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RYOKAN(以下R): さて恒例の対談です。 
ANDY(以下A): すっかり恒例になってしまいました。 
R: ホントは去年の「長崎から」後に当日レポートをう
ろ覚え対談でやろうかと思っていたんですが、忙しか
ったり諸事情でポシャってしまいまして…。今年はな
んとか終わった後の報告もやりたいですね。いちおう
最後の「長崎から」ですから。 

A: 対談でレポートだと、なんだか壮絶になりそうです
ね。まとまるんでしょうか(笑)。 

R: 去年は勝手にさだまさしトリビュートアルバムの
曲目と唄うアーティストを考えるという妄想ネタで大
暴走をかましたら、これが意外にも好評で(笑) 今年は
どうしようかと思ったんですが、今年で「長崎から」
も最後ということで、これまでのまとめ的なテーマで
やるしかないかと。 
 ということで、 
・これまでの「長崎から」を振り返る 
・「長崎から」と京大さだ研の関わり 
・「さだ研」についての総括 
あたりについて考えてみましょうかねぇ？ 

A: 最初のふたつは、京大さだ研という立場からして、
当然ともいえる話題ですね。最後のテーマは、ここ数
年ネタにしていた「ファンのさだまさしに対する関わ
りかたについて」という話題を、さらに絞りこんだよ
うなものでしょうか。 

R: まぁ、どのテーマも突き詰めていくとある意味怖い
よなぁ(汗)。 

A: 時速100マイルで同意(大汗)。 

R: ただ、今回は時間も紙面も限られるので「長崎から」
自体について本格的に振り返るのは全てが終わってか
らにしましょうか。つまり後日また一般公開する会誌
を出す、ということになるわけですが。 

A: 総括号というのもよいのではないでしょうか。長崎
で配布できないのがもったいなくはあるけれど、終わ

ってからでないとまとめられないことも少なくはない
でしょうしね。 

R: 「京大さだ研」としての「長崎から」への参加は
1992年、小浜でやった時が最初。90年7月に設立さ
れた京大さだ研だけど、それから2年間は完全に個人
レベルでの参加だったんですよね。 

A: 最初はまとまってなかったんですね。せっかくサー
クルになっていたのに。 

R: ま、90 年は設立から 1 ヶ月後に「長崎から」だか
らみんなでスケジュールを合わせることが難しかった
だろうし、91年は僕以外は誰も行ってなかったしなぁ。
元々よそのさだ研と違って「セイ! ヤング」の影響を
受けずに成立したさだ研なので「長崎から」への関心
もやや薄かったのかもしれないな。 

A: 京都は AM ラジオの電波弱いですもんね。だいた
い、大学生が土曜の 23 時台にラジオを聴けるような
状態であるはずがない。たいていどんちゃん騒ぎの真
っ最中です(笑)。それは下宿してる奴だけか。 

R: で、91 年夏、初の稲佐山開催になった時に僕は初
めて参加した訳だけど、あの頃は全国のさだ研がひと
つのピークにさしかかっていた頃で、各さだ研が幟を
持って集まって写真を撮ったり交流しているのを見て
「あー幟があっていいなぁ」と羨ましかったものなぁ。
あのときはまだ幟がなかったから。 

A: たしかに、そのころって、「セイ! ヤング」でもさだ
研の話題がよく出てましたもんね。 
 わたしも、大学に行ったらさだ研に入る気満々だっ
たんですよ、恥ずかしながら。 

R: そうそう、それが君が合格した直後の93年3月に
豊田で行われた「セイ! ヤング」のイベント会場での
ファーストコンタクトになるんだよな(笑)。 

さだまさしを語る 2006 (Final に非ず) 
いちおう対談風：RYOKAN × ANDY 

｢長崎から｣と京大さだ研 
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A: さださんの関係者チームと、番組でよく投稿が読ま
れる常連さんのチームの対抗でソフトボールをやった
んでしたっけ。 
 あのときはわたしがむやみやたらに昂奮していて、
そのあたりにいたイベント参加者に「京都大にさだ研
ってあるんですか」とか尋ねてみたんですよ。そうし
たら､うまいことりょーかんさんに引き合わせてもら
えた。いや､あれはほんとうに運がよかったと思います。 

R: 話を先に戻すと、その年(91年)の秋に京大さだ研の
あのばかでかい幟が完成して、それから京大さだ研も
幟を抱えて参加するようになった、と。 
 92年は全国のさだ研・さだ関連団体が連絡を取り合
って名簿みたいなものを作ったり、また当時は関西で
も神戸市役所さだ研が音頭を取る形で連絡会みたいな
ものがあって、うちも代表者を出してたな。 

A: 「セイ! ヤング」でさだ研の名前をよく聞いたのは、
91年から92年くらいだったような気がします。わた
しが受験生のころだから、それくらいのはずです。そ
の記憶もそんなに間違っていないようですね。 
 そういえば、わたしが入学した直後の 93 年夏くら
いに、関西の連絡会についていったのを憶えてます。
たしか阪急線の淡路でやっていたような。まだこのこ
ろは、そういう横のつながりが生きていたんですね。 

R: で、そういう相互に連絡を取り合う全国的な動きや、
92 年は不慣れな小浜で宿を確保しなければならない
必要から、当時の「TOGETHER通信」の土人さんを
中心にまとまって、コンサート後の小浜での宿と宴会、
また前夜の長崎市内での宿と宴会の斡旋があって、そ
れが結果的に今の公楽荘の集まり(友の会)につながっ
ていったんだと記憶している。 

A: 公楽荘友の会というのは、ある意味「さだ研」のオ
ルタナティブというか、「さだ研」以外の何かというか、
裏「さだ研」みたいなものになっていますね。もはや
さだじゃなくても集まって騒げる集団ですし(笑)。 

