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さだまさしを語る 2003
　対談風：RYOKAN×Andy

RYOKAN: 昨年まで３年間連続でこの対談を｢長崎か
ら｣号に掲載し､同じ内容をネットでも掲載している訳
ですが､なかなか評判で(笑)。
Andy: ありがたいお話です。
R: ただ､クレームも来まして､このクレームが｢ろくに
聴きもしないで批判ばかり｣とか､ちゃんと対談内容読
んだか？と小一時間問いつめたくなるようなイタい内
容で(苦笑)。あの～､ファンでなきゃ学生の身分で６万
の大金注ぎ込んで 30 周年記念コンサートの通し券な
んぞ取らないと思うんですけど(笑)。
A: まあその､わたしは実際､最近はろくに聞かずに批判
してる気がします(汗)。アルバム中の１曲だけ聴いてつ
まらないとか言ってますし。(昨年分参照)
　自称｢さださんの瞬間最大風速だけ愛してる男｣です
から(苦笑)。｢それはファンをやめたっていうのよりよ
っぽどタチが悪い｣って人から言われましたけど。
R: まぁ肯定的・賛同的な意見しか聴こうとしない｢イ
タいファン｣は結構いるし､それがアーティスト本人を
ダメにすることはよくある話ですけどね。さだファン
の場合特にそれが酷い気がしないでもない…って俺､危
険な発言してますか？(汗)

■変わっていく？ 変わらない？
A: わたしは最近のアルバムで聴いたのは｢日本架空説｣
だけだから､すごく杜撰な意見しか出せないんですが､
最近のさださんはサウンドが保守化してる感じですよ
ね。さださんがさださんらしい音や詞にこだわりすぎ
てるような。そういうのを退屈だと思うか思わないか､
ってところなんでしょうか。
R: 冒険的な事もやっていって欲しい､というか攻撃的
であって欲しいとは思うんですよね。例えば 30 周年コ
ンサートで見せたような。その片鱗は確かにアルバム
毎に少しずつ垣間見えるけど主流にはなっていない。
　そのせいか､最近はアルバム個々の印象が薄くて､何
年か経った時に､曲は印象があってもその収録アルバム
を思い出せなくなっているような気がする。単に俺の
物覚えが悪くなっただけかもしれないが(汗)
　そりゃまぁ､何年ぶりかで新曲を出したと思ったら前
作とほとんど違いのない曲を出して､それでもウケる大
瀧詠一みたいな人もいますけどねぇ(笑)
A: この人はCDが滅多に出ないことがもう既にネタで､
CD 出しても金太郎飴だっていうのがまたネタですもの
ね。これで何の問題もなく成立してるからすばらしい

(笑)。
R: まぁこれは流石に他の人にはできない芸当ですけど
ね(笑) 他の人が同じことやったらマンネリだの手抜き
だの批判されそうなんだけど。
A: ここのところわたしは山崎まさよしをよく聴いてる
んですが､この人はアルバム１枚ごとに､極端なことを
言ったらシングルごとに､音や詞の方向が違ってるんで
すよ。で､ファンの人が開設してるページを見てみると､
今回のは好みだの好みじゃないだの､いろいろな意見が
渦を巻いてる。そういうのが､傍から見てて､すごく面
白いんです。
　いや､もちろん､山崎さんが作ったものなら何でもう
れしい､って感じの人もいるのですが。
R: それは他でも結構ありますね。アルバム毎に新しい
ことを試みるタイプと､ずっと同じ方向を追う､という
か｢変わらない｣ことを目指すタイプと。
　で､今のさだまさしが後者かというと､それを意図し
てやっているようにも思えない。新しい試みがあれば
もっとアピールする方向で作った方がいいんじゃない
かと素人考えでは思う部分はある。
A: その､さださんは大瀧さんみたいなステータスを持
ってるわけじゃなさそうだから(汗)､ほぼ年に１枚アル
バムを作るってペースを守り続けてますよね。50 歳過
ぎてるのに､これはすごい話なんですが。
　でも､もうすこし制作ペースを落としたら､もっと大
きな変貌を遂げたアルバムを作れそうな気もするんで
すけどね。構想期間が長いと濃いアルバムができるっ
ていうのは､｢逢ひみての｣あたりでも実証されてるんで
すから。
R: ｢夢の轍｣とか｢夢回帰線｣(I)あたりにもそういう部分
がありましたね。契約内容とかの都合でタイムリミッ
トが設定されてしまうのだろうけど､そろそろ年間１枚
のペースにとらわれなくてもいいんじゃないか､という
気がする。
　で､ファンにしても全て肯定する必要はないと思うの
よ。なんだか､特にさだファンの間では否定的なことを
少しでも言うとヘンなクレームを付けられたりする部
分があるけど､どんなものでも全部肯定してしまうのが
いいファンだとは思わない。ファンだからこそ時には
厳しく言うべきであって。
A: わたしたちは､従来型からあまり変わらないさださ
んのことを批判してることが多いですけど､その変わり
かたはないだろうって批判だってありですからね。
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　なんというか､肯定だけしてると､さださんがさだフ
ァンにだけ愛されるかたちに行き詰まらないかって思
えるんです｡特に最近､目立ったヒット曲もありません
し｡個人的には､ヒットなんかなくてもいい曲を作って
れば､っていうのは､すこし嘘くさく思えるんです｡ファ
ンしか振り向かないなんて､やっぱりつまんないですよ。
　こういうこと言ってるっていうのは､間違いなくさだ
さんを買いかぶってるってことなんですけどね(笑)。
R: 音楽的な部分など細かく具体的な部分においては､
"信者"とか呼ばれているような全肯定しか認めないファ
ンよりも僕等の方がよほど高く評価しているんじゃな
いかと思うんだけどね。｢これくらい出来てもっと世間
に評価されていい筈なのに…｣という思いがあるからこ
そ､現状に納得できず厳しい言い方になる訳で。
A: もしかすると､さだまさし以外の音楽に触れる機会
が少ないと､ほかの人と見くらべることができなくて､
批判も出ないってこともあるのかもしれませんね。わ
たしの場合､ほかのミュージシャンがやってること見て
て､さださんもこんなことしたら面白いかも､なんて思
うこと､ときどきありますから。

