
プログラミングの基本  (5)  
コードを記述していく上で、分かりやすく書くことは非常に重要である。分かりやすく書かれ

ていれば、書かれたコードに間違いがある場合にはその部分の発見が容易になるし、プログラム中の
ある機能を別のプログラムに移植しようとする場合に、その部分が取り出しやすくなる。そのために、
以下の2つのことに気を付ける。

まず、改行する際に、左端の位置を内容によって揃えるようにする。具体的には、タブキーや
スペースキーを使って、左端に適切な余白を設ける。こうした余白をインデントと言う。例えば、

SinOsc.ar( SinOsc.ar( 55, 0, SinOsc.ar( 110, 0, 0.5, 0.5 ), 0 ), SinOsc.ar( 11, 0, pi, pi ), ...

という長いコードを途中で改行するのに、

SinOsc.ar( SinOsc.ar( 55, 0, SinOsc.ar( 110, 0, 
0.5, 0.5 ), 0 ), SinOsc.ar( 11, 0, pi, pi ), ...

としたのでは、内容が分かりにくくなってしまう。同じメソッドの引数は全て左端を揃えるようにイ
ンデントを付けると、

SinOsc.ar( 
SinOsc.ar( 

55, 
0, 
SinOsc.ar( 

110, 
0, 
0.5, 
0.5
), 

0 
), 

SinOsc.ar( 
11, 
0, 
pi, 
pi 
), 

...

となり、上下には多少長くなってしまうものの、どこまでが何の引数を示しているかが分かりやすく
なる。

コードを分かりやすくするもう1つの工夫は、コードについての説明を書き加えることである。
説明として書いた部分は、SuperColliderがプログラムを実行する際に無視するようにしなければなら
ない。そうでないと、エラーになるか、思いもよらない動作をしてしまいかねない。

SuperColliderでは、スラッシュを2つ続けて書くと、そこから同じ行の最後までの記述は、実
行時に無視される。例えば、



a = 2 + 3; // 変数aに5を代入

と書けば、a = 2 + 3; だけが実行され、それより右の部分は無視される。このように、実行されない
ようにして説明のために記述する部分のことをコメントと言う。

複数の行を跨いで長いコメントを書きたい場合には、コメント部分を /* と */ で囲むようにす
る。例えば、

SynthDef.new( \sound, { arg freq, amp, pos;
/* soundという名前、
　freq、amp、posという3つの引数
を持った音の設計図を作る */
var src, env, out; // 3つの変数を宣言
...

というように、コメントの長さによって書き方を使い分ければ良い。
なお、ここではコメントを日本語で書いているが、できれば英語かローマ字表記が望ましい。

これまでの復習  (1)  
では、エンベロープを持った音を鳴らすまでの工程を、コメントを付けて復習しよう。

// SynthDefの記述とサーバへの送信
/* 音の名前はsound、音の関数の引数はfreq、amp、posの3つで

それぞれ440、0.1、0をデフォルト値とする */

SynthDef.new( \sound, { arg freq=440, amp=0.1, pos=0;

var src, env, out; // 変数の宣言
src = LFPulse.ar( // 元となる音は矩形波

// 周波数は周期的に変化する
SinOsc.ar(freq*0.25, 0, freq*0.5, freq), 
0, 
0.5, 
1, 
-0.5
);

env = EnvGen.kr( // エンベロープ
Env.new([0, 1, 0.3, 0], [0.01, 0.2, 0.79]),

levelScale: amp, // ここで音の大きさを決定
doneAction: 2 // 音が鳴り終わると、ノードも解放される
);

out = Pan2.ar( src*env, pos ); // 左右のパンを決定
Out.ar( 0, out ); // 出力

}).send(s); // サーバへ送信



// 以上をまず実行した上で、以下を実行すると音が鳴る

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 660, \amp, 0.2 );
/* 新たに音を鳴らす。

名前はsound、
s.nextNodeIDでノードを獲得し、同時にその値をnへ代入する。
ノードをidが1のグループ（デフォルトグループ）の先頭に置く。
音の関数の引数freqには660、ampには0.2を入れる（posはデフォルトのまま）。*/

[問題1]
LFSawとSinOscの2つのクラスを内部の関数に用いて、3つの引数freq、amp、posを持つSynthDefを作

り、その音を鳴らすまでのコードを、コメントを付けて記述しなさい。

配列の操作  (1)──.at  メソッド、  .size  メソッド、  .do  メソッド  
ここまでで、エンベロープの形を配列で作ったり、SynthDef内で2つの要素からなる配列を

使ってステレオで出力させたりしてきた。ここで、改めて配列の使い方を見ておこう。
SuperColliderの配列では、一番最初に置かれる要素は0番目の要素として考える。そのため、x

