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パソコン用演奏言語の比較 

坂崎　紀　 

１．入力／表示／実行方式についての若干の考察 

1.1. 　演奏デ-タの入力／表示方法 

　現在、パソコンで音楽を演奏する場合にはいろいろな方式が存在しているが、まず演奏デ-タを
どのように入力するかで分類できる。代表的な方式は、以下の２種である。 

文字列型： 
　音高、音価を文字列（あるいは数値列）に置き換えて、ASCII /JIS鍵盤から入力す
る方式。CRT にはその文字列が表示される。BASIC やLOGOなど、汎用言語のプロ
グラム中で自動演奏を行なう場合は、ほとんどがこの方式をとる（とらざるをえな
い）。 

５線譜型： 
　CRT に５線譜が表示され、ピアノ型鍵盤あるいはASCII / JIS 鍵盤を操作して音符
の形で演奏デ-タを書き込んでいく方式。音楽演奏専用のアプリケーションソフトに用
いられる。 

　一見して後者の方が使いやすそうだが、筆者の経験では必ずしもそうではない。 

　まず、デ-タ入力の容易さの点では、慣れてしまえば文字列デ-タでの入力の方が楽である。５
線譜へ音符で入力する方法はわかりやすいが意外に操作が面倒で、大量のデ-タの入力には向かな
い。これは、かつて日本語ワープロにおいてペンタッチ方式など様々な入力方式が試みられたも
のの、最近ではJIS あるいは類似の鍵盤による入力に収束してきたことを考えればある程度理解で
きるだろう。楽譜においては、原則として５線上の位置によって音高を表わし、音符の形状によっ
て音価を表わしているが、文字列デ-タで表現する場合は音高と音価を分けて「ドの４分音符」あ
るいは「ソの全音符」というように、頭のなかで読み換えていかなければならない。これは、再
び日本語ワープロで例えるなら、単漢字や熟語を読みで入力していくことに相当し、慣れればそれ
ほど難しいことではない。 
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　ここで、具体的な例を挙げて考えてみよう。MSX 用のシステムとして、５線譜入力型のFM
ミュージックコンポーザーYRM-15と、BASIC 組み込み型のFMミュージックマクロYRM-11が
ヤマハから発売されている。この２者について言えば、以下の点でBASIC 組み込み型のYRM-11
の方が使いやすい。 

(1) YRM-15では１声部しかCRT に表示されないので、複数声部の曲の場合に見通し
が悪い。これに対し、YRM-11ではDATA文により、複数声部をまとめて書けるので
入力／編集の際に全体がつかみやすい。特にYRM-15ではリタルダンドなどのテンポ
の変化が極めて表現しにくい。 

(2) YRM-15では、パソコンのASCII/JIS 鍵盤あるいはピアノ型鍵盤から音高を入力で
きるが、いずれの場合も音価の入力はASCII/JIS 鍵盤で行なわなければならず、その
際カーソルキーやファンクションキーなどを多用するため操作が繁雑になる。これに
対し、YRM-11では、たとえばドの４分音符は"C4 " というように２タッチで入力で
き、全ての音符／休符を表現する文字列は標準的なタイピングで入力できる。 

(3) YRM-11では、反復演奏をBASIC のFOR-NEXTやGOTOで処理できるが、YRM-
15では画面に特殊記号を書き込む必要があり、面倒である。 

　筆者は、一応鍵盤楽器を演奏できるので、YRM-15もかなり使ってみたのだが、それでもASCII 
/JIS鍵盤からの入力の方が楽である。５線譜入力は現状ではあまり操作性がよいとはいえず、また
CRT 表示にしても連鈎が表現されない、複数の段が表示できないなどの限界があり、デバッグの
ためのハードコピーにも時間がかかるなど、全体としてはあまり使いやすいとはいえない。５線譜
入力を実用化するためには、画面表示能力やマン・マシン・インタフェースの改善が必要であり、
現在の16ビットパソコンでは苦しく、おそらくワークステーションを使わなければならないだろ
う。 

