
エフェクトを加える
これまで様々な音色に載せてメロディーを演奏させることを学んできた。そのように演奏され

るメロディーを、反響しているようにしたり、こだまさせたりすることができる。元の音に対してそ
うした効果（エフェクト）を加える場合には、これまでの音作りのプロセスの他に、バス及びノード
の位置が問題となる。つまり、エフェクトのためにもこれまでの音と同様にSynthDefが必要となるの
だが、エフェクトを実行するためには、元の音をエフェクトのバスに向けて送り、エフェクトを加え
たい音のノードよりも後に、そのエフェクトのノードを設けなければならない。

エフェクトを加えることなく音を出す場合には、ノードとバスの状態が以下のようになる。

これまで見てきたSynthDef の関数の最後、Out.arの最初の引数は0となっている。つまり、出力する
バスの番号が0ということであり、それはコンピューターの出力装置に向けてデータを送ることを意
味している。

これが、エフェクトを加える場合は以下のようになる。

まず、エフェクトは音よりも後に位置するノードの上になければならない。そして、音はエフェクト
用のバスに向けて出力される。そのバスからエフェクトはデータを受け取り、それを加工したものを
番号0のバスへ出力し、それが耳へ届けられる。
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では、これを実際のコードで見てみよう。ここではエフェクトとして、エコーのように音をこ
だまさせる「ディレイ」を取り上げることにする。

エフェクト用に新しくバスを設けるためには、Busクラスの.audioメソッドを使う。

Bus.audio( サーバー, チャンネル数 )

用意したバスのID番号は、.indexメソッドによって知ることができる。

var bus;
bus = Bus.audio( s, 2 );
bus.index.postln;

エフェクトとして、既に鳴っている音を取り込むために、Inクラスの.arメソッドを使う。

In.ar( 取り込むバスのID番号, チャンネル数 )

ディレイの効果を生むためには、 CombNクラスの.arメソッドを使えばよい。

CombN.ar( 元の音, 最大エコー間隔, エコー間隔, 持続時間 )

エコーの間隔を引数で決定する場合には、最大エコー間隔を越えないように注意する。

ディレイのエフェクトを加えようとする元の音は、直接コンピューターの出力装置に音のデー
タを送ると同時に、エフェクト用のバスへも送るようにしなければならない。そのため、これまでは

Out.ar( 0, … );

としていたものを、

Out.ar( [0, エフェクト用バスのID番号], … );

とする。これまで、SynthDef内の関数で要素数が2つである配列を扱う場合は、左右で数値の違うス
テレオの出力を意味することが多かったが、Out.arの最初の引数においては、そうなることはない。

以上を踏まえて、 SynthDefの記述から、鳴っている音にエフェクトを加えるまでを見てみよ
う。

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

// nilは何もないものとして処理させることを意味する。
var src, env, out;
src = LFPulse.ar(freq);
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, effectBus], out ); // 番号0のバスと指定したバスとへ outの中身が送られる

}).send(s);

SynthDef.new( \delay, { arg inBus=0, time=0.3, decay=2;

var in, out;
in = In.ar( inBus, 2 ); // エフェクト用のバスから2チャンネルのデータを入力
out = CombN.ar(

in, 
1.5, 
time, // エコーの間隔、0.05から1.5までの値にする
decay // エコーの持続時間
); 

Out.ar( 0, out ) // 番号0のバス(出力装置)へ outの中身が送られる
}).send(s);

b = Bus.audio( s, 2 ); // エフェクト用のバスを用意する

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 0, 1 );
// IDが1のグループの先頭にノードが設けられ、そこに音が載る
// この状態では、エフェクト用のバスに出力されていない

s.sendMsg( \s_new, \delay, f=s.nextNodeID, 1, 1, \inBus, b.index );
// IDが1のグループの最後にノードが設けられ、そこにエフェクトが載る
// エフェクト用のバスから入力を受けている

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 0, 1, \effectBus, b.index );
// IDが1のグループの先頭にノードが設けられ、そこに音が載る
// この状態では、エフェクト用のバスに音が出力されている

s.sendMsg( \n_set, f, \time, 0.5 );
s.sendMsg( \n_set, f, \decay, 4 );

// エコーの間隔や持続時間を変更

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 0, 1, \effectBus, b.index );

s.sendMsg( \n_free, f );
// ディレイを停止

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

[問題1]
前回までに作ったRoutineによるメロディーの自動演奏のプログラムを書き直して、メロディーの演奏中



にディレイのエフェクトが加わるようにしなさい。

フィルターを使って音色を変えるプロセスを、このようなエフェクトとして処理することもで
きる。

SynthDef.new( \filter, { arg inBus=0, freq=880, rate=0.5, amp=1;

var in, out;
in = In.ar( inBus, 2 ); // エフェクト用のバスから2チャンネルのデータを入力
out = Resonz.ar(

in, 
freq, // フィルターの周波数
rate, // フィルターのrq

amp // フィルターの増幅値
); 

ReplaceOut.ar( 0, out ) // 番号0のバス(出力装置)へ outの中身が送られる
}).send(s);

出力させる際に、これまでのOut.arではなくReplaceOut.arが使われている。これは、既にバスへ流さ
れているデータも全て新しい内容で上書きするためのクラスとメソッドである。ディレイでこれを使
うと元の音が消されてしまうのだが、フィルターの場合は元の音を残したくないので、これを使う。
さらにフィルターの場合、ディレイと異なり、元の音を出力装置へ送る必要はない。そこで、元の音
の SynthDefも書き直す必要がある。

