
エンベロープ  (1)──  音に始まりと終わりを設ける  
これまで作った音は、実行してからこちらが止める指令を送るまで、ずっと鳴ったままのもの

ばかりだった。身の周りで聴こえる実際の音に耳を傾けてみると、そのような「ずっと鳴ったまま」
の音は稀であることがわかる。例えば、手を叩いてみる。音がしてから1秒と経たないうちに、既に
何も聴こえなくなっている。

そのように、多くの音には始まりと終わりがある。これは音の大きさの変化に関わる事柄であ
り、この変化を表したグラフをエンベロープと呼ぶ。

これは、単純なサイン波の音を表している。音の大きさは一定である。

これは、音の大きさを表すエンベロープである。
この場合、鳴り始めは比較的短い時間でピークの音量に達し、その後ある程度時間をかけて小

さくなっていき、やがてさらにゆっくりと小さくなり、音量は最後に0となる。
最初にピークに達するまでの部分を、アタックと呼ぶ。一般にアタックの時間が短い程、音の



立ち上がりが鋭く聴こえ、長くなると柔らかい響きとなる。

さて、最初に示したサイン波の音が次に示したエンベロープに従って音量を変化させると、下
のようになる。

では、SuperColliderではどのようにエンベロープを作り、用いるのだろうか。
エンベロープの形はEnvクラスによって作り、それを音量の変化に当てはめるためには

EnvGenクラスを使う。
まず、エンベロープの成形から。

Env.new( [音量の配列], [時間の配列] );

Envクラスに.newメソッドを使ってエンベロープの形を作る。
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最初の引数となる音量の配列は、グラフ上に表れる音量の変化の分岐点における値を順に列挙
したものである。ここで挙げたエンベロープの例を見ると、グラフの始点では、音量は0であり、次
にそこから1へと上がっていく。その後、0.3まで下がり、最後には再び0となる。

したがって、音量の配列は、
[0, 1, 0.3, 0]

となる。
2番目の引数となる時間の配列は、先に音量の配列で取り上げた分岐点の間隔を順に列挙した

ものである。グラフの始点から音量1の点まで変化するのに、時間は0.01秒かかっている。次の音量
0.3の点までは0.3秒かかっており、そこから音量が0となるまでにはさらに0.45秒かかっている。

したがって、時間の配列は
[0.01, 0.3, 0.45]

となる。

では、このエンベロープをサイン波の音に用いて音を鳴らすには、どのようなSynthDefを作
ればいいのだろうか。まずはサイン波の音なのでSinOsc.arで波形を作り、そして先に述べた
EnvGenというクラスで.krメソッドの引数として、Envクラスのデータとして作ったものを入れてエ
ンベロープを作り、それら2つを掛け合わせることになる。

EnvGen.kr( エンベロープ, ... レベルスケール, ... 事後処理, ... );
 

最初の引数であるEnvのデータ以外に、重要な引数としてはレベルスケールと事後処理の2つ
がある。レベルスケールは、音全体の大きさを表すもので、例えば、Envで作ったエンベロープの形
でピークが1だったとしても、レベルスケールを0.5にすると、エンベロープのピーク値は0.5となる。

事後処理とは、エンベロープにしたがって音が終わった後、その音のノードをどうするか、と
いうことである。0から14までの整数値を入れて、その方法を指示することになるが、とりあえず、
音が終わったらノードを解放するように指示するには、ここへ2を入れることだけ覚えておこう。

プログラミングの基本(4)
さて、実はレベルスケールと事後処理の他にも、EnvGen.kr にはいくつかの引数があるのだ

が、当面必要ないので、できれば無視することにしたい。その場合、どのように記述すればいいのだ
ろうか。

メソッドの引数には、実は予め数値が与えられていて、それはデフォルト値と呼ばれている。
そのため、デフォルト値が分かっていて、それをそのまま使いたい場合には、その値の記述を省略す
ることができる。

デフォルト値は、クラスそのものが記述されているクラス定義ファイルに書かれている。
クラス定義ファイルを見るには、見たいクラス名を選択し、LangメニューからOpen Class 