■アルバム｢夢のつづき｣発売とレコード会社移籍
R: さて､昨年から今年までの動きをふり返ってみると､
９月末にアルバム｢夢のつづき｣発売。これが結局テイ
チクからの最後の作品となり､11 月にフォアレコード
に移籍となります。
　｢夢のつづき｣について言えば､去年春あたりのインタ
ビューなどで｢夢回帰線 III｣について語っていたので､て
っきり次は｢夢回帰線 III｣だと思っていたから去年の対
談ではそういう話をしたし､正直云って拍子抜けした部
分はあった。
　前作｢夢百合草｣から半年というインターバルの短さ
も珍しいし､早いところテイチクとの契約条件を満了さ
せてフォアに移籍するために急いで作ったアルバム
か？という疑問も持ったり。｢大きな森の小さな伝説｣
｢聖夜｣を収録した点を含めてね。まぁタイトル曲の｢夢
のつづき｣とか新しい試みだと思ったし､30 周年コンサ
ートで聴いた印象も良かったけどね。
A: でも､そういう新しい試みが散発的にしか見られな
くて､帳尻合わせみたいな曲が入ってるのが問題なんで
しょうね。
　もっと濃いのが欲しいの(←その表現やめろ)。
R: たとえば大ブレイク直後の｢印象派｣(1980)あたりは
かなり実験的な部分があって､その前後のアルバムに比
べて好きではなかったんだけど､今になってみるとああ
いう姿勢をもっと見せてもいいんじゃないかと思うよ
うになったな。｢ADVANTAGE｣(1985)あたりもそうか
な。こちらは元々好きなアルバムでしたけど。
　そして､11 月のフォアレコード移籍についてもいろ
いろ不可解な面もありますが､その後フォアから毎月の
ように企画盤がリリースされました。DSD リマスタリ
ングが売りで､たしかに選曲的には従来と一線を画して

いるとは思うが､…どうもねぇ。
A: あの乱発企画盤は何だったんでしょうね。選曲は､
渋いところを衝いてるのもあって､なかなか面白かった
んですが､そこを面白がれるのは､マイナーな曲までよ
く知ってるさだマニアだけなんですよね。
　で､また､あの企画盤のジャケットのデザインの多く
が､どうにもパソコンのグラフィックソフトに振り回さ
れて作ったようにしか見えないようなものだったから､
なんかプロの作った CD に見えませんでした。マニア
が手持ちのアルバムから編集してジャケットまで自作
した CD-Rのように見えてならない(汗)。
R: そうですね。さだまさしが Mac ユーザーなのは知
っている人も多いだろうけど､たしか 30 周年コンサー
トの曲目も Mac で決めたと話していたから､たぶん
iTunes でプレイリストを作って決めたんだろうなぁ。
あの企画盤も選曲や曲順は iTunes で決めたのかもし
れない(笑)
A: 曲順決めるときにパソコン駆使するのは､なかなか
うまい手段ですよね。CD の入れ替えもしないで済むし。
でも､ジャケットがあれではねえ。
R: だから､次のオリジナルアルバムでジャケットが一
体どうなるのか怖い(笑)
A: まあ､曲目にしてもジャケットにしてもそんなもの
だから､どれだけ出しても売れてるようすがありません
でしたね。おそらく､買ってる人のほとんどが､オリジ
ナルアルバムをぜんぶ持ってるような人なんじゃない
かって。
R: そう､結局あのアルバムを買う人って大抵は既にオ
リジナルアルバムの大半を持っているコアなファンだ
ろうと思う。コンサートもそうだけど､最近どうも一般
大衆へのアピールが弱く､既にファン歴の長い特定の客
から稼ぐ方向にあるような気がするのよね…(汗)
A: たしかにそれでもマーケットとしては成立してるん
でしょうけど､一握りの固定ファンだけを相手にして商
品を企画するって発想だとしたら､それはどうなんだろ
うって思ってしまいますね。まるでアニメ業界のよう
だ(苦笑)。
R: 固定ファンには少々値段を高くしても確実に売れる
という(笑)。それよりも､レコード会社が変わって企画
盤がたくさん出たせいで､CD ショップのスペースにも
限界があるから､さだまさしの項目でオリジナル盤の旧
作がほとんど並ばなくなってしまったことが問題のよ
うな気がする。これじゃますますコアなファン以外の､
いわゆる初心者が｢ちょっと試しに聴いてみよう｣と買
ってみるということができなくなるような。
　…あ､だからこその企画盤の乱発なのか。でもオリジ
ナル盤の曲順構成の中で聴いて欲しい曲や､ベスト盤・
企画盤には入らないけど初めて聴く人にぜひ聴いて欲
しい曲ってのもたくさんあるんだけどね。
A: そういえば､ジャケットいじっておまけ CD つけて
出した｢夢供養｣もありましたね。個人的には､リマスタ
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リングとオリジナルのライナー復刻以外の追加作業は
いらないんだけど。
R: ジャケットいじって､という話で思い出したけど､近
年の作品である｢日本架空説｣｢夢百合草｣の２枚がつい
先日フォアから再発売されたけど､これもジャケットが
オリジナルと違うのね。まぁ中身までは確認していな
いからインナーにオリジナルのジャケットが入ってい
るのかもしれないし､発表当時のアルバムのライナーノ
ートや同時期のコンサートパンフレットで使われてい
た写真を使ってはいるけど､どうも納得できないなぁ。
｢夢百合草｣のジャケット画を描いた中島潔氏にもあれ
じゃ失礼だと思うし。
A: 再発でジャケット変えてるんですか? そういうこと
って､やっていいのかなあ。なにかが向上する作業を付
け加えるならともかく､単に変えるだけというのは､ち
ょっと疑問ですね。
R: むしろ企画盤として出すのなら､サザンが以前やっ
たようなアナログ盤を復刻した紙ジャケットを作る方
がファン的には買いそうな気がするけどね。それと､ワ
ーナーに残されたグレープ作品とソロ初期３作はリマ
スタリングされないかなぁ。ワンダー移籍時にもリマ
スタリングが行われなかったし。
A: リマスタリングも､はじめのうちはよくやってるな
あって喜んでたんですけど､12 枚組の通販限定企画盤
が出たときに全曲リマスタリングってあって､そんなに
ほいほいとできるような作業なのかって思いました。
　山下達郎さんなんて､下手したら新曲作れるんじゃな
いかってくらいの気合いで昔の曲のリマスタリングし
てるでしょう｡そこまでの力は入れていないようには見
えますね｡そりゃ､達郎さんが凝りすぎなのは確かです
が。
R: 確かに何年かに一度､新しい機材が出てくる度くら
いにリマスタリング盤が出ているような(笑)｡そこまで
過去の作品にも徹底して拘るのは達郎さんらしいとい
うか｡音質面の懸念が強い CCCD も拒否しているしね｡
　CCCD についてはさださんも拒否しているっぽいし､
初期から SBM とか DSD とか音質の向上にはかなり拘
っている気がするけど､作業上の問題としては旧作のマ
スターテープを DSD で取り込むために必要な時間がど
のくらいかかるのか､ということかな。
　恐らくリミックスまでは手を付けずに､ミックスダウ
ン後のマスターテープを DSD で取り込む作業だろうか
ら､設備さえ押さえることができれば意外に早くできる
のかもしれないな。
A: まあでも､全体を通して見てみると､なんかこう､フ
ォアのしてる仕事が､いまひとつ素人っぽいように思え
ます。ウェブのページのつくりにしてもそうですしね。
｢夢供養｣にしても､何だろうとおまけつけたら喜んでも
らえそうな気がする､なんて雰囲気じゃなかったのかと
思えます。
R: それは言えていると思う。まぁ今迄いわゆる流行歌

