
ビイドロ
を楽しむ為のヤツ

【ビイドロ】
00年代、東京のライブハウスを中心に独自のポップセンスを散撒き続けたロックバンド。

ちょっとエモくて、ちょっと繊細で、ちょっとユーモラスなバンド。
僕らの毎日とはほんの少しだけ違った世界を描くバンド。

2010年に沢山のリスナーと沢山のアーティストから惜しまれながら活動を休止したバンド。
そんなバンド【ビイドロ】の、

これまでとこれからの世界に向けられた未発表音源がついにリリースされる。

これは、ビイドロとアルバム「またあしたね」を
楽しむお手伝いをする為のヤツです。
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radioDTMがバンドと一緒にCDをリリースするのは、ビイドロの本作
で５枚目になります。「身銭を切ってまで、バンドをサポートする理
由は何だ？」と聞かれると、「出したいから」という何とも安直な感
じの答え方しか出来ないのが正直なところです。それは今までのリ
リースも同じだし、ビイドロもそうです。
だとすると、普段から多くのインディーズバンドを紹介するラジオの
運営者として、どのバンドにも思うことでなないか？という問いには
「その通りです」としか答えようがありません。
では、これまでにリリースしてきた太平洋不知火楽団、テングイン
ベーダーズ、そしてビイドロには特別な思い入れがあるのか？という
と、そういうわけではないです。
強いて言うなら、radioDTMがリリースをサポートするバンドの共通
点は「自力では難しそうだから」ということが当てはまる気がしま
す。
これはバンドごとに様々な理由がありますが、
ビイドロの場合は「活動休止」という事実がはやり大きいです。
僕らがビイドロと出会ったのは活動休止をする一年前で、もっと早く
知りたかったという後悔もあります。そこに加えて、僕らは本作を制
作段階から聴かせてもらえるという機会にも恵まれました。これがも
しリリースされないという事態を想像すると、今でも怖ろしくなりま
す。それくらいの名盤であり、それくらい凄い音楽をやっていたバン
ドがビイドロなのです。
彼らの最新作にして、おそらくラストアルバムになる本作「またあし
たね」は何とか発売まで漕ぎ着けられました。radioDTMはこのアル
バムを聴いて「出したかった」と思ってくれる音楽関係者の方が出て
くれることを望みます。そして、手にとってくれた貴方には「聴けて
良かった」と思ってほしいです。

結局のところ、音楽というのは音に全てが詰まっていて、
歌というのは言葉とメロディーに全てが詰まっている。
ビイドロは一度活動休止をしているけれど、
このアルバムに詰まっている音は活動休止後も常に動き続け、
生き続けていた音だ。
この「生きている音」がアルバムで鳴らされていることが、
僕にとっては一番印象的で感動的なものだった。
是非ともこのアルバムの最初から最後までではなく、
端っこから端っこまでを聴いて欲しい。
俗っぽさがなく洗練されたポップネスと、
緻密で幅の広いアレンジが、
ビイドロという枠の中で踊り狂う。
冷たそうに見えて、触れると温かい、
そんな希望を歌ったアルバムだと思う。
ちなみに今、春にかけて季節が変わっていく夜に、
自転車で甲州街道を走りながら、
ビイドロの「またあしたね」を聴いている。
冬には澄み切っていた空気が、
春になるにつれて少しずつ脹よかなものに変わっていく。
何か始めるには良い季節だなと、改めて思う。

活動を止めていた
バンドが
もう一度動く
という事

カネコヨウヘイ（radioDTM・構成）

社長（radioDTM・パーソナリティ）
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（インタビュー・文章 / 金子厚武）

「またあしたね」
ロングインタビュー

●ビイドロの新作が出ると聞いて驚いた人も多かったと思うので、まず
は2010年12月の活動休止前ラストライブから、リリースに至るまで
の経緯を話していただきたいと思います。
青柳　今回のアルバムの曲って、11曲中8曲ぐらいは3人になってから
作った曲で、3人になったことで刺激されて出てきたものがめちゃめ
ちゃあったんです。なので、活動休止するとはいえ、これは形にして
おかないとよくないだろうっていうのは3人意見が一致してたんで、最
後のライヴの6日後ぐらいにはスタジオに入って。
●そんなにすぐ入ってたんですね。
青柳　活動しなくなると鈍っていきそうだから、感覚を覚えてるうち
にベーシックだけでも閉じ込めちゃいたくて。だから、1月には全部録
り終わってたよね？
伊藤　うん、録り終わってたね。
青柳　そこから歌入れとかは徐々にやってたんだけど、そしたら3.11
が起きちゃって、一時期止まっちゃって。はなしとかもやってたんだ
けど、「音楽やってていいのかな？」ってとこまで考えちゃって。あ
とちょっと悪い偶然も重なっちゃったっていうか、ミックスとかはス
タジオの空き時間を使わせてもらってたから、深夜に作業をしてたん
だけど、スタジオに行ったら鍵が開いてなくて入れないってことが2～
3回あって（笑）。月一ぐらいのペースで作業をしてたから、それで2
～3か月経っちゃったり。
●さらには、マスタリングのやり直しもあったそうですね。
青柳　2011年の暮れにとある有名な人にマスタリングをしてもらっ
て、その場で聴いてたときはよかったんだけど、家帰って聴いたら
「あれ？ちょっと違うな」と思って。でも、音源出る前ってナーバス
になるから、気のせいだと思ってしばらく置いてみたんだけど、2か月
ぐらいしてから聴いてみても、やっぱり「おや？」って感じで。それ
で、ミックスをしてくれた（前田）千秋くんに電話したら、「俺も気
になってたんだけど、青柳さん何も言ってこないから、大丈夫なのか
なって思って」って。それで、「自分でよかったら、あれよりはかっ
こよくなりますよ」って言ってくれたんで、「じゃあ、それでやってみ
ましょう」と。
●それがいつ頃ですか？

青柳　2012年の4月くらいかな。そのあたりははなし（青柳と伊藤を
中心に、2011年に結成された6人組現代型お囃子ダブロック集団）も
音源作ったりしてゴチャゴチャしてて、結局できたのが7～8月くら
い。それで、今回リリースに協力してくれるradioDTM（日本のイン
ディーズを中心に紹介する音楽Podcast番組）に「できたよ」って言っ
たら、DTMはDTMでテングインベーダーズのシングルを出すプロジェ
クトの途中だったから、なかなか動けなくて。それで今に至るってい
う感じですね。
●いろいろとアクシデントも重なりつつ、「遂に！」っていう感じなん
ですね。
青柳　だから「難産」っていう言葉も似合わないっていうか、「出生
届出すの遅れちゃった」みたいな（笑）。
●ちなみに、マスタリングがしっくりこなかったっていうのは、何が問
題だったんでしょう？
遠藤　僕は正直前のやつがそこまで悪いとは思ってなかったんですけ
ど、（青柳から）電話が来て、どこがどう違うと思ったのかっていう
のを聞いて、「確かにそれならやり直しましょう」っていう感じでは
ありました。
青柳　あの…僕シャワー浴びながら電話することが多くて（笑）、そ
のときもそうだったんですけど、ただそのときは「何で今さら？」っ
ていう、若干緊迫したムードもあって。でも、「いや、絶対よくなる
から」って言って。
●青柳さんの中ではどんな部分がポイントだったんですか？
青柳　天井が開いてるか開いてないかみたいな、バンドのムードとし
て、3ピースになってから密室感が減ったような印象があって、オープ
ンエアというか、天井は開いてないにしろ、「ガラス張りで空見える
な」ぐらいの感じでやってたんですけど、がっちり屋内みたいな感じ
の音になっちゃってて。
遠藤　前のやつは確かにモノクロっぽいというか、一色しかない感じ
があったんですけど、僕らが思ってるのとは違うところから、広くリ
スナーに届く可能性もあるんじゃないかとも思ったりして。とはい
え、青柳さんが言ってることはものすごくわかるし、間違ってないと
思ったから、「そう思うならやりましょう」って言って。
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青柳　そのときはドキドキしてたから、「そう思うならやりましょ
う」って言われても「なんか怖い」と思いながら、シャーッとシャワー
を浴びて（笑）。
●それぞれの良さはあったけれども、バンドが思い描く理想像に近かっ
たのが、今回リリースされるものということかもしれませんね。
遠藤　あとまあ、くだらないことですけど、お金がかかってたっていう
こともあるし、それまでもかなり時間がかかってて、さらにマスタリン
グもリテイクってなると、一生終わらないんじゃないかって思って
（笑）。「これはあれだ、ライフワークなんだ。この絵は完成しないこ
とに美学があるのかもしれない」って（笑）。
青柳　ガウディになっちゃった（笑）。
●無事完成して本当によかったです（笑）。最初に青柳さんも言ってま
したが、今回のアルバムっていうのは、まずビイドロが3人になったっ
ていうところから始まってると思うんですね。2009年の10月に前の
ベースだった岡田さんが抜けて、ギターだった伊藤さんがベースに移っ
たわけですが、伊藤さんはベースはほぼ初めてだったんですよね？
伊藤　ほとんど触ったことなかった。だから、そこの転換は本当に悩み
ました。ドラムもギターボーカルもホントにすごいから、焦りもあった
し、いろいろ悩んだ時期もあったけど、自分のスタイルみたいのを見つ
けてからは、「これでいいんだ」って確信が持てました。
●新しいメンバーを入れるんじゃなくて、3人のままでやるっていうこと
自体はすんなり決まったんですか？
伊藤　一人抜けるってなったときに、この人間関係に誰かを入れるのは
不可能だろうっていうのは、おそらく3人とも確信してました。なの
で、最初は僕がギターのまま、エフェクターで低音にしたり、いろいろ
試していって、結果的に普通にベースを弾いた方がいいんじゃないかっ
てことになって。
青柳　いなくなった人のことを悪く言うつもりはないんですけど、簡単
に言うと、やめちゃったベースはこの3人のレベルの会話に来ないって
いうか、いろんな場面でそういうことが多くて、それでふるい落とされ
ちゃったようなところがあって。僕がそれに対して「なんでだよ！」っ
て強く当たっちゃったのもあるし。
伊藤　本当に濃い人間関係でビイドロをやってて、サウンドの追究もこ
れ以上ないっていうものをやるんだっていう気概があったし、自負もあ
るから、ここに誰かを入れるのは相当難しくて、逆にバラバラになっ
ちゃうんじゃないかっていう心配もあって。だったら、この3人でやれ
るところまでやろうってなって、結果的にそれがすごくよかったなっ
て。
●パートが変わるっていうのはもちろんものすごく大きなことですけ
ど、ビイドロにとってはそれ以上に「この3人であること」が重要だっ
たと。
青柳　でも、ぶっちゃけ主に僕のわがままです（笑）。僕実はベースが
辞めるちょっと前から3ピースにしたいなって、1年ぐらい沸々と思って
はいて、それとなくそんな話をしたこともあって。実際、ベースが辞め
てからは、さっき彼（伊藤）が言ったように、オクターバーで下を出し
て、ベースアンプから出してやってたんだけど、例えば、はなしとか
だったら、ソングライティング的にヘンテコな編成でも成り立つんだけ
ど、ビイドロって妙に構成とかメロがしっかりしてるから、周波数的な
音の配置がある程度スタンダードなものじゃないと、歌として生きな
いっていう矛盾が出てきちゃって。それで、「ホントに申し訳ないんだ
けど、僕のヴァイオリンベースを貸すから弾いてくれない？」って言っ
たら、「えー、ホントに!?」って感じで（笑）。
●まあ、最初はそうなりますよね（笑）。
青柳　「ホントそうだよなあ」とは思ったんだけど、でもやってみた
ら、偉そうなんだけど、「筋がいい」と思っちゃって。僕の曲を理解し
てるからってことじゃなくて、僕の曲に入れるベースを弾くような性格

