Yamaha Philosophy 顧客体験 ～True Stories

開かれた希望の扉
ヤマハがつくる一本のリコーダー。この小さな楽器が、誰かの人生を変えてしまうほど大きな力を持っ
ていると想像したことはありますか？ メロディーを奏で、仲間と一緒にハーモニーを紡ぐ。そんなささや
かな時間が、より良い人生へと続く「希望の扉」を開くこともあるのです。
たの

地球の裏側のコロンビアという国で、時を忘れるほどの愉しさを胸に、音楽を学んでいる子どもたちに
ひら

出会いました。美しい旋律を生み出す自らの可能性を信じて、新たな人生を切り拓こうとしている青年に
も出会いました。ヤマハの製品・サービスが生んだ真実の物語をお届けします。
〈文中敬称略〉
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ところに行こうと決めていま
す。だ か ら、
『TOKANDO』の
約 75％は地方で実施している
のです」。こう話すのは、同財
団のソーシャルワーカー、ナタ
リア・プエルタ。実際、エスト
ラート4 以上（比較的裕福な人
たちの居住地域）にある私立学
校では、日本と同様に音楽の授
業が行われている。また、都市
部には同財団が運営するヤマ
ハ音楽学校もあるので、経済的
に恵まれている家庭の子ども
たちは専門的な音楽教育を受
けることもできる。しかし、コ
ロンビアの公的な教育カリキ
夢中になって音楽を学ぶ子どもたち。コロンビアの小村ティティリビで行われている『TOKANDO』

