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とてもできません｡でも､その一部をうまく利用

することはできます｡

では､実際にどうするのでしょうか?実はとて

も簡単なP)です｡

いくつかあlるメロディーにブロック番号のよう

なものをつけてやるのです｡そして､そのプロッ

ケ毎にドラムなどのリズムパターンや和音を割り

振 り̀してやるのです｡それと､もうひとつ､ブ

ロックを繋ぐためのパタiンを作ってやります｡

私の譜例でそれをやってみましょう｡ここではこ

の ｢和音Jはできるだけ簡単にしました｡

一連の作業を図で示すと､

<図4>つなぎその1

<図5>つなぎその2

<図6>リズムパターン

<図7>和音をつけたブロック:各パターン毎に

分けて記入

<図8>スコア譜を書く方法の例｡少ないパー ト

ではこれくらいでいいのですがパー トが

多いものは20以上にもなる

<図9>通 しの楽譜 :全体の流れが判るようにし

てある

ーと､ここまできたら､あとは機械的に ｢作業｣

をしていくだけです｡

おっと､その前にもうひとつ｡どんな楽器を

使ってえんそうさせるのか､という問題がありま

した｡これはその音楽の狙っている雰囲気に応 じ

て､色々に変わってくるものです｡たとえば､

ロックっぼいものであれば､ベースパートは､シ

ンセベース､ギターはディストーションをかけた

サウンド､などというように選定していきます｡

ここまできていても､まだ音楽ソフトには触れ

てもいません｡もう少しで着きますから､御安心

を｡

でき上がった楽譜をもう一度確認 します｡そし

て､もう一枚の五線紙を引っぼり出します｡その

五線紙には､パー トをいくつかまとめて書き込む

ことにするのです｡いわゆる ｢スコア｣です｡

え? ｢スコア｣なんて自分には絶対できない､

ですって?あなた､パソコンに初めて出会った時

に､どう感 じましたか?難しくてとても理藤でき

ない､そう思ったのではないでしょうか｡実は､

かく言うクマもこれほどまでにパソコンを使うと

はまるで想像もつかないことでした｡ところが短

期間でで＼一応使うことができるようになりまし

た｡音楽も､これと一緒です｡まず慣れることが

大切なんです｡

ここだけの秘密ですが､簡単な ｢スコア｣の書

き方を､この講座でお教えします｡

で､五線紙の大きめのものを用意します｡でき

れば12段くらいのも-のが使いやすいでしょう｡最

初の作業は､まっすぐの定規で､4段づつくらい

に小節線をまとめて引いていきます｡五線の両端

も同じ様にして､でき上がりが各段に4小節づつ

あるようにします｡<図8>
そして､最初の段の左端に楽器の名前を入れて

いきます｡メロディーはどの楽器が受け持つの

か､打楽器はどんな構成にするのか､ベースは､

コー ドはETC…スコア用に用意 した五線紙を前

上.<図4>つなぎ1.

中､<図5>つなぎ

2. 下､<図6>リズ

ムパターンとベ-大パ

ターン｡図4-7は､で

きるだけきれいに､て

いねいに､読みやすく

書き込む｡
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に､考えているだけで､自分が一流の作曲家にで

もなったような気分になりませんか?

ここまでが準備です｡これから本気に楽譜を書

き始めます｡ここでその書き方を<図8>の楽譜

をもとにしてやってみましょう｡それが<図9>
です｡このようにして順番に､それぞれのパート

を書き込んでいきます｡

ここで大切なのは､結果を先に出そうとしない

ことです｡つまり､最初から完全なスコアは天才

でもない限り､絶対にできないのです｡また､コ

ンピューター､ミュージックの世界では､データを

入力している時に､いつでもどこでも修正ができ

るから､全部ができ上がった完壁なスコアがそれ

ほど必要ではないのです｡ここで必要な ｢スコ

ア｣は､データ入力の指針にするためなのやす｡

さて､これから必要な作業は､<図7>の楽譜

にもあります､コードというやっかいものの付け

方になりますO ｢やっかいもの｣というのはこ私

ことクマにとってでありまして､実は解 りやすく

説明するのが非常に難しいのです｡だからといっ

て､最新の量子物理学の計算ほど訳の奉からない

シロモノではありません｡楽譜を見ると､晩とん

どのものに ｢Ⅰ)m7｣とか ｢G7-5｣とか､オタマ

ジヤクシの上の隅っこに書き加えてあるのがコー

ドなのです｡
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<図9> 通 しの楽譜

(全 体の 構 成 を決 め

る)｡メ~ロディーを一

番上(羊して､打禁器､

低音禁器を一番下にす

るのが､普通のスコア

の書き方｡大切なこと

は､同時に音を出すと

ころは､小節線がうな

がっていること｡
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次回は､この ｢やっかいもの｣をやっつけてし