というかポップス系のシンガーを売ったことがない会
社だし､売り方も手探りなんだろうけどね。確かに素人
っぽさがいい方向に出る場合もあるんだけど､今のフォ
アはどうかなぁ。Web の作りも確かにそうで､しかも
スタッフのコメントとか､｢ここはイタめのさだファン
ばかりでスタッフを固めてるんじゃないか｣と思うくら
い､読んでいて冷めてしまう部分があるんだよね。あれ､
なんとかならんか(苦笑)
A: なんか歯が浮くようなことばかり書いてあって､読
んでるほうの顔が蒼くなるという。あれ見てると､なん
か｢さだまさしファンってかわいそうなんだなあ｣って
思えてくるんですよ。自分だってファンなのに(汗)。

■30 周年記念コンサート
R: そして､昨年９月から 12 月までの 30 周年記念８夜
コンサートを東京・大阪・名古屋で開催。これが公演
数が少なくて(東京でも１公演ずつ)チケットが取れない
とか､そもそも本来の 30 周年より１年早いスケジュー
ルについて憶測もされてますが。
A: 名古屋は愛知厚生年金会館でやってましたけど､こ
このホールはあまり大きくないから(座席数 1,666=
http://www.kjp.or.jp/hp_27/hall/index.htm 参照)売り
切れも早かったようで､苦情が出てたみたいですね。
R: ああいう内容のコンサートだから 1 回公演の度に赤
字になっている気がするし､あれ以上は公演数を増やせ
ない事情があったのだろうとは思う。けど､せめて東京
は 2 日ずつやってほしかったと思う。
A: バックのメンバーのスケジュールを押さえられなか
ったとかもあったのかもしれませんね。連日､なかなか
に豪華なメンバーでしたから。
R: それも多分にあるだろうなぁ。20 周年の時以上に
大変そうだったし。
　そのコンサート自体はよとても良かったですよ。マ
スコミ的にはグレープ復活となる第２夜を大きく取り
上げていたけど､やはり古くからのファンにとってハイ
ライトは亀山社中復活の第５夜でしたね。俺､マジで泣
いたもの(笑)。
A: １曲目から｢絵はがき坂｣ですもんね。もう､80 年代
からさだまさしのコンサートファンだった人には､泣け
と言わんばかりの選曲でしょう。ここは｢きみのふるさ
と｣でも泣けたところです(笑)。
　で､本編ラストが｢胡桃の日｣｢春雷｣で､アンコール１
曲目が｢Bye Bye Guitar｣と。亀山ファンはもうどうし
たらよいかわからないでしょう。現場にいたらわたし
も間違いなく泣いてますよ。
　あのバンドは､何だったんでしょうね……バンドマジ
ックというのなんでしょうか。
R: 一人一人の上手さとかで考えると､今のレギュラー
メンバーの方が上だとは確かに思うのよ。けど亀山に
はそれを超えた何かがありましたね。第５夜を聴いて
それを再確認したところはありました。
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　また何年かしたらやってくれないかなぁ､と思ってし
まいますね。
A: あれだけブランクあったのに､確かに亀山の音だっ
たって話でしたものね。さださんのソロじゃなくて､バ
ンドになってるってことですよね。
　このペースで再結成だと､次はさださんの還暦記念コ
ンサートですか？(汗)
R: 還暦記念かぁ…割と現実的な話の域に入ってきたな
ぁ…(遠い目)
　20 周年コンサートの時もそうだったけど､今回もバ
ックの編成とか選曲とか､いろいろ面白い挑戦をしてい
るのがいい方向に出たコンサートだと思いますね。
A: 曲目とかアレンジの様子とかはお聞きしましたけど､
冒険が多くてほんとに面白そうですものね。
　もうこのコンサートの模様を収めた CD が出てます
けど､こっちは見送って､そのうち出るだろう DVD を
買おうと思ってます。８夜ぜんぶで 10 万円くらいまで
なら考えますよ。冗談抜きで。これが｢瞬間最大風速だ
け愛してる｣所以なんでしょうが。
R: ただ､20 周年後のコンサートが亀山と離れたり数年
間どうも迷走気味だったことを思い出すと､これからの
コンサートがどういう方向に行くのか興味ありますね｡
A: やっぱり､すごくエネルギー使ってる気がしますか
ら､ここからが気にかかりますね。またバックバンドが
崩壊しないように祈りたいところです。
　こういうイベントコンサートだと､ふだんは組まない
ミュージシャンにバックをお願いすることも多いから､
それで気持ちが動くとか､あってもおかしくない話では
あるのですが。
R: 先月の｢まさしんぐ WORLD｣コンサートはまったく
１人で演って､シンセギターを使ったり新しい試みをし
ていたけど､今のところ通常ツアーでメンバーが変わる
ことは当面なさそうですが。
A: メンバーが変わることがないのなら､それがいちば
んうれしい話です。
　完全にひとりでやるのが好きではなさそうなさださ
んが､ファンクラブのコンサートとはいえそういうこと
をやったというのは､驚きですね。こういう試みが､次
のアルバムで何らかのかたちになってたら､なかなか面
白そうです。

■ピースミュージアム完成
R: 今年４月に遂に｢ピースミュージアム｣完成。ピース
スフィアについては色々と批判もされてきましたが､や
っと完成しました。まだ今後も維持費のために募金と
か活動は続くでしょうけど。此処で終わったらそれこ
そ箱モノ行政と何も変わらないし。
A: これ､活動ってどうやって始まったんでしたっけ。
もう忘れてしまいました。ファンにはあるまじき発言
ですが｡
R: 詳細は３年前の号を参照して…っても分からないか

