携
帯
電
話
で
聴
く
音
楽

通
信
の
巨
人
が
動
き
出
す

すでに、何万曲という数の音楽がインターネット上に存在することに圧倒される。しかし、ノンパ
ッケージという流通はインターネットだけに存在するわけではない。たとえば、インターネットよ
りもはるかに普及している携帯電話も「音楽」の入手方法として使わ

疾走する

れるだろう。今後、音楽はあらゆる通信媒体を通して、パッケージと
ノンパッケージが共存する
かたちで流通するはずだ。

ノンパッケージ
ミュージック
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「話す」から「ダウンロードする」へと
変化する携帯電話ビジネス

歩くノンパッケージミュージック
話すノンパッケージミュージック
iモードの成功を見るまでもなく、携帯電話は単に通話する道具ではなく、データをダウンロードする道具へと変化
し始めている。つまり、
「会話」というコミュニケーションから「データ」という複合メディアのコミュニケーション
へと進化しているのだ。そして、NTTドコモは次のデータ配信ビジネスとして音楽配信に目を付けた。
文 前田邦宏

PHSの音楽データ配信実験が始まる

ティックウォークマンおよび松下電器が開発

し、その投票や審査にユーザーが参加する

しているSDメモリーカード対応の携帯音楽

システムを提供したり、掲示板やチャット

昨年、韓国からMP マンという名のMP3

再生端末が採用されている。このサービス

ができるコミュニケーションサービスを考え

携帯音楽再生機が登場したとき、その怪し

は 、 MMD サ ー ビ ス （ Mobile Media

ている。またユーザーの趣味嗜好に応じた

気な名前にニヤリとしながらも、いつかはイ

Distribution Service）と呼ばれ、SME だ

リコメンデーションシステムなどが考えられ

ンターネットウォークマンという名のデジタ

けでなく、大手レコード会社および音楽コ

ている。もちろん、これらのサービスを通し

ル携帯音楽再生機が本家ソニーから発売さ

ンテンツの制作会社20社前後が試験的に参

て知り得た音楽を通信販売やダウンロード

れる時代が来るのではと、楽しい想像をし

加しており、インターネットによるノンパッ

サービスで購入できる。今後、IMT2000な

たものだった。しかし、想像を楽しむのもつ

ケージ音楽の配信になかなか踏み切れない

どの広帯域通信の利用が可能になった場合

かの間、1999 年末とうとうソニーからもネ

レコード会社各社も、安全性が高く課金が

は映像の配信も行う予定だ。

ット対応のデジタル携帯音楽再生機が発売

万全な携帯電話には多大な関心を寄せてい

される。メモリースティックウォークマンと

るのだ。

いう名のこの携帯再生機は、MP3ファイル

このサービスは、非常に現実性を持った
ビジネスに思える。なぜなら、NTT ドコモ
は「音楽を通じたコミュニケーション」に課

音楽配信サービスを提供（NTT ドコモプレスリリース）

でなく、ATRAC3 というMD の圧縮フォー
マットを拡張した圧縮規格を採用している。

www.nttdocomo.co.jp/new/contents/
99/whatnew0930b.html

注目されるのは、機器の性能ではなく、グ
ループ会社であり、世界最大のレコード会

金（電話代として徴集）するサービスを展
開しただけで、コンテンツの開発やノンパッ
ケージ音楽の流通に参入したわけではない

音楽とコミュニケーションとの融合

社であるソニー・ミュージックエンタテイン

からだ。興味のある対象とインタラクティブ
かつリアルタイムにコミュニケーションする、

メント（SME）がメモリースティックウォ

今回の実験で検討されている音楽サービ

ークマン向けに所属メジャーアーティストの

スには、大きく分けてマーケティング／プロ

現在 4500 万人を超える携帯電話ユーザー

音源を配信するということだ。

モーションと音楽 CD の通信販売／ダウン

は、現にそれらのコミュニケーションにまっ

それは携帯電話本来のサービスだ。そして、

ロード販売が予定されている。たとえば、

たくお金を惜しんでいない状況からも容易

年4月からPHS 64Kデータ通信を利用した

FM ラジオとの連動でリアルタイムに流れて

に想像がつく。音楽ビジネスのノンパッケー

音楽配信サービスの実験を開始すると発表

いる楽曲情報を提供したり、各種のランキ

ジ化はもはやインターネットだけの議論に止

し、その再生機器としてソニーのメモリース

ングや新人発掘のためのコンテストを実施

まらなくなりつつあるのだ。

また、9 月 30 日にはNTT ドコモが2000

松下電器が開発中のSDメモリー携帯音
楽プレイヤー（試作機）
。実験では、対
応のPHS端末にSDメモリーカードを挿
入して音楽をダウンロードし、音楽の入
ったSD メモリカードを携帯音楽プレイ
ヤーに移し変えて再生する。