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

var src, env, out;
src = LFPulse.ar(freq);
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( outBus, out ); // 指定したバスのみへ outの中身が送られる

}).send(s);

b = Bus.audio( s, 2 ); // エフェクト用のバスを用意する

s.sendMsg( \s_new, \filter, f=s.nextNodeID, 1, 1, \inBus, b.index );
// IDが1のグループの最後にノードが設けられ、そこにエフェクトが載る
// エフェクト用のバスから入力を受けている

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 0, 1, \outBus, b.index );
// IDが1のグループの先頭にノードが設けられ、そこに音が載る



// この状態では、エフェクト用のバスに音が出力されている

ディレイでもフィルターでも、同じように使える音のSynthDefとするには、引数となるバスのID番号
を2つ用意し、ディレイを加える場合には0と指定したバスのID番号を、それ以外の場合には、nilと
0、ないしはnilと指定したバスのID番号を入れるようにすれば良い。

SynthDef.new( \sound, { arg freq=440, amp=0.1, pos=0, outBus1=0, outBus2=nil;

var src, env, out;
src = LFPulse.ar(freq);
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( [outBus1, outBus2], out ); // 指定したバスへoutの中身が送られる

}).send(s);

グループの指定
出したい音と加えたいエフェクトの数が増えてくると、ノードの位置を指定するのが煩雑に

なってくる。しかし、位置の指定を正しく行なわないと、音が出なかったり、エフェクトが加わらな
かったりしてしまう。

そこで、あらかじめ位置の決まったいくつかのグループを作っておき、音とエフェクトの種類
によってノードを設けるグループを使い分けるようにすれば、ノードの位置関係が明確になり、不具
合の発生も少なくなるだろう。

これまでノードを設けるグループは、ID番号が1の、デフォルトグループのみを使ってきた。
それ以外にグループを作り、それを使えるようにするには、Groupクラスを用いる。

新しくグループを作るためのメソッドによって、その位置が決定される。

Group.head(グループないしサーバー)

指定したグループないし全ノードの先頭に新しいグループを位置させる

Group.tail(グループないしサーバー)

指定したグループないし全ノードの最後尾に新しいグループを位置させる

Group.after(ノードないしグループ)

指定したノードないしグループのすぐ後に新しいグループを位置させる

Group.before(ノードないしグループ)

指定したノードないしグループのすぐ前に新しいグループを位置させる



これらを使って、あらかじめグループを作っておき、音やエフェクトのノードのために使い分
けるようにする。グループのID番号は、.nodeIDメソッドによって知ることができる。

p = Group.head(s); // 音のノード用のグループ。全ての先頭に置く
q = Group.tail(s); // エフェクトのノード用のグループ。全ての最後尾に置く
y = Group.head(q); // フィルター用のグループをエフェクト用グループの先頭に置く
z = Group.after(y); // フィルター用グループのすぐ後にディレイ用のグループを置く

さらに、フィルターのSynthDef内の関数について、もともと出力先を0のみにしてあったが、ディレイ
も加える場合はディレイ用のバスに向けて出力するので、それに対応できるように書き直す。

SynthDef.new( \filter, { arg inBus=0, outBus=0, freq=4000, rate=0.1, amp=4;
var in, out;
in = In.ar( inBus, 2 ); // フィルター用のバスから2チャンネルのデータを入力
out = Resonz.ar(

   in, 
freq, // フィルターの周波数
rate, // フィルターのrq

amp // フィルターの増幅値
); 

ReplaceOut.ar( [0, outBus], out ) // 番号0のバス(出力装置)と指定したバスへ 
// outの中身が送られる

}).send(s);

以上を図に示すと、以下のようになる。
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b = Bus.audio( s, 2 ); // フィルター用のバスを用意する
c = Bus.audio( s, 2 ); // ディレイ用のバスを用意する

s.sendMsg( \s_new, \filter, f=s.nextNodeID, 0, y.nodeID, \inBus, b.index, \outBus, c.index );
// yグループの先頭にノードが設けられ、そこにエフェクトが載る
// フィルター用のバスから入力を受けている

s.sendMsg( \s_new, \delay, d=s.nextNodeID, 1, z.nodeID, \inBus, c.index );
// zグループの最後にノードが設けられ、そこにエフェクトが載る
// ディレイ用のバスから入力を受けている

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 
0, p.nodeID, \outBus1, b.index, \outBus2, nil );

// pグループの先頭にノードが設けられ、そこに音が載る
// この状態では、フィルター用のバスに音が出力されている
// したがって、フィルターを通した音にディレイがかかる結果となる

s.sendMsg( \n_free, f );
// フィルターを消す

s.sendMsg( \n_set, d, \time, 0.5, \decay, 4 );
// ディレイの間隔と持続時間の長さを変更する

s.sendMsg( \s_new, \sound, n=s.nextNodeID, 
0, p.nodeID, \outBus1, c.index, \outBus2, nil );

// pグループの先頭にノードが設けられ、そこに音が載る
// この状態では、ディレイ用のバスに音が出力されている
// したがって、フィルターを通していない音にディレイがかかる結果となる

[問題2]
メロディーを演奏させながら、ディレイとフィルターのエフェクトを加えられるようにしなさい。


