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オブジェクトは-オブジェクトとよく似ているが、インレットが逆である。

入力

整数 第1インレット：第2インレットに受け取った数値からこの数値を減算
し、その結果をアウトレットから出力する。
第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値によって減算される。

実数 !-オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在格納されている値を元に減算を行う。アーギュ
メントが設定されていない場合は初期値の0が適用される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1インレットに受け取った値によって減算される初期
値を設定する。実数のアーギュメントを与えた場合は、実数として数
値の減算を行う。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値の差。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の差が実数として出
力される。

利用例

入力が入れ替わった-オブジェクト
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!- 数値の減算を行う
（-オブジェクトとはインレットが逆）



参照

expr 数式の値を求める
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する

Tutorial 8 Doing Math in Max（英文PDF参照）
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!- 数値の減算を行う
（-オブジェクトとはインレットが逆）



!/オブジェクトは/オブジェクトとよく似ているが、インレットが逆である。

入力

整数 第1インレット：第2インレットに受け取った数値をこの数値によって
除算し、その結果をアウトレットから出力する。
第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値によって除算される。

実数 !/オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在格納されている値を元に除算を行う。

アーギュメント

整数または実数 オプション。除算のための初期値を設定する。アーギュメントがない
場合、除数は1に設定される。実数のアーギュメントを与えた場合は、
実数として数値の除算を行う。（0による除算は許されていない。整数
の0による除算は1による除算と同じ結果になる。実数の0による除算
は、常に-231の出力になる。）

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値を除算し、結果をアウトレットか
ら出力する。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の商が実数として出
力される。

利用例

入力が入れ替わった / オブジェクト
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!/ 数値の除算を行う
（/オブジェクトとはインレットが逆）



参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する

Tutorial 8 Doing Math in Max（英文PDF参照）
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!/ 数値の除算を行う
（/オブジェクトとはインレットが逆）



入力

整数 第1インレット：入力された数値は第2インレットの数値と比較され、
2つの数値が等しくなければ1が、等しければ0が出力される。

第2インレット：入力された数値は内部に格納され、第1インレットに
入力される値と比較される。

実数 !=オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている数値で比較を行う。アーギュ
メントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値と2つ目の数値を比較し、2つの数値が等
しくなければ1が、等しければ0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。初期値を設定すると、第1インレットに入力される数値
と比較されるのに用いられる。実数のアーギュメントであれば、実数
として数値の比較を行う。

出力

入力される数値が等しくなければ1が、等しければ0が出力される。

利用例

二つの数値が等しくないかどうかを調べる

参照

select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる
split 数値を範囲によって振り分ける
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）
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!= 2つの数値の比較し、
等しくなければ1を出力する



入力

整数 第1インレット：この数値に第2インレットの値を加算し、結果が出力
される。

第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値に加算される。

実数 +オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に加算を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値に加算され、アウトレッ
トから結果が出力される。

set 第1インレット：setに続けて数値を受け取ると、結果の出力をせずに、
その値は第2インレットの値に加算される。続けてbangを受け取ると
結果が出力される。

setメッセージは他の +, -, *, /, %, <, <=, ==, !-, !/, !=, >=, >, &&, ||, &, |, <<, >>
といった、すべての算術演算子、論理演算子、ビット処理演算子のオ
ブジェクトに対しても同様に機能する。数値は第1インレットに入る
値として計算されるが、結果は出力されない。

アーギュメント

整数または実数 オプション。加算のための初期値を設定する。この値は第1インレッ
トで受け取った数値に加算される。実数のアーギュメントであれば、
実数として数値の加算を行う。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値の合計が出力される。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の和が実数として出
力される。

+ 2つの数値を加算し、
結果を出力する
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利用例

通常の整数同士の加算 実数は加算の前に小数点以下を ...実数のアーギュメントを
切り捨てられる... 持たない限り

参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）

+ 2つの数値を加算し、
結果を出力する
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入力

整数 第1インレット：第2インレットに受け取った数値をこの数値から減算
し、その結果がアウトレットから出力される。

第2インレット：受け取った数値は内部に格納され、第1インレットに
受け取った数値から減算される。

実数 -オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在格納されている値を元に減算を行う。アーギュ
メントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：2つ目の数値を1つ目の数値から減算し、その結果が
出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。初期値を設定し、第1インレットに受け取った値から減
算する。実数のアーギュメントであれば、実数として数値の減算を行
う。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値を減算し、その結果がアウトレッ
トから出力される。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の差が実数として出
力される。

- 2つの数値を減算し、
結果を出力する
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利用例

整数の引き算をする 実数は減算の前に小数点以下を ...実数のアーギュメント
切り捨てられる... がない限り

参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）

- 2つの数値を減算し、
結果を出力する
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入力

整数 第1インレット：この数値は第2インレットの値と乗算され、その結果
が出力される。

第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値と乗算される。

実数 *オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に乗算を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値と2つ目の数値で乗算をし、アウトレッ
トから結果を出力する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。乗算のための初期値を設定する。この値は第1インレッ
トに入力される数値に乗算される。実数のアーギュメントであれば、
実数として数値の乗算を行う。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値で演算した結果が出力される。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の積が実数として出
力される。

利用例

整数同士の乗算 実数は乗算処理の前に小数点 ...実数のアーギュメントを
以下を切り捨てられる... 持たない限り

* 2つの数値を乗算し、
結果を出力する
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参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する
<< 数値のビットを左へシフトする

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）

* 2つの数値を乗算し、
結果を出力する
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入力

整数 第1インレット：入力された値を第2インレットの値で除算し、結果を
出力する。

第2インレット：入力された値は第1インレットに入力される値を除算
するため、格納される。

実数 /オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換さ
れる。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に除算を行う。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値で除算され、アウトレッ
トから結果が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。除数の初期値を設定する。アーギュメントがない場合の
除数の初期値は1である。アーギュメントが実数であれば、実数とし
て数値の除算を行う。（0による除算は禁止されている。整数の除算で
は、0での除算は、1で除算したのと同じ結果が出力される。実数の除
算では、0で除算した場合、常に-231が出力される。）

出力

整数 入力された2つの数値で除算を行った結果が出力される。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、2つの数値の除算の結果が実数
として出力される。

/ 2つの数値を除算し、
結果を出力する
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利用例

残りは捨てられる 実数は除算の前に小数点以下を ....実数のアーギュメントを
切り捨てられる... 持たない限り

参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
% 数値の除算を行い、余りを出力する

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）

/ 2つの数値を除算し、
結果を出力する
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入力

整数 第1インレット：入力された値を第2インレットの値で除算し、その余
りが出力される。

第2インレット：入力された値は内部に格納され、余りを計算するた
めの除数（第1インレットに入力される値を除算する数値）になる。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている2つの数値で演算を行う。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値で除算され、アウトレッ
トから余りが出力される。

アーギュメント

整数 オプション。除数の初期値を設定する。アーギュメントがない場合、
除数は1に設定される。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値を除算し、その余りがアウトレッ
トから出力される。%はモジュロ演算子と呼ばれる。

利用例

除算の余りを求める

参照

expr 数式の値を求める
!- 数値の減算を行う（-オブジェクトとはインレットが逆）
!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
+ 2つの数値を加算し、結果を出力する
- 2つの数値を減算し、結果を出力する
* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
/ 2つの数値を除算し、結果を出力する

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）

% 数値の除算を行い、
余りを出力する
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入力

整数 第1インレット：この数値が第2インレットの数値よりも小さければ、
1が出力される。それ以外の場合は0が出力される。

第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値と比較される。

実数 <オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に比較を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値より小さい場合は1が、そ
れ以外の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。比較のための初期値を設定し、第1インレットに受け取
った数値と比較される。実数のアーギュメントであれば、実数として
数値の比較を行う。

出力

整数 第1インレットの値が第2インレットの値より小さければ1が、第1イン
レットの値が第2インレットの値よりも大きいか等しければ0が出力さ
れる。

利用例

左の数値が右側の数値より小さい 左の数値が右側の数値より小さくない

参照

!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

< 2つの数値を比較し、
より小さいことを判断する

19



入力

整数 第1インレット：この数値が第2インレットで受け取った数値以下であ
れば1を、それ以外の場合は0を出力する。

第2インレット：受け取った数値は内部に格納され、第1インレットに
受け取った値と比較される。

実数 <=オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に比較を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値以下の場合は1が、それ以
外の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。初期値を設定し、第1インレットで受け取った数値と比
較される。実数のアーギュメントであれば、実数として数値の比較を
行う。

出力

整数 第1インレットで受け取った数値が第2インレットの数値以下であれば
1が、第1インレットで受け取った数値が第2インレットの数値よりも
大きければ0が出力される。

利用例

より小さい場合... または等しい場合 より大きい場合

参照

!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

<= 2つの数値を比較し、
より小さいか等しいことを判断する
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入力

整数 第1インレット：この数値と第2インレットに受け取った数値を比較
し、2つの値が等しければ1が、等しくなければ0が出力される。

第2インレット：受け取った数値は内部に格納され、第1インレットに
受け取った数値と比較される。

実数 ==オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に比較を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値と2つ目の数値を比較し、2つの数値が等
しければ1が、等しくなければ0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。初期値を設定し、第1インレットに受け取った数値と比
較される。実数のアーギュメントであれば、実数として数値の比較を
行う。

出力

整数 受け取った数値が等しければ1が、等しくなければ0が出力される。

利用例

数値同士は等しい 数値同士は等しくない 論理演算子 notとして== 0を用いる

参照

select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる
split 数値を範囲によって振り分ける
!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

== 2つの数値を比較し、
等しければ1を出力する
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入力

整数 第1インレット：この数値が第2インレットの値より大きければ1が、
それ以外の場合は0が出力される。

第2インレット：受け取った値は格納され、第1インレットに受け取っ
た数値と比較される。

実数 >オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に比較を行う。アーギ
ュメントがない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値より大きい場合1が、それ
以外の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。初期値を設定し、第1インレットに受け取った数値と比
較される。実数のアーギュメントであれば、実数として数値の比較を
行う。

出力

整数 第1インレットの値が第2インレットの値より大きい場合1が、第1イン
レットの値が第2インレットの値よりも小さいか等しい場合には0が出
力される。

利用例

左側の数値の方が大きい 左側の数値は右側に比べて大きくない

参照

!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

> 2つの数値を比較し、
より大きいことを判断する
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入力

整数 第1インレット：この数値が第2インレットに受け取った値以上であれ
ば1が、それ以外の場合は0が出力される。

第2インレット：この数値は内部に格納され、第1インレットに受け取
った数値と比較される。

実数 >=オブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変換
される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に比較を行う。アーギ
ュメントを持たない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値以上の場合1が、それ以外
の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。比較のための初期値を設定し、第1インレットに受け取
った数値と比較される。実数のアーギュメントであれば、実数として
数値の比較を行う。

出力

整数 第1インレットの値が第2インレットの値以上なら1が、第1インレット
の値が第2インレットの値よりも小ければ0が出力される。

利用例

より大きい場合... または等しい場合 大きくも等しくもない場合

参照

!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

>= 2つの数値を比較し、
より大きいか等しいことを判断する
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入力

整数 第1インレット：その数値は第2インレットに受け取った数値とバイナ
リー形式で比較される。出力は両方の数値で1であるビットから構成
された数値になる。

第2インレット：その数値は第1インレットに受け取った数値との比較
のために格納される。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値の比較を行う。アーギュメ
ントが設定されていない場合は、&オブジェクトは比較のために0を初
期値とする。

リスト 第1インレット：1つ目と2つ目の数値をビットごとに比較し、両方の
数値で1であるビットから構成された数値を出力する。

アーギュメント

整数 オプション。第1インレットから受け取った数値と比較するための初
期値を設定する。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値は1ビットずつ比較される。両方の
数値でビットが1ならば、出力する数値のビットは1になる。それ以外
のビットは0になる。

利用例

0でないビットは 偶数か奇数か判定する
両方の値で共有される ためにも使用できる

参照

&& 2つの数値がともに0以外であれば、1を出力する
| 2つの数値のビット単位でのOR演算
|| 2つの数値のどちらか一方が0以外であれば、1を出力する

& 2つの数値の
ビット単位でのAND演算
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入力

整数 2つのインレットに入力された値がどちらも0でない時、1を出力する。
2つのインレットのうち、どちらか一方でも0が入力されると、出力さ
れる値は0になる。第1インレットに数値を入力する時に、結果が出力
される。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：その時点で格納されている2つの値で処理を行う。ア
ーギュメントを設定しない場合の初期値は0となる。

リスト 第1インレット：1つ目の数値と2つ目の数値のどちらも0でない場合1
が、それ以外の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数 オプション。アーギュメントを与えるとその値は格納され、第2イン
レットに入力される値の初期値になる。

出力

整数 第1インレットに入力された値と第2インレットに入力された値（また
はアーギュメントで指定された値）が共に0でない場合、1が出力され
る。そうでない場合は0が出力される。

利用例

どちらの数値も0ではない 比較演算子と組み合わせて使用した場合

参照

& 2つの数値のビット単位でのAND演算
| 2つの数値のビット単位でのOR演算
|| 2つの数値のどちらか一方が0以外であれば、1を出力する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

&& 2つの数値がともに0
以外であれば、1を出力する
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入力

整数 第1インレット：入力された2つの数値のうち、どちらかの数値で1で
あるビットから構成された数値を出力する。

第2インレット：数値は第1インレットに受け取った数値とのOR演算
のために格納される。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を用いて演算を行う。アー
ギュメントが設定されていない場合は、|オブジェクトは0を初期値と
する。

