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はじめに
子供の頃から音楽は好きで、これまで普通に音楽を楽しんでいました。退職後社交ダン
ス（以下、ダンスという。）を始めてある程度上手になると、ダンスの基本は音楽ということを
強く認識し、音楽を多く聴くようになりました。また、音楽好きの友人の影響や、生演奏が魅
力のコンサートに出かけるようになり、「音楽は素晴らしい」と、強く思うようになりました。
今回、私の音楽の楽しみ方をご紹介します。
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1． 青春時代の音楽
（1） 音楽との出会い
音楽は子供の頃から好きでした。音楽に
関する最初の記憶は小学生の時です。父
兄が参観する発表会のとき楽器演奏があ
り、必ず主役の大太鼓をたたきました。大
太鼓の担当決めでは、一番に手を挙げて
いました。（音楽好きというより、単なる目
立ちたがり屋だった？）大太鼓担当のお陰
で、テンポ取りやリズム取りの感覚が養わ
れ、後述するダンスではテンポを外して踊
ることは全くありません。
中学生の時は、父が買ってくれた「オー
プンテープデッキ」で音楽を録音し聴いてい
ました。登校前の朝の TV 番組に、バンドが
演奏するコーナーがあり、その音楽を録音していました。バンドは、スパイダーズ、タイガー
ズ、ブルーコメッツ等のグループサウンズが主体でした。
高校時代は勉強一筋（？）で、音楽を聴いたという記憶はありません。
大学 2 年の時スピーカーボックスを作りました。当時、スピーカーを買ってきて、それを入
れる大型のスピーカーボックスを作ることが流行でした。音響機器はレシーバー（アンプと
チューナーが一体になったもの）、レコードプレーヤー、カセットデッキ、スピーカーです。当
時は大学紛争があり、反戦歌をよく聴きました。他にはコミック系、ポップス系、癒し系のフ
ォークソングを多く聴きました。
大学時代の音響機器は実家に置いて、東京の会社に入社しました。秋葉原に出かけ、
ゼロから音響機器を買い求めました。貯金がたまる度、ボーナスの度に機器をそろえまし
た。最初はレシーバー（パイオニア）とヘッドホーンのみを買い、FM 放送を楽しみました。次
にスピーカー（三菱製ダイヤトーン）を買いました。次が、レコードプレーヤー（ビクター）で、
最後がカセットデッキ（ソニー）でした。このころよく聴いたものは、洋物のポップスとソウルミ
ュージックです。

ザ・タイガーズ

ブルーコメッツ
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（2） フォークソング
大学生のときはフォークソングを多く聴きました。表 1 によく聴いた歌手と代表曲を示しま
す。同年代の読者においては、懐かしいものばかりと思います。
表 1 フォークソング
区分
反戦歌/
学生歌

コミック

ポップス

アーチスト（代表曲/私がよく聴いた歌）
高石友也（受験生ブルース、イムジン川）
岡林信康（友よ、山谷ブルース）
ジローズ（戦争を知らない子供たち）
ザ・ブロードサイド・フォー（若者たち）

ザ・フォーク・クルセダーズ
（帰って来たヨッパライ）
ソルティー・シュガー（走れコウタロー）
あのねのね（赤とんぼの歌）
泉谷しげる（黒いカバン）

井上陽水（傘がない、夢の中へ）
はしだのりひことシューベルツ（風）
森田公一とトップギャラン（青春時代）
ガロ（学生街の喫茶店）
チューリップ（心の旅）
かぐや姫（神田川、22 才の別れ、妹）
よしだたくろう（結婚しようよ）

ペドロ＆カプリシャス（五番街のマリー）
チェリッシュ（なのにあなたは京都へゆくの）
太田裕美（木綿のハンカチーフ）
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（3） ポップス/ソウルミュージック
就職してからは洋物を多く聞きました。表 2 に好きなアーチストを示します。アイク＆ティ
ナ・ターナーとテンプテーションズについては、実際にコンサートに行きました。
表 2 ポップス/ソウルミュージック
区分