ソニーのメモリースティックウ
ォークマン。発売は12月21日
で、定価 45,000 円。SME の
音楽ダウンロード販売はこの
製品を視野に入れていると
考えられる。SD メモリ
ーと同様、メモリー
スティック対 応
PHS も実験で使
われる予定。
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Online Music Review
12月号から始まったこのオンラインミュージックレビュー。有料、無料
にとらわれずにさまざまなジャンルの音楽を紹介していくつもりだ。こ
のレビューをきっかけに『自分の音楽』を発見してほしい。

OOPS ！

oops.jpweb.net
インターネットユーザーが自由に参加できる新しい音楽レビューサイ
ト。ここで紹介したレビューもアップする予定。最新のオンラインミ
ュージック情報もここで入手できる。次の音楽シーンはここから生ま
れるかもしれない。音楽好きはいますぐアクセス！

Big Black Mandingo ／ Sexy Brown Sugar

ワープ 10 周年記念メガミックス／ DJ Winston

www.iuma.com/IUMA/Bands/Sexy_Brown_Sugar/
フォーマット：MP3、リアルオーディオ
価格：無料
関連アーティスト：――

www.warprecords.com/warp/warp10/five/

仕事中には聴けません
ヤフーがこの世に存在する前からイ
ンディーズアーティストの楽曲をア
ップし続けてきた『IUMA』。今回
ピックアップするのは、そのヒップ
ホップ部門のトップ10にランクされ
ているLA発の女性R&Bトリオ。音
的にはオーソドックスな感じで、主
だった特徴は見られないものの、そ
のぶん際立っているのがその歌詞。
ユニット名から想像される以上にダ
イレクトな内容に、思わず全5曲ダ
ウンロードしてしまいました。
（一瀬大志）

www.turntablism.com
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テクノっ子必聴！
インターネットの盛り上がりととも
に青春時代を駆け抜けた同世代の
テクノっ子たちにぜひ聴いてもらい
たいのが、老舗テクノレーベル「ワ
ープ」の10周年記念メガミックス。
33 曲、計 1 時間 33 分のその内容
は、LFO、ナイトメアーズ・オン・
ワックスなどの古典を中心に、シェ
フィールドの伝説的DJ、DJウィン
ストンが絶妙な混ぜ具合を見せたも
のとなってます。個人的クライマッ
クスは「トリッキー・ディスコ」
（笑）。
（一瀬大志）

Worker Ant Uprising ／ Company Flow

1998 World DMC Finals ／ DJ CRAZE

フォーマット：リアルオーディオ
価格：無料
関連アーティスト：――

フォーマット：リアルオーディオ
価格：無料
関連アーティスト：LFO、Nightmares On Wax

www.ozoneentertainment.com/music/music.html

DMC世界チャンプの
壮絶スクラッチ
DJじゃなくて、ターンテーブリスト
と呼ばれるスクラッチの達人たちに
よる 演奏 は、あっという間に世
界中に浸透してしまったが、ネット
上でもターンテーブルを巡る情報は
増大している。ターンテーブリスト
たちのバトルコンテストとして有名
なDMC における数々のプレイも聴
ける。1998、1999年と連続して世
界チャンプに輝いたDJクレイズのプ
レイは、特に要注目。これぞインプ
ロヴィゼーションの極意。
（原雅明）

フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：Mike Ladd、Anti-Pop
Consortium、Sonic Sum
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最新のサイファイヒップホップ
ヒップホップにブレードランナー的
なサイファイの世界観を導入し、い
ま最もクールでイルでドープな音を
作り続けているレーベル／プロダク
ションがOZONEだ。代表的な存在
はカンパニー・フロウ。アンダーグ
ラウンドレベルで大ヒットとなった
彼らのインストアルバムの音源が聴
ける。次は、ビースティー・ボーイ
ズのGRAND ROYALからシングル
をリリース予定。ほかにもOZONE
所属のヤバい連中の音が満載。
（原雅明）

