bitmusic

Ｍ
Ｓ
ウ
ォ

の
曲
も
レ
ビ
ュ

ク
マ
ン
登
場
！

ー

ー

最終回

「メモリースティックウォークマン」の発売と同時にソニー・ミュージックの「bitmusic」は始ま
った。もちろん、bitmusic はこのタイミングに照準を当てていたわけだ。果たして、このソニー
が満を持して発売した 携帯音楽プレイヤーはどこまで「使える」もの

疾走する

なのだろうか。そして、bitmusicの曲はどこまで楽しめるのか？

ノンパッケージ
ミュージック
310

INTERNET magazine 2000/3

編集部
Photo: Nakamura Tohru
インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

ちょっと高いがやっぱり欲しい
最先端の携帯音楽プレイヤー

メモリースティックウォークマンで
話題のbitmusicを聴く！
今回はいつもと趣向を変えて、話題の製品、ソニーのメモリースティックウォークマン（MS ウォークマン）をレビュ
ーしてみる。MSウォークマンは、オンライン上の音楽流通で著作権を保護するための枠組み「SDMI」に準拠した
最初の製品だ。というわけで、これまた話題のbitmusicの曲をMSウォークマンで聴くまでを追ってみた。
文 編集部
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じがして好感が持てる。だが、購入の決め

のアイコンをはずしておかないと3の手順に
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SDMI（Secure Digital Music Initiative）
：デジタル音楽の著作権保護を目的に1998年12月に設立された団体。米国大手レコード会社、IT関連企業、関連団体などが参加。携
帯音楽プレイヤーなどの業界標準の仕様を策定している。
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Online Music Review
ソニー・ミュージックエンタテインメントの『bitmusic』も始まり、オ
ンラインミュージックはメジャーの進出という新たな局面を迎えた。既
存の音楽シーンとネット上の音楽シーンは両立するのか？ それとも融
合していくのか？ 今回はbitmusicから販売されている4曲を含む最
新のオンラインミュージックレビューをお届けしよう。

Oops!

oops.jpweb.net
オンラインミュージックの最新ニュースからレビューまですべてリス
ナーが作り上げる音楽コミュニティーサイト。このレビュー執筆陣も
参加している。

Cookie Bay ／ The High Llamas

Jazz Funeral ／ Joe Claussell

www.amazon.com/exec/obidos/subst/music/download/highllamas/hl-main.html
フォーマット：リキッドオーディオ
価格：無料
関連アーティスト：――

『スマイル』フォーエバー
いったいなんのための美しいメロデ
ィーであり、偏執的なサウンドプロ
ダクションへのこだわりなのか？
ブライアン・ウィルソンとそのフォ
ロワーを隔てるもっとも大きな溝は、
音楽の内的必然性だと思う。90 年
代後半に現れた『スマイル』の偶像
に魅せられた若い世代には、音楽に
向かう理由が希薄のように見える。
それがギリギリのところで面白さに
昇華されているのがこのバンド。雪
片のようにはかないポップス。
（川崎和哉）
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発売前に、ゲストレビュー！
シカゴの良質ハウスレーベルとして
日 本 でもファンを増 やしている
Guidance。ケヴィン・ヨスト、ア
ントン・ミラー、グレン・アンダー
グラウンドなどなど、DJ を中心に
コアなリスナーの心をぐっと掴んで
いるアーティストのリリースで知ら
れるが、レーベルサイトでは未発売
の音源が聴けるうえに、自分でレビ
ュー＋点数を付けてレーベル側に送
り返すことができる。話題のジョ
ー・クラウゼルの音源もいち早くチ
ェック。
（原 雅明）

artists.mp3s.com/artists/0/chauncey_canfield.html

www.wordsound.com/killdogfr.html
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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：――

807 Funk ／ Chauncey Canfield

Lurking in the Shadows ／ Scotty Hard

フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：――

www.33rpm.com

注目エンジニアのイルな一枚
独特のダークでダビーなヒップホッ
プを作り出しているニューヨークの
Wordsoundは、DJスプーキーより
もイルな連中の拠点だ。一聴して、
このレーベルの音とわかる個性の強
さは、オーナーでありアーティスト
でありハーバード大卒のライターで
もあるスペクターによるもの。レー
ベル一押しの強力新人がスコティ・
ハード。新人とは言え、ウータン・
クランからビョークまで仕事をした
ことがある知る人ぞ知る凄腕エンジ
ニア。
（原 雅明）

フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：――
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オンラインではすでに有名？
『MP3.com』
『Reffage.com』を始
めとする、オンラインミュージック
のめぼしいサイトすべてでフィーチ
ャーされている隠れた人気アーティ
スト。インターネットをメインのメ
ディアとするこういう活動の仕方は、
これから大いに現実的になっていく
はず。音楽的には、ジャズを軸に、
ファンク、アフロ・キューバン、ラ
ウンジ、エレクトロニックと幅広く
展開。『SPIN』誌のベスト未契約
バンドに選ばれたこともある。
（川崎和哉）

