
これまでの復習  (2)  
簡単に、メロディーの自動演奏を実行させるまでの過程を振り返ってみよう。

// ①SynthDefの記述とサーバへの送信
SynthDef.new( \soundX, { arg freq=440, amp=0.1, pos=0;

var src, env, out;
src = SinOsc.ar( // サイン波の音

SinOsc.ar( // 周波数が周期的に変化
         
        
        
freq
),

mul: SinOsc.ar( // 増幅値が周期的に変化
       
        
        
0.5
)

);
env = EnvGen.kr(

Env.new(
[ ]
[                       ]
),

levelScale:             ,
doneAction:             // 音の終了と同時にノードを解放
);

out = Pan2.ar(                                 );
Out.ar(                            );

}).send(s);

// まずはここまでを実行。
// その後で以下最後までを実行。

// ②音の高さ、間隔を表す配列の記述
var pitch, rhythm, melody;

pitch = [ ]; // 音の高さの配列
rhythm = [ ]; // 音の間隔の配列 

// ③ルーティンの記述とその実行
melody = Routine.new(

(pitch.size).do({ arg i;
s.sendMsg( 

         // 新しく音を鳴らす
        // soundという名前の音
            // ノードの獲得



            // グループの先頭にノードを置く
            // グループはデフォルトグループ
            // SynthDef内の関数の引数freqに
            // 配列pitchのi番目の要素を入れる
);

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

} );

} );
melody.play; // Routineの実行

[問題1]
上のコードの空欄部分を全て埋め、メロディーを演奏しなさい。

音色の加工  (1)──  変調  
既にSynthDefの記述で行なってきたことであるが、周波数などを一定の数値ではなく、時間に

従って変化させることによって、音色を変えることができる。これを変調と言う。
矩形波の音を想定して、SynthDefの中の該当部分だけを見てみよう。

①定数のみ
src = LFPulse.ar( freq, 0, 0.5, 1, 0 );

LFPulse.arの引数は、周波数、位相、幅、増幅値、加減値である。音の高さを決定するのは周
波数となるので、ここをfreqとして、s.sendMsg( \s_new, … ) の実行時に音の高さを指定できるよう
にしている。

②周波数を変調させる（周波数変調 Frequency Modulation [FM]）
src = LFPulse.ar( SinOsc.ar( freq*0.25, 0, freq*0.5, freq ), 0, 0.5, 1, 0 );

周波数を変調させる場合に気を付けなければならないのは、音の高さをどうやって決めるのか
である。音の高さは周波数によって決まるのだが、それ自体を変化させるので、扱い方が難しい。

変調させるための道具として、ここではSinOsc.arを使う。サイン波のグラフに従って値が上
下に変化する中で、その変化する値の中心となるのが加減値である。そこで、加減値としてfreqを入
れ、それを軸にして増幅値、周波数と値を決めていく。

そこで、変調させる周波数は以下のようになる。

SinOsc.ar( X, 0, freq*0.5, freq )



ここでは、変調によって変化する周波数（上下）の幅を、±freq*0.5とした。中央となる値は加
減値として設定したfreqである。したがって、SinOsc.arの3番目の引数である増幅値はfreq*0.5となる。
もちろん、ここを定数としても構わない。この数値によって、音色が異なってくる。

同様に、音の周波数をどれぐらいの周期で変化させるか、つまり、SinOsc.arの最初の引数で
ある周波数によっても、音色を変えることができる。これも定数として設定することもできるが、増
幅値と同じくfreqの値に対応するように、例えば、常にfreqの4分の1の値となるようにすると、

SinOsc.ar( freq*0.25, 0, freq*0.5, freq )

となる。

③増幅値を変調させる（振幅変調 Amplitude Modulation [AM]）
src = LFPulse.ar( freq, 0, 0.5, SinOsc.ar( freq*0.25, 0, 0.5, 0.5 ), 0 );

音の大きさとなる振幅の幅を変化させることによって音色を変えるには、0から1までの任意
の間隔での周期的な変化をもたらせば良い。つまり、0.2から0.5でも、0から0.1でもいいのだが、こ
こでは最大限0から1までの変化を考えてみた。0から1までの変化とすると、中央値は0.5となるので、
SinOsc.arの4番目の引数である加減値は0.5となり、上下の幅を表す3番目の引数である増幅値は0.5
となる。