R: まぁそれでも初期はそれぞれの所属団体の意識は
強かったんじゃないかな。「公楽荘友の会」としてのま
とまりが強くなったのは土人さんが「TOGETHER」
を終わらせた96年以降のことのような気がする。 

 さて、京大さだ研があの幟を最初に長崎に立てたの
が 92 年、小浜で「長崎から」をやった時。小田さん
が来た時ですね。幟自体がデカいし、会の名前が名前
だからやはり注目は浴びたよ。 

A: 「京大さだ研」って名前はキャッチーですよね(汗)。
しかもあの幟、あのでかさで紺地に黄色い文字だから、
交通標識ばりに目立ちますよ(笑)。大学の入学式では
じめて見たときに、かなり驚きました。 

ま、幟ができたからこそ周囲一般から団体として認識
されるようになった部分もあるんだろうし、そういう
意味では最近は幟のせいで公楽荘友の会の集まりが
「京大さだ研」と誤認されている危険性もあるけど
(笑)。あの幟の前でギター弾いて唄ってて、でも京大
さだ研のメンバーは僕だけだったとか、よくあったし
(笑)。まぁそれは一時期のNFライヴでも似たようなも
のか。(NF=11月祭。京大の学園祭) 

A: 京大の大学祭で路上ライブをやっているのに京大
関係者がりょーかんさんしかいないというのは、なお
さら面妖ですが(笑)。 

R: 気がついたら今なお幟をたてて「長崎から」会場に
現れるさだ研では一番の古株みたいになってしまった
な。つうか最近は数本しかないけどね。 

A: 「長崎から」全 20回のうち 15回近く、あの幟が
会場に出現してるんですから。 
 でもあれ、どうして幟だったんでしょう。冷静に考
えると、よくわかりません。 

R: そのへんは最初に幟を作った信州大さだ研の方に
聞かないと分からないだろうなぁ(笑)。たしか関西連
絡会のものは幟というよりは上から吊して風になびく
小旗のような状態だったし、早稲田は提灯を持ってた
し、京大さだ研でも当初は幟でなく連凧だのろくでも
ない案があったらしいけどね(苦笑)。発案したのが誰
かはだいたい想像つくと思いますが。 

1992.8.6 小浜にて 
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A: たしかにろくでもない(笑)。それサークル名見えな
いと思います。 

R: さだ研の幟が数多く立っていた、つまり全国にさだ
研が乱立？していたのは92年～94年くらいまでの間
だったかなぁ。そこがピークだったんでしょうね。 

A: 何年か前にうちの会誌の表紙で使った、「長崎から」
の会場に幟が乱立してる写真、あれはいつのでしたっ
け。たしかわたしも映ってたから、93年ですかね。 

R: 3 年くらい前の会誌かな？あれは確か 93 年のもの
だと思う。92 年は小浜だったし、94 年だったら俺が
うつってない筈だし、95年以降はああいう写真はもう
撮れなかった筈だから。 
 開場待ちの時間に会誌の特別編集号を配り始めたの
が 93 年から。当時はまだ月間ペースで通常の会誌も
出してたしね。過去の記事の再掲載や完全新作や色々
とやってきたけど、ここ数年は対談形式でさだまさし
を語るという、昔の京大さだ研の芸風からは考えられ
ないことをやっていたら意外に定着してしまったな
(笑)。しかも結構な評価も頂いているという恐ろしさ
で(笑)。 
 

R: 「さだまさし研究会」が最初にできたのは早稲田で
幟を作ったのが信州大、というのは結構知られている
から今更説明する必要もないけど、あの2団体は1980
年代から活動を始めているから、90年代前半に全国各
地に「さだ研」ができた一種の「さだ研ブーム」期の
象徴的な団体が東大さだ研と神戸市役所さだ研だった
んだろうなぁ。色々と「セイ！ヤング」と連動してい
る印象も強かったしね。「セイ！ヤング」で新規立ち上
げやメンバー募集するさだ研も多かったというし。 

A: なんというか、「東大」とか「市役所」とかと「さ
だ研」が並んでいるだけで OK、というのはあります
よね。何だその組み合わせ、という。 
 あのころは「セイ! ヤング」で「さだ研対抗さだカ
ルトQ」なんて企画もありましたね。ああいうのを聴
いていると、自分みたいに「大学にはさだ研があるも
のだ」と勘違いした奴ができるわけです(苦笑)。まあ
運良くうちの大学にはあったわけですが。 

R: そういう感覚が普通にあったから『幕張サボテンキ
ャンパス』にさだ研が出てくるんだろうなぁ(笑)。ま、
みずしな孝之の出身校である東京学芸大には古くから
さだ研があるし、あそこは京大にさだ研があるという
噂の元になったさだ研だから(笑、後述)。 

A: みずしなさんはわたしのひとつ上の学年だから、ち
ょうどさだ研が活発に活動しているのを学内で見てた
んでしょうね。「セイ! ヤング」リスナーだったと言わ
れても違和感がなさそうな人でもありますし(笑)。 

R: そういえば『東京大学物語』(江川達也)にも東大さ
だ研の人が幟立ててギター弾いてるシーンが背景とし
て描かれてたな。 

A: え、そんなのあったんですか。いま確認してみたん
ですけど、『東京大学物語』は連載開始 92 年だから、
たしかにさだ研ブームに重なってます。 

R: で、京大さだ研もこのブーム時期に活動を始めてい
るわけけど、京都では当時「セイ！ヤング」が聞けな
い(盆地のため遠方の電波が届きにくいため聴取可能なラ
ジオ局が極端に限られる)状況だったので、ほとんど「セ
イ！ヤング」の影響を受けなかったし、関西の他のさ
だ研との連絡は別としても、独自のスタンスで活動し
ていくしかなかった。それが良かった面も多いけどね。 

