
炭治郎は死んだ方が良かったのか？

伊勢です、 

「炭治郎は死んだほうが良かった。」 

そう断言したのは、中学2年生の子でした。 

炭治郎は最後に死んだほうが 
良かったのでしょうか？ 

この炭治郎問題は、 

風の時代の感性を表して 

いるように個人的に思います。 

・・・・・・・・ 

その価値観とは、 

「リアリティーがあること」 
「本物志向」 

この2つの言葉が 
一番しっくりするように 
思います。 

今日は、 

・風の時代の感性 
・音楽業界で生まれた新しいモデル 

についてお話します。 

感性を刺激せよ、です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ザ・ファーストテイクを知っていますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ファーストテイクは、ユーチューブで 
人気のチャンネルです。 

歌手が表れて、一発撮りした歌が 
そのまま放送されます。 

ごまかしが効かない世界です。 



この「ファーストテイク」という 
番組コンセプト自体が、 

本物志向そのものであり 
リアリティーそのものです。 

だからこそ、 

若い人を中心に支持されるのだと 
思います。 

このファーストテイクで最近 
話題騒然となった歌手がいます。 

その歌手は、性別不明。 

年齢、出身地、全て不明。 

一切顔出しをしない人でした。 

そんな彼女がファーストテイクに 
登場したのですから、驚きました。 

そして、もっと驚かせたのは、 
彼女の歌声でした。 

まずは、こちらをお聞きください。 

////////////////////////// 

yama - 春を告げる 
https://youtu.be/q5e0C6xizVY 

////////////////////////// 

Tik Tokを中心に、去年、大きな 
話題となった曲です。 

原曲がボーカロイドのような 
歌声でしたので、編集された歌声だと 
思われていました。 

しかし、ファーストテイクに 
登場した彼女は、 

当たり前のように、完璧な歌声を 

https://youtu.be/q5e0C6xizVY


生音で響かせたのです。 

・・・・・・ 

なお彼女は、ファーストテイクの 
収録について、後日インスタグラムで 
次のように述べています。 

「ファーストテイクと言えど、収録に向けて 
長期間、入念に準備はしていました」 

と。 

準備をしていたことをわざわざ 
自分から明かしています。 

この「わざわざ言うところ」に 
自分を大きく見せない 
リアルを大切にしている思考が伺えます。 

透明性があること、 
リアルであること、 

そんなところからも 
風の時代の感性を感じます。 

そして、 

脚光を浴びた彼女は、年明け直ぐに 
遂にテレビのインタビューに登場します。 

遂に彼女の肉声で、自分の人生が 
語られました。 

・・・・・・・ 

彼女が、覆面をかぶる理由。 

「作品を純粋に楽しんで欲しいから。」 

彼女が歌を歌うのは、 

「自信を持ちたいから。」 

歌い始めた理由は、 
コンプレックスからでした。 



身近に、勉強ができる子や 
スポーツができる子に囲まれて育ち、 

その子たちは、いつも家族や周りから 
褒められて認めれていました。 

でも、自分には何もなくて、 
今はそんな事はないと思うけれど、 

当時の自分は、 

「誰も自分の事を見てくれていない」 

と思っていました。 

でも、歌を歌うと褒めてもらえる 
だから、彼女は歌い続けました。 

ひとり部屋にこもって 
歌声を磨き続けました。 

どれが良くて、どれが悪いんだろうと 
葛藤をしながら、、。 

大人になっても、仕事をしながら 
休みの日を全部使って 
部屋にこもって録音をし続けました。 

そして、録音した歌声を 
ネットで配信していました。 

・・・・・・・・・ 

そんなある日、 

楽曲制作をする「くじら」さんから 
連絡が届きました。 

くじらさんも同じく音楽をひとり 
部屋でつくる人です。 

ツイッターで、yamaさんの 
歌声に惚れたくじらさんは、 

「自分の楽曲を歌って欲しい」 

と、yamaさんにオファーをしました。 



yamaさんは、その申し出を受けました。 

二人は、 

どこに住んでいるのか？、 
何をしているのか？ 

も、尋ねなかったそうです。 

一度も顔を合わせることもなく、 
話をすることもなく、 

確認したのは、互いの才能のみ。 

そうして、生まれたのが 
先程聞いていただいた 
「春を告げる」です。 

彼女は、インタビューの最後を 
こんな言葉で締めくくります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自分自身の事は未だに自信ないし 
好きになれていないけれど、 

もがくことは、辞めたくない。 

本当に少しずつですけど 
自分のことを許せるように 
なってきています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これが、大注目を集めている 
シンガーの肉声です。 