(笑)。(注：京大さだ研サイトに過去３年分の対談内容を掲
載しています。URL は裏表紙をご覧下さい) ピースミュ
ージアムの Web(http://www.nagasakips.com/)で確認
してみると､1995 年 8 月の｢長崎から｣で公表されて｢１
人 1000 円｣という募金額を掲げて活動が始まり､翌年
の｢長崎から｣の開場待ち時間中の募金活動でボランテ
ィアの勘違い発言の多さにブチ切れたファンも多かっ
た､と(笑)。僕がいちばん不信を持ったのは同時期の
｢WORLD｣誌上での事務局サイドの発言でしたけどね。
A: ｢ペットからの募金が｣の話でしたっけ。言ってたこ
ととやってることが違うという。
R: そうです。詳細はやはり 3年前の号での対談を参照。
ペットの名前を名義にして更に 1000 円の募金をする
のは個人の自由だけど､元々の主旨を考えたらそういう
やり方を事務局が肯定するような表現はないだろうと。
まぁ､その後､募金が予想通りに進まなかったせいか､法
人会員だとか｢１人 1000 円以上｣の募金とか､言ってい
る内容がいつの間にか変化していったのだけど､予兆は
この段階であったということですね。
A: それで､最初からこういう建物作るのが目的だった
のかどうかも､もう憶えてません。なんか紛争地域が赤
く表示される半球を作りたいとか言ってたのは､もう最
初期のころの話だったでしょうか。
R: 何度も｢デザインが決定｣という報告があっては変更
があった記憶が｡当然デザイン変更する度に設計やデザ
インに対してお金を支払っているだろうし､集まった金
額の割に完成がかなり遅れた印象があるのだけど(本来
いちばんお金がかかる筈の土地に関して行政側から無償提
供なんだし)､その辺りのことも影響しているんだろうな。
　お金についてはいろいろ疑問に思うことが多くて､た
とえば現在の｢まさしんぐ WORLD｣で毎号ごとにその
発行月の募金額の報告があるけど､今迄の合計額は出て
いないのね。それに｢WORLD｣は隔月刊だけど発行月
の前月分も出ていないし。Web にも出ていないみたい
だし､なんだか意図的に募金総額を隠しているんじゃな
いかと勘繰ってしまうのだけど(苦笑)
A: 募金集めてるボランティアが､そんな丼勘定でいい
んだろうか。なんか怖い話です。
R: だからボランティア側が危惧して NPO(特定非営利
活動法人)を取得して収支管理の報告義務を持たせた､と
いう話も聞いたことがありますけどね。個人事務所と
はいえこの手の活動に芸能事務所が関わっているのは
珍しい例の筈で､それだけに金銭感覚や常識も芸能界と
平和活動やボランティアの世界では全然違うというの
はありそうだし。
　ともかく､どんなものになって完成したのか今年長崎
に行った際に見てこようとは思っています。実際に見
ないと評価できない部分もあるだろうし。
　だから具体的な話は来年の対談かな。…って来年も
まだやるんかいっ(笑)

■今年も｢27 時間テレビ｣に出演
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R: で､６月末には昨年に続いてフジテレビ 27 時間テレ
ビ｢みんなのうた｣に出演。まぁ去年よりはさださんに
とって無理のないスケジュールだったけど､夜中の若手
芸人のコーナーに出たりとか朝の女子アナ対抗歌合戦
の司会とか､どうもみのもんたが寝ている間の代役をし
ていたような(笑) まぁ女子アナ対抗歌合戦はみのもん
たも審査員で出ていたけど。今回は番組開始間もない
時間に鶴瓶の飲酒を煽ってたし､夜中のあの放送事故(苦
笑)の原因を作った一人でしょうね(笑)。
A: 司会がまたみのもんただったから､今年もほとんど
見てないんですよ(汗)｡あの人はどうも､台本があれば順
調に番組を進めてけるんだけど､ハプニング続きの長時
間生放送だとまともに仕切れないように見えて｡だから
アナウンサーを脇に従えてやってるんでしょうけどね。
　突発事故への対応性だったら､みのさんよりさださん
のほうが高いと思いますよ､はっきり言って。伊達にコ
ンサート 3,000 回やってないでしょうから。
　オープニング直後に鶴瓶さんを煽ってるところは見
てました。結局ことしもああなっちゃってますもんね。
なんというか､前のテレビ夢列島時代の無意味にアホな
ノリが残ってる数少ない部分になってたかも。
　しかし深夜のお笑いコーナーの司会がさださんって､
フジテレビはさだまさしを何だと思ってるんだろう(笑)。
R: 司会ではなく､うつみ美土里と２人でお目付役とい
うか単なる客でしたが。場つなぎのような大喜利コー
ナーではさだ+モー娘｡の２人(安倍･矢口)が司会だった
けど､前のパートが押したせいで 5 分で終わったし(笑)。
A: ありゃ､司会をやってたのはほんの一部分だけでし
たか。勘違いしてました。
　でも､その司会にしたって､かなーり無理があるトリ
オですね｡５分で終わらずにフルサイズでやってたらど
うなってたことか。大喜利よりも司会者のトリオ漫才
のほうがズレすぎで受けるとかありそう(笑)。
R: そのお陰で､先日の WORLD コンサートで｢27 時間
テレビに出て良かったと思うことは､モー娘｡の安倍さ
んと矢口さんの顔と名前を覚えたこと｣と言っていた訳
だけど(笑)｡もっとも､なっち間もなく卒業だそうですが。
A: お笑い時間帯での白眉は､やっぱりはなわの｢さだ
県｣だったんでしょうか(汗笑)
R: ｢S･A･D･A さだ､S･A･D･A さだ､そのピンクのジャ
ケット正直ハデすぎ｣って本人の前でやったヤツですね
(笑)。あれは笑った。けどさだ的に一番影響を受けたの
は｢いつもここから｣なんだろうなぁ。直後の WORLD
コンサートでなんと｢敗戦投手｣を演ったんだけど､その
途中で入る台詞が｢悲しいときー!!｣になってたし(笑)。
A: さださんって､あるある系のネタが好きそうですも
のね。｢敗戦投手｣なんていうのは､あるある系かと思い
きやとてもありえない､というか､あってもらっちゃ困
る話になってるんですが(笑)。
R: 女子アナ歌合戦の司会は中川家と一緒にやっていた
けど､この組み合わせも物凄くレアやな(笑)。中川家は

