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自己紹介

● 2011年度修士論文
「日本におけるネットレーベルの活動　─音楽コンテンツの生産・流
通とコミュニティの形成─」

● 2011年9月　シンポジウム
「ポスト・パッケージ時代の音楽活動 ― ネットレーベル現象から考
える」＠日本ポピュラー音楽学会　2011年第2回関東地区例会
樺島榮一郎さんをお呼びしてトークセッションを行った

● 「ネットレーベルの構造─楽曲の流動性とコミュニケーションへの依
存─」、『音楽文化学論集』、東京藝術大学大学院音楽研究科、第3
号、pp. 167-177、2013年。



  

研究の背景／先行研究

● 「音楽メディア」のデジタル化に関する先行研究
→レコード産業の経済産業的衰退が出発点
（津田2004、増田・谷口2005、Kusek and Leonhard 2005、
　新宅・柳川2008、井手口2009等）

● 技術の社会的構成主義（吉見1996）
技術やメディアとは送り手と受け手との相互作用によって「生
成」されるもの。その使用されるコンテクストの歴史過程に焦点
する。（Marvin 1988、Fischer 1992）



  

研究の背景／先行研究

● 「楽器」／「機材」（谷口2005、2008）
デジタル化した音楽制作（DTM）での「キーボード」観に着
目、そのズレから音楽実践でのコンテクストの重要性を指摘。

→しかし、DTMにおけるパソコンのユーザー
　としての姿が見えない。
　パソコンマニア、オタク的な感性
　ex.) ゲーム利用とパソコンとの近接性（小山2009）



  

本発表の射程

● DTMとは何か？
「DeskTop Music」の略語
もともとはRoland社が「ミュージくん」のPRのため用いた。
「パソコンの援用によって、手軽に、そして容易に音楽制作や
その再生できるシステムや環境」（田中1996）

● MIDIによるパソコンでの音楽制作（五十嵐1998）



  

本発表の射程

● 「DTM文化」の盛衰？
MIDIもパソコンでの音楽制作も消えていない。
本発表での「DTM文化」は限定的な見方。

● 「MIDI狩り」言説の存在
・ex.）通信用語の基礎知識



日本のDTMは全盛期・衰退期を経て、壊滅したとされる。



  

本発表の射程

● 「DTM文化」の盛衰？
MIDIもパソコンでの音楽制作も消えていない。
本発表での「DTM文化」は限定的な見方。

● 「MIDI狩り」言説の存在
・ex.）通信用語の基礎知識
・「10年間続いたアマチュアによるMIDIデータ配信という文　
　　化がほぼ壊滅」（杉山2004）
　→1990年代末に著作権法改正とJASRACの介入により
　　アマチュアによるMIDIデータ流通が激減した



  

本発表の問題

● 1990年代のパソコンユーザーが、どのように音
楽制作の文化を形成していたのかを概観

● パソコンユーザーによって語られた「衰退」の
状況を、音楽のデータ流通の変質として論じる

● 音楽のデータを、既存の「音楽メディア」観の
延長線上に限定せず、パソコンのユーザーに焦
点することでより広い文脈から捉えたい



  

MIDI規格の重要性①

● MIDI（Musical Instrument Digital Interface）
1983年、楽器産業内のMIDI協議会により規格制定。デジタル
楽器間の通信プロトコルとして利用されていく。（Théberge1997）

世界初のMIDI搭載シンセサイザー
シーケンシャル・サーキット社の
「Prophet 600」



  

MIDI規格の重要性②

● パソコンをインターフェイスとした音楽制作
MIDIを介してパソコンとシンセサイザーを接続。ソフトウェア
でシーケンスを行うことが可能になった。

・1985年に発売され、PC-9800用シーケ
　ンス・ソフトとして広く普及したカモ　
　ン・ミュージック社「レコンポーザ」
・YMOやムーンライダーズなども使用。
・楽器店、パソコンショップなどの新しい
　販路を開拓していった。



パソコンでの音楽制作について連載が開始　『Sound & Recording』1986年7月



  

MIDI規格の重要性③

● DTMパッケージの発売
1988年、Roland社からDTMパッケージ、
「ミュージくん」が発売（99,800円）
　・シーケンス・ソフト
　・外部音源（MIDIシンセサイザー）
　・MIDIインターフェイス
「DESK TOP MUSIC SYSTEM」としてPR

● 一般パソコンユーザーに訴求



パソコン誌で音楽制作の連載や特集が始まる。『ASCII.』1989年4月、1990年11月



  

MIDI規格の重要性④

● 「コンピュータ・ミュージック」から
「DTM」へ
パソコンを使用して音楽制作を行うことは、
1991年ごろには各雑誌で「DTM」と表記
されるようになる。

1994年6月には『DTM MAGAZINE』創刊



  

MIDI規格の重要性④

● MIDI規格によって、音楽制作とパソコンが接続
● 楽器産業にとっての新たな市場であるパソコン

ユーザーは、アマチュア・ミュージシャンとし
て音楽制作を行いはじめる

● この音楽実践は、「DTM」と呼ばれた



  

MIDIデータの送受信①

● パソコン通信／ネットワーカーの時代
・大手パソコン通信ホスト（NIFTY-Serve、PC-VAN、ASCIInet等）

・草の根BBS（個人開設による通信ホスト）

● 当時の回線速度
アナログ回線でのダイヤルアップ接続（1996年で33.6kbps）
1990年代はISDN回線（64kbps）が高速な回線とされていた

● パソコン通信の上では、アマチュア・ミュージ
シャンによるMIDIデータの流通がはじまる



  

