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音楽情報科学研究会のページ
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第 ��回音楽情報科学研究会のご案内

�情報処理学会 音楽情報処理研究会 ��������，日本音響学会 音楽音響研究会 ���研�，電子情報
通信学会音声研究会共催研究会�

期　日： 平成 � 年 �月 ��日 �木�，��日 �金�

会　場： ���厚木研究センター講堂
〒 �	
��� 神奈川県厚木市森の里若宮 
��

問い合わせ先� 小坂 直敏
���基礎研究所 情報科学部 音表現研究グループ
〒 �	
��� 神奈川県厚木市森の里若宮 
��

��� �	���	��
��� ���� �	���	��	��� ������ �������������� !!�"#

なお本研究会に関する最新の情報は$ 以下の %&' の『音楽情報科学研究会ホームページ』にて随時掲示して行く予定
です．

�������������	�	��
����������������

����年夏のシンポジウム併設チュートリアルのお知らせ

来年 ���� 年の夏のシンポジウム �(()��� では$ 待望のチュートリアルが開かれます** 日程は � 月 �� 日午後から ��

日午前までです� 第一部では$ 講師にエンジニア$ アーチスト$ ライター$ 研究者そして教育者として現在八面六臂の活躍
をされている長嶋洋一氏を迎えて$ 正確なタイトルは未定ですが +, や %�-. ワークステーション上での実践的 /-0-

プログラミングのチュートリアルを行って頂く予定です� 第二部は$ コンピュータ音楽の誕生や発展の歴史を$ 実際に作
品を観賞することを通して理解するチュートリアルを予定しています� 今後$ 内容等が変更になる場合もありますが$ 詳
細が決まり次第$ 研究報告$ 学会誌$ メイリングリスト$ ニュースなどで皆様にお知らせして参りますので$ お楽しみに� 一
人でも多くの方が興味を持って下さることを願っております�

����年度 音楽情報科学研究会 開催計画�予定�

皆様の多数の参加をお待ちしています．

�� �月名古屋
名古屋で日本音楽学会中部支部との共催を予定しています．

�� �月京都「夏のシンポジウム」
期　日： 平成 � 年 �月 ��日 �土�，��日 �日� チュートリアル

��日 �日�，��日 �月，休日� 夏シンポ
会　場： 京都府立ゼミナールハウス


� ��月 東京
��月か ��月に国立音楽大学において「インターカレッジ・コンピュータ音楽コンサート」を予定しています．

	� ��月 東京
�詳細未定�

�� �月厚木
電子情報通信学会「音声研究会」／日本音響学会「音楽音響研究会」との共催研究会を予定しています．



第��回音楽情報科学研究会 作品報告

��月 ��日～��日の二日間にわたって国立音楽大学 12 センターで開催された第 �� 回例会は研究発表のほか，学生
によるコンピュータ音楽作品を中心としたコンサート，ＣＧ／ビデオ作品上演，サウンドインスタレーション展示をも含
む充実した内容であった．以下，それらについてタイトルのみ簡単に報告する．

■コンサート■
　◎横浜国立大学総合芸術課程比較芸術コース
　　江口良治 作曲のためのインターフェース
　◎国立音楽大学音楽デザイン学科
　　今井慎太郎 �������� �	
 ��
� � ���

　　寺田和也 �	��	��� ���
��	� �� �	
 ����

　　松田周 ��� ���� ��	����� ��	��	��� ��	
 ���
���� ��� ��� ��������� ���� �

　　益井宏次 ���!� �	��
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 �����

　　松田周 ���	����	� �	
 ����

　　村田栄二 "#	 � ����
�	$�% �	
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　◎カリフォルニア大学サンディエゴ校
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　◎早稲田大学理工学部インターメディア作曲講座
　　甲本晃啓 �/4��5 6 ��
	�!���	�

　　坂口陽 無限回廊
　　家長真行／宇野格／中西基起　 ����
���	� 78 6 �������� �	 �
��	��
� 6

　　山下関哉 宇宙の鼓動
　　日比野元彦 4!���
3' �9���

　◎大阪芸術大学音楽学科音楽工学コース
　　小池隆司 口（.!����

　　大橋了久 声の世界
　　関琢也 �/�+:/�5 �:1�)�

　　石上和也 都市の中で，，，�	
 ��� ��
��	�

　　檜垣智也 ��� ��������� 	� � �������� ���� �	
 ������� ��� �������� ����

　　渡川文雄／関琢也 　反則者の隔離席
　◎慶應義塾大学岩竹研究室
　　田所淳 #
������	�

　　田所淳 �'�������

　　伊藤彰教 ;���	�!�

■ＣＧ／ビデオ作品上演■
　◎国立音楽大学音楽デザイン学科
　　大舘孝樹 &����

　　高崎こずえ ���

　　村田幸穂 ��'���� �'����� ～静止画版
　　松田周 実録・炎に向かって▽Ｎ天
　◎筑波大学鵜沢研究室／愛知県立芸術大学大泉研究室
　　未来都市の考古学展よりＣＧ作品
　◎京都芸術短期大学造形芸術学科映像専攻
　　稲住奈緒 連 �)�*�

　　林大幹 ���		�

　　山中史郎 ��	�� �	�����
 8<<=

■サウンドインスタレーション展示■
　◎大阪芸術大学音楽学科音楽工学コース
　　渡川文雄 �� 6 �	��
����� �	 �	��
�����

　◎国立音楽大学音楽デザイン学科
　　高城修 1�
��2�� �����


