第十七回

／

月か

ビット放 送 が開 始され
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おそれもあります（笑）
。では最初に洋楽

ポピュラーの音を聴き比べてみましょう。

（ビリー・ジョエル「ピアノマン」を再生…）

違 い ま し た ね！ 驚 き ま し た。

２５６ｋのピアノを聴いた時、
「あれ？ ビ

生形

リー・ジョエル、ちょっと安いピアノで録

音した？」という印象だったんですよ。そ

れが３２０ｋで聴いたらそうじゃないとわ

かった。厚みもあって楽器が鳴っている奥

り出てピアノや歌がボケたら嫌だなとも

村井 そうですね。細かいニュアンスばか

行き感、空間まできちんと出てきました。

プが、この春ついに踏み出された。２５６ｋｂｐｓから３２０ｋｂ

思ったんですけど、その辺のフォーカスは

てその頃に予告されていたさらなる高音質化のステッ

したのである。さっそく聴き比べによる「３２０ｋｂｐｓ・ ビット」
どっさりお届け。まさしく「縁起がいい」新シーズン、
スタートです。

のリアルなところをレポートするとともに、春ならではの新情報を

24

ると思います。ご存知の通り去年 月から

て。きっと実際の放送とは印象が全然違う

を収めたＣＤ－Ｒでしか聴いたことがなく

生形 実はないんですよ。出演回は、同録

ますか？

そも放送の音声を実際に聴いたことはあり

を使って、２５６ｋと３２０ｋの音を聴き

す。それで今日はちょっと特殊なシステム

３２０ｋ）へとグレードアップされたんで

下２５６ｋ）から３２０ｋｂｐｓ（以下

ネルの伝送レートが、２５６ｋｂｐｓ（以

ム化」がスタートしました。主要７チャン

今年３月から「人気チャンネルのプレミア

思いまでもがよく聞こえるようになった。

制作者が意図する情報がより正確に伝わる

んじゃないかな。

生形 そういう意味で言うと、２５６ｋで

はビリー・ジョエルが必要以上にがんばっ

てピアノをガンガン鳴らしてる感じがしま

した。画一的な感じで「いや、今そういう

気分じゃないから」ってしんどかったんで

す（笑）
。それが３２０ｋでは音楽に引き

村井 続いては日本のポピュラーで聴き比

らい、本質的なところが感じられました。

込まれてもっと聴きたいってノッちゃうく
」という番組の、伝送レート切替え
music
前の音と切替え後の再放送の音を、電波の

べてみましょう。

e-onkyo

状態でサーバーに溜めてセットしてもらい

生形 よりシビアな比較になりますね。

くないなと思ったんです。でも、やっぱ

村井 う～ん、正直この曲の２５６ｋは悪

（安全地帯「ワインレッドの心」を再生…）

村井 あまり変わらないという感想になる

同感覚で同じ音源の聴き比べができます。

に接続しているので、電波を受信するのと

ました。ここからアンテナ線でチューナー

村井 はい。
「ハイレゾ新譜

生形 同じ曲で聴き比べられるんですか？

村井裕弥×生形三郎、３２０ｋｂｐｓ・ ビットの表現力に絶句する
～じっくり＆がっつり、２５６ｋｂｐｓとの聴き比べレポート
村井 ミュージックバードでのゲスト出演

んでしょうね。

ビット放送が開始されましたが、さらに

村井 今回はミュージックバードのクォリ

経験が何度かある生形さんですけど、そも

10

比べたいと思います。

by

24

全然後退しないし。各奏者の存在感、
個性、

ｐｓへ、主要７チャンネルの伝送レートがクォリティアップを果た

!?

「聴き比べで迫る音質改善の本気度
＆春の新情報てんこ盛り！」
■編集部 （構成・写真）

ｋ

「高音質で音楽専門」の看板に偽りなく、昨年
ら全チャンネルで
Hz

た、衛星デジタル音楽放送ミュージックバード。そし

48

ティがどれほどのものか実感する機会にな

24
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「OTOTEN オーディオヴィジュアルフェスティバル」にて
番組公開収録決定！

５月 13・14 日東京国際フォーラムにて開催される「OTOTEN オーディ
オビジュアルフェスティバル」に、ミュージックバードが出展することが
決定した。今回は合計５本の番組公開収録を予定。注目は 13 日「大橋慎
の真空管・オーディオ大放談」。当番組企画として「初めての真空管アン
プ選び」
「アンプ聴き比べ（3 極管 VS 多極管、シングル VS プッシュプ
ルアンプ）」などが予定されている。
OTOTEN オーディオヴィジュアルフェスティバル（入場無料）

