
2005.5.8　大坂城ホール
母をたたえるコンサート

2005.9.6-7　日本武道館
ソロ通算3333回記念コンサート

2005.8.6　稲佐山公園野外ステージ
2005夏 長崎から

過去に例のないアリーナ公演が続く2005年。
そして19度目の｢夏･長崎から｣。

京大さだ研､16度目の夏。
会誌も2年ぶりに復活です。

京都大学さだまさし研究会
http://www��plala�or�jp/ryokan/sadaken/ 
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今年5月、ゴールデンウィークに大坂城ホールで行われた「母をたたえるコンサート」。 
この「長崎から」よりちょうど1ヶ月後、9月にあの日本武道館で行われる 
ソロ通算3333回記念コンサート。 (さだまさしの武道館単独公演は初) 

その一方で、恒例のFC会員向け「まさしんぐWORLDコンサート」が今年は中止。 
滅多にアリーナクラス会場でコンサートを行わないさだまさしが、東西の代表的アリーナ会場で 
特別なコンサートを行う今年は、いつもと少し違う雰囲気があります。 

また、昨年来、何度かさだまさし本人が公言しているように、20回目を迎える来年で 
「夏・長崎から」が終了するかもしれません。 
勿論、各方面から存続の働きかけはあるかもしれませんが、少なくとも今の形での「長崎から」は 
来年で終わりになる可能性が高いのでしょう。 
(実際には「ピーススフィア・コンサート」とサブタイトルが付いた頃から変化したとは思うのですが) 

 
1990年7月の創立以来、京大さだ研もこの夏で15周年。16度目の夏を迎えます。 
創立当初から数々の奇人メンバーを抱え、そのキテレツな活動から「さだ研の極北」と呼ばれ、 
一時は公式FC会報に1コーナーを新設させる妙なムーヴメントを引き起こし、 
やがてセイヤングが終わり各地のさだ研が活動を停止していく中もかろうじて生き残り、 
京大内では一時「オ○ム真理教のダミーサークル」などとあらぬデマを流され(←実話)、 
いまどきの大学生がそんなにさだまさしを聞く筈もなく新人加入も激減した中、 
それでも細々と続けております。 
 
1993年にはじめて稲佐山上で会誌をばらまいて以来、内容を変遷しつつ続けてきましたが、 
昨年は諸事情により配布する事ができませんでした。 
こんな会誌でも毎年楽しみにしておられる奇特な方もいらっしゃるそうで、本当にすみません。 
今年は復活です。待ち時間にでもご一読ください。 
 
 
 
なお、過去に稲佐山上で配布した会誌4年分(2000-2003)は現在、京大さだ研サイトにてPDFで 
ご覧頂けるようになっています。(http://www6.plala.or.jp/ryokan/sadaken/) 
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RYOKAN(以下 R): 今回の対談は、過去数年に渡って
きて続いてきた「近年のさだまさしの活動について語
る」ものではなく、「こういうアルバムができないか」
という対談者2名による空想と妄想と暴走の産物です
(笑)。 
ANDY(以下A): ほんとうに妄想が暴走ですねえ、これ
はもう(笑)。 
R: 「さだまさしトリビュートアルバムを作るなら、誰
にどの曲を唄わせたいか」ということになるんですが。 
 このところトリビュートアルバムが流行りですが、
昨年 CGS や外人さんに唄わせたトリビュート盤が出
て、この分だと、そのうちにさだ企画+FOAが手持ち
の、もしくは縁ありすぎなベテランの歌手ばかりを使
って安易なトリビュートアルバムを作ってしまいそう
な予感(つうかほとんど悪寒)がするので、その前に理
想(妄想)の俺的ベストなトリビュート盤企画を考えて
みよう、というものです。 
A: トリビュートというか､カバーコンピレイションを
作るなら､幅広い人選でなきゃ面白くありませんから
ね。 
 せっかくだから､こんなの聴いてみたいっていう､ま
ず実現不可能で好き放題な希望を全開にしてみたいで
すね。 
R: この対談、最初は昨年の「長崎から」に間に合うよ
うに企画して始めたのだけど、諸事情で今年までずれ
込んでしまいまして(汗)その間に、かつてさだまさし
が他のアーティストに提供した曲のオリジナルと、さ
だの持ち歌を他のアーティストがカヴァーした曲によ
るコンピレーションアルバム「Originals」が FOA か
ら出たし､この分だとホントにこういうアルバムが出
そうな勢いですな。 
 どうせ出すのだったら、例えば 97 年にさだ自身が
参加した加山雄三トリビュート盤とか、最近なら尾崎
豊のトリビュート盤並みのモノを希望したいと思うの
です。 
A: 尾崎豊のは、参加メンバーがすごかったですよね。
コピーコントロールCDでなかったら買ってたところ

でした(追記:尾崎豊トリビュートの発売元であるソニ
ーミュージックが、LGCD2 方式のコピーコントロー
ルCDとして発売したアルバムを、すべて普通規格の
CD-DA として発売し直すことを決定した。やった、
これで買える)。加山さんのとかひばりさんのとかも、
メンバーの振れ幅と解釈の幅が面白かったです。あの
アルフィーの持ち歌にしか聞こえない「夜空の星」と
か(笑)、それこそさださんがやわらかに唄った「港町
十三番地」とか。 
 いやしくもトリビュート盤を作るのなら、この水準
くらいにはいってほしいですよ、やっぱり。高望みが
過ぎるってわかってても。 
R: ということで、考え方としては「このアーティスト
ならどの曲を唄って欲しいか」というアーティストあ
りきの選曲と、「この曲はどのアーティストに唄っても
らいたいか」という曲ありきの選択が考えられますが、
両方から考えていくことにしましょう。 
A: どちらのほうが潤沢にネタが出るでしょうか(笑)。
そのへんはまあ、自由連想でいきましょう。 
R: で､トリビュートアルバムという観点から､今回は
さだまさしと近い世代で、同時期に活動を始めたアー
ティストは敢えて外すことにしましょう。目安として
は、さだまさしがセールス的にひとつのピークに達し
ていた 1979～80 年頃にまだプロデビューしていな
い世代のアーティストに限定。もっとも､その1979～
80 年にまだ生まれてすらいないアーティストの名前
も挙がりそうだけど(笑)。 
 結局これは対談者2名が普段聴いてるのがどの辺り
なのかがきわめて分かりやすいネタでもあるよなぁ
(苦笑)。 
 

■アーティストに唄ってほしい曲を考える 

 

R: 当然(?)、さだまさしを好きと公言しているアーティ
ストは考慮していく訳ですが、例えば同郷の福山雅治
は既に「秋桜」をカヴァーしており、これはそのまま

勝手にトリビュートアルバム選曲会議 
いちおう対談風：RYOKAN × ANDY 

福山雅治：同郷のビッグスター 
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山口百恵トリビュート盤にも収録されていますけど、
他を唄ってもらうとしたら何がいいでしょうかね？ 
A: これ、なかなか難しいですね。二枚目なバラードを
唄ってもらいたいようには思うのですが。アップテン
ポでキレたのでも面白いけれど、だからって「時代は
ずれ」ってわけにもいかないし。 
 ふと思ったのは「The Best for You」あたりです。
ひどく知名度の低い曲ですけど、個人的には珠玉のピ
アノバラードだと思うので。でもなんか微妙にエロっ
ぽい雰囲気になってしまいそう(汗)。 
R: それは確かに合いそうですね。問題は曲自体の知名
度か(苦笑)。 
A: そうなんですよね(溜息)。それがいちばんの問題で。
この曲、けっこうなファンだって知らない可能性が高
い気がします。シングルのB面で、アルバムにも入っ
てない曲だから。 
R: 買ってもらうことを考えるとファンの間での人気
曲や世間的なヒット曲は避けられないのも確かで、そ
れを考えなければいい選曲なんですけどねぇ。 
A: でも、色目を使わないわけにはいかないからなあ。
本気で企画してるんですから(笑)。 
R: あとは、此処で名前の挙がりそうなアーティストで
は恐らく彼が唯一の長崎出身になるだろうから、長崎
関係の曲を唄ってもらいたい願望もあるなぁ。「精霊流
し」は流石にさだ以外の誰が唄っても合わないだろと
思うんだけど(笑)「長崎小夜曲」あたりはイイかも、
と想像してみたり。アレンジは「長崎から」で演るハ
デなの('90)でなく、オリジナル Ver. かライヴで演った
ボサノヴァっぽいアレンジが合いそうかな。 
A: ボサノヴァだと､また微妙にエロい路線ですね(笑)。
オリジナルの編曲のベースやドラムスを強化して､も
うすこし踊れそうな雰囲気にしてやってもらっても､