ュラムには本来、音楽の授業は
含まれていない。貧しい地域
の公立学校に通う生徒たちには音楽

財団」
が、
同国の社会制度エストラート*¹

を学ぶ機会はなく、彼らは根気のい

で 1 ～ 3 に位置する貧困地域の子ど

る練習を積み重ねてようやく一曲演

もたちを対象に行っている社会貢献

奏できるようになる……そんな音楽

軽快なレゲトンが流れてくる。子ど

活動である。音楽の持つ力を利用し

の愉しさを知ることなく大人になっ

もたちは音楽に合わせてリズムを刻

て、貧困に起因する犯罪から子ども

ていく。冒頭のオトラミーナ小学校

み、音符を学んだり、リコーダーで

たちを遠ざけ、より良い人生を送る

があるティティリビという村も、こ

覚えたての音階を奏でたりしながら

ために必要なスキルを身に付けさせ

うした音楽教育が届いていない地域

弾けるような笑顔を見せた。コロン

ようと、2005 年にスタートしたプ

の一つである。

ビア第 2 の都市メデジンから車で 3

ログラム『TOKANDO*²』だ。財団側

時間。未舗装の悪路を登り切った先

は『TOKANDO』を必要としている

この日、オトラミーナ小学校では

に、その小学校はあった。6 歳から

地域の行政や企業などと連携し、講

スペシャルバージョンの『TOKANDO』

10 歳までの子どもたちが通うオトラ

師の派遣やテキスト、リコーダーの

が行われていた。自分たちの村に音

ミーナ小学校。決して楽ではない生

提供にかかる費用を折半した上で、

楽の愉しさを届けてくれたインコル

活を送る麓のコーヒー農家の子ども

子どもたちに 3 年間のプログラムを

モトス・ヤマハ財団のスタッフを迎

たちが、週に一回、30 分から 2 時間

無償提供している。貧困世帯が 80％

えるに当たり、子どもたちがミニコ

の道のりを歩いて通い、これまで彼

以上という同国での需要は大きく、

ンサートを開いて日ごろの練習の

らの人生には登場することのなかっ

本年度は国内 167 カ所で約 1 万 8 千

成果を披露したのである。映画『タ

たリコーダーなどの器楽演奏を学ん

人の子どもたちが参加している。

イタニック』のテーマソングや民族

■村に「音楽」がやってきた
平屋建ての小さな校舎の窓から、

ふもと

ト

カ

ン

ド

音楽「クンビア」の合奏。髪に花を

でいるのだ。
これは、コロンビアでバイクと楽器

■子どもたちが得た「自信」

飾った女の子とそろいの帽子をか
ぶった男の子が曲の合間にクルリと

の販売を行っているヤマハ発動機 ㈱
の現地法人インコルモトス・ヤマハ社

「私たちは、誰も行ったことのな

一回転すると、見守る母親たちから

が運営する「インコルモトス・ヤマハ

いところ、何の助けも届いていない

歓声が上がった。先週より今週、先

月より今月、そして一年前より今年
と、子どもたちは明らかに成長して
いる。仲間と一緒に音楽を奏で、自
信に満ちた表情を浮かべた子どもた
ちを見て、ナタリアら財団スタッフ
の顔にも満足げな微笑がこぼれた。

■ヤマハリコーダーが変えたもの

フアンを見つめ、涙を流すナタリア。インコルモトス・ヤマハ財団の一員として、
『TOKANDO』の企画運営を担当している

『TOKANDO』がやってくる前と
後で変わったものは何だろう。音楽

アンの口調が突然乱れ、彼はしゃく

こうして子どもたちに届いているの

はこの村に一体何をもたらしたのだ

り上げるように泣き出してしまった。

は本当にうれしい。でも、もうこれ

ろう。クラスを代表してあいさつに

「あらあら、どうしたの？ 感情が

以上、彼らにしてあげられることは

立った小学 4 年生のフアン・ホセ・

爆発しちゃったの？」。学校教諭が冗

ないかもしれない。そんな限界も感

イササが、そんな疑問に答えてくれ

談めかして慰めても、フアンの涙は止

じて胸がいっぱいになってしまった」

た。
『TOKANDO』のために新しい教

まらなかった。
「大きくなったら何に

室が建設され、子どもたちはみんな

なりたいか。そんなことさえ分からな

大喜びしたこと。隣村から通ってく

かった僕たちに、先生はいろんなこと

は子どもたちを犯罪から遠ざけ、よ

る生徒とも友達になれて、地域にシ

を教えてくれた。友情とか、忍耐力と

り良い人生を送るために必要な資質

ンフォニック・バンドまで誕生した

か、相手のことをリスペクトすること

を育むプログラム。新しい世界へと

こと。何より、週一回の授業自体が

とか」。ナタリアが見つめる先で、フ

つながる「希望の扉」を示すことは

本当に楽しみで、
『TOKANDO』があ

アンは何度も何度も涙をぬぐった。そ

できても、その扉を開いてさらなる

る日に母親から、
「リコーダーを忘れ

して、彼は最後にこう言った。
「大き

一歩を踏み出せるかどうかは、子ど

ずに持っていくのよ」と言われる瞬

くなったら音楽を勉強したい。
僕は今、

もたち自身にかかっているのだ。

間が、なぜかうれしくてたまらない

そう思っているんだ」

ナタリアが言うように、
『TOKANDO』

だが、そんな「希望の扉」を、今
まさに、自分の力で押し開こうとし

こと―。ここまで話したところでフ
音楽は子どもたちを変

ている人は確かにいる。メデジン郊

え、母親の眼 差 しを変え、

外にあるサン・アントニオ・デ・プ

地域すら変える力を持っ

ラドという小さな町にいた 16 歳の

て い る。フ ア ン の 言 葉 を

青 年 も、ヤ マ ハ の 楽 器 が も た ら す

泣きながら聞いていたナ

「Customer Experience（顧客体験）」

タ リ ア も、こ こ テ ィ テ ィ

に突き動かされて音楽とともに生き

リビにほど近いアマガと

ることを決意した一人である。

まな ざ

いう村の出身だ。
「私も彼
らと同じ境遇で育ったか
ら、フアンの言葉には込み

*1 エストラート：住民の居住地域を対象にした社会経済
階級制度。階級は1～ 6 に分かれ、数字が大きくなるほど

上げてくるものがあった。

高所得者が居住する地域を示す。エストラート5、6 に当

こ の 地 を 出 て、イ ン コ ル

1、2、3 に当たる経済能力の低い層（貧困層）に還元する

モトス・ヤマハ財団の一
員としてやってきたことが

たる高所得層（富裕層）から税金を徴収し、エストラート
目的でコロンビア政府が定めている

*2 TOKANDO：スペイン語で「（楽器を）弾く」を意味す
る「Tocar」と日本語の「感動（KANDO）
」をかけた造語

リコーダー演奏を通して多くのことを学んだと話すフアン
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IN TER V IEW