全国的に売れる前､関西で人気が出始めた頃から見てい
るから個人的に妙な感慨があったり(笑)
A: しかし､アイドルと組ませたり､お笑いの人と組ませ
たり､さださんの本業が何なのかやっぱりわからない
(笑)。
R: たしかにフジテレビが何を考えて２年連続で出演さ
せたのか謎な部分がありますね。来年は流石にないだ
ろうけど(笑)
　そういえばあの時さださん､やたらコメントを松浦亜
弥に振っていたけど､あれ別にさださんがあやや好きと
かそういうコトぢゃなくて､あの審査員の顔ぶれじゃ一
番ソツなくコメントをまとめられるのが彼女だからと
いう気がしないでもない(笑)。
A: うつみ美土里よりしっかりしてるって判断される
17 歳女子アイドルっていうのもどんなもんなんでしょ
う(苦笑)。
R: いや､他のおじさん･おばさん達も揃ってダメだった
し(苦笑) まぁ確かに彼女自身､同世代のモー娘｡メンバ
ーと比べてもしっかりしている印象はありますけど。
A: 伊達にアイドル専用に改造されてませんね(←?)。通
常の３倍ですよ(←??)。いや､さださんと絡んで会話が
滑ってないってだけでも立派かも。
R: うーん､｢長崎から｣に来ないかなぁ(笑)。そういえば
その時にうつみ美土里が｢あややの格好でさだのコンサ
ートに出る｣と言って｢それ嫌がらせですよ｣とさださん
怯えてましたが(苦笑) 俺もそっちは見たくないです(笑)
　で､今年の 27 時間テレビのテーマが｢再会｣というこ
とで､番組内で以前ステージトークでも出てきた｢新幹
線の車内でサインを頼まれた車掌さん｣を探して､けっ
きょく探しきれなかった訳だけど。
A: 放送終了１時間くらい前に､もしかしてこの人なん
じゃないかって人の話がちらっと出てたけど､もう亡く
なってるってお話でしたね。
　番組終了後も引き続き調べるとは言ってましたけど､
決着ついたんでしょうか。
R: この直後の｢まさしんぐ WORLD コンサート｣の段
階ではそれ以上のことは判っていないという状態でし
た。その後どうなったのかなぁ。
　実はこの話､５月の終わりくらいに個人的にフジテレ
ビのスタッフから連絡を頂いて､情報集めに協力させて
貰っていたから､よけいに興味を持ってみていたけど､
事前にこちらで集めた情報では､当時のコンサートスケ
ジュールとさだ氏がステージで喋っている内容がどう
しても矛盾が生じてしまい､会った時期を確定できなか
ったのね。それが最後まで響いたかなという気がする。
　だから､放送前の段階で難航しているらしいことは知
っていました。あれ､テレビで呼びかけたのが 2 日目(日
曜)の昼過ぎだった訳だけど､もっと早くに､たとえば土
曜日の早い段階で呼びかけていたら結果は少し変わっ
ていたかもしれない､と思ってしまう部分はあるなぁ。
A: フジテレビもさだ研関係者にまで頼るんですね｡そ
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りゃまあ､うちのさだ研のサイトは検索すると引っかか
りやすいからでしょうけれど｡だからこそ､検索で引っ
かからないようにしてくれって苦情のメイルも来るわ
けで(笑)。
R: あはは(苦笑)。当時のスケジュールだったらさだ企
画に資料が残っているだろうと思ったのだけど､当時の
マネージャーだった金山氏がつい最近処分してしまっ
た処だったみたいなのね。で､こちらも手元には 3000
回 ま で の コ ン サ ー ト ス ケ ジ ュ ー ル と ｢ ま さ し ん ぐ
WORLD｣グラフィティ(旧号の合本版)しかないからそれ
以上のことは調べられず､まっさん ML に投稿してもっ
と詳しい方に調べてもらったりしたのだけど､やはり限
界があったな。

■せっかくのタイアップつきシングルなのに
R: 今年はその 27 時間テレビのテーマ曲｢いつも君の味
方｣も作り､番組内で何度もかかっていたけど､そのシン
グル発売が番組から１ヶ月も過ぎた７月の終わり。こ
れじゃ番組を見た人が｢いい｣と思ってふと買ってみる､
ということがあまり期待できないよね(苦笑)。事前に発
売スケジュールは決められているとはいえ､もっと早く
できなかったのかなぁ。
A: 少なくとも､番組放映前にシングルが出てる必要が
ありますよ。そうしないと衝動買いしてもらえません
から。
　曲自体はふつうにポップな８ビートで､衝動買いが期
待できないこともないと思ったのにな。少なくとも､番
組であれだけしつこくかかってれば､勢いでシングル買
って後悔する人だって出せただろうのに(笑)。
R: こらこら(笑)。そういえば俺もまだ買ってない(汗)。
どうもあのジャケットに抵抗を感じてしまって(苦笑)
A: きょうレコード屋で実物を見たんですけど､ジャケ
ットの裏側のデザインも､どうもなあって感じでしたね。
　でもやっぱり､ジャケットのデザインよりも､発売タ
イミングの悪さのほうが致命的ですよ。もうすこしシ
ングルを売ってみせようっていう気はないのかしら。
このへんの詰めの甘さも､なんかちょっと素人っぽい感
じですね。

■小説家→映画原作者
R: あ､そういえば小説第２弾｢解夏｣出版と相次ぐドラ
マ化・映画化の話を全然していませんでしたね。
　小説｢精霊流し｣が一昨年９月に出版されて昨年も話
題にしましたが､NHK でテレビドラマ化され昨年 11
月から約１ヶ月間放送されました。市川森一が脚本だ
ったけど､｢償い｣の話とか入っているし､予算の都合も
あるだろうけど時代考証がけっこういい加減になって
しまって､そういう部分ばかり目に付いてしまったな。
まぁ主役が似なさすぎというのは置いといて(笑)
A: ドラマはちゃんと見たんですけど､なんかものすご
いスピードであらすじだけ進んでくような感じでした
ね(汗)。主役の坂口憲二の年齢のこともあって､小説の

中のいろんなエピソードを､齢が若いうちの話に詰め込
みすぎたせいもあったんでしょうけれど。
　まあしかし､あんなに体格のいいさだまさしがあるか
って(笑)。言っても始まらないお話ですね､こればかり
は。でも誰がキャスティングしたのかなあ。
R: それにハイライトとも言える精霊流しのシーンが季
節外に撮影せざるを得ず､どうも本物の精霊流しとは似
て非なるモノになってしまった印象があるな…。
A: 毎回エンディングで使ってた精霊流しの映像にして
も､うらさびれた感じになってしまってましたものね。
だからって､お盆に撮ることもできなかったんでしょう
が。
R: ｢精霊流し｣は田中光敏監督・主演：内田朝陽で映画
化も決まって､この秋に公開予定。そろそろ長崎では先
行公開されるのかな。出演は松坂慶子､田中邦衛､池内
博之､酒井美紀とけっこう豪華。ちょうど３月に僕が福
岡での学会のあと長崎に立ち寄った頃に長崎ロケをし
ていたようで。これまた主役が似なさすぎ…というの
はこの際置いといてあげよう(笑)
A: こんなに豪華なキャスティングで､元は取れるので
しょうか……そこがいちばんの関心事かも。
R: で､昨年 12 月に小説第２弾｢解夏｣が出版され(これ､
まだ読んでない…)､これも今年になって表題作｢解夏｣が
幻冬舎の見城社長の熱意でフジテレビ等の協力を得て
東宝配給で映画化が決定。主演：大沢たかお､石田ゆり
子とこれまた豪華です。作品的には地味そうだけど､自
伝的小説でもないだけにこちらのほうが純粋に作品と
して期待かな。
A: わたしは｢精霊流し｣も｢解夏｣も読んでないのでなん
ともいえないのですが､短篇小説の映画化ですか……こ
れは別の意味で心配ですね。見城さんが熱心に映画化
を働きかけたというのもすごい話ですが。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R: …てな処でそろそろ紙面が尽きるのですが､今年は
ちょっとだけファン意識とか危険な領域に踏み込み始
めてしまいました(笑)｡いよいよ来年あたりはレッドゾ
ーンにまともに飛び込んだ内容になるのでしょうか？
…って､来年は私､｢長崎から｣直前または同時期に学会
とぶつかるので対談どころぢゃない気がするんですが。
A: 切羽詰まったときにレッドゾーン全開はやめましょ
うね。ほんとうに危険になりそうですから(笑)。
R: …そうだ､別に｢長崎から｣直前じゃなくても対談や
って構わないのだよな。今迄気付かなかった(笑)
A: あ､ウェブ先行かウェブ限定で対談をするというこ
とですか。それも面白そうですね。ページ数の制限も
ないからデスマッチでいけますし。それこそレッドゾ
ーンに振り切れたきり帰ってこなくなったりして(笑)。
　それでは､次回がどうなるかはまだわかりませんが､
またよろしくお願いします。
(2003.7.31～8.3, メールによる意見交換を対談風にまとめました)
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DSD とは
－さだまさし作品のCDにおける高音質化技術導入の推移－