A: 何年か前の対談でも言いましたけれど、「さだはぼ
くらのおもちゃです」という京大さだ研の初期スロー
ガンが、その実情をよく示してますよね。公式にどう
だこうだというのはあちらに置いておいて、こちらで
楽しみたいように楽しむ、という。 

R: さっきも話に出たけど、京大さだ研はいわゆる「さ
だ研」ブームと期を同じくして設立されたことになる
が、成立事情はよそとは若干異なる部分があった。 
 まず、先に出たように「セイ！ヤング」が聴けない
地域のため、その影響を受けずに学内のみで立ち上げ
メンバーを増やしていったこと。つまり番組にハガキ

｢さだ研｣創始期のころ 

1993.8.6 稲佐山にて 
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を出して読まれる、という形で会の立ち上げやメンバ
ー募集をしなかった(このため「セイ！ヤング」リスナー
には京大さだ研の知名度は低かった)ので、学外の純粋な
さだファンが入会を希望してくる例は非常に少なかっ
たような。 

A: わたしも入学前は「学外のさだファン」ということ
になると思うんですが、たしかに受験生当時は京大さ
だ研の存在をまったく知りませんでしたからね。だか
らこそ、豊田のイベントであたりの人に尋ねたわけで。 
 だいたい、 最初のメンバー募集って、たしか大学生
協の店内にある不用品交換斡旋の掲示板で「求めます: 
会員」って貼り出したんでしたよね。そのセンスから
して、もう何か間違ってます(笑)。 

R: 「さだまさし研究会」というなんだか怪しい名前に
興味を持ったというだけで入ってきた人もいたしな
(笑) そういう人は当然ながら特別さだファンという
訳でもなかったから、最初から「私設ファンクラブ」
になる可能性はなかったな。「私設ファンクラブを作る
気はない」というのは設立時に初代会長りゅうちゃん
も明言していた筈でもあるし。 

A: 「さだまさし研究会」という字面に興味を持って入
会してくるというのも凄まじいですね。もう既にサー
クル名が記号でしかないというか。 

R: それにラジオ番組がろくに聴けない、当時はまだイ
ンターネットもなく入手できるさだ情報源は隔月の公
式 FC 会報のみで、そもそも京大さだ研メンバーで公
式FC会員なんてほとんどいなかったし(笑)。そういう
状態だから日頃さだまさし情報なんてまったく入って
こないから、さだ研としては「さだまさしと無関係に
盛り上がるしかない」という半ば強制的な事情もあっ
た。その意味では、今だったら状況は違ったかもね。 

A: 公式の最新情報が手に入らない中で盛り上がろう
と思ったら、もう好き勝手やるしかないというのはご
もっともですね。でも、そんな状態ではまともなファ
ンになどなるはずもない(笑)。 

R:だから京大さだ研には「何が何でもさだまさしが最
高」というタイプの熱心なファン、いいかたを変えれ
ば「さだヲタ」は最初から極端に少なかった。初代会
長のりゅうちゃんからして「三度のさだより村下孝蔵」
な人だったし、ほとんどのメンバーが「さだまさしも
聴くけど、もっと好きなアーティストは別にいる」と
いうスタンスの人だったからね。その辺りが、さだま

さしの言動や楽曲を冷静に見ることができたり、「さだ
まさしで面白く遊ぶ」発想になっていったんだろうと
思う。 

A: わたしが受験生のころは、聴く音楽といえばヒット
チャートもの一辺倒で、体系的に聴いていた音楽はさ
だまさしだけだったんですね。だからまあ、間違いな
くさだオタクだったわけです。 
 そんな奴がこんなサークルに入ってしまったから、
初めのうちはそれなりに違和感があったのはたしかで
すね。結局、ヒットチャート好きのほうを伸ばしてい
って、ほとんど無理やりに居ついてしまったのですが。 
 結局いまとなってはさだまさし以上によく聴く歌手
は何人もいるのですが、そういう音楽とのつきあいか
たは､このさだ研で培われたものなんじゃないかと思
うんです。さだ研に入って､先輩がたから薫陶を受けた
結果､以前よりもさだを聴かなくなったという(爆笑)。 

R: そのあたりは僕もそうだな。元々さだまさしばかり
聴いていた訳じゃないけど、やはり聴く幅がかなり拡
がったものなぁ。 

A: 軽音楽鑑賞サークルといえば間違いないんでしょ
うけれど、｢さだ研｣ということばから当たり前に想像
されるのとは違うものになっているような気はします
ね。 

R: で、そういう形で設立時に集まってきた人達の中に、
いわゆる宿研常連の人達が多くいたのがその後の京大
さだ研の方向性を決めたワケだな(笑)。 

 ここで宿研常連について説明しておくと、92年に当
時の教養部が総合人間学部に改組されるまで、教養部
には希望者と教員で各地に宿泊付きで旅行する「宿泊
研修」(宿研)というのが年に何度もあったのね。一説
には学園紛争後に学生対策として始まったらしいんだ

1992.11. 22 NFゲリラライブ 
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けど(笑)。 
 で、これに参加する学生の顔ぶれが固定化というか
常連化していて、当局が主催する本来の「宿泊研修」
とは別に彼等で旅行やイベント的な活動を行う一種の
サークル的な存在になっていた。NF で劇なんかもや
ったな。 