なかなか決まりそうですね。 

 
 
R: スピッツも「ライブの目標」にさだまさしを挙げて
いた事があったし、こういう企画が実現するならホン
トに参加しそうなところですけど。 
A: さだまさしコンサートの何を目標にしてたんでし
ょうか(笑)。福山雅治も、全篇の半分くらい喋ってる
コンサートをやってみたいとか言ってたような気がし
ますが。 
R: 意外にどの曲も合いそうだけど｢これ｣というのが
無いかなぁ…と考えていたら､ふと「なつかしい海」
はどうだろうと思ったのですが。…なんか凄くハマり
そうな気が(笑) 
A: これはすごい。一発で草野さんの声で聞こえてきま
したよ。明るいメロディーと悲しい詞の組み合わせが
スピッツっぽいですね。「渚」あたりのアレンジ(バン
ドサウンドにシンセサイザーのうにょうにょした音を
かぶせている)が似合いそうです。 
 ……いや、もう草野さんボーカルの「なつかしい海」
が頭の中で鳴りっぱなしになっちゃったじゃありませ
んか。「なつーかしーいうみへーかえろおー」の「おー」
の高音が延々と(爆笑)。 
R: やっぱイメージしているところが同じだ(笑) 
 

 
A: ミスチルに「立ち止まった素描画」っていうのはど
うでしょう。メロディーラインの起伏がかなり激しく
て一筋縄でいかないのにポップにまとめてしまうあた
り、雰囲気が似通ってるように思うんですが。 
 あの微妙に説教くさい詞の雰囲気も、最近のミスチ
ルっぽい気がします(笑)。唄い出しいきなり「別れた

Mr. Children：独特のメロディーセンス 

■福山雅治 
1969 年長崎生まれ。1990 年「追憶の雨の中」でデビュー、音楽活動と並行して俳優としても活動し、1992 年にドラマ「ホー
ムワーク」に出演して注目を集め、次第に音楽面でも注目を集めるようになった。翌年「ひとつ屋根の下」に出演して人気俳優
としての地位を確たるものとし、1994年のシングル「It's Only Love」で初のチャート1位を獲得、以後コンスタントにヒット曲
を出しているが、中でも 2000 年「桜坂」の大ヒットは記憶に新しい。織田裕二・江口洋介など俳優と音楽活動を兼業する最大
成功例ともいえる。絶大な女性人気を誇る2枚目でありながら下ネタも連発し「オールナイトニッポン」等で見せるトークも評
価が高い。  http://www.amuse.co.jp/artist/masaharu_fukuyama/ 

■スピッツ 
草野マサムネ(Vo/G)・三輪テツヤ(G)・田村明浩(B)・崎山龍男(Dr、4人とも1967年生まれ)によるバンド。1987年に結成。1991
年「ヒバリのこころ」でメジャーデビュー。95年「ロビンソン」のヒットで名を知られるようになった。草野が手掛ける歌詞や
爽やかなヴォーカル、フォーク的な雰囲気を感じさせる曲調で人気を得ている。1997年7月27日には「長崎から」会場である
稲佐山公園野外ステージでコンサートを開催。   http://spitz.r-s.co.jp/ 

スピッツ：ほんとに目標にしていいんですか 
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んだってね」って入るあたりもそれっぽいかなと。 
R: たしかに空耳が想像しやすい曲かも(笑)。ミスチル
自体けっこう振れ幅の大きいところがありますからね、
考えてみるとけっこう色々な曲が似合いそうな気もし
てきたな。有名どころだと「道化師のソネット」とか
「デイジー」あたり結構いい感じかもしれない。 
A: 「デイジー」はもう、サビは桜井さんのシャウト一
発で決まりですね(笑)。アルバム版の最後のサビ繰り
返しなんか、もうそのままで。 

 
 

A: 「道化師のソネット」は、川村結花がピアノ弾き語
りライブで唄ったんじゃなかったか、って話が出たこ
とがありましたよね。それは記憶違いで、ほんとは「フ
レディもしくは三教街」だったんですけど、「道化師」
もいいなと思います。あの凛とした声とピアノ一本だ
けで聴いてみたいですね。 
 あと、逆にぐだぐだに潰れてる系の「まりこさん」
とか。かなり悪夢です(笑)。 
R: この人がやる場合はピアノ曲になる訳ですが、別に
オリジナルがピアノ曲である必要はなさそうですね。 
A: どんな曲でもアレンジしてピアノ曲にもっていけ
そうですからね。ほんとに、ピアノに愛されてるよう
な人ですよ。 

R: …「破」をピアノアレンジであの声でいったら、ど
うなるんだろう。 
A: もともとはエレキギターが吠えまくりのところを、
ピアノでテンション高いコードばりばりにして、ばし
っと唄っていただくわけですね。なかなかすごそう。 
 
 

A: スピッツ、ミスチルの名前が出たから、こうなると
ウルフルズにもどうにかして出ていただきたい(笑)。
けど、何を唄ってもらったものか。トータスさんのど
こかブルースを感じる声がうまくはまる曲が……なか
なか思いつかない。 
R: 「ガッツだぜ!!」とか「ええねん」の力押し一辺倒
で押し切る芸風はさだまさしからかけ離れてるからな
ぁ(笑)。…「時代はずれ」とか(おいっ!!)(笑)。意外にハ
マりそうな気もするけどね。 
A: うわあ(爆笑)。確かに、さださんで力押し系ってい
うとそのあたりになるのかも。でもただの酔っぱらい
の親父だ(笑)。 
R: あとは「夜間飛行」も結構いいかも。 
A: こっちはきれいですね。ブルースというよりは青さ
って感じでいけそうです。オリジナルよりも静かなア
レンジで聴いてみたいですね。 
 

川村結花：ピアノ侍 

ウルフルズ：アホアホパワーと青い力 

■Mr. Children 
桜井和寿(Vo/G)･田原健一(G)･中川敬輔(B)･鈴木"Jen"英哉(Dr)の 4 人によるバンド。プロデューサーはメジャーデビュー以来ず
っと小林武史。1988年結成、1992年アルバム「Everything」でデビュー。翌年のシングル「CROSS ROAD」がミリオンセラ
ーの大ヒット、1994年には「Tomorrow never knows」が200万枚突破、「innocent world」で日本レコード大賞(史上初の欠
席受賞)。1996 年に「名もなき詩」でふたたび 200 万枚突破、この頃は出す CD すべてミリオンセラーだった。1997～98 年
に活動休止、2002～03年にも桜井の病気療養から一時休止。2004年「Sign」で再び日本レコード大賞(今回は出席した)。 
http://www.mrchildren.jp/ 

■川村結花 
1967年大阪生まれ。東京芸術大学作曲学科卒。1995年シングル「あなたを失うことより」アルバム「ちょっと計算して泣い
た」でデビュー。他のアーティストへの楽曲提供やコラボレーションにも積極的で、98年、SMAPに提供した「夜空ノムコウ」
の大ヒットで名を知られるようになった(作曲のみ､作詞はスガシカオ)。最新シングルは、小田和正プロデュースの「ビューテ
ィフル・デイズ」(2003年)。この数年は、小規模な会場でのピアノ弾き語りライブ「PIANO NIGHT」を積極的に展開。 
http://www.kawamurayuka.com/ 