日時：5 月 13 日（土）10：00 ～ 19：00
5 月 14 日（日）10：00 ～ 17：00
会場：東京国際フォーラム ガラス棟全室、D 棟 4・5 階（ホール・会議室）

ミュージックバード番組公開収録スケジュール
11:00 ～ 12:00

「大橋慎の真空管・オーディオ大放談」
出演：大橋慎 ゲスト：高山正憲

13 日（土） 13:30 ～ 14:30

「アニソン Hi!」
出演：野村ケンジ、八木志芳 ゲスト：
Mia REGINA、SCREEN mode

16:00 ～ 17:00

「今トキ ! クラシック」
出演：奥村愛 ゲスト：村井裕弥

12:00 ～ 13:00

「アニソン Hi!」
出演：野村ケンジ、八木志芳
ゲスト：大橋慎

14:30 ～ 15:30

「アニソン Hi!」
出演：野村ケンジ、八木志芳
ゲスト：TRUE

14 日（日）

〈3 月に 320kbps 化を果たしたチャンネル〉
● 107ch
「Best Voices」（新）…ジャズやポップスの名ボーカル曲を
ノンストップでオンエア
● 117ch
「KLASSE」…耳馴染みのある、心地よいクラシック音楽を
絶妙の選曲でつなぐシームレスチャンネル
● 118ch
「CLASSIC GARDEN」…クラシックの有名曲・人気曲をセ
レトする「ベスト・クラシック」
● 121ch
「THE CLASSIC」…パーソナリティが、世界各国コンサート
や毎月 100 枚を超す国内外の新譜を紹介
● 122ch
「THE JAZZ」…ジャズファンが唸る大量の新譜、超レア盤
をユニークなパーソナリティがピックアップ
● 123ch「THE 青春歌謡」… 昭和歌謡、フォーク、ニュー
ミュージック、アイドルなどを専門にオンエア
● 124ch「THE AUDIO」…オーディオ評論家たちの本音
対談、マニアもびっくりのオーディオ専門チャンネル

今回は本誌試聴室に、音声を電波の状態で保持可能な専用サー
バーをセット。ここからハイエンドチューナー C-T100CS にア
ンテナ線を接続するという方法で、256kbps と 320kbps の
新旧音源聴き比べを行なった。スピーカーはフォステクス RS-2
with NW-3、アンプはアキュフェーズ C-3850& 同 M-6200
を使用。チューナーとのデジタル接続時にはアキュフェーズの
DAC、DC-950 を使用した