リスト 第1インレット：1つ目と2つ目の数値をビットごとに結合し、どちら
かの数値で1であるビットから構成された数値を出力する。

アーギュメント

整数 オプション。第1インレットから受け取った数値とOR演算をするため
の初期値を設定する。

出力

整数 インレットに受け取った2つの数値の0でないすべてのビットは結合さ
れる。どちらかの数値でビットが1ならば、出力する数値のビットは1
になる。それ以外の出力する数値上でのビットは0になる。

利用例

すべての0でないビットは結合される 1つの整数に2つの数値をまとめることに使用できる

参照

& 2つの数値のビット単位でのAND演算
&& 2つの数値がともに0以外であれば、1を出力する
|| 2つの数値のどちらか一方が0以外であれば、1を出力する

| 2つの数値の
ビット単位でのOR演算
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入力

整数 両方のインレットで受け取った値のうち、少なくともどちらか一方が
0でない時に、1を出力する。2つのインレット両方で0を受け取ると、
出力される値は0になる。第1インレットで数値を受け取ると、結果が
出力される。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元に演算を行う。アーギ
ュメントを持たない場合、初期値は0に設定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値と2つ目の数値のうち、少なくともどち
らか一方が0でない場合1が、それ以外の場合は0が出力される。

アーギュメント

整数 オプション。内部に格納され、第2インレットに入力される値の初期
値を設定する。

出力

整数 第1インレットで受け取った数値と第2インレットで受け取った数値
（またはアーギュメントで指定された数値）のうち、少なくともどち
らか一方が0でない場合は1が、そうでない場合は0が出力される。

利用例

2つの数値のうち1つが0でない 比較演算子と組み合わせて使用した場合

参照

& 2つの数値のビット単位でのAND演算
&& 2つの数値がともに0以外であれば、1を出力する
| 2つの数値のビット単位でのOR演算

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

|| 2つの数値のどちらか一方が
0以外であれば、1を出力する
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入力

整数 第1インレット：受け取った数値をバイナリー形式で、指定のビット
数分だけ左にシフトする。その結果はアウトレットより出力される。

第2インレット：この数値は格納され、第1インレットに受け取った数
値を左に何ビットシフトするかを指定する。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元にビットシフト演算を
行う。アーギュメントがない場合、ビットシフト量の初期値は0に設
定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値で指定されたビット数分、
左にビットシフトされる。

アーギュメント

整数 オプション。ビットシフト量の初期値を設定する。

出力

整数 第1インレットの値は指定したビット数分、左にビットシフトされる。
ビットシフト量は第2インレットで受け取った値によって指定される。
ビットシフト演算された値が出力される。

利用例

2の累乗で乗算したのと同じ効果

参照

* 2つの数値を乗算し、結果を出力する
>> 数値のビットを右へシフトする

<< 数値のビットを左へ
シフトする

28



入力

整数 第1インレット：受け取った数値をバイナリー形式で、指定のビット
数分だけ右にシフトする。その結果はアウトレットより出力される。

第2インレット：この数値は格納され、第1インレットに受け取った数
値を右に何ビットシフトするかを指定する。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在、格納されている値を元にビットシフト演算を
行う。アーギュメントがない場合、ビットシフト量の初期値は0に設
定される。

リスト 第1インレット：1つ目の数値が2つ目の数値で指定されたビット数分、
右にビットシフトされる。

アーギュメント

整数 オプション。ビットシフト量の初期値を設定する。

出力

整数 第1インレットの値は指定したビット数分、右にビットシフトされる。
ビットシフト量は第2インレットで受け取った値によって指定される。
ビットシフト演算された値が出力される。

利用例

2の累乗で除算したのと同じ効果

参照

!/ 数値の除算を行う（/オブジェクトとはインレットが逆）
<< 数値のビットを左へシフトする

>> 数値のビットを
右へシフトする
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入力

整数 入力の絶対値を出力する。

実数 absオブジェクトが実数のアーギュメントを持たない限り、整数に変
換される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。実数のアーギュメントであれば実数での出力となる。

出力

整数 入力の絶対値。

実数 アーギュメントに小数点がある時は、入力の絶対値は実数として出力
される。

利用例

出力は自然数 入力を反転させる使用

参照

expr 数式の値を求める

Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）

abs 入力の絶対値を出力する
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入力

任意のシンボル シンボルとしてのファイル名かパス。absolutepathオブジェクトはファ
イル名かパスを絶対パスへ変換する。エイリアスも、同じように元の
ファイルの絶対パスを出力する。

アーギュメント

なし。

出力

入力されたファイル名かパスが見つかれば、出力はその絶対パスとな
る。絶対パスはMax 4.1以前のバージョン（コロンを使用）を除き、ス
ラッシュで区切られて表示される。具体的には下記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”

パスの形式や種類を変更したい場合は、conformpathオブジェクトを使
用する。
その名前のファイルが見つからなければ、absolutepathオブジェクト
はnotfoundというシンボルを出力する。

利用例

参照

dropfile ファイルをドラッグ＆ドロップする領域を設定する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
relativepath 絶対パスを相対パスへ変換する
savedialog 保存するファイルの名前を尋ねるダイアログを開く
strippath フル・パス名からファイル名を取得する

absolutepath ファイル名を
絶対パスに変換する
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入力

整数または実数 アーク・コサイン関数への入力。

bang 第1インレット：格納されている数値でアーク・コサイン関数の計算
を行なう。アーギュメントがなければ、初期値は0である。

アーギュメント

整数または実数 オプション。アーク・コサイン関数の初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値のアーク・コサイン値。

利用例

参照

asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数

acos アーク・コサイン関数
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入力

実数または整数 双曲線アーク・コサイン関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値の双曲線アーク・コサイン
値を計算する。アーギュメントがない場合は、acoshの初期値は0であ
る。

アーギュメント

実数または整数 オプション。双曲線アーク・コサイン関数への初期値を設定する。

出力

実数または整数 入力された値のアーク・コサイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
asinh 双曲線アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
atanh 双曲線アーク・タンジェント関数
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tan タンジェント関数
tanh 双曲線タンジェント関数

acosh 双曲線アーク・コサイン関数
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入力

整数 第1インレット：accumオブジェクトに格納された数値を更新し、更新
された数値をアウトレットから出力する。

第2インレット：数値を出力せず、入力された数値を格納された値に
加算する。

第3インレット：数値を出力せず、入力された数値を格納された値に
乗算する。

実数 第1インレットおよび第2インレット：アーギュメントに実数を指定し
ていなければ、整数に変換する。

第3インレット：格納されている値が整数であっても、実数として乗
算を行なう。

bang 第1インレット：現在格納されている数値を出力する。

set setメッセージに続く数値をaccumオブジェクトに格納する。出力は行
わない。

アーギュメント

整数あるいは実数 オプション。accumオブジェクトに格納する数値の初期値を指定する。
初期値に小数点を付けると、数値は実数として格納される。

出力

整数 accumオブジェクトに現在格納されている数値を出力する。

実数 アーギュメントに小数点を指定している場合のみ、実数として出力す
る。

accum 数値の格納、
加算、乗算を行う
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利用例

格納された値を加算する、または格納された値を乗算する 異なる量を増加させるために使用する

参照

counter bangメッセージをカウントし、回数を出力する
float 実数を格納する
int 整数を格納する

Tutorial 21 Storing numbers（英文PDF参照）

accum 数値の格納、
加算、乗算を行う
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入力

activeオブジェクトには、インレットがない。出力はパッチがアクテ
ィブあるいはアクティブでない時に自動的にトリガーされる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 パッチがアクティブな時は1が出力され、アクティブでない時は0が出
力される。

利用例

パッチがアクティブの時に gate を開く、または処理を開始する

参照

closebang パッチ・ウィンドウが閉じられた時にbangを出力する
loadbang パッチが読み込まれた時に自動的にbangを出力する

Tutorial 40 Automatic actions（英文PDF参照）

active パッチ・ウィンドウがアクティブであれば1を、
そうでなければ0を出力
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入力

整数 連続する2つの数値を過去に何回受け取ったかを出力する（最初に数
値を受け取った場合は、先行する数値はないので、何も起こらない）。

reset analオブジェクトに格納された数値の中から、最も最近に受け取った
数値を消去する。次に入力された数値は、消された数字の部分に格納
され、出力はされない。

clear analオブジェクトに格納された数値をすべて消去する。ただし、最後
に格納された値は残り、次の過去の数値として使われる。

アーギュメント

整数 オプション。異なる2つの数値のペアを格納する最大数を指定する。
この最大値は1024である。アーギュメントに何も指定しない場合は、
analオブジェクトは128の異なった数値のペアを格納する。

出力

リスト リストの中の最初の2つの数値は、最後に入力された2つの値である。
そして、3番目の数値は最初の2つの数値が、これまでに何回受け取ら
れているかを示す。3つの数値からなるリストは、1つの数値から次の
数値へ移行する確率マトリックスを作るために、probオブジェクトに
入力して使用するように設計されている（それはマルコフ連鎖として
知られている）。

利用例

2つの数値が発生した相対度数を anal から出力し、
probオブジェクトに渡して、次の数値へ移行する確率を求める

参照

Histo 受け取った数値のヒストグラムを生成する
prob 重みを付けてランダムな数値の流れを作り出す

anal 受け取った2つの数値を
ペアとして、ヒストグラムを作る。
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入力

set setメッセージに続くメッセージを出力せずに、appendオブジェクトに
アーギュメントとして格納する。

その他の任意の
メッセージ

アーギュメント

任意 オプション。入力されるメッセージの末尾に付け加えるメッセージを
指定する。

出力

任意 入力されたメッセージの末尾に、appendオブジェクトに格納されたメ
ッセージを付け加えて出力する。

利用例

シンボルにメッセージを付け加えて、意味のあるメッセージにすることができる

参照

prepend メッセージの前に、あるメッセージを付け加える

Tutorial 25 Managing messages（英文PDF参照）

appendオブジェクトに格納されたメッセージが、入力されたメッセ
ージの末尾に付け加えられて、出力される。この時、メッセージ同
士は空白文字で区切られる。

append メッセージの末尾に
アーギュメントを付け加える
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注記：このオブジェクトは、Max 4.2以降のバージョンでは使用されない

Maxは、appledvdオブジェクトによって、Apple DVD Playerアプリケーション（バージョ
ン2.1以降）を制御することができる。このためには、MaxとApple DVD Playerアプリケー
ションは、ともに起動していなければならない。appeledvdオブジェクトは、AppleEventに
よってApple DVD Playerアプリケーションとやり取りをする。これは、Maxでプログラミ
ングをしている時は、DVDPlayerよりMaxの方がFinderでは前面になっているので、DVD
のビデオ画像が見えない場合があり、多少不便である。解決法としては、2つのモニター
を使うことが最適だろう。また、Apple DVD Playerは、ディスクからオーディオ・データ
とビデオ・データを展開するのにCPUパワーを多く使うので、DVD再生中にはMaxの処理
は制限されてしまう。

ここで、appledvdオブジェクトの中で使用される用語のうち、いくつかの簡潔な用語説明
を挙げておく。

サブピクチャーとは、DVDに重ねることができるイメージである。サブピクチャーはテ
キストでもグラフィックでもどちらでも可能である。

タイトルとは、DVD上の完結した作品（映画など)を意味する。DVDによっては、複数の
タイトルを持っていることがある。

チャプターは、タイトルの中の1つのセクションである。タイトルにおけるチャプターの
数は任意であり、DVDの作者に任せられている。

入力

整数 DVDの始まりの位置からの秒数として、特定の時間に再生位置を移動
する。

実数 整数に変換される。

bang 第1アウトレットから、現タイトルの始めから現在までの秒数として、
再生位置を出力する。

play 現在の位置から再生を始める。

stop 再生を停止する。

pause 再生を一時停止する。

presentation presentationに続く1か0の数値によって、プレゼンテーション・モード
のオンとオフを切り替える。プレゼンテーション・モードは、スクリ
ーンでビデオの上映に似せて、メニューバーを消し、背景を黒くする。

size DVDイメージのサイズを指定する。サイズの定義として、small, half,

appledvd Apple DVD Player
アプリケーションを制御する
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normal, fullの4種類がある。その4つの大きさは、使用するモニタに依
存する。

viewer viewerに続く1か0の数値によって、ビデオ・イメージのオンとオフを
切り替える。

controller controllerに続く1か0の数値によって、コントロール・ウィンドウのオ
ンとオフを切り替える。

mute muteに続く1か0の数値によって、DVDのオーディオ再生のオンとオフ
を切り替える。

get getメッセージに続くキーワードによって、DVDに関する情報を得て、
第2アウトレットから出力する。

キーワード 説明

disk DVDがマウントされていれば1を出力する。そうで
なければ0を出力する。

mute オーディオ出力がミュート状態ならば1、そうでな
ければ0を出力する。

volume 現在のオーディオの音量レベルを出力する（1～
10）。

numangles 現在の再生位置で利用可能なカメラ・アングルの
数を出力する。

numaudios 現在の再生位置で利用可能なオーディオ・トラッ
クの数を出力する。

numchapters 現在の再生位置で利用可能なチャプターの数を出
力する。

numsubpictures 現在の再生位置で利用可能なサブピクチャーの数
を出力する。

titles 利用可能なタイトルの数を出力する。

angle 現在のカメラ・アングルを出力する。

audio 現在のオーディオ・トラックの数を出力する。

chapter 現在のチャプターの数を出力する。

appledvd Apple DVD Player
アプリケーションを制御する
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subpicture 現在のサブピクチャーの数を出力する。

title 現在のタイトルの数を出力する。

volume volumeに続く1か0の数値によって、現在のオーディオの音量レベルを
設定する。

angle angleに続く0から360までの数値によって、現在のカメラ・アングルを
設定する。

audio audioに続く1からオーディオ・トラックの最大数までの数値によって、
現在のオーディオ・トラックを設定する。

chapter chapterに続く1からチャプターの最大数までの数値によって、現在の
チャプターを設定する。

subpicture subpictureに続く1からサブ・ピクチャーの最大数までの数値によって、
現在のサブピクチャーを設定する。

title titleに続く1からタイトルの最大数までの数値によって、現在のタイト
ルを設定する。

menu menuメッセージで、DVDプレーヤをメニューへ移動させる。

titlemenu titlemenuメッセージで、DVDプレーヤをタイトル・メニューへ移動さ
せる。

return returnメッセージは、キーボードのreturnキーと同じ役割を持つ。

up upメッセージは、キーボードの上向き矢印キーと同じ役割を持つ（メ
ニューを操作する為に使用する）。

down downメッセージはキーボードの下向き矢印キーと同じ役割を持つ（メ
ニューを操作する為に使用する）。

left leftメッセージはキーボードの左向き矢印キーと同じ役割を持つ（メニ
ューを操作する為に使用する）。

right rightメッセージはキーボードの右向き矢印キーと同じ役割を持つ（メ
ニューを操作する為に使用する）。

enter enterメッセージはキーボードのenterキーと同じ役割を持つ（メニュー

appledvd Apple DVD Player
アプリケーションを制御する
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を操作する為に使用する）。

open Apple DVD Player が開いていれば、それを最前面にする。

（マウス） マウスで appledvdオブジェクトをダブルクリックすれば、openメッセ
ージと同じ効果が得られる。

出力

整数 第1アウトレット：bangメッセージを受け取ると、現タイトルの始め
から現在までの再生時間を出力する。

第2アウトレット getメッセージに対応して様々な値が出力される（前の説明を参照のこ
と）。

利用例

参照

cd オーディオCDをコントロールする
movie QuickTimeムービーをウィンドウ内で再生する
vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・プレーヤーをコントロ

