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歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12223 選択 狐声⾵⾳太 2012-09-03 09:57:40 返信 報告

'まわり道も 意味のある修⾏（おしえ）'
 泉⽔ちゃんの歌詞にはダブルミーニングが多い。（字を読みをわざと換えている）。いくつか検討をして⾒ましょう。

 歌詞を⾒ずに初めて聴いていた時は、普通に聞こえていたのですが、歌詞を⾒て、「そうか修⾏か」と納得した。
 今後、数回、彼⼥の感性の感じ（漢字）を取り上げて⾒ます。

 ところで、このスレを書くため、毎回ウェブで歌詞を検索しています。しかし、ウェブの歌詞は間違いが多い。結局、歌詞カード
を⾒て、修正しています。改⾏、字間のスペース等が違うのは当たり前、今回の「修⾏」がそのまま「おしえ」と書いているのが
多い。
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Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12524 選択 noritama 2012-11-23 05:30:13 返信 報告

おはようございます。

この曲は⼼に響くものがあって･･･それはさておき(^^;
 遅いレスになってしまいましたが、

 前から感じていたのですけれど、この曲はなんとなく〜デュエット曲っぽい感じがしませんか?
 男性パートと⼥性パートとデュオパート･･･曲調がそう感じさせるのかな︖

 あの頃次の⽅向性を探る中で元々はデュエット曲だったみたいな逸話が出てくると興味深いです
ね。

歌詞の話から逸れてしまいますが、
 写真は、PVに出てくる建物で、今年の5/27 ZARD GALLERYでの献花の時に六本⽊ヒルズにも⾏って撮っておいたもので

す。
 場所は"ZARD.in"さんで建物特定済みの"六本⽊ヒルズレジデンス"です。

 http://www.zard.in/pv/tokei/tokei.html
 事前にZARD GALLERY観覧の帰りにぶらりと何回か⾏って、撮影位置の確認をしてました(笑)。お供は浪花屋のたいやき

でした(^^)

"ZARD.in"さんの検証と[8190]の場所を踏まえてPV映像をあらためて⾒ると･･･
 PVの映像コンセプトは、活動が再始動して、都内のTV局や撮影スタジオなどのメディア関連巡りが"また"忙しく始まっ

た･･･みたいなイメージなのかな??
 ⾒つかっていない場所も、TV局などの放送/出版メディア関連の建物かな︖･･なかなか⾒つからないです(^^;

 窓際のシーンは、スタッフらしき⼈が右に映り込んでいて、カットやトリミングされるべきなのに、そのまま使われてい
るのも不思議ですね。

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12525 選択 kubo 2012-11-23 06:13:26 返信 報告
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[12524]noritama:
> おはようございます。

> 歌詞の話から逸れてしまいますが、 
 > 写真は、PVに出てくる建物で、今年の5/27 ZARD GALLERYでの献花の時に六本⽊ヒルズにも⾏って撮っておいたもの

です。 
 > 場所は"ZARD.in"さんで建物特定済みの"六本⽊ヒルズレジデンス"です。 

 > http://www.zard.in/pv/tokei/tokei.html 
 > 事前にZARD GALLERY観覧の帰りにぶらりと何回か⾏って、撮影位置の確認をしてました(笑)。お供は浪花屋のたいや

きでした(^^) 
 > 

> "ZARD.in"さんの検証と[8190]の場所を踏まえてPV映像をあらためて⾒ると･･･ 
 > PVの映像コンセプトは、活動が再始動して、都内のTV局や撮影スタジオなどのメディア関連巡りが"また"忙しく始まっ

た･･･みたいなイメージなのかな?? 
 > ⾒つかっていない場所も、TV局などの放送/出版メディア関連の建物かな︖･･なかなか⾒つからないです(^^; 

 > 窓際のシーンは、スタッフらしき⼈が右に映り込んでいて、カットやトリミングされるべきなのに、そのまま使われて
いるのも不思議ですね。

素朴な疑問ですが、こういう事って、0から検証しないと分からないものなんでしょうか︖
 意外と会社とか撮影された監督さんとかに聞いたら教えてくれるのではないかと思ったんですが、どうなんでしょう︖

 

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12528 選択 stray 2012-11-23 17:23:34 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

YouTubeで⾒つけたのですが、カラオケDAMの「Good-by My Lonliness」に
 「⽌まっていた・・・」のロケ地である ice space が使われているんです︕

 http://www.youtube.com/watch?v=cnOhUpcIJ8I

ただの偶然ですかね（笑）。
 それとも制作側にZARDファンがいたのか︖
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だったら「⽌まっていた・・・」の映像で使いますよね（笑）。

> この曲はなんとなく〜デュエット曲っぽい感じがしませんか?

う〜ん、そんな感じはしませんけども（笑）。

> PVの映像コンセプトは、活動が再始動して、都内のTV局や撮影スタジオなどのメディア関連巡りが"また"忙しく始まっ
た･･･みたいなイメージなのかな?