ど、必要な音楽情報まで削ぎとられていた

んだなと実感できる比較でした。それでは

次はジャズで比較試聴です。

ピアノの陰に隠れていたベースの一音一音

（ビル・エヴァンス
「カリフォルニア・ヒア・アイ・
カム」を再生…）

がしっかり聴き取れるようになりました。

村井 おそらく 年代後半の録音だと思う

り違うなと。２５６ｋでは若干ボーカル

生 形 見 通 し が よ く な る ん で す よ ね、

んですけど、２５６ｋはちょっと聴き取り

の頭がつかえてる感があったんですけど、

３２０ｋは。ドラムも２５６ｋでは弱い音

にくかったですね。モヤの向こうでいった

３２０ｋではそれがなくなって伸びやかで

で、ちょこちょこと何やってるんだろうっ

い何してるんだろうという感じで。

表情も豊かな印象でした。どうでしたか？

て感じだったのが、３２０ｋでは「あ、こ

生形 聴き取りにくかったですね～。録音

生形 おそらくこの音源が中域寄りという

ういうことをやってるんだな」というのが

が古いのでさすがにこれは３２０ｋでも変

か乾いた感じの録音で、それが声の特徴に

よくわかりました。

わらないかもと思いました。

もなっていると思うんですけど、２５６ｋ

村井 それでは最後にクラシックを聴き比

村井 聴き比べたら、３２０ｋもやっぱり

だと声が潰れ気味というか刺激的に感じま

べてみましょう。

モヤはかかってる。でもその量が減って、

した。３２０ｋを聴いたら音づくりの狙い

村井 思った以上に違う！ ３２０ｋでは

がわかって、そのキャラクターが曲に反映

ニュアンスはもちろん輪郭もはっきり出

されていることを実感しました。

端に言えばそういう傾向かな。

て、強打しなくてもピアノが鳴りきってい

（マウリツィオ・ポリーニ「ショパン：舟歌 嬰
」を再生…）
へ長調 Op60

生形 そうですそうです！ まさに２５６

る印象でした。単に小さく弾くとか大きく

村井 バスドラムにも味が出てきた。伝送

ｋの時は打ち込みっぽかった。

レートが低いほど合成っぽく聞こえる…極

村井 明快で聴きやすい音ではありますけ
●61

60

弾くとかいうレベルを越えた細やかさや音

色、強弱の選び方が伝わってきました。

生形 そうですね。最初の一音をガーン

と弾いた時のピアノのサイズ感というか、

ちゃんと低域が鳴っている響きが聞こえて

きます。これ、ポリーニの新しい録音なん

ですよね？ 昔のポリーニみたいにガンガ

ンやる感じじゃなく齢を重ねた弾き方、指

の動きが３２０ｋではよくわかりました。

村井 では最後、ちょっと実験です。これ

★新番組目白押し ! 要注目のプログラム情報★
▶124ch：THE AUDIO【Premium】

▶122ch：THE JAZZ【Premium】

24bit でクラシックはもっとダイナミックに

ハイレゾでスイング♪

新番組「24bit で聴くクラシック」
24
bit
毎週月～金曜 13:00 ～15:00
ハイレゾ音源のみで選曲する、
オーディオファ
ンも納得の高音質クラシックゾーン。

放送時間を拡大！ハイレゾの新着音源

24
「ハイレゾ新譜 by e-onkyo music」
bit
毎週日曜 11:00 ～19:00
放送時間を 8 時間に拡大。ハイレゾ音源配
信サイト「e-onkyo music」で発売された新
着音源を、ジャンルを問わず紹介。

まではチューナーのアナログ出力からコン

トロールアンプに接続して聴いてましたけ

ど、ＤＡＣを用意して、同じ曲でチュー

ナーのデジタル出力からの音を聴いてみま

しょう。よりミュージックバードの本領が

発揮されるんじゃないかと思うんですが…。

（チューナーをＤＡＣに接続して再生…）

村井 いや～、上には上がありましたね！

今回は最上級のチューナーで試聴していて

アニメソングも高音質で

新番組「アニソン Hi！」
毎週土曜 9:00 ～10:00
ハイレゾ・アニソンの仕掛け人であるオーディ
オ＆ビジュアル・ライターの野村ケンジ氏と、
ミュージックバード・ディレクター＆アナウン
サーの八木志芳が、アニソンの魅力をこだわ
りの機材による高音質で紹介。

24

bit
新番組「24bit で聴く Jazz」
毎週月～木曜 13:00 ～15:00
ジャズチャンネル初の 24bit 音源番組。ハ
イレゾ音源配信サイト e-onkyo music から、
ジャズのアーティストや、レーベル毎にピック
アップしてお送りします。

毎週 10 時間！
ジャズ専門誌がオススメする新譜

新番組「Jazz Japan レコメンド・ニュー ･
ディスク」
毎週月～金曜 18:00 ～ 20:00
ジャズ専門誌『Jazz Japan』と連動した新
譜番組。同誌の新譜紹介ページに掲載され
たディスクを、毎週 10 時間の大ボリュームで
お送りします。ナレーションはウィリアムス浩
子。

ウイリアムス浩子

と思いますけど、２５６ｋと３２０ｋでは

生形
ビット放送への変更も大きかった

したよね。

生形 モノクロからカラーになったくら

本当に価値が違うという印象でした。

内蔵ＤＡＣもすばらしいのでどうなるかな

い、色彩感の違いを感じました。

村井 しかも、 ビット放送については古

と思ったんですけど、なんというか、ピア

村井 と言っても赤・黄色・青が派手に飛

いチューナーだと非対応の可能性がありま

﹁ホント楽しいんですよね︑
３２０ｋｂｐｓで聴いていると﹂

び交うのではなくて、ピアノの描き出す

すけど、３２０ｋへの変更は放送そのもの

ノがひと回りさらに大きくなったという印

ニュアンスが一層多彩になって、これまで

象です。

気がつかなかったものがいっぱい出てきま

24
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▶123ch：THE 青春歌謡【Premium】

こだわりのオーディオで聴く昭和歌謡

野村ケンジ

▶121ch：THE CLASSIC【Premium】

永遠のクラシック名盤をハイレゾで

24
bit

新番組「24bit で聴く名盤セレクション」
毎週月～金曜 10:00 ～12:00
CD で聴きなれた名盤が、驚きの高音質で
迫りくる ! クラシックの名盤を厳選、24bit
音源で体感してください。