ールする

appledvd Apple DVD Player
アプリケーションを制御する
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入力

整数または実数 アーク・サイン関数への入力。

bang 第1インレット：格納されている数値で、アーク・サイン関数の計算
を行なう。アーギュメントがなければ、初期値は0である。

アーギュメント

整数または実数 オプション。アーク・サイン関数の初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値のアーク・サイン値。

利用例

参照

acos アークコサイン関数の数値計算を行なう
atan アークタンジェント関数の数値計算を行なう
atan2 2変数のアークタンジェント関数の数値計算を行なう
cos コサイン関数の数値計算を行なう
cosh ハイパーボリック（双曲線）コサイン関数の数値計算を行なう
sin サイン関数の数値計算を行なう
sinh ハイパーボリック（双曲線）サイン関数の数値計算を行なう
tanh ハイパーボリック（双曲線）タンジェント関数の数値計算を行なう

asin アーク・サイン関数
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入力

実数または整数 双曲線アーク・サイン関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値の双曲線アーク・サイン値
を計算する。アーギュメントがない場合は、asinhの初期値は0である。

アーギュメント

実数または整数 オプション。双曲線アーク・サイン関数への初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値の双曲線アーク・サイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
acosh 双曲線アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
asinh 双曲線アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
atanh 双曲線アーク・タンジェント関数
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tan タンジェント関数
tanh 双曲線タンジェント関数

asinh 双曲線アーク・サイン関数
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入力

整数または実数 アーク・タンジェント関数への入力。

bang 第1インレット：格納されている数値で、アーク・タンジェント関数
の計算を行なう。アーギュメントがなければ、初期値は0である。

アーギュメント

整数または実数 オプション。アーク・タンジェント関数の初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値のアーク・タンジェント値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数

atan アーク・タンジェント関数
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入力

整数または実数 第1インレット：2変数のアーク・タンジェント関数のうちxの値を入
力する。
第2インレット：2変数のアーク・タンジェント関数のうちyの値を入
力する。

bang 第1インレット：格納されている数値で、2変数のアーク・タンジェン
ト関数の計算を行なう。アーギュメントがなければ、初期値は0であ
る。

アーギュメント

整数または実数 オプション。2つの数値を与え、2変数のアーク・タンジェント関数の
初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値のアーク・コサイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数

atan2 アーク・タンジェント関数
（2変数）
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入力

実数または整数 双曲線アーク・タンジェント関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値の双曲線アーク・タンジェ
ント値を計算する。アーギュメントがない場合は、atanhへの初期値は
0である。

アーギュメント

実数または整数 オプション。双曲線アーク・タンジェント関数への初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値の双曲線アーク・タンジェント値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
acosh 双曲線アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
asinh 双曲線アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tan タンジェント関数
tanh 双曲線タンジェント関数

atanh 双曲線アーク・
タンジェント関数
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入力

整数 第1インレット：bagオブジェクトに格納されている数値に、入力され
た数値を追加または削除する。それは、第2インレットに入力された
数値に依存する。

第2インレット：第1インレットに入力する数値を追加するのか、削除
するのかを指定する。0以外は第1インレットに入力する数値をbagオ
ブジェクトに追加する。0なら削除する。両方のインレットにどのよ
うな数値を入力しても、出力はされない。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：格納されている数値をアウトレットから出力する。

clear 第1インレット：bagオブジェクトに格納されている数値をすべて削除
する。

list 第1インレット：2つの数値からなるリストを入力して、リストの2つ
目の数値が0以外なら、リストの1つ目の数値はbagオブジェクトに追
加される。リストの2つ目の数値が0なら、リストの1つ目の数値は削
除される。

send 第1インレット：sendメッセージに続くreceiveオブジェクトの名前で、
その名前のreceiveオブジェクトすべてに、bagオブジェクトにbangを
入力した時に得られる出力を送信する（receiveオブジェクトから、
bagオブジェクトに格納されている数値が出力される）。

length 第1インレット：現在bagオブジェクトに数値がいくつ格納されている
かを出力する。

cut 第1インレット：bagオブジェクトに最初に格納された数値を出力し、
bagオブジェクトに格納されている中から削除する。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。アーギュメントにシンボルを書き込むと、bagオブジェ
クトに同じ数値が何度も格納される。アーギュメントに何も書き込ま
なければ、同じ数値は1度しか格納されない。このアーギュメントは、
必ずしも数値である必要はない。

bag 数値の集合を格納する
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出力

整数 第1インレットにbangを受け取れば、bagオブジェクトに格納されてい
る数値が1度にアウトレットから出力される。第1インレットにcutを受
け取れば、bagオブジェクトに最初に格納された数値を出力する。第1
インレットにlengthを受け取れば、bagオブジェクトに格納されている
数値の数を出力する。

利用例

数値の集合を格納する 保持されているノートを見つけるために利用

参照

coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する
funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する
offer x, yを1組にした数値を一時的に格納する

bag 数値の集合を格納する
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入力

任意 入力によって、右から左の順番にすべてのアウトレットからbangが出
力される。

アーギュメント

整数 オプション。アウトレットの個数を1つから10個まで指定する。10よ
り大きい数値は、10に設定される。1より小さい数値は、2に設定され
る。アーギュメントがなければ、2つのアウトレットを持つ。

実数 整数に変換される。

出力

bang メッセージが入力された時、右から左の順番にbangがすべてのアウト
レットから出力される。

利用例

通常の右から左への順序 bangbangオブジェクトによって順序付けを行なう

参照

button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
trigger 入力を順番に従って様々な場所へと出力する

Tutorial 7 Right-to-left order（英文PDF参照）

bangbang / b 順番に複数のbangを出力する

50



入力

（MIDI） MIDI入力デバイスから送信されたMIDIピッチ・ベンド・メッセージ
を受信する。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、ピッチ・ベンド・メッセージを受信するポートを設
定する。portという単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） bendinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。ピッチ・ベンド・メッセージを受信するポートを指定す
る。アーギュメントを指定しない場合、bendinはすべてのポートのす
べてのチャンネルから受信する。

（MIDI入力デバイス名）
オプション。入力ポートを指定するために、第1アーギュメントに
MIDI入力デバイスの名前を使うことができる。

a - zと整数 空白文字で区切られた文字と数値の組み合わせは、ピッチ・ベンド・
メッセージを受信するポートとMIDIチャンネルを指定する。チャンネ
ル・ナンバーが16より大きい場合は、1から16の範囲に収まるように
変換される。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

整数 アーギュメントに特定のチャンネル・ナンバーを指定した場合、アウ
トレットは1つだけにある。出力は、指定したチャンネルとポートか
ら受け取った、ピッチ・ベンド値である0から127までの数値（MIDIピ
ッチ・ベンド・メッセージの最上位バイト）を出力する。

bendin MIDIピッチ・ホイール・
チェンジを受信する
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アーギュメントにチャンネル・ナンバーを指定しない場合は、第2ア
ウトレットが存在し、そのアウトレットから受信したピッチ・ベン
ド・メッセージのチャンネル・ナンバーを出力する。

利用例

ピッチ・ベンド・メッセージは、どこでも受信することができ、ポートのみを
指定するか、ポートとチャンネルを指定することができる

参照

bendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージを送信する
ctlin MIDIコントロール・チェンジを受信する
midiin 生のMIDIデータを受信する
notein MIDIノート・メッセージを出力する
rtin MIDIのリアルタイム・メッセージを出力する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）

bendin MIDIピッチ・ホイール・
チェンジを受信する

52



入力

整数 第1インレット：数値は、MIDIピッチ・ベンド・メッセージの値とし
て扱われ、指定されたチャンネルとポートから送信される。数値は0
から127の間に制限される。

第2インレット：数値は、ピッチ・ベンド・メッセージを送信するチ
ャンネル・ナンバーとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：最初の数値はピッチ・ベンド値として、2番目の数値
はチャンネル・ナンバーとして、MIDIピッチ・ベンド・メッセージが
指定されたチャンネルとポートから送信される。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disbleボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを送信
可能にする。

port 第1インレット：portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI出力
デバイスの名前を続けることによって、プログラム・チェンジ・メッ
セージを送信するポートを設定する。portという単語はオプションで、
省略することもできる。

（マウス） bendoutオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択
するダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。ピッチ・ベンド・メッセージを送信するポートを指定す
る。文字のアーギュメントを指定している時に、チャンネル・ナンバ
ーが16より大きければ、1から16の範囲に収まるように変換される。
アーギュメントが存在しない場合は、bendoutは初期状態として、ポー
トaからMIDIチャンネル1として送信する。

a - zと整数 空白で区切られた文字と数値の組み合わせによって、送信するピッ
チ・ベンド・メッセージのポートとチャンネル・ナンバーを指定す
る。チャンネル・ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲に収
まるように変換される。

bendout MIDIピッチ・ホイール・
チェンジを送信する
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（MIDI出力デバイス名）
オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初の
アーギュメントとして用いることができる。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。オブジェクトに指定したMIDI出力ポート
から、MIDIピッチ・ベンド・メッセージが送信される。

利用例

文字のアーギュメントにより、1つのポートだけに送信 または、数値によってポートと
チャンネルの両方を指定する

参照

bendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージを受信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）

bendout MIDIピッチ・ホイール・
チェンジを送信する
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入力

任意のメッセージ 任意のインレット：入力はそのインレットに一致している場所に格納
されて、入力によって先に格納されたすべてのメッセージをインレッ
トに一致するアウトレットから出力する。特定のインレットにまだ入
力がなければ、それに一致するアウトレットからは0を出力する。

bang 任意のインレット：直ちに、すべての格納されたメッセージを出力す
る。

set 任意のインレット：setに続く任意のメッセージは、出力トリガーとな
らずにそのインレットに一致する場所に格納される。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはインレットとアウトレットの数を
指定する。インレットとアウトレット数の初期値は2。メッセージを
アウトレットから出力する前に新たなメッセージが入力される時、第
2アーギュメントでは遅らせるための秒数を指定する。

出力

任意のメッセージ 何かインレットに格納されたものは、一致するアウトレット・ナンバ
ーから出力される。bangがトリガーとなる場合は直ちに出力される。
第2アーギュメントに数値がタイプされていてかつメッセージがトリ
ガーとなって出力される場合、出力は第2アーギュメントに指定した
秒数によって遅延される。

利用例

bondo は異なるソースから入力したメッセージを同期させることができる

参照

buddy 入力されたデータを同期させ、それらを同時に出力する
onebang bangメッセージの流れをコントロールする
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる

bondo 一群のメッセージを同期する
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入力

整数 第1インレット：数値はMIDIノート・オン・メッセージまたはノー
ト・オフ・メッセージ（ベロシティが0であるノート・オン）のノー
ト・ナンバーの値である。ノート・ナンバーは第2インレットでベロ
シティと組み合わされる。Boraxは、すでに保持しているノート・ナ
ンバーに対するノート・オン・メッセージを無視し、またすでにオフ
にされたノート・ナンバーに対するノート・オフ・メッセージを無視
する。ノートが重複しないのであれば、Boraxはピッチとベロシティ
値を他の情報と同様に出力する。

第2インレット：数値は第1インレットに受け取ったノート・ナンバー
と組み合わされてベロシティとして記憶される。

実数 第2インレット：整数に変換される。

リスト 第1インレット：1番目の数値は、ノート・ナンバーとベロシティの組
み合わせにおけるノート・ナンバーとして使われ、2番目の数値はベ
ロシティとして記憶される。ノートが重複しないのであれば、Borax
はノート・ナンバーとベロシティ値を他の情報と同様に出力する。

