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16チャンネル筋電センサ"MiniBioMuse-III"によるリアルタイムMIDI情報を受け

て、新しいMax4/MSP2により実時間楽音合成を行った新作"BioCosmicStorm-II"

の、フランス/ドイツでの世界初演に関して、ドイツ・カッセルで開催された

音楽と工学に関する国際ワークショップでの講演と合わせて報告を行う。

多チャンネルセンサフュージョン情報のトラフィック、グラフィクスのミラー

リング同時表示、多チャンネル・ソフトウェアシンセシス、という情報処理量

の評価、その適切なチューニングによる作品実現のノウハウとともに、マルチ

メディアアートのパフォーマンスプラットフォームとしてのMax4/MSP2の性能

と課題について検討した。

A report of "MiniBioMuse-III" and Max4/MSP2

Yoichi Nagashima
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This paper reports the application and performances with new electromyogram
sensor called "MiniBioMuse-III".   This sensor detects 16 channels (both arms)
of EMG and converts the information to MIDI signal.  I will discuss the artistic
and technical points with Max4/MSP2 environment, and I will report my
workshop at CCMIX and my lecture in the international workshop on "Human
Supervision and Control in Engineering and Music" in Kassel.

1. はじめに
　コンピュータ音楽を中心としたメディア・ア

ート、システムと人間とのインターフェース等

に関するテーマの研究活動とともに、その具体

的な応用を実験的に検証する意味で、実際にい

ろいろなインタラクティブ・マルチメディア作

品を創作して公演・発表する活動を行っている
(1-14)。オリジナルセンサを用いた実験的なシス

テムをリアルタイムパフォーマンスに応用する

ことで、開発の過程や作品・公演の中から新た

な研究テーマや課題が出てくることも多い。サ

ブテーマであるオリジナルセンサの研究開発に

関して、新しい筋電センサ "MiniBioMuse-III"　