■ウルフルズ 
トータス松本(Vo)・ウルフルケイスケ(G)・ジョン・B・チョッパー(B)・サンコンJr.(Dr)の大阪出身の4人によるバンド。1988
年に喫茶店のバイト仲間で結成、1992 年「やぶれかぶれ」でデビュー。「大阪ストラット」「すっとばす」などカメラ 1 台で
撮ったプロモーションビデオが関西では深夜によく流れ強烈な印象を残すもヒットには恵まれず、95 年「ガッツだぜ!!」の大
ヒットにより全国区に(これも PV が凄かった)。1999 年にジョン・B・チョッパーが脱退し 3 人編成になったが 2002 年に行
われたライヴ「ウルフルズ10周年5時間ライブ!!～50曲ぐらい歌います～」より復帰、元の4人に。    
http://www.ulfuls.com/ 
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R: それから、倉本聰つながりにもなるけど、最近テレ
ビでの共演が続いた平原綾香も面白いかもしれない。 
A: 「ミュージックフェア 21」の共演(2005.3.5OA)
はよかったですよ。「秋桜」が思ってたよりもずっと違
和感なくて。ふたりのハモりもうまくはまっていたし。 
 この人には、やっぱり大きなメロディーの曲を歌っ
てほしいところです。「祈り」が思い浮かびました。ち
ょっと荷が重すぎるでしょうか。でも「Jupiter」も無
駄にスケールでかい曲だったし、いけないこともない
かもしれない。 
R: 僕は「ひき潮」とか「夕凪」あたりがいいかなぁ、
という気がするんですけどね。どちらも海辺系という
か「帰ろう」系というか(←何ぢゃそら)。 
A: ああ、それはいいですねえ。どちらもメロディーが
おおらかな曲ですし。海辺系なだけに、ってところで
しょうか。 
 平原綾香には、「ひき潮」のほうが合ってるかもしれ
ませんね。音域や音の伸びからいくと。 
R: そういえば、以前「2ちゃんねる」のさだ系スレッ
ドで「風が伝えた愛の唄」の話題で何故か平原綾香の
名前が出てきたんだけど、考えてみるとこの曲を彼女
が唄うのもアリですよねぇ。イントロ無しであの低音
から始まる唄い出しとかクラシックが下敷きになって
いる部分とか、「Jupiter」と共通点ありすぎってばあ
りすぎですけど。 
A: これは空耳が聞こえてきた。冒頭の「きみーがいー
ま」の前に息を吸う音まで聞こえる(笑)。そのへんま
でまるっきり「Jupiter」なんだけど。 
R: その「Jupiter」のアレンジを担当した坂本昌之さん

は今じゃ売れっ子ですけど、その昔は佐田玲子のバッ
クでキーボードを弾いてた時代があって、「まさしんぐ
WORLDコンサート」でミュージカルの舞台にも出て
いるのよ(1991年「RATS FINAL」)。まぁ本人には思
い出したくない過去かもしれないけど(笑)。 
A: 17へぇくらいです(笑)。 
R: それに平原綾香の父上である平原まこと氏自身、レ
コーディングだけでなく 20 周年記念コンサートの時
とかさださんのライヴに出ていた訳だし、そういう部
分で実はつながりが結構あるのは確かですね。 
A: たしかに、さださんのコンサートでサックスってい
うと、平原さんって印象はありますね。3000 回のと
きも平原さん出てたし、夏の長崎にもよく出てたから。 

 

 
R: 昨年、さだ原作の｢解夏｣を連続ドラマ化した｢愛し
君へ｣で主題歌を唄った森山直太朗。もちろん母親が
あの方ですから、ひょっとしたら彼が子供の頃から直
接知っているんじゃないかと思うけど、なんといって
も「さくら」PVでの倉田さんの後ろ姿でしょうね(笑)。 
A: あのときは、倉田さん、さださんのコンサートでも
客席に背を向けてお辞儀してましたもんね(笑)。「日本
一背中が有名なピアニスト」だってね。 
R: 一昨年末頃だったかな？「『さくら』PVと同じ構図
で『たいせつなひと』PV を作ったらいいかも」とか
そういうネタで話した記憶がありますけど(笑)。ここ
は「生きとし生けるもの」つながりで「防人の詩」か? 
あまりにそのまんま、という気もしないでもないけど。 
A: でも、「防人」のときさださんが 28 歳だったこと
を考えると、同じくらいの齢でこの曲をこなせそうな
のは直太朗さんくらいのものでしょう、やっぱり。 

平原綾香：おおらかな声で 

森山直太朗：堂々たる若者 

■平原綾香 
1984年東京生まれ。トランペット奏者の平原勉を祖父、サックス奏者の平原まことを父に持ち、自身も現在音楽大学のサック
ス専攻に在籍中。2003 年、ホルストの組曲「惑星」の「木星」に日本語歌詞をつけた「Jupiter」でデビュー、いきなり大ヒッ
トとなる。セカンドシングル「明日」は翌年に倉本聰原作の連続ドラマ「優しい時間」の主題歌となった。「ミュージックフェ
ア」や7月23日に加山キャプテンコーストスキー場で開催される「湯沢フィールド音楽祭」など最近さだまさしとの共演が続
く。勿論、父上の平原まこと氏は「長崎から」を始め過去に何度もさだまさしのステージでサックスを吹いています。 
http://www.ayaka-hirahara.com/ 

■森山直太朗 
1976年東京生まれ。言わずと知れた森山良子の長男だが本格的な音楽活動に入るのは遅く、2001年インディーズで「直太朗」
他をリリース、2002年にアルバム「乾いた唄は魚の餌にちょうどいい」でメジャーデビュー。2003年春「さくら(独唱)」の大
ヒットで地位を固めた。独特の言葉遣いと歌唱法が印象的な「夕暮れの代弁者」または「起き抜けの革命家」。昨春の「解夏」
をテレビドラマ化した「愛し君へ」主題歌の「生きとし生ける物へ」のように映画やテレビ番組の主題歌、CMに起用されるケ
ースが多く、メジャーデビュー以来のシングル8枚すべてにタイアップが付いている。    http://www.naotaro.com/ 
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 これは「おしえて、くどぁーさい」って裏声が聞こ
えてきます(笑)。 
R: あるいは、これまた微妙な繋がり方？になるけど
「桜散る」もサビ近辺の想像がつきやすいな(笑) 
A: こんどは「さくろぁー」ですか。こっちはこっちで、
詞まで含めてなんか直太朗さんっぽい世界ではありま
すね。場面の切り取りかたが微妙にまっすぐじゃない
あたりが。 

 
 
R: それと、今のところ繋がりはないけど、一青窈もい
いかもねぇ。声質的にはアリだと思う。 
A: 一青窈はたしかに思いついたのですが……なんか
「僕らの音楽」の放送が始まったころの出演者の並び
みたいになってきましたね。 
R: (笑)たしかに。彼女の出自からそう思った訳じゃな
いけど､さだ曲(歌詞)の特徴のひとつといえる「無国籍
ソング」が合いそうかな。「交響楽」あたりもイイかも。 
A: ｢くやん～で～は～いな～い～よ～｣あたりが、あの
独特の節回しに乗るわけですね。これはいけそうです。 
R: 近い路線だけど「たずねびと」や「童話作家」もあ
るかな。 
A: 一青窈の「童話作家」はけっこう恐いかもしれない
(笑)。なんか穏やかなメロディーの裏側に隠れてる部
分がちらちら見える感じで。 
 無国籍もののもうひとつの横綱とも言える(笑)「異
邦人」は、ちょっと違いますかね。 
R: ｢君の好きな人と百年続｣かなかった訳だな、それは
(苦笑) てか上に挙げたのも全部そうだけど。 
A: たしかに、みんな別れの風景とか別れたあとの話な
んですね。それが無国籍ものの真相、っていうか深層
だったのか。いま初めて気づきました。 
 

 
 