A: その舞台は観た憶えがありますよ。 

R: その何人かが創設期から京大さだ研にもいて、お互
いに知り合いが多く一緒に遊ぶことも多かったから、
さだ研の集まりにさだ研メンバー以外の宿研常連が顔
を出したり、その逆も珍しくなかったな。会誌以外の
部分で京大さだ研の方向性を決めた大きな要素だった
と思う。 

A: だから、初期の京大さだ研に「イベントサークル」
的な性格があったんですね。わたしが入った直後にも、
みんなで嵐山に遠足に行ってなぜか道なき道に突入と
か、同期の引っ越しの手伝いのはずがなぜか深夜ドラ
イブに突入とか、いかにもなできごとがいくつかあり
ましたけど。 
 なんというか、うちにとって「さだまさし」は最初
から、あくまでキーワードでしかなかったんですね。 

R: そうかと思うと、初代会長りゅうちゃんが当初から
打ち出していた方向付けの中に「京都大学に関わる者
が集まり"研究会"を名乗るのだから、音楽や歌に関し
てアカデミックな姿勢で向き合う」というのもあって、
さだまさしやフォークソングを通して音楽や日本語に
ついての勉強もしていこう、という面も持っていたん
だ、実は。 

A: そういえば、当時りゅうたさんは音楽理論の勉強会
とかしてらっしゃったんでしたっけ。失礼しました。

ただ、わたしが入ったときには、りゅうたさんが多忙
で、勉強会はもうなくなってしまってましたね。 
 キーワードでしかないという面とアカデミックな姿
勢で向き合うという面の両端がくっつくと、去年の会
誌(勝手にトリビュートアルバム談義)のようなものが
できあがるのかも(汗)。 

R: そうか、あれはこれまでの流れから正しく進化した
姿だったのか(笑) いま気がついた。 
 歌詞の解釈などは初期の会誌記事などでも色々と考
察してたしね。それが発展?を遂げて、鳩山先生の「新
説」シリーズの登場になるわけだが(笑) 

A: あれはいま読んでも、なんだかわからないけれどよ
くまとまってますね。解釈芸というか。これこそ、う
ちの両特性が綺麗に合体したものかもしれません。 
 

R: 「さだ研」というのは体育会系の部や多くの文化系
部と違って、何かの大会を目標として団結して年間活
動をやっていく訳でもないし、もちろん結果が求めら
れるものでもない。だから目的も活動内容も各さだ研
によって千差万別だし、それが大学さだ研だけでなく
社会人さだ研が多く誕生した理由のひとつでもあった
んだろうな。 

A: 「研究会」と言っておきながら、実は「研究」らし
いことはあまりしていないところのほうが多かったん
じゃないでしょうか。「同好会」でいいはずなのに、「研
究会」という名前でブレイクしてしまったのが運の尽
きで、いろいろとヘンな目で見られるようになった
(笑)。「俺の何を研究するんだ」って、さださん本人も
言っていたような。 
 そんなだから、活動内容に幅があるのは、もう無理
もないことで。音楽サークルのようなところもあれば、
さだまさしを肴に酒を飲むだけのところもある。うち
はどちらかというと後者寄りだったかもしれない(汗)。
会誌作りには力を入れていましたけどね。 

R: 会誌も最初はかなりまっとうな路線だったんだけ
どねぇ(笑)。それが創刊5号目(90年11月号)に載った
狂授の替え歌や鳩山先生の「新説療養所」から一気に
路線が違う方向に暴走し始めて、それが定着するのに
時間はかからなかった、と(笑)  

｢さだ研｣とは何だったのか？ 

1993.11 夜中に宿連常連+さだ研メンバーで大文字山に登る 
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A: 会誌までも「おもちゃ」路線に突入してしまったん
ですね(笑)。 

R: 当時はよそのさだ研とも会報を相互に交換しあっ
ていたし、東京の「A･WEEK」(原宿にあったさだまさ
し公式キャラクターショップ)や長崎の自由飛行館にも
送っていたため、一般のファンに読まれる機会も意外
にあって、こういったネタがよそのさだ研にも時折影
響を与えていったということなのかな。 
 当時、嘉門達夫の「替え歌メドレー」なんかの影響
もあっただろうけど、結果的には公式 FC 会報「まさ
しんぐ WORLD」に会員でもない狂授と Cr ちゃんが
作った替え歌「糸蒟蒻」が載って、しばらくコーナー
として続くまでに至ったのは、今ふりかえると凄いこ
とだったかもしれない。 

A: まあたしかに、当時は「セイ! ヤング」がまだあっ
たから、さだまさしファンがネタを受け容れる下地が
あったということなんでしょうね。 

R: 終了間際はともかく、以前の「セイ! ヤング」はけ
っこうネタの入り込む余地は大きかったからね。下ネ
タも平気でやってたもんなぁ。 

A: さださんが率先してしょうもないネタを出してい
るような状態でしたものね。個人的には、そういう雰
囲気も好きでした。 
 さださん本人が40歳、50歳となって、ずっとさだ
さんの音楽を追いかけている人たちも同じように齢を
とってきたから、もういまではそのあたりの羽目外し
ができなくなってきているかもしれませんね。まあ、
自分にしたって、いま大学生ノリでいったらただの阿
呆になってしまうわけですが(苦笑)。 

R: ファンもまだ当時は学生が多かったからそういう
ノリのハガキも多かったんだろうしね。 
 京大さだ研は「セイ！ヤング」にハガキを出すこと
もなかったし連絡やイベント告知に使うこともなかっ
たけど、関西では連絡会にも代表を出していたし、連
絡会にほとんど出ていなかった立命館大さだ研とも交
流は結構あった。同じ京都市内にある大学のさだ研で
向こうは金閣の近く、こちらは銀閣の近くだしな(笑)。 
 立命館さだ研とは何度かソフトボールで対決したこ
ともあるし、特に93年11月には早朝に御所グラウン
ド(今じゃ関西迎賓館が建ってしまったな…)でソフト
ボールやって、昼前から京大に移動してNF(11 月祭：
京大の学園祭)で合同でゲリラライブをやり、夕方から