「オリジナル盤でたどる昭和流行歌史」
毎週土曜 21:00 ～ 22:00
昭和に生まれた名曲名盤をすべてオリジナ
ル盤で聴く番組。ビンテージの真空管アン
プをスタジオに持ち込み、こだわりのオー
ディオ再生で“オリジナルの音”を追求します。
出演はオーディオ評論家・篠田寛一。

世界最高峰のクラシック・ライブをお届け

「WORLD LIVE SELECTION」
24
bit
毎週土・日曜 16:00 ～18:00
ウィーン・フィル演奏会やザルツブルク音楽
祭など、世界最高峰のクラシックコンサート
を厳選して毎週 2 日放送。音源はオーストリ
ア放送協会提供。
篠田寛一

★チャンネル・リニューアルスタート情報★
美しき歌声に酔いしれたいならこの新チャンネル

▶107ch：Best Voices【Premium】
ジャズ、
ポップス、
クラシカル・ヒーリングの珠玉の名ボーカル曲をコレクション。ノラ・ジョーンズ、
ダイアナ・クラール、リンダ・ロンシュタットなど、オーディオ・ファンに人気の歌姫を中心にお
送りします。

“寺島ジャズ” 哀愁美メロ 1000 曲を揃えたチャンネル登場

▶103ch：Cool Lounge ～ THE TERASHIMA JAZZ～
超人気番組
「ジャズ喫茶 MUSIC BIRD」の放送開始 20 年を記念し、
“まるごと寺島チャンネル”
がこの春よりスタートしました。寺島靖国が「あの世に持っていきたい」という1000 の哀愁
美メロを入魂選曲。
（※「まるごと寺島ゾーン」は深夜 0 時～正午）
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の変更なのですべてのチューナーが恩恵を

受けられる。これは大きなことです。

生形 ホント楽しいんですよね、３２０ｋ

で聴いていると。

村井 こんなこと言ってると「おまえら前

まで２５６ｋの音をほめてただろ」と責め

られそうですけど（笑）
。よりおいしい物

を食べると、これまでの欠点がよくわかる

ようになってしまうもので。

生形 でもミュージックバードはここ数

年、音質改善を何回か重ねている印象で、

いる方が多いんじゃないでしょうか。

「また変わった！」みたいな経験をされて

村井 私の友人には「ＣＳ－ＰＣＭ時代よ

り今のほうが音がいいんじゃないか」みた

いなことを言う方もいます。圧縮だからだ

めだ、嫌だと思い込んでる方もいらっしゃ

ビット・３２０ｋのミュージックバードの

るけど、一度そういった先入観抜きで、

音を聴いていただきたいなと思いますね。
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これはちょっと価値が
違いますね （生形）

先入観抜きでぜひ一度聴いて
いただけたらと思います（村井）

初期費用は０円！
新レンタルプラン「コミコミ Light」の受付が
スタート
「気軽な加入プランがあったら…」「ＣＳ－ＰＣＭ時代に聴いてたけど、再加入した
い…」などと考えているみなさんに、朗報です。加入料（税抜￥1,200）＋専用チュー
ナー＆アンテナ（レンタル料月額￥800、購入￥60,600）の初期費用、さらにア
ンテナの取付工事（￥15,000）までもコミでなんと 0 円の新加入レンタルプラン
「コミコミＬｉｇｈｔ」が、4 月 3 日から受付開始されました。これにより、“プレ
ミアム” 7 チャンネルを含む計 26 チャンネルが、毎月税別￥2,000 の聴取料だ
けで楽しみ放題。なお、契約者数は毎月 20 名限定。思い立ったが吉日です！
〈実施概要〉
・対象：同一世帯でミュージックバードに初めて契約する、もしくは解約してから
1 年以上経過している方
・聴取チャンネル：26 チャンネル限定（101ch ～ 126ch）
・専用チューナー / アンテナ：CDT-3AFD/DMB-4503
・月額料金：￥2,000 ／月（税別）
・契約形態：レンタル
・契約期間：3 年間以上
・受付件数：毎月 20 名限定
・申込方法：ミュージックバードのホームページから
・決済方法 ：クレジットカードによるオンライン決済のみ
☆詳しくはホームページで
http://musicbird.jp/komikomi
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