Text by RYOKAN

1. 緒言
　さだまさし氏が昨年 11 月にテイチクエンタテイン
メントからフォアレコードに移籍して以来、ほとんど
毎月のように企画盤 CD が発売されている。いずれ
も旧作品の音源に DSD リマスタリングを施して音質
を向上させていることを謳い文句にしているのだが、
この「DSD」って一体何？と疑問に思う方も多かろ
う。CD の後継を伺う次世代オーディオディスクとし
て注目される SACD のキーポイントでもあるこの
DSD システムについて解説すると同時に、さだまさ
し作品における音質向上の追求の歴史を振り返ってみ
ることにする。

2. マスター音源のデジタル化：PCM 方式によ
るレコーディング
　1983 年に発表されたアルバム「風のおもかげ」で
用いられたマルチトラック・アナログレコーダーはテ
ープ幅 1/2 インチ(1 インチ=約 2.54cm)・30ips(テープ
走行速度 30 インチ/秒)のものであり、当時考えられる
最高性能のものであった。ところが、この機材は当時
日本で数台しか存在せず、翌 1984 年の「Glass
Age」のレコーディング時には使用できない状態と
なってしまった。かといって以前使用していたテープ
幅 1/4 インチ・15ips のシステムに戻すことも今更
したくない、という意向から、当時ようやく一般化し
はじめた PCM デジタルレコーダーによるマスター録
音に初めてトライすることになった。1)

　PCM(Pulse Code Modulation)とはアナログデータ
である音を一定の時間ごとにアナログ/デジタル
(A/D)変換し、得られたデータを量子化して更に２進
数に変換したデジタルデータとして保存する方式で、
その音質は変換する時間の間隔(サンプリング周波数)と
デジタル変換したデータの桁数(量子化ビット数)によっ
て左右され、具体的にはサンプリング周波数によって

音の高低が、量子化ビット数によって音のダイナミッ
クレンジが決まる。2) CD の場合はサンプリング周波
数が 44.1kHz(1 秒間に 44100 回)・16bit(データの桁数
が２進数で 16 桁)という規格になっており初期の PCM
レコーダーもこれと同じものを用いることが多かった
が、やがて20bit を採用する例が増えていった。DVD
ではサンプリング周波数に 48kHz が使用され、近年
のレコーディングではより高音質な 96kHz・20bit
または24bit を採用する例が増えている。

　また、「Glass Age」以前にアナログレコーディン
グされた作品も続々と CD 化されたが、当時のアナ
ログ/デジタル変換技術では元のアナログ録音による
マスターテープの音を引き出すには不十分な面もあっ
た。1997 年にワーナーミュージック・ジャパンから
テイチク(移籍当時はワンダーエンターテインメント)に移
籍した後に、自ら原版権 (フリーフライト・レーベル) を
所有する「夢供養」(1979 年)以降の作品について再発
売の際にリマスタリングを行ったが、このときマスタ
ーテープがアナログ音源である「夢供養」から「風の
おもかげ」迄の作品についてはワーナー時代の CD
から音質の向上が明らかに認められる。

3. 20bit 音源を CD 用 16bit に変換する技術
の追求
3.1. SBM の採用
　さて、マスター音源に用いられているデジタル録音
装置では量子化に 20bit(2 進数で 20 桁、220)を用いて
いるが、CD では 16bit (2 進数で 16 桁、216)であり、
CD制作ではマスター音源の 20bit から 16bit に変換
する作業が必要になる。このとき、従来は下 4 桁を
単純に四捨五入して処理していたが、この部分の情報
も活用して音質の向上を図る技術がソニーによって開
発された。これがSBM (SuperBitMapping) である。
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　通常、アナログ信号をデジタルに変換するときには
必ず変換誤差が発生して、その誤差の成分は全て雑音
=量子化ノイズになってしまう。最も大きな音を 0dB
としたとき、量子化ノイズのレベルは(理論値で)16bit
では-96dB、20bit では-120dB となるので、その差
は 24dB(16 倍)もある。このため同じ録音レベルで
20bitと16bitとを録り比べると音のきめ細かさが16
倍も違うことになる。
　理屈でいえばこの量子化ノイズを減らせれば CD
の音が良くなる訳だが、変換誤差はどうしても溜まっ
てしまう。しかし実際には全ての高さの音が同じ大き
さで聞こえることはなく、聴感特性には偏りが見られ
るので、この事実を利用して量子化ノイズを聞こえに
くい超高域に偏らせてしまおう、というのが SBM の
原理である。
　アナログからデジタルに変換する際に出る誤差の成
分をフィルターに通し、誤差として扱わずに人の聴感
特性を考慮したパターンに基づいて元の情報に還元し
て上の桁に取り込ませることで、20bit の音を 16bit
に「濃縮保存」する。SBM では主に 3kHz 以下の中
低域の量子化ノイズの低減に効果があるが、その改善
効果は最大で 10dB 程度であり音質的には 18bit 相
当といえる。
　無入力時の量子化ノイズを擬音で表現すると、SBM
オフで「ザー」、オンでは「サー」になり、変換機器
のエンファシス機能を併用すると高域の量子化ノイズ
も減らせるので「スー」という感じになるという。こ
の相乗効果でアタック音はよりシャープに、残響はよ
り豊かになるが、音の純度が上がるとエネルギー感が
後退したような錯覚に陥るため、20bit の音に違和感
を覚えるミュージシャンもいるらしい。
　当初はソニーミュージックのクラシック音楽作品の
みが SBM 処理され CD 製品化されていたが、1992
年 12 月、米米 CLUB の生産枚数限定クリスマスア
ルバム「聖米夜」生産の際に初めて国内ポップス作品
にも SBM 処理が採用され、以後、ソニーミュージッ
ク製品の CD を中心に少しずつ SBM 処理が浸透して
いった。また、SBM マスタリングに対応したプロ用
録音機材が各社から登場したために、ソニーミュージ
ック以外でも SBM 処理された CD が出てくるように
なった。