Archangel ／ Silverman

Traffic Jam ／ The Double-Deckers

artists.mp3s.com/artists/31/silverman.html
フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：Portis Head、Tori Amos、
Kate Bush

artists.mp3s.com/artists/45/the_doubledeckers.html

官能的な闇への誘惑
トリ・アモス、ミーツ、ポーティ
ス・ヘッド。そういう音です。退廃
的でダークなトラックに、ややナー
バスでナイーブでヒリヒリした女性
ボーカル。たしかに既視感のあるコ
ンセプトであり、メロディーではあ
るんですが、品質はかなり高いです。
これだけの音を出しててふつうのオ
ーディオCDは未発売、
『MP3.com』
がデビューだというんですから、時
代は変わりました。落とし損は絶対
しない内容です。
（川崎和哉）

www.amazon.com/exec/obidos/subst/music/download/straightstory/ss-main.html/

デビッド・リンチ
最新作のテーマ曲！
デビッド・リンチ最新作のサントラ
（US盤CD発売中）から、テーマ曲
が無料ダウンロードできる。アイオ
ワ州に住む老人が病に倒れた兄弟
に会うため、ポンコツトラクターで
数百マイルの旅に出る――予告を
チラッと見ましたが、かなり泣けそ
う。リンチ映画ではいつも怪しげだ
った音楽も一変し、舞台となった中
西部の風景にマッチした曲となって
いる。でも、やたらにリバーブの効
いたピアノはいつもどおり。
（鷲見和男）

チェコ共和国のジャジーなポップバ
ンド。楽曲はファンク、ソウル、ヒ
ップホップ的なニュアンスを取り入
れているのだけど、避けがたく翳り
を湛えた女性ボーカルは、決してブ
ラックミュージック的なところに帰
結させない。偏見かもですが、この
へんは東ヨーロッパ的な資質なのか。
もっと実力のあるバンドはいくらで
もいますが、こういうユニークな存
在と出会えるのも『MP3.com』の
面白いとこでしょう。（川崎和哉）

www.amazon.com/exec/obidos/subst/music/download/georgewinston/gw-main.html/
フォーマット：リキッドオーディオ/AAC/96Kbps
価格：無料（試聴期限：2000年1月30日）
関連アーティスト：Roger Eno、George
Winston

元祖「癒し系ピアノ・ソロ」
坂本龍一「Energy Flow」が大ヒ
ットし、
「癒し」ブーム頂点の1999
年。しかし、19 年も前にピアノソ
ロアルバムで世界中に「ニューエイ
ジ」という癒し系ジャンルを定着さ
せた巨匠、それがG・ウィンストン
だ。彼の3年振りの新作に収録され
なかった未発表曲が無料ダウンロー
ドできる。感傷的なメロディーは苦
手だったが、不意を突かれたように
胸打たれる感覚は自分が年を取っ
たためなのか？
（鷲見和男）

Peace At Last ／ Blue Nile

Beaucoup Fish ／ Underworld
dirty.org/cgi-bin/frameset.cgi?underworld
フォーマット：QuickTime、リアルオーディオ
価格：無料
関連アーティスト：――

「ブルー」ではない「憂い」

Too Much Between Us ／ George Winston

Laurens, Iowa ／ Angelo Badalamenti

フォーマット：リキッドオーディオ/AAC/96Kbps
価格：無料（試聴期限：2000年1月30日）
関連アーティスト：Vince Guaraldi、Angelo
Badalamenti

フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：カーディガンズ＋マジースター

www.wbr.com/bluenile/peaceatlast.html

何もかも先駆的。
そして気持ち良い。
ご存じアンダーワールドの公式サイ
ト。新譜の全曲を試聴できるうえに
ファーストシングル"Push Upstairs"
のプロモビデオもノーカットで見る
ことができます。かっちょ良い！
とにかく彼らの音、映像には節々に
彼らの生きざまが表れてますね。音
楽マーケットが小さく、流行の周期
が短い英国のミュージシャンこそ好
きなことを表現しながらも食べてい
くネット時代のアーティストの一番
の見本かも。
（前田邦宏）

フォーマット：MP3、リアルオーディオ、Aiff、
Wave
価格：無料
関連アーティスト：――
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こんな稀なサウンドこそ
インターネットで出会いたい
かつて自分の人生を揺るがすほど感
動したあのバンドやアーティストは
いまどこで何をしているのだろう
か？ 音楽を続けているのだろう
か？ インターネットだとすぐ彼ら
の近況がわかります。「なーんだ、
何にも音変わってないじゃん。進歩
ないなあ〜」。身勝手なファンは、
思春期に涙したことをすっかり忘れ
ていました。これから思春期の人に
聴いてもらいたい知的でメランコリ
ックなサウンドです。 （前田邦宏）
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