1.2.　 言語組み込み型と演奏専用型 

　パソコンで自動演奏するには、汎用高水準言語（一般にはBASIC ）で制御する方式と、既成の
アプリケーションソフトで演奏する方式とがある。ここでは前者を言語組み込み型、後者を演奏
専用型と呼ぶことにする。目的を純粋に演奏のみに絞り、いわばデジタル・シーケンサとして使
用するならば演奏専用型が便利だが、これでは一種の電子オルゴールを作るだけで発展性があま
りない。これに対し、言語組み込み型は演奏能力の面では専用型に劣るが、特定のアルゴリズム
によって旋律を作ってみるとか音を使ったゲームを作るなど、音楽をいろいろ操作することがで
きるので単なるシーケンサを超えた楽しみ方ができる。言語組み込み型でも、MIDIインタフェー
スを介して外部シンセサイザを接続し、かなり高品位な音質で演奏することができるから、趣味
や教育目的にはアプリケーションタイプの自動演奏システムよりも応用が広がるといえよう。 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２．演奏言語の使い勝手 

　本稿では言語組み込み型２種、演奏専用型２種についてその特徴、限界を考えてみたい。いづ
れも筆者が長期間にわたって使い込んだものである。ハウ・ツー的な解説ではなく、実際の使用
体験から特に問題になる点と使い勝手について述べることにする。なお、各言語を比較するため
に、楽譜１の旋律を自動演奏させるためのデ-タ表現の一覧表（表１）と、サンプル・プログラム
（プログラム１～３）を挙げておく。 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2.1.　 言語組み込み型 

2.1.1.　ＰＳＧ用ＭＭＬ 

　シンセサイザ用LSI であるPSG (AY-3-8910) とマイクロソフト系BASIC を搭載した８ビット
パソコンでは、BASIC プログラムにおいて、PLAY文、SOUND 文によって音楽演奏と効果音発
生が可能である。このうち、PLAY文は平均律３声部の通常の音楽演奏のための命令で、演奏デ-
タを文字列定数あるいは変数によって与える。この演奏デ-タの書式をMML(Music Macro 
Language) と呼んでいるが、本稿では他の演奏言語と区別するために「PSG 用MML 」と呼ぶこ
とにする。 
　わが国のパソコンでは、まずNEC PC-6001 がこのPSG 用MML を採用し、以後富士通 FM-7 、
MSX1/2など多数の８ビット・パソコンに採用されている。最近ではNEC PC-8801 mkIIシリー
ズなど、PSG にFM音源３声部を付加した機種が現われ、デ-タ表現が拡張されているが、これは
PSG 用MML のスーパーセットとなっている。 
　PSG 用MML は、おそらくゲーム用の効果音やBGM のために開発されたものと思われ、本格
的な音楽演奏を目指したものではない。しかし、通常の音楽演奏に必要な最低限の機能は有して
いる。８オクターブの音域で３声部の演奏が可能で、従ってバッハの３声部までのフーガやインヴェ
ンション、コラール・プレリュード、バロック時代のトリオ・ソナタなど、３声部以下の音楽作
品は編曲せずにそのまま演奏させることができる。また、原曲が３声部以上の曲でも、適切に編
曲することにより演奏可能で、特にポピュラー系の音楽であれば、旋律、和音伴奏（アルペ
ジョ）、ベースの３パートに編曲することにより演奏可能である。音色は矩形波のみで生硬であり、
しかもディレィやリバーブなどのシンセサイザらしいエフェクトがかからず、音量は段階的にしか
変化しないため表現力は乏しい。しかし既成の楽器でいえばリード系のパイプオルガン（レガー
ル regal）に似ており、特にアーティキュレーションを工夫すれば、バッハの３声フーガをなかな
かおもしろく演奏させることができる。 
　さて、PSG 用MML の限界あるいは欠点としては、以下の諸点が挙げられる。 