個の要素からなる配列では、最後の要素はx-1番目となる。
そして、配列の中のx番目の要素を取り出したい場合は、配列に対して.atメソッドを用い、引

数としてxを入れる。例えば、

a = [1, 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8];

として、変数aに代入された配列の中で、4番目の要素を取り出して変数bに代入したい場合、

b = a.at(4);

となる。これでbには0が入っていることになる。
また、配列内にいくつ要素があるかを調べるには、配列に対して.sizeメソッドを用いる。例え

ば、先の変数aに代入された配列内の要素数を変数cに代入しようとすれば、

c = a.size;

となり、cの中身は8となる。

さて、関数を繰り返し実行したい場合、その繰り返す回数に対して.doメソッドを用い、その
引数として実行したい関数を与えることができる。ここでの関数は、i という引数を取る。これまで、
関数の引数には、その実行時に値を入れてやることが必要だったが、この i にはあらかじめデフォル



ト値0が与えられており、関数が実行されるたびに、その値を1ずつ値を増やしていく。

実行回数.do( 実行する関数{ arg i; } );

例えば、以下のように関数を繰り返し実行することができる。

5.do( { arg i;

( i * 3 - 2 ).postln;
} );

最初にこの関数が実行されると、i には0が与えられるので、-2がpostウィンドウに表示される。
2回目に関数が実行される時には、i には1が与えられるので、1が表示され、3回目には4が、4回目に
は7が、5回目に10が表示される。
※実際には最後に5という数字が表示されるが、これは繰り返した回数の5が表示されたものである。

この.doメソッドを使い、以下のようなコードにより、配列内の要素が順に表示されることと
なる。

var exampleArray;
exampleArray = [2, 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9];
(exampleArray.size).do( { arg i;

exampleArray.at(i).postln;
} );

変数exampleArrayに配列が代入され、.sizeメソッドにより配列内の要素数が算出され、それ
に対して.doメソッドが用いられている。これにより、配列内の要素数だけ要素の表示を行ない、i番
目の要素、つまり0番目から最後の要素までが順に表示されることとなる。

[問題2]
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]という配列において、個々の要素の平方を順に表示するコードを記述しなさい。

複数回数の実行──  Routine  と  .wait  メソッド  
これまでの方法では、1つの音を鳴らすのにいちいちs.sendMsg( \s_new,... で始まるコードを

実行しなければならない。メロディーを演奏するような場面を想定した場合、これでは非常に不便で
ある。

そこで、s.sendMsgを.doメソッドを使って繰り返し実行し、配列から.atメソッドで取り出し
て引数を入れるようにしたい。

ここで気をつけたいのは、これまで見てきた数値を繰り返し表示させる例とは違って、実行の
タイミングに時間の間隔を持たせなければならない点である。そのためにはRoutineクラスを使い、そ
の引数となる関数の中で、.waitメソッドを用いる。



Routine.new( {
x.do( { arg i;

s.sendMsg( \s_new, ...);
y.wait;
} );

} );

xには繰り返し鳴らす音の回数が、yには音と音との間隔(秒)が入る。 y.waitによって、次の関
数実行までy秒間猶予される。

こうして作られたRoutineクラスのデータに対して.playメソッドを使えば、繰り返しの実行が
実際に行なわれることになる。

しかし、xに定数を入れたままでは、同じ間隔でしか音が鳴らない。音の間隔の異なるリズム
を作るには、音の間隔を配列として表し、その中の要素が順に取り出されるようにすれば良い。

var rhythm;
rhythm = [0.8, 0.4, 0.4, 0.8, 1.6, 0.8, 1.6];
a = Routine.new( {

7.do( { arg i;
s.sendMsg( \s_new, ...);
rhythm.at(i).wait;
} );

} );
a.play;

さらに、音の高さを変えて、メロディーらしくすることもできる。

var pitch, rhythm; // 2つの変数を宣言
pitch = [440, 330, 330, 370, 330, 415, 440]; // 音の高さの配列
rhythm = [0.8, 0.4, 0.4, 0.8, 1.6, 0.8, 1.6]; // 音の間隔の配列 
a = Routine.new( { // Routineの作成

7.do( { arg i; // 音の数は全部で7つ、そこで以下を7回繰り返すことになる
s.sendMsg( 

\s_new, // 新しく音を鳴らす
\sound, // soundという名前の音
n=s.nextNodeID, // ノードの獲得
0, // グループの先頭にノードを置く
1, // グループはデフォルトグループ
\freq, // SynthDef内の関数の引数freqに
pitch.at(i) // 配列pitchのi番目の要素を入れる
);

rhythm.at(i).wait; // 配列rhythmのi番目の数値(秒)だけ、次の実行を猶予
} );

} );



a.play; // Routineの実行

[問題3]
[問題1]で作った音を使って、任意のメロディーを演奏するコードを記述しなさい。なお、音の高さは必

ずしもドレミの音階に従わなくて良い。