(図1) については、既に2001年8月の音楽情報科

学研究会にて報告した(15-18)。

　本稿では、この"MiniBioMuse-III"を作品公

演・パフォーマンスに活用した事例の報告を行

う。2001年9月にフランス(パリ)とドイツ(カッ

セル、ハンブルク)で筆者が行った講演と、計4

回の新作初演コンサートを含む、音楽と工学を

学際的に横断して行われた、"Workshop on 

"Human Supervision and Control in Engineering and 

Music"という国際会議についても報告する。セ

ンサフュージョン情報のトラフィック、グラフ

ィクスのミラーリング同時表示、多チャンネ

ル・ソフトウェアシンセシス、等の評価、その

適切なチューニングによる作品実現のノウハウ

やTipsとともに、マルチメディアアートのパフ

ォーマンスプラットフォームとしての

Max4/MSP2(19)の性能と課題も検討した。

図1　MiniBioMuse-IIIのセンサ片腕部分



2. 2001年9月の欧州ツアーについて
　例年であればICMC (International Computer 

Music Conference)に参加することの多い筆者

が、2001年については例外的にキューバでの

ICMC2001参加を最初から断念して前年から進

めたこの企画は、1998年にJACOM (日本コン

ピュータ音楽協会)が神戸で開催したICMF1998 

(International Computer Music Festival)、および京

都で開催されたIFAC-MMS 98 (7th Symposium on 

Analysis, Design and Evaluation on Man-Machine 

Systems)がその伏線であった。IFAC-MMS 98で

「音楽への応用」セッションを組織したIEEEフ

ェローのGunner Johannsen教授(Kassel大学)が、

パネラとして同席した筆者の、新作 "Visional 

Legend"(笙:東野珠実)の公演を神戸まで駆け付け

て聴いてくれたことがきっかけで、日本の伝統

音楽とComputer Musicとを融合したコンサート

の企画が3年後に欧州で結実したのである。

　システム工学が専門であるが音楽にも造詣が

深く、自らジュニアオーケストラを指揮する

Johannsen教授の企画は、地元Kasselで開催され

るIFAC-MMS 2001に併設して、1998年の1セッ

ションよりも拡大した国際ワークショップとし

て、より工学と音楽との深い関係を議論しよ

う、というものであった。このため、世界中の

工学と音楽の専門家数十名を招待し、さらにオ

ーケストラにおける指揮者の役割は工学的に高

度なシステムの熟達した操作者と類似する、と

いう視点から、リハーサル公開を含むオーケス

トラコンサートを企画した。演目はベートーベ

ンとコープランドの交響曲、そして武満徹の

「ノベンバー・ステップス」については尺八演

奏家として京都の三好芫山・大師範を指名する

とともに、筆者の作品 "Visional Legend"(笙:東野

珠実)を欧州でも再演して欲しい、という招待で

あった。もちろん、現代音楽だけでなく日本の

古典音楽の紹介も重要な意義であった。

　筆者はこの招聘を受け、国際交流基金にメン

バーの渡航費の助成を申請した。会議参加者の

旅費補助と全参加者の現地滞在費、コンサート

経費、演奏家報酬等もフォルクスワーゲン財団

が助成した。東野珠実氏が企画していた、フラ

ンスのCCMIXでの交流企画とも合体して、ここ

でも筆者がインタラクティブComputer Musicの

ワークショップを開催し、デモンストレーショ

ンコンサートを行うこととなった。以下は国際

交流基金への企画申請書の抜粋である。
本申請の事業は、日本の伝統音楽である雅楽と邦楽、そ

して日本が世界の先端の一部を担っているコンピュータ

音楽の分野での文化交流として、フランスとドイツでワ

ークショップ講演とコンサート公演を行い、伝統的古典

音楽とともに、新しく創作したパフォーマンスを発表す

る、というものである。本申請の事業は、2001年9月中

旬から下旬まで、大きく二つのパートに分かれて展開す

る。前半(9/11-9/20)のフランスでの講演・公演には、長

嶋、東野が参加し、後半(9/20-9/29)のドイツには、残り

の三好芫山、三好晃子が合流して、全員で公演ツアーを

行う。前半のフランスでは、フランス文化省の後援のも

と、1985年にIannis Xenakisにより設立されたCenter for 

Contemporary Musicにある、CCMIXというスタジオを訪

問して以下の内容の文化交流を行う。(略)　後半のドイ

ツでは、カッセル大学のGunnar Johannsen教授(IEEEフェ

ロー)の総合プロデュースのもとで、大きく以下の二つ

の活動を行う。

(1)「工学と音楽における人間の卓越したコントロー

ル」と題した国際ワークショップに付帯したKasselでの

オーケストラのコンサートで、以下の4曲を公演する。

Aaron Copland (1900-1990) 　Short Symphony

Toru Takemitsu (1930-1996) 　November Steps

　for Orchestra with Shakuhachi   and Biwa

Yoichi Nagashima (1958- ) 　Visional Legend

　for Sho and Live Computer Music with Live Graphics

Ludwig van Beethoven (1770-1827)　Symphonie Nr. 2                                                              

本申請者は、このコンサートにおいて、三好芫山(ノベ

ンバーステップスの尺八)、東野珠実(Visional Legendの

笙)、長嶋洋一(Visional Legendの作曲とComputer演奏)の

3名が出演する。なお、ノベンバーステップスの琵琶

は、アムステルダムで活動するJunko Uedaさんが担当。

(2)ドイツ国内の都市において、本申請者の、三好芫

山、三好晃子、東野珠実、長嶋洋一、の4名によるアン

サンブルを構成して、各都市で以下のプログラムでコン

サートを行う。

Part 1 : Japanese Traditional Music

　"Tsuru no Sugomori" (Shakuhachi solo)                                                                                   

　"Midare" (Koto solo)

　"Hirajyo no Choshi" (Sho solo) 

　"Ichikotsu" (Shakuhachi and Koto)                                                                

Part 2 : Expanded Traditional/Contemporary Music                                                                                  

　"Bio-Cosmic Storm II" (BioSensor and live Computer)

　"Visional Legend" (Sho, Graphics and live Computer) 

　"Getsuro" (Shakuhachi solo)

　"tegoto" (Koto and live Computer) 

　"Japanesque Germanium" (all 4 players)                                                            