R: 鬼束ちひろは彼女の母親がさだファンで「歳時記」
の歌詞から取って「ちひろ」と名付けたという話が知
られているけど、それってつまりいわさきちひろから
名付けたという方が正しい気もする(苦笑)。 
 それはともかく､谷村さんが｢いい日旅立ち･西へ｣の
時にわざわざ指名したように、彼女も唄ってもらいた
い一人だけど、どんな曲がいいでしょうかね。中島み
ゆきトリビュートだったら合いそうな曲をいろいろ思
いつくんですが。 
A: どうしても「月光」あたりの張りつめた雰囲気を思
い浮かべてしまうんですけど、「Sign」みたいな穏やか
でロマンチックな曲もあるし。そのあたりから探して
みるといいのでしょうか。 
R: 「歳時記」は彼女には合わないだろうしなぁ。逆に
「神話」てのも違うし。いくらGod's Childとはいえ
(笑)  
A: そのへんはネタにしかなりませんね(笑)。 
R: それこそ「秋桜」あたりがいけそうですけどね。「檸
檬」とか「飛梅」とか、ソロ初期のマイナー進行の曲
が合いそうな印象があるのは僕の先入観かもしれない
けど。メジャー進行なら「療養所」くらい？ どれもソ
ロ初期曲ばかりになっちゃうけど。 
A: なんか、根拠はないんですが、この人はサビで唄い
あげる曲が似合いそうな感じがしますね。あと、一人
称「僕」が似合う人でもある。いま挙げられた 3曲は
どれも当てはまるんですけど、「療養所」は面白そうで
すね。雰囲気が出そうです。 

 

 
R: 以前、雑誌「BREaTH」で本人たっての希望でさだ
まさしと対談した山崎まさよし。本来この会誌が出る
はずだった2004年の「長崎から」ではコンサート開

一青窈：不思議な存在感 

■一青窈 (ひとと よう) 
1976年生まれ。台湾出身の父と日本人の母親を持ち少女時代を台湾で過ごす。｢一青｣は母の旧姓。慶應義塾大学環境情報学部
卒。2002年「もらい泣き」でデビュー、翌年にかけてロングヒットとなる。印象に残る独特の歌詞と歌唱で、曲のタイトルに
も独特のセンスが見られる。「ハナミズキ」「影踏み」と2作連続でJRAイメージソングに。8月16日には京都・祇園甲部歌
舞練場でライヴを行う。    http://www.hitotoyo.ne.jp/ 

■鬼束ちひろ 
1980 年宮崎生まれ。2000 年「シャイン」でデビュー、「月光」が鮮烈な印象を与えヒット。アコースティックサウンドに乗
せて落ち着いた歌声を聞かせ、日本のポップスで独自の位置を占めるに至ったが、ここ数年は事務所移籍や体調不良など活動
休止が続いている。最近なぜか増えた「裸足で唄う」女性シンガーの一人。   http://www.universal-music.co.jp/onitsuka/ 

鬼束ちひろ：水色の笑顔(ではない) 

山崎まさよし：ギターの名手としても 
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催 1週間前になって突如ゲスト出演が発表され、学会
発表とぶつかり去年に限って長崎に行けなかったこち
らは血涙でしたよ(泣)。 
A: わたしだって大泣きでしたよ。いつものバックバン
ドを従えずにさだバンドと共演するという、とんでも
ないことまでやってくれたし。石川鷹彦さんとギター
デュオでやった「名前のない鳥」なんて、会場で聴き
たかったなあ。 
R: 彼なら、「BREaTH」対談の時にも話題に出ていた
「前夜」をあのギターで是非聴いてみたいところです
ね。「全部、君だった。」みたいな雰囲気になるかな。 
A: 間違いなくそれよりは暗いでしょう(笑)。でも雰囲
気はわかりますね。山崎さんも内省的ではあるけど、
こういう感じの詞はないから､どんなふうに唄ってく
れるか。 
R: もしくは逆方向のギタープレイということで
｢1989年渋滞｣か。どっちも聴きてぇ(笑) 
A: ｢渋滞｣を山崎さんのひとり多重録音バンドでって
いうのは､ものすごく聴いてみたいですね｡でも､この
曲はさださんの個人的な思いを唄ってるから､ほかの
人にやってもらうのはちょっと難しそうな気もします
ね。 
 いま思ったんですが､山崎まさよし｢甲子園｣ってど
うでしょう。またマイナーな曲に走ってしまってます
が(汗)。 
R: 親友スガシカオが今夏の甲子園番組(ABC)のテーマ
曲だしなぁ…関係ないって(笑)  けど確かに彼のギタ
ーで聞いてみたいかも。 
 
 
 

 
 
A: これまた関西の生んだ偉大なギター芸人であると
ころの(笑)、押尾コータローにも出てほしいですね。
本人がコンサートで「アリスで育ちました」って話を
してたくらいなので、さださんにもつきあってもらえ
ないかと。 
 押尾さんには､是非｢まんまる｣をインストゥルメン
タルで演奏していただきたいですね。あのややこしい
イントロからメロディーまで､例によってギター一本
でやっていただくわけです。オリジナルと聴きくらべ
ると､吉川忠英 vs 押尾コータローってことになります
(笑)。 
R: この人だと、シンプルなギター曲でなく複雑なアレ
ンジ・楽器編成の曲でも一人でこなしてしまいそうな
気もしてしまうな(笑)。「上海小夜曲」を一人でやって
しまうとか(笑) 
A: あれはもともと半分インストゥルメンタルの曲で
すものね。あのばりばりフュージョンな曲でも、押尾
さんなら違和感なくこなせてしまいそうで恐い。さだ
さん作曲じゃないという問題がありますが(笑／作曲
は当時のバックバンド・亀山社中のエレキギター担当、
立山健彦)。 
 ｢二千一夜｣あたりだと、押尾さんのオリジナルに聞
こえてしまうかもしれません(笑)。この曲にしても、
オリジナルのシングル版だと、金管が入ったりパーカ
ッションがにぎやかだったりするのですが。 

 
 

R: かつてさだまさしとレコード会社が同じ(ワーナー)
だった槇原敬之。彼といえば、さだまさしとともに日

押尾コータロー：大阪生まれフォークソング育ち 

槇原敬之：物語使い 

■山崎まさよし 
1971年草津(滋賀)生まれの防府(山口)育ち。1995年「月明かりに照らされて」でデビュー。1996年の3rdシングル「セロリ」
が後にSMAPによってカバー、シングル発売されヒットし注目を集めた。1997年には映画「月とキャベツ」に、1998年には
連続ドラマ「奇跡の人」にそれぞれ主演、両作の主題歌(「One more time, One more chance」「僕はここにいる」)も手掛けた。
シンガーソングライターとしては例外的ともいえる程にとんでもないギタープレイの技を持ち、ギター弾き語りだけのライヴ
で全国ツアーも行っている。近年のシングルは必ず初回限定版でPVのDVD付き仕様。所属事務所が同じスガシカオ・杏子ら
とのユニット「福耳」でも「星のかけらを探しに行こう Again」等ヒットがある。昨年「長崎から」に出演したのは記憶に新
しい。    http://www.office-augusta.com/yama/ 

■押尾コータロー 
1968 年大阪生まれのアコースティックギタリスト。2002 年にメジャーデビュー。ひとりで弾いているとは思えないほどのテ
クニックと迫力、自作曲だけではなく映画音楽やアニメ・特撮の主題歌までも消化し演奏する広いレパートリーで、従来のギ
ターファン以外の幅広い層からも支持を得ている。自らのラジオ番組「押しても弾いても」(大阪毎日放送・水曜21:00)で毎週
演奏のリクエストに応える(http://mbs1179.com/oshio/arrange.html で最新放送分の演奏が聴ける)など、サービス精神が旺盛
なところも持ち味。  http://www.kotaro-oshio.com/ 
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本屈指のストーリーテラーで、面白い切り口から物語
性の高い歌詞を書ける人という印象も強いです。ユー
ミンと中島みゆきさんの両方から気に入られる存在と
いうのも凄いんですが。 
A: 槇原さんが音楽の道に進むきっかけになったのは、
FM でやってた坂本龍一の番組でしたね。素人の投稿
テープの中から面白いものを紹介するって企画のとき
に、槇原さんのが取り上げられたっていう話で。それ
に、矢野顕子さんともおつきあいがあるみたいですし。
なんだかさらに猛烈なメンツに(笑)。 
R: 彼がさだまさしを唄うとハマりそうな曲も色々あ
るんですけど、だからって「パンプキン･パイとシナ
モン･ティー」あたりをやらせたらやり過ぎになるだ
ろうな(笑)。「8つ目の青春」も微妙に違いそうだし。 
A: えー、「パンプキンパイ」はありじゃないですか。
「転校生」とか、微妙に恥ずかしい感じの曲唄っても
らっても、いけそうですよ。 
R: 「魔法使いの弟子」だといい線いってるかもなぁ。 