(1) テンポの漸進的変化がつけにくい。 

　実際の演奏では、曲の最後あるいは段落点では必ずリタルダンド（だんだんゆっくり）させる。
人間の演奏では経験的・感覚的にこの時間変化を制御するが、PSG 用MML では直接的にテンポ
の漸進的変化は実現できない。サブコマンドＴでテンポを少しづつ遅くしたり、あるいは各音の
音価を記譜された音価よりも少しづつ長くしてリタルダンドの効果を出すことになるが、これは
極めて面倒な作業であり、試行錯誤を繰り返さなければならない。リタルダンドは全体のテンポ
と終止部の旋律の動きによって最適な変化率が異なり、そのため曲ごとに異なった変化をさせる
必要がある。また、意外に細かい変化が聴覚的に重要な意味を持つこともあり、公式化しにくい
ため、自動演奏プログラムを作成する際の最大のネックとなる。 
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(2）漸進的な音量変化ができない。 
　PSG 用MML では、音量は15段階に変化させることができるが、これは聴覚的には完全に段階
的（テラス状）ダイナミクスであり、クレシェンド／デクレシェンドはできない。ただし、物理的
に音量が一定であっても、音形によっては聴覚上音量が変化しているように感じられる場合もあ
り、チェンバロやパイプ・オルガンの奏法にみられるように、アーティキュレーションによって見
かけ上強弱を表現することは可能である。 

(3) 音符の動きが細かくなると正確な時間で演奏できなくなる。 

　たとえば、言語仕様の上では、M.M.＝200 のテンポで64分音符が許されているが、実際には
演奏できない。この限界はBASIC インタープリタの処理速度に依存するため機種によって異なる。
PC-6001 では正確なテンポで演奏できるデ-タであっても、MSX では乱れるというケースがあ
る。 

　このようにPSG 用MML の音楽演奏能力は低く、鑑賞に耐える演奏をさせることは難しい。し
かし高価な外部シンセサイザを付加することなく手軽にパソコンによる音楽演奏が可能である点
は高く評価できる。BASIC でなんらかの旋律生成アルゴリズムを作成し、それをすぐに具体的に
音にして出力する、という操作が容易にできるので、音楽研究にも役立てることがもきる（パソ
コンとはいえ、計算機が発音手段を内蔵した意味は大きい）。また、SOUND 文を使えば周波数
を制御できるので、音程比を与えて実際に音を出力させたり、平均律のみではなく、ピタゴラス調

や純正調に近似させて音を出力することも可能であり、音楽と音響学の簡単な「実験装置」とし
ての教育的価値もあるように思われる。PSG 用MML は、MSX など安価なパソコンで使用でき
るので、学校で教材として使用することも容易だろう。 

・プログラム１ 
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　PSG 用MML ではPLAY文にMML デ-タを与えることにより、容易に演奏ができる（デ-タは
原則として文字列定数／変数だが、変数を使用することもできる）。このプログラムでは、楽譜
１の４分音符(4) (5) (6) (8) をスタカートで演奏するため、８分音符＋８分休符にコーディングし
ている。 

2.1.2.　ＦＭミュージックマクロ　YRM-11 

　MSX パソコンは標準としては前述のPSG を持っており、MSX BASIC 上でPSG 用MML が使
用できるが、より本格的な演奏を目指してオプションとして用意されたのがFMサウンドシンセサ
イザユニットSFG-01であり、このSFG-01を制御するためにMSX BASIC を拡張するのがFM
ミュージックマクロYRM-11（以下FMマクロ）でROM パックの形で供給される（現在ではディ
スク対応の新版になっている）。最大８声部の演奏が可能で、音色もプリセット32音色＋自作４
音色の中から最大４音色を選んで演奏できる。FM音源による音色は非常に高品位であり、いくつ
かの音色（たとえばグロッケンシュピールGLOCKEN や琴 KOTO ）ではアクースティック楽器と
区別がつかないほどである。 

　演奏デ-タの書式はPSG 用MML に類似しているが、機能はより充実している。特筆すべきは、
レガート／スタカートなどのアーティキュレーションのために、記譜音価（ステップ・タイム 
STEP TIME）と実際の出力時間（ゲート・タイムGATE TIME ）を独立して設定できる機能を持っ
ていることである。たとえば、４分音符をスタカートで演奏する場合、PSG 用MML では前述の
ように８分音符＋８分休符にコーディングする必要があるが、FMマクロでは%50 という設定を
行なうことにより、すべての音を音価の半分の出力と残り半分の休止によって演奏させることが
できる。この機能により、レガート／スタカートの表現が容易になるばかりでなく、スタカート
の鋭さなども細かく表現できるため、フレージング／アーティキュレーションの表現をかなり自
然に実現できるようになる（表１参照）。 

