
マウスによる制御
マウスによってポインタの位置を動かすことで、数値を変える道具がSuperColliderには用意さ

れている。これを使うと、リアルタイムの制御が可能となる。
MouseX.kr( 最小値, 最大値, 変化の仕方 )
MouseY.kr( 最小値, 最大値, 変化の仕方 )

「変化の仕方」には、1次関数的な変化の場合は0が、指数関数的な変化の場合は1が入る。
これを実際に使ってみよう。

SynthDef.new( \mouseTest, { arg pos=0;
var src, out;
src = SinOsc.ar( MouseX.kr( 220, 880, 1 ) );
out = Pan2.ar( src*MouseY.kr( 0, 1, 0 ), pos );
Out.ar( 0, out )

}).send(s);

s.sendMsg( \s_new, \mouseTest, n=s.nextNodeID, 0, 1 );
// マウスを動かすと、音の大きさと高さが変化する

s.sendMsg( \n_free, n );

[問題1]
上の例を元にして、マウスのポインタの横軸の位置で音の位置（パン）を制御し、縦軸の位置で音の高

さを制御するように書き換えなさい。

バッファを使う（２）──サンプリング加工
前回は、バッファに波形のグラフを記憶させ、それを基に音を出す方法を学んだ。その際に音

を合成する手法は、増幅値を制御しながら倍音を加えていく、加算合成と呼ばれるものであった。
バッファには、さらに長く複雑な波形を取り込むことができる。何らかのオーディオ・データ

が波形として与えられれば、それを再生するだけでなく、加工することもできる。既存の音をこのよ
うに用いて音の素材とすることをサンプリングと言い、そこで用いるオーディオ・データをサンプル
と呼ぶ。

前回、音を合成するためにバッファを使ったプロセスは、次のようなものであった。

~buf = Buffer.alloc( s, 512 ); // フレーム数が512のバッファを用意する

~buf.sine1( [ 1, 0.6, 0.4, 0.3, 0.1 ] );
// 基音の大きさ1に対して、2倍音が0.6、3倍音が0.4、4倍音が0.3、5倍音が0.1の大きさ
// となるように、グラフを描く

つまり、波形グラフのデータを記憶させる分のバッファをまず確保し、そこにデータを書き込
んでいく、というものである。



サンプリングの場合には、予めバッファの容量を確保することなく、いきなりバッファにデー
タを読み込ませることになる。読み込ませるサンプルは、.wavか、.aiffの拡張子を持つ形式とする。

Buffer.read( サーバ, オーディオ・データのパス名 );

SuperColliderのディレクトリには、soundsという名前のディレクトリが用意されている。この
中に使いたいsample.wavという名前のサンプルが置いてあり、ローカル・サーバ s にバッファを設け
るとすれば、

Buffer.read( s, “sounds/sample.wav” )

となる。つまり、SuperCollider自体から見た相対パス名を使って、サンプルの場所を表すこと
ができる。

このようにバッファに読み込まれたデータを音として呼び出す方法は幾つかあるのだが、ここ
では以下の方法を使うこととする。

PlayBuf.ar( 
チャンネル数, 

バッファ, 

プレイバック・レート, 

トリガー,

スタート・ポジション, 

ループ,

事後処理
)

チャンネル数は、バッファに読み込んだサンプルがステレオであれば、2となり、モノラルで
あれば、1となる。

バッファは、再生させたいサンプルを読み込んだものを指す。
プレイバック・レートは、1だともともとの再生速度での再生となる。1より大きくなれば、

それだけ再生速度は速くなり、例えば 2だと元の2倍の再生速度となる。1より小さく、0に近づけば
近づく程、再生速度は遅くなっていく。しかし、0を超えて負の値となると、再生の方向が元の逆と
なる。例えば -1だと、速度は同じだが、元とは逆方向での再生となる。

トリガーは、そこへ当てはめられる値が 0ないし負の値から正の値へ変化した瞬間に、スター
ト・ポジションで指定された位置へ飛んで、再生させるためのもので、必要に応じて使用することが
できる。

スタート・ポジションは、再生を開始する位置が、サンプルとなるオーディオ・データの何コ
マ目からかを示すものである。サンプルの最初から再生させたい場合には 0となる。

ループは、再生を繰り返し行なうか、一度だけに留めるかを表す。繰り返す場合は 1、そうで
ない場合は 0となる。

事後処理は、データの再生が終わったら、ノードの処理をどうするかを示すものである。した



がって、EnvGen.krで扱ったdoneActionと同様のものである。

では、まず通常のまでのプログラムを見てみよう。

SynthDef.new( \sampleTest1, { arg buf=0, amp=1;
var src;
src = PlayBuf.ar(

2, // チャンネル数
buf, // データを読み込んだバッファ
1, // プレイバック・レート
startPos: 0, // スタート・ポジション
loop: 0, // ループ
doneAction: 2 // 事後処理
);

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

~sample = Buffer.read( s, “sounds/amenBreak.wav” );

s.sendMsg( \s_new, \sampleTest1, n=s.nextNodeID, 0, 1, \buf, ~sample );

~sample.free;

PlayBuf.ar( )の引数について、もう少し詳しく見てみよう。
最初の例では、ループさせず、再生終了と共にノードを開放するように設定している。これをループ
させるように変えてみる。

