AWA、LINE MUSIC、そしてApple Music。これらの定額制音楽ストリーミングサービスが日本で
始まったことは本誌8月号でもお伝えした通り。最近ではテレビCMを目にした方も多いだろう。それ
ほどまでに注目されている音楽ストリーミングとは一体どこが優れているのか。一見すると「ハイエン
ドオーディオ」には関係のなさそうなこのサービスを実際に試してみよう。
（編集部）

（今は初回登録から３ヶ月間の無

昨日 本 屋に立ち 寄ったら、音
楽 誌「レコード・コレクターズ」
の最新号が眼にとまった。特集は
「スライ＆ザ・ファミリー・ストー
とさっそく手に取って中身をパラ

ン」
。おお！ スライか、
懐かしいな、
パラ。
内容は“スライ＆ザ・ファミリ
ー・ストーン、１９６８年フィル
モア・イースト出演時の未発表お
宝録音を発掘”というもの。とい
うことは、サード・アルバム「ラ
イフ」の発売後で、翌年にウッド
して大観衆の度肝を抜いた、その

ストック・フェスティバルに出 演

全 盛 期 を迎えて、勢い溢れる怒

前年のライヴ録音ということだ。
濤の如き濃くてファンキーな演奏
とは思ったものの、ＣＤは４枚

を繰り広げているに違いない。
組というボリュウムで価格は４８
素 晴らしいに違いないと思うが、

６０円（国内 盤）
。演 奏はきっと
もし買ったあとで音質がイマイチ
も完 全限 定生産なので早く買わ

と分かったらガックリである。で
ないとなくなってしまう（輸入盤
も初回限定生産だ）
。悩んだぼく
はどうしたかというと、家に帰っ
本でもスタートしたばかりのＡｐ

てＭａｃを立ち上げ７月１日に日
ｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ（以下、アップ

ムのチョッパー（スラッピング）ベ

た画面と操作性のよさで、頑張っ

ルミュージック）にアクセスした

ではないところも本国っぽくてか

ンクネスがメラメラと燃え上がっ

ているなという印象をぼくは持っ

さっそく聴いてみた。システム

ている。

はＭａｃとオッポのＢＤＰ１０５

ストリーミング配信は
天国への階段に通ず

疾走するし、全編ブラック・ファ

上のタブの「ＮＥＷ」をクリック

て、クソ暑い夏に聴くにはもう最

ースも ブリ ブリと 唸りをあ げて

すると、新 譜 情 報 がずらりと出
ＪＰをＵＳＢ接続してＤ／Ａ変換

と書くと読者は「でもアップル

てくる。そこの３番目に、スライ

このうえない。アップルミュージ

ないでしょ」と。そのとおり、音

ミュージックでしょ。音源はロッ

はロッシー圧縮である。でもこの

シー圧縮でしょ、ハイファイじゃ
研 究したなと分かる洗 練と使い

スライのお宝ライヴ・アルバムが

やＴＩＤＡＬ（タイダル）をよく

ミュージックやＡＷＡも洗練され

やすさが見事だ。我が国のライン

ックは、先行するスポティファイ

高。しかも操 作 性は抜 群で快適

ンのアッコルドを爆 音で 鳴らす、

at the Fillmore East October アウトをパイオニアＳＣ Ｌ-Ｘ８８
に入力（アナログ・ダイレクトモ
」があった。日本
4th&5th 1968
、これでフランコ・セルブリ
版アップルミュージック なのに、 ード）
アルバムタイトル表記は米国盤と
というやや変則な再生法だが、い

↑Apple Musicでは、はじめにお気に入りの音楽ジャンルやミュージシャンを選ぶことに
なる。とは言っても、これはとりあえずのもの。使い込んでいくうちに自分の再生履歴を
もとにオススメなどを提示してくれるはず

やー凄い迫力だ。ラリー・グラハ

T o p i c s

同じで、
国内盤タイトル（
『ライヴ・

↑Apple Musicの基本料金は月々980円だが、
初回登録から3ヵ月間は無料で試用できる。
最大6メンバーが利用可能なファミリープランは月々 1,480円。画面はMacのiTunesのも
の。AWA、LINE MUSICは今のところPCでの再生に対応していない

&

＆ザ・ファミリー・ストーン「 Live 後、ＢＤＰ１０５ＪＰのアナログ・

料お試し期間 中）
。トップページ

R e v i e w s

っこいいぞ。
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話題の音楽ストリーミングは
リスニングスタイルを変える

アット・ザ・フィルモア・イースト』
）

↑お気に入りとしてブルースを登録しておいた結果、
「For You」つまりオススメのプレイ
リストは新旧のブルースが並んだ。ジャンルの分別方法自体に疑問もあるが、新たな発
見をしたいという積極的な用途に充分利用できるだろう。もちろん、
「ながら聴き」にも
最適だ