まいましょうO もっとも､ このコー ドだけについ

て解説を詳 しくすれば､上下2巻の本ができるく

らいな0)ですが､必要なものだけに絞って､判 り

やすい解説を試みます｡

では､今までのまとめをしてみましょう｡

1)思いつきセ出てきたメロディーをラジカセな

どで録音 し､それをもとたしてメロディーを

楽譜にできき限 り正確に写す｡

2)写 し取ったメ_ロディーの割 り振りをする｡で

きれば8小節単位 になるように-

3)メロディーを更にいくつか作って､色々なメ

ロディーをそれぞれひとつのブロックと考え

て､そのブロックの組み合わせを考える｡

内容FL_T厨ずるご質周を.

どL!どしお着せ下さいす

4)ブロックとブロックのつなぎを作る｡全体の

構成をここで決めてやる｡できればおおまか

な和音の流れも作っておくと良い｡

5)それぞれのブロックでのリズムパターンや楽

器の構成を決める｡

ということです｡ここまできたら､あとはその楽

譜めデータをソフトを使って打ち込んでいくだけ

になります｡

次回のこの講座は､実際にソフトのデータの入

力の方法について2種類のソフ斗 (レコンポー

ザー98､ハローミュージック)を使ってやってみ

たいと思います｡また､和音の使い方についても

少 し話をしたいと考えています｡これは研究すれ

ばするほど難 しくなるのですが､できるだけ簡単

で､一番効果的な方法について説明する予定で

すO
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モ ニ タ プ レ ゼ ン ト !

ここで､うれしいお知らせ_!カモンミュージッケ社から98用ミLキーLジック ソフトウェア ｢ウェルカム

パック｣20本のご寄付をいたたきました.そこで読者'の皆さん広 一このシフトをモニタプレゼント致 しま

す.応募資格は､ ｢障害を持つ読者｣ と､ ｢その人をサポー トするコンピュータ関係のボランティアさ

ん｣です｡モニタの方には､このソフトを1カ月間ご使用ののち､レポー トを提出 していただきます｡レ

ポー トは本誌の ｢クマさんのコンピュータ作曲入門｣のコーナーで要約 して発表させていただきます.モ

ニタ終了後､ソフトはプレゼント致 します｡ご希望の方は､プロップ ･ステーションまでハガキ又はプ

ロップ ･ネットを通 じてご応募下さVミ.

〒530大阪府大阪市北区同心ト5-27(社福)大阪ボランティア協会内

プロップ ･ステーション

TEL.06-881-0041 FAX.061881-0041 プロップ ･ネット.061882-5393

カモンミュージック社より

カモンミュージックは､ "みんなおいでよコンピュータミュージック"を合言葉に､コンピュータ

ミュージック用ソフトウェアの開発 ･販売を行っております｡今回モニタプレゼント敦-します ｢ウェルカ

ムパック｣は､弊社のj-ンビュータミュ｢ジック用ソフトウェア ｢レコンポ-ザβ8Ver.2.5｣の機能を入門

者用にしぼったパッケ丁ジです.ご使用いただくに当たっては､パソコン本体 (pcl9801シリーズのVM以

降の機種)､MS-DOS(Vet.3.1以上)､MIDIインターフェイス､MIDI音源が必要です｡

カモンミュージック株式会社 大阪営業所

〒532 大阪市淀川区酉中島4-7-2チサン新大阪第1ビル4.F

TEL.06-309-3836 FA‡.06-309-4820

-43-
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堺市第13回市民講座でのOHP導入実験

レポー ト:プチ トマ ト

れた内容が後方のスクリーンに鹿大して表示され

ますので､手話を理解できない聴力障害者にも進

行の度合いが手に取るように判るのせす.

