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何故fm音源が注目される？

１．世界で始めてデジタル音源を量産化した。 
２．楽器応用の他に、第2、第3のビジネスを産んだ。 
３．ヤマハが独占した。 
４．スタンフォード大学のオリジナル技術。 
５．産学協同開発のクラシック。 
６．学べる教訓がある＝「産学協同」は必ずしも旨く行っ
ていない。



 １　Subtractive 
 ２　Additive 
 ３　Granular 
 ４　Wavetable 
 ５　Frequency modulation 
 ６　Physical modeling 
 ７　Digital sampling

A.アルゴリズムのエレガンス 
B.実現の簡潔さ 
C.実現された音の新しさ 
D.与えた楽器作りへの影響度 
E.音楽のトレンド作りへの影響

FM音源方式に注目！ 

主な電子楽音の合成（シンセサイザー）方式



Max Mathews は1957年、
New JerseyにあるBell 
Telephone Lab で、デジタ
ル的に、音作りと作曲の出
来る重要なソフトウェアを
考え、開発し始めた。 
!
プログラムはMUSIC-Iから
始まり、MUSIC-Vにおいて、
そのコンセプトと 
実用性の完成を見た。 
!
このプログラムのその後の
コンピュータミュージック
とデジタルシンセサイザー
作りへ与えた影響は 
大きい

Max Mathews with IBM 7094 at Bell Telephone Laboratories

What is FM?　すべてはここから始まった。
�������



１　Max Mathews＠ベルラボ 、1963/11月号のサイエンス誌で
「MUSIC-IV」の記事発表

１９６３ 
!
１９６４ 
!
!
!
!
!
１９６７ 
!
!

FM音源発見の歴史(1)

２　John Chowning、作曲のためベルラボよりMUSIC-IVをスタ
ンフォード大学に持ち帰る。（MUSIC-IV→FORTRANバッ
チ処理、IBM7090）

!
３　John Chowning、D.Pooleと共にこれを、スタンフォード大

学AI-ラボのSAILに移植（SAIL→タイムシェアーシステム、
DEC PDP-6） 



４　John Chowning、ビブラートを実験しているうち、極端なビ
ブラートのために、音が変わってしまったのを発見（鐘の音や、
クラリネット、トランペットの音みたいなものが出来た)。 

 可能性を改めて追求。→FM原理を解明。

１９７１ 
!
!
!
!
!
!
１９７２ 
!
!
!
!
!
１９７３

FM音源発見の歴史（２）

５　John Chowning, これをJ.R.Pierce、Max.Mathiewsにデモ 
      → Pierce、「特許をとれ！」

６　N.Reimers、Hammond／Allen／Baldwin／Lowrieに特許
売り込み→失敗

７　ヤマハ、スタンフォード大AI-ラボ訪問、N.Reimersとの最初
のアプローチ 



FM変調の基本式はシンプルでエレガントな 
アルゴリズム方式の発音原理 

( )tfItfAe mc ππ 2sin2sin +=

I
f
f
e

m

c

= キャリアー信号の強さ 
!
= キャリアーの周波数 
!
= モジュレーションの周波数 
!
= モジュレーションインデックス（モジュレーションの深さ） 

What is FM?



１　I  を増やすと 
　　→側帯波が増える→ 
　　→高調波が増える→ 
　　→音が変わる（リッチになる） 
２　I  の値が時間軸上で 
　　変化すると、高調波の出方が 
　　それに伴い変化する 
　　（音色がダイナミックに変わる）。 
３　fｃ/fmの値（整数比）により、 
　　偶数倍音系、奇数倍音系 
　　を任意に発生出来る。 
４　fｃ/fmの値を非整数にする 
　　ことにより、非調和の高調波を発生 

FM技術のキーポイント＝ 
側帯波のコントロール＝

What is FM?
( )tfItfAe mc ππ 2sin2sin +=
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From left: P. Boulez, S. Martin, J. Moorer, J. Chowning, M. Mathews 
(Stanford  A. I.  Lab)　　IRCAM TEAM at CCRMA, Summer 1975 

初期team（Stanford大、IRCAM）のFM追求



１　ヤマハ、スタンフォード大AI-ラボ訪問、 
→　N.Reimersとの出会い

出会いと交流
ヤマハのFM開発（１）

1973 
!
!
1975 
!
!
!
!
!
!

２　J.Chowning、ヤマハ開発責任者（持田氏）とベルリンでの 
　　　　出会い、 KurfurstendammストリートのAV店で 
　　　　展示テープレコーダーを借りてテープデモ。

3　ヤマハ、スタンフォード大間のライセンス契約交渉の本格推進 
　　　・技術アセスメント 
　　　・Chowning氏のコンサルテーション 
　　　・プロトタイプ試作



　１　デジタル技術であること（周波数比の制御の安定性）
FM技術の評価ポイント、目的への条件

ヤマハのFM開発（２）

!
1976 
!
1977

　２　LSI化ができること 
  　・メモリー使用を最小にすること（SIN-テーブル) 
  　・乗算器使用が最小であること→ログスケールの多用 
  　・データ（ビット幅等）等の最適化 
  　・高いサンプリング周波数 

　　　（エイリアシング発生の実用的回避）
　３　各種FMアルゴリズムの模索 
             ・理論（無限の可能性）から実践（最適の可能性） 

　 を導き出すこと
　４　最適パラメーターを探すこと 
　　　 ・キラー音の実現 

         ・発音の可能性、組み合わせの限界を知ること



技術交流をひっぱった2人

持田氏, ヤマハの 
FM 開発責任者 Niels Reimers氏, TLO(テクノロジー 

ライセンシングオフィス)、 
スタンフォード大学 
（のち、技術移転の父と言われる）
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ヤマハのFM開発（R&D)
１．川を挟んでの開発競争 