デルタ 第1インレット：デルタ・タイム（最後のノート・オフから経過した
時間）とデルタ・カウント（記録されたデルタ・タイムの数）が出力
されるようになる。

bang 第3インレット：Boraxオブジェクトの受信するすべてのノート情報を
削除し、かつ現在保持しているすべてのノートのためのノート・オフ
を出力することによってBoraxをリセットし、そしてBoraxのカウンタ
ーとクロックを0にセットする。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：Boraxが受信したそれぞれのノート・オンに対して
割り振る一意的な番号で、（最後のリセットから）受信したノート・
オンの総数と一致する。この番号はノート・オンが受信された時に出
力され、そのノートがオフにされた時には同じ番号が出力される。

第2アウトレット：それぞれのノート・オンに割り振る一意的なボイ
ス番号で、発音されているボイス数と一致する（割り振られている番
号のノートがオフになる時はそのボイス番号が出力される）。この番
号はノート・オンが受信された時に出力され、そのノートがオフにさ
れた時には同じ番号が出力される。

Borax ノートオンとノートオフに
関する情報を知らせる
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第3アウトレット：ノート・オンまたはノート・オフが入力されるご
とにBoraxがホールドしているノート数を出力する。

第4アウトレット：ノート・オンまたはノート・オフのノート・ナン
バーが出力される。

第5アウトレット：ノート・オンまたはノート・オフのベロシティが
出力される。

第6アウトレット：ノート・オフを受信した時、ノート・オフされた
ノートの総数が出力される。

第7アウトレット：ノート・オフを受信した時、そのノートのデュレ
ーションがミリ秒で出力される。

第8アウトレット：デルタ・タイムが記録されるごとに、デルタ・タ
イムのカウント数が出力される。

第9アウトレット：ノート・オンを受信するき、デルタ・タイム（直
前のノート・オンから経過した時間）をミリ秒で出力する。第1イン
レットでのデルタ・メッセージとは同じ出力となる。

第3インレットに入力されたbangは現在保持しているすべてのノート
に対してノート・オフを行う。このノート・オフは、実際にノート・
オフの情報が入力されたかのように同じ出力をトリガーする。

利用例

Borax は通過していくノートに関する広範囲な情報を提示する

参照

midiparse 生のMIDIデータを解釈する
poly 各ノートにボイス番号をつける

Borax ノートオンとノートオフに
関する情報を知らせる
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入力

すべて bpatcherオブジェクトのインレットの数は、そのサブパッチ・ウィン
ドウに含まれるInletオブジェクトの数によって決まる。bpatcherで使
用されているパッチがInletオブジェクトを含むならば、それらは
bpatcherオブジェクト・ボックス内に左から右へ順番にインレットと
して現れる。

offset bpatcherで使われているサブパッチが、Inletオブジェクトのうちの一
つに接続しているthispatcherオブジェクトを含むならば、対応する
bpatcherのインレットで受け取られたoffsetメッセージによって、サブ
パッチの表示を変化することができる。offsetの後に2つの整数が続か
なければならず、subpatchの左上の角がbpatcherの範囲内で水平に、そ
して垂直にオフセットされるピクセル数を指定しなければならない。
このように、一つのbpatcherで別々なsubpatchの表示が示せれるように
使うことができる。部分的にオブジェクト・ボックスの範囲外にある
サブパッチのユーザーインターフェイスは、それらのインレットで受
けたメッセージに応じて、（bpatcherの境界線の範囲外を）完全に再描
画する。よって、完全にbpatcherオブジェクト・ボックスの範囲外と
範囲内の両方に存在しているサブパッチのユーザーインターフェイス
を提示することができる。

border bpatcherで使われているサブパッチが、Inletオブジェクトのうちの一
つに接続しているthispatcherオブジェクトを含むならば、そのインレ
ットに0以外の数を伴うborderというメッセージによって、bpatcherの
周囲に黒色の境界線を描けるようになる。border 0というメッセージは
bpatcherの境界線を消す（デフォルト状態）。

（マウス） bpatcherを含んでいるウィンドウがロックされている（もしくは
commandキー（Macintosh）またはCtrlキー（Windows）を押している状態）
で、bpatherオブジェクトの範囲内をマウスでクリックする時、ボック
ス内のパッチを制御することができる。

shift＋commandキー（Macintosh）もしくはshift＋Ctrlキー（Windows）を
押しながらbpatcherをクリックしてマウス・ドラッグすることによっ
てボックス内のパッチの可視部分の左上角を動かすことができる。パ
ッチ・ウィンドウのアシスタンス・エリアではオフセットのピクセル
値を表示する。bpatcherのインスペクター・ウィンドウにおいて
Enable Drag-Scrollingにチェックが入っていないならば、この機能は使
用できない。

bpatcherを、controlキーを押しながらクリック（Macintosh）もしくは右
クリック（Windows）した場合、コンテクスト・メニューによって、そ
のウィンドウ内のボックス内部に含まれるパッチのファイルを開いて

bpatcher ボックス内に埋め込まれた
可視型のサブ・パッチ
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現在含まれているパッチを変更することができる。
インスペクター

bpatcherオブジェクトの振る舞いは、そのインスペクターによって編
集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択しフローティング・インスペクターを可能にした場合に、
bpatcherを選択するとフローティング・ウィンドウとしてbpatcherのイ
ンスペクターを表示する。オブジェクトを選択し、Objectメニューの
Get Info...を選ぶことによっても、そのインスペクターを表示するこ
とができる。

bpatcherのインスペクターでは以下の属性を設定できる。

Offsetでは、表示させるものの左上の角がbpatcher領域の左上の角から
垂直と水平にオフセットされる数値を指定する。デフォルトでは、表
示させるものの左上の角はbpatcherの左上の角になっている（すなわ
ち、オフセットは0,0）。このオフセットはナンバー・ボックスで新規
にピクセル値を入力することによって変更することができる。デフォ
ルトはオフセットなし（すなわち、水平0、垂直0）。

Offsetナンバーボックスは、サブパッチの左上の角がbpatcherオブジェ
クトの表示領域内で水平、垂直にオフセットされる数値を指定するた
めに使用する。デフォルト値は水平、垂直両方とも0である。

Borderチェックボックスをチェックすると黒色の境界線がbpatcherの
周りに表示される。デフォルト表示はチェックなし（境界線なし）。

Embed Patcher in Parentチェックボックスは、別々のファイルで保存さ
れているサブパッチではなく、（パッチ・オブジェクトと同様に）メ
イン・パッチの一部としてサブパッチを保存し、埋め込むことができ
る。デフォルトはチェックなし（サブパッチは別々のファイルとして
保存される）。

Enable Drag-Scrollingチェックボックスをチェックすれば、Shift＋
Commandキー（Macintosh）あるいはShift＋controlキー（Windows）を押し
ながらbpatcherをクリックしてマウスをドラッグすることにより、ボ
ックス内にある可視部分の左上の角を動かすことが可能になる。デフ
ォルトはチェックなし（ドラッグ・スクロールは使用できない）。

Patcher Fileオプションは、Openボタンをクリックすることによって、
使用されるbpatcherのパッチ・ファイルを選択する。現在のファイル
名はボタンの左側のテキスト・ボックスに表示される。また、このボ
ックスにそのファイル名を入力するか、このボックスにFinderからフ
ァイルのアイコンをドラッグすることによってもパッチ・ファイルの
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可視型のサブ・パッチ



選択ができる。
Arguments to Patcherでは、メイン・パッチとともに保存されるパッチ
に対してのアーギュメントを設定する。

Revertボタンはインスペクターを開いてからのオブジェクトの設定値
の変更をすべて元に戻す。また、インスペクターを開いている時に、
EditメニューからUndo Inspector Changesを選ぶことによって、インス
ペクターウィンドウを開く前のオブジェクトの状態に戻すこともでき
る。

アーギュメント

なし。

出力

bpatcherが使用するパッチがoutletオブジェクトを持つならば、左から
右への順序でbpatcherオブジェクト・ボックスのアウトレットとして
現れる。

利用例

サブパッチの内容を表示する このパッチの内容をウィンドウに ..offsetメッセージを使って
表示することができ... 小さな bpatcher 内容にできる

参照

patcher パッチの中でサブ・パッチを作る
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする
thispatcher パッチにメッセージを送る

Tutorial 27 Your object（英文PDF参照）
Tutorial 28 Your argument（英文PDF参照）

bpatcher ボックス内に埋め込まれた
可視型のサブ・パッチ
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入力

整数 Bucketに現在格納されている数値が出力され、各数値は右のアウトレ
ットに移動し、次に数値を受け取った時に第1アウトレットから出力
する数値として格納される。

実数 整数に変換される。

リスト リストの中の最初の数値だけが使われる。

bang すべての格納された数値が出力されるが、それらの数値は移動しない。

freeze Bucketの出力を保留するが、新しく入ってくる数値は内部において移
動しながら格納し続ける。

thaw Bucketの出力を再開する。

roll 任意の数値が続くrollというメッセージによって、Bucketが一番右に格
納された数値をインプットとして使うようになる。従って、すべて格
納された数値は右に移動して出力され、そして一番右にあった数値は
一番左にあたかもインレットで受け取ったように格納される。

L2R インレットに数値を受け取る時にはいつでも、Bucketが左から右へ数
値を移動し格納するように設定する（デフォルト）。

R2L インレットに数値を受け取る時にはいつでも、Bucketが右から左へ数
値を移動し格納するように設定する。一番右のアウトレットに入力さ
れた数値があてがわれる。

set 数値が続くsetというメッセージは、各アウトレットにその数値を送り、
各アウトレットから送信される次の値として格納される。

l2r L2Rと同じ。

r2l R2Lと同じ。

アーギュメント

整数 オプション。アウトレット数を設定する。アーギュメントがない場合
は1つのアウトレットとなる。

Bucket 順番にアウトレットから
アウトレットへ数値を渡す
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出力

整数 数値が受け取られると、その数値はすぐに送信されないが、Bucketに
格納された数値が出力される。数値はすべて右のアウトレットへ移動
し、受け取った数値は一番左のアウトレットに格納される。

利用例

数値があるアウトレットから他のアウトレットへ移動する

参照

cycle 独立したアウトレットからデータの流れを出力する
Decode 1から0を特定のアウトレットから出力する
gate 入力を特定のアウトレットから出力する
spray 整数を、アウトレットの番号に従って分配する

Bucket 順番にアウトレットからアウト
レットへ数値を渡す
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入力

任意のメッセージ 任意のインレット：データをすべてのインレットに入力すると、その
インレットに対応するアウトレットからデータが出力される。そして、
すべてのインレットに再びデータが入力されるまで、出力を待つ。

clear 第1インレット：buddyオブジェクトに格納されているデータを消去す
る。

bang 任意のインレット：数値の0と同じである。

アーギュメント

整数 オプション。インレット（およびアウトレット）の数を指定する。ア
ーギュメントの指定をしない場合は、インレットとアウトレットは2
つずつ作成される。

出力

任意のメッセージ すべてのインレットにデータを受け取れば、右から左の順番で、対応
するアウトレットからデータが出力される。

利用例

入力が同時でなくても、出力は同時に起こる

参照

bondo 一群のメッセージを同期する
onebang bangメッセージの流れをコントロールする
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
swap 2つの数値の一連の順番を逆にする
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる
unpack リストを個々のメッセージに分割する

buddy 入力されたデータを同期させ、
それらを同時に出力する

63



入力

color 後に0から15までの数字が続くcolorというメッセージ、またはObjectメ
ニューのColorコマンドから利用可能なオブジェクト・カラーのうち
の一つによって、button内の円の色を設定する。buttonがbangを送信す
る時は常に黄色が点滅する。

任意のメッセージ 任意のメッセージをインレットに受け取ると、buttonは短く点滅しア
ウトレットからbangを出力する。

アーギュメント

なし。

出力

bang マウスクリックまたは任意のメッセージによって、buttonが点滅し
bangを出力する。buttonの上でのマウスクリックは同様の効果を持つ。

利用例

他のメッセージをトリガーし、処理を行わせる 他のメッセージを bangに変換

参照

bangbang 順番に複数のbangを出力する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
trigger 入力を順番に従って様々な場所へと出力する
ubutton 透明なボタン、bangを出力する

Tutorial 2 bang means “Do it!”（英文PDF参照）
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動作し、bangを送信する



入力

整数 入力された順に数値を格納する。

リスト すべての整数によるリストの数値は左から右へ順番に格納される。実
数やシンボルは無視される。

clear captureオブジェクトに格納されている内容を消去する。

count 格納されている数値の個数をMaxウィンドウに表示する

dump captureオブジェクトの内容を順番に出力する。

open captureオブジェクトをダブルクリックするのと同様で、captureオブジ
ェクトに格納されている数値が表示されているテキスト・ウィンドウ
が開く。

wclose テキスト・ウィンドウを閉じる。

write writeメッセージに続くシンボルによって、captureオブジェクトの内容
がテキストファイルで保存される。保存されたファイルは、Maxアプ
リケーションと同じフォルダに保存される。シンボルはファイル名と
して使用する。シンボルにフルパス名
（例、“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”）など、何も書かれてい
ない場合は、標準ファイル保存ダイアログが開く。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントで、数値を格納する個数の最大数を
設定する。アーギュメントに何も設定していない状態では、512個ま
で格納できる。入力が最大数を超えた時に、最も過去に格納された数
値が消去され、代わりに新しく入力された数値が格納される。

xまたはm オプション。第2アーギュメントがxの時には、すべての数値は16進数
でテキスト・ウィンドウに表示される。第2アーギュメントがmならば、
128以下は10進数、128以上は16進数で表示される。アーギュメントに
何も指定しなければ、すべての数値は10進数で表示される。