本事業は、もともとはCCMIXからのレクチャー/コンサ

ートの依頼と、カッセル大学のGunnar Johannsen教授の

コンサート招聘とに端を発した企画である。これは単に

「日本の伝統音楽を紹介する」というものではない。伝

統的な古典音楽(尺八、琴、笙)の継承発展とともに、意

欲的に現代音楽等の他ジャンルにも取組む音楽家(三好

芫山、東野珠実、三好晃子)と、それら音楽家と交流し

つつ実際にコンピュータを組み合わせた作曲・公演活動

を行う研究者(長嶋洋一)とがジョイントすることで、従

来の「古典伝統芸能の紹介」を超えた、日本で展開し世

界に発信している、新しい姿の文化活動の先端を紹介す

る、というユニークな意義を持つものである。既に三好

芫山の尺八、東野珠実の笙、そしてこれら古典楽器と組

んだ長嶋洋一のコンピュータ音楽は世界を舞台として公

演されており、今回は特に現地での新作の世界初演が期

待されている。

また、コンピュータ音楽の領域で作曲家・研究者として

活動する長嶋洋一は、2000年ベルリンでのICMC(コン

ピュータ音楽国際会議)において、人間と音楽システム

との対話的(インタラクティブ)なコミュニケーションの



実現に関するワークショップの企画開催を依頼され、世

界中から先端の研究者・音楽家が集まって好評を得た。

今回のCCMIXでのレクチャー依頼はこの内容をフラン

スでも専門家や学生に講演して欲しい、というもので、

笙など伝統楽器を生かした音楽と人間の繊細な息づかい

をセンシングする、その先端の音楽的・文化的意義を評

価されての招聘である。予想される波及効果としては、

日本の伝統的音楽の「古典」の持つ深さ、コンピュータ

テクノロジーと結びついてその可能性を拡大させた展

開、そして人間の繊細な伝統的技法と先端技術の結びつ

いた音楽の新しい可能性を、日本文化の紹介とともに広

く発信することが期待できる。これは将来、国際的なコ

ラボレーションによる新しい音楽文化の創造にも寄与す

るものと考えている。

なお、本稿ではこれ以上の紹介を行う紙面がな

いので、"MiniBioMuse-III"を使用した筆者の作

品"BioCosmicStorm-II"以外の作品公演、および

Kasselのオーケストラコンサート公演と講演(20)

については、末尾に紹介したURLで資料を公開

しているのでそちらを参照されたい(21-27)。ま

た、この国際会議の資料も以下に公開されてい

るが、顔ぶれの半分ほどはICMCでお馴染みで

あったことを付記しておく。

http://www.engineeringandmusic.de/

3. "MiniBioMuse-III"のセンシング情報
　図2は、"MiniBioMuse-III"の両腕16チャンネル

のセンシング情報をリアルタイムに表示する

Maxパッチの画面である。中核にあるマイコン

AKI-H8の処理能力としては十分に高速なデータ

収集が可能であるが、実際にはMIDI情報を受信

するMaxの側でのトラブルに悩まされた。

図2　MiniBioMuse-IIIのMIDI出力情報の例

　図2は、Max3.6.2の走るPowerBook2400/G3 

(320MHz)の画面のスクリーンショットである

が、このMacはシリアルポート経由のMIDIイン

ターフェースであるために、10msec間隔で

16channelsを連続受信して、さらにこの画面を

外部ディスプレイにミラーリング出力しても何

も問題が起きなかった。ところが、まったく同

じこのMaxパッチを、PowerBookG3(400MHz)で

走らせ、スクリーンをミラーリング出力したと

ころ、ほぼ確実に深刻なフリーズが頻発して使

えない、という現象に遭遇した。最大の原因は

MIDIインターフェースがUSB経由となったため

と思われ、OMSが十分にUSB対応できていない

らしく、この段階でライブでの使用には大きな

不安となった。その後、主にMSPの信号処理関

係が充実してMSP1.0からMSP2.0となった新し

いMax4/MSP2(19)がリリースされたが、どうや

らMIDI周辺は今後はUSBでいくしかない、とい

う気合いの入った改良が行われたらしく、一挙

に状況は改善された。それまではQuickTimeの

GM音源でも不安だったMIDI処理が非常に軽快

になり、図2のようなライブグラフィクスとと

もに音源部分をMSPのソフトウェアシンセシス

とした状態でも、iBook(500MHz)とUSBインタ

ーフェースで安定して動作することが確認でき

た。この状況を受けて、欧州公演では初めて、

MSP音源による作品のライブ演奏を決意した。

それまではKymaやSuperColliderをMaxのMIDIで



制御する、と限定してきただけに、筆者として

はやや勇気ある挑戦となった。これは、多数の

MIDI音源等に対してMaxやシーケンサ等から

「MIDI出力」する分にはUSB-MIDIであっても

まったく問題がない(暇な時に処理するので多忙

ならモタりつつ遅れてMIDI送信するだけ)のに

対して、多量のセンサ情報をライブで確実に受

信するインタラクティブアートの宿命である。

4. "BioCosmicStorm-II"のメイキング
　図3は作品"BioCosmicStorm-II"のメインパッチ

の実行モード画面、図4はその編集モード画面

である。作品の公演においては、このiBookの

画面ミラーリング出力をステージ後方の大型ス

クリーンにプロジェクションして、筋電情報が

ライブに検出され、そこからリアルタイム楽音

合成のパラメータとして音響に作用しているこ

図3　作品"BioCosmicStorm-II"のメインパッチ

図4　作品"BioCosmicStorm-II"のメインパッチ(編集モード画面)