アーチスト（括弧内は、今も所有する LP の枚数）

ポップス

サイモンとガーファンクル、カーペンターズ（2）、ABBA

ソウル
ミュージック

アイク＆ティナ・ターナー（3）、テンプテーションズ（1）、ダイアナ・ロス、
シュープリームス（2）、スリー・ディグリーズ、サンタナ（2）、マロ（1）

2． 退職後の音楽
家庭を持ってからは、それなりに音楽は聴いていましたが、カーラジオから流れる音楽を
聴くぐらいで、好きな音楽の CD を買って聴いたり、コンサートに行ったりすることはありませ
んでした。
退職して自由な時間ができると、音楽をよく聴くようになり、以下の 3 つのことで、音楽の
素晴らしさを再認識しました。
（1） ダンスと音楽
退職後ダンスを始めました。ダンスには音楽が必須で、音楽が流れる中でダンスを踊り
ます。最初はダンスの足型（ステップ）を覚えることに夢中で、音楽は BGM 的なものでした。
音楽はテンポ（音楽の速さで、1 分間の小節数で表せます。）とカウント（123 や 1234 など）
を与えてくれるだけのものでした。したがって、いつも同じ音楽でも一向に構いませんでし
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た。
ダンスがある程度踊れるようになると、踊っている最中に音楽が聴こえてきました。音楽
はいつも聴こえているわけですが、「聴こえてきた」というのは、音楽の盛り上がりや、その
音楽が流れる情景を想像できるようになったということです。そうすると、良い音楽、悪い音
楽（つまらない音楽）が分かるようになり、ダンスの際の音楽に要求が生まれました。ダンス
のレッスンでは自分で音楽を選曲し、ダンスパーティーでは良い音楽がかかると楽しく踊り、
時には好きな音楽を録音した自作のダンスパーティー用音楽 CD をかけてもらいました。
車人間で、移動はいつも車です。車中ではいつもダンス音楽を流しています。ダンス用の
音楽には、約 2 分という曲の長さ、標準テンポという制約がありますが、輸入 CD には、長い
曲や色々なテンポの曲があり、車中ではそのような曲も楽しんでいます。
ダンスをする方の多くは、ダンスの種目ごとにそれに適した音楽が作曲された、と思って
いるのではないかと思います。しかし、音楽が先に作曲されていて、それがダンスに使われ
ているというのが実際です。音楽を聴いていて楽しくなり、自然に体が動き出し、その動き
が体系化されたものがダンスということです。
ダンス用の音楽 CD 以外の音楽 CD を聴いていると、「これはダンスに使われている、オリ
ジナル（原曲）はこんな感じの音楽だったのだな。」と思うことが多々あります。ダンスでは、
踊りやすいテンポと１曲の踊る時間がおよそ決まっていて、オリジナルをダンスに適したも
のに編曲しています。ダンスには適したものになっていますが、オリジナルの良さが少し失
われている点もあり、オリジナルを聴くと別の感動を覚えます。
表 3 に、ダンス種目とそれに使われる音楽を示します。
表 3 ダンス種目とそれに使われる音楽
ダンス種目

ダンスに使われる音楽（代表的な曲名）

ワルツ

3/4 拍子のクラッシック、および 3/4 拍子のジャズ、テンポは 28、29
（ムーン・リバー、魅惑のワルツ、エーデルワイス、テネシーワルツ）

タンゴ

2/4 又は 4/4 拍子のアルゼンチン・タンゴ、およびコンチネンタル・タ
ンゴ、テンポは 31
（ラ・クンパルシータ、ジェラシー、リベル・タンゴ、オペラ座の怪人）