導入されるに至った経過は ｢プロップ ･~ネッ

ト｣上での ｢OHPも付けてえ｣との何気ない一言

から始まりました｡一般に ｢聴力障害者-手話が

コミュニケーションの手段十という考えが根強く

はびこっておりちん孟琵教育を受けていない聴力障
害者は文字通り聾桟敷に置かれていたわけです｡

今回､OHPが導入されたのは､冗談を交えたネッ

トでのやり取りを真肇に受け止めて､即実行に移

して下さった堺市役所の職員さんのご尽力があっ

たからに他ならないのです｡しかし､彼とて最初

から ｢0Ⅰ℡｣の必要性を感 じておられた訳ではな

くこ,なしてきたのに ｢なぜ?l｣という疑問を抱か

れた担当者は､その疑問を屯ろにネットにぶつけ

てこられました｡そして､ひとつまたひとつと彼

は洗脳されていったのでした.中でや ｢他市では

OHPは日常茶飯事でっせ封 -のメ.;セナジに､い

た{プライドを傷つけられ､- ｢市役所高層ビル大

阪No諦 誇る堺市が負け七なるあぇ｣と思われた

のかどうかは分かりませんが､京愛さんの講演の

みのテス トケースとはいえど､めでたく実現の運

びとなったのです｡こうして私も最大限にパソコ

ン通信の恩恵を利用させて戴きました｡

会場に入ってまず目に飛び込んできたのが､サ

ングラスをしてかたまっておられる4人のご婦人

です｡不謹慎にも私は ｢視覚障害の方も来られて

いるのか｣と思ったのですが､まもなくそうでな

い事が判明｡ (サングラス-視覚障害者 - 私も

頭が固いなあ(Ju;))そのご婦人方は私め豆 れから

お世話になる要約筆記の方達でした｡OHPの機器

が発する強い光からBを護る為に､J色の濃いサン

グラスは必須アイテムだった訳です.しかし､手

話通訳者が2人交代で殆ど休む甲高なく通訳 して

下さっているのに対 症 美 だ傍線を引くだけ (実

j.id

そこここで春の気配が感じられるようになった

とはいえ､まだまだ寒さ厳しい2月24日 (木)～

26日 (土)の3日間､第13回 ｢市民講座｣が堺

市総合福祉会舘で開催される運びとなり､初日に

プロップ ･ステーションですっかりお馴染の京愛

さんの講演を聞きに行きました｡当日は､これま

たびえ～～と底冷えのする肌寒い日で､おまけに

小雪が空からチラホラと ･･･(ブルルッ)｡

+*+++++++++4+ii+++++++++++++
【壇集や初の渡航の笑み涼し】というユニーク

なタイトル通 り､これまた超ユニークな (いやい

荒J▲う個性豊かな ･ ･ 洞 じ事か ∧∧;)京愛さんが
艶々と登場｡ ｢脳性麻痔｣という産まれながらの

障害を抱えた自身の生い立ちから始まって､障害

真意応なく認改させられるに至った社会 との
乱蝶､それを克服 して現在に至るまでの過程をと

つとつとかみしめるように語っていかれました｡

その淡々とした語 り口に当の本人以上にソワソワ

ドキドキしていた私達も､いつしか彼の弁舌に酔

いしれ､時にはしんみり､また時には拍手喝釆の

大盛会となり､令場は次第に熱気に包まれていき

ました｡聴力障害者であ根 2人の子供の母親で

もある私には､京愛さん本人の辛苦が手に取るよ

うに判ると共に､我が子が ｢脳性麻痔｣という重

い障害に冒されていると知った時のお母さんの胸

を掻きむしりたいほどのいたたまtLrない心情に憩

いを馳せ､彼と共に生きていく決意をされるくだ