とを作品のコンセプトとして明確に表現した。

センサ等を用いたインタラクティブパフォーマ

ンスにおいては、「センサ技術のデモではな

い」という視点から、このように明確な関係性

を敢えて提示しないことも少なくないが、聴衆

はせっかくのライブPerformerの動きとサウンド

やグラフィクスとのリアルタイム連係に気付か

ず、ビデオやCDを「再生」して、それに合わせ

て何か動いている、と悲しい誤解をされること

も多かった。この点で、今回の作品公演では少

なくとも「見えた」聴衆にはなかなか好評で

あった点が一つの収穫であったと思う。

4-1. センサ情報のgating
　図5は、センサからMaxに入力されたMIDI情

報をまずゲートする関門である。これ無しでは

心配で何もできない、定番ノウハウである。

図5　センサ情報のゲート群



4-2. シーン移行の管理
　図6は、スタートから時間的に全体のシーン

が推移していく流れを管理する、一種の柔軟な

シーケンサのようサブパッチである。この作品

では作曲者本人がperformanceを行ったので、シ

ーンの推移について伝達する苦労は不要であっ

た。画面の片隅には、シーンの推移と同期し

て、テキスト表示で「現在はFM音源アルゴリ

ズムの音です」というような内幕暴露サービス

を行ってみたが、これは賛否両論であった。

図6　シーン移行の管理部分

4-3. 背景音響パートの再生
　図7は、作品全体の背景音響として流れるパ

ートの「再生」サブパッチである。音響素材は

あらかじめIndyとKyma等を用いて作曲した。こ

の作品ではほぼ演奏時間は一定であるが、BGM

パートをCDに固定して再生するのはポリシーに

反すること、7分近い1本のサウンドファイルを

再生することへの心配、オーバーラップ再生し

て重ねる部分にある程度の自由度を持ちたかっ

たこと、等の理由で、約1分の長さに分割して

順番にオープンしてはplayする方式とした。

図7　背景音響パートの生成部分

　なお、2002年1月に東京都写真美術館で発表

したインスタレーション作品では、逆に20分ほ

どの長大な背景サウンドパートをCD化してMSP

でエンドレス再生し、その音量をコマ切れに

絞って複数のサウンド生成を行った。新しいバ

ージョンのMSPでは、いずれも容易である。

4-4. オシレータバンクによるサイン合成
　図8は、センサからの16チャンネルのそれぞ

れに対応したサイン波ジェネレータによる、サ

イン合成ブロックの実験風景である。ここから

はいよいよ音源そのものとしての信号処理とな

るために、常にDSP稼働率を表示・監視して、

過重な処理によるシステムダウンを警戒した。

最終的には、このブロックは多数のオシレータ

バンクのピッチ情報としてセンサ出力をそのま

まマッピングするだけで、イメージ通りの混然

とした音響を得ることができた。

図8　サイン合成の部分

4-5. Suguru Goto氏によるFM合成
　図9は、音源のメインとなったFM方式による

音響生成ブロックのサブパッチである。この作

曲期間である2001年8月に、筆者はIAMASが開

催するDSPSSに参加し、IRCAMで活動している

Suguru Goto氏と再会した(Goto氏はパリでの筆

者のCCMIXワークショップにも来訪した)。

Goto氏は従来から、センサを活用した作品とそ

のパフォーマンスにおいて、ISPW / jMax / MSP

などを活用してFM方式の音響生成に手慣れた

作曲家であり、このDSPSS2001の機会に、講師

としてGoto氏が提供したMSP4のためのFMサン

プルパッチをさっそく材料として活用したのが

このブロックである。Max/MSPのパッチはオー

プンソースの発想で世界中に提供されている、

その文化の恩恵を受けた形となった。なお、比

較的少数のオペレータでも面白いサウンドを生

成できるFM方式であるが、音の分厚さを求め

てオペレータを多数にしていくと、DSP稼働率

が上がって不安定な状態となったため、最終的

にはトライ&エラーで現実解を捜した。あくま

で体感であるが、ピーク時でも33%程度が上限

となる目安でチューニングした。



図9　FM合成の部分

4-6. FFTバンクによるフィルタ音源
　図10は、センサからの情報をFFTバンクによ

るマルチバンドフィルタの周波数とレゾナンス

のデータに変換し、このフィルタにホワイトノ

イズを入力して音源とした部分のサブパッチで

ある。アナログシンセサイザの感覚であった。

図10　フィルタによる音源の部分

5. おわりに
　筋電センサ"MiniBioMuse-III"を活用した新作

"BioCosmicStorm-II"のメイキング等について報

告した。人間の振る舞い、あるいは息づかいな

どの連続的な情報とメディアアートとの熱い関

係をさらに求めて、今回の公演はさらに新しい

次のステップにつながることとなった。公演作

品そのものだけでなく、センサやシステムやソ

フトウェアもまた作品の重要な一部である。そ

の発展した内容や結果は、またいずれ次の機会

に報告したい。
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