フォックス
トロット

4/4 拍子のジャズなど、テンポは 29
（ピクニック、ドリーム、第三の男）

クイックステップ

スイング（4/4 拍子でテンポの速いもの）、テンポは 48～50
（森を歩こう、イン・ザ・ムード、シング・シング・シング）

ルンバ、
チャチャチャ

マンボなど、ルンバのテンポは 25～27、チャチャチャのテンポは 30

サンバ

サンバ、テンポは 48～50
（ブラジル、ウェディング・サンバ）

ジャイブ

スイング、ロックンロールなど、テンポは 40～44
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（2） コンサート鑑賞
2008 年からコンサートに行くようになりました。コンサートというと、チケット取りが大変と
いうイメージがありましたが、近隣の文化会館などで、無料や比較的安価のコンサートが多
く開催されていることを知りました。多くは地域市民や学生による吹奏楽団、ビッグバンドで
す。クラッシクが主体ですが、必ずポップスやジャズも演奏し、楽しませてくれます。コンサ
ート鑑賞については、別冊の「コンサート鑑賞」を参照してください。
（3） ジャズとの出会い
ジャズというジャンル
は昔から知っていまし
たが、ジャズを強く意識
し て 音 楽を 聴 い たこ と
はこれまでありません
でした。ジャズを強く意
識したのは以下の理由
で、今ではジャズが一
番好きなジャンルにな
BIG18 JAZZ ORCHESTRA
っています。
ダンスのサークルにとても音楽が好きな方がいることを知り、音楽についてお話をするよ
うになり、ダンス音楽のジャンルを超えて、ジャズ、ポップスなどへと広がっていきました。ジ
ャズについては、この方からの影響が大きく、ジャズの CD を多く集めました。
（2）に書いたようにコンサートに行くようになりました。演奏は吹奏楽団が多く、基本的に
はクラッシクを演奏しますが、聴衆に馴染みのあるポップスやジャズなども演奏します。また、
ジャズを演奏するアマチュアビッグバンドのコンサートは必ず聴き、聴く度にジャズは素晴ら
しいなと思いました。
ジャズバンドが生演奏をするダンスパーティーに数回参加しました。このとき、ダンスで使
われている音楽のかなりのものが、元々はジャズだということを認識しました。ダンスのフォ
ックストロット用の音楽は、ほとんどはジャズであり、クイックステップ用の音楽はスイングで
す。ダンスにのめり込むと同時に、ジャズにのめり込みました。

ダンス会場の「新百合 21」で演奏した Tama Dream Jazz Orchestra
-6-

3． 音楽を楽しむ方法
（1） 音楽の入手方法
音楽の入手方法としては、CD の購入、レンタル CD のコピー、友人から CD を借りてコピ
ー、インターネットでのダウンロード、などがあります。
私はレンタル CD のコピーで音楽を集めています。発売直後の CD、専門的な音楽やダン
ス用の音楽 CD は、レンタルショップには置いていないので、自ら CD を購入したり、友人か
ら CD を借りてコピーをしたりしています。ダンス用の音楽 CD は、すべて自分で購入したも
のか、友人から CD を借りてコピーをしたものです。所有する音楽 CD の種類と枚数を、表 4
に示します。
表 4 所有する音楽 CD
種別/アーチスト
ダンス音楽

枚数

2016.4.1 現在
備 考

スタンダード用

70

他に DVD1 枚

ラテン用

29

他に DVD2 枚

スタンダード、ラテン混在

27

自作の CD

42

ダンス音楽 小計

168

ジャズ

練習用、ダンスパーティー用
DVD 小計 3 枚

106
ルイ・アーム
ストロング
小野リサ

ボサノバ

20

ビッグバンド

17

ソウル、ロック

20

ポップス、オールデイズ、高橋真梨子

52

サザンオールスターズ、長渕剛

16

他に DVD10 枚

女子十二楽坊、Bond

15

他に DVD4 枚

Bond
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他に DVD2 枚

フォークソング

12

アルゼンチン・タンゴ、コンチネンタル・タンゴ

4

Christmas Songs

10

その他

18
合 計

458

他に DVD2 枚
DVD 合計 21 枚

備考：2 枚組など複数枚が入った CD がありますが、枚数は総 CD 枚数を示します。
右の写真は表 4 の CD を収納する CD 収納箱で、2017 年 5 月に
作りました。