の人というか、彼って几帳面だし、でもその反対側ですごいざっくりし
てるとこもあって、その両方がベースを弾いたときに自分のギターとか
歌とスパーンと合ったんで、俺その瞬間「これは発明だ！」と思って。
何とか状況をよくしようと思って褒めてるんじゃなくて、本当にすげえ
と思って褒めてたんだけど、やっぱり死活問題なのはこっち（伊藤）だ
から、まったく伝わらないの（笑）。
伊藤　わかんなかったねー、最初は（笑）。
青柳　「これをやるために今までビイドロやってたんだな」って勝手に
思ってたけどね。
●エンタツさんはドラマーとしてどう見てましたか？
遠藤　すごく表現が難しいんですけど、僕から見るとギターもベースも
弦楽器だから、言っちゃえばそこまで…
青柳　ざっくりだなあ（笑）。
遠藤　もちろん、そこまで軽くは思ってないですけど、言っても弦楽器
だしっていうところはあって、「邪魔じゃない」って言うとネガティヴ
に聞こえちゃうと思うんですけど…
青柳　でも、それはすごいわかる。
遠藤　4人のビイドロの後半ぐらいから、僕にとってリズムの芯として
必要なのは、青柳さんの歌だけなんですよ。歌が出してくるリズムにど
う乗っかるかだったので、ギターやベースは必要ないというか、それよ
り僕たちが合わさなきゃいけないのは、青柳さんの歌だったり、青柳さ
んのムードで、僕らがどれだけそれをブーストさせられるかっていうの
が大事で。それに対して、伊藤さんがただそこに立ってるっていうこと
がすごく重要だと思ってました。でも、（伊藤は）すごく悩んでたんで
すよ。
青柳　（遠藤と）一緒の帰り道に、「あんなに悩まなくていいのにね」
「ですよね」って言ってて、でもリハに入ると伊藤が「うーん」って
（笑）。
遠藤　2人でリズム練に入ったときに音色とかいろいろ試して、正直そ
んなに変わんなかったんですけど、20分くらいやって、「すごいよくな
りましたね」って（笑）。
青柳　俺ずっと世界一ベース上手いと思ってるんですけどね。
遠藤　青柳さんがよく言うのは、ベースマガジンとかギターマガジンと
かで言われる上手さじゃなくて、耳のよさとか勘のよさっていうことで
すよね。
青柳　うん、ホントそういう感じ。パニックスマイルで言えば、ジェイ
ソンより断然吉田さんだし、モールスの酒井さんとかもそうだけど、感
情がそのまま音になるってことができてる人。特に、ギターって楽器は
何かのテンプレに乗せて、「俺これ系のギタリストだから、こういう感
じ」って人が多くて、そうじゃないところで「俺はこうしたいからこ
う」っていうのをドカンと最初からできる人、一個フィルターを取り外
せる才能があるというか、そういうのが僕の中での「上手い」で。ミス
タッチが多かろうが、コード間違えようが、グッと心を掴まされれば全
部上手いから、それで言ったら彼のベースは僕の中でものすごい発明で
したね。たぶん、ベースから始めてこういうベースを弾く人はいない
し、俺的にはいいタイミングでこの人はベースに変わったと思ってて。
遠藤　最初はやっぱり「ベース入れないの？」とか「いつまで伊藤さん
ベースなの？」って言われてて、それは伊藤さんのベースがどうこうっ
ていうより、伊藤さんのギターがすごくよかったからだと思うんですけ
ど、でも後半にはほとんど言われなくなりましたね。
青柳　俺にはその意見全然来なかったなあ。伊藤さんには来てたらしい
けど。
伊藤　俺には来てたよ。それまでのビイドロはツインギターを追究して
たし。ただ、ツインギターのときも、2つのギターで一個の感じを出
すっていうのをすごく追究してたから、言ってしまえば僕がベースに
なっても（ギターとの）絡みはできてたから、そういう意味ではすんな
りできたのかもしれないですね。
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●3人になってからの楽曲のひとつのポイントとしては「ミニマル」って
いうのがあると思うんですけど、例えば、ゆらゆら帝国だったりとか、
そういう参照点もあったんですか？
青柳　ありましたね。その時期にはまってたのが、3人でやってた頃の
初期のモデスト（・マウス）と、ゆら帝と、あとPSG（日本のヒップ
ホップグループ）も聴いてて、あれも3人組だし、奇数の数字がもたら
すマジックみたいなのを結構思ってた気がする。同じパーセンテージで
二つに分かれてしまうものよりも、偏りがあるものの方が突破口が開け
るものになるというか、偏って割れた方が角が尖ってると思うので。ま
あ、4人でやるのにほとほと疲れちゃってたのかな。自分の性格だと4人
は大変で…3人も大変なんですけど（笑）。
●でも、その割り切れなさに惹かれるっていうのはわかる気がします。
青柳　僕が理路整然としたものを好むと思ってる人も多いみたいなんだ
けど、僕はどっちかっていうとそうじゃなくて、「なんだかね」ってい
うのが残った方が、体験としていいものが多いと思う。
●3人のビイドロの原型になった最初の曲とかっていうとどれになりま
すか？
青柳　それはまさに1曲目の“くじら（の半回転）”で…あれ作ったとき
どうやって作ったか覚えてる？
伊藤　最初は覚えてないな…でも、すぐ作ったよね。
青柳　僕もちろんゆらゆら帝国好きで、『空洞です』ショックがすご
かったんですよ。一昨年ぐらいにやっと抜けたんですけど、バンドをや
る人間が持たなきゃいけない前提を全部変えたぐらいのものだと思って
て。簡単に言うと、ナンバーガール的な手法みたいなのが一気に古臭く
なるような、感情表現として、激情であることを否定する行為でなく否
定したというか。『冗談の王様』は結構激しいパートが多いんだけど、
のほほんと殺伐してるものの方がいいなと思って。
●確かに、ボーカルの感じからして変わった部分がありますよね。
青柳　『冗談の王様』に入ってる“地平線をさかさまに”とか“磁石”みた
いな曲で、ちょっとしゃべるっぽいのをやってて、それはモールスの酒
井さんとか、PSGを聴いてたのもあるし、あとルー・リードの『トラン
スフォーマー』をその頃初めてまともに聴いた影響もあって。清志郎も
ちょっとああいう要素あるでしょ？新聞の記事渡されれば、それに節回
しつけられそうな感じの人っていうか。そういうしゃべるようなことを
するってなると、手元がミニマルじゃないと演奏できないっていうのが
あって。あと、そのときはノイ！とかも聴いてて、ジワジワ行くような
のがいいなっていうのもあったかな。これやったとき、みんな手応え
あった？
伊藤　そうだね。パッとやったときに、結構すんなりいった印象があ
る。
遠藤　当時の何となくの記憶で言えば、これドカンって爆発するポイン
トがいくつかあって、その爆発に対する瞬発力が3人だとものすごく軽
くなってて、それがすごいなって思ってました。
●“くじらの半回転”は〈ぼくはこれからどこでもいくのさ〉って歌って
て、歌詞からも新しい始まりを感じさせますよね。
青柳　でも、この時点で結構無理してるのがわかるっていうか、すごい
楽しかったんだけど、しんどくもあって、一年後活動休止するのが何と
なくわかる。「でもやるんだよ」っていう、逆ギレみたいなところも
ちょっとあるというか（笑）。
●アルバムのラスト3曲で、歌詞に「うまくやれるさ」って連続して出て
くるのがすごく印象的だったんですよね。
青柳　気づかなかった、ヤバいね。上手くやれてなかったんだろうね
（笑）。
●自分に言い聞かせてる部分があったんでしょうね。
青柳　僕昔大病したことがあって、その病気で5回手術して、実家とも
断絶してたから、不安で不安でしょうがなかった時期があって、そのと