　さだまさし作品で SBM 処理を最初に採用したアル
バムは1995年発売の「さよなら にっぽん」である。

この時の歌詞カードのクレジットによれば A/D コン
バーターにアキュフェーズ製 AD-2401 を使用してい
る。この A/D コンバーターでマイクからの入力を
20bit デジタル信号に変換してデジタルマスターテー
プに保存し、ミックスダウンの後 SBM 処理によって
CD用の44.1kHz・16bitデジタル信号に変換する、
という作業を行っている。

3.2. 参考：HDCD について
　また、CD の音質向上技術として、SBM とともに
よく用いられている技術として HDCD (HighDefini-
tion Compatible Digital) がある。これは米 Pacific
Micro Sonic 社が開発した高音質化技術で、HDCD
の”CD”とは「コンパチブル・デジタル」の略でコン
パクトディスクとは関係無い。SBM と同じく 20→
16bit への変換を行なうが、SBM が再生時に復元作
業を必要としない非可逆的な信号処理を行なうのに対
して、HDCD では専用のデコーダー(オーディオメーカ
ー数社から対応プレーヤーやアンプが出ている)を用いて
20bit の音を得ようとすると同時に、超高域の周波数
特性を改善する。
　HDCD では信号処理を行なう為の標本化周波数(サ
ンプリング周波数)が CD の倍にあたる 88.2kHz もあ
り、それを 44.1kHz に変換するためにフィルターを
用いるが、再生する音によっては相性の問題があるの
で様々な特性のフィルターを用意して処理をする音に
とって理想的なものをリアルタイムに選び、その情報
を CD では汎用の情報記録エリア(サブコード)に記録す
るので再生時のデータ補間後に同じ特性のものを選択
できる。
　さらに「ピークエクステンション」の機能では、最
大音圧と最小音圧の間=ダイナミックレンジの圧縮を
行なう。即ち大きな音は小さく、小さな音は大きくし
て 16bit で表現できる幅に抑える。この時、単に圧
縮させるだけではなく、圧縮動作を行なったタイミン
グとその量を、16bit の最下桁を利用して情報として
記録させる。この情報を元に復元作業を正確に行うこ
とができる。
　HDCD で処理された CD は最近の国内ポップス作
品では意外と多く、ロゴマークが描かれていない「隠
れ HDCD」も存在するようだ。デコーダー内蔵のプ
レーヤーで再生すると音の奥行感が増すが、ダイナミ
ックレンジの圧縮情報の記録にデジタル信号の一部
(16bit の最下桁)を使用するため、その分の音質を取り
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図 1  DSD の波形。アナログ入力信号のレベルが高い
部分では「1」が数多く出力され、パルスは密になる。

図2　10kHz短形波の方式の差による再現性

戻せないことから非対応の一般的なプレーヤーで再生
すると音が若干歪むように感じられるという。

4. DSD による録音：PCM 方式との差異
　現行のの CD の規格が開発されてから約 20 年が経
過し、その間にデジタル技術は大幅な進化を遂げ、ま
たソニーとフィリップスが保有する CD に関する特
許有効期限が迫っていることを考慮して、両社は新た
な音楽用ディスクの規格策定・提唱を行った。これが
スーパーオーディオ CD(Super Audio CD, SACD)であ
る。そして、この SACD で従来の PCM 方式に代わ
って開発・採用されたアナログ-デジタル変換方式が
DSD 方式(Direct Stream Digital)である。3)

　PCM 方式でより高音質化を計る場合、サンプリン
グ周波数や量子化 bit 数を増やしていくという手法に
なるが、DSD 方式では広帯域を直接 1bit デジタルデ
ータに変換するという、全く新しい発想になっている。
DSD 方式を一言で表すと、音声信号の波形をパルス
波形密度(濃淡)で表現する方式といえる(図１)。この波
形は空間を伝わる音の疎密波と同様のもので、音波そ
のものに近い形を再現できる。このことから、原理上
100kHz をはるかに超える非常に広い再生帯域と、
可聴帯域内での十分なダイナミックレンジの双方が同
時に確保でき、原音をより忠実に再現できるとされて
いる。

　現在主流の PCM 方式でのマスターテープから CD
の制作時には、データの間引きが行われ、再生時には
補間などの処理を行う必要が生じる。DSD 方式では
ΔΣ(デルタ・シグマ)変調器の出力信号そのものを直接
伝送するシステムであり、そのため複雑な変換プロセ
スが不要で、元の音楽信号をよりストレートに再現で
きるという。矩形波は、いわば多次数の高調波(倍音成

分)が含まれた信号だが、CD で採用されている PCM
方式では、２次高調波(20kHz)までしか再現できず、
出力は正弦波に近くなってしまう(図２左)。これに対
して DSD 方式では高次の高調波まで再生でき、原形
波に極めて近い波形で再生することができる(図２右)。
このように、DSD 方式は従来の PCM 方式のデジタ
ルオーディオでは成し得なかった音の鮮度、純度を保
ったままの伝送が可能になった。