（2） 音楽メディア
音楽メディアは、時代とともにレコード盤、オープンリール、カセッ
トテープ、MD、CD、DVD、BR、SD カード（以下、SD）、USB メモリー
（以下、USB）と変わってきています。カセットテープまではアナログ
録音の音楽でしたが、MD からはデジタル録音の音楽になり、ノイ
ズの少ない格段に音質の良い音楽になりました。
当初のレコードプレーヤーは、写真のような電気を使わない機械
式で、小学校の教室にあったのを憶えています。
表 5 に音楽メディアの仕様を示します。
表 5 音楽メディア
音楽メディア

形 状

仕 様

レコード盤

レコード盤の回転数、盤の大きさなどによっ
て色々なレコード盤があります。
今でも数十枚のレコード盤を持っています
が、レコードプレーヤーを持っていないので
聴くことができません。

オープンリール

P2 に記述した、オープンリールのデープデッ
キです。今は、家庭用にはほとんど販売され
ていません。
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カセットテープ

今でも使っている方は多くいます。昔市販さ
れていた音楽は、レコード盤とカセットテープ
でした。

MD
（Mini Disc）

録音時間で 60 分、74 分、80 分用がありま
す。また録音モードとして、通常録音、2 倍
（LP2）、4 倍（LP4）の圧縮録音があります。

CD
（Compact Disc）

現在市販されている音楽は、ほとんどが CD
です。音楽ファイルは圧縮されていない WAV
（Wave form Audio Format）です。
650MB、700MB

DVD
（Digital Video Disc）

VHS（Video Home System）やベータマックス
などの録画の後継として、一番汎用の映像
メディアです。音楽が楽しめる音楽 DVD も市
販されています。4.7GB

BD
（Blu-ray Disc）

BD は DVD の後継となるよう開発された光デ
ィスクです。DVD と比較して、データの記憶
容量が約 5 倍あります。記憶容量は 1 層で
25GB、2 層で 50GB です。

SD
（Secure Digital
Memory Card）

SD、Mini SD、micro SD があります。音楽の
ファイル形式は、圧縮された MP3（MPEG
Audio Layer-3 ） 、 WMA （ Windows Media
Audio）です。

USB
（Universal Serial
Bus メモリー）

音楽のファイル形式は、MP3、WMA です。

SD、USB には通常、MP3 や WMA などの圧縮した音楽ファイルを格納します。圧縮の度
合いによりますが、原曲（WAV ファイル）の約 10 分の 1 の容量になるので、１個の音楽メデ
ィアに多くの音楽を格納することができるので便利です。
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最近の車のオーデオ機器は、SD、USB に対応している物が多く、また一部のオーデオ機
器では、WAV の CD をかけると MP3 に変換し SD に格納する機能を持っています。これに
より、長時間にわたって CD チェンジをすることなく音楽が楽しめます。
パソコンは CD、DVD、SD、USB に対応しているのでパソコンを使えば、好みの音楽のみ
格納した音楽メディアを作り音楽を楽しむことも可能です。また専用のソフトウェアを使って
音楽の曲の長さを変更したり、テンポを変更したり、曲と曲をつなげたりすることが可能です。
私は専用ソフトウェアの「Sound it! for Windows」を使って、ダンス用の音楽を編集していま
す。
（3） 自宅での音楽鑑賞
現在音楽鑑賞で一番使われている音楽メディアは、CD、DVD、BD、MD、SD、USB です。
これらの音楽メディアを AV 機器に装着して音楽を聴きますが、音楽メディアの形状と中の
音楽のファイル形式が異なるため、それぞれに対応した AV 機器が必要になります。表 6 に
我が家の AV 機器を示します。
表 6 我が家の AV 機器
AV 機器

メディア
―

説 明
46 インチ液晶カラーテレビ
（SHARP 製）
HDD、ブルーレイプレーヤー、5.1 チャン
ネルホームシアターシステムを接続し
ています。
（TV は他に 32 インチと 26 インチがあり
ます。）