きRC（サクセション）の“ラプソディー”の「うまくやれるさ」ってい
うのを聴いて、北千住の駅でボロ泣きしたことがあって（笑）。もちろ
ん、清志郎は俺に歌ってるわけじゃなくて、本人がまだジリ貧の頃に
歌ってるんだけど、それを聴いてガーッと来たから、ちょっとクサい話
ですけど、俺も自分で音楽を作るときに、回りまわって知らない誰かが
聴いて、その言葉でちょっと楽になったらいいなっていうのは思って
て、特に最後の“おばけの車”とかは、そういう想いが強い。
●僕アルバムを通して聴いて、“おばけの車”の〈これから走るこの先の
道には～〉っていうパートでいつも涙腺が緩むんです（笑）。やっぱ
り、最近って一曲で聴くことが増えて、曲のコレクションみたいなアル
バムが多いけど、『またあしたね』はアルバムとしての作品性がすごく
高くて、流れが素晴らしいんですよね。最後の方に何度も出てくる「う
まくやれるさ」っていう言葉は、青柳さんが自分に向けて書いたってい
う面が強いかもしれないけど、でもやっぱりそれは聴き手に向けた言葉
にもなってて、すごく背中を押される感じがしました。
青柳　よかった。ありがとうございます。
●3人になってから作った曲の一方で、4人のときからやってて、3人に
なって仕上げた曲もあるわけですよね？
青柳　“けむりのなか”は4人のときから試してて、疾走してる曲だった
時期もあるんですけど、これは簡単に言っちゃえば、RCの“甲州街道は
もう秋なのさ”なんですよ。あの曲は〈ぼく半分夢の中〉って言って
て、自分を埋没させちゃうっていう逃げとかごまかしを、あんなに狂お
しく曲にしてるっていうのが衝撃で。完璧な厭世観なんだけど、でもポ
ジティヴなものをもらったというか、それでも生きてやるって気持ちを
感じて。
●“けむりのなか”自体の歌詞のモチーフはどこから来てるんですか？
青柳　インターネットとか文字情報、記録っていうのが、世の中に残り
まくってる状態に対しての自意識のありようを歌ってて、単純に人とコ
ミュニケーションするのに、会ってしゃべればいいのに、その前段階を
踏んで、結果的にそうなってないって状態がいっぱいあると思って。
〈きみだけひとりぼっち よくみりゃみんなもそう〉っていうのは、喫
茶店の同じ席で全員が携帯見てるとか、「これは何だろう」って思った
時期があって、そういうものと、シャッター商店街が増えていってる感
じが、俺の中でなんとなくつながってきちゃって。“流線形にはもうな
れない”も、損なわれていってることへの無関心の曲で、傍観者のつも
りで見てるけど、損なわれてるのは自分のいる場所だっていう。特に、
小泉の時代から、安倍、福田と来て、どんどんダメになっていってる感
じ。そこに対して意識的なやつも無意識的なやつも、殺してってるって
意味では一緒って思って作ったのが、“けむりのなか”と“流線形にはも
うなれない”。
●今青柳さんが話してくれたことって、今の社会のあらゆる場面に通じ
ることだと思うんですけど、僕は“流線型にはもうなれない”の歌詞を見
て、完全に原発事故のことを歌っでると思ったんですよ。もちろん、時
期的にはそれ以前に書かれてるはずなんですけど。
青柳　そうですね。でも、問題としては一緒です。
●ですよね。3.11以後にいろんなアーティストに取材をする中で、それ
以前に書いたことが現状にリンクしちゃうっていう話はよくあっ
て、“流線型にはもうなれない”にしても、直接原発のことに言及した歌
ではないにしろ、社会の不安定な部分をどこかで感じてて、言葉にした
からこそ、実際それが起こったことによってつながっちゃったっていう
ことだと思うんですよね。
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青柳　あの水素爆発が起こった瞬間に、もうこの曲歌えないと思った。
とにかく、前からこういう気持ちがホント憂鬱すぎて、バンドで地方に
行っても、なんか繁華街が元気なくて、イオンだけが元気で、でもイオ
ンに来てる人もホントに楽しいと思って来てるのかわからない。島根に
行ったときも、メインストリートなのに全部シャッターで、これは異常
だなって思って。「そこまでものを別々に買うのが面倒かなあ？」と
か。もちろん、そのときは暇なフリーターだったから思ったことで、今
子供を育ててると、一回でパッと買えないと困るっていうのもわかるん
だけど、でも一箇所にある価値観だけを見て、それで自分の気が済んだ
ことにして何とかやり過ごそうとしてるように見えて。そういうことを
考えてると、「これ日本終わるな」とか思っちゃって、2～3年のうちに
象徴的なことが起こるなって、2009年ぐらいからずっと思ってたから、
結構日々暗くて（笑）。
●シャッター商店街に対する想いって結構バンドマンあるあるな気がし
て、普通の人は観光地に行くけど、バンドマンはライブハウスに行くか
ら、それでその土地の現状を目の当たりにすることって多いと思うんで
すよね。
青柳　七尾（旅人）さんも曲にしてたけど、あの曲はポジティヴなもの
に見方を変えていこうとしてる姿が素晴らしいと思って、僕はビイドロ
だとそこに文句を言ってるだけだったから、はなしはその損なわれた場
所でお祭りをやろうって決めて。“流線形にはもうなれない”は、嫌なこ
とを言い続けて、煽って、焦らせるつもりの曲だったけど、はなしは
ちょっとでもそこと向き合う気持ちを楽しくするっていう。このまま損
なわれていったら、マイナスがやってくるっていうよりも、延々ゼロが
やってくる感じがしたから、ゼロでお祭りするというか、ビイドロの後
半から、「次やるとしたらお祭りだ」ってずっと思ってて。
●“流線型にはもうなれない”には途中で祭囃子っぽいパートも出てくる
し、まさにはなしのプロトタイプですよね。
青柳　あそこのパートは彼（遠藤）がパッとそういう感じをやってくれ
たからああなったんですけど、なんかヒップホップの、J・ディラのず
れてるようなビートって、ちょっと和のニュアンスを感じて。うちのば
あちゃん民謡の師範で、三味線の先生なんですけど、僕大学も日本文化
学科だったんで、日本の音楽をよく聴いてて、邦楽って演者同士、楽器
同士が引っ張り合うから、ずらさないといけないんです。上手く牽制し
合わないといけない。ロックだと、ハイハットに合わせてエイトとか、
中心に合わせるでしょ？その逆なんです。でも、ずらしすぎると「粋
じゃないね」ってなる。ざっくり言えばそういう価値観で、ヒップホッ
プのスネアがドドッてずれるのとか、日本の音楽みたいだと思って。
SIMI LAB（日本のヒップホップグループ）の“WALKMAN”とかもちょう
どそのころはまってて、“ずれっぱなし”のビートは、SIMI LABを聴かせ
て、「これやって」って（笑）。
●なるほど、まさに曲タイトル通りですね（笑）。あとやっぱりタイト
ルトラックでもある“またあしたね”のことも聞きたくて、リバービーな
音像がすごく印象的でした。
遠藤　この曲がバンドに持ち込まれたときは、「日本昔ばなし」の最後
の「でんぐり返しでバイバイ」みたいな（笑）、あの感じだったという
か。ここまでの話の中で、怒りとか不満って出てきてますけど、青柳さ
んが言ってるのは、根本的なことを見つめて、ちょっとずつなにかを変
えれば変わるんじゃないかってことだったりして、「それをやらなきゃ
いけないでしょ」って思う覚悟と優しさがあると思うんですね。その優
しさの部分がスッと出てきた曲かなって。ただ、メロディーのよさと言
葉の優しさっていうのと、演奏の迫力がかみ合わなかった結果、ライブ
ではあんまり受けがよくなかったんです（笑）。でも、結果的にはメロ
ディーのよさがものすごく出た形になりましたね。最初にリバービーな
弾き語りのデモがあって、そのイメージがバンドを通過して、また戻っ
てきたって感じですね。