なるほど、そういう⾒⽅もありますか。
 泉⽔さんが参加していない差し込み映像なので、

 そこまで深く考える必要はないかと・・・（笑）

 
 kuboさん、こんばんは。

> 意外と会社とか撮影された監督さんとかに聞いたら教えてくれるのではないかと思ったんですが、どうなんでしょう︖

それじゃ⾯⽩くないでしょう。探すことが⽣き甲斐なのですから（笑）。
 

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12531 選択 noritama 2012-11-23 23:28:25 返信 報告

こんばんは。

>YouTubeで⾒つけたのですが、カラオケDAMの「Good-by My Lonliness」に 
 >「⽌まっていた・・・」のロケ地である ice space が使われているんです︕ 

 >http://www.youtube.com/watch?v=cnOhUpcIJ8I 
 >ただの偶然ですかね（笑）。 

 カラオケにこういう映像があったんですね! 撮り⽅が似てます。
 もしかしたら「⽌まっていた･･･」PV未公開映像で同じようなシーンがあるのかも(笑)

>> この曲はなんとなく〜デュエット曲っぽい感じがしませんか? 
 >う〜ん、そんな感じはしませんけども（笑）。 

 ⽟砕 ハハハ･･私の妄想ですから(^^;
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[12524]は、事前確認では、A地点からではなく、連絡通路B地点からと思っていました。
帰って撮った写真とPV映像を⾒⽐べると何か違う(笑)

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12532 選択 noritama 2012-11-23 23:29:30 返信 報告

5/27にあらためて確認した所､連絡通路下のC地点からと判りました。
 

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12533 選択 noritama 2012-11-23 23:30:12 返信 報告

こちらも"ZARD.in"さんで特定済みの"六本⽊ヒルズゲートタワー"です。

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12534 選択 noritama 2012-11-23 23:31:59 返信 報告
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さて、
今⽇あらためて、編集・画質の違うPV映像を⾒ていましたら(笑)、

 "ZARD.in"さんで特定されていなかった、こちらの建物の場所がわかりました(^^:
 決め⼿は、左下のシーンです。

 窓に明かりが灯っている低い建物ならびに看板っぽい物があって、この映像だと⽂字が読めま
せんでした。

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12535 選択 noritama 2012-11-23 23:33:49 返信 報告

今⽇⾒た違う映像だと､"･･･TAYA"と読めて、よく⾒て推測すると"TSUTAYA"っぽく⾒え
ました。

 

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12536 選択 kubo 2012-11-23 23:34:23 返信 報告

> kuboさん、こんばんは。 
 > 

> > 意外と会社とか撮影された監督さんとかに聞いたら教えてくれるのではないかと思ったんですが、どうなんでしょ
う︖ 

 > 
> それじゃ⾯⽩くないでしょう。探すことが⽣き甲斐なのですから（笑）。

そうだったんですね。
 それは失礼しました。
 しかし、地球は広いのにその中から⼀地点を特定するって、⼤変なことだと思うんですが、どうやって探してるんです

か︖
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Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12537 選択 noritama 2012-11-23 23:36:01 返信 報告

早速、都内の先ず渋⾕区・品川区・港区のTSUTAYA店舗周りをストリートビューで⾒てみま
したら､ありました(^^)

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12538 選択 noritama 2012-11-23 23:37:55 返信 報告

場所は、恵⽐寿ガーデンテラス横の TSUTAYA恵⽐寿ガーデンプレイス店舗前だと思います。
 左がウェスティンホテル東京、中央が恵⽐寿ガーデンテラス、右がUR都市機構恵⽐寿ビュータワ

ーになります｡

この場所が⾒つからなくて"窓際のシーン"に関係あるか︖と、少しモヤモヤしてたのでスッキリ
しました(笑) 

 残るは"窓際のシーン"の場所ですね。今まで特定できた場所から関連性があるかどうか･･･難問で
す(^^;どこだろう･･･

そういえば、PVロケ地マップで、[8369]の XP･･chrome における映像の不具合現象は、最近出なくなりましたね。
 ブラックアウトしてしまっているのは、"ルート"をクリックすると⾒れるようです｡

 

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12539 選択 kubo 2012-11-24 11:30:00 返信 報告

[12537]noritama:
 > 早速、都内の先ず渋⾕区・品川区・港区のTSUTAYA店舗周りをストリートビューで⾒てみましたら､ありました(^^) 

 はああ。
 すっごいなあ。
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脱帽です︕

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12547 選択 stray 2012-11-25 18:32:44 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

お⾒事でした︕
 TSUTAYA恵⽐寿店がいつ出来たかによりますが、ウェスティンホテル東京は

 恵⽐寿ガーデンプレイスのグランドオープンと同時開業なので、
 その頃に撮り溜めた⾵景映像かもしれませんね。

ところで、AL「⽌まっていた・・・」PVに、別ver.が存在するのですか︖
 YouTubeにあるならURLを教えてください。

"窓際のシーン"のロケ地・・・難しいですね。
 髪形＆セーターは ice spaceのロケと同じです。

過去スレを読み返してみたら、AL「⽌まっていた・・・」ジャケ写は、
 スカイワンで撮ったのではないかという結論に達しているようです

 http://zard-lab.net/pv/11920.htm

私は、第３のロケ地が存在するような気がしてます（笑）。
 そうじゃないと、このシーンは何のために撮ったのか説明できませんからね。

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12550 選択 noritama 2012-11-25 23:25:59 返信 報告

こんばんは。

>ところで、AL「⽌まっていた・・・」PVに、別ver.が存在するのですか︖ 
 >YouTubeにあるならURLを教えてください。

編集されたものなのか? 正式な物かよくわからないのですが･･･
 中国の"YOUKU"のテロップと⽇本語歌詞のテロップ、
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2004年のコンサートの泉⽔さん静⽌画のフェードインが所々⼊っていて､
前奏部分が無く1分47秒とMEGAHITSリクエストのバージョンより短いです。

 http://www.youtube.com/watch?v=7QBQOjsP7Io

中国語訳の歌詞テロップが無いので、台湾中国のファンが加⼯したものではなさそうですね。

突然途中からはじまるのは何処かで⾒たことあるんですけれど(笑)CD特典(DVDとか)やDVD(Le Portfolio?)の映像か
な･･･?

Re:歌詞の理解の為に No.25 '⽌まっていた時計が今動き出した'
12553 選択 stray 2012-11-26 18:06:50 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

映像の紹介どうもありがとうございます。
 Le Port DVDでした︕（笑）
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