A: それも面白そうですね。ここまでメルヘンな曲は槇
原さんにもそうなさそうですし。なんかこういうお父
さん役似合いそう。「もう寝なさい」とか言うのね(笑)。 

 
 

A: そうそう、西川貴教にもさださんの曲を唄ってほし
いですね。なんか関西出身の人ばかり続きますが(笑)。
もうだいぶ前のことですけど、「LOVE LOVE あいし
てる」で村下孝蔵の「初恋」を唄ってるのを見たら、
なんかきゅーんときて(笑)、こういう西川さんもいい
なと思って。 

R: 俺もこれは見てました(2000.10.21OA)。村下さん
が亡くなった(1999.6.24)翌年で、直後の「長崎から」
でさださんも唄いましたが。あれは確かに良くて、ま
ぁ元々うまい人ではありますからね、結構フォークも
合うもんだなというのが新鮮だったな。今じゃすっか
り「ガンダムSEED」シリーズの人ですが(笑)、あちら
でも激しい曲とバラードの両方が使われているし、ど
ちらも彼の魅力ではありますね。 
A: いま考えてみたのですが……さださんの曲の中で
唄ってほしいと思うのは、やっぱり激しい曲のほうか
もしれない。「マグリットの石」や「春雷」あたりはは
まりそうですよ。あと、もう少し静かなのだと「空蝉」
とかどうでしょう。またことごとくメジャーじゃない
曲だ(苦笑)。 
R: たしかに「マグリットの石」とか「春雷」は似合い
そうですね。そのあたりを浅倉大介がどうアレンジす
るかも興味あるな。結構やれそうな素材ではあるし。 
A: 「マグリット」だったら、冒頭サビは遅めのテンポ
で入って、本篇に入る間奏で一気にテンポアップして、
なんて感じかなあ。で、本篇のサビは西川さん得意の
叫びで。そのへんは「THUNDERBIRD」あたりのイ
メージですかね。 
R: 新曲「vestige」のイメージにも重なりますね。スト
ライクフリーダム(ガンダム)が翼広げて飛んでいそう
な(笑) 
A: たしかに「マグリット」って、詞にしても曲調にし
ても、「ガンダムSEED」シリーズの中で流れてもおか
しくない雰囲気がありますよね(笑)。 
 
 
 

T. M. Revolution：実はフォークも似合う？ 

■槇原敬之 
1969年大阪生まれ。1990年、大学受験浪人中にシングル「NG」アルバム「君が笑うとき君の胸が痛まないように」でデビュ
ー。青山学院に入学した直後の1991年「どんなときも。」がミリオンセラーの大ヒット、ストーリー性豊かな歌詞と豊かなメ
ロディで人気を確立した。1999 年に覚醒剤取締法違反で逮捕、しばらく音楽活動を休止するも 2000 年末に再開。2002 年に
SMAP に提供した「世界にひとつだけの花」が話題となり翌年シングルカットされ、社会現象的な大ヒットとなり注目された
のは記憶に新しい(のちに本人もセルフカバー)。   http://www.makiharanoriyuki.com/ 
 
■T. M. Revolution 
西川貴教(1970年滋賀生まれ)によるソロプロジェクト。西川自身は1991年にLuis～Maryのヴォーカル"ハイネ"としてメジャ
ーデビューし93年に解散。1996年、浅倉大介をプロデューサーに T. M. Revolutionとして「独裁-monopolize-」でデビュ
ー。「HEY! HEY! HEY!」出演時にルックスとかけ離れたキャラクターが全国的に知られ一気に人気が出た。翌年「HIGH 
PRESSURE」「WHITE BREATH」のヒットで人気を不動のものに。また同年から始まった「オールナイトニッポン」は放送時
間の移動を重ねながら現在まで続く人気パーソナリティでもある。近年は「ガンダムSEED」とその続編「ガンダムSEED Destiny」
の放映開始時のオープニングテーマやシリーズ終盤の挿入歌を唄い、また声優としても出演するなど縁が深い。Puffyの吉村由
美と一時結婚していたことでも知られる。http://www.tm-revolution.com/ 
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R: あと､BEGIN なんてどうでしょう？ 以前「長崎か
ら」にも出たし、一緒にツアーを回ったこともあるし、
近年けっこう共演していますね。あの｢一五一会｣で何
かやってもらいたいよなぁ。 
A: あのウクレレのいとこみたいなのですか(笑)。
BEGINには「流星の12弦ギター」って曲があるから、
雰囲気そのままで｢夜間飛行｣とか言いたくなるんで
すけど、これはさっき出たな(笑)。だいたいギターだ
し。 
 なにか、浮かんでくる景色に広がりがある曲がいい
ですね。 
R: 「夜想曲」を彼等の音で聴いてみたいかな、と今ふ
と思ったんですが。ギターでも一五一会でもいいから。 
A: 夜つながりですか(笑)。でも、これこそまさしく景
色が広がっていく曲ですね。栄昇さんの伸びやかなボ
ーカルで愛を唄う。これは、浮かんでくるイメージが
実にいいですよ。 
 ｢夢一匁｣はどうでしょう。スケールの大きさが合っ
ているように思うんですが。 
R: いいですねぇ。ほとんど同じ方向性だけど｢聖域｣
もあるな。 
A: こちらは、曲の雰囲気は似ているけれど、ぐっとス
ケールを小さくした感じですね。この曲は、この人た
ちがやっても説得力がありますね。 
 
 

A: これは意表をつく人選かもしれませんが、鈴木雅之
｢ビクトリア･ピーク｣ってのはどうでしょう。ほとん

どマーチンさんへの提供曲に聞こえそうに思うんです
が。オリジナルよりもエロくなりそうなのが売りです
(笑)。 
R: これはサビが空耳で聞こえるな、確かに。これまた
ゴスペル系とかソウルな方向はさだまさしには縁遠い
ものだから、あまり合わないかと思ったけど、意外に
この曲は合いそう。ただ、最初に述べた今回の人選基
準からはちょっと外れてしまうのよね。年齢も近いし。 
A: 79～80 年くらいには、もうシャネルズで活動して
ましたか。これはもったいない(笑)。 
 

■代表曲からアーティストを考える 
R: さて。ここまではアーティスト名を挙げて「この人
にはどの曲を唄わせたいか」という観点で話を進めて
きたけど、そうすると割とマニアックな曲が増える危
険性があって(笑) 
A: すみません、そういうのばかり増やしちゃいました
ね。さだマニアじゃない人が「素描画」だの「春雷」
だの「夢一匁」だのなんて知ってるはずもなくて。 
R: 現実的に売ることを考えた場合、たとえばベスト盤
なら必ず入っているような、いわゆる世間的な「代表
曲」は入れていくべきでしょう。そういう曲を、誰が
唄うと面白いか、という観点でも考えてみましょうか。 
A: 最初にも言いましたけど､本気で売る気ですからね
(笑)。 
R: その場合、選曲の参考になりそうなのが｢さだまさ
しベスト｣｢さだまさしベスト 2～通｣｢帰郷｣といった
アルバムの曲目､それから最初にも触れた「Originals」
あたりですかね。セールス的なことを考えれば、世間
的に知名度の高い曲や、ファンに人気の高い曲をある