青柳　ユーチューブに“また明日ね”ってタイトルで昔のライヴがあがっ
てるんですけど、その頃は完璧にビルト・トゥ・スピル（USのイン
ディーロックバンド）だよね（笑）。ただ、僕ギター持つとはしゃぐ
じゃないですか（笑）。だから、なんか合わなくて、ダブもずっと好き
だったから、これは根本的なダブ行為をすればいいんじゃないかと思っ
て。普通のリズムで丸々録った後に、それを聴きながら静かにもう一回
ギターを録り直して、歌を入れて、ベースを平メロだけ弾き直して、ド
ラムはすっごい加工して。小さい頃に、「ゆうやけこやけ」が流れる
と、空中にそれが氾濫したみたいに、ドカーンと来たでしょ？校舎にあ
たって山彦みたいに聴こえたりとか。あの感じをイメージしてたんです
よね。
●“またあしたね”というタイトルも、「ゆうやけこやけ」のイメージか
ら？
青柳　この言葉って、ある種怖いというか、例えば、いじめっ子がいじ
められっ子に「またあしたね」って言ったら超怖いと思うし、つらいこ
とを抱えてる人が「またあしたね」って言われても来てほしくないだろ
うし、もちろん普通に「明日も会えてよかった」って思うこともあるだ
ろうし、優しい言葉でもあり怖い言葉でもあると思って。結局言ってる
ことは“流線形にはもうなれない”とかと同じことなんですけど、僕的に
は（ゆらゆら帝国の）『空洞です』の“おはようまだやろう”よりも、
こっちの方が的を得てると思ってて（笑）。
●物事は一面的ではなくて、いろいろな見方があるんだっていうのはビ
イドロの歌詞に通低してる感覚だと思います。ビイドロにとって最後の
アルバムかもしれない作品に『またあしたね』って掲げてること自体も
そうだし。
青柳　もうこの後はやらないと思うんですけど、ちょっとした皮肉も
入っててかっこいいかなって（笑）。あと最後の“おばけの車”で〈明日
はもっとうまくやれるさ〉って歌ってて、最終的には人に届くものがポ
ジティヴであってほしいと思うから、そういう想いを補強できてるかな
とも思って。
●“またあしたね”って、曲調的にも歌詞の内容的にも最後の曲でもおか
しくないと思うんですけど、そうじゃない場所に置くことで、「それで
も日常は続いていく」っていう感じが出てていいなとも思うんですよ
ね。今言ったように、“おばけの車”が最後に来ることで、ポジティヴな
印象でアルバムが締め括られてるとも思うし。
遠藤　青柳さんのパーソナリティとしても、バンドの当時のムードとし
ても、ものすごく盛り上がってほしいんだけど、ただ踊ってるやつらに
対しては水をぶっ掛けたいし…
青柳　そこまでは思ってないよ（笑）。
遠藤　ものすごい怒りをぶつけたいんだけど、でも怒りをぶつけるって
いう行為じゃなくて、そこに気づいて、本質的に優しさが出てきたら変
わりますよねって言いたいというか。僕はこのCDが今まで「ひねくれ
ポップ」と言われ続けてきたビイドロが、一本の形にある種まとまった
CDだと思ってて、僕個人としてもこのCDは最終的にポジティヴなもの
を人に届けられると思ってます。
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●そして、CDの発売の3日後に、ひさびさのライブが新宿ロフトであり
ますね。radioDTMの配信200回記念イベントなわけですが、リリー
ス・タイミングでライブをしようっていうのは以前から計画していたん
ですか？
青柳　いや、ぶっちゃけて言うと、去年の9月ぐらいになんか寂しく
なっちゃって（笑）。ジャケの打ち合わせとかを軽くし始めたときに、
「一回だけできないかな？」って言ったら、2人から軽く猛反対を受け
て（笑）。
●「軽く猛反対」って、どっちなんですか（笑）。
青柳　かつDTMのメンツも、一人除いて反対で、「確かに、潔くないよ
なあ」って最初はあきらめてたんです。でも、その次にデザイナーさん
も交えて改めてジャケの打ち合わせをした後に、遠藤くんからものすご
い熱い長いメールが届いて、「やっぱり、ライブやった方がいいと思い
ます」って。
遠藤　このアルバムの曲を演奏するのって、すごい疲れるんですよ
（笑）。全部含めて「ロックのトラウマ」って僕は呼んでるんですけど
（笑）、リズムのあり方、歌との関係性、演奏するにあたっての各々の
プレイヤーとの向き合い方とか、すごく大変で、それを突き詰めて、内
部温度をものすごく高めてたのが2年前の僕だったので、そこまでもう
一回持って行かないと、ビイドロはやってはならないものだっていうの
があって。腰とか膝とかの問題もあったし、やりたくないし、やれな
いっていうか。
●パッとやってできるものじゃないし、やっていいものでもないと。
遠藤　ただ、2年間サラリーマンをやってまして、いろいろ勉強して、
人生観も変わっていくうちに、「そんなこともないな」と（笑）。「今
ならやれるな」って思ったんですよね。2年間ドラムをしっかりやって
いたわけではないから、パフォーマンスは落ちてたとしても、やれるっ
て思った心持ちというか、心の大きさみたいなものには自信があって、
ビイドロのかっこよさを変わらず表現できる気がしたので、ライヴをや
ろうと思ったんです。あとは、サラリーマン生活が長かったので、ビジ
ネス的に、ライブを一回ぐらいやっといた方がCDが売れるだろうって
（笑）。
●（笑）。

遠藤　売れてお金が入ってくることによって、「もうやらない」って
言ってるバンドのCDをわざわざ全国に流通させようとしてくれた
radioDTMのメンバーにしっかり返したい。「ありがとう」とか「よ
かったね」って言葉だけじゃなくて、現実的なもので恩返しをしたいっ
ていう気持ちもあったし、せっかく出すんだったら、「すごいね」って
みんなに直接言われたいし（笑）。
青柳　ちやほやされたい（笑）。
遠藤　「待ってたよ」って言われたいし（笑）。それは冗談ですけど、
でも「すごいだろ」っていうのを見せてやりたいとは思い始めて。
●伊藤さんはひさびさのライブに対してどんな想いがありますか？
伊藤　今エンタツくんの話を聞いてて思ったのは、やっぱりビイドロは
絶えず変化していってて、それを肯定し続けるというか、そうやって
やっていくんだなって。例えば、2011年にアルバムの録りは終わってた
けど、そこからもいろいろな変遷があって、CDは2013年のものに絶対
なってると思うし、ライブをやることに関しても、この2年間を踏まえ
たものに確実になるし、それがいいものになる確信があったから、ライ
ブをやろうってなったんだと思う。当たり前だけどノスタルジーじゃな
いし、今の感じでできるなって。
●あくまで、2013年のビイドロの新作だし、2013年のビイドロのライ
ブが見られるということですね。楽しみにしてます。では最後に、改め
てお聞きすると、4/6のライブがビイドロとしては最後の活動であり、
つまりバンドは解散ということになるのでしょうか？
青柳　実はちょうど昨日話し合いをしたんですけど、「もう何があって
もビイドロは絶対やらない」ってほどかたくなってわけじゃないから、
「解散じゃなくてもいいんじゃないですか？」って話になったので、
「じゃあ、それでフィックスでお願いします！」ってなって。
●わかりました。でも、こうして新作がリリースされて、もう一度ライ
ブを見れるというのは、ファンの一人として本当にうれしく思います。
青柳　ツイッターとかでも意外と反応があって、それは嬉しかったで
す。でも、公式アカウントにリプライが来なくて、突っ込んでもらおう
と思ってボケてみても、それでもやっぱり来なくて。「とっつきにくい
バンド、ビイドロ」って、改めて思った（笑）。

ビイドロ、一夜限りの復活ライブ
2013年4月6日@新宿LOFT

radioDTM配信200回記念イベント

http://radio-dtm.jp/event/200th/

http://radio-dtm.jp/event/200th/
http://radio-dtm.jp/event/200th/
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青柳崇による

１． くじらの半回転
大事な1曲目。4人から3人になって割とすぐにできたんです。
実は歌詞の構想は随分前からあったけどバンドに持っていってなかっ
た。
そん時はくじらじゃなくて深海魚の目線で書いていたと思う
「この電線を辿っていけばきみんとこ辿りつけるの？」
みたいなこと書いてました。
状況的には1人メンバーもやめちゃったりした直後だから
「仲間たちのほとんどはもっと手前に置いてきた」なんです。
個人的にはこれが作れたことで自分の作曲方法や歌やらが
がらっと変わった、変わったというか進化かもしれない。
そういえばアルバム完成してから気づいたんだけど、
背びれも生えてきたし、苦いものも結構食べられるようになりました。
で、今回のアルバムは全部に言えることなんだけど
伊藤君が凄く素敵です（すらっとした手足とか）

どうも青柳です。

この度『またあしたね』のセルフライナーノーツを書かせてもらえることになりました。

アルバムやレコーディング当時のバンドの話とかはインタビューの方で結構深く話しているので

こちらではちょっと違う感じで1曲1曲書いていきたいと思います。

ただ、基本白目を剥きながら書いているのでちょっと色々監督不行き届いちゃう場合もありますが、

何卒ご了承ください。

アルバム全曲解説

３．流線型にはもうなれない
これはラブソングなんです、世の中へのラブソング。
終わっていくもの、損なわれていくものへのお弔いの気持ちだったり
それをわかってて、ただ眺めてる自分たちへの怒りと虚しさだったり
そんな状況に対する気持ちがバババーーッ！と入ってます
つまり前半はお墓参りで後半そこにけんか神輿が突入してくるんです、
ちょい申し訳なさそうに、しかし確実にけんか腰で。
「・・・どかねーと訴訟起こすぞー！ ・・・ わっしょい！」
だけど毎回演奏してるときは透き通った気持ちになるのが不思議な曲です。
村上龍が言ってた『限りなく透明に近いブルー』って
たぶんこれのことですね。

２．まだ大気圏
この曲は僕個人的にはアルバムで1番好きな曲かもしれないです。
楽器はずっと同じコードを繰り返してるだけなのに、
メロディーはどんどん変わってくので歌っていて気持ちいい。
自分やバンドの立ち位置も「まだ大気圏だなー、まだ楽なんだよなー、
でもこのままでいると凄くやばいなー」とかずっと思っていたから、
それが正直に出てますよね。
もっと苦しいところまで行かなけりゃ、
見える景色も素晴らしいものにはならんぞ、というね。
歌詞でなんどか言ってる「大変危険」や「どってことないたいして」は
まだ地震や原発事故も起こる前の下がり続けてる日本に向けても書いたみたいなところあります。
この曲も伊藤君がホント素敵です（とびっきりの笑顔とか）
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４．このさいやむをえない
もう3.11の後ではみんな忘れちゃったと思うんですけど、
4年前くらいに「派遣切り」と呼ばれる社会的な出来事があってですね
（詳細は各自ググってください）
それ見て「あー、ひどい状況だなぁ」と思って、作りました。
でもこういう辻褄を合わせるために何かを切り捨てる、っていうのは
もっと大きいレベルでも、家庭内のレベルでもあると思うんで
色んな立場の人が一緒に生きていくのって大変だなぁ、
というバカみたいなことを改めて思いました。
音的には青柳が演奏したオタマトーンが間抜けでいい感じなのと、
遠藤くんが演奏したサンプラーの音（青柳の鍵束の音）が相当いい感じです。
ちなみにミックスのテーマは「ビートルズみたいにする！」でしたので
作業中はメンバー全員マッシュルームカットで、
みんなでハモりながら喋ってました。
でもハモりながら喋ると、
ついついハモれてるかっていうとこに意識がいっちゃって、
会話が成り立たなくて大変でしたね。