音楽とともに生きていく
セバスチャン・ベラスケス・ロペラ
音楽の喜びを知る前、僕はどんな子どもだったかって？
特別目立つところのない、ごく普通の男の子だったと思う。友達はあまり多くはなく、どちらかと
いうと一人で過ごす方が好きだった。サッカーやバスケットボールを愉しむこともあったけれど、
言ってみれば、それは単なる暇つぶし。あの頃の僕には、ありったけの情熱を注ぎ、夢中になれる
ことなど何もなかった。そんな僕の日常に、ある日、音楽は運命みたいに舞い降りてきたんだ―。

■音楽との出会い

い。ほんのちょっとの好奇心から、気

る
『El pastel caliente
（ホットケーキ）
』

まぐれに参加してみただけなのだ。

という曲。“ シ、ラ、ソ、シ、ラ、ソ、ソ、

僕が『TOKANDO』に通い始めたの

最初の日、僕は先生からリコーダー

ソ、ラ、ラ、シ、ラ、ソ ”。こんな単

は9歳の時。当時、住んでいた町の小

をもらった。見たことがない楽器だっ

純なメロディーが、最初はちっとも

学校で『TOKANDO』が行われていて、

たから珍しかったことと、“ 自分の楽

うまく吹けなかった。毎日練習する

先に通っていた友達から誘われたの

器 ” を手にしてうれしかったことを

うちにうまくなり、上達すると、
「もっ

がきっかけだ。それまでも人並みに

よく覚えている。リコーダーは音を

といろんな曲を吹けるようになりた

音楽は聴いていたし、ギターには漠

出すのは簡単だけど、メロディーを

い」という気持ちが湧いた。僕はほ

然とした憧れもあった。ただ、バン

なめらかに奏でるのは難しい。その

かの子どもたちより上達が早かった

ド演奏を聴いてもどの楽器が鳴って

日から僕は、学校から帰ってくると

のかもしれない。通い始めて 3 カ月

いるのか分からない僕に、音楽の才

宿題なんてそっちのけでリコーダー

目には、演奏会に出演するメンバー

能があるなんて考えたこともなかっ

を練習するようになった。

にも選ばれるようになった。

た。だから、
『TOKANDO』にも特別
大きな期待を抱いていたわけじゃな

最 初 に チ ャ レ ン ジ し た の は、
『TOKANDO』のテキストに載ってい

■忘れられないプレゼント
1 年ほどが過ぎた頃、
『TOKANDO』
の先生が「セバスチャン、君はリコー
ダーの演奏だけで終わる人間じゃな
い。奨学金をもらって別の楽器にチャ
レンジしてみないか？」と声を掛け
てくれた。その頃には、音楽は僕の
生活の中心になりつつあったので、
先生の提案は文字通り夢のような話
だった。父と離婚し、女手一つで僕
と弟を育てていた母も賛成してくれ
たので、僕はインコルモトス・ヤマ
ハ財団から奨学金をもらって、メデ
ジン市内にあるヤマハ音楽学校でク

『TOKANDO』に通い始めた頃のセバスチャン。すぐにリコーダー演
奏に夢中になった

ラリネットを学ぶことになった。
実は、当時練習したかったのはク
ラリネットではなく、サクソフォン
だったのだが、先生は僕の将来を考
えてクラリネットを勧めてくれた。
呼吸法や指使いなどクラリネットの
演奏はかなり難しい。しかし、クラ
リネットはさまざまな演奏シーンに
必要とされる楽器で、やりがいはあ
るという話だった。我が家の経済状
況ではとても通うことができないヤ

