


2 3



4 5



6 7

http://tabelog.com/tokyo/A1329/A132904/13016427/


　今までオーディオという世界を紹介させ
て頂きました。それでは、オーディオで音楽
を聴いている人を含めて、オーディオに携
わっている人はどんな音（味）を追い求め
ているのでしょうか？この答えは千差万別
です。
　たぶん、悪い音については誰が聴いて
も「悪い音」だと思います。一言で言った
ら、うるさく感じる音ということになるので
はないでしょうか。それに対して、いい音に
は絶対とか正解はないんですね。もし正解
があったらみんな同じ音になりますし、その
音は現在の技術を持ってすれば簡単に作
ることができるでしょう。好き、嫌いという
個人的な感覚も入ってきます。迫力がある
音がいいとか、低音の響きがいいとか、澄
んだ高音がいいとか、いろいろあります
が、これは好き嫌いの領域です。
　オーディオという仕事に関わるように
なって、私が思っているいい音、それは、作
り側のニュアンスが伝わって来る音です。
ニュアンスとは辞書で引くと、（表現、感情、
色彩などの）微妙な意味合いや色合い、ま
たその僅かな差異となります。いい音と
は、演奏した人の思い、指揮した人の思い、
録音した人の思いが聴き取れるのがいい
音だと私は思っています。そのニュアンス
を聴き取ろうとすると、結構一生懸命聴く
ことになります。
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　私は、音楽をいつからこんな聴き方をす
るように、なってしまったのかと思うことが
あります。ベンチャーズやビートルズに心躍
らせ、ストーンズやＧＳで騒ぎ、マイルスや
コルトレーンに浸り、オリビヤやカーペン
ターズで癒され、演歌の詩を噛みしめなが
らお酒に酔ったりしていたのが、オーディオ
を仕事にしてしまったがために、それまで
唯一聴くことのないジャンルだったクラ
シックを聴くようになり、チャイコフスキー
はカラヤンがいいとか、ベートーベンはク
ライバーだとか、モーツアルトはアーノン
クールだとか言うようになってしまいまし
た。先日、同業者と飲んでいた時に「あなた
は、明日死ぬとわかったら、どの交響曲の何
楽章を誰の指揮で聴きたいですか？」と聞
かれて、「死ぬ時には、俺はやっぱりベン
チャーズかビートルズ」と答えて顰蹙を買っ
てしまいました。
　それでは、皆さんは「明日死ぬとわかった
ら、何を食べたいですか？」って聞かれた
ら、何と答えますか？「あの三ツ星レストラ
ンのフランス料理」、「超一流店の寿司」、
「ごはんと味噌汁」、「・・・・・」。でも、食べた
ことのないものは思い浮かびませんよね。
音楽も一緒です。
　皆さん、せっかくこの感性豊かな時代に
生きたのだから、いろいろな音楽（料理）い
ろいろな音（味）を味わってみませんか。
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「音源」という料理を

　　　美味しく頂く方法 最終回

　日常の移動手段として利用する電車。乗客の
多くは他人と決して目を合わさないように、ス
マホなどを見つめて移動中の時間を過ごしてい
るようです。画面を忙しく指で撫でている人も
見かけます。本を開いて読んでいる人は珍しく
なったような気がします。本もスマホで読める
時代ですからね。そして多くの人が耳にイヤホ
ンを差し込んで、他の「音」を拒絶して自分だ
けの音楽を聴いているようです。
　あれだけ多くの人が同じ車両に乗っていても、
一人ひとりはなんの関わりもなく孤立しています。
都会の電車はちょっとすました孤独を運んでい
るように思えます。
　大阪のおばちゃんは底抜けに明るいと聞いて
います。そして大阪のおばちゃんのバッグには
必ず飴玉が入っているとも言われます。大阪の
おばちゃんの文化の一つとして｢見知らぬ人に
飴をあげる｣ということがあるようです。これは

「飴ちゃん」を、自分で食べて楽しむだけでなく、
他人とのコミュニケーションツールとして活用し
ているということです。僕はこの文化が大好き
です。
　ある日、都心部に移動のためやや混み合っ
た電車に乗り込みました。座る席を見つけるこ
とができませんでした。中吊り広告などを眺め
ながらつり革に掴まっていましたら、肩をトント
ンと優しくノックされました。「よろしかったらお
座りください」天使の囁きが聞こえてきました。
今までシートに座ってお勉強していた女子学生
です。「ありがとうございます」声に出してお礼
を言いました（笑顔を添えて）。不愛想な年寄
りは可愛くないし、嫌いですから。皆さんも席
を譲っていただいたときは絶対にお断りしては
いけません。その人は他人に対して少しだけ勇
気を奮って言っています。そしてその人はコミュ
ニケーションが嫌いではないはずです。
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　途中の駅で人の乗り降りがあり、僕の隣が空
きました。「ここに座って」と先ほどの女性に言
葉をかけました。「ありがとうございます」周り
を見渡し、自分が座ってもいいことを確認した女
性は隣に座ってくれました。僕は鞄をゴソゴソし

「はい、手を出して」と持っていたキャンディー
を二つ彼女に握らせました。「わーっ　ありがと
う！」それから終着駅まで楽しい会話が続いたこ
とは言うまでもありません。　
　たった二粒のキャンディーが、見知らぬ二人
を楽しい一日にしてくれました。大阪のおばちゃ
んの文化はすばらしい。
  「（これを読んでいる）あんたやから言うけどな、
バッグに必ずキャンディー入れときや」
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小鉄翁

ひんしゅく
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WEB版限定ペー
ジ

長年の書籍制作で培ったノウハウを
活かして、「これまでにない本」や
「知的裕福をもたらす本」をテーマに
様々な書籍を発行していきます。

　長年にわたる捜査が実を結び、「われら茶柱探検隊」を発行し
続ける秘密組織の正体を突き止め、ついにその本拠地である
秘密本部に潜入することに成功した。しかし、本部の入口には
「株式会社ウエイド」という文字が…。
一体、茶柱探検隊とウエイドという会社の関連は？？ 茶柱発行

そんな方はこちらまで !

TEL:03-6304-2154
URL:www.wade-japan.com

株式会社ウエイド

書籍出版

お仕事
拝見!

「ちょっとした幸せ＝茶柱」を隊員たちは
日々探し、集めた茶柱を出来るだけ多くの
方々にお伝えすることを喜びに活動しています。

Des
ign

Cha-Bashira

Publishing

Go!!!

デザイン
イラスト制作

メインとなる書籍・雑誌の制作のお仕事。
いかに情報を正しく、楽しく伝えるか？ 
そのためのデザイン・イラストを
常に追究しています。

Join us!!!

内容を
チェック！

他の号も
読みたい！

次号も
読みたい！

私も載せて
欲しい！

仕事を
お願い
したい！

株式会社ウエイドは

http://wade-japan.com/blog/?page_id=618
http://wade-japan.com/shop/
http://wade-japan.com/
http://chabashira.wade-japan.com/
http://chabashira.wade-japan.com/select_contact/
http://wade-japan.com/blog/?page_id=542
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