BEGIN：南の島の夜空を背に 

(番外編) 鈴木雅之 

■BEGIN 
比嘉栄昇(Vo)・島袋優(G)・上地等(Key)の1968年沖縄生まれの3人によるバンド。小学生の頃からの友人で上京後の1988年
に結成、翌年TBS「平成名物TVイカすバンド天国」に出演、キングに輝き1990年「恋しくて」でデビュー。「イカ天」出身
バンドで今なお解散せず活動している最後の生き残りと言える。2000年に発表した「涙そうそう」は森山良子・夏川りみによ
って広く知られる曲となった。「長崎から」には 2000 年に出演している。2001 年より地元・沖縄で「うたの日コンサート」
を開催、昨年はさだまさしも出演した。2003年、独自考案の4弦楽器「一五一会」を発表。    http://www.begin1990.com/ 

■鈴木雅之 
1956 年東京生まれ。姉は鈴木聖美。中学時代にバンド活動を始め、高校時代に田代まさしと出会い、1975 年にシャネルズを
結成。TBS「ギンザNOW」アマチュアコンテストやサザンオールスターズも出場したヤマハ主催の「イーストウエスト」で入
賞を重ね、1980年「ランナウェイ」でデビューしいきなり大ヒット。顔を黒く塗ったヴィジュアルと日本では珍しいドゥワッ
プ・グループとして人気を得た。1983年RATS&STARに改名し「め組のひと」が大ヒット。1986年「ガラス越しに消えた夏」
でソロデビュー。これまでにプロデューサーとして迎えた顔触れは大瀧詠一・山下達郎・小田和正・大沢誉志幸といったそうそ
うたる面々。また小田和正の楽曲にSING LIKE TALKINGの佐藤竹善とともにコーラスで参加していることが多い。 
http://www.martin.co.jp/ 
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程度押さえておかないといけないだろうから。 
 

 

R: たとえばファン人気投票で必ず 1 位の｢主人公｣は
外せないだろうと思いますが､誰が唄うとハマるかな
ぁ。 
A: またいきなり、真ん中直球時速100マイルみたい
なことを……。 
 ……いまふと、平井堅はどうだろうと思ったんです
が。そういえば、ここまで名前出てなかったんで。 
R: (爆笑) それ、凄くイイ気がする。 
 …あー、想像できるわー(笑) 
A: 自分で名前を挙げといて何ですが、なんか、バック
にピアノの人ひとりだけ従えて、手を上げ下げしなが
ら唄ってる姿が目に浮かぶようです(笑)。ただの思い

つきで言ってみただけなのに、我ながら妙にはまって
る気がする……。 
 
 
R: この手のアルバムで入れない訳にはいかない｢関白
宣言｣は、既に京阪ガールなど何度かカバーされてる
んですよね。 
A: 女の子がパンク調でカバーしたっていうのがむち
ゃくちゃでスゴそうなんですが(笑)。 
R: そういえば以前さだが「SMAP×SMAP」に出演し
た時、香取慎吾がラップにして唄っていたけど、あれ
はあれでアリなのかもしれない。ラップねぇ…、…ケ
ツメイシあたり？(滝汗) 
A: ケツメイシはレゲエっぽい唄うラップだから、案外
問題ないかもしれませんよ。サビだけまともに唄って、
そこまでは節回しがあるようなないような状態で続け

■平井堅 
1972年大阪生まれ。1995年「Precious Junk」でデビュー、ドラマ「王様のレストラン」主題歌に選ばれるもその後の活動は
決して順風とはいえず、5年後「楽園」の大ヒットでスターダムへ。2002年「大きな古時計」の大ヒットで人気を不動のもの
とした。昨年の「瞳をとじて」も大ヒット。喋ると関西人ノリのキャラクターで歌声とのギャップも楽しい。自ら「イタめの
ファンだった」と認める程のサザンオールスターズのファンで、一昨年「桑田佳祐の音楽寅さん」特番にも出演。通常のコン
サートと別にカバー曲主体の凝ったステージ「Ken's Bar」も行い、昨年7月30日には「長崎から」会場の稲佐山公園野外ス
テージで「Ken's Bar」を開催。     http://www.pinups.co.jp/hirai/ 

■ケツメイシ 
1993年活動開始。1996年ごろ、現在のRyo(Vo)・Ryoji(MC)・大蔵(MC)・DJ KOHNO(DJ)のメンバーとなる。メンバーのうち
2名が薬剤師免許を持つこともあってか、グループ名は漢方の緩下剤「決明子」(エビスグサの実、いわゆるはぶ茶)に由来。1999
年、シングル「こっちおいで」でメジャーデビュー。ヒップホップとレゲエを音楽性の中心に置いているが、2002年の「花鳥
風月」では日本の四季の自然を主題とするなど、典型にとらわれず活動。近年はさらにメロディー志向を強め、2004年の「涙」
(年間25位)、2005年の「さくら」(上半期1位)の大ヒットにつなげる。2005年6月に発売された最新アルバム「ケツノポリ
ス4」は、3週連続売り上げ1位を記録した。(CD売り上げの順位はすべてオリコンによる)  
http://www.ketsume.com/ 

主人公：やっぱりスケール感？ 
関白宣言：かえって現代的な切り口で 

｢さだまさしベスト｣    1994.12.21 
北の国から'93／道化師のソネット／雨やどり
／案山子／関白宣言／関白失脚／秋桜／精霊流
し／無縁坂／親父の一番長い日／防人の詩／風
に立つライオン 

｢さだまさしベスト2～通｣   2004.3.24 
主人公／つゆのあとさき／修二会／October
／天までとどけ／フレディもしくは三教街／
償い／セロ弾きのゴーシュ／Birthday／黄昏
迄／まほろば／奇跡 
 

｢帰郷｣   1986.10.19 (全曲新録音) 
精霊流し／交響楽／無縁坂／縁切寺／掌／フレディもし
くは三教街／僕にまかせてください／関白宣言／案山子
／秋桜／転宅／主人公 

｢Originals｣   2005.6.22 
秋桜(山口百恵)／僕にまかせてください(クラフト)／縁
切寺(バンバン)／セロ弾きのゴーシュ(森山良子)／童話
作家(由紀さおり)／しあわせについて(彩風)／道化師の
ソネット(チキンガーリックステーキ)／心にスニーカ
ーをはいて(白鳥座)／不良少女白書(榊原まさとし)／本
当は泣きたいのに(森川由加里)／夢(岩崎宏美)／掌(高橋
真梨子)／虹～Singer(雪村いづみ) 
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てけばいいので。 
 しかしこれは恐いな(笑)。石野卓球リミックスの「ね
こ背のたぬき」並です、って､喩えとして成立してま
せんねこりゃ。 
R: あるいは三木道三か…ってそりゃまんまだよな(苦
笑)。 
A: 「一生一緒に」ですか(笑)。近田春夫が「考えるヒ
ット」(週刊文春連載の流行歌評論コラム)で「Lifetime 
Respect」のことを、「これは『関白宣言』とかがヒッ
トしたのと同じことで、レゲエであることは関係ない
と思う」とか書いてたのを見て大笑いしたんですが。
そのまんま引き合いに出されてるし。 
R: …などとネタ合戦に走っている間にSEAMOが「関
白」を出してしまいました。しかもさだ本人が PV に
出てるし(笑) 
A: なんかテレビ番組の企画で、さださんがBボーイ装
束を身にまとっていたとか(爆笑)。何やってるんださ
ださん。 
 曲はラジオで聴きましたけど、リメイクとしてきれ
いにまとまってますね、これは。間奏のメロディーが
そのままなあたり、うまいですよ。文字どおり、さだ
さんに捧げる曲としても出来がいいし、これはいっち
ゃっていいんじゃないでしょうか。実在してる曲です
が(笑)。 
 
 
 
 

 
 
R: かつてはコンサート 1曲目の定番でもあった「きみ
のふるさと」は、ギターが主体で、あの若々しさみた
いなものを考えると、ゆずが似合う感じかな(笑)。な
んとなく想像もできる範囲内ではありますが。 
A: これは岩沢さん(声がよく伸びるほうの人。もうひ
とり、声が詰まった感じのほうが北川さん)の声で「こ
くどおー」でしょう(笑)。違和感ぜんぜんありません
ね。 
 でも、岩沢さんでも北川さんでもいいけど、海沿い
をドライブしてるとこはぜんぜん想像できない(笑)。 