和田博巳の真・ハイエンドオーディオ宣言
PCでも使える
大本命のApple Music

わってきた。じゃあ、ハイファイ

凄い内容だということは充分に伝
タイダルのアカウントを登録した

は少し前にアメリカに行ったとき
ので、日本でもサービスを受ける
さて、ぼくのタイダル再 生 法

ことが出来ているのだが。
だが、プレーヤーにはリン・アキ

ビングから１階のオーディオルー
ムに行き、今度はアップルミュー
ュレートＤＳ／Ｋ／２を使ってい

で聴いてみよう。ぼくは２階のリ

額ストリーミング配信サイトに接
る。気分次第ではアキュレートＤ

ジックではなくタイダルという定
続（パソコンでもタブレット端末

プレイバックデザインズＭＰＳ５

用して、エクササウンドｅ２２や
や、ＴＡＤ Ｄ１０００のＤＡＣに

Ｓ／Ｋ／２のデジタルアウトを利

た。まあ「ＮＥＷ」をクリックし

このライヴ・アルバムが並んでい
つないで異 なる高品 位 な 音 を 楽

プページ「ＮＥＷ」に、スライの

なくても、アーティスト名で検索
常の我がオーディオシステムでの

しんだりもしている。その後は通

でもＯＫ）
。するとちゃんとトッ

タイトル

すればスライ＆ザ・ファミリー・
再生となり、ＹＧアコースティク

ストーンのアルバムが
ほ ど 瞬 時 に ず らり と 出 て く る。
イのライ ヴの 何 とも 凄 まじいこ

スのヘイリーで、爆音で聴くスラ

Hz

額ストリーミングサービスだ。月
額たった ・ ドルで約３０００

ＯＯ（カズー）という音楽再生ソ

かくまだ鎖 国 状 態にある。ぼく

ーは、最高峰グレードのクライマ

と気 持ちよく 次から次へと再 生

フトを使っている。このカズーは

時間もずいぶんと減り、それに伴

がすこぶる音がいい。しかもＤＳ

ックスＤＳ／２でも２４０万円だ

信サービスは上陸していない。日

はフランスが本拠地で、欧州でダ

ないＣＤ購買層もオーディオ人口

はタイダルにもクーバズにもすで

使ってみると分かるが、きわめて

ウンロードによるハイレ ゾ配 信

額２５００円程度で、ＣＤクォリ

も減少の一途を辿った。しかし月

直感的に使えて簡 単であり超快

と、ＣＤクォリティのロスレス・

本のレコード会 社か音 楽 著 作 権

タイダルはパソコンだけでも音
ストリーミング配 信の両 方 を 行

に 対 応 済 という 先 進 性 が 光 る。

適だ。あらゆる音 楽をサクサク

楽は再生できるが、パソコンをＵ

ティで世の中のおおよそ ％以上

科省かどこか分からないが、とに

ＳＢ ＤＡＣにつないだだけではオ
なっている。クーバズは６月まで

が音 楽をまた真 剣にたくさん聴

聴き放題となると、多 くの人間

プレーヤーを作ると、今後はグン

がよくて使いやすいネットワーク

ている。だから国内メーカーも音

くようになると断 言できる。中

ば、パイオニアのネットワークプ
を知ってむさぼるように聴きまく

万２千円だが、かなり音がよい。

と売れるようになるかも。たとえ

行なうと言っていたが、まだ始ま
とこれが実現するとハイレゾが月

った、あの感覚が蘇ってくると思

再生への対応は今のところリンの

しかもＤＳＤ５・６Ｍ ファイル

レーヤーを作っているオーディオ

題はないということ。でもＣＤプ

だ。じゃあレコード会社的には問

から」なんてけつの穴の小さいこ

「ＣＤプレーヤーが売れなくなる

日本国内のオーディオメーカーは

価 格が安過ぎて自分の首を絞め

を作って欲しいと思う。あんまり

頑張っていいネットワークプレー

そしてデノンもヤマハも負けじと
環 境でも 設 定 が楽 な、つまりお

琢磨して欲しい。

ヤーを作っていただきたい。切磋

ることがないよう適正な価格で。

父さんフレンドリーなネットワー

性に優れ、いかなるネットワーク
日本人はパッケージメディアが好

クプレーヤーを真剣に作って欲し

とを言わ ずに、音 がよくて操 作

きだからと言ったって、ぼくみた

落ち着いてはいられないだろう。

いな年寄りはどんどんあの世に逝

アンプとスピーカーはいつの時代

ネットワーク プレーヤーがある。

ＣＤプレーヤーに頼らずとも、

いと切に願う。
００万円も出さないとＣＤ／ＳＡ

実を言うと、１００万円〜１０

ってしまうのだから。

音楽をむさぼるように聴いた
若いころのあの感覚が蘇る

とオーディオはまだまだ元気でい

にも 絶 対に必要だ。そう 考える

思うのだ。

られるし将 来 性は充分にあると

聴くことはできないと、高級オー