　PCM 方式では、サンプリング周波数の半分をこえ
る周波数成分を取り除く為、強力な入力フィルターを
必要とする。通常の 44.1kHz サンプリングでは「ブ
リックウォール」と呼ばれるフィルターによって
20kHz までのオーディオ信号を通し、22.05kHz 以
上の信号を除去する。またオーバーサンプリング
AD/DA ではこのようなフォルダをカスケード(多段)
接続する為、補間の過程で量子化ノイズが発生してし
まう。
　DSD 方式では既存の処理方法から単に間引きと補
間を除去しデジタルオーディオを記録する。最初にア
ナログ信号が 64 倍オーバーサンプリング・デジタル
/シグマ変調によってデジタルに変換されると、その
結果がオーディオ信号の 1bit デジタル信号となる。
従来のシステムでは、その直後に 1bit の信号からマ
ルチビット(16 または 20bit)の PCM 符号への変換が行
われるが、DSD 方式ではこの 1bit のパルス信号を直
接記録する。1bit でできたパルス列は極めて『アナ
ログ』的な原形波に極めて近い波形を保つ為、滑らか
な原音再現が可能となる。また最良の 30ips/0.5 イ
ンチ・アナログレコーダーでは 50kHz 強の周波数を
記録可能としているが、DSD 方式ではこれを DC か
ら100kHz以上まで伸ばす事が可能となる。
　DSD 方式で録音されたマスター音源から「SBM
ダイレクト」と呼ばれるSBMの派生技術によってCD
用の 16bit PCM デジタル信号に変換し、CD を制作
している。
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　さだまさし作品において DSD 方式で録音されてい
ることが明記されているのは「季節の栖」(1999 年)
以降だが、既に 1997 年の「夢唄」からマスタリング
を行うスタジオが従来のオンキョー･ハウスからソニ
ーミュージック信濃町スタジオに変更されており、
SBM 処理のこともあってこの頃から DSD などソニ
ーの新技術を積極的に採用する動きがあったものと考
えられよう。また、過去の作品についても、アナログ
または PCM デジタル録音による当時のマスターテー
プをこの DSD 方式によってリマスタリング作業を行
い、今年続々と発売されている企画盤のマスター音源
に使用している。

5. DSD 方式の本格的活用：次世代オーディオ
ディスクへの移行
　DSD 方式では、コンパクトディスクの 64 倍の周
波数(64×44.1kHz)でサンプリングを行うため、サン
プリング周波数は 2,822.4kHz となる。CD では各
サンプルが 16 ビットでチャンネル毎のデータレート
は 16×44.1khz､すなわち 705,600bps(bit/秒)となる
が､DSD 方式では各サンプルが 1bit である為チャン
ネル毎のデータレートは 2,822,400bps。つまり CD
の４倍のデータ量に収めることができるため、近年の
技術進歩で急速に大容量化したハードディスクや光デ
ィスクに十分に収めることができる。
　たとえば DVD 規格では CD と同じ直径 12cm の
光ディスクながら単層で4.7GBと従来のCD(700MB)
の６倍以上の容量が可能となり、このためCDの「左
右２チャンネルステレオで最大 80 分」という規格か
ら、DVD と同様のディスク仕様が用いられる SACD
では CD と同じ 2 チャンネルステレオなら 109 分の
収録が可能で、「左右それぞれ前後+正面中央+重低音
(0.1ch として数える)のマルチチャンネル(5.1ch・6.1ch)
サラウンドステレオ」も規格に取り入れることができ
たのである。
　なお、DVD・SACD とも片面二層構造としてレー
ザーピックアップの焦点を変えることで表層および中
層のデータを読み取るが、DVD では必要に応じて両
層のデータ内容を振り分けたり或いは同等のデータ領
域として扱うのに対して、SACD では奥層に DSD
方式の音声データ(SACD、マルチチャンネルサラウンド
ステレオ)を、表層には DSD データから SBM ダイレ
クトによって 44.1kHz・16bit 2 チャンネルステレ
オ PCM に変換した CD-DA データを収める規格も

策定されており、この規格に沿った SACD は表層を
再生することで従来の CD プレーヤーでも(SBM 処理
された CD 音質だが)聴くことができる。(表層も DSD で
録音した規格の場合は長時間ディスクやマルチチャンネルサ
ラウンドに用いられる)

　もっとも、SACD と次世代オーディオディスクの
主流を競うことになる DVD-Audio(DVD-Video で映
像収録に割いている容量をすべて音声に振り向け、DVD-
Video で一般的に用いられている DOLBY DIGITAL や dts
などの圧縮音声でなく非圧縮音声で 5.1 チャンネルサラウン
ドを実現する規格)では DSD でなく従来通りの PCM を
採用している(48.0kHz・24bit と少し高精度にされたが)
ため、現行の規定で DSD の特徴をフルに発揮するた
めには CD や DVD-Audio でなく SACD が最適とい
うことになる。
　また、さだまさしが昨年秋まで在籍していたテイチ
クは元々が松下電器系のレコード会社であり、松下・
ビクター(松下グループで現在のテイチクの親会社)は
DVD-Audio 陣営にいることから、DVD-Audio 作
品として既に「続･帰郷」が DVD-Audio で発売され
ている。現在所属するフォアレコードも発売をユニヴ
ァーサルミュージック、販売をビクターエンターテイ
ンメントへ委託している形なので、現段階ではやはり
DVD-Audioで発売される可能性が高い。
　かつての VHS とβ方式のビデオ規格のように有力
メーカー同士の競争は現在も次世代 DVD 規格などで
起きており、SACD と DVD-Audio もその一つとい
えるだろうが(但しどちらも直径 12cm の光ディスクと寸
法的な規格は同一のため、既に複数メーカーから両方が再生
できる機種が登場している)、ここまで述べてきたように
音質向上に対して非常に積極的なアプローチを続けて
いるさだまさし氏だけに、折角の DSD レコーディン
グをそのまま再生できるソフトができるだけ早く発売
されることを期待したい。
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　元々、さだまさし研究会は 1980 年代初頭に早稲田大学と信州大学に創設された
ものが始まりと言われている。そして「長崎から」コンサートが始まった 1987 年
以降、全国の大学や地域に「さだ研」が次々と誕生した。
　特に 1990 年前後に東京大学さだまさし研究会・神戸市役所さだまさし研究会が
相次いで設立され、この頃「さだ研」設立ブームは絶頂を極めた。この背景には、
当時さだまさしがパーソナリティーを務めていた文化放送「セイ！ヤング」の影響
も大きかったようである。
　こうした全国的な「さだ研」ブームと時期を同じくして、1990 年 7 月、京大さ
だ研は誕生した。
　その後、さだまさしを聞く世代の中心が大学を卒業してしまったこと、さだ研設
立ブームに影響を与えた「セイ！ヤング」が 1994 年春に放送を終了したこともあ
って、次々と全国のさだ研が解散・活動停止をしていく中、「某宗教団体のダミーサ
ークルではないか」等とデマを流されつつも、京大さだ研は現在に至るまで生き残
り(?) 独自の活動を続けている。

■例会の案内
　時刻：毎月 10・20・30 日　18:00～
　　　　ただし当該日が土曜の場合は前日、日祝日の場合は翌日
　場所：「カフェテリア・ルネ」
　　　　京大生協西部会館「ルネ」2 階、テラス寄のテーブル辺り。

■活動内容
　1. 会誌の編集･発行
　2. 屋外コンサート「長崎から」参加（毎年 8 月 6 日、有志による参加）
　3. 11 月祭における京大構内ゲリラライヴ「神出鬼没こんさあと」
　4. 季節毎の（+突発的な）宴会、旅行＆お遊び企画、等々
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