この変調における周波数によっても、音色を変えることができる。ここでは音の高さを決定す
るfreqに対応するよう、freq*0.25としたが、定数にすることもできる。

③位相を変調させる（位相変調 Phase Modulation [PM]）
src = SinOsc.ar( freq, SinOsc.ar( freq*0.25, 0, pi, 0 ), 1, 0 );

音の波の位相を変化させることでも、音色は変わってくる。ここではLFPulseに代わって
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SinOsc.arを使ってみた。SinOsc.arでは、2番目の引数として位相の値を入れることになっている。
-piからpiまでの間で周期的に変化させるなら、加減値0、増幅値piとすれば良い。ここの数値と、周波
数の数値によって、音色を調整することができる。

[問題2]
変調の方法を変えて3種類のSynthDefを作り、[問題1]のルーティンを使って同じメロディーを異なる音

色で演奏させなさい。

ランダムな数値を使う  (1)  
コンピュータが得意とする処理の1つが、ランダムな数値の生成である。これを利用すれば、

実際の楽器が持つ不確定な響きの要素や、ミュージシャンが行なうアドリブと同じような効果を作り
出すことができる。つまり、予め予測することが不可能な要素の導入である。

①SynthDefの内部にランダムな値を設定する
一定の範囲でランダムな値を得たい場合、Randクラスを用いる。
指数関数的に均等な分布を前提としてランダム値を生成したい場合には、ExpRandクラスを用

いる。
人間は、音の高さを指数関数的な周波数の関係として捉える。そのため、音の高さをランダム

にしたい場合には、LinRandよりもExpRandのほうが適していると考えても良いだろう。

Rand

ExpRand

ともに、メソッドは .newを使う。

Rand.new( 最低値, 最高値 );

ExpRand.new( 最低値, 最高値 );

ただし、ExpRandの引数には0を入れないこと。
では、ExpRandを使って、ランダムな音の高さを鳴らすようにSynthDefを書いてみよう。

SynthDef.new( \randomFreq1, { arg amp=0.1, pos=0;

var src, env, out;
src = SinOsc.ar( ExpRand.new( 220, 880 ) );

// 220Hzから880Hzまでのランダムな数値



env = EnvGen.kr( 
Env.new( [ 0, 1, 0.2, 0 ], [ 0.01, 0.18, 0.31 ] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);

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

}).send(s);

s.sendMsg( \s_new, \randomFreq1, n=s.nextNodeID, 0, 1 );
// 実行するたびに音の高さが変わる

[問題3]
上の例で書いたSynthDefの名前を変え、音の左右の位置がランダムに決定されるように、Randを使っ

て書き換えなさい。

②SynthDefの外部からランダムな値を与える
SynthDefの外部でも、ランダムな数値決定を行なうことができる。数字に対して使うメソッド

のrrandとexprandである。

rrand( 最小値, 最大値 );

exprand( 最小値, 最大値 );

ただし、exprandの引数には0を入れないこと。
さらにrrandの使い方には注意が必要である。例えば、

rrand( 0, 5 )

とすると、0から5までの整数がランダムに選ばれるが、

rrand( 0, 5.0 )

とすると、0から5までの、小数を含む全ての数からランダムに選ばれることになる。

実際の用例を考えてみよう。exprandを使って、音の高さがランダムになるよう実行すると、

SynthDef.new( \randomFreq2, { arg freq=440, amp=0.1, pos=0;

var src, env, out;
src = SinOsc.ar( freq ); // freqの値はs.sendMsg( \s_new, … )の際に決定される
env = EnvGen.kr( 

Env.new( [ 0, 1, 0.2, 0 ], [ 0.01, 0.18, 0.31 ] ),
levelScale: amp,
doneAction: 2
);



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

}).send(s);

というSynthDefに対して、

s.sendMsg( \s_new, \randomFreq2, n=s.nextNodeID, 0, 1 \freq, exprand( 220, 880 ) );
// 実行するたびに220Hzから880Hzまでの間で音の高さが変わる

とすれば良い。

[問題4]
[問題2]で作ったSynthDefを元にして、音色を決定する数値の一部をランダムな要素に換え、音の高さ

はs.sendMsg( \s_new ...)の実行時にランダムに決定されるようにして、その音を鳴らしなさい。