ディオマニアの多くは思っている。

ＣＤプレーヤーで本当にいい音を

でもリンのネットワークプレーヤ

年代以降は、クルマ、ゴルフ、
娯 楽のせいで音 楽を真 剣に聴 く

観 光 旅 行、グルメと多 様 化した

90

にも対応していること。クーバズ

で、聴き放題。つまり毎月４００

う。音 楽を聴く時間 がグンと増

レーヤーＮ７０Ａは（たった）

０円くらいで世の中にあるハイレ

えると、その音楽をもっといい音

ドル程度（と言われている）

ゾ音源のかなりの数のタイトルが

品を、じっくり育てていって欲し

ＤＳにはない特徴だ。こういう製

額

聴けてしまう。もしもそうなら、

うになる。そうするとオーディオ

で聴きたいとみんな 必 ず 思うよ

14
ブームがまたやってくるだろう。 い。そして早 くＢＤＰ Ｌ-Ｘ８８
クラスのネットワークプレーヤー

Hz
メーカーがこの事 実を知ったら、

合 意の上ということになるわけ

音源を提供するのはレコード会社

35

なわけだから、レコード会社とは

高校生時代に音 楽の素 晴らしさ

クセスすれば実に音がいい。さら

90

に驚くのはＱｏｂｕｚ（クーバズ） ってはいないようだ。一説による

リンは本当に２歩くらい先を行っ

ーディオ的に言うと音 がよく な

月額４０００円程度でハイレゾが

のアルバムが聴き放題で、さらに

協会か、その要望の受け皿たる文

にダウンロードしたリンのＫＡＺ

ＰｒｏあるいはｉＰａｄ ｍｉｎｉ

なお、操作にはＭａｃＢｏｏｋ

必要としないからだろうか？

い。ＣＤドライブを（当然ながら）

ても、タイダルはすこぶる音がい

バムでＣＤとタイダルを聴き比べ

うべきか。ちなみにいろんなアル

と、一気に悶絶というか天国とい

ケット写真をポチッとすれば、そ

ＣＤクォリティ（ ・１ｋ ／
16

触れたが、タイダルはロスレスの

前号の巻頭コラムでもちょっと

ている。

の先は天国への階段がぼくを待っ

そこから聴きたいアルバムのジャ

20

ビット）で音 楽配 信 を行 なう 定

44

万 曲 が聴 き 放 題。だが、日 本に

99

はまだこの定額ストリーミング配

19

に、タイダルは年内にハイレゾで

同傾向の作品表示

の定額ストリーミングサービスを

「おすすめアルバム」は、これ
を聴いている人はこれも聴いて
いることが多い、といった具合
に、選択したミュージシャンと
同傾向の作品を提示してくれる

ＤＳシリーズで直接タイダルにア

同ミュージシャンの作品表示

い、というか悪い。その点リンの

できる。

←Apple Musicで曲/アルバムを選択
すると、左の画面のように表示される。
左側にはアルバムの曲が並び、右上
にはジャケット写真が見える。こうし
たサービスで注目したいのはジャケッ
トの下に表示された項目だ。ここでは
新譜が羅列される「New」のタブから、
アメリカのソウルやブルースを基調に
したロックバンド、アラバマ・シェイ
クスを選択している。
「他のおすすめ」
にはヴァンパイア・ウィークエンドや
クラウド・ナッシングスなど、いわゆ
るインディー・ロック的なバンドが名
を連ねた。まずは新譜から気になるも
のを、そしてそこから数珠つなぎに音
楽を探せるのが聴き放題の醍醐味。
どれも数十秒の試聴ではなく、何の
気兼ねもなく、すべてのアルバムをフ
ルで聴けるのだ

世界ではストリーミングを
CDクォリティでも楽しめる
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「トップアルバム」
、つまり、再生
中のミュージシャンの作品（アル
バム）の中で、人気のあるものが
表示されている。ここをクリック
すれば、そのアルバムの再生、プ
レイリストへの追加が可能という
わけだ

↑いくら楽しいサービスでも、音が悪いのであれば、オーディオファンが楽しむには物足りない。
それを解消する可能性を秘めたサービスがTIDAL（写真）などCDクォリティでの配信サービスだ。
写真は今年の東京ジャズに来日予定のファラオ・サンダースのページ。リーダー作品のほか、
「APPEARS ON」=本人参加作品が表示されている。
「Similar Artists」
（関連アーティスト）に
はドン・チェリーやオーネット・コールマンの名前が並んでいた

和田博巳の真・ハイエンドオーディオ宣言

聴き放題は
ユーザーに何をもたらすか？
R e v i e w s
&
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