングが「マイ フレンド」の回(第82〜10
1話)が全てあったんですけど、ある時期からバージョンが変わったということは無さそうです（パッと
聴くかぎりは）。

最初の82話と各話(83話〜101話)を歌声りっぷして⽐較してみました｡
 さすがに同じ⾳源の82話-82話は無⾳です(笑)

 波形と⾳残りを聴くかぎり⼤きな相違点は無いみたいです｡

https://bbsee.info/newbbs/id/14994.html?edt=on&rid=15067
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