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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13052 選択 狐声⾵⾳太 2013-03-18 14:34:52 返信 報告

'ヴィンテージ'はビンテージとも書き、年季の⼊った極上ワイン、年代物（古くて価値の有るもの）のことです。
 「古いバイクのように」は「⽌まりそうなんです」を受けているのか、「ヴィンテージ」に掛かるのでしょうか︖
 「古いバイクのように」価値ある⾃分であったら好いのに、というように「ヴィンテージ」に掛かると読んだ⽅が良いのか。

 「●△×■で つまらない」はどう⾔っているのでしょうか。どう解釈して⾔いように隠しているのですから、それぞれが思えば良い
のでしょうけれど、私「ありきたり」と思いました。

 曲のテーマについては、「ヴィンテージと呼ばれるほど古いバイクのように、⽌まりそうになっても信念をキープし続けること。
その歌⼼には、凛とした⼈間像が描かれている」（MFM40）と有りますので、その通りで良いかと思います。「信念をキープし続
ける」とは"keep the faith"のことです。
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さて、演奏そのものについてですが、バックのビイドロの様な楽器はなんでしょうか︖私にはビイドロ（ガラスで出来た江⼾時
代︖の遊具）に聞こえます。もう⼀つ、イントロがQUEENのＦＬＡＳＨに似ていると思うのは、私だけでしょうか︖

ＰＳ No.52では皆様から、⾊々レスを頂き有難う御座います。返信を出しそびれた⽅もいらっしゃいますが、ここでまとめてお
礼をさせて頂きます。３桁まで続けられるか、がんばって⾒ます。

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13053 選択 stray 2013-03-18 21:09:38 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんばんは。

好きな曲ではないのでほとんど聴きませんが、⾯⽩いですね。
 歌詞全体の解釈は、MFM40のとおりかと。

> さて、演奏そのものについてですが、バックのビイドロの様な楽器はなんでしょうか︖

私もビイドロだと思います。ビイドロ以外にあんな⾳出ないですよね︖

> イントロがQUEENのＦＬＡＳＨに似ていると思うのは、私だけでしょうか︖

そっくりですね、盗作の域に達していると思います(笑)。
 http://www.youtube.com/watch?v=wNf9rEPoc8Q

２番の歌詞に「ゴミ箱にあたってみたり」というのがあるのでうすが、
 ときどきゴミ箱（というより⾶び箱に近い）を⾜で蹴ってるよな⾳が⼊ってますよね(笑)。

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13054 選択 urara 2013-03-18 22:01:13 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、strayさん、こんばんは。

この歌詞、個⼈的には⼤いに気になっています。
 何故なら、所有バイクがビンテージ(1970年製)の域に

 ありオーバラップするからです。泉⽔さん、良くぞ書い
 てくれました︕って感じです・・・結構、バイクや4輪の
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ツボを押さえた表現をしていますよね。
「恋愛はマニュアルの⾞に似ているね」とか。

 ま、曲⾃体の好き嫌いは区々でしょうが・・・。

> 「古いバイクのように」は「⽌まりそうなんです」を受けているのか、「ヴィンテージ」に掛かるのでしょうか︖

こりゃ、両⽅に掛かかるように感じていました。個⼈的に
 は、「ヴィンテージなれたらいいな」に勝⼿にウェイトを
 おいて聴いていますが。

 

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13055 選択 ひげおやじ 2013-03-19 10:55:01 返信 報告

> 'ヴィンテージ'はビンテージとも書き、年季の⼊った極上ワイン、年代物（古くて価値の有るもの）のことです。

→→→

「ヴィンテージ」は、わが国では近年（特にボージョレ・ヌーボーが「１００年に⼀度」との触れ込みで⼤ブームになっ
た２００５年辺りからでしょうか︖）は、当たり年の熟成ワインに⽤いられる事が⾮常に多い様ですが、ワインに限らず
価値のある年代物を指す⼀般的な⽤語です。

⾞やバイクには極く⼀般的に使われます（「ヴィンテージ・カー」の如く）。年代物のハーレイなどは、「ヴィンテー
ジ・バイク」の代表的な物でしょう。

他にも、古書などにも屢々（特に発⾏年や版番号に意味がある場合に多く）⽤いられています。

ワインの場合は、然程⾼級品でなくても早摘み早飲みの「ヌーボー」に対する⾔葉として熟成型の物を「ヴィンテージ」
と呼ぶ事もあります（これが、はたして正しい⽤法なのか否かは⼤いに疑問ですが）。

ご参考まで。

Ｐ．Ｓ．
ワインと⾔えば、つい先⽇ワイン・ショップのアニヴァーサリー記念のお楽しみ袋を⾚・⽩１袋ずつ買いました。

 狙いはメドック（ボルドー地⽅ジロンド川左岸の超有名産地）の１級畑の⾚（７万円弱）でしたが、残念ながら開けてみ
たら⾚⽩ともにブルゴーニュのそこそこのの代物でした。

 それでも、結果的に４割引きで２００９年の⾚（当たり年で、このヴィンテージは２００５年に匹敵するくらいお勧め）
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と２０１０年の⽩（⼀応、クリュ）なので、期待出来そうです。
もう少し熟成させてから開けたいと思っているのですが、いつも待ちきれずに開けてしまっていますので、恐らく今回も
今年中には飲んでしまう事でしょう。