Glassbong ／ DJ Me DJ You

悦びに咲く花／ ACO

www.emperornorton.com/artists/dj_me_dj_you/
フォーマット：MP3
価格：無料
関連アーティスト：嶺川貴子、FPM

bit.sonymusic.co.jp/Arch/KS/Aco/C2x1-313/

ベックやダストブラザーズとも
仲良し
最近では、嶺川貴子のプロデュース
やファンタスティック・プラスチック・
マシーンのリミックスなどで日本で
も有名なLA発のモンド、ラウンジ系
ユニット SUKIA。この音源はその
SUKIA のロスとクレイグがDJ Me
DJ You 名義で発表した5 曲入りデ
ビューEP『simplemachinerock』
からの1曲で、イントロのSEからか
なりモンド臭い内容となっておりま
す。また残り4 曲中2 曲がリアルオ
ーディオで試聴できる。こっちもク
ラクラ度高めでお薦め。
（一瀬大志）

bit.sonymusic.co.jp/Arch/ES/CrystalKay/

話題の『bitmusic』のコンテンツ。
僕は個人的にけっこう欲しい曲があ
って、玲葉奈とかbirdとかJenkaと
かchara + yukiなど買ったんだけど、
これもその中の1 曲。あえてここで
紹介するまでもないような有名なト
ラックだけども、そんな曲がネット
で買えるようになったということの
すごさを確認する意味で選んだ。僕
的にはもうCD シングルは不要だ。
次はアルバムのトラックが買えるよ
うになることを心から願う
(川崎和哉)

bit.sonymusic.co.jp/Arch/ES/Jenka/

ストリートサウンドへ大変身！
某清涼飲料水のCMソングでブレイ
ク、超癒し系のクリスタルボイスか
つ13 歳！？ ということで大いに
話題となりました。bitmusicに登場
した新曲は、ヘビーなダンスホール
レゲエのビートに、ちょっとスライ
っぽさの匂う粘っこいディストーシ
ョンギターとスクラッチが絡む異色
作。前作のブルージーなR&B 路線
の延長と言えますが、さらに「黒
い」ボーカルで物憂げな雰囲気を見
事に表現。13歳ですかぁ〜。
（鷲見和男）

Break On Out ／露崎春女

フォーマット：ウィンドウズメディア、ATRAC3
価格：350円（税込）
関連アーティスト：STINA NORDENSTAM

逆輸入スウェディッシュポップ
CD 発売からちょっと経過していて
bitmusic初回ラインナップの中では
旧譜の部類かも。しかし、単身ス
ウェーデンに渡り見事デビューを果
たすという見上げた根性の持ち主で
ある。そして輸入盤として話題とな
ったアルバムが国内リリースの運び
となった。スウェディッシュポップ
お約束の必殺ネオアコ（死語）・
サウンドと、子猫のように舌足らず
なボーカルが、あなたの耳元をくす
ぐります。
（鷲見和男）

元気です／岡村靖幸

bit.sonymusic.co.jp/Arch/AI/HarumiTsuyuzaki/
フォーマット：ウィンドウズメディア、ATRAC3
価格：350円（税込）
関連アーティスト：Nile Rogers、Quincy Jones

メジャーな曲がもう買える！

Plastic Lies<be-come what we are> ／ Jenka

こみちの花／ Crystal Kay

フォーマット：ウィンドウズメディア、ATRAC3
価格：350円（税込）
関連アーティスト：AALIYAH、宇多田ヒカル

フォーマット：ウィンドウズメディア、ATRAC3
価格：350円（税込）
関連アーティスト：――

www.realrox.com/okamura/voice.html

ダンスクラシックス感覚凝縮
前作で片鱗を見せつつあったR&B、
クラブ路線が新曲で一気に開花し
た模様。最近クラブで大人気のダ
ンスクラシックス（70年代のディス
コヒット）にフォーカスを当てた曲
で、その辺をよく聴いている人なら
「オヤ？」
「アレ？」っと思うネタで
溢れている。プロデューサーはかな
りのディスコファンと見ました。肝
心のボーカルも良い意味で軽い感じ
に仕上がった、実に爽快な70's デ
ィスコ。ロングバージョンはアナロ
グのみ？
（鷲見和男）

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：――
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お元気ですか〜？
昨年11月、3年振りのニューシング
ル「セックス」を発表した元祖「岡
村ちゃん」こと岡村靖幸。いったい
どこで何をしてるんだろうと心配だっ
たファンも多かったと思うんだけど、
実は昨年7月の段階で、彼のオフィシ
ャルホームページには、彼からファン
に向けたメッセージが届いていたので
した。しかも四畳半フォークのような
内容で(笑)。個人的に過去一番グッ
ときたストリーミングコンテンツの1
つ。必聴！
（一瀬大志）
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