SynthDef.new( \sampleTest2, { arg buf=0, pr=1, amp=1;
var src;
src = PlayBuf.ar(

2, // チャンネル数
buf, // データを読み込んだバッファ
pr, // プレイバック・レート
startPos: 0, // スタート・ポジション
loop: 1, // ループ
doneAction: 2 // 事後処理
);

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

~sample = Buffer.read( s, “sounds/amenBreak.wav” );

s.sendMsg( \s_new, \sampleTest2, n=s.nextNodeID, 0, 1, \buf, ~sample );

これで、サンプルはループ再生される。その再生の最中に、プレイバック・レートを変えるこ



ともできる。

s.sendMsg( \n_set, n, \pr, 1.2 );
s.sendMsg( \n_set, n, \pr, -1.2 );

s.sendMsg( \n_free, n );
~sample.free;

サンプル全体が何フレームからなるかを調べるには、BufFrames.kr()を使い、引数にサンプル
を読み込ませたバッファを入れる。そうすれば、バッファのフレーム数を得ることができる。また、
サンプルのサンプリング・レートの値が必要となる場合もある。1秒間につき何フレームからなる
オーディオ・データとしてバッファにサンプルが読み込まれているかを調べるには、
BufSampleRate.kr()を使い、引数にサンプルを読み込ませたバッファを入れる。そうすれば、サンプ
ルのサンプリング・レートを得ることができる。

トリガーを工夫すると、ループの値を0としたままでも、事実上のループ再生を行なうことが
できる。ほぼ一瞬の短い間だけ値を変え、他はずっと0のままとなる波形を作るのがImpulse.ar()であ
り、これをトリガーとして用いることができる。

Impulse.ar( 周波数, 位相, 増幅値, 加減値 )
ここでの位相の値は、0から1までを変化するものとする。トリガーのタイミングを調節するの

に、この位相の値を扱う場合がある。
さて、サンプルのフレーム数をサンプリング・レートで割れば、サンプルの長さ(秒)が算出さ

れる。Impulse.ar()の周波数に、このサンプルの長さの逆数を与えれば、サンプルを標準速度で再生し
終わるたびにトリガーが送られ、ループ再生と変わらなくなる。

SynthDef.new( \sampleTest3, { arg buf=0, pr=1, amp=1;
var src;
src = PlayBuf.ar(

2, // チャンネル数
buf, // データを読み込んだバッファ
pr, // プレイバック・レート
Impulse.ar( 

BufSampleRate.kr(buf) / BufFrames.kr(buf)
), // サンプルの再生が終わると、

// トリガーが送られる
0,
0, // ループさせない
2 // 事後処理
);

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

~sample = Buffer.read( s, "sounds/amenBreak.wav" );



s.sendMsg( \s_new, \sampleTest3, n=s.nextNodeID, 0, 1, \buf, ~sample );

s.sendMsg( \n_free, n );
~sample.free;

このsampleTest3のように、トリガーを送り続けることでループ再生させる方法を採りつつ、
再生中にプレイバック・レートを変更可能にするには、どうすればいいだろうか。

Impulse.ar()の周波数に、さらにプレイバック・レートの逆数をかけてやれば良い。
※ ただし、このプレイバック・レートの値は負の数とならないようにする。

SynthDef.new( \sampleTest4, { arg buf=0, pr=1, amp=1;
var src;
src = PlayBuf.ar(

2, // チャンネル数
buf, // データを読み込んだバッファ
pr, // プレイバック・レート
Impulse.ar( 

BufSampleRate.kr(buf) / BufFrames.kr(buf)*pr
), // サンプルの再生が終わると、

// トリガーが送られる
0,
0, // ループさせない
2 // 事後処理
);

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

~sample = Buffer.read( s, "sounds/amenBreak.wav" );

s.sendMsg( \s_new, \sampleTest4, n=s.nextNodeID, 0, 1, \buf, ~sample );

s.sendMsg( \n_set, n, \pr, 1.2 ); // 通常より速い再生
s.sendMsg( \n_set, n, \pr, 0.8 ); // 通常より遅い再生

s.sendMsg( \n_free, n );
~sample.free;

スタート・ポジションを複数設定し、それを使い分けることもできる。例えば、サンプル全体
を4つに分割し、その任意の部分をループ再生させるには、以下のようにすれば良い。

SynthDef.new( \sampleTest5, { arg buf=0, pr=1, sp=0, amp=1;
var src;
src = PlayBuf.ar(

2, // チャンネル数
buf, // データを読み込んだバッファ



pr, // プレイバック・レート
Impulse.ar( 

BufSampleRate.kr(buf)*4 / BufFrames.kr(buf)*pr
), // サンプルの再生が終わると、

// トリガーが送られる
BufFrames.kr(buf)*sp/4, // spの値は、0, 1, 2, 3のいずれかとする
0, // ループさせない
2 // 事後処理
);

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

~sample = Buffer.read( s, "sounds/amenBreak.wav" );

s.sendMsg( \s_new, \sampleTest4, n=s.nextNodeID, 0, 1, \buf, ~sample );

s.sendMsg( \n_set, n, \sp, 1 ); // 再生のスタート・ポジションを変更
s.sendMsg( \n_set, n, \sp, 2, \pr, 1.2 ); // 再生速度も変更できる
s.sendMsg( \n_set, n, \sp, 3, \pr, 0.8 );
s.sendMsg( \n_set, n, \sp, 0, \pr, 1 ); // 元に戻す

[問題2]
上のようなサンプル再生のSynthDefを、マウスのポインタの位置によって、サンプル上の再生位置と再

生速度が制御できるようにしなさい。