 
 
A: 唐突ですが、aikoで「雨やどり」ってどうでしょう。
あの妙な歌詞の詰まり具合がそれっぽいかと思って。
もう 30 になる人が唄う曲かどうかってのはひとまず
置いといて(汗)。 
R: てか、ある意味ユルい雰囲気が「そのまんま」だよ
なぁ(笑)。｢雨やどり｣は槇原敬之もアリかな、とも思
ったんだけど、彼は女歌を作ったり唄ったりしないし
ね。 

A: そういえば、槇原さんは男歌ばかりの印象ですね。
もっとも、いま 40歳前の男性歌手で女歌を唄う人の
ほうが珍しそうですが。 
 話を戻すと、aiko を思いついた理由には、「でもさ
わやかさがとてもすてきだったのでー」の「でー」が

きみのふるさと：若々しさ希望 

雨やどり：ゆるゆるーっと 

■SEAMO 
1975 年名古屋生まれ。1995 年より「シーモネーター」として名古屋を中心にインディーズ活動を開始。その後、ヒップホッ
プアーティストチーム「男塾」を結成、東海地区の音楽シーンを活性化した(「男塾」参加メンバーは、現在nobodyknows+や
HOME MADE家族で活躍している)。2002年に「浪漫ストリーム」でメジャーデビュー、米米CLUBの「浪漫飛行」を大胆に
サンプリングしてFM局を中心に話題となる。2005年に「SEAMO」と改名しレコード会社も移籍、「関白」が新しい名前での
デビューシングルとなった。    http://www.seamo.jp/ 

■ゆず 
北川悠仁(1977年生まれ)と岩沢厚治(1976年生まれ)の横浜生まれの幼馴染み二人からなる自称「平成フォークデュオ」。横浜・
伊勢佐木町の松坂屋前で行っていた路上ライヴで人気が出た。プロデューサーは元 JUN SKY WALKER(S)の寺岡呼人。1998
年「夏色」でメジャーデビュー、ストリートライヴ出身からスターダムに上り詰めた草分け的存在。2003年の「紅白」では横
浜松坂屋前の路上から中継で出演、また昨年は「栄光の架橋」がNHKアテネ五輪中継テーマ曲となり、日本勢の大活躍と相乗
効果？でヒット。二人だけで東京ドームライヴを行うなどアコースティック色の強い音楽だが、近年はそれだけにとどまらな
い。  http://www.senha.jp/yuzu/ 

■aiko 
1975年大阪生まれ。高校時代は熱狂的なKANのファンだったらしい。97年にインディーズでデビューし98年「あした」で
メジャーデビュー。99 年「花火」「カブトムシ」のヒットで人気アーティストに。自らを「恋愛ジャンキー」と呼び女性の恋
心を綴った詞、テレビ・ラジオ出演時の関西弁トークやファッションが注目さ れ人気を定着させた。「MBSヤングタウン」「オ
ールナイトニッポン」パーソナリティも務めた。    http://aiko.can-d.com/ 
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それっぽく聞こえたからというのもあって(笑)。極め
ていい加減な理由ですが。 
 
 

R: それから「天然色の化石」も誰かに唄って欲しいで
すねぇ。これをGLAY、というのが結構いいかもしれ
ないと妄想してみたり。 
A: それ、よさそうですね。「あなたが永遠にしあわせ
でありますように」って唄って違和感がないロックバ
ンドって、この人たちくらいかもしれない。TERUさ
んの唄いかたが映えそうな曲だし。 
R: 曲とは関係ないけど、函館って地理的な形状や港町
としての立場など、長崎にちょっと似ているところが
ある気がするのね。去年行って思ったことですが。  
A: 長崎ほど山に囲まれている感じではありませんけ
ど、山の上から見る夜景の雰囲気とか、たしかに通じ
るところがありますね。だからって「坂のある町」と
かいうわけにもいきませんが(汗)。 
 
 
 
A: まだ話題にも出ていない曲がけっこうありますね。
もうちょっと頭絞ってみましょう。 
 CHEMISTRY に「October」を唄ってもらうのを
思いついたのですが。メロディーが流麗だし、ハモっ
てもかっこよさそうですよ、この曲は。 
 ただ、この曲はさださんにしては詞も曲もわかりや

すいから、誰が唄ってもそんなに違和感ないのかもし
れません。 
R: これは「家族の肖像」レコーディング時に、発表さ
れたピアノ主体のアレンジ以外に、もっとポップなア
レンジにしたテイクも録られているという話が知られ
ていますが(ただし未発表)、CHEMISTRY だとそっち
の方が合うかしら。 
 CHEMISTRYは「雨の夜と淋しい午後は」もけっこ
う似合いそうな気がするんだけど、やはりメロディア
スなものが合うだろうということでしょうかね。 
A: 詞の雰囲気が似合っているのもあるでしょうね。な
んか CHEMISTRY が古疵について唄うのって、漠然
とユニットのイメージに合ってる気がする(笑)。 
 あと、「黄昏迄」をゴスペラーズというのはどうでし
ょう。この曲も､あまり重くない R&B･ソウル調にアレ
ンジしやすそうなので。でも、まあ、ゴスペラーズは
何やってもゴスペラーズでOKになってしまいますけ
どね(笑)。 
R: たしかに、CHEMISTRYのところで挙げた｢雨の夜
と淋しい午後は｣はゴスペラーズでも合いそうだよな
(笑)。 
A: 「雨の夜」はもともとコーラスが厚めに入る曲で、
30 周年記念 8 夜コンサートのときもコーラスつきの
日(第 6夜)にやったんですものね。そういえば､こない
だのツアーでは、さださんがチキンガーリックステー
キを従えて、完全なアカペラで｢Close Your Eyes｣を
やってましたね。 

天然色の化石：あなたの幸せを祈る 

■GLAY 
TAKURO(G)・HISASHI(G)・TERU(Vo)・JIRO(B)の1971-72年函館出身の4人によるバンド。プロデューサーは佐久間正英。い
わゆる「ビジュアル系」ロックバンドの代表格。1994年、Yoshikiプロデュースの「RAIN」でメジャーデビュー。1996年「グ
ロリアス」のヒットでスターダムへ。以後も「HOWEVER」「誘惑」「SOUL LOVE」「Winter, again」などミリオンセラーを連
発、1997年リリースのベスト盤「REVIEW-BEST OF GLAY」は当時の歴代アルバムセールスを更新。1999年7月には幕張メ
ッセ駐車場で空前絶後の20万人ライヴを行った。「Winter, Again」で1999年日本レコード大賞。最新シングル「SCREAM」
ではEXILE(ボーカル2人+ダンサー4人のユニット)と共演して話題になっている。    http://www.glay.co.jp/ 

■CHEMISTRY (ケミストリー) 
川畑要(1979年東京生まれ)と堂珍嘉邦(1978年広島生まれ)のヴォーカルユニット。テレビ東京「ASAYAN」内の企画で生まれ
"ASAYAN超男子。川畑・堂珍"として2000年末に「最後の夜」で仮デビュー、いきなりオリコン初登場9位となる。2001年
CHEMISTRY として「PIECES OF A DREAM」でデビュー、オリコンチャート1位獲得。以後もヒット曲を連発している。 
http://www.chemistryclub.net/ 

■The Gospellres (ゴスペラーズ) 
村上てつや･黒沢薫･酒井雄二･北山陽一･安岡優の5人によるヴォーカルグループ。1991年に早稲田大学のアカペラ・サークル
「Street Corner Symphony」で結成され、1994 年にインディーズでデビュー、メンバーチェンジを経て同年にシングル
「Promise」でメジャーデビュー。初期は「笑っていいとも」の一コーナーにレギュラー出演するなど色モノに陥る危険性もあ
ったが次第に評価を高め、2000年シングル「永遠に」アルバム「Soul Serenade」でブレイク、以後次々とヒット作を送り出
している。近年のアカペラ･ブームの先駆け的存在。   http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/TheGospellers/ 