５．夜の太陽
これはたぶん今回の作品の中で一番古い曲で、
大学時代の友人に向けて書いた曲です。
彼はそれを知らないだろうし、僕もそれを言うつもりはない、
それでいいと思ってます。
ただ、いつか偶然でもいいからこの曲を聴いてくれたらいいな、
少しでも何か思ってくれたらいいな、と思う。
音的にはドラムがホント素晴らしい。
そして僕の弾いてる様々なギターも凄くいいのではないでしょうか、
どうでしょうか？
僕は僕の弾くギターが大好きです、
かっこいいですよね、かっこよくないですか、どうですか？
いや、もじもじしてないでちゃんと質問に答えてくれませんか？

６．けむりのなか
この曲はレコーディング初日の一発目の録音です。
たしかサクッと２回くらい演奏してOKだった気がします。
間違えました、2回くらいだからサクサクッ！ですね。
もちろんギターソロは後乗せです。
OKにしたくせになんですが、
この曲はいつ聴いても「ギターがてきとーだなー」と思います。
僕のギターてきとー過ぎやしませんか？大丈夫ですか？うまくやれてますかね？
自分ではかなり好きなんですけどね、自分のギター。
曲的には自ら進んで煙に巻かれて孤独に踊る、みたいな感じでしょうか。
煙に巻いて巻かれてマカレナ踊りな、みたいな。
嘘か本当かわからない状況って
自分で答えを出したくないときには逆に楽でいいんですよね。

７．ずれっぱなし
自分で作っておいてなんなんですが、
こういう曲を皆さんどういう気持ちで聴くんですかね？
僕は自分で作った曲にも関わらずよくわからないなぁ
という曲が結構あります。
でも聴いてくれる人が楽しんでくれるなら、
僕がわかるわからないは別に置いといていいかなとも思います。
だって客に出すラーメンを毎回毎回味見して
「うめー！俺最高！」
とか言ってるラーメン屋さんにはできれば行きたくないです。
一時期はこの曲名がアルバムのタイトル候補でした。
今でもまだあきらめてません。
なのでradioDTMの金子くんがこの単語を
キャッチコピーに使ってくれたのが凄く嬉しかったです。
「ずれっぱなしの世の中にずれっぱなしの名盤を」ってやつ、
素敵。

８．またあしたね。
インタビューでも言ってますが、
録音方法的にもっとも凝った一曲です。
例えば、伊藤君と遠藤くんのコーラスは重ねに重ね、
挙句それをギターアンプに突っ込み、
そこでリヴァーブをかけ、
もういっかいマイクで集音したりしてます。
ドラムの音にもそういった色々な細工をしております。
その作業の際、青柳は2つの茶碗を用意し、
片方にすりきり一杯のごま油、
片方に八分目くらいの水を入れてギターアンプの上に置きます。
そうすることによってアンプから出る音に
素晴らしい艶が加わるはずもなく、
ただただスタジオ内にごま油の香ばしい匂いがプンと広がります。
食欲が刺激された誰かがポツリと呟きます
「・・・近くにてんやとかなかったっけ？」
ありません、あきらめましょう。
水は喉が渇いたときに飲みます。
知ってますか？水っておいしいんですよ。
この曲は夕暮れの小学校のグラウンドを思い出します。
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９．迷子の親分さん
この曲はふと家のそばを歩いていたら
歌いだしの2行がバーッと思い浮かんできたんですね。
あとは確かスタジオでなんとなくセッションしてたら
曲ができたのでメロディーをつけてみました。
何かに迷ってしまって立ち止まらざるをえない人も、
生まれたばかりの赤ん坊もみんな迷子の親分さん。
どこいったらいいかわからない。
でも今いるその場をスタート地点にすれば
四方八方360度どこにでもいけないかなぁ？むりかなぁ？
と思っていたのでした。
サウンド的裏番長は
以前のレーベルメイトMINGUSSの小西さんのピアノ。
彼女は天才なんですが、
この曲のピアノもいろんな場所で爆発しまくっていて凄いです。
あと遠藤くんのドラムはホント発明ですね、
曲タイトルにぴったり！だけど意外！っていう。
ちなみにこの曲のレコーディング時、
青柳と遠藤は喘息気味でした（耳寄り情報）

１０．星がくだけたよ
これはなんでできたのかな？
確か家でガットギターをポロポロ弾いて歌ってたらできた気がする。
ビイドロの最初のアルバムのタイトルで、
その一曲目が「星の方から」って言うんです。
ただこれを作ったときはそのことは考えてなかった気がする。
これもアルバムタイトル候補でしたねー。
『星の方から』で始まったビイドロが『星がくだけたよ』で終わるっていう、
でもそれだとかっこよすぎですよね。
レコーディングはホント機材をセッティングして、パッと一回演奏してOKでした、
凄くラフです。
これもベースとドラムが凄く良い。
あとわかる人にはわかると思いますがギターがNEU!で且つLOU REEDです。

１１．おばけの車
前は「午前3時の高速道路の下で僕らは」というタイトルでした。
4人時代からプレイしていた曲で思い入れもたくさんあります。
初めて本当に素直な自分の気持ちをしっかりと書いたかもしれない曲ですね。
あんまり素直すぎてたまに「大丈夫かな」と思っちゃうくらい、
「大丈夫さ～」って歌いながら（笑）
でもこの曲「好きだ」と言ってくれる人が結構多いんで、
伝わったのかもしれない。
3.11以降を生きている誰かに、あなたに、ぼくらに、みんなに、
ひっそりと送り届けたい歌であります。
明日はもっとうまくやれる、やれるかも、
その気持ちだけで人は生きていけるかもしれない。
そうでないといかんのだな、と2013年の今、より強く思っております。

2013年4月3日発売 BIDR-1 \￥1,800

ビイドロ、４年振りのアルバム

「またあしたね」
ずれっぱなしの世の中にずれっぱなしの名盤を。ビイドロ最新作、ついに完成
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新進気鋭のイトマキエイ！
一回目はそのキャッチーな言葉の響きとメロディーに、
二回目は各所に散りばめられた音のギミックに耳を傾けて聴いてほしい。
あおやぎわぁるど全開の快作
SZK

『大気圏を突き抜けられないと声高に歌いながら、
攻撃的な目のするどさも、
余裕を感じさせる飄々とトボけたような目付きも同時に感じる。
一瞬よぎる悲しい思い出の様なディレイやリバーブに、
冷静な指揮者の顔も見えかくれ。
極めつけにとても優しい気持ちで美しいメロディを奏でるビイドロ！
唯一無二の音と感情のアンサンブルに驚き煙に巻かれつつ…

聞き終わるとホロリと切ない、
夕方の様なアルバムです。』
小西麻美（minguss）

「またあしたね」リリースによせて
そして、ビイドロに想いをよせて

夜のくらやみも、世の果てしなさも、
諦念まじりの心の奥底もここにはあるけど…

夜を照らす太陽も橙色のお月さまもすぐそばにあるからか、
あんまし暗さは感じない。
こんな音と一緒なら自分もどこにだっていけるはず。
こまどり社

鼻水たらしてデベソを黄色いTシャツからはみ出させ、
常時焼き芋をほおばりブボウ！と屁をこいた瞬間3ミリ宙に浮く、
一人称が「オデ」で、
5カ国語をネイティブに解す世界一のハッカーみたいな感じ。
ハジメガネ（BP.／ON BUTTON DOWN／スペカン）

自分と向き合うことは、辛く苦しい道だろう。
そこから逃げ「られない」人だけが辿り着ける場所は、天国か地獄か。
歌、ギター、ベース、ドラム……
ビイドロが見せてくれる「この世のあの世」は、
誰にとっても優しい場所だった。
ビイドロ、ありがとう。自信を持ってお勧めできるCDです。
ヒロヒサカトー(はなし/ひらくドア/井乃頭蓄音団)

何処に隠れてるんだろう？って考えてたビイドロの新しい音が
何の前触れもなく、ある日突然耳元に届きました。
10年以上前に彼らと出会い、その創造的ポップネスに打たれ、
ディレクター的なことをやらせてもらっていた期間があったのですが、
彼らはいつも予想を超えた作品を作り出しては僕を驚かせていました。
それは甘美なまでにエモーショナルな、魔法のような時間でした。
そんな彼らの新しいアルバムを2013年の春に聴くことが出来るとは、
人生何があるか分かりません。
そしてその内容が今まで聴いてきた数々の秀逸なビイドロソングスを軽々と凌駕する、
創意工夫に満ち、感度最高な名曲のオンパレードだったもんだから僕は益々驚いてしまったのでした。
音楽をちゃんと音楽として享受出来るリスナーや、名声にあぐらをかいているミュージシャン、
音楽以外の工夫ばかりが目立つミュージシャンに是非聴いてもらいたい強烈な一撃です。
渡邊文武(PTAディレクター)

再生した瞬間に、煙の中にビイドロが新鮮さをもって甦った。
練りに練られたねじれ具合と初期衝動的な瞬発力のバランスが素晴らしい。
常に真摯にロックし続けているビイドロの最高傑作と思います。
寺尾ブッタ（月見ル君想フ）
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僕は、幸運な事に青柳くんがやってる3つのユニット、
「はなし」「よみかきそろばん」そして「ビイドロ」の全てを観る事が出来ているんですが、
彼の活動歴のほとんどを占めている「ビイドロ」は、実は今、固有の身体を持っていない、
つまりバンドとしての活動を休止している状態です。
「はなし」は青柳くんの肉体的でアグレッシブな面、
「よみかきそろばん」はとてもプライベートな心の面を表現してるとすると、
「ビイドロ」は、彼の頭の中に連れて行かれて、そこからの風景を見せられている様に聴こえてきます。
そういう意味で今回の「ビイドロ」僕にはとても観念的にドドドドドサイケに響いてきます。
そして、この「身体」、「心」、「観念」の3つのピースが（恐らく）
ミニマルという概念でひとつに繋がれる事によって
『青柳崇』という人間を形作ってるのではないかな～と思えてくるのです。
青柳くんを形作る上で外せないひとつのピースが今回のビイドロのアルバムなんではないかと。
つまり、何が言いたいかというと身体無きバンド「ビイドロ」の新譜が
こんなにも生き生きとドロドロと響くのはそういうワケか！という事です。
カシマエスヒロ（BOSSSTON CRUIZING MANIA / 秋葉原CLUB GOODMAN）