出力

整数 格納された内容がdumpメッセージによって、第1アウトレットから順
番に出力される。

パッチ・ウィンドウがロックの状態でcaputureオブジェクトをダブル

capture 数値やリストを入力順に格納し、
テキスト・ウィンドウに表示する
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クリックすると、テキスト・ウィンドウが開き格納されている数値が
表示される。テキスト・ウィンドウは内容を変更しないが、値をテー
ブルなど、別のファイルにペーストする時に役立つ。また、captureオ
ブジェクトは、テキスト・ウィンドウが開いている間も数値を格納し
続けている。

利用例

数値を集めて、テーブルにペーストする・・・　 ・・・または、何が起きているのか確認する

参照

Text 数値をテキスト・ファイルとしてフォーマットする

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）

capture 数値やリストを入力順に格納し、
テキスト・ウィンドウに表示する
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入力

実数 第1インレット：周波数領域での値の実数部。これは振幅と位相の極
座標に変換される。

第2インレット：周波数領域での値の虚数部。これは振幅と位相の極
座標に変換される。

アーギュメント

なし。

出力

実数 第1アウトレット：入力された値の極座標における振幅。

第2アウトレット：入力された値の極座標における位相。第1アウトレ
ットだけが接続されている場合は、位相の計算は行なわれない。

利用例

極座標を直交座標に変換する

参照

atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
poltocar 極座標を直交座標に変換する
pow 累乗を計算する

cartopol 直交座標から
極座標への変換
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注記：このオブジェクトは、Max 4.2以降のバージョンでは使用されない

入力

整数 0でCDドライブを停止する。1から始まるCDのトラック番号で、その
トラックの始めから再生を始める。

実数 浮動小数点で表される秒数から再生を始める。値はcdオブジェクトに
よって、分、秒、ブロックに置き換えられる。

リスト 3つの数字のリストは、分、秒、およびブロック（75分の1秒）を指定
し、CDドライブは指定された位置から再生を始める。

bang cdオブジェクトの左から3つの分のアウトレットからCDの現在の時間
位置を出力する。

drive driveメッセージに続く数値によって、マルチ・ディスクCDチェンジ
ャー機能の付いたCDドライブに対して、その番号のドライブに切り
替える。ドライブ番号は1から始まる。

eject 現在挿入されているCDをドライブから取り出す。ejectメッセージは、
FinderでCDアイコンをゴミ箱にドラッグすることと同じである。

endstop 設定された停止ポイントを消去する。

ff 早送り再生を行う。アーギュメントで何も指定されていなければ、現
在の位置から早送り再生をし、1つの数値が指定されていれば、その
トラック番号の始めから再生する。3つの数値からなるリストが指定
されている場合は、分／秒／ブッロクで指定した部分から再生する。

fstop 浮動小数点で表される秒数の位置に停止位置を設定する。値は分、秒、
およびブロックに置き換えられる。

init CDの内容一覧をMaxウィンドウに表示する。

pause CDドライブを一時停止させる。

resume CDドライブが一時停止の状態であれば、停止した位置から再生を始
める。

rewind CDを巻き戻しで再生する。アーギュメントに何も指定していない場
合は、再生している位置から巻き戻し再生を始める。1つの数値が指
定されている場合は、そのトラックの始めから巻き戻し再生を始める。
3つの数値からなるリストで指定されている場合は、分／秒／ブッロ
クで指定した部分から巻き戻し再生をする。

cd オーディオCDの再生を
コントロールする
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search searchに続く3つの数値（分、秒、ブロック）からなるリストで時間の
位置を検索する。検索するだけで、再生はされない。searchというメ
ッセージなしで、3つの数値から成るリストを送れば、その位置から
再生される。searchメッセージを用いれば、それを送った後のコマン
ドに対するCDの時間的な応答性が僅かながら改善されることになる。

select selectメッセージに続く、数字またはfirstからsixthまでのメッセージに
よって、使用するCDドライブを指定する。CDドライブを数値によっ
て指定する時は（例：select 1）、第1アーギュメントとして、CDドラ
イブのデバイスIDを指定する。CDドライブが1つだけの場合は、IDと
して0から7までのどの数値を指定しても構わない。0を指定すると、
ATAPIドライブが指定され、1から7まではSCSIドライブが指定される。
任意である第2アーギュメントは、選択されたCDドライブのバッファ
ー・サイズを設定する。

stop アーギュメントがない場合は、CDドライブを停止させる。3つの数値
のリストが後に続く場合は、指定された分、秒、ブロックの位置で自
動的に停止するように設定し、CDの再生が指定された位置に達する
と、自動的に停止する。endstopによって停止位置を削除するまで、自
動停止位置より先の部分は、コンピューターを再起動しても再生され
ないことに注意すること。

toc CDのインデックスの内容を、リストとして第4アウトレットから出力
する。リストは直接collオブジェクトに格納できる形式になっている。
リストは、トラック番号に続いて分、秒、ブロックの順に続く。出力
される最後のリストには、CDが終わる時間が出力される。tocメッセ
ージは、CDのトラック番号と現在位置を表示するパッチを作るため
に利用できる。

trackdurs CDのトラックの長さを設定する。これは、第2アウトレットからトラ
ック番号とその長さ（秒単位の実数）のリストで出力される。

volume volumeに続く0から255までの数値で、左右両方のチャンネルの音量を
設定する。0を指定すると消音になり、255で最大音量になる。volume
の後に、同じ数値範囲の2つの数値が続く場合は、1つ目の数値は左チ
ャンネルの音量を、2つ目の数値は右チャンネルの音量を設定する。

アーギュメント

整数 cdオブジェクトは2つのアーギュメントを持ち、いずれも任意である
（2番目のアーギュメントを指定するためには、両方のアーギュメント
を指定しなければならない）。最初のアーギュメントは、CDドライブ
のデバイスIDである。1つのドライブしかない場合には、0～7のどの
数値を指定しても構わない。0はATAPIドライブで、1から7までは
SCSIドライブである。2番目のアーギュメントは、CDが再生されてい

cd オーディオCDの再生を
コントロールする
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る間、cdオブジェクトがどれぐらいの頻度でCDの時間位置を出力す
るかを指定する。0を指定すると、bangを送るまで、cdオブジェクト
は時間位置を出力しない。

出力

cdオブジェクトが作られる時に、Maxウィンドウに、現在のCDのイ
ンデックス（それぞれのトラックの始まりの分、秒、ブロック）を表
示する。この表示は、分、秒、ブロックでCDの時間位置を指定する
時のガイドとして使用することができる。

また、上で述べたように、cdオブジェクトの2番目のアーギュメント
が0（初期値）ならば、時間位置は出力されない。2番目のアーギュメ
ントが指定されれば、指定された時間間隔で現在の時間位置が出力さ
れる。

整数 第1アウトレット：再生されているCDの分を出力する。

第2アウトレット：再生されているCDの秒を出力する。

第3アウトレット：再生されているCDのブロックを出力する。1秒は
75ブロックである。

リスト 第4アウトレット：一連のリストはtocメッセージに対応した出力であ
る。各リストは、トラック番号に続いて、トラックが始まる分、秒、
ブロックの値である。

利用例

ノートオンが入ることにより、 8 秒 63ブロック再生後に停止する C Dトラックの現在の時
トラック1を制御する 間位置を表示する

参照

appledvd Apple DVD Playerアプリケーションを制御する
past 数値がある値を超えた時に出力する
vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・プレーヤーをコントロ

ールする

cd オーディオCDの再生を
コントロールする
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入力

整数または実数 changeオブジェクトに格納されている数値と、入力された数値が異な
る場合に、その数値が出力され、格納されている数値と入れ替える。

set setメッセージに続く数値を入力すると、changeオブジェクトに格納さ
れている値を出力せずに、入れ替える。

mode modeメッセージに続く+を入力すると、入力された値が以前に入力さ
れた値よりも大きい場合だけ、第1アウトレットから1が出力される。
この状態では、changeオブジェクトは他の入力を受け付けない。また、
modeメッセージに続く-を入力すると、入力された値が以前に入力さ
れた値よりも小さい場合だけ、第1アウトレットから-1が出力される。
この状態でも、changeオブジェクトは他の入力を受け付けない。mode
メッセージだけであれば、changeオブジェクトに格納されている数値
と入力された数値が異なる場合にだけ、その数値が出力されるように
なる。これはデフォルトのモードである。

アーギュメント

整数または実数 オプション。changeオブジェクトで比較するための初期値を指定する。
このアーギュメントを指定しないならば、初期値は0である。

symbol 第2アーギュメントとして+または-を指定すると、changeオブジェク
トはそれぞれのモードに切り替わる。その後のmodeメッセージでも、
モードを切り替えることができる。

出力

整数 第1アウトレット：入力された数値が格納されている数値と異なる場
合に、その数値が出力される。

第2アウトレット：格納されている値が0で、入力した値が0でない場
合には1、それ以外は何も出力されない。

第3アウトレット：格納されている値が0以外で、入力した値が0の場
合には1、それ以外は何も出力されない。

change 数値の反復を取り除く
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利用例

必要のない反復を無視する

参照

Peak 数値が直前の値より上回る時に出力する
TogEdge 0と0以外の数値の変化を出力する
Trough 数値が以前の値より小さければ、それを出力する
!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する

Tutorial 15 Making decisions with comparisons（英文PDF参照）

change 数値の反復を取り除く
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入力

整数または実数 第1インレット：入力する数値がアーギュメントで指定された最小値
と最大値の範囲内で抑制され出力される。実数を入力したら、そのま
ま実数として出力される。

第2インレット：clipオブジェクトに指定する最小値を入力する。

第3インレット：clipオブジェクトに指定する最大値を入力する。

リスト リスト内のそれぞれの数は、アーギュメントで指定された最小値と最
大値の範囲内ならば、そのまま出力され、範囲外だったら、強制的に
指定した最小値、最大値に変換され出力される。

set setメッセージにつづく二つの数値で、clipオブジェクトに指定する最
小値と最大値を指定する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。最初の数値は最小値を、2番目の数値は最大値を指定し、
アウトレットから出力する前に、受け取った数値をこれらの範囲に強
制的に変更する。アーギュメントとして1つの数値のみを指定した場
合は、その数値を最小値と最大値として扱う。アーギュメントを指定
しなければ、最小値と最大値はともに0となる。

出力

整数 整数がインレットに入力された時に、指定されたアーギュメントの範
囲に変更された数値が出力される。入力が指定した最小値と最大値の
範囲内であれば、そのまま数値は出力される。最小値以下なら、最小
値が出力される。最大値以上なら、最大値が出力される。

実数 実数がインレットに入力された時にも、指定された最小値と最大値の
中の範囲に変更された数値が出力され、実数で出力される。

リスト リストがインレットに入力された時は、リストに含まれる数値のそれ
ぞれが、指定された最小値と最大値の範囲に変更され、リストとして
出力される。

clip 一定の範囲に
数値を制限する
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利用例

数は指定された範囲内に保たれる

参照

maximum 数値のリストの中で最も大きい値を出力する
minimum 数値のリストの中で最も小さい値を出力する
split 数値を範囲によって振り分ける
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

clip 一定の範囲に
数値を制限する
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入力

整数または実数 第1インレット：0以外の数値を入力すれば、clockerオブジェクトが動
作する。clockerオブジェクトが動作すると、時間が一定の間隔で出力
され、0を入力すると止まる。clockerオブジェクトの動作中に0以外の
数値が入力されれば、いったん時間が0にリセットされ、その時点か
らの時間が一定の間隔で出力される。

第2インレット：出力する時間間隔をミリ秒単位で入力する。ここに
入力された時間間隔で、clockerオブジェクトは経過時間を出力する。
第2インレットに数値を入力しても、次のclockerオブジェクトの時間
が出力されるまでは、時間間隔は変更されない。

bang 第1インレット：clockerオブジェクトを動作させる。

stop 第1インレット：clockerオブジェクトを停止させる。

clock 既存のsetclockオブジェクトの名前が後に続いたclockメッセージによ
って、clockerオブジェクトにMax内部のミリセカンド・クロックでな
く、setclockオブジェクトによってコントロールされるように設定す
る。clockメッセージだけであれば、Maxの通常のミリセカンド・クロ
ックを使用する設定に戻す。

reset 時計を停止や再開せずに、経過時間を0にリセットする。clockerオブ
ジェクトは同じ時間間隔で、新しい経過時間を出力し続ける。clocker
オブジェクトが動作していない場合は、経過時間は常に0にリセット
されているので、このメッセージは無意味である。

アーギュメント

整数 第2アーギュメントが1の場合には、clockerオブジェクトはOMSのタイ
ミングによってコントロールされる（OMSがインストールされていな
い場合は、MIDIマネージャーを用いる）。これは他のOMS互換アプリ
ケーションとMaxを連動させるために役立つ。第2アーギュメントが0
または存在しないならば、clockerオブジェクトはMaxの内部ミリセカ
ンド・クロックを使用する。

出力

整数 clockerオブジェクトを動作させると、その時点からの経過時間がミリ
秒単位で出力される。最初の出力は常に0であり、clockerオブジェク
トが動作すると、ただちに出力される。

clocker 一定の間隔で
経過時間を出力する
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利用例

経過時間を得る 時間の関数として数値を発生させる

参照

metro 一定の時間間隔でbangメッセージを出力する
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コントロ

ールする
tempo メトロノームのようなテンポで数値を出力する
timer 2つのイベント間の経過時間を出力する

Tutorial 31 Using timers（英文PDF参照）

clocker 一定の間隔で
経過時間を出力する
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入力

インレットは存在しない。パッチ・ウィンドウが閉じた時に出力が発
生する。

出力

bang パッチ・ウィンドウを閉じると、自動的にbangが出力される。

利用例

ウィンドウが閉じられた時に、 ウィンドウが閉じられた時に、
動作のプロセスを止める 音とサスティン・ペダルを切る

参照

active パッチ・ウィンドウがアクティブであれば1を、そうでなければ0 を出力
button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
loadbang パッチが読み込まれた時に自動的にbangを出力する