りには身につまされ､思わず涙をこぼしてしまい

ました｡

ところで､この講演には堺市における初めての

試みが実施されました｡それは ｢OHP(-Over

Head Projector)｣の導入です｡今回はテス ト

ケースとして京愛さんの講演のみの導入ですが､

その結果次第に依っては今後本格的に取り組んで

下さるそうです｡ ｢0Ⅰ℡｣ - ･ちょっとした会

議や講義に特撮普及 していますので､ご存知の方

も多い事と思います｡透明なフイルムに書き込ま

二44_
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は､フイルムには講演の内容に添った文章が書き

込まれてあったのです)なのに4人とは少 しオー

バーな､ と思いましたが､それもこれもテス ト

ケースですから､今から改善されてい くことで

しょう｡ しかし､~これも京愛さんという律儀な講

師が期限内にきちんと原稿を納められたからであ

り､必ず しも万ノ恒こ通ず~ると昼限 りませんOその

場合はフル回申の要約垂記で4人でも足 りないく

らいかも知れまやん｡

この講演は私にとりましても生涯忘れ痔る事の

ない想い出の1ページに克明に記されました｡と

申しますのも聴力を無くしてからは､初めて全容

を把握できた意義のある講演だったからです｡

今後このように積極的に改善 ･改良に取 り組んで

戴けるのなら､講演超苦手人間が講演大好き人間

に変貌するのに､さして時間を要 しないことで

しょう｡

最後 に講喝 を無事終えての第一声が ｢疲れ

たあ､今夜はぐっす り眠るで｣の京愛さん｡お疲

れさまでした｡素晴らしかったよ｡真綿にくるま

れたような心地よい疲れに身を任せ､や り遂げた

充実感を満喫 して下さい｡

筆者自己府介

図面を措いて18年 (編集部 :プチトマ トさんは

cAD入力の仕事をされてます)｡恥 もかけばペ

ソもかいた｡合力クも不合力クも(仙;)で､頭もか

いた｡それでもこんなおもろい稼業やめられぬ｡

机上にいながらにして､日本国内は言 うに及ばず

世界中､はてはマクロ ･ミクロの世界にまで旗が

できるのです もの ･- ｡最近は屋根裏に潜伏

(空調設備)の日々で､少々欲求不満気味｡餌は

美味 しいけど､樫の中の生活はイヤ !またぞろ野

生に目覚めた今 日この頃です｡

●●●●●
.主催者から

堺 川村知久

:プロップ ･ネットでのや り取 りの中カ1'ら トヾ京愛●●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●●

さんの講座に堺市では初めての要約筆記奪,?喋る

ことになり､その原稿を10日前までに出､していた

だくようにお願いしましたところ､ ちゃ々と期日

までに仕上げてくださいました.お陰様怒当日に二-亡l>

はOHPに講座の内容が映し出され､聴掌陸等の方

には､分 りやすいと好評だったと思います｡漣 か

もその内容 たるや､A4用紙 に10枚おレ うう太傑

で､こりゃ大丈夫かなと思いま

定 - ･(仙;)O



卑顛軽韓殖且潔 若草や薫空耳?李は絶対読んで!J

なでちゃんのこの本は絶対読んで!!

∴ __:-I_;:::-= 主:::-- --二二-て_-･主
ピーター ･フランクル (Peter Frankl)