October･雨の夜と淋しい午後は･黄昏迄 
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■曲目について補足 
R: ところで､ここまでに挙がっていない「精霊流し」
｢親父の一番長い日｣「風に立つライオン」あたりは、
これは誰のカバーがいいかという以前に､さだ以外で
は成立しない曲のような気がする(笑)。｢案山子｣とか
｢つゆのあとさき｣は今の 20～30 代のアーティストに
は合わない世界のような気もするし。 
A: いま確認したんですけど、「案山子」「つゆのあとさ
き」ともさださん 25 歳のときの曲なんですね。いま
は 10 年くらい年齢上げてもきついでしょう。もっと
も、リリース当時にしたって、25でこんな歌唄う人が
ほかにいたのかはわかりませんが。 
 ｢つゆのあとさき｣は、曲の内容としてはそう古いと
は思わないんだけど……マニキュア程度をたしなめて
る段階でたいがい古いのかなあ(汗)。 
R:  また、「秋桜」や「無縁坂」あたりは演歌系の人が
好んで唄うようだし何度かCDにもなっているようだ
けど、僕の中では特に「この人に唄ってもらいたい」
というところまでは行かないんですよね。どうしてだ
ろうな。 
A: 「秋桜」は、なにしろさだまさしの曲じゃなくて、
山口百恵の曲ですからね。そのへんも理由なのではな
いかと思います。もうはじめから､さださんの曲だと思
ってないってところはありませんか。 
 「無縁坂」は……何なんでしょうね。これについて
も、「案山子」と同じで、もういまの時代じゃ無理って
感じはしますね。時の流れというテーマはいまでもよ
くあるにしても、それを肉親に見るっていう設定は、
もう大時代だと言わざるを得ないでしょう。それこそ
演歌になってしまう。 
 だいたい､ここ10年くらいで母親をテーマにしてヒ
ットした曲っていっても、ウルフルズの「かわいいひ
と」くらいしか思いつかない(汗)。「なんとか毛も生え
大人になりました」じゃなあ(笑)。 
 

■曲順の検討 
R: ということで、ここまでに挙がった曲を元に、バラ
ンスを考慮しつつ曲順を考えてみた訳ですが(別表)、
これだけ挙がるとどう考えても1枚に収まるワケがな
く(笑)必然的に2枚組になってしまう訳で。 
A: ここまで挙がったのは、番外編を除けば全21アー

ティスト。ちょっと曲数少ないですが、立派に2枚い
きますね。 
 わたしは、2 枚ばらばらに売ることを考えて、それ
ぞれのディスク内で完結するように構成を考えてみた
のですが、いかんせん2枚のディスクの色合いがまる
で変わらない(苦笑)。2枚を別にする意味がなくなって
しまいました。 
R: 僕の考えたのは、2枚組として連続して聴くことを
前提としつつ、それぞれに色を付けようと考えてみま
した。まとまっているかどうかは別として(笑) 
 で、それとは別に発表年代順に並べてみたら、これ
がまた偏りが大きすぎ(笑) さだまさしの全楽曲400曲
近くから21曲を選ぶのに、「私花集」「夢の吹く頃」「夢
回帰線 II」からそれぞれ 2 曲、「夢供養」から 3 曲。
これ、好きなアルバムの傾向とは明らかに違ってる気
がするんですが、このあたりが単純に「俺ベスト」を
編集するのとは違う部分でしょうね。 

 曲目：ANDY 案 
 (Disc-1: Daylight Side) 
  きみのふるさと／ゆず 
  道化師のソネット／川村結花 
  桜散る／森山直太朗 
  雨やどり／aiko 
  なつかしい海／スピッツ 
  まんまる／押尾コータロー 
  療養所／鬼束ちひろ 
  October／CHEMISTRY 
  マグリットの石／T.M.Revolution 
  デイジー／Mr.Children 
  主人公／平井堅 
 (Disc-2: Starlight Side) 
  風が伝えた愛の唄／平原綾香 
  長崎小夜曲／福山雅治 
  交響楽／一青窈 
  魔法使いの弟子／槇原敬之 
  関白／SEAMO 
  夜間飛行／ウルフルズ 
  黄昏迄／ゴスペラーズ 
  前夜／山崎まさよし 
  天然色の化石／GLAY 
  夜想曲／BEGIN 
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■おわりに 
R: …ということで妄想を暴走させつつ選曲してきた
訳ですが、これは対談者2名の妄想の産物なので、こ
の選曲や曲順について本気のクレームとか来ちゃって
もホントに困るよな(笑)。 
A: ｢どうしてこの人にこの曲をあてがわなかったん
だ｣って意見は割と歓迎かもしれません(笑)。そういう
ことで議論したいなんてぜんぜん思いませんが､異論
を聞くだけは聞いてみたいかも。 
R: ま、ホントにこれくらいのものを出してくれたら今
後さだ企画が何やっても一切文句云いませんって気に
なるのは間違いないですけどね。ピース○フィアのこ
とも含めて(笑) 
A: 無理ですこんなの絶対(爆笑)。さっき「本気で売る」
とか言ってたくせに、とかつっこまないでくださいね
(汗)。よって文句は言い続けると。違うか。 

R: こうして好き勝手言いながらも「誰にはどの曲を唄
わせたいか」を考えていくのは、僕等がさだまさしの
歌詞や曲のどういう部分が好きで聴いてきたか、とい
うことを検証する作業でもある訳ですよね。 
A: 逆に言うと､わたしたちがさださん以外に好んで聴
いてる音楽のどこが好きか､って点から、さださんの曲
について気に入っている点を照らし出す、ってことに
なるんですね。いったん外側に立ってさださんの音楽
の面白みを観察してみる､というか。 
R: 最近の曲がほとんど挙がらなかったのはそのあた
りにも原因がありそう(苦笑)。てな感じで最後の最後
に毒吐いてしまいました(笑)  
A: まあまあ(笑)。 

  曲目：オリジナル発表年代順 
 交響楽    (1975グレープ｢せせらぎ｣) 
 雨やどり     (1977シングル) 
 きみのふるさと (1977「風見鶏」) 
 魔法使いの弟子 (1978「私花集」) 
 主人公     (1978「私花集」) 
 療養所     (1979「夢供養」) 
 立ち止まった素描画  (1979「夢供養」) 
 ひき潮      (1979「夢供養」) 
 関白宣言     (1979シングル) 
 なつかしい海   (1979「関白宣言」B面) 
 道化師のソネット  (1980シングル) 
 防人の詩     (1980シングル) 
 黄昏迄      (1979「うつろひ」) 
 長崎小夜曲    (1982シングル) 
 前夜          (1982「夢の轍」) 
 桜散る      (1984「Glass Age」) 
 まんまる     (1985「ADVANTAGE」) 
 風が伝えた愛の唄 (1985「自分症候群」) 
 雨の夜と淋しい午後は (1989｢夢の吹く頃｣) 
 マグリットの石 (1989「夢の吹く頃」) 
 天然色の化石  (1990「夢回帰線II」) 
 夜想曲        (1990「夢回帰線II」) 
 October          (1991「家族の肖像」) 
 夜間飛行          (1992「ほのぼの」) 

 曲目：RYOKAN 案 
 (Disc-1) 
  道化師のソネット／川村結花 
  交響楽／一青窈 
  雨やどり／aiko 
  関白／SEAMO 
  雨の夜と淋しい午後は／CHEMISTRY 
  魔法使いの弟子／槇原敬之 
  立ち止まった素描画／Mr.Children 
  黄昏迄／The Gospellers 
  前夜／山崎まさよし 
  長崎小夜曲／福山雅治 
  ひき潮／平原綾香 
 (Disc-2) 
  なつかしい海／スピッツ 
  きみのふるさと／ゆず 
  まんまる／押尾コータロー 
  マグリットの石／T. M. Revolution 
  療養所／鬼束ちひろ 
  夜間飛行／ウルフルズ 
  天然色の化石／GLAY 
  夜想曲／BEGIN 
  防人の詩／森山直太朗 
  主人公／平井堅 
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