音源アルゴリズムの本質的な優劣競争 
・fm音源ーーMADシステム（豊岡team） 
・additive音源ーーオルガン開発team（本社） 

２．半導体開発 
豊岡開発team 
PMOS→NMOS→SIT→（CMOS) 

３．TRX 
表現力指向のアプローチ 
ピアノ型（タッチレスポンス） 
ハードウェアで纏める 
fm音源 



ヤマハのFM音源開発（R&D)
MAD(Moderately Advanced Design)システムの紹介 
１．64オペレータープログラマブルfm音源 
２．PDP-11エミュレーションエンジン 
３．アルゴリズム開発を目的とした 
　　オルガン型シンセサイザー



１　ロスアンジェルスでの現地評価 
　　→試作コードネームTRX 
　　・ハリウッド・ミュージッシャンによる評価 

（Michael Boddicker,Roger Powell,Pete Robinson, Steve 
Porcaro, Daryl Dragon, Judy Roberts, Ronnie Foster, etc.)  

２　見つけた課題 
 ・音は、きれい。　 
　　  しかし音が弱い。 
 　ポピュラー音楽の中で、他の楽器に対し、力負け。 
３．GS-1としての商品化 

・好評も、 本格的なヒットには繋がらなかった。

ヤマハのFM開発（３） 
最初の本格的評価ーー課題あり

1978 
!
1979

1981



TRX→GS1 
Stanford大CCRMA展示品



GS-1ユーザーの一人



１　技術的ブレークスルー 
　　・FEED BACK FMの追加 

→鋸歯状歯的な波形の任意発生が可能となった 
      （豊富な高調波、力負けしない音） 
２　FM実現のための結線方法(設計仕様）の固定 
 ・オペレーターの概念が固定された 
 ・オペレーター間のモジュレーション結合方式が決められた　 
 ・１音単位に使うオペレーターの数が決まった（6-オペ） 
３　音色パラメーター（音作り）の強化 
 ・音色ライブラリの概念 
　  ・データ編集ツール 
　  ・保存と整理の方法

ヤマハのFM開発（４） 

GS-1商品化から、DX7までの道
!
!
1980 
!
!
!
!
!
!
!
1983
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FM オペレーターとは？

フィードバックFMとは？

FM音源＝6オペの結合（結合の
パターン数＝32アルゴリズム）

高調波の発生 

ヤマハのFM開発(改良のブレークスルー）



Feedback-fmとは？　

e(t)=sin(ωｔ＋β・e(t))  → 

　　　　∑(2/n)J(β・n)sin(n・ωｔ）

β

数学的解釈



Chowningは、Jean-Claude Rissetの招待で、パリのIRCAMにいた
1979-1980の間に、自身の作曲の中で、数々のFMボイスを創った。

FM-ボイシングの人の輪 (「産学共同」の音作りーー「学」）



DX7の音を作り上げた 
２人の天才的音色 
プログラマーが提供 
したもの

１　音楽の現場を熟知した上での、 
　　Jazz,ポピュラー音楽に 
　　使える音色の提供 
!
２　ユーザーが編集可能な 
　　テンプレートの提供 
　　（基本的に、ノンリニアーな 
　　パラメータ探しは、難しい） 
!

David Bristow and Gary Luenberger

FM-ボイシングの人の輪 (「産学共同」の音作りーー「産」）

DX7



3　OTLの芽生え 
・licenser側に成功させるための情熱と忍耐 

成功のモデルケースとしての産学共同の意義
FM音源開発の意義

1　なぜヤマハにライセンスしたか？ 
・米国企業からは拒否された 

未知（disruptive)なる技術への感受性の差 
　　 　 ・ 独占権のメリット 

投資へのインセンティブ 
やり遂げる緊張感＝「大学の技術は公のもの、実現して社会還元が原則」

2　真の意味のコラボレーションが実践された 
　　 ・明確な目的＝「音」の共有 

 　  ・支えた人の輪とその交流＝ 
  ヤマハ＋ CCRMAの 技術陣の輪 

   CCRMA＋IRCAM＋ベルラボ等のアカデミアの輪 
  　  ヤマハ＋海外ミュージッシャン＋プログラマーのソフトの輪 



4 　改良と探求心に支えられた開発プロセスが出来た 
  ・本格的なLSI化を前提としたトータル開発手法の先鞭をつけた 
  ・フィードバックFMに見られる改良/強化技術の発見 

FM音源開発の意義

5 　回収までの時間と芽が出るまでの支え方 
・人的交流による双方研究者、技術者の興味と緊張感の持続 
・機材その他の研究資材サポート 
・将来価値先払いのメカニズム 
・OTLマネージメント習熟のプロセス 

6 　ビジネス的成功を両者にもたらしたこと(絶対条件） 
・ヤマハのfm音源半導体セールス 

第1世代　楽器用音源  1,000万個 
第2世代　PC/ゲーム機  １億個 
第3世代　携帯電話音源  10億個 

・Stanford大 
CCRMA設立と将来に渡る運営基金の設立



END: 

!
Thanks John, I am grateful to your help making the  
valuable photos and sample voices available to me, 
as well as pointing out some corrections on FM history. 

References: 
Photos and sample voices, courtesy of John Chowning 
Ring tone sample, courtesy of David Bristow 
Bob Johnstone, “We were burning”, Basic Books, 1999 
Portion of synthesizers and performers list is based upon article about  
“synthesizer”, from Wikipedia.