今回も講演会&ショー (大道芸)を見 に行っ

て､サインをいただいた本の紹介ですO

昨年秋のとある土曜日､兵庫県西宮市情報セン

ター主催のイベントの目玉の1つとして､ ピー

ター ･フランクルさんの講演と大道芸がありまし

た.私はこの時あまりピーターさんのことを知 り

ませんでした｡ しかし､うちの妹はテレビなどで

人気のピーターさんのシテシで､強引な誘いや､

西宮に出かけたことがこの本と,出会うきちかけと

なったのです｡

ピーターさんは1953年ハンガリー生まれのユダ

ヤ人です｡両親ともにユダヤ人のため､ナチス ･

ドイツの強制収容所アウシュビッツにいた経験が

あります｡おじいさんやおばあさんは皆戦争で殺

されており､両親が生き残れたのはほとんど寄跡

だったそうです｡

6歳の頃､ ｢ユダヤッ子｣ と差別的に呼ばれた

ことに痕間を抱き､⊥両親から初めてユダヤ人に関

するいろいろな説明を受け､それ以来､ハンガ

リーに住んでいても自分を完壁なハンガリー人と

は思わなくなったそうです｡

数学の才能は子供の頃から並外れており､4歳

の時､すでに2桁の掛け算ができ､1973年には国

際数学オリンピックで銀メダルを､74年には金メ

ダルを獲得 しています｡

ブダペス ト大学卒業 (博士号取得)後､フラン

スに亡命｡パリ大学大学院を卒業 し､ここでも数

学の博士号を取得 しまL,たo

日本語を含めて11ケ由語を話 し､これまでに

180編の論文が発表ざれでいますo現在は早稲田

大学や慶応義塾大学の非常勤琴師､パリ第7大学

教授という蒼々たる肩書にーはビックリ!しかし､

その重いイメージとはかけ離れた ｢ジャグリング

(ボールを使った大道芸)｣のプロでもあり､渋

谷を中心に披露なさっているとの_tと.′どうして

数学者なのに大道芸人なの?といt,,た素朴な疑問

にももちろんこの本の中で回答 してくださってま

す｡

ピーターさんは､仕事柄か､はたまた施行好き

だからか､世界各国かなり多 くの甲を旅行されて

います｡旅行と言っても2､3日の滞在ではなく､

多 くは約3カ月以上その土地で暮らしています｡

そんなピーターさんにも.‥ 0

｢初めてアジア､インドへ行って､自分自身の

中にも人種差別の念 (皮膚の色で)があったこと

に気付かされた｡ しかし､3カ月間のインド滞在

で､そうした人種差別を完全になくすことがで

き､そのことが最大の収穫だった｣と本書の中で

語っています｡

L,,1ヤ
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凡 ANKERNo.9 新装輝 新ニッポン見原銀

他の人と同じことをするのが嫌い､変わったこ

とが したい性分のピーターさん｡イギリスのレ

ディング大学で仕事をしたとき､この大学の充実

した語学教育設備を利用 して ｢中国語｣を独学し

ました｡ヨーロッパでは､フランスでス誉イン

語､ ドイツ語､ロシア語が話せることは珍 しくな

かったのですが､中国語となると話は別です｡そ

して､もっと中国語を正式に勉強するため､ ｢中

国行｣ ｢台湾行｣を真剣に考えましたが､当時は

｢亡命者用｣パスポー トだったため､自由に共産

圏へ出入りすることができなかった｡そこで､中

国､台湾に近い日本で誰か台湾の人と知 り合いに

なって､1カ月くらい台湾で勉強をしようと思っ

たのです｡このときは単なる踏み台にしか考えら

れていなかった日本が結局 ｢ピーターさんの国｣

になったようです｡

日本に初めて来たときの印象は､皆親切でとて

もよい人ばかり､と良いものばかりでした｡さら

に日本人の数学能力のレベルの高さも､数学者

ピーターさんには好感を持つに十分な原因のひと

つだったのかもしれません｡お店で働 くほとんど

の日本人は引き算ができ､安心 して買い物ができ

るというのです｡私たちにとっては当たり前のこ

となんですけど､アメリカのコンビ昌では自分で

しっかりチェックしていなければい4才ない.計算

間違い､入力間違い､釣銭間違いなど､hE]泰では

考えられないようなミスが当たり前のよ̀う1こ繰 り

広げられるアメリカのレジって一体 ???

最後にピーターさんの鋭い指

だったものをご紹介 します｡

一つは､他のいろいろな国と自分

を比較 して､E]本人には ｢自信｣とLL,1薫 も

番欠けている､と指摘するのです｡ ｢自

つ｣ことと ｢自慢する｣ことは違うという

理解 した上で日本人が自信を持ってくれた

と｡

もう一つは､ トイレの洗面所でお湯が出

とと豊かな国日本に潜在的に残る貧乏意識

に結び付いている､ということ.本当に鋭

よね｡

全 く共通点がないと思える数学者を大道芸人の

両方をこなすピーターさん｡1

で評価 されたニッポンとは?

ピーターさんが ｢自分の国｣

白おか しく､かつ鋭 く分析 し

で !!

本注絶対読ん

(A5版 WAVE出版 207頁､¥1400)
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(ヽ 作者紹介

