
　毎年７月７日の夜に、願いごとを書いた色と
りどりの短冊や飾りを笹の葉につるし、星にお
祈りをする習慣が今も残ります。みなさんも子
供のころ、たくさんの短冊をつるしておりひめと
ひこぼしにお願いごとをしたのではないでしょう
か？
　お散歩途中、市民の皆さんが願いごとを短
冊に書いて笹につるすことができるところを見つ
けました。お子様の無邪気なお願いが多いかと
思っていましたが、大人の真剣な願いも数多く
見受けられました。
　英国のＥＵ離脱のニュースが世界を駆け巡り
ました。その是非については世界の隅っこに暮
らす一老人が語ることではありませんので止め
ておきます。有効投票数：33,551,983、残留：
16,141,241（48.11%）、離脱：17,410,742

（51.89%）が国民投票の結果でした。つまり、
離脱－残留＝12,69501（3.78％）差は５％
未満だったのです。この数字は有意な差がある
とは言えない、ということなのではないでしょう
か。ただ、一票でも多い（過半数）結果に従
うと言うルールでしたから「離脱」と決まって
しまったのでしょう。これで本当に英国国民の
願いが叶ったのでしょうか。多くの若者は「残留」
を願ったそうですが、高齢者は「離脱」を選択
した人が多かったようです。若者に多少の「危
なっかしさ」を感じても、高齢者が若者の進路
を邪魔してはいけない、と言うのが僕の持論です。
国民投票＝多数決というと、一見、公平で最
善の手段のようにも見えますがそれでいいので
しょうか？多数決で物事を決めるということは情
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緒的な決断に流される可能性があります。国民
投票で重要な事案を決するのはいかがなもので
しょう。例えが的外れかもしれませんが、企業
は意志決定の場に社員による多数決と言う手段
は絶対に使わないはずです。
　７月は参議院選挙もありました。結果は選挙
民の意志の集約されたものですからそれに従う
のが民主主義と言うものでしょう。比例代表制
では直接選挙民が選んでいないような気がしま
すが。無党派層に属する僕は選挙の度に迷い
と悩みが交錯しています。今回も例外ではあり
ませんでした。「やりたい人より、やらせたい人
に」とよく言われますが、そのやらせたい人が
見当たらないことが多くあります。やらせたくな
い人は組織票というやつで当選してしまいます。
これが選挙なのでしょう。やらせたい人がいな
い場合、「こいつだけは当選させたくない」とい
う『マイナス一票』が欲しいと思う昨今です。
　自分の持つ１票がどれほどのものか首を傾げ
てしまいます。国政に思いを届けるのはとても
難しいことでしょうけど、選挙はその１票の積
み重ねでしかありません。僕は大事に権利の行
使をするようにしています。
　願ってそれに向かえば、いつか「茶柱が立つ」
日があるはずです。

「明日の訪れを待ち望む人は、みな心健やかな
人です」　聖路加国際メディカルセンター理事
長 日野原重明先生の言葉です。　 　　　　 
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　私共がスピーカー作りで目指している
音は「演じ手のニュアンスを伝えられる
音」です。前号ではこの「ニュアンス」とい
う言葉を日本語にすると「心」が一番相応
しいと書きました。では、なぜ「演じ手の心
を伝えられる音」とはしないのでしょうか。
スピーカーを作る人間にとっては「心を伝
えられる音」もしくは「思いを伝えられる
音」としないで、絶対に「ニュアンスを伝え
られる音」なのです。
　それは一体どういうことかということを
言葉で説明しようとすると、これがなかな
か難しい。指揮者や演奏者の音への思い
とか、個性とか、技巧ということについて
文章にしてみたのですが、何かしっくりこ
ないというか、個人の思っていることの押
し付けのように感じられて、ちょっと悩ん
でいたのですが。最近、一冊の本に出会い
ました。宮下奈都さん著の「羊と鋼の森」と
いう本です。今年の本屋大賞に選ばれた
本で、ピアノの調律に魅せられた一人の青
年が主人公で、回りは皆な素敵な人とい
う、非常に穏やかに読める本です。
　この物語はピアノの調律の世界を描い
ているのですが、調律というのは音程を
合わせるだけなら周波数測定器さえあれ
ば簡単なことです。ギターの調弦といっ
しょです。なぜ、ピアノには調律師が必要
なのか？彼らは音を作ることができます。
その音とは、弾き手が出したい音、聴き手
が聴き易い音、弾き手に出してもらいたい
音、弾く場所に合った音、そういう音のこ
とが非常に自然に描かれている本です。こ
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の本の帯には「言葉で伝えられないなら、
音で表せるようになればいい。」と書かれ
ています。これこそが音楽における「ニュ
アンス」という言葉を的確に表現している
のではないかと思います。「羊と鋼の森」
穏やかな、優しい物語でした。
　さて、スピーカー作りですが、目指して
いる「ニュアンスを伝えられる音」とは、曲
を作った人の思い、演じる人の心と技巧か
ら生まれる音楽のニュアンスをそのまま聴
く人に伝えたいということです。そこに神
経と技術を注ぎます。「高解像」、「高忠
実」、「バランス」、「音像」etcを追求しま
す。開発者は技術と感性で音を仕上げて
行きますが、その比率は技術２：感性８くら
いでしょう。一例を挙げると、スピーカーに
は部品として、「抵抗」、「コンデンサー」、