　また、このFMマクロでは全体としてPSG 用MML よりも細かい制御が可能で、BASIC インター
プリタ上で動作するにもかかわらず、かなり速いテンポでの演奏が正確に実行される点は高く評
価できる。しかし、そのために演奏デ-タをPHRASE文により特定の記憶域（マニュアルでは「ト
ラック」と呼んでいる）に書き込み、ついでPLAY文により演奏させる、という手続きが必要であ
り、トラック長が限定されているため、長い曲の演奏の場合には２つのトラックに交互に演奏デ-
タを書き込み、交互に読み出して演奏していくという複雑な処理を行なわなければならない。こ
のような繁雑さはあるものの、BASIC プログラムで高度な演奏が可能であるこのシステムは、12
平均律での音楽演奏に限定するならば、演奏能力、音質、コストパフォーマンスのいずれの点で
もすぐれたものといえよう。 

・プログラム２ 
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　ここでは、演奏デ-タそのものの分量はプログラム１とあまり変わらないが、PSG 用MML よ
りも文が多くなっている。120 ～140 行ではシステム初期化、楽器設定、音色設定、テンポ設定
をおこなっており、160 ～200 行で上述のトラック１に演奏デ-タを書き込む。220 行で、トラッ
ク１のデ-タを楽器１で演奏する。 

2.2.　演奏専用型 

　ここで取り上げるのは、ミュージックコンポーザーMC-8（ローランド社）とMUSICAL である。
前者はデジタルシーケンサで、後者はCAPTAIN PLPS用の演奏デ-タを生成するためのコンパイ
ラであり、いずれも「パソコン用演奏システム」という定義からは逸脱するが、前者はi8080 を
用いていること、後者はCP/M86上で動作するということで、広義の「パソコン用演奏システム」
として取り上げることをお許しいただきたい。 

2.2.1.　ミュージックコンポーザー　ＭＣ-８ 

　i8080 を使用したデジタルシーケンサで、これ自体は音源を持たず、外部のアナログシンセサ
イザを制御するためにCV（ピッチあるいはエンベロープの制御電圧）と、ゲート信号（発音時間
の制御）を送出する。4 KB～16 KB 程度の内部記憶を持ち、外部記憶としてはカセットMTがサ
ポートされている。入力はテンキーといくつかの機能キーにより、表示は７セグメントLED のみ、
デ-タのプリントアウトはできない。マイクロプロセッサを使用した自動演奏システムとしては我
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が国で最初のものだったと記憶している。なお、筆者はMC-8にアナログシンセサイザを接続して
使用した。 

　さて、MC-8の特徴は、音高を半音ステップの整数値で表現することと、音価を出力時間に比例
した整数値で表現するということである。これは、以後MC-4や、CMU-800 などに採用され、
ローランドの自動演奏システムの標準となった表現形式である。 

音高： 
表１でCVと表記されている列が音高に相当する（厳密にいえば、CVはあくまで制御電圧で、
VCO に入力した場合に音高を変化させることになる）。最低音を１とし、以後半音ステップで上
がっていく（ただし、これは標準的な用法で、シンセサイザ側の設定によってはピッチを変化さ
せたり、あるいは四分音ステップで出力させることもできる）。この方式は、C, D, E という文字
での表現に比べると楽譜からの変換作業がやりにくく、またデ-タを見て音を思い浮かべるのはさ
らに難しい。たとえば、楽譜の「ドレミ」を「24, 26, 28」とコーディングするのは慣れれば容
易だが（それでも筆者の場合、半音ずれるミスが生じやすかった）、「31, 28, 24」というデ-タ
を見て「ソミド」と即座に判断するのはなかなか難しい。このため、特にデバッグの際に能率が
極端に落ちるのがこの方式の欠点といえるだろう。 

