
ノイズを使う  (1)  
これまでに、ランダムな数値を使って音の特徴を決定する方法を見てきたが、音の根本的な性

質の中にランダムな要素を含んでいるものがある。通常、ノイズと呼ばれる音である。
前回比較のために検証した音に含まれる周波数のグラフを使うと、ノイズがどのようなものか

理解しやすいだろう。
前回見たノコギリ波のグラフは以下のようなものだった。

これに対して、ノイズのグラフは以下のようになる。

ノコギリ波の音では、基本となる周波数、及びその整数倍の周波数において大きくなるという
特徴を捉えることができたが、ノイズではそのような傾向を掴むことができない。つまり、全ての周
波数帯域において偏りのない、ランダムな大きさの分布となっている。

こうしたノイズも、SuperColliderでは生成することができる。ここでは、ノイズの中でも最も
代表的なホワイトノイズを取り上げよう。



WhiteNoise.ar( 増幅値 )

ホワイトノイズを生成するWhiteNoiseクラスの.arメソッドは、増幅値のみを引数として受け取
る。

SynthDef.new( \noise1, { arg amp=0.1, pos=0;

var src, out;
src = WhiteNoise.ar( amp );
out = Pan2.ar( src, pos );
Out.ar( 0, out );

}).send(s);

s.sendMsg( \s_new, \noise1, n=s.nextNodeID, 0, 1 );
s.sendMsg( \n_free, n );

このホワイトノイズをそのまま効果音的に用いることもできるが、エンベロープを被せると響
き方が大きく変わる。

SynthDef.new( \noise2, { arg amp=0.1, pos=0;

var src, env, out;
src = WhiteNoise.ar();
env = EnvGen.kr( 

Env.new([0, 1, 0.2, 0], [0.01, 0.3, 0.5]),
doneAction: 2,
levelScale: amp
);

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

}).send(s);

s.sendMsg( \s_new, \noise2, n=s.nextNodeID, 0, 1 );

さらに、これにフィルターをかけることで、音色の幅は大きく広がる。

音色の加工  (3)──  様々なフィルター  
前回バンドパス・フィルターを紹介したが、同じように特定の周波数帯域を強調するとして、

レゾナント・フィルターを取り上げよう。

Resonz.ar( 元の音, 周波数, 通過させる帯域の幅 / 周波数 ) 

このレゾナント・フィルターを使ってホワイトノイズの音色を変えてみよう。まず、周波数を
2000Hzとして、rq ( 通過させる帯域の幅 / 周波数 )を0.5にしてみる。



指定した2000Hzの大きさが他よりも強調されている。しかし、ノコギリ波のように倍音が強
調されるといった規則性を見出すことはできない。

同じく2000Hzで、rqを0.03に変えてみると、以下のグラフのようになる。

rqを小さくすると、強調する周波数がより際立つようになる。ただし、全体の音量も変わるの
で、注意が必要である。

前回取り上げたRHPFとRLPFも、レゾナント・フィルターの一種である。レゾナント・フィル
ターを使うと、非常に大きな効果を得ることができる。ここまでで確認したことから分かるのは、rq

の数値を小さくすると、全体の音量は小さくなるが、効果は強くなるということである。

ここでは、もう1つ効果を高める方法を紹介しよう。

2.do({ src = Resonz.ar( src, freq, rq ) });



これは、レゾナント・フィルターを２回繰り返して通すことを意味する。もちろん、場合に
よっては3回以上繰り返すことが効果的かもしれない。rqの調節と共に、フィルターを通す回数を増や
すことも、効果を高める方法となる。

さらに、フィルターの周波数やrqを変調させることによっても、音色は大きく変わる。

src = Resonz.ar( src, SinOsc.ar( freq*0.125, 0, freq*0.25, freq), rq );

上の例では、レゾナント・フィルターの周波数を変調させている。freq*0.125やfreq*0.25と
いった数値を調整することで、効果が大きいと思われるポイントを見つけ出し、美しい音色を作り出
すことができる。

[問題1]
次のコードの空欄部分を全て埋め、noiseThruResonzという名前の音をsineWaveToneという名前の音

に音色を近づけなさい。

SynthDef(\sineWaveTone, { arg freq=440, amp=0.1;
var src, env, out;
src = SinOsc.ar([freq, freq*1.02]);
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.2, 0], [0.01, 0.2, 0.25] ),
doneAction: 2,
levelScale: amp
);

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

}).send(s);

s.sendMsg(\s_new, \sineWaveTone, n=s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 440, \amp, 0.1);

SynthDef(\noiseThruResonz, { arg freq=440, amp=0.1;
var src, env, out;
src = WhiteNoise.ar();
env = EnvGen.kr(

Env.new( [0, 1, 0.2, 0.1, 0], [0.001, 0.02, 0.15, 0.5] ),
doneAction: 2,
levelScale: amp
);

out = src*env;
2.do({

out = Resonz.ar(                   );
out = out*env; // エンベロープを調整
});

Out.ar( 0, out );
}).send(s);

s.sendMsg(\s_new, \noiseThruResonz, n=s.nextNodeID, 0, 1, \freq, 440, \amp,          );



ループ演奏
これまでは、決められた回数だけ音を鳴らす処理を実行するプログラムを書いてきたが、延々

と繰り返し実行することもできる。メロディーの演奏を延々と繰り返すためには、以下のように、
loopメソッドを用いる。

var pitch, rhythm; // 2つの変数を宣言
pitch = [72, 67, 67, 69, 67, 71, 72]; // 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

loop( { // 以下の内容を繰り返し実行する
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.midicps.at(i) // 配列pitchのi番目の要素を入れ、
); // 周波数に変換する

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

a.stop; // Routineを停止する
a.reset; // リセットして
a.play; // 再びRoutineを実行することができる

ノイズを使う  (2)  
ノイズを音の自体として用いることを先に見たが、変調させるためにSinOscを用いたのと同

様に、ノイズを使うこともできる。そこでは、SinOscがもたらしてくれる「周期的な数値の変化」で
はなく、「ランダムな数値の変化」を生成する道具となる。

その際には、WhiteNoise.arに代わり、以下のクラスとメソッドを使う。

LFNoise0.ar( 周波数, 増幅値, 加減値 )



LFNoise1.ar( 周波数, 増幅値, 加減値 )
LFNoise2.ar( 周波数, 増幅値, 加減値 )

これらのノイズ生成における「周波数」とは、数値の変化における平均的な周期を表す。
以上の3つをグラフで見ると、次のようになる。

LFNoise0.ar()

LFNoise1.ar()

LFNoise2.ar()

[問題2]
変調の数値に上のLFNoise1、LFNoise2、LFNoise3のいずれかを使ってSynthDefを作り、メロディーを

ループ演奏させなさい。