Defを選ぶ。すると、ファイルが開かれる。

SinOscのクラス定義を見ると、次のように書かれている。



SinOsc : UGen {
*ar { 

arg freq=440.0, phase=0.0, mul=1.0, add=0.0;
^this.multiNew('audio', freq, phase).madd(mul, add)

}
*kr {

arg freq=440.0, phase=0.0, mul=1.0, add=0.0;
^this.multiNew('control', freq, phase).madd(mul, add)

}
}

これを見ると、SinOscクラスには.arメソッドと.krメソッドの2つがあると分かる。
そして、.arメソッドではfreq、phase、mul、addという4つの引数があり、それぞれ

440, 0.0, 1.0, 0.0
をデフォルト値としていることが分かる。
このように、関数内で引数を宣言する際に、引数名の後に=と値を続けて書けば、デフォルト

値を設定することができる。つまり、SynthDefの関数においても、同様の方法で引数にデフォルト
値を与えることができる。

クラスに関する情報は、クラス定義ファイルだけでなく、ヘルプファイルにも書かれている。
ヘルプファイルを見るには、見たいクラス名を選択し、HelpメニューからSuperCollider Helpを選
ぶ。すると、ファイルが開かれる。引数名については、ヘルプファイルでも知ることができる。

これまで、引数に数値を入れる際には、決められた順で列挙する方法に従ってきた。実は、引
数に値を入れるには、もう1つ方法があって、それは、

引数名: 値
というように、コロンで引数の名前とその値とを繋げるものである。この方法で記述すると、これま
でのように、引数の順番を気にしなくて済む。例えば、

SinOsc.ar( 660, 0, 0.1, 0 );
は、

SinOsc.ar( freq: 660, phase: 0, mul: 0.1, add: 0 );
とも書けるし、phaseとaddの値がデフォルトと同じであることを考えれば、これらを省略すること
ができるので、

SinOsc.ar( freq: 660, mul: 0.1 );
でもよく、また両方の方法を合わせて、

SinOsc.ar( 660, mul: 0.1 );
とも書ける。ただし、

SinOsc.ar( mul: 0.1, 660 );
と書いてしまうと、2番目の引数を周波数として認識してもらえないので、引数の順番を変えるなら、

SinOsc.ar( mul: 0.1, freq: 660 );
としなければならない。

[問題1]
SinOsc.ar( 440, 0, SinOsc.ar( 2, 0, 0.5, 0.5 ), 0 ) を同じ結果となるように書き換えなさい。



エンベロープ  (2)──SynthDef  の記述  
では、改めてエンベロープを加えたSynthDefの書き方を見てみよう。

SynthDef.new( \sound2, { arg freq, amp;
var src, env; 
src = SinOsc.ar( freq, 0, 1, 0 );
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.3, 0], [0.01, 0.3, 0.45] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);

Out.ar( 0, src*env );
}).send(s);

ここでは、音の名前をsound2とした。関数内の引数は、これまで通りfreqとampだが、関数
内の変数として、新たにenvを加えた。そこへエンベロープを代入することになる。

これまで、音の大きさはSinOsc.ar内の引数mulの値として設定してきたが、ここでは
EnvGen.krの引数であるレベルスケールとして設定することとし、そこへSynthDef関数の引数amp
を当てはめている。最後にOut.ar内で、サイン波の波形を示したsrcとエンベロープのenvとを掛け合
わせ、それを出力させている。

では、これを鳴らしてみよう。

s.sendMsg( \s_new, \sound2, n = s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 660, \amp, 0.2 );

音が鳴り終わったら、自動的にノードのnは解放される（doneAction: 2）ので、
 s.sendMsg( \n_free, n );

を実行する必要はない

[問題2]
単純なサイン波以外の音にエンベロープを付けたSynthDefを作り、その音を鳴らしなさい。その際に、

周波数と音量のデフォルト値をそれぞれ440、0.1とし、デフォルトのままの音とそれらを変えた音とを鳴らし
なさい。

ステレオを使う
ごく一般的な音響機器では、ステレオによる再生が行なわれる。これは、2つのチャンネルを

経由して同時に音を出すことで、左右に広がる音の空間的リアリティを作り出すものである。人間の
耳は左右に1つずつ付いていて、それぞれから受け取る音の大きさとその違いから、音源の位置を類
推することができる。こうした知覚のメカニズムを利用したステレオは、音響再生の仕組みとして広