「コイル」を使いますが、これらは数値が同
一でも日本製、フランス製、ドイツ製で音
が違います。音を聴いて、高音部はフラン
ス製、低音部はドイツ製を使うということ
を開発者が一人で決めます。オーディオ製
品の音決めは合議制ではうまくいきませ
ん。今回、本を読んで気づいたことがあり
ます。スピーカーの音創りとは、実は調律
なのかも知れません。
 「羊と鋼の森」（文藝春秋）、お奨めしま
す。おまけにもう一冊、村上春樹著「小沢
征爾さんと、音楽について話をする」（新
潮文庫）。この本では、オーディオ好きな
人のクラシック音楽の聴き方が少しわか
ります。
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音を創る

017

42 43

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4163902945/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4163902945&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4163902945/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4163902945&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4163902945/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4163902945&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4101001669/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4101001669&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4101001669/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4101001669&linkCode=as2&tag=wade2012-22


017

44 45



4746

http://www.aquarium.gr.jp/
http://www.aqua-park.jp/aqua/
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http://www.sumida-aquarium.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=8QoleA-Cz4Y
https://www.youtube.com/watch?v=6n4VPf9Iqxc
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https://twitter.com/shinryokudo
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http://www.suijobus.co.jp/cruise/asakusa/
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START!

茶柱診断テスト
突然ですが、茶柱診断テストに挑戦してみませんか？
自分に当てはまるなら「YES」に、そうでもないよと思ったら「NO」へ
進んでください。さあ、どんな診断結果がでるでしょうか？

どちらかと言えば
「イヌ派」より
「ネコ派」だ

人に甘えるのは
苦手である

新しいお店が
できたら

すぐ行ってみる

けっこう
方向オンチだ

SNSを
積極的に
活用している

飲み会があったら
ほとんど参加する

コツコツ
やるのが好きだ

異性の友達が
人より多い
気がする

お金の使い方が
スゴいと言われた
ことがある

人の誘いは
断れない

食べ物の
好き嫌いは
ない方だ

自分しか知らない
とっておきの
お店がある

肝は
座っている方だ

一日、誰とも
話さなくても
平気だ

敬語を
使うのが
苦手だ

映画は
アクション物より
泣ける物を
選びがちだ

考えすぎて
眠れないことが
よくある
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親分・アネゴタイプA

王様・女王様タイプB

繊細な芸術家タイプC

一匹狼タイプD

NO

YES

?

OPEN!

SECRET

あなたは、自分の求める道をひたすら追い
求めていく一匹狼タイプ。

極めに極めた「あなた
の世界」を余すことな
くご寄稿ください。

そんな
あなたは

繊細で傷つきやすいあなたは、感受性ゆた
かな芸術家タイプ。

街中で見かけたちょっ
とした茶柱をエッセイ
風に紹介してみては？

そんな
あなたは

あなたは、少しわがままだけど、社交的で
みんなから愛される王様・女王様タイプ。

お持ちの色々な情報の
中から美味しいお店や
旅の紹介などいかが？

そんな
あなたは

あなたは、外交的で人望も厚く、誰からも
頼られる親分・アネゴタイプ。

回りの人間を巻き込ん
でイベントを企画。そ
れを記事にしては？

そんな
あなたは

 あなたは何タイプ？

診断の結果から、
あなたにピッタリな茶柱探検隊
への寄稿内容がわかるんです！

※診断結果はあくまでもイメージです。

診断結果！
なんと

NO
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