音楽への想いを語るセバスチャン。首筋のタトゥーには、
「音楽とともに生きる」という決意が刻まれている

マハ音楽学校。レッスンは専門的で
難度が高く、僕はクラリネットとい

い。例 え ば、
「Joy（ 愉 し さ ）
」。夢 中

「Confidence（確信）
」は、特に説明

う楽器を理解するために全身全霊を

になれる瞬間はあるかと問われれば、

するのが難しいけれど、内気な自分

傾けてレッスンに挑んだ。楽器に触

大げさではなく、
「いつも」と答える

を変えることになった重要な要素だ

れられる唯一の時間であるレッスン

しかない。土曜日は一日中レッスン

と思う。僕が楽器演奏を通じて得た

日が、待ち遠しくて仕方なかった。

して帰宅するのに、家ではまるで、そ

「確信」は、単に演奏がうまくなって

11 歳になる直前のある日のこと

の日初めて吹くような気持ちでクラ

自分に自信が持てたということでは

を、僕は決して忘れることはないだ

リネットに向き合ってしまう。時に

なく、
「
（音楽というフィールドであれ

ろう。その日、レッスンが終わると

は純粋なうれしさを、そして時には

ば）自分というものをさらけ出しても

校長先生がやってきて、
「セバスチ

切なさや懐かしさを胸に演奏してい

いい」と心の底から思えるようになっ

ャン、君にプレゼントがあるよ」と

る。両親が離婚し、父親が出ていって

たことだ。自分の想いを相手に伝え

だけ言って教室を出ていってしまっ

しまった時の寂しさ。多くの人に支

るのが音楽の本質。シャイな自分に

た。何だろうと思ってドアを開ける

えられ、レッスンを受けられる喜び。

は信じられないことだが、クラリネ

と、そこにはケースを持ったスタッ

期待に応えるために、もっと頑張ら

ットを手に聴衆と向き合う時、僕は

フが立っていた。中に入っていたの

なきゃいけないという重圧。そして、

自信を持って自分の想いを発信する

は、美しいヤマハのクラリネット！

これまでずっと音楽の道を歩いてき

ことができる。

僕は信じられない気持ちで呆然とな

たという自負心。たくさんの想いを

そして、
「Beauty（美しさ）
」。僕の

り、その後、言いようのないうれし

音にして紡ぐ時、僕は明らかに日常

「美しさ」の解釈は独特かもしれない

さで胸がいっぱいになった。これで

的な時間など見失っている。

が、ヤマハの楽器自体の美しさや、演

自分の価値観を変えるような

奏を通じて音楽の美しさを味わうこ

スンがない日も思い切り練習できる。

「Discovery（発見）
」もたくさんあっ

と以上に、深い美しさがあることに

もっともっとうまくなりたい。こう

た。幼い頃は人と交流するより一人

気付いた。例えば、演奏会の舞台上

して支えてくれる人たちのために成

でいる方が気楽だと思っていたが、

で聴衆の期待の眼差しを目にした時、

家でもクラリネットが吹ける。レッ

『TOKANDO』でリコーダーを習い始

僕らは必ず、
「聴いてくれる人たちに

喜びと決意が交錯し、その日から

めて考えが変わった。音楽はみんな

幸せな時間を届けなければならない」

ずっと、僕は音楽とともに生きてきた。

で協力して紡ぎ出すものだ。人と呼

という強い使命感に駆られる。自分

吸を合わせ、完璧な旋律を生み出す

の全てを注ぎ、聴き手のために最高

プロセスがいかに素晴らしいものか。

の演奏を目指す。僕は、こうした与え

リコーダーは僕に、
「人は決して一人

る行為こそが美しいと思うのだ。

長したい。

■感動を伴う体験の数々
ヤマハの楽器が僕にもたらしたも
のを言葉で説明するのは本当に難し

では生きていけない」という人生の真
理を教えてくれたのだ。

かな

そして、
そんな美しさを叶えてくれる
ヤマハの楽器に心から感謝している。
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僕は今、アンティオキア州立大学への進学を目指して勉強している。非常に
狭き門であり、経済的にも厳しいけれど、将来、子どもたちに音楽の素晴らしさを
教える指導者になるために高い壁に挑むことにした。
振り返ってみると、
『TOKANDO』から始まった 7 年間に、僕はたくさんの
希望の扉を開けて、音楽とともに歩み続けてきた。これからもきっと、音楽は
あ