Tutorial 40 Automatic actions（英文PDF参照）

closebang パッチ・ウィンドウが
閉じられた時にbangを出力する
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入力

リスト 1番目の数値をアドレス（coll内の格納場所）として、その数値に続く
リスト（collは構成要素が250までのリストを格納できる）を格納する。
アドレスは常に整数で与える。

整数 collに格納されているメッセージのアドレスを検索する。そのアドレ
スに何らかのメッセージが格納されている場合は、そのメッセージが
第1アウトレットから出力される。

実数 単独でアドレスの指定として受け取った場合は、整数に変換される。
格納されるメッセージの一部として入力した場合は、実数のまま格納
される。

bang 効果はnextメッセージと同様である。

（Get info..） collオブジェクトは格納されている内容を、そのcollオブジェクトを含
むパッチの一部として保存することができる。そのためには、パッ
チ・ウィンドウがアンロック状態の時、collオブジェクトを選択し、
ObjectメニューからGet Info..を選択し、Save coll with patcherにチェッ
クを入れれば良い。

assoc assocはシンボルと数値をアーギュメントに持つ。その数値のアドレス
が既に存在している場合、このシンボルと数値によって、シンボルと
アドレスを関連付ける。関連付けを行うと、collが受け取ったシンボ
ルはアドレスに変換されて解釈され、シンボルによっても関連づけら
れたアドレスのメッセージを出力させることができる。0以外の数値
アドレス1つにつき、最大で1つのシンボルを関連付けることができる。
0のアドレスにはシンボルを関連付けることはできない。（注記：特定
のシンボルが既にアドレスとして使用されている、または関連付けら
れている場合に、このメッセージを入力すると、それまでアドレスに
関連付けられていたシンボルの情報は消えてしまう。）

clear 格納されているすべての情報を消去する。

deassoc deassocはシンボルと数値をアーギュメントに持ち、指定したシンボル
とアドレスの関連付けを解除する。解除されたシンボルはcollにおい
て何の意味もなさなくなる。

delete 機能はremoveメッセージと類似している。ただし、指定したアドレス
が数値である場合、それより大きいすべてのアドレスの値を1ずつ減
らす。

dump 第2アウトレットから格納しているメッセージのアドレスを、第1アウ
トレットからはメッセージを、格納されている順にすべて出力する。
dumpの処理が終わると、第4アウトレットからbangが出力される。

coll 様々な種類のメッセージを
格納し、編集する
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end アドレスのポインター（goto、next、prevメッセージでも使われる）を、
coll内の最後のアドレスに設定する。

filetype filetypeはシンボルをアーギュメントに持ち、collオブジェクトが読み
書きするファイル・タイプを指定する。ファイル・タイプは標準的な
4つの文字からなる文字列で指定する（例えば、filetype ffoo）。アーギ
ュメントを持たないfiletypeメッセージを受け取ると、ファイルタイプ
の設定は初期値であるMax binaryとテキストファイルに戻される。

flags 通常、collの内容はパッチャーウィンドウを閉じる時に、パッチとと
もに保存されない。flags 1 0というメッセージを入力すると、collオブ
ジェクトの内容はそのcollオブジェクトを含むパッチの一部として保
存されるようになる。flags 0 0というメッセージを入力すると、collオ
ブジェクトの内容は保存されなくなる。

goto gotoは数値またはシンボルをアーギュメントとして持ち、ポインター
を数値またはシンボルで指定したアドレスに設定する。指定したアド
レスが存在しない場合は、ポインターは先頭のアドレスに設定される。
標準の初期設定では、ポインターは先頭のアドレスに設定されている。

insert insertは数値とメッセージをアーギュメントとして持ち、数値によって
指定されたアドレスにメッセージを挿入する。必要であれば、指定し
た数値以上のすべてのアドレスの値に1を加算する。

length collに格納されているメッセージの個数を第1アウトレットから出力す
る。lengthメッセージはgrabオブジェクトと組み合わせて使用すると、
うまく使うことができる。

max collに格納されている単独の数値（リストやシンボルは含まない）の
中で、最大の値を第1アウトレットから出力する。maxメッセージは
grabオブジェクトと組み合わせて使用すると、うまく使うことができ
る。

merge mergeはアドレスとメッセージをアーギュメントとして持ち、既に指
定したアドレスに格納されているメッセージの後にメッセージを追加
する。アドレスが存在していない場合は、新たに作成される。

min collに格納されている、単独の数値（リストやシンボルは含まない）
の中で、最小の値を第1アウトレットから出力する。minメッセージは
grabオブジェクトと組み合わせて使用すると、うまく使うことができ
る。

next ポインターで指定されているアドレスを第3アウトレットから出力し、
そのアドレスに格納されているメッセージを第1アウトレットから出
力し、ポインターを次のアドレスに進める。アドレスが数値ではなく
シンボルである場合、第3アウトレットからは0が出力される。ポイン
ターが最後のアドレスまで来ると、次は最初のアドレスに戻る。（注

coll 様々な種類のメッセージを
格納し、編集する
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記：数値のアドレスは昇順で格納される。シンボルのアドレスは、す
べての数値アドレスの後に、collに追加された順番で格納される。）
nextメッセージの直前にprevメッセージを受け取れば、nextメッセージ
は直前に出力される値のアドレスよりも、1つ大きいアドレスに格納
されている値を出力することになる。

nstore nstoreは数値とシンボル（またはシンボルと数値）、その後に他のメッ
セージが続く形のアーギュメントを持ち、指定した数値のアドレスに
メッセージを格納する。そして同時に、指定したシンボルが指定した
アドレスに関連付けられる。（これは、整数のアドレスにメッセージ
を格納し、その後、assocメッセージを使ってシンボルとこのアドレス
を関連付ける場合と同じ機能である。）

nsub nsubはアドレス、要素の順番、その他に数値またはシンボルを続ける
形でアーギュメントを持ち、指定したアドレスに格納されているメッ
セージの中の一つの要素を置き換える。（例：nsub pgms 4 7 はアドレ
スpgmsに格納されたメッセージの内、4番目の要素を7に置き換える。）
数値とシンボルは、この方法で置換することができる。

nth nthはアドレスと数値をアーギュメントに持ち、指定したアドレスのメ
ッセージからn番目（数値で指定される）の要素を取り出し、第1アウ
トレットから出力する。（例：nth pgms 4 はpgmsというアドレスの格納
されているメッセージから4番目の要素を出力する。）

open collオブジェクトのテキスト編集ウィンドウを開く。また、このウィ
ンドウは一番手前に開く。

prev nextと同様の出力をするが、ポインターのアドレスは増加するのでは
なく減少する。ポインターが最初のアドレスにある時は、次は最後の
アドレスに移動する。prevメッセージの直前にnextメッセージを受け
取ると、prevメッセージは直前に出力されたアドレスよりも1つ小さい
アドレスに格納されている値を出力することになる。

read アーギュメントのないreadメッセージを受け取ると、標準ファイル・
ダイアログが開き、collに読み込むファイルを選択することができる。
readにアーギュメントとしてシンボルで表すファイル名が続くと、そ
のファイルを探し出してcollに読み込む。

readagain 直前に読み込んだファイルを再び読み込む。以前に一度もreadまたは
readagainメッセージをcollが受け取っていない場合は、readagainメッセ
ージはreadメッセージとして扱われ、標準ファイル・ダイアログが表
示される。

refer referには他のcollオブジェクトの名前が続き、collオブジェクトが受け
取るメッセージは、その名前のオブジェクトのデータに対して実行さ
れるようになる。

coll 様々な種類のメッセージを
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ファイルの読み込みやインレットからのメッセージ格納だけでなく、
タイプ入力によってもcollにデータを格納することができる。collオブ
ジェクトの上にマウス・カーソルを置いてダブルクリックすると、編
集ウィンドウが開き、collの内容がテキストとして表示される。この
ウィンドウ上でデータを修正をすることができる。

手作業での格納データの編集や、他のファイルからの読み込みをする
ためには、collオブジェクトに格納されるテキスト・データの正しい
フォーマットを知っている必要がある。各々のメッセージはcollオブ
ジェクト内で別々の行に格納される。それぞれの行のフォーマットは、
アドレス（整数またはシンボル）、アドレスに関連付けられたシンボ
ル（アドレスが整数の場合）、カンマ（アドレスとアドレスに格納さ
れているデータを分けるため）、データ（どんなものでも構わない）、
そして各行の終わりにセミコロンが置かれる。次のような行があると
すると、

3 reset, set 4.7;

3はアドレスの数値、resetはアドレスに関連付けられたシンボル、そ
してset 4.7がメッセージとして格納される。

100, 200, 300, 400の値をそれぞれアドレスの1, 2, 3, 4に格納する場合は、
以下の通りである。

1, 100;
2, 200;
3, 300;
4, 400;

remove removeは数値またはシンボルをアーギュメントに持ち、指定したアド
レスと含まれるデータを削除する。

renumber collオブジェクト内のデータに連続なアドレスを昇順で関連付ける。
アーギュメントとしてアドレスの開始番号を指定する。以下はcollに
renumber 1メッセージを送る前と送った後の例である。

処理前 処理後
4, apple; 1, apple;
6, banana; 2, banana;
3, cherry; 3, cherry;
9, durian; 4, durian;

sort sortメッセージは2つのアーギュメントを持つ。1つ目のアーギュメン
トが-1である場合、coll内の項目は昇順に並び替えられる。1つ目のア
ーギュメントが1の場合、coll内の項目は降順に並び替えられる。

coll 様々な種類のメッセージを
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2つ目のアーギュメントは並び替えに、どのデータを使用するかを指
定する。2つ目のアーギュメントが-1である場合、アドレスの数値
（またはシンボル）が使用される。2つ目のアーギュメントがないか、
または0である場合、データの最初の項目が使用されれる。2つ目のア
ーギュメントが1以上の場合、データの2つ目（以降）の項目が使用さ
れる。

store storeはなんらかの（多くの場合は1単語の）シンボルとメッセージを
アーギュメントに持ち、シンボルをアドレスとしてメッセージを格納
する。（例：store triad 0 4 7はリスト0 4 7をtriadというアドレスに格納す
る。）

sub nsubと同様の機能である。ただし、要素の置き換え後に、指定したア
ドレスに格納されたメッセージが出力される。

swap swapメッセージは、アドレスを示す2つの数値またはシンボルをアー
ギュメントとして持ち、それぞれのアドレスに格納されたデータを入
れ替える。例えば、collの内容が以下の通りである場合、

1, 400;
2, 700;

ここで、collがswap 1 2メッセージを受け取ると、以下のように変化す
る。

1, 700;
2, 400;

subsym データにアドレスとして関連付けられたシンボルを変更する。subsym
の1つ目のアーギュメントは新しくアドレスとして使用されるシンボ
ル、2つ目のアーギュメントは入れ替えられるシンボルである。例え
ば、collの内容が以下の通りである場合、

jill, 40 50 60

ここで、collがsubsym jack jillメッセージを受け取ると、以下のように
変化する。

jack, 40 50 60

シンボル collに格納されているメッセージのアドレスを参照する。このシンボ
ルのアドレスにメッセージが格納されている場合、そのメッセージは
第1アウトレットから出力される。シンボルは、必須ではないが、単
語symbolに続けて使用されることもある。

wclose collオブジェクトのテキスト編集ウィンドウを閉じる。

write 標準ファイル保存ダイアログを表示し、独立したファイルとしてcoll

coll 様々な種類のメッセージを
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の内容を保存することができる。writeにアーギュメントとしてシンボ
ルを与えると、与えたシンボルをファイル名として直ちにcollの内容
が保存される。

writeagain 直前にcollの内容を保存したファイルに上書き保存する。まだ一度も
writeメッセージやwriteagainメッセージでファイルへの保存を行ってい
ない場合、writeagainはwriteメッセージとして扱われ、ファイル保存ダ
イアログが表示される。

インスペクター

collオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選
択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任意
のcollオブジェクトを選択することで、panelオブジェクトのインスペ
クターをフローティング・ウィンドウに表示することができる。coll
オブジェクトを選び、オブジェクト・メニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

Save coll with patcherにチェックを入れると、collオブジェクトの内容
はそのcollオブジェクトを含むパッチの一部として保存されるように
なる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。パッチが読み込まれた時に、自動的にcollオブジェクト
に読み込まれるファイルの名前を指定する。読み込まれるファイルの
内容はcollで扱える適切なフォーマットでなければならない。同じ名
前を持つすべてのcollオブジェクトはどれも同じデータを共有する。
実際のファイルを必要としない場合でも、設定したファイル名は複数
のcollオブジェクトでデータを共有するための識別子として使用する
ことができる。

出力

任意のメッセージ collに格納されているメッセージが第1アウトレットから出力される。
メッセージがシンボル1つのみである場合、シンボルの前にsymbolが
付加されて出力される。

整数 第1アウトレット：lengthメッセージを受け取ると、collに格納されて
いるメッセージの数が出力される。

coll 様々な種類のメッセージを
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整数またはシンボル 第2アウトレット：bang, dump, next, prev, subのいずれかによって第1ア
ウトレットからメッセージが出力される時に、アドレスが出力される。

bang 第3アウトレット：ファイルの読み込みや、データのファイルへの保
存が完了すると、bangが出力される。

第4アウトレット：dumpメッセージに対し、第1アウトレット、第2ア
ウトレットから、格納されたすべてのアドレスとメッセージの出力が
完了すると、bangが出力される。