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13056 選択 狐声⾵⾳太 2013-03-19 17:21:23 返信 報告

strayさん、今⽇は。

> 私もビイドロだと思います。ビイドロ以外にあんな⾳出ないですよね︖

やはりそう思いますか。

> > イントロがQUEENのＦＬＡＳＨに似ていると思うのは、私だけでしょうか︖ 
 > 

> そっくりですね、盗作の域に達していると思います(笑)。

そうですよね、でもどうして、こんな出だしにしたんでしょうか。泉⽔ちゃんがQUEENファンとは聞いた覚えが有りませ
ん。

> ２番の歌詞に「ゴミ箱にあたってみたり」というのがあるのでうすが、 
 > ときどきゴミ箱（というより⾶び箱に近い）を⾜で蹴ってるよな⾳が⼊ってますよね(笑)。

気が付きませんでした。確かに何かを蹴⾶ばしているような⾳がしています。
 

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13057 選択 狐声⾵⾳太 2013-03-19 17:26:23 返信 報告

uraraさん、今⽇は。

> この歌詞、個⼈的には⼤いに気になっています。 
 > 何故なら、所有バイクがビンテージ(1970年製)の域に 

 > ありオーバラップするからです。泉⽔さん、良くぞ書い 
 > てくれました︕って感じです・・・結構、バイクや4輪の 
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> ツボを押さえた表現をしていますよね。 
> 「恋愛はマニュアルの⾞に似ているね」とか。 

 > ま、曲⾃体の好き嫌いは区々でしょうが・・・。

良く、⾞やバイクについては書いていますね。でも、「永遠」のPVの撮影の時、ボンネットを開けるレバーを触ったとい
う話も有り、余り機械には触り慣れていないのではないでしょうか。

> > 「古いバイクのように」は「⽌まりそうなんです」を受けているのか、「ヴィンテージ」に掛かるのでしょうか︖ 
 > 

> こりゃ、両⽅に掛かかるように感じていました。個⼈的に 
 > は、「ヴィンテージなれたらいいな」に勝⼿にウェイトを 
 > おいて聴いていますが。

確かに両⽅かもしれません。でもヴィンテージに掛けたいですね。

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13058 選択 狐声⾵⾳太 2013-03-19 17:41:01 返信 報告

ひげおやさん、今⽇は。

参考意⾒、有難う御座います。
 「ヴィンテージ」について、補⾜です。

 ⽇本語的には13052で書いたとおりで良いと思うのですが、英語として考えると、元々、フランス語のvendangeから来
ていて（フランス語は詳しくないので、これ以上の説明はご勘弁下さい）、1.（あるブドウ園｛産地｝から採れる）ブド
ウの収穫量、ブドウ酒の⽣産量︔2.（特に初期の）型、製作ということだそうです。

 ⽇本語の旧型を意味するのはここで⾔う、2.が元になっているのですね。

> Ｐ．Ｓ． 
> ワインと⾔えば、つい先⽇ワイン・ショップのアニヴァーサリー記念のお楽しみ袋を⾚・⽩１袋ずつ買いました。 

 > 狙いはメドック（ボルドー地⽅ジロンド川左岸の超有名産地）の１級畑の⾚（７万円弱）でしたが、残念ながら開けて
みたら⾚⽩ともにブルゴーニュのそこそこのの代物でした。 

 > それでも、結果的に４割引きで２００９年の⾚（当たり年で、このヴィンテージは２００５年に匹敵するくらいお勧
め）と２０１０年の⽩（⼀応、クリュ）なので、期待出来そうです。 
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> もう少し熟成させてから開けたいと思っているのですが、いつも待ちきれずに開けてしまっていますので、恐らく今回
も今年中には飲んでしまう事でしょう。

いいワインを飲むのは嬉しいでしょうね。私はどちらかというと、バーボン・ウィスキーを飲んでいるので、余り分かり
ませんが、お互い体に気を付け、美味しく頂きたいものです。

 

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13060 選択 urara 2013-03-19 21:30:09 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんばんは。

> 良く、⾞やバイクについては書いていますね。でも、「永遠」のPVの撮影の時、ボンネットを開けるレバーを触ったと
いう話も有り、余り機械には触り慣れていないのではないでしょうか。

そうですね、泉⽔さんは天然系とか⾔われていますし・・・メカ⾳痴の可能性が⼤ではないでしょうか。まして、マニュ
アルのチェンジも思うようにできなかった⼈(運転下⼿)かも・・・故にタイミング良く滑らかに操作出来ない状況を「恋
愛」に絡ませて書くことができたのでは・・・。葉⼭でジープを乗回している(ように映している)ＰＶもＡＴ仕様のよう
ですし。

Re:歌詞の理解の為に No.53 'Vintage'
13062 選択 stray 2013-03-20 13:05:44 返信 報告

私が運転免許を取得したとき（35年前）は、教習所の⾞はすべてマニュアル⾞でした(笑)。
 AT限定免許が創設されたのが1991年なので、泉⽔さんもマニュアル⾞で教習したはずです。
 ましてや、（あまり関係ないけど）⽗親が教習所の先⽣ですから、

 マニュアルのチェンジも思うようにできなかった⼈とは考えにくいですね。

ＯＬ時代に友⼈とドライブしているときに、ちょっとした事故を起こしてしまい、
 （ガードレールにぶつけた程度でケガはなかった）

 それ以来⾞の運転はあまりしなくなったという知⼈証⾔が
 FRIDAY 1996年9/20号に載っています。
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