打ち上げの大宴会で盛り上がったという阿鼻叫喚の一
日もあったよなぁ(笑) 

A: そうか、それこそ横のつながりだったんですね。し
かもイベントサークル的でもある。 
 あのとき、打ち上げ会場の別の階で、わたしが在籍
していた別の某サークルが宴会をしていて、そこに立
命の人がギター持って乱入して、そっちはそっちで盛
り上がってしまった、なんてこともあって。いま考え
ると無茶苦茶いかしますよ(笑)。 

R: 90 年～92年頃は関西大学さだ研も活動していて、
ある時の立命館さだ研の宴会にウチの初代会長(りゅ
うちゃん)も呼ばれて行ったらそこに関大さだ研初代
会長の風呂さんも来ていて、2 次会のカラオケで立命
館さだ研初代会長の浦田さんと3人で「春一番」をや
ったという、想像するだけで戦慄するようなこともあ
ったらしい(笑)  

A: ウルフルズもびっくりですよ(笑)。(注: ウルフルズに
は非常に恰好いい「春一番」のカバーがある。アルバム
「バンザイ」の10周年記念盤に収録) 

R: いや、3人とも言うまでもなく歌が上手いからこそ
の戦慄なんだけどね。 
 浦田さんと風呂さんには僕等も色々お世話になった
な。風呂さんとは今でも付き合いが続いてますが。 

 あと、やはり東大さだ研は何だかんだで結構意識し
てたかもなぁ、今思うと。あちらはどうだったか知ら
ない、てか多分まったく意識なかっただろうけど。 

A: そのあたりは、わたしはぜんぜん意識したことあり

京大さだ研会誌 創刊号(1990.7) 
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ませんね。意識っていうのは、どういうことなんでし
ょう。 

R: 東大さだ研は神戸市役所さだ研とともに「セイ！ヤ
ング」等でも取り上げられることが多くて有名だった
し、僕等から見ると「さだ研」ブームの中心側の存在
という印象だった。だからこそ京大さだ研は極北を志
向した部分もあっただろうな(笑)。ほら、京大は東大
のアンチテーゼとして生きていかねばらならない芸風
だから(笑)。 

A: そういうことですか。やっぱり裏を張りにいくんで
すね(笑)。 

R: で、京大さだ研の路線はその後、成田さだ研あたり
にも影響を与えたらしいけど(笑)。 
 基本的にメンバーの大半が京大生と OB だったウチ
と違って、社会人など学外メンバーもかなり多かった
東大さだ研は、僕等とは方向性もずいぶん違ったけど、
向こうは色々な人材が豊富だったし、どちらもほぼ月
刊ペースで会報を出していてお互いに交換していたか
ら、例会なんかで読んでウケまくってたことが多かっ
たな。 
 当時は直接の知り合いは実は少なかったんだけど、
向こうが活動停止してからむしろ知り合いが増えたり
(笑) 
 あの当時に今のようなネット環境があったら、東大
さだ研と京大さだ研で何かもっととんでもないことが
できていたかもしれないよね。 

A: いまのほうが、何やかやと人どうしがつながる手段

が増えているのはたしかですね。インターネットとい
うのはほんとうに大きいですよ。つながったり活動を
さらけ出したりということが非常に手軽にできるから。
さだ研ブーム期にいまのようなネット環境があったら
と考えると、なかなか面白いですね。いまさらのこと
ではありますが。 

R: いわゆる旧帝大でさだ研が存在したのは東大・京
大・東北大の3つ。他の国立大では信州大や東京学芸
大のさだ研がブーム以前から長く続いていて、京大さ
だ研が 90 年に設立される以前に実は NF でさだ研が
ライブをやっていたという証言から「京大には 90 年
以前からさだ研があったらしい」という話が流れたけ
ど、これは数年前に当時の学芸大さだ研メンバーの方
からメールを頂いて、その時に京大構内でギター弾い
て唄ってたのは学芸大さだ研だったと判明してます。 

A: あのメールには驚きましたね。これこそインターネ
ットの力、かもしれません。 

R: で、さだ研ブーム期にできたのが千葉大・山形大・
新潟大あたりのさだ研だったかな。大学に拠点を置か
ない社会人さだ研も含めて、会報を出しているところ
とはお互いに交換していたから今でも資料が残ってい
るけど、全部のさだ研が会報を作っていた訳じゃない
し、そういうところがどういう活動をしていたかは今
となっては不明なんだよな。 
 私大では早稲田は昔から別格的に有名だった。もっ
ともあそこは基本的には音楽サークルで、ブーム期で
も他のさだ研との交流は割と薄かった記憶があるな。

1993.11.21 立命館大学さだ研とソフトボール対決、12-14で逆転負け 
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あと日大(さだ親)や慶應や青学にもあったし、成田さ
だ研もメンバーは学生が大半だったしノリとしては社
会人サークルではなく大学さだ研のそれだったよね。
組織や名前を変えながら今でも活発に活動(→うきゅー
→えどきゅー)しているのは頭が下がるところですが。 

A: 旧成田さだ研は、自発的に新陳代謝をしているよう
で、それってすごいことだと思います。このままじゃ
いけないという意識がはっきりしていて、それが 10
年以上続いているというのがすごい。 