く普及するに至ったのである。

※最近では、特に映画用にさらに強い臨場感を再現するために、5.1chや7.1chなどのマルチチャンネルのサラ
ウンドシステムが用いられることもある。

SuperColliderでは、主に2つの方法でステレオを利用することができる。
まず方法の1つは、ステレオで左右の音量を制御するためのクラスを用いるものである。音の

左右の位置のことをパンと言うが、ステレオでこのパンを決めるために用いるクラスがPan2である。

Pan2.ar( 入力音源, 位置 );

入力音源には、出力させたい音のデータ入れる。
位置は、-1から1までの数値で表され、-1は完全に左、1は完全に右からだけ音を出すことに

なる。したがって、ここの値を0とすれば、左右から同じ音量で音が出てくることになる。

これを使って、先にエンベロープを付けた音を中央から鳴らそうとすると、

SynthDef.new( \sound3, { arg freq=440, amp=0.1;
var src, env, out; 
src = SinOsc.ar( freq, 0, 1, 0 );
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.3, 0], [0.01, 0.3, 0.45] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);

out = Pan2.ar( src*env, 0 );
Out.ar( 0, out );

}).send(s);

となる。ここでは、関数内の変数として、新たにoutを用意し、そこへパンを決定した後の出力内容
を代入している。

[問題3]
❶エンベロープを持たない音が、鳴っている左右の位置を周期的に変化するようなSynthDefを作り、

その音を鳴らしなさい。
❷時間的に長めのエンベロープを使って、音が鳴り終わるまでにパンの周期的変化がはっきりと分かる

ようなSynthDefを作り、その音を鳴らしなさい。

さて、ステレオで音を出すもう1つの方法は、SynthDefの関数内で、いずれかの数値を2つの
要素からなる配列にして、[左, 右]として表すものである。



例えば、以下のようにすると、左右から音が出て、中央で鳴っているように聴こえる。

SynthDef.new( \sound3, { arg freq=440, amp=0.1;
var src, env; 
src = SinOsc.ar( [freq, freq], 0, 1, 0 );
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.3, 0], [0.01, 0.3, 0.45] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);

Out.ar( 0, src*env );
}).send(s);

ここでは、音の周波数をfreqから[freq, freq]という配列へと書き換えている。中央から鳴る
音にするには、SinOsc.ar( freq, [0, 0], 1, 0 )としても、SinOsc.ar( freq, 0, [1, 1], 0 )としても、
同じ結果が得られるが、例えば、右からのみの音としたい場合には、

SinOsc.ar( freq, 0, [0, 1], 0 );
としたり、EnvGen.krをSynthDefの関数内に含んでいる場合には、その引数のlevelScaleを

levelScale: [0, amp]
などとすれば良い。

この配列によるステレオ表現を周波数で使うと、左右で周波数の異なる音を作ることができる
が、この差をごく僅かなものにすると、興味深い結果が得られる。

SynthDef.new( \sound4, { arg freq=440, amp=0.1;
var src, env; 
src = SinOsc.ar( [freq, freq*1.01], 0, 1, 0 );
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.3, 0], [0.01, 0.3, 0.45] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);

Out.ar( 0, src*env );
}).send(s);

s.sendMsg( \s_new, \sound3, n = s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 660, \amp, 0.2 );
s.sendMsg( \s_new, \sound4, m = s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 660, \amp, 0.2 );

左右の周波数が同じであるsound3の音と、僅かに差異を設けたsound4の音とで、響き方が
かなり違う。sound3の音が中央に寄った平板な響きであるのに対し、sound4の音は、左右の周波数
の違いこそ聴き取れないものの、空間的な広がりを持った立体的な響きとして聴こえる。



音響合成プログラミングの醍醐味は、こうした小数点以下の細かい制御によって、大きな効果
を産み出す点にある。

[問題4]
パンと周波数の異なる3つの音を、同時に鳴らしなさい。なお、3つとも、エンベロープを含む音とする。