僕が心の底から発売を心待ちにしつつ、
半ば諦めつつもあったアルバムは、
THE STONEROSESの3rd、
そしてビイドロの2ndフルアルバム、
たったの２枚しかない。
しかし、今回、ビイドロは海底から宇宙に向けて発射されたかのような
他にはどこにも存在しない楽曲ばかりが詰まった傑作を届けてくれた。
ビイドロの音楽は、
僕たちのちっぽけな脳みその回りをぐるぐるぐるぐる回り続ける、
永久不滅の衛星なのだ。ビイドロ万歳！
寺中イエス　（ex.井乃頭蓄音団 / ひらくドア)

素晴らしい音楽は、一音目から違います。
それを体現しているアルバムです。
私はビイドロが好きです。青柳崇の作る音楽が好きです。
それはもはや宗教に近く、
完全に、彼の作るサウンドを信頼しているので、
「良くなかったらどうしよう」という不安が一切ありません。

その上で、このアルバムは、まっこと素晴らしい作品です。

全ての音が生々しく、生き過ぎているくらい生きていて、
一周してとってもファンタジー。
こういう音楽を日本人で出来る人が居るのだと言うこと を、
世界中の人に聴かせて回りたい気持ちになります。
それくらい、世界で唯一無二の音楽だと思います。
これが分からないヤツとは友達になれる気がしません。笑
つるうちはな

ビイドロは本作でポップロックの限界に向けて
沢山のアイディアを貪欲に試行しながら、
それを惜しげも飾り気もなく、
ひたすら飄々とストレートに聞き手の心に放り投げている。
でも、ここで表現されているサウンドの一つ一つは
決して淡々としているわけではなくて、
誰かに聴いてもらいたくてしかたないような、
そういう静かで切実なエネルギーに充ち満ちているのだ。
こういう音楽は抱きしめたくなる。
タニグチトモヤ（minimals）

かなしみは甘じょっぱい。 

それも、おもむろに口に入れてみてそれと知るのではなく、
 頬杖をついて見つめている、ような気分だ。 

かなしみが甘じょっぱいという事実を。
青柳さんの目は喪失や欠落や不在を、その風景を淡々ととらえ、
 青柳さんのことばはやさしくその表面を刷いてゆく。
「またあしたね」という希望のひびきのなかに、 

ふかぶかと広がった今日の静寂がある。
それでいて騒々しい未来までこの道はつづいていると感じてしまうのは
どうしてだろう。 

四畳半の天井を撃ち抜けばそこはもう宇宙だ、
なんておもいながら寝返りをうつと、 

口のなかでさっきまでのかなしみがほろほろと溶けてゆく。
chori（詩人）
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2013年にワープしてやってきたブッとび名盤が遂に大気圏を突き破りみんなの御耳に着陸やっ！！
いやいや首を長くして待ってましたよ。
ってか活動休止から2年3ヶ月、前作から4年ってどんだけ待たすねんっ！！
でも本当にありがとうビイドロ！そしてradioDTMの社長と金子とサブカルクソヤロー！キミタチ最高やっ！
こんなにも素晴らしいアルバムが今の社会や時間に埋まる事なく世に出るのだから、
皆でハッピ着てハッピーバースデイの唄でも歌っちゃおうやっ！

さて肝心のアルバム内容はビイドロ10年の歴史が詰まった「後期3人ビイドロ」な、
あのシンプルでヘンテコなダイナミズムを味わえる唯一無二の地球外断層サウンドがむっちゃドープネスやっ！！
前作「冗談の王様」から現在の「はなし」での活動、楽曲を点と線で繋ぐ珠玉の名曲達のオンパレード、
ほんまに、ほんまに最強やっ！！
とにかくあちらこちらに言葉遊びと音遊びが散りばめられ聞けば聞くほど脱力と爆発のアンバランス中毒にやられること必至やっ！！
長～い時間はかかったけれども、ビイドロが大事に温存してた「またあしたね」という温もり溢れるこの言葉。
儚くもところどころ壊れゆくポンコツ3人組の湧き出す哀愁に涙がぽろぽろと零れてもうどーにもこーにも止まらねー！！

なんか、えらく長く書いたけど。
何言いたいかって言うと、

( ´Д`)y━・~~ ビイドロ最高～
安西(はなし/pocketlife)

食べ物にたとえるなら。
ふっくらもちもちしてて、ほんのり甘くて、食べやすいのだけれど。
油断してポイポイ食べてると、ふいに気づくのです。
これ、それだけではないなと。
中に、なにかが混入しています。
おなかは痛くならないけど、
頭がぐるぐるしたり、背中がぞわ～としたり、足の裏がムズムズします。
いったいなんでしょうかこの感じ。
それを味わいたくてまた食べてしまうのです。
さすが、ふっくらもちもちしてるけど、
それだけではない青柳さんのつくる音楽です。
中島英太

三人のリズム関係が心地よくて、
聞けば聞くほどいろいろな発見があって楽しい！
夜寝る前に聞いて心穏やかになれたり、
朝起きて聞いてすごく心動かされてしまったりします。
まとめると、楽しくて穏やかながら心動かされてしまう、そんなアルバム！
桜井みどり（はなし/nezi-maki sound system/マイファーストビキニ）

走行距離30万キロの愛車でナイトサファリを爆走しているような、
 塾には行かずに全身全霊でおもちゃをひっかき回しているような、
誰も知らないコメディのレイトショーを最前列で観ているような、
 満天の星の下へべれけで意中のあの子と肝試しをしているような、
眠れぬ枕元で胸が躍るギミックだらけの絵本を読んでいるような、
ビイドロの新作を聴いていたら、
そんなスペシャルな時間をいっぺんに過ごしている気分になった。
そして、こんなにも「キラキラした夜」を連想させるバンドを
私は 他に知らない。
 ササキヨシコ（ヨシュアカムバック）

とっく止まってしまって今さら想いなんて無いって嘯いてたら、
そんなコトはるか先に飛び越えてアッケラカンと
現在進行形最新型のロックが鳴ってる。
それがなんだか無性に嬉しくて、
僕は深夜だと言うコトもお構い無しで爆音で踊ってしまったよw

チェッ、悔しいなぁ。
Imazeking(ULTIMATE MUZIK?!主宰/kaminari production)
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青柳君が歌う今日は間違いなく
今日なのだけれど
それも僕の目の前に今ある今日
なのだけれど
それをこんな風に言葉にできる人は
やっぱりほかには見当たらないな。
彼のもつ特殊な上品さがビイドロの
表現の魅力だと思う。

伊藤君のプレイもやっぱりすごく好き。

最後のアルバムってのは余計だよ。
こんなにうたいたいことあるのにさ。
下岡晃（アナログフィッシュ）

青柳さんを知ったのはその後の
「はなし」や「よみかきそろばん」の方が先なのですが、
このアルバムを聴くにつけそのスタイルの雛形はビイドロ時代から
がっつり確立されていたのだなぁと思い知らされました。
ダイレクトな歌に乗っかってポップにブチ撒かれる
知性とサイケデリアと悲しさとユーモア。
日本語ロックの良心の一つの形だと思います。
岸田佳也

華やかでありながら、時折毒や凶暴性が垣間見えて、
それでいて自然体でポップ。
現代の、日本の、東京における土着的なサウンドとは
こういう音の事なのかもしれません。
あと、1曲目のギターのリバーブのかかりとか、
10曲目最後の盛り上がりとかが好きです。
オガワナオキ(TACOBONDS)

イントロはじまったときのわくわく感ハンパない！
海原に向かって大航海がはじまった！
天気は晴天！太陽も鳥も味方だ！
さァ、安心してこの身を委ねよう…！
みたいなかんじ！
あおやぎさんの話してるみたいな歌声って、
なかなかできないやつですよね、うらやまし！
くるくる景色と味が変わって、
アルバム通してフルーツ盛り合わせってかんじでした(=^x^=) もぐ
菜緒(シャー クニャークス）

こんなに素晴らしいアルバムを残して活動休止中なんて。
ビイドロのいじわる！
いや、どうもありがとう。
ずっとずっと大切に聴かせていただきます。
オオノタカオ（ソコラノグループ）

響きが大きくうねりながら、正面でモタモタしている。
どうせ友達に話しても分かってもらえないから、
ひとりでずっと妄想している。
あれここ、前にどっかで来たことあったっけ。
そんなわけないよな。
いろいろ錯覚してなんかやりきれない。
なにこの感覚、誰かわかるやついるかな。
 かわばたてるゆき（トマトレコード）

このアルバムは絵がいっぱい飾ってある家のようだ。
で、その家には一人の男が住んでいる。
男は小さい家に住んでいると思っていたが、
実はみんなが住めるくらい広かったのだ。
えー、知らなんだ！イエー！！ラッキー！！
いつかその家でまたビイドロのライブが見れるまで、
このアルバムは爆音でかけつづけられるでしょう！
最高！！ばんざい！！！
土岐佳裕（HAPPLE/いなかやろう）

心躍らせて読んだ冒険小説にようなアルバムでした。
アットホームな日常の 世界から、
気づけばブラックホールを通過、大宇宙へ、と思ったら、
はたま たその逆だったりなかったりの冒険冒険また冒険…。
夢見がちのタフガイ達は 手に負えないぜっ！てなもんで、
星になるまでアドベンチャーな冒険野郎ビ イドロ隊の復活に感謝いたします。
竹久圏(KIRIHITO / younGSounds / GROUP)
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子どもの頃、林檎の100％ジュースには濁っているのとクリアタイプがあるのに、
なぜオレンジの100％ジュースにはクリアタイプがないんだろうと思っていました。
どこかにあるのでは…