R: ただ、当時、地域名を名乗った社会人さだ研には全
メンバーが 1、2 人なのに「さだ研」として運営して
いるようなところや、複数のさだ研のメンバーを兼ね
まくっている人が結構いて、そういうのが僕個人とし
てはあまり好感が持てなくて、色々なところで批判的
な言動を取っていた。ま、向こうは向こうで「学生が
好き勝手やっていやがる」と思ってたんだろうけどね。 

A: まあ、ひとつところにきちんと関与しないで、あち
こちに顔を出して遊んでいるだけだといい顔をされな
いというのは、サークル活動一般の話だとは思います
けれどね。 
 実は当時、対外的なりょーかんさんの顔をあまり知
らないのですよ。わたしは会誌の編集だけでいっぱい
いっぱいだったから、自分のいるさだ研のことしかわ
かっていなくて。 

R: いやぁ結構キツかった筈(笑)。まだ性格も体型も尖
ってたしな(泣)。ウチのさだ研は結構よそのさだ研全
体の流れに沿わない行動をとることが多かったし、た
とえば「長崎から」会場でも幟のデカさとか会誌バラ
マキとかで目立つし、大学名で一般へのインパクトは
大きかったのは事実だろうし、特に関東地域のさだ研
の人達からみれば「普段いないのに長崎でハデにやり
やがって」という意識はあったんじゃないかなぁ？  

A: 「普段いないのに」っていっても、たとえば「セイ! 
ヤング」に参加したくても無理という事情もあったの
にね。こちらはこちらできちんと活動していたけれど、
それを知る由もないのは、あのころならば仕方もない
ことで。 

R: ま、そういう嫌味に対してこっちも挑発的な言動を
取ったりしましたけどね(笑) あー若かったよなぁ…
(苦笑)。ほんとシャアの台詞が身に染みるわ(笑) 

A: 「坊やだからさ」と。(←違う) 

R: ただまぁ、京大さだ研では狂授という強烈なキャラ
クターが対外的にかなり知名度があって、僕がキツい
言動を取っていても狂授の雰囲気でずいぶん助けられ
ていた気もする。本人は意識してなかったと思うけど
(笑) 

A: 狂授は、会誌の原稿とか新人勧誘のちらしとかには
厳しかったですよ(笑)。身内には厳しくて、渉外のと
きはつかみが OK なキャラクターでいてくれたから、
いま考えてみるとサークル運営のうえではベストでし
たね。 
 そういえば、雑誌とかラジオ番組とかの取材を受け
たときも、狂授がかなりその場のとりまとめをしてく
れたような。 

R: 94年春に「セイ!ヤング」が終了すると、その頃か
ら次々と各地のさだ研が解散していった。これは「セ
イ!ヤング」が色々なさだ研に対して果たしていた役割
を考えると当然の部分もあったけど、もうひとつ理由
として、各地の大学さだ研が設立から4年ほど経過し
て設立メンバーが卒業していったことも関係していた
んじゃないかなぁ。 
 つまり組織としての引き継ぎが次世代に果たせない
まま､もしくは新会員を得られないまま初代メンバー
の卒業と同時に勢いを失って解散したり自然消滅して
いったんじゃないかと。詳しいところは分からないけ
ど。 

A: 結成メンバーから人のつながりが拡げられないと、
どうしても1世代限りしか保たなくなってしまいます
ね。拡げられても同学年だけではだめなわけで、そう
なってくると、なんというか理念とかサークルの色と
か、そういうひとりひとりに帰属しない、サークルそ
のものの特性がないと、きちんと世代交代が起きませ
んね。 

R: それぞれのさだ研によって活動の目的や方向性が
バラバラだったというのは色々な意味で面白かったん
だけど、明確な目標がないということは、団結できる
理由が内部の人間関係以外に求められないということ
でもある訳で、これが大抵のさだ研の所属者の固定化、
というか本来なら卒業および新入生加入といった強制
的理由で主要メンバーの入れ替えが定期的に行われて
いく筈の大学サークルなのにメンバーが固定化したり、
それ故に新人が入りにくくなってしまったり世代間で
の軋轢から内部崩壊するところも出てきてしまった。 
 だから今でも当時からの付き合いのある人間同士で



-10- 

の絆は続いていても、それを「さだ研」としての活動
継続に繋げられなかったところは多かったんじゃない
かな。東大さだ研あたりでも現役学生はいなくても
OB会としてmixiにコミュがあったり皆で遊んでいる
という話を聞くとそう思う。 

A: これはさだ研に限らず、大学サークルというものの
宿命かもしれませんね。代替わりをしていくうちに、
初期とはまるで別の色合いのサークルになってしまう
ほうがむしろ健康的で、上級生があまり幅を利かせて
いるといいことがない、ということで。 

R: 勿論うちでもそういう面はあったし、京大さだ研が
ここまで奇跡的に長く続けてこられたのは、狂授や僕
のように大学に長く在籍しすぎて離れた世代どうしを
繋げる役割を(結果的に)果たしてしまったからという
面はあったんだろうね。これが果たして良かったのか
どうかは分からないけど…。 
 僕が会長を退いた後も、結果的には僕や狂授を中心
に回ってしまった部分もあるし、後をうけて役員を務
めた連中にはずいぶん嫌な思いもさせた筈で、彼らに
は申し訳ないと思 っている。 

A: わたしもいろいろ迷惑をかけて、それで後輩をさん
ざん怒らせてしまっていて。いまさらだけれど。 

R: そんな形であれだけ数多くあった「さだ研」も次々
と活動停止していって、「長崎から」で見かける幟の数
も年々少なくなっていって。 
 だから、95 年以降のピーススフィア運動について
一部のさだファンが問題視して、ネット等で批判的な
意見を述べたりして論争になっていった頃には、「さだ
研」としてそういう話をやっているところはほとんど
無かったんじゃないのかなぁ。あの論争の大半は個人
同士の動きだったような気がするし、そういった個人
の繋がりで何故か僕等も新たな知人を増やしたりしま
したけど(笑)。 