どこまでもリアルで何も作られていない 
新しい時代のスターだなと、思いました。 

ぜひ、こちらのインタビューを 
ご覧ください。 

/////////////////////// 

素顔明かさず異例大ヒット 
yama初インタビュー 



https://youtu.be/xnbvsK-MnKg 

/////////////////////// 

・・・・・・・・ 

私はこの一連の流れを見て 
音楽業界の新しい流れを強く感じました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
音楽業界に起きている大きな変化 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

yamaさんのように多くの人が、 

ユーチューブ、 
Tik Tok、 
ツイッター 

などで、自分の歌声を 
発信するようになりました。 

今までであれば、この人たちは 
日の目を見ること無く、 
部屋で歌っているだけだった 
人たちです。 

一方で、くじらさんのように 
楽曲制作をする人たちは 
ボーカロイドで自分の創った楽曲に歌を 
吹き込み、 

ネットで発表するように 
なりました。 

ボーカロイドとは、初音ミクのように 
人間ではなく、機械の歌声をのせることです。 

そして、最近では、この両者が 
コラボをして、楽曲をつくる流れが 
できてきています。 

先程の「春を告げる」のようにです。 

https://youtu.be/xnbvsK-MnKg


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
家で歌う人と 
家で楽曲をつくる人が 
リアルで会うこと無く 
楽曲を発表する時代 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

になったのです。 

コラボをして共に楽曲制作し 
それをTik Tokで公開する。 

良い曲であれば、 

Tik Tokで多くの人が 
その曲を使うようになり 
広がっていく。 

そして、 

紅白まで出るほどの 
スターが誕生する。 

繰り返しになりますが 
今までであれば、 

家でくすぶっていた才能が 
世に出て輝く時代になったのです。 

代表は、去年の紅白に出た 
「YOASOBI」です。 

////////////////////// 

YOASOBI - 夜に駆ける 
https://youtu.be/j1hft9Wjq9U 

////////////////////// 

このような形のコラボは、 

音楽業界だけではなく、 

アート、表現活動、ビジネスの世界まで 
幅広く今後広がっていくスタイルになって 
いくと思います。 

https://youtu.be/j1hft9Wjq9U


音楽、 

そして、まず、本、絵本、 

プログラム制作、 

その他、いろいろなビジネスの世界、 

どんどん広がっていく流れであり、 

どこに住んでいても、 
どんな年齢でも、 

関係なく、活躍できる 
時代がやってきます。 

ここに、ブロックチェーンの 
スマートコントラクトが加われば、 

契約やお金の配分まで 
全てオートメーションで 
行うことが可能になります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
去年のヒット曲のほとんどは 
Tik Tok経由 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ドルガバで有名な 
香水もそうですが、 

去年新人で大ヒットしたほとんどは 
何かしらTik Tokがきっかけに 
なっていたと思います。 

これは、繰り返しになりますが 
信じられないほど、大きな変化です。 

Tik Tokのおかげで 
誰でも世の中に楽曲を拡散する 
チャンスが生まれたのです。 

家でくすぶっていた才能が 
日の目を見るチャンスが 
生まれたのです。 

事務所に入らなくても 
ドラマやCMのタイアップを 



とらなくても、 

Tik Tokが日本中に曲を 
拡散してくれるように 
なりました。 

Tik Tokが個人の音楽プレイヤー 
たちに与えて、夢と希望は、 

それはそれは、信じられないほど 
大きなものだと私は思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ブームを絶え間なく生み出す 
Tik Tokのしかけ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Tik Tokの凄いところは 
人工的にブームをつくっている 
ところです。 

私も、1万フォロワーを超えたぐらいで 
Tik Tokから声がかかり、 

トップクリエイター予備軍みたいな 
グループに入れてもらっています。 

そこで、毎週情報が届くのですが 

バズっている音楽や、 
バズっているダンスや 
バズっているエフェクト 

などの参考例を教えてもらうことが 
できるのです。 

結果的に、トップクリエイターが 
それを参考にコンテンツをつくるので 

ひっきりなしに、常に、ブームが 
生まれ続けます。 

このように、ブームをつくる仕組みを 
持っているのがTik Tokです。 

そこまでやるSNSは他にはありません。 

・・・・・・・・・・・・ 



ということで、 

風の時代の感性と、 

音楽業界で新たに生まれた 
ヒットの仕組み、 

などについて、 
お伝えしました。 

藤井風についても 
書こうと思ったのですが、 

長くなったので 
またの機会にしたいと 
思います。 

yamaさんの話を聞くと思います。 

逃げるように、 

ネガティブな選択肢として、 

自分を保つために、 

家にこもって歌うしかなかった、 

それでも、 

そのままの姿で 
ヒロインに 
なれる時代です。 

「今でも自信なんかない」 

「少しだけ自分を許せるようになった。」 

美しい言葉だと思いました。 

偽ることも、 

大きく見せる必要も 
ありません。 

「美しい時代になってきた。」 

それが私の感想です。 



・・・・・・ 

ふと、今度、 

お酒片手に、ただ、一緒に 
音楽を聞きながら、 

今日みたいな話をすあーだこーだ 
するだけのライブをやりたいなと 
思いました。 

参加してくれるかな？（笑） 

人気なさそうですが 
やってみたいです。 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

ファーストテイクで凄いなと 
思ったのはこちら。 

エグいです。 

一部で歌唱力のバケモノと呼ばれています。 

//////////////////////// 

緑黄色社会 - Shout Baby 
https://youtu.be/raZ22iX5J18 

//////////////////////// 

音楽については、 

大学までずっとジャズを 
やっていました。 

一瞬プロを目指していたぐらい 
がんばっていました。 

https://youtu.be/raZ22iX5J18