と、旅先などで自販機を見かけるたび探したものですが、
どうしても出会えず、透明なオレンジ色の液体は今なお幻のままです。
出会えないことでじわじわと膨らんだオレンジジュースのイメージは
弾けることなく色を失っていき、
大人になるにつれ次第にただの透明になってしまいました。
そんな風にしてもやもやと消えてしまった幼い日々の好奇心は、
些細なきっかけで色鮮やかに蘇ることがあるもので、
そのきっかけを作ってくれたのがこのアルバムでした。
音と音の間に、透明なオレンジがチカチカと弾けて見えた瞬間、
「そういえばまだ見つかってなかったっけ」と、
探し物の途中だったことを思い出したのでした。終わり
フレネシ（シンガーソングライティングアニメーター）

ビイ玉やおもて覗き込んだらサイケとダジャレのまんだら。
ダーウィンもビックリな深化論。進化するどころか、
一回辞めて深いとこ入ってもた！ユーも覗いてみーへん？
ヤスエYDO（ベルノバジャムズ / ちくわテイスティング協会 / わっしょいキヨシ / etc）

前アルバム「冗談の王様」でビイドロのあまりの世界観とクオリティの高さに度肝を抜かれましたが、
それに続く壮大な物語というか兎に角とんでもない新譜を出してくれた事に心底感激してます。
相変わらず僕の心を鷲掴みにしてしまう青柳さんのストーリーテーリング、
そしてその世界観を確実に表現する各々の演奏力と千秋君の心地よいミックス、
どれをとっても前作同様いやそれ以上の傑作でホントに嬉しくなりました。
もうすでに何回も何回も何回も一人ニヤニヤしながら聴いています。
ただこんな素晴らしい作品を出せるビイドロというバンドが現在活動休止というのは凄く残念な事。
1回の復活では無く、完全復活を僕としては切に願っています！
久恒 亮 （Alan Smithee's MAD Universe）

想像力で日常をトリップさせたような世界観は
ストーリー性もあってとってもドリーミィ！
でもそこに必ず現実が寄り添っているような、
人間の湿気が感じられる作品だと思いました。
ユキヨ（TACOBONDS）

モデスト・マウスも、ダイナソーJr.も、不恰好に形を変えながら、
それでもモデスト・マウスであり、ダイナソーJr.であり続けているように、
ビイドロもまたビイドロとして、確かに時を刻んでいた。
毎日は作用と反作用の、「さよなら」と「またあしたね」の繰り返し。
僕はビイドロを聴くとちょっとだけ寂しくなって、その分元気になる。
金子厚武（音楽ライター／ヨシュアカムバック）

ちょっとしたフォーク感、ギラっとしたガレージ感、印象的なベースの
ループ感が気持ちいいサイケ感、
どの曲をとってもこれぞビイドロなオリジナルポップ。
あ、でもちょっとだけ大人になったかもね、ちょっとだけね。
アブサンなんか飲みながら聞いたら気持ちいいだろうなぁ。
赤木健(TKC/shibuya 7 thFLOOR / PLATON）
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新譜最高でした。また聴けることを待っていました。
ビイドロと春風堂の出会いはちょうど１０年前。
青い気持ちで反発したり、活動をともにしたり。
僕はビイドロでギターやベースを弾いたり、プロデュースしてもらったり。
青柳さんとお互いの家を行き来し音楽を共有したことは人生の中で貴重な経験です。
嫉妬を乗り越えて、尊敬にとどまらず繋がれた。まじでありがとう。
青柳さんと伊藤さん、
２人の特別な関係がずっと続いていることは僕に夢をあたえてくれます。
ついついライブに足を運んでしまう。
長い間、メンバーや環境に恵まれず大変なこともいっぱいあったと思うけど、
エンタツくんの加入で世界が開けたこと嬉しく思いました。
ビイドロは美学と確かな価値観をもっていて、
理想の演奏を実現するためにめっちゃ努力してます。
時代に敏感。よりかからないから理解されにくいときもあるけど、いつもやりきってくれます。
普遍的でいつ聴いても新しいから、ノスタルジーじゃなくて今の自分に問いかけてくれます。
・・・なんでそんなに傷ついてるの？だいじょうぶかい？精一杯で見えなくなってるのかい？
そのままじゃまた傷ついちゃうよ。なくしちゃうよ・・・・・・
なんとなくの残酷さにさらされているぼくらにビイドロは心底優しい。
ビイドロを聴いていると、いつのまにか僕のうたになっています。
松本健太郎（春風堂）

僕にコメントを？悪い冗談だと思って書いてます。
このさいやむをえない。
一人酒を飲みながらもくもくもくもくかいてます。
ぐっすり眠ってる３匹のおばけが起きないように。
とにかくこのアルバム、素晴らしいです。頭ふっ飛ばされたよ。
あー、ほら酒がまわってきた。
まだまだ大気圏、ずれっぱなしのコメントで迷子になっちゃった。
もう後の祭りなんで踊ろう。うっかり旅にでちゃおう。
どこまでだっていけるさ。
約２年前にバイバイバイバーイしてた３匹が
一日だけおばけの車に乗ってやってくる。
夜の太陽の下、踊りましょう。
その日まで、まずはこの最新の最高のレコードで乾杯！
やっちゃおう！！
服部伊作(ドンマルティネス)

こりゃ半回転どころじゃねぇぞ。
同世代にこんなバンドがいることは誇りにも思うし
同時にとてつもない脅威だ。
狂暴の中に愛が、反復とともにドラマチックが、
緻密さを飲み込んだカオスが、
ぶっとい音とともにある。
そしてこれが1年半前のビイドロで、
今日までにさらにまた500回転ぐらいしている彼らは、
宇宙的規模で、このさき果てが見えない。
うっかり旅に出ちゃったら大変なことになるぞ。
大森元気(花と路地/ex.残像カフェ)

ビイドロと出会って早いものでもう4年くらいになる。
活動しなくなってしまい見る事はなくなってしまったけれど
こうやって音を届けてくれて聞けば聞くほどあの時の記憶が蘇ってきます。
そして俺の記憶に負ける事もなく新しいものを沢山くれています。
ビイドロレコ発おめでとうございます。
そしてこれからもよろしくお願いします。
千葉龍太郎（新世界リチウム）

やぎちゃんはPLATONの1stアルバムでギター弾いていました。
そのころからこの人は変態なのかなあと思ってました。
したらやっぱり変態でしたが、
当時は変態の出し方に迷っていたのを覚えています。

数年ぶりの新譜を聴きましたところ
変態の制御・解放のノウハウを身につけたようで、
やぎちゃんの世界がとてもはっきり計算の上で表現されているのが見えました。
何かすごいものが溢れ出ています。
僕には水平線の真ん中でおしりを出しているやぎちゃんの姿が見えました。
膨大な音楽知識の波の上で、パチン！とおしりを叩いていました。
そしてこちらを振り向き『どうだ！』と笑いかけました。
朝日が白く爽やかにその下半身の曲線を映し出しています。
そうか、僕らはまだ戦える場所があるのですね。
まだ、この遊星の上で！
東正直（PLATON/詩人）
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大人になって忘れかけてた遊び心が一瞬にして呼び覚まされた。
色とりどりのおはじきみたいにちりばめられた言葉と音が、
気づいたら宇宙の星になっていた。
ひとつのものさしで計りきれない音楽に出会ってしまったようで、
すこし混乱している。
これからこのアルバムに、
またあしたねって、何回も言うことになると思う。
山田真未（after the greenroom）

こんにちは。ビイドロ、ドラム、遠藤達郎（呼び名はえんたつさん）。
えんたつさんはよく遊んでくれた。
『お前は俺の眼鏡をぶち壊し、iPhoneに歯型をつけ、
荷物をトイレの前にぶちまけた』って言ってたけど、
私はそんなことはしてないし、
もしそれが事実だったとしても、反省なんかしないよ。絶対にね。
ビイドロが復活したからには宣戦布告だよ。
戦いはまだ始まったばかり。
えんたつさんの弱点が『眼鏡』だと知ったからには。
『またあしたね』私は思う、
朝から晩までよく遊んだ一日の充実感みたいなアルバム。
Super Ball&vegetable
私は思う、ビイドロの音楽。
色とりどり、ゆっくり大きく跳ねながら溢れて脳からつま先まで身体中を巡るよ。
どうかしてるよ。ぴゃ。
アサミサエ

ここはどこだ？
突然、目の前に小惑星が出現する。
轟音の中に一筋の美しいメロディ。
そのメロディは救いの手のように感じた。
ブラックホールの中にオアシスを見つけたような。
しだいに暴れ出したメロディ。
振り落とされないようにその触角
を握りしめ、辿りついた場所は、、、。
遊び心の中に純度の非常に高い
純粋さ。3人が出す音一つ一つにそれを感じた。
ライブを観た時にも感じたが嫉妬するほどのバンド感。
このバンド感は昨日今日でたやすく表現できるものではない。
だからこそ、ここにある音全てが尊いのだ。
みんなが探していたコスモがここにあったよ。
素晴らしい作品をありがとう。
新しい正しさをありがとう。
熊谷達也（どんこう）

21世紀の突然変異！
ローファイなんだけど最高にカラフルなサウンドの上で
ヒョコヒョコと踊るメロディー。
「優しくて愉快な海賊船」っていうフレーズがものすごくしっくり来ると思います。
兎にも角にもとんでもない冒険に連れて行ってくれる一枚です。
この不思議な3人組が舵を取る海賊船であなたも一緒に旅に出てみませんか？
好本拓洋 (Sur)

今作で三人はイメージの外側にぶっ飛んでいっちゃったので、
上手く表現する言葉が見付からなかったよ。
それなのに「まだ」大気圏とか言ってるしショックです。
【望遠鏡を覗き込んではニヤニヤ想いを馳せていたつもりが実は自
分さえもビイドロ玉の内側の宇宙に立っていた】
コメントはこれで。
正直バンドマン達は悔しさで穏やかな気持ちではないはず。
宮越祐輔（ゆうなり）