―

2TB HDD （Seagate 製）
（外付けハードディスク）
TV 番組を録画するビデオデッキの後継
として使っています。

BD

ブルーレイプレーヤー （Panasonic 製）
最近のレンタルショップでは、映画は
DVD 版と BD 版を置いています。BD 版
が見られるように本器を買いました。
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―

ウェアラブルネックスピーカー
（SONY 製）
音連動バイブレーション機能付
スピーカーを装着したままテレビから離
れても使用することができます。

CD
MD
USB

ミニコンポ （ONKYO 製）
実用最大出力
40W（20W+20W）
良い音で音楽を楽
しむときに使いま
す。
スピーカー

DVD
CD

5.1 チャンネルホームシアターシステム
（SHARP 製）
実用最大出力 300W
映画や音楽 DVD を
見るときに使いま
す。
ウーハー

CD
SD
USB

パーソナルオーディオシステム
（KENWOOD 製）
実用最大出力 20W（10W+10W）
ランダムプレイ、スリーピングタイム
機能付

DVD
CD

ポータブル DVD プレーヤー
（SHARP 製）
最大実用出力 0.4W（0.2W+0.2W）
映画や音楽 DVD を見るときに使いま
す。
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CD

CD プレーヤー （SANYO 製）
出力 2W（1W+1W）、音声入力端子付、
単 2 乾電池×6 本も可能
音楽を聴いたり、電子メトロノームの音
を大きくしたりするのに使っています。

SD
USB

シャワーオーディオ
防滴タイプ、単 3 乾電池×4 本
お風呂で使っています。

内蔵
メモリー
4GB

WALKMAN （SONY 製）

内蔵
メモリー
8GB

MP3 プレーヤー （Victure 製）

※印はスピーカー兼充電器

※

―

最大 64GB の Micro SD 装着可能
100 時間音楽再生

ミニポータブルスピーカー
（balleenshiny 製）
3W のハイファイスピーカー
上記 MP3 プレーヤーに接続し音楽を
聴きます。
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カセット
テープ

カセットプレーヤー （SONY 製）
カセットテープ対応のため、捨てないで
持っています。

microSD

ポータブルスピーカー
（ICONNTECHS IT 製）
ブルートゥース対応、microSD 装着可能
庭で音楽を聴くのに使っています。

CD
DVD
USB

マイカーの音楽プレーヤー
（AXELA 22D、カーナビ兼用）

USB2 個
車内のスピーカーは 6 個
32GB
ROM

スマホ （HUAWEI P20 lite）
microSD スロット（最大 256GB）付
MP3 の音楽が聴けます。
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（4） Music Toy
音楽は Music Toy でも楽しんでいます。写真は、我が家での Music Toy のディスプレイで
す。Music Toy については、別冊の「Music Toy を楽しむ」を参照ください。

GRAND PIANIST

ピアノ五重奏
（ミニチュア楽器）
LIVEDREAM
ROCK BAND

LITTLE JAMMER
meets KENWOOD

HOME JUKE BOX

LITTLE JAMMER PRO．
tuned by KENWOOD

Music Toy は動きを伴った音楽を流すおもちゃで、セガトイズやバンダイから売られてい
ます。表 7 にその動きを示します。
表 7 Music Toy の動き
Music Toy

動 き

GRAND PIANIST

音楽に合わせてピアノの鍵盤が動きます。

LITTLE JAMMER meets KENWOOD

音楽に合わせて、人形や演奏する楽器が動き
ます。

LITTLE JAMMER PRO．
tuned by KENWOOD
LIVEDREAM ROCK BAND

音楽に合わせて照明が点滅します。

HOME JUKE BOX

ディスクチェンジを行い、音楽が流れている間
ディスクが回りつづけます。

ピアノ五重奏（ミニチュア楽器）

動きませんが、ディスプレイを楽しみます。

- 14 -

音楽と私
第6版
平成 21 年 8 月 初版発行
平成 30 年 12 月 第 6 版発行
著者
村上洋一
発行所
村上出版社

- 15 -