僕の中に在り続けることだろう。そんな決意をタトゥーに刻み、皆さんへの感謝の
気持ちを込めてクラリネットを演奏します。
この熱い想いが、どうか届きますように。
（取材 2017 年 7 月 26 日）
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「楽器を抱く子は銃を持たない」
―インコルモトス・ヤマハ社シエラ社長夫妻からのメッセージ

1972 年に創業し、1976 年からはヤマハ発動機㈱のグループ企業として同社製二輪車などの輸入・製造・販売を行ってい
るインコルモトス・ヤマハ社。1989 年にはヤマハ㈱の楽器販売事業もスタートし、コロンビアで「Two Yamahas, One
Passion」を体現している会社です。
2004 年、同社はバイク部門と音楽部門に加え、CSR 活動を担うインコルモトス・ヤマハ財団を設立しました。事業として
行っているヤマハ音楽学校の運営のほか、貧困地域でのリコーダー教育プロジェクト『TOKANDO』など 4 つの社会貢献
事業を立ち上げ、未来を担う子どもたちの教育や二輪サービス技術者の育成に尽くしています。
多額の費用を投じて社会貢献活動を続ける背景には、一体どんな想いがあるのでしょう。財団を設立した同社のフランシ
スコ・ホセ・シエラ社長と、奥様のルス・ステラ・ロドリゲス取締役にお話を聞きました。
シエラさん

企業には利益追求だけではなく、社会的責任を果たすこと

が求められています。かつて、この国では反政府ゲリラが勢力を伸ばし、
非常に治安が悪化した時期がありました。こういう状況下で犠牲になる
のは常に子どもたち。特に地方の子どもたちはゲリラの勧誘を受けやす
く、私と妻は未来を担う子どもたちが暴力の道を選んでしまうことを非
常に心配していました。
ある時、私たちは「音楽が子どもたちにより良い生き方を教えるので
はないか」と話し合いました。音楽の愉しさを知れば、子どもたちは生
まれ故郷にとどまり、学校にも通い続けるのではないか。そこで、より
良く生きるための力を養う無料のリコーダー教室をスタートしたので
す。子どもたちにはリコーダーを贈るだけでなく、学びを助けるテキス
トや、人間性を養ってくれる教師も派遣しました。最も貧しい地域にはお腹を空かせた子も多かったので、時には食料
も持参し、子どもたちが音楽に集中できる環境を整えました。
『TOKANDO』は、
「楽器を抱く子は銃を持たない」という私の強い信念から生まれました。その想いは今も変わりません。
音楽の普遍的な価値が、人と地域を変えていくと信じているのです。
ステラさん

2004 年の財団設立は非常に大きなチャレンジでしたが、

今振り返ってみると、実は子どもたちへのプレゼントというだけでは
なく、私たち自身へのプレゼントでもあった。そう思うようになりま
した。なぜなら、私たちの理念に賛同するホセ・ウィリアム・ベラス
ケス理事長をはじめとする素晴らしい人材が集まり、私たちが理想と
している人間教育を実践し、財団をここまで発展させてくれたからで
す。
発足から今日までの歩みにおいては、二つの大きな成果が輝いていま
す。一つは 2013 年に『ジュニアオリジナルコンサート』のナショナル
大会を開催できたこと。そしてもう一つは、2005 年に 100 人を対象に
スタートした『TOKANDO』が、今では 1 万 8 千人を超える子どもたち
が参加する活動に育ったことです。
インコルモトス・ヤマハ財団は、インコルモトス・ヤマハ社で働く全ての人間の誇りです。私たちの情熱を集めて生
まれた財団が、子どもたちに希望を与え、国に貢献していることを誇りに思っています。