音価： 
ステップ・タイムとゲート・タイムの２つのデ-タで表現される。ステップは楽譜上の音符の長さ、
ゲートは実際に音が出力される時間で、レガートの場合はこの両者は同じか、ほとんんど同じに
なるが、スタカートの場合はゲートがステップよりも短くなる。ところで、PSG 用MML が、４
分音符なら4、８分音符なら8 というように、全音符を分割する分母で、すなわち音価に反比例し
た整数値で音価を表現するのに対し、MC-8では４分音符が48ならば８分音符は24というように、
音価に比例した整数値で音価を表現する。これは機械は処理しやすいだろうが、楽譜に慣れた人
間にはわかりにくい。筆者の場合は、音高の場合と同様、ある程度使い込んでいくうちに音符を
見て数値に変換するのは容易になったが、リズムが複雑になってくると、数値を見て音符を即座
に連想することは難しく、デバッグにはやはり苦労した。 

　たとえていえば、MC-8はワンボードマイコンTK-80 のようなもので、ソフトはアセンブラ的で
ある。処理速度は速く、従って速いテンポでの演奏は極めて正確に行なわれる。このため、MC-8
による演奏は独特の冷たい印象を与えることになるが、これを肯定的にとらえるか、否定的にと
らえるかは意見の分かれるところだ。「人間には不可能なすばらしい演奏だ」と賞賛することも
できるし、「人間にはついていけない、つまり非人間的な正確さだ」と批判することもできるの
である。 

　また、MC-8では速いテンポで演奏できる反面、リタルダンドなどのテンポの変化を実現しよう
とすると、非常に手間がかかることになる。曲の最後のリタルダンドを適切につけるためには数10
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回の試行が必要だが、MC-8ではデ-タ入力の能率が悪いことも手伝って、かなりの時間と手間が
必要になる。 

　MC-8では、表１の数値をテンキーで入力して演奏させるので、特にサンプルプログラムは挙げ
ない。ここでは、４分音符の長さ（time base ）を32としており、 2分音符は64、8 分音符は16
となる。使用したシンセサイザの特性から、(2) 、(7) 、(10)、(15)のようなレガートの場合でも
GATEはSTEPよりもほんの少し小さい値に設定してある。なお、三連符が必要とされる場合には 
3の倍数にするなどの操作が必要である。 

2.2.2.　ＭＵＳＩＣＡＬ 

　MUSICAL は MUSIC score Assignment Languageの略で、CAPTAIN PLPSに従う演奏デ-
タを作成するコンパイラである（CAPTAIN 用演奏デ-タの作成には、他の手段もある）。CP/M-
86 上で動作し、通常のコンパイラと同様、まずWord Master などのエディタを使用してソース
ファイル（ファイル拡張子.MUS）を作成し、コンパイラ MUSICAL.CMDによりオブジェクトファ
イル（ファイル拡張子.DAT）を生成する。このメロディーデータは、最終的にはCAPTAIN の画
面デ-タとマージすることになるが、転送プログラム MUSOUT.CMD により、PC-9801 の5'2D  
FDD インターフェースに接続されたメロディーボードに直接デ-タを出力し、音を聴くことができ
る。 

　このシステムでは最大６パートのメロディーと４パートのリズムセクションによる演奏が可能で、
音色はメロディー用９種、リズムセクション用５種が用意されている。しかし、CAPTAIN 端末に
いわば「おまけ」的に付加される音楽機能のためか、音質はあまりよいとはいえない。 
　音高、音価の表現はPSG 用MML と似ているが、 

　　［音高］［オクターブ区分］：［音価］ 

という書式をとる点と、小節の区切りを”／”で陽に表現する必要がある（プログラム３参照）。 

　さて、MUSICAL の大きな特徴は、ルネサンスの合唱曲のように、パート別に演奏デ-タをまと
めて書くという点にある。即ち、ソースファイルは以下の書式をとる。 

　　宣言部（テンポ、拍子、調、声部優先順位） 
　　 
　　チャンネル１デ-タ 
　　チャンネル２デ-タ 
　　　　　　： 
　　　　　　： 
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　　チャンネルｎデ-タ 