利用例

複雑なメッセージが1つの数値やシンボルで呼び出される

連続した next メッセージ、prevメッセージの結果

参照

bag 数値の集合を格納する
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する
funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する

Tutorial 37 Data Structures（英文PDF参照）
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colorpickerオブジェクトは、Mac OSのモーダル・ダイアログを使い、複数の異なるカラ
ー・システムで色を選択しする。カラー・システムの種類は、CMYK、HLS、HSV、
HTML、RGB、クレヨンモードである。

入力

（マウス） colorpickerオブジェクトをダブルクリックすると、モーダル・ダイア
ログが開く。パッチがロックされていない状態では、commandキー
（Macintosh）あるいはcontrolキー（Windows）を押した状態でダブルクリ
ックすると、モーダル・ダイアログが開く。

bang colorpickerオブジェクトをダブルクリックする事と同じである。

list 0から255までの3つの数値のリストで、モーダル・ダイアログが開か
れる時のデフォルトのRGBカラーを設定する。

setprompt setpromptメッセージに続く文字列で、モーダル・ダイアログのラベル
を設定する。変更を行った後にダイアログボックスを開いた時点で、
この設定が反映される。

出力

リスト モーダル・ダイアログを開き、色を選択した後に、OKボタンをクリ
ックすると、選択した色のRGB値のリストが出力される。モーダル・
ダイアログで、Cancelボタンをクリックした場合は、メッセージは出
力されない。

利用例

色を表示する、あるいは選択されたRGB値を得る

参照

panel 色のついた背景領域
swatch RGBカラーの選択と表示のためのカラー・スウォッチ

colorpicker モーダル・ダイアログに
よって色を選択する
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入力

commentオブジェクトはインレットがなく、入力もない。パッチ・ウ
ィンドウがエディット・モードになっている時に、commentオブジェ
クトのボックスにテキストをキーボード入力できる。パッチ・ウィン
ドウがロックされている時は、commentオブジェクトのボックスの破
線の外枠は見えなくなり、書き込んだテキストだけが見える状態にな
る。フォントやボックスのサイズを変えることによって、commentオ
ブジェクトの外観を変更することができる。

commentオブジェクトのフォントとサイズは、Fontメニューで変える
ことができる。

インスペクター

commentオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のcommentオブジェクトを選択することで、commentオ
ブジェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示す
ることができる。commentオブジェクトを選び、Objectメニューから
Get Info...を選択することでも、インスペクターを表示することがで
きる。

commentオブジェクトのインスペクターでは、以下の設定ができる。

Two-bite Compatibleオプションをチェックすることによって、日本語
や中国語などの2バイトの文字をcommentオブジェクトに表示するこ
とができる（デフォルトではチェックされていない）。

Colorオプションではカラー・ピッカーやRGBの値によって、comment
オブジェクトのテキストの色を変えられる。デフォルトのテキストの
色は黒（0,0,0）である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。
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出力

commentオブジェクトにはアウトレットはなく、出力もない。このオ
ブジェクトを利用しても、パッチの機能に影響することはない。

利用例

説明 ラベル 機能を示す
（ ubuttonオブジェクトに覆われている）

参照

ubutton 透明なボタン、bangを出力する

Tutorial 5 toggle and comment（英文PDF参照）
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注記：このオブジェクトは、Max 4.1以前のバージョンでは使用できない

入力

任意のシンボル シンボルとしてのファイル名かパス。conformpathオブジェクトは、パ
スをあるpathstyle（例、セパレータとしてコロンあるいはスラッシュを
使用するパス形式）およびpathtype（絶対パス、相対パス、起動ディス
クからの相対パス、Cycling 74フォルダを基準とする相対パスのいず
れかのパスの種類）から、別の形式および種類へ変換する。これは
absolutepathおよびrelativepath両オブジェクトの機能を包括するもので
ある。

pathstyle pathstyleに続けてパス形式を指定すると、出力パス名を指定した形式
で表示する。選択できるパス形式には以下のようなものがある。

colon colonのパス形式を指定すると、オブジェクト間で
パス名をやり取りする際に、コロン（:）をパスの区
切りとして使用する。これは、Macintosh版のMax
4.2以前のバージョンで使用されていたパス形式で
ある。
（注記：Macintoshでの標準パス形式はコロンを使
用したものなので、native_macというパス形式は用
意されていない。）

max デフォルト。maxのパス形式を指定すると、現在使
用しているバージョンのMaxが使用しているパス
形式を選択して、オブジェクト間でパス名をやり
取りする際に選択する。

native nativeのパス形式を指定すると、現在使用している
OSでの標準形式をパス形式として使用する。
（注記：nativeのパス形式を使用すると、絶対パス
のみが使用するパスの種類として選択できる。）

native_win native_winのパス形式を指定すると、Windowsでの
標準パス形式（バックスラッシュあるいは日本語
環境では¥がパスの区切りとなる）がパス形式とし
て使用される。
注記：native_winのパス形式を表示用以外に使用す
ることは推奨しない。Max/MSPでは、バックスラ
ッシュ（\）は特殊文字の特別な役割を無効にする
ために使用されるため、メッセージボックスや
sprintf、collなどのテキストを解析するオブジェク
トで混在させて使用すると問題が生じる場合があ
る。

conformpath
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slash slashのパス形式を指定すると、オブジェクト間で
パス名をやり取りする際に、スラッシュ（/）をパ
スの区切りとして使用する。

pathtype pathtypeに続けてパスの種類を指定すると、出力パス名を指定した種
類のフォーマットで表示する。選択できるパスの種類には以下のよう
なものがある。

absolute absoluteを指定すると、フォルダやファイルの出力
パス名を絶対パスに変換してシンボルとして出力
する。

boot bootを指定すると、フォルダやファイルの出力パス
名を起動ディスクを基準とした相対パスに変換し
てシンボルとして出力する。もしファイルが起動
ディスクから辿れない場合は、conformpathオブジ
ェクトは第2アウトレットから0を出力し、第1アウ
トレットからの出力パス名は変換されずにそのま
ま出力される。

C74 C74を指定すると、フォルダやファイルの出力パス
名をCycling 74フォルダを基準とした相対パスに変
換してシンボルとして出力する。もしファイルが
Cycling 74フ ォ ル ダ か ら 辿 れ な い 場 合 は 、
conformpathオブジェクトは第2アウトレットから0
を出力し、第1アウトレットからの出力パス名は変
換されずにそのまま出力される。

ignore デフォルト。ignoreを指定すると、フォルダやファ
イルの出力パス名を変換せずにそのまま出力する。

relative relativeを指定すると、フォルダやファイルの出力
パス名をMaxのアプリケーションフォルダを基準
とした相対パスに変換してシンボルとして出力す
る。もしファイルがアプリケーションフォルダか
ら辿れない場合は、conformpathオブジェクトは第2
アウトレットから0を出力し、第1アウトレットか
らの出力パス名は変換されずにそのまま出力され
る。

アーギュメント

シンボル オプション。出力に使用されるパスの種類をシンボルで指定すること
ができる。指定できるパスの種類には以下のようなものがある。

conformpath
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absolute absoluteを指定すると、フォルダやファイルの出力
パス名を絶対パスに変換してシンボルとして出力
する。

boot bootを指定すると、フォルダやファイルの出力パス
名を起動ディスクを基準とした相対パスに変換し
てシンボルとして出力する。

C74 C74を指定すると、フォルダやファイルの出力パス
名をCycling 74フォルダを基準とした相対パスに変
換してシンボルとして出力する。

ignore ignoreを指定すると、フォルダやファイルの出力パ
ス名を変換せずにそのまま出力する。

relative relative指定すると、フォルダやファイルの出力パ
ス名をMaxのアプリケーションフォルダを基準と
した相対パスに変換してシンボルとして出力する。

シンボル オプション。出力に使用されるパス形式を指定することができる。指
定できるパス形式には以下のようなものがある。

colon colonのパス形式を指定すると、オブジェクト間で
パス名をやり取りする際に、コロン（:）をパスの
区切りとして使用する（詳細は入力の項を参照）。

max maxのパス形式を指定すると、現在使用しているバ
ージョンのMaxが使用しているパス形式を選択し
て、オブジェクト間でパス名をやり取りする際に
選択する。

native nativeのパス形式を指定すると、現在使用している
OSでの標準形式をパス形式として使用する（詳細
は入力の項を参照）。

native_win native_winのパス形式を指定すると、Windowsでの
標準パス形式がパス形式として使用される（詳細
は入力の項を参照）。
注記：native_winのパス形式は、表示用以外に使用
することは推奨しない。

slash slashのパス形式を指定すると、オブジェクト間で
パス名をやり取りする際に、スラッシュ（/）をパス
の区切りとして使用する。

conformpath

90

パス名の表記方法を異なるパス形式
または種類に変換する



出力

シンボル 指定されたパス形式および種類で、フォルダまたはファイルのパス名
を出力する。

整数 第2アウトレット：ファイルまたはフォルダのパス名が、指定された
形式および種類で出力された場合は1が出力される。もし、（相対パス
を辿ることができない場合など）指定された通りに出力されなかった
場合は、0が出力される。

利用例

getsystemメッセージを使用してプラットフォーム間のパス名の表記を自動的に変換する

参照

absolutepath ファイル名を絶対パスに変換する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
relativepath 絶対パスを相対パスへ変換する
savedialog 保存するファイルの名前を尋ねるダイアログを開く
strippath フル・パス名からファイル名を取得する

conformpath
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入力

実数 コサイン関数への入力。

bang cosオブジェクトに現在格納されている数値でコサイン関数を計算す
る。アーギュメントがなければ、cosオブジェクトは初期値として0を
持つ。

アーギュメント

なし。

出力

実数 入力された値のコサイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数

cos コサイン関数
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入力

整数または実数 双曲線コサイン関数への入力。

bang coshオブジェクトに現在格納されている数値で双曲線コサインの計算
を行なう。アーギュメントがなければ、coshオブジェクトは初期値と
して0を持つ。

アーギュメント

なし。

出力

整数または実数 入力された値の双曲線コサイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数

cosh 双曲線コサイン関数
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入力

bang 第1インレット：bangを入力し、現在のカウントされた数値を出力す
る。

第2インレット：カウントの増減方向を変更する。

第3インレット：指定された最小値にcounterオブジェクトをリセット
する。リセット後の数値は、次の第1インレットへのbangメッセージ
によって出力される。

第4インレット：指定された最小値にcounterオブジェクトをリセット
して、すぐにその値を出力する。

第5インレット：指定された最大値にcounterオブジェクトをリセット
する。リセット後の数値は、次の第1インレットへのbangメッセージ
によって出力される。

整数 第1インレット：bangと同じ効果である。

第2インレット：カウントの増減方向を設定する。0なら最小値からカ
ウント・アップする。1なら最大値からカウント・ダウンする。2なら
最小値から最大値へカウント・アップした後、最大値から最小値へカ
ウント・ダウンすることを繰り返す。

第3インレット：入力された数値によって、counterオブジェクトから
出力される次の値を設定する。入力された数値が最小値より小さい値
の場合は、最小値は入力された値に設定される。最大値は変わらない。
入力された数値が最大値より大きい値の場合は、最大値は入力された
値に設定されるが、最小値も最大値と同じ値になる。

第4インレット：入力された数値によって、counterオブジェクトから
出力される数値を設定して、すぐにその数値を出力する。入力された
数値が最小値より小さい値の場合は、最小値は入力された値に設定さ
れる。最大値は変わらない。入力された数値が最大値より大きい値の
場合は、最大値は入力された値に設定されるが、最小値も最大値と同
じ値になる。

第5インレット：counterオブジェクトによって出力される最大値を設
定する。この数値が現在の最小値より小さければ、最大値は最小値よ
りも1大きな数値に設定される。

counter bangメッセージを
カウントし、回数を出力する
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実数 第1インレット：bangと同じ効果である。

set 第1インレット：setメッセージに続く数値を、counterオブジェクトの
値として設定する。設定後の数値は、次の第1インレットへのbangメ
ッセージによって出力される。

jam 第1インレット：jamメッセージに続く数値を。counterオブジェクトの
値として設定し、すぐにその値を出力する。

goto 第1インレット：setと同じ効果である。

up 第1インレット：最小値からカウント・アップする。

down 第1インレット：最大値からカウント・ダウンする。

updown 第1インレット：最小値から最大値へのカウント・アップと、最大値
から最小値へのカウント・ダウンを交互に繰り返す。

inc 第1インレット：counterオブジェクの値を増加して出力する。これは、
通常の増減方向の設定に関係なく行われる。

dec 第1インレット：counterオブジェクトの値を減少させて出力する。こ
れは、通常の増減方向の設定に関係なく行われる。

next 第1インレット：bangメッセージと同じ効果である。

min 第1インレット：minメッセージに続く数値を、counterオブジェクトの
最小値として設定する。数値が現在の最大値より大きい値ならば、最
小値は最大値と同じ値に設定される。

max 第1インレット：maxメッセージに続く数値を、counterオブジェクトの
最大値として設定する。数値が現在の最小値より小さければ、最大値
は最小値よりも1大きな数値に設定される。

carrybang 第1インレット：出力される値が最大値に達した時に、bangメッセー
ジを第3アウトレットから出力するように設定する。また、出力され
る値が最小値に達した時に、bangメッセージを第2アウトレットから
出力するように設定する。（デフォルトでは、counterオブジェクトは
bangの代わりに1を出力する）

carryint 以前に受け取ったcarrybangメッセージの効果を元に戻す。counterオブ
ジェクトが最小値と最大値に達した時に、bangの代わりに1と0を第2
アウトレットと第3アウトレットから出力するよう、counterオブジェ
クトをリセットする。

counter bangメッセージを
カウントし、回数を出力する
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アーギュメント