A: 論争が行われていた場所が主にインターネット上
の掲示板だったから、団体的ではなくて個人的なやり
とりに終始したということはあるでしょうね。面と向
かい合ってやりあっていたわけではなかったようです
から。 

R: ここ何年かで新たにできたところというと福岡香
椎さだ研とか KGU(神戸学院大学)さだ研くらいかな。
神戸学院に至っては 2000 年以降に設立されたそうで、
まさかこの期に及んで新しい大学さだ研ができると思

ってなかったからかなり驚きました。どういう経緯で
出来たのか訊いてみたいわ(笑) 

A: ポスト「セイ! ヤング」世代の大学さだ研というの
は内実がどういうことになっているのかということに
は興味が湧きますね。最近は急激にコンサート観客の
高年齢化も進んでいることだし。 

R: そして今年で「長崎から」も終了になる訳だけど、
今残っているさだ研が今更これがきっかけで消滅する
こともなさそうだな。やはりネットの普及は大きいよ
ね。今残っているさだ研はほとんどネットを利用して
いる訳だし、メンバーが直接集まれなくてもコミュニ
ケーションを取れるのは大きい。 

A: かつて顔を合わせて遊んでいた同士が離れ離れに
なってしまっても、手軽なかたちでつながり続けるこ
とができるというのはありがたいですね。 

R: 京大さだ研も早い時期からメーリングリストは存
在したけど、あの当時に今のようなネット環境が整っ
ていたらやはり会誌や例会などのありかたは全然違っ
ていただろうな。ここ数年、長崎で配布している会誌
を PDF にしてネット上での閲覧を可能にしたのも時
代というほかないし。一般公開版だけでなく会員限定
配布の会誌も印刷・郵送しなくともネット配布でほと
んど足りるわけだし、その意味では会誌制作や連絡に
関しては昔のような手間や経費はかからないよね。 
 創刊号以来の過去の会誌もPDF化してCD-ROMに
収める計画も実は地味に進めているんですが、実際に
はなかなか進まなくてねぇ(苦笑)。 

R: もうひとつ、いま京大さだ研メンバーで進めている
計画がありまして。いわゆる"SADAKEN計画"ですな。 

 京大さだ研メンバーの特徴は大学院、それも博士課
程への進学率がきわめて高かったことで、その結果、
大学など研究機関や企業で研究者の道を歩んでいる人
が非常に多い。 まぁこれは京都大学という学校自体の
特性でもあるけどね。 
 また、それぞれの専門分野も大半は理系だけど多岐
に渡っていて、「これを何かに活かさない手はないよ
な」ということで出てきた構想なんだけど、つまり、
それぞれの専門分野の研究成果を持ち寄って発表し、

これからの｢SADAKEN｣ 
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異分野の研究に触れることで新たな発想や手法を自分
の専門分野に持ち帰ることができないだろうか、と。
いわば超学際的な研究集会で、これを定期的に開催す
るための学術団体を設立しようと。メンバーがたまた
ま京大さだ研の出身者というだけで。  

 発表の聴講は勿論、発表自体も専門の研究職にある
者に限らなくていい。各人の様々な職業や分野からの
経験や研鑽が他の人に与える刺激は必ずあると思うし
ね。 単なる学生時代の友人が集まって同窓会的なノス
タルジーに浸る場所ではなく、新たな知的刺激を与え
切磋琢磨する場としたい、という構想です。 
 そして､この学術団体名として小難しい名称を捻り出
してでっち上げ、その英文略称が「S･A･D･A･K･E･N」
になるように命名する。というか､ここが最大のポイン
ト(笑)  最初にこの話にのってくれたイッチーさんが
考えてくれた例だけど、 
 "Scientific Association for Discrete Analysis in 
Kyoto university Engineering Network " とか。 
 でもって、研究集会の後には「懇親会」があり、ぶ
っちゃけた話かつての学生ノリで大宴会をやってしま
おう、という。 …どちらかというと目的はこっちのよ
うな気もするけどな(̂ ;̂;)  
 けど、最終的には研究集会への出席に対して「公費
で出張費が出る」くらいのものを目指す、つまり真面
目かつ本気でやろうと。 
 そういう、さだまさしとは何の関係もない形で近い
将来「SADAKEN」が活発な活動ができる日はそう遠

くないのかなぁ(笑)。 

A: わたしは文系だし、だいたいが大学院にも行かずに
さっさと大学を出てサラリーマンをやっている身なの
で、出張費はちょっと出してもらえなさそうですが
(笑)、「SADAKEN」の活動には興味がありますよ。懇
親会に対してだけではなくて。 
 自分の考えを蛸壺化させないためにも、専門外のい
ろいろなテーマで頭を引っかき回してみるのは楽しい
んじゃないかと思って。さだばっかり聴いててもつま
らない、ほかのミュージシャンの音楽も聴いてみよう、
っていうのと、そんなに遠くない話のような気もしま
す。 

R: ま、「長崎から」はこれで終わるけど僕等の闘いは
これからだ！ということで。 
…ジャンプ漫画の打ち切り最終回ちゃうって(笑) 

A: 「未完」と(笑)。 
 

京都大学さだまさし研究会サイトにて、｢長崎から｣会場で配布した会誌(８月号) 過去 5年間分を PDF
でネット配布しています。 ぜひご覧下さい。 
■2000年 (Vol.81, 12p) 
▼対談：さだまさしを語る  ▼Let's BEGIN Review!!  ▼うたいびと はね …って誰? 