　このうち、リズムセクションのデ-タは最後に書かなければならない。このような書式をとるた
めに、MUSICAL では各パートの音価の合計が同一になるように細心の注意を払ってデ-タを作成
しなければならない。フーガのように声部が一定でポリフォニックな曲は作りやすいが、場所に
よって和音の構成音が変化するような曲では、あらかじめ厳密なパート譜を作成してからデ-タを
書かないと正しい演奏が難しくなる。これはハードの制約からきた書式かもしれないが、実用的
ではなく、このシステムを非常に使いにくくしている。一般に演奏デ-タを作成する場合、文法的
に正しくても演奏がよいとは限らず、実際に音を聴いて細部の手直しをし、カット・アンド・トラ
イで仕上げていかなければよい演奏をさせることができない。このため、楽譜の情報をデ-タ化し
たあとの作業にかなりの時間をとられることになるのだが、MUSICAL の場合は１音手直しする
だけでも全体をコンパイルしなおさなければならず、またMUSOUT.CMDは部分演奏ができない
ので最初から最後まで聴かなければならない。したがって短い曲はよいとして、20～30小節以上
の長い曲の場合には作業能率が極めて悪くなってしまう。 

　さすがにコンパイラだけあって、実用上必要とされる範囲をはるかに超えた速いテンポで演奏
させることができる（この点を利用して、筆者はノイズ的な効果音もいくつか作った）。しかし、
テンポは宣言部で設定するため、リタルダンドなどのテンポの変化は非常につけにくい。 
　全体としては、音楽演奏の重要な側面についての配慮が欠けた言語といわざるをえない。 

・プログラム３ 

　楽譜１を演奏するためのソース・プログラム（202 バイト）で、ワードマスターで作成した。
PSG 用MML 、FMマクロとはやや書式が異なることがわかる。これをコンパイルすると、実質74
バイトになる（オブジェクト・ファイルはデ-タ量に関係なく約4.5 K バイトとなる）。 

３．まとめ 
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　本稿で取り上げた演奏言語／演奏システムはそれぞれ性格が異なるが、全体としては度々指摘し
たように、テンポなど、時間の変化が表現しにくく、人間が行なうような自然な演奏をさせるの
が難しい。PSG 用MML およびFMマクロでは、テンポ設定を細かく行ない、さらに変数を使用し
て変更が容易になるようにデ-タ化するとテンポを柔軟に制御できるのだが、現在のシステムでは
デ-タ量が増えるとシステムが処理しきれなくなり、正しい演奏ができなくなるので、演奏デ-タ
をあまり複雑にできないという制約がある。 

　演奏デ-タの表現形式では、MC-8がもっとも原始的で使いにくく、PSG 用MML とFMマクロ
はかなり使いやすくなっている。これは計算機言語におけるアセンブラと BASICにたとえられよ
う。演奏の高速性という点では、BASIC 上で動作するPSG 用MML やFMマクロよりもコンパイ
ラ型のMUSICAL が上である。筆者個人は、BASIC インタープリタ上で動作するタイプが使いや
すくて気にいっているが、インタープリタで開発したプログラムをコンパイルできるようになると
便利だろう。また、LOGOや Prolog にMML 機能が組み込まれて自動演奏が可能になると、非常
に多用な応用ができるのではないかと考えている。 

　また、日本のパソコンでは「遅い」という評価が下されると売れなくなるそうだが、自動演奏
システムの場合は、「音質が悪い」と評価されると誰も使わなくなるようで、デ-タ化のしやすさ
や時間の制御のしやすさやよりも、音質（あるいは音色の多様性）が優先するきらいがある。し
かし、音質や音色は音楽の属性のひとつであって、本質ではない。つまらない演奏をCDで聴くよ
りも、名演奏をSPで聴く、ということもありうるわけである。これに対し、時間の制御は演奏の
もっとも重要な要素であり、これによって演奏の完成度が左右されるといっても過言ではない。
この観点からすれば、FM音源だ、デジタル・サンプリングだ、という以前に、時間の制御能力の
向上をまず第一に目指す必要があるといえよう。時間の制御能力の高いシステムであれば、たと
え音源はPSG であっても、よりよい演奏ができるのではないかと筆者は考えている。 
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