MIDIデータの送受信②

● MIDIデータの容量の小ささ
1分間のPCMデータは10MBほどの容量になるが、MIDIデータ
であれば100KBほどの小ささで扱うことができる
演奏情報（MIDIデータ）　⇔　音声情報（外部音源）

● 当時としてはほぼ唯一の音楽のデータを流通させる方法



  

MIDIデータの送受信③

● データ互換性の問題が前景化
1991年に、互換のための拡張様式がMIDI協議会によって制定

● SMF（Standard MIDI File）
使用されるシーケンス・ソフトによって、再生可能なMIDIデー
タのファイル形式が異なっていた（レコンポーザだと [.rcp]）

● GM音源（General MIDI）
楽器メーカーごとに異なっていた音色を標準化



  

MIDIデータの送受信④

● パソコン通信が盛んになった1990年代
● ネットワークを介して音楽のデータをやり取り

する方法として、MIDIデータの使用は当時のほ
ぼ唯一の方法であった

● MIDIデータを送受信する方法と場所が一気に
形成された



  

「DTM文化」の隆盛①

● DTMによって制作したMIDIデータを、
パソコン通信上でやり取りする音楽実践

FMIDIORG の画面 FMIDIDAT の画面

・「NIFTY-Serve」のMIDIフォーラム
　（FMIDI）の操作画面
・データライブラリでのデータのやり取り
　や、掲示板やチャットでの会話が行われ
　ていた
・大手サービス以外にも、草の根BBSを利
　用して同様のやり取りが行われた



  

「DTM文化」の隆盛②

● 「耳コピ」による既存曲のアレンジが多い
● DTM雑誌でのアレンジの推奨

DTMスキルを高めることを目的として、各誌で「耳コピ」アレンジの
方法を講義する連載がなされる。　ex.) 「耳コピー虎の巻」

● JASRACによる「音楽著作物使用実験」
1991年9月より、JASRAC（日本音楽著作権協会）が管理する楽曲に
ついて、ネットワーク上での流通が期限付きで開放。NIFTY-Serve、
PC-VAN等の大手パソコン通信サービスが参加し、そこでの「耳コ
ピ」流通が認められる。



　　NIFTY-Serve上のMIDIデータリスト　『DTM MAGAZINE』1998年12月



  

「DTM文化」の隆盛③

● MIDIデータ流通の隆盛を支えた動機
● アマチュア・ミュージシャンとして

「耳コピ」によるアレンジは、DTMスキルを高めるための練習
として効果があるとされた。さらにフォーラム上での批評は、
音楽制作のモチベーションを刺激していた。

● リスナーとして
「聞き専」としてMIDIデータ流通を利用する人も多かった。
「MIMPI」や「TMIDI player」等のMIDIプレイヤーの普及。



  

「DTM文化」の隆盛④

● 「DTM文化」を構成する要素
・MIDIデータを制作する音楽実践
・パソコン通信と密接な流通の形態
・パソコンユーザーの広がりと共に隆盛

● レコード産業による「音楽メディア」流通の管
理とは異なる音楽文化の形態を形成してきた。



  

「DTM文化」の変質①

● データ流通の法的・経済的な制度化
● 著作権法の改正

1997年、著作権法改正により「送信可能化権」が明記、ネットワークを通
じた著作物のインタラクティブ配信に関する著作権保護が問題となる。

● 音楽利用に関する著作物使用料の協議
JASRACとNMRC（ネットワーク音楽著作権連絡協議会）は、音楽配信事業
を開始するにあたって1997年から著作物使用料の金額を協議、2000年に
合意した。2001年以降、JASRACによる著作物使用料の徴収が開始。
→「音楽著作物使用実験」の終了



  

「DTM文化」の変質②

● データ流通の法的・経済的な制度化
● 「MIDI狩り」言説

2001年、JASRACからの警告により、「耳コピ」のMIDIデー
タを配信していた各パソコン通信上のフォーラムやウェブサイ
トが閉鎖を決定していく。

これはJASRACによる「MIDI狩り」と呼ばれ、これまでの
「DTM文化」が衰退した要因として強い印象を与えた。



  

「DTM文化」の変質③

● 1990年代後半からの技術的なシフト
● MIDIデータからサウンドファイルへ

・DTMにおけるHDR（Hard Disk Recording）の開始
・MP3等のサウンドファイルでの流通

● パソコン通信からインターネットへ
・大手パソコン通信サービス会員数は200万人台で頭打ち

● 「DTM文化」の構成要素が縮小していった時期



  

「DTM文化」の変質④

● 1990年代後半からの技術的なシフト
● インターネット上の「FMIDI」

「NIFTY-Serve」の「FMIDI」閉鎖後、
2001年9月に「MIDI FORUM」として
同様の活動が可能なウェブサイトを設立。

→利用者が伸びずにそのまま閉鎖



  

まとめ

● 「DTM文化」とは
MIDIデータとパソコン通信という、1990年代のパソコン文化の環境
と密接に関係したコンテクストのもとの文化であった。

● 衰退というよりも、変質
消滅したのはパソコン通信と密接な文脈でのMIDIデータ流通の可能性
であった。

● オルタナティブな「音楽メディア」観
レコード産業を中心においた見方とは異なる「音楽メディア」のあり
方。パソコンとそのユーザーという視座から見えてくる。



  

今後の展開

● 変質の中から生まれた音楽実践
・サウンドファイルの流通
　　違法MP3の問題、音楽配信事業

・同人音楽における[MIDI]
　　コミケでの[MIDI]や[DTM]分類の登場（井手口2012）

・通信カラオケ、着メロ
　　音楽産業の周縁で経済活動となったMIDIデータ制作
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