「ビイドロ」という唯一無二のポップセンスは今後出てくる事はないだろうから
伝説にしてしまう方がいいんじゃない？
伝説のバンドのCDは持っとかないとダメでしょう。
小牟田玲央奈（吉祥寺WARP）
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物事には手口っていうのがある。えぐいモノをオブラートに包む、といった。
人間でいえば、任侠の人間がよくみせる柔和な笑顔と敬語だ。気づけばブスリ。
ビイドロはそんな手口を自覚していると思う。
ロック、ギターポップにオルタナ、パンク、ガレージ、エモ、シューゲ、ミニマル。
そんなオブラートに包まれながら、いつの間にかフォークロア、行く末は盆踊りに禅。
めちゃくちゃな荒海を飄々とたゆたっていくビイドロ歌詞世界。
ブスリとやられます。
いやまじで新譜が聴けて、しかもこんなグレートなサウンドで帰ってきてくれて嬉しいです。
カムバック後のアート・ペッパーみたいな。ヘイヘーイ！
渡邊恭一（トラディショナルジャズミュージシャン）

宇宙に飛んでいって、人工衛星の軌道にのってループしているような感覚。
懐かしさだったり強さだったり、いろんなものをすくい上げて包み込んだ曲たちが、
聴く僕らの日常に優しく寄り添ってくれるような作品だと思った。
加藤大輔（dry as dust / CHANCE）

とびっきりご機嫌でやんちゃなフロウ。
ぼんやりとした魔法みたいな、
宇宙みたいな空間に鳴る思いっきりロックなギターとビート。
エロかっこよすぎるぜ、
ウェッティーロック(勝手にジャンル作りました)！！
ワニコ（The Kneesies）

ビイドロに、そう青柳君に初めてあったのはもう大分、昔。
僕はまだ駆け出しのPAエンジニアで、
やっぱり第一印象はこの子ひねくれてるな～って感じ。
けど、年を追うごとにそのひねくれさは、やりたい事を主張し続ける強さであり、
彼の武器なのだと感じるようになりました。
う～ん、むずかしいんですけど。ひねくれてるのに真っ直ぐというか・・・。
そしてビイドロの紡ぎだす音楽の虜になっていくわけです。
何回かのメンバーチェンジを経て、
毎回期待を上回るライブを続けてきてくれた彼らの活動休止ライブがあったのはここグッドマン。
もう昔の音源しか聞けないのかな～と思ってたところに新譜発売のニュース！小躍りしました。
「またあしたね」は彼らの音源待っていた人たちが必ず満足できる、
滅茶苦茶ひねくれて、キラキラしてすっと心にしみこむ音楽、これぞビイドロ！
楽しみにしていた皆様、一緒に踊りましょ～！！！！！
池尾真（秋葉原CLUB GOODMAN 店長/PA）

これは、ロックンロールだなぁと思いました。
ロックンロールの歴史が凝縮されたような音。
しかしながら、決して懐古主義的なものではないと思います。
この時代に日本語で歌われる必然も感じました。
それを説明するのは難しいのですが、
聴けば分かってもらえるかと思います。
凄い作品です。
鈴木祥介 (ex.phonoport)

僕は、両義性・二面性を持っている存在に魅力を感じる。 

片側を見ただけではその奥に何があるのかわからない。
そんなモノはいつも面白く、ずっと面白い。
未熟と成熟、厭世と楽天、衝動と計画、安定と崩壊－－－
渾然一体となって青柳さんの声とギター、
そしてバンドのサウンドに乗っかっている。
一筋縄ではいかないこのアルバム。ずっと聞ける傑作です。
照井渓 （cowichan/8m）

ビイドロのことを考えるとやっぱり、
毎日「魔法の時間」を聴いて通学した20歳の頃を思い出します。
僕もビイドロもその頃と比べて同じ人のままだけど、
違う場所にいます。
ビイドロは誰もいない場所に来てしまったようです。
1曲目「くじらの半回転」から続いたその予感は、
8曲目「またあしたね」の1音目で確信に。
何度聴いても感動して、また明日からも、
前も後ろも全部見渡しながら人生を続けようと思わされる。
いつか世界の果ての教会の賛美歌のように、
この歌が自分を救ってくれるような気がします。
ビイドロも僕も、これがあれば大丈夫。
タカユキカトー（ひらくドア）

色彩豊かだとか、キラキラしてるとか、生活を感じるとか、
そういう音楽は世の中にたくさんあるのだけれど、
このアルバムは１１曲すべてが真っ暗だと感じました。
なんにも無いんだけれど、楽しい。空っぽで美しい。
こんなこと誰もやってないです。大好きです。
村山えりか（はなし/よみかきそろばん）
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ついに出た！世界中が泣いた！この作品を聞いたおかげで女性にモテました！
いつも持ち歩いて開運！などなど、絶大な評価を得るであろう超傑作。
発売おめでとうございます。
僕がビイドロと出会って早８年と131日目。
勝手に「兄貴分」として背中を追い続けていたバンドの待ちに待った最新作は、
ビイドロ３人の見た目そのまま、とにかく縦×横に果てしなくスケールがデカい。
（※青柳さんは横、伊藤さんは縦、遠藤くんは縦横にデカい）
いやー、頭吹っ飛ばされましたよ。
「青柳さんの脳内にはどれだけの宇宙が広がっちゃってんの！」
と今作を聞いて改めて感じたし、
そのイメージを共に音に再現していく
伊藤さん、遠藤くんのポップセンスには脱帽。
どこまでも広がっていきそうなんだけど、
「完璧なフォルムを保つためにはまずはしっこから切り落と」して
スタイリッシュに、ストレートに、最後は突き刺さる。
真似したくても誰にも真似できないんだよなー。あーっ、凄いっ！
このアルバムに関して沢山のコメントが寄せられていると思うけど、
とにかく「百見は一聞に如かず」。
早く、問わず色々な人に聞いてほしい！ヤングもアダルトもな！
　（遠藤くんがこのCD発売にあわせて、膝にパールを入れたという話は内緒です）
坂本 大（ex.phonoport/sumoi!）

「俺ってさー、けっこう邦楽も洋楽も聴きこなしててさー、
最近の音楽っていっても 

結局みんな誰かのフォロワーなわけじゃん？
コレってもう誰かがやってたじゃん(笑)」
という音楽に造詣が深い君に
このビイドロの音源をお届けしよう。
そう、それは俺だ。まさに俺だ。CDを聴いて俺はびっくりした。
え、やだっ、わ、ビイドロって
ロックを進化させてるんじゃない…？
期待というか確信に近い思いに胸が踊った。というか踊った。
ディープな空間系のサウンドエフェクトに身を委ねてみて欲しい。
メランコリックでドリーミーな歌詞を
前頭葉にインプットしてごらんなさい。
理屈をこじらせながらも初期衝動を同居させた
新しいロックサウンドの可能性を感じ、
ベッドでそっと目を閉じて見ましょう。
またあしたね。
ALTERNATIVE MEDICINE GO

まずビイドロのイメージなんすけど、
ビイドロはひねくれてる=クソ正直=正直な人達だから好きって勝手に思ってます。(謝)

今回のアルバムは前回の「冗談の王様」と全然違 ってました。
メリハリとかもハッキリしてて、「自分らしさ」みたいなものを凄く強く感じたアルバムでした。
スリーピースになって、バンドが起こすマジックみたいなのも以前より全開で表現してて、
何より今までよりもやりたかった事がこのアルバムでやれてるっぽいっなぁてのを思います。
元々ビイドロが持ってたオルタナ感みたいなのは更に鋭利になって、
だけどあったかい部分はしっかりあって。
んで最終的にグッとくるっていう、そこは変わらずで、僕がビイドロの大好きなところです。
なんつーか、ビイドロみたいなバンドっていそうでいないですよね。
ゆらゆらしててがっつりオルタナな感じもあって言葉遊びもたくさんあって。
いそうでいないってよく聞く言葉ですけど、本当にいそうでいないと思います。
不思議ですげーバンドです。ビイドロ。
「またあしたね」は、真っ向からふざけてて、
すげーふざけてるけど大真面目で、そんでやっぱり泣けるっていう、
僕が最近の(？)ビイドロに感じてた内容がそのまま入ってるアルバムです。
とても面白くて最後には泣ける、そんでもってロックな、
ビイドロらしさ全開の一枚だと思います 。
とりあえず最近じっくり聞かせてもらってるんですが、おばけの車が終わってじんわりした後に、
リピートでかかるくじらの半回転が最高にシビれますので、
皆さんこの音源を聞く時はリピート状態にして聞いてみて下さい。かっけーすよ。
共感してくれた方は、お会いした時にでもそこについて語り合いましょう。080312×2520

山本 将 （PASTAFASTA/ ex.phonoport）

一人のファンとして待望のビイドロの新作なわけですが。
わたし困っております。
いい意味で力の抜けた感じや優しい言葉に歌声。
そこから見え隠れして押し寄せてくる衝動。衝動。syoudou。
これらすべてが私をまた音楽の戦場へと駆り立てます。
さあ、あなたもいざ出陣。
 コウジ（FOR LESS TO LAKE）
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アーティストの沢山の楽曲を集めた作品を、
【アルバム】とはよく良く名付けられたモノだと思う。
「またあしたね」という、私にとって大切なアルバムがまた１枚増えた。
きっとこれから先、
少しだけ寂しい気がするのに確実に人の温もりを感じられる、
このアルバムを聴く度に、
私の沢山の思い出が蘇るのだろう。

「嘘みたいな現実」と「現実みたいな嘘」を色んな気持ちで重ねて、
沢山の人と共有して「本当の事」を見つけられれば良い。

私はビイドロが大好きで、
沢山の同じような気持ちを持った人達の気持ちを、この冊子にまとめてみた。
そして、沢山の人にとって大切なアルバムになればと思っている。
そしたら、ビイドロは永遠でしょ？

編集 / コヤマリョウ（radioDTM）