山E]美薪己

初めまして｡これからイラス ト､4コマ漫画を

担当することになっ恕 ｢山田美紀｣です｡まだ未rl
熟ですが､よろしぐお願いいたします｡

5月に結婚 し､独身生漁にピリオ′ドを打ちまし

た｡これからは忙 しくな りこきすが頑張 ります

(∧∧)｡将来､障害を持つ人のノンフィクションを

漫画にしたいという夢を持っています｡締切､時

間に追われながら働 くの-は殊だけど､性格に合う

ので "運命"だと思っております｡

私は原因不明の難聴児ともて生まれましたが､

母､育ての親､周囲の援助で､ザ っと健聴者と同

じ学生時代を送りました｡1台才頃までは､他の障

害者と出会う機会がなかったので､何も知らず甘

やかされて育ってきました｡短大進学のため上京

した時､いろんな障害者に出会って､ ､いろんな事

を教えーられました｡その時､･手話を覚えました｡

私は重度の難聴といっても､幼い頃､先生や母が

厳 しく言語訓練をした分､経験的に社会慣れして

いますので､とても恵まれています｡障害者とし

て自分を見つめ直す事ができたので､親元を離れ

て上京 したのはとても良かったと思います｡親の

ありがたみ､障害者でも自立しようと思えばでき

る事が分かったり､くよくよ悩むことがなくな

り､良い経験になりま_した｡何事にも､挑戦する

事が大事だと思っています｡

生年月日 1969年5月15日

血液型 A型

出身地 鹿児島

星座 おうし座

趣味 バタバタすること､温泉､旅行､読書､

イラス ト

嫌いなもの 虫 (特にゴキブリきら～い !)
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｢､
凡 ANXERNo.9 プロップ･コンピュータセミナー日産表

Macintoshコースのスケジュール及び開催場所

●場所 ;アップルセンター肥後橋 セ ミナ一室 (第2水曜日)

大阪ボランティア協会 4Fセミナ一室 (上記以外の水曜日)

●開催 日;毎週水曜 日

●開催時間 ;アップルセンター肥後橋 ではpM6:30-8:45(たたし､6:00から準備)

大阪ボランティア協会では PM6:00-8:30(ただし､5:30から準備)

場所 ･開催 日については変更になることがあります｡二事前にご確認下さい｡

5月 18日(水) ボラ協 初心者講習al(OS;System7､Finderの操作) 米谷

25日(水) ボラ協 初心者講習b(囲;MacDrawProlβ) 一横山

8日(水) AC肥後梧 初心者講習b(囲 ;MacDrawPro3β)

15日(水) ボラ協 初心者講習C(ワープロ;MacWordlβ)

22日(水) ボラ脇 初心者講習C(ワープロ;MacWord2β)

29日(水) ボラ協 初心者講習d(義 ;MsExcellβ)

横山横山

榊原榊原

西島,六城

7月 6日(水) ボラ協 初心者講習d(衣 ;MsExce12β)

}13日(水) AC肥後橋 初心者講習d(衣 ;MsExce13β)

20日(水) ボラ協 初心者講習e(DB;FileMakerProlβ)

27日(水) ボラ協 初心者講習e(DB;FileMakerPro2β)

西島,六城西島,六城

林林

8月 3日(水) ボラ協 初心者講習e(DB;FileMakerPro3β) 林

10日(水) AC肥後橋 初心者講習f(Utilities;NUM,インス トール等) 榊原

17E](水) ボラ協 DTP講習a(Illust∫ator3.2j1/4) 花田,石原

24日(水)･ボラ協 DTP講習C(A】dui-P毎eMaker1/4) 早野,湯川

31日(水) ボラ協 DTP講習a(Ilhi畠tratbr3.2j2/4) 花田,石原

9月 7日(水) ボラ協 DTP講習C-(AldusPageMaker2/4)

14日(水) AC肥後橋 DTP諦習a(Illustrator3.2j3/4)

21日(水) ボラ協 DTP講習C(AldusPageMaker3〟)

28日(水) ボラ協 DTP講習a(Illustrator3.2j4/4)

早野,湯川
花田,石原

早野,湯川
花田,石原

10月 5日(水) ボラ協

12日(水) AC肥後橋

19日(水) ボラ協

26日(水) ボラ協

DTP講習C(AldusPageMaker4/4)

DTP講習b(PhotoShop1/4)

DTP講Bd(QuarkXpressln)

DTP講習b(PhotoShop2/4)

11月 2日(水) ボラ協

9日(水) AC肥後痛

16日(水) ボラ協

30日(水) ボラ協

DTP講習d(QuarkXpress2β)

DilP講曽b(PhotoShop3/4)

DTP講習d(QuarkXpress3β)

PTP講酌 (photoShop4/4)

早野,湯川

花田,石原

早野,湯川

花田,石虎

早野,湯川

花田,石原花田,石原