■2001年 (Vol.82, 12p) 
▼対談：さだまさしを語る2001 

■2002年 (Vol.83, 8p) 
▼対談：さだまさしを語る2002 

■2003年 (Vol.84, 12p) 
▼対談：さだまさしを語る2003  ▼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- 

■2005年 (Vol.85, 16p) 
▼対談：勝手にトリビュートアルバム編集会議 
 



1990 ゲスト：谷村新司・服部克久・森川由加里・いまむら瞭・白鳥座・佐田玲子・水島裕･西尾拓美･西村知美･乃生佳之 
▼京大さだ研創立直後の「長崎から」。数名が個人参加したのみ。 

1991 ゲスト：堀内孝雄・レーズン・竹本孝之・森川由加里・いまむら瞭・佐田玲子・倉沢淳美･水島裕･西尾拓美･西村知美･乃生佳之 
▼初の稲佐山での開催。りょーかん1人が個人で参加。 

1992 ゲスト：都はるみ･TSU-BA-SA･135･小田和正･姫野真也･いまむら瞭･佐田玲子･西尾拓美･西村知美･乃生佳之･栗山英樹･田尾安志 
▼参加者：4名 ▼雲仙・小浜での開催。初めて京大さだ研が幟を立て団体として参加、認知される。 

1993 ゲスト：財津和夫・白鳥英美子・Ron Richardson・井上あずみ＆トトロ・佐田玲子・水島裕･西尾拓美･西村知美･乃生佳之 
▼参加者：7名 ▼狂授・御三家が長崎へ初登場。初めて待ち時間に会誌特別編集号(Vol.33)を配布。一般配布にもかかわらず48
頁という言語道断の容量。 

1994 ゲスト：泉谷しげる・イルカ・横道坊主・福岡益・佐田玲子・勝手にゲスト(水島裕･西尾拓美･西村知美･乃生佳之) 
▼参加者：7名 ▼とっちゃん長崎へ初登場。杉下涼(誰？)登場。配布した会誌(Vol.45, 36頁)は再録記事と新作記事。 

1995 ゲスト：前川清・森山良子・佐田玲子・勝手にゲスト(西尾拓美･西村知美･乃生佳之)・土居まさる・笑福亭鶴瓶 
▼参加者：12名 ▼空前の参加人数となる。直前に創立5周年・会誌50号を迎え、そのレビュー編を配布用会誌(Vol.53, 40 頁)とした。 

1996 ゲスト：谷村新司・岩崎宏美・我如古より子・鼓衆-若太陽-・いまむら瞭・佐田玲子・勝手にゲスト(西尾拓美･西村知美･乃生佳之) 
▼参加者：5名 ▼会誌(Vol.62, 20頁)は「京大さだ研に関する妖語怪説」がメイン。 

1997 ゲスト：加山雄三・南こうせつ・Toshi・坂本冬美・佐田玲子 
▼参加者：7名 ▼新・御三家が長崎に揃う。会誌(Vol.72, 16頁)を配布予定だったが雨天のため殆ど配布できず。 

1998 ゲスト：加山雄三・三波春夫・永六輔・Le Couple・白冰冰・佐田玲子・水島裕・原田泰治 
▼参加者：4名 ▼前年、雨のためほとんど配布できなかった会誌配布のリベンジ(Vol.77, 12頁)。 

1999 ゲスト：加山雄三・雪村いづみ・尾崎亜美・ブレッド＆バター・佐田玲子 
▼参加者：4名 ▼「三日坊主グランプリ」など京大さだ研史上最小頁数の会報(Vol.80, 8頁)を配布  

2000 ゲスト：加山雄三・小林幸子・BEGIN・うたいびと はね・佐田玲子 
▼参加者：4名 ▼会誌(Vol.81, 12頁)の記事としてりょーかん×あんでーによる対談を掲載、以後の会誌8月号で恒例化。 

2001 ゲスト：加山雄三・谷村新司・由紀さおり･安田祥子・山根康広・チキンガーリックステーキ・佐田玲子・橋本真也 
▼参加者：3名 ▼鈴木英人風の表紙画(笑)の会誌(Vol.82, 12頁)を配布。 

2002 ゲスト：加山雄三・HOUND DOG・サーカス・チキンガーリックステーキ・佐田玲子 
▼参加者：4名 ▼会誌(Vol.83, 8頁)を配布。 

2003 ゲスト：加山雄三・楊姫銀・夏川りみ・チキンガーリックステーキ・佐田玲子 
▼参加者：2名 ▼会誌(Vol.84, 12頁)を配布。 

2004 ゲスト：加山雄三・山崎まさよし・彩風・はなわ・チキンガーリックステーキ・佐田玲子 
▼参加者：1名 ▼この年は会誌発行・配布を休止。 

2005 ゲスト：加山雄三･スターダスト☆レビュー･岩崎宏美･りんけんバンド･フリーウェイハイハイ･佐田玲子･チキンガーリックステーキ 
▼参加者：3名 ▼あんでー10年ぶりの復活。山上での会報(Vol.85, 16頁)配布と同時にネットでもPDFによる配布を行う。後
に2000年まで遡って過去の会誌4冊もPDF配布。 

2006 ゲスト：加山雄三・BEGIN・平原綾香・大竹しのぶ・コロッケ・吉田政美・佐田玲子・チキンガーリックステーキ  
▼参加者：8名を予定。 ▼久しぶりに大人数参加となる。今年も会誌を配布予定です。 

 京大さだ研と｢長崎から｣ 
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