整数 オプション。アーギュメントが1つだけならば、counterオブジェクト
の最大値の初期値を設定する。アーギュメントが2つならば、最初の
数値は最小値の初期値を設定し、2番目の数値は最大値の初期値を設
定する。アーギュメントが3つならば、最初の数値はcounterオブジェ
クトの増減方向を設定し、2番目の数値は最小値を設定し、3番目の数
値は最大値を設定する。アーギュメントがないならば、最小値は0で
最大値はない。

出力

整数 第1アウトレット：bangが入力された時や数値を第1インレットから受
け取った時に、現在のカウントされている数値が、指定されている最
小値と最大値の範囲内で出力される。counterオブジェクトの増減方向
がカウント・アップまたはカウント・アップ＆ダウンの場合は、最小
値からカウントを始める。増減方向がカウント・ダウンの場合には、
最大値からカウントが始まる。

第2アウトレット：counterオブジェクトの数値が減少し、最小値に達
した時に、1が出力される。最小値でない場合には、0が出力される。

第3アウトレット：counterオブジェクトの数値が増加し、最大値に達
した時に、1が出力される。最大値でない場合には、0が出力される。

第4アウトレット：counterオブジェクトの数値が最大値に達した回数
をカウントする。最大値に達する度に、数値は出力される。

bang 第2アウトレット：carrybangが第1インレットに入力された場合に、
counterオブジェクトの数値が減少し、最小値に達した時に、bangが出
力される（デフォルトでは1が出力される）。最小値でない場合には、
何も出力されない。

第3アウトレット：carrybangが第1インレットに入力された場合に、
counterオブジェクトの数値が増加し、最大値に達した時に、bangが出
力される（デフォルトでは1が出力される）。最大値でない場合には、
何も出力されない。

counter bangメッセージを
カウントし、回数を出力する
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利用例

イベントの回数を数える、または、連続するループを作成する

参照

tempo メトロノームのようなテンポで数値を出力する

Tutorial 31 Using timers（英文PDF参照）

counter bangメッセージを
カウントし、回数を出力する
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入力

（MIDI） ctlinオブジェクトはMIDI入力デバイスからMIDIコントロール・チェ
ンジ・メッセージの入力を受信する。

port portメッセージに続くaからzまでの文字、またはMIDI入力デバイス名
によって、どのポートからMIDIコントロール・チェンジ・メッセージ
を受信するかを設定する。portメッセージは任意であり、省略するこ
ともできる。

set setメッセージに続く0から127の数値によって、ctlinオブジェクトが受
信するコントロール・ナンバーを特定する。このメッセージは、特定
のコントロール・ナンバーが元々アーギュメントによって指定されて
いる場合にだけ有効である。ctlinオブジェクトにアーギュメントが何
も指定されていなければ、このメッセージは無視される。

enable enable 0というメッセージを入力すると、入力後に受け付けるMIDIメ
ッセージを無視して、ctlinオブジェクトの動作を止める。0以外の任
意の数値が続く場合は、パッチ・ウィンドウのMIDIイネーブル・ボッ
クスやpcontorolオブジェクトによって動作を止めていても、再びctlin
オブジェクトは動作するようになる。

（マウス） ctlinオブジェクトをダブルクリックすると、OMS入力デバイスをリス
トから選択するダイアログが開く。

アーギュメント

a～z オプション。受信されるコントロール・メッセージを受け取る1つの
MIDIポートを指定する。アーギュメントに何もなければ、ctlinオブジ
ェクトは、すべてのポートから受信する。

（MIDI入力デバイス名）
オプション。最初のアーギュメントとして、MIDI入力デバイスの名
前を指定することもできる。

整数 MIDIポートを指定するアーギュメントに続くアーギュメントは、ctlin
が認識する1つのコントロール・ナンバーを指定する。アーギュメン
トとしてコントロール・ナンバーを指定していない場合や、負の数を
指定した場合は、ctlinオブジェクトはすべてのコントロール・ナンバ
ーを認識する。1つのコントロール・ナンバーを指定する場合は、コ
ントロール・ナンバーを出力するアウトレットは不要になるので、そ
のアウトレットは作られない。

コントロール・ナンバーのアーギュメントに続くアーギュメントは、
コントロール・メッセージを受信するMIDIチャンネルを指定する。
MIDIチャンネルのアーギュメントを指定しなければ、ctlinオブジェク

ctlin MIDIコントロール・
チェンジを受信する
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トはすべてのチャンネルからのコントロール・メッセージを受け取
る。このアーギュメントを使用するには、コントロール・ナンバーを
アーギュメントとして指定する必要がある。コントロール・ナンバー
を指定しないでチャンネルを指定する場合は、コントロール・ナンバ
ーに-1を指定する。MIDIチャンネルがアーギュメントとして指定され
れば、チャンネルを出力するアウトレットは作られない。MIDIポー
トがアーギュメントとして指定されていて、MIDIチャンネルの数値
が16以上の場合は、1-16の範囲にMIDIチャンネルが変換される。
MIDIポートがアーギュメントとして指定されていなければ、MIDIチ
ャンネルは文字と数字の組み合わせによって指定できる。MIDIチャ
ンネルのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダイアログによ
って各ポートに指定されるチャンネル・オフセットに従って決定され
る。

出力

整数 第1アウトレット：受信されたMIDIコントロール・チェンジ・メッセ
ージのコントロール値が出力される。

コントロール・ナンバーがアーギュメントとして指定されていなけれ
ば、コントロール・ナンバーが第2アウトレットから出力される。

MIDIチャンネルがアーギュメントとして指定されていなければ、
MIDIチャンネルが第3アウトレットから出力される。

利用例

様々な方法でコントロール・メッセージをフィルターにかけることができる

参照

bendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージを受信する
ctlout MIDIコントロール・チェンジを送信する
midiin 生のMIDIデータを受信する
notein MIDIノート・メッセージを出力する
rtin MIDIのリアルタイム・メッセージを出力する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）

ctlin MIDIコントロール・
チェンジを受信する
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入力

整数 第1インレット：入力される数値は、コントロール値として認識され、
コントロール・チェンジ・メッセージとして、ctloutオブジェクトに
よって送信される。数値は0から127までである。

第2インレット：入力される数値は、ctloutオブジェクトが送信するコ
ントロール・チェンジ・メッセージの、コントロール・ナンバーとし
て格納される。数値は0から127までである。

第3インレット：入力される数値は、コントロール・チェンジ・メッ
セージを送信する時のMIDIチャンネルとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：リストの左から1番目の数値はコントロール値、2番
目の数値はコントロール・ナンバー、3番目はMIDIチャンネルである。
ctloutオブジェクトは、それらの数値に従って、MIDIコンロール・チ
ェンジ・メッセージを送信する。

enable enable 0メッセージは、MIDIメッセージの送信を止め、ctloutオブジェ
クトの動作を止める。enableに続く0以外の数値が続くenableメッセー
ジは、パッチ・ウィンドウのMIDIイネーブル・ボックスやpcontrolオ
ブジェクトによってMIDI送受信を止めていても、ctloutオブジェクト
は再び動作するようになる。

port portに続くa～zまでの文字または、MIDI出力デバイス名によってMIDI
コントロール・チェンジ・メッセージを送信するために使用するポー
トを設定する。portという単語は任意であり、省略できる。

（マウス） ctloutオブジェクトをダブルクリックすることによって、OMSデバイ
スをリストから選択するダイアログが開く。

アーギュメント

a～z オプション。 MIDIコントロール・チェンジ・メッセージを送るため
のポートを指定する。アーギュメントに何も指定していない場合は、
ポートaのチャンネル1としてメッセージを送信する。アーギュメント
を指定している場合で、第3インレットに入力されるMIDIチャンネル
の値が16以上の時には、1から16までの値に置き換えられる。

（MIDI出力デバイス名）
オプション。最初のアーギュメントとして、MIDI出力デバイス名を
指定することもできる。

ctlout MIDIコントロール・
チェンジを送信する
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整数 任意のポートを指定するアーギュメントに続いて、次のアーギュメン
トは、ctloutオブジェクトによって送信されるコントロール・ナンバ
ーの初期値である。コントロール・ナンバーは自動的に0～127の間に
置き換えられる。何も指定しなければ、コントロール・ナンバーは1
である。

コントロール・ナンバーに続くアーギュメントは、コントロール・チ
ェンジ・メッセージを送るMIDIチャンネルの初期値である。アーギ
ュメントに何も指定しなければ、デフォルトではチャンネル1である。
このアーギュメントを指定するためには、コントロール・ナンバーが
先に指定されていなければならない。ポートがアーギュメントで指定
されていれば、チャンネル・ナンバーは、1から16までの範囲に置き
換えられる。ポートがアーギュメントで指定されていなければ、チャ
ンネル・ナンバーは、ポートとチャンネルの両方を指定する。チャン
ネル・ナンバーの正確な意味は、MIDI Setupダイアログで、各ポート
に指定されるチャンネル・オフセットに従って決定される。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。出力は、直接MIDI出力ポートに送られる
MIDIコントロール・チェンジ・メッセージである。

利用例

文字のアーギュメントによって、 別の方法で、数値だけでポートと
1つのポートだけに送られる チャンネルの両方を指定する

参照

bendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージを送信する
ctlin MIDIコントロール・チェンジを受信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
noteout MIDIノート・メッセージを送信する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）

ctlout MIDIコントロール・
チェンジを送信する
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入力

任意のメッセージ 連続的に異なるアウトレットに送られる整数、実数、またはシンボル
の流れ。

set setに続く数値によって、次の入力が送られるアウトレットを指定する。
サイクル・モードでは、アウトレットは0から始まる番号で指定する。
実際に存在しないアウトレットの番号が指定された場合には、メッセ
ージは無視される（このメッセージは、cycleオブジェクトがイベン
ト・センシティブ・モードである場合には、何の効果もない。その場
合、各メッセージは常に第1アウトレットから順に出力される）。

thresh threshメッセージに続く数値で、出力モードを切り替える。これは、
第2アーギュメントと同じ働きである。0以外の数値では、入力される
一連の数値の出力は、常に第1アウトレットから始まる（イベント・
センシティブ・モード）。0の場合は、入力される一連の数値は、前の
入力の最後の出力があったアウトレットの次のアウトレットから出力
される（サイクル・モード）。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはアウトレットの数を設定する。第1
アーギュメントに何も指定しなければ、アウトレットは1つである。
第2アーギュメントは、出力モードを切り替える。数値が0以外の場合
は、入力される一連の数値の出力は、常に第1アウトレットから始ま
るイベント・センシティブ・モードであり、0の場合は、入力される
一連の数値は、前の入力の最後の出力があったアウトレットの次のア
ウトレットから出力されるサイクル・モードである。別々のイベント
の例としては、時間的な遅れがある複数のメッセージや、連続したマ
ウス・クリックやMIDIイベントによって発生するメッセージがある。
また、メッセージ・ボックス中にコンマで区切られたメッセージの流
れは、単一のイベントとして認識される。第2アーギュメントに何も
指定しないか、アーギュメントが0である場合は、値はすべてのアウ
トレットを循環して出力される。

出力

任意のメッセージ すべてのアウトレット：サイクル・モードの場合は、一連の数値の出
力は、前の出力のアウトレットの次のアウトレットから始まる。cycle
オブジェクトの出力が、最も右のアウトレットに達した場合は、その
次は第1アウトレットから出力される。

イベント・センシティブ・モードの場合は、あらゆるメッセージは常
に第1アウトレットから順に出力される。

cycle 独立したアウトレットから
データの流れを出力する
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利用例

ASCIIコードを得るために、cycleオブジェクトを利用する

参照

Bucket 順番にアウトレットからアウトレットへ数値を渡す
counter bangメッセージをカウントし、回数を出力する
spell 入力をASCIIコードに変換する
spray 整数を、アウトレットの番号に従って分配する

cycle 独立したアウトレットから
データの流れを出力する
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入力

date 左のアウトレットから現在の日付をリスト（月/日/年）の形で出力す
る。

ticks 第3アウトレットから現在のTicks値（システム起動後の60分の1秒単位
の経過時間）を出力する。

time 第2アウトレットから現在の時間をリスト（時/分/秒）の形で出力する。

アーギュメント

なし。

出力

リスト 第1アウトレット：dateメッセージを受け取る時、dateオブジェクトは
リストの形で現在の日付を送信する。

リスト 第2アウトレット：timeメッセージを受け取る時、dateオブジェクトは
リストの形で現在の時間を送信する。

整数 第3アウトレット：ticksメッセージを受け取る時、dateオブジェクトは
現在のTicksの値を送信する。

利用例

ゆっくりと変化してゆく作品のために、dateはイベントをトリガーしてゆく時計のように利用できる

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
timer 2つのイベント間の経過時間を出力する

date 現在の日付と
時刻を報告する
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入力

bang 第1インレット：1または0をランダムに選択して出力する。

整数 第1インレット：bangと同じ働きをする。

第2インレット：シード値を与えることで0と1との特定の（再現可能
な）シーケンスから成る疑似ランダムを出力する。数値0はシステム
起動時から経過した時間（予想不能な数）をシードとして使い、予想
できない0と1のランダムな出力をする。

アーギュメント

整数 オプション。シード値を書き込むことで0と1との特定の（再現可能な）
シーケンスの疑似ランダムを出力する。アーギュメントがなければ、
システム起動時から経過した時間（予想不可能な数）をシードとして
使い、予想できない0と1のランダムな出力をする。

出力

整数 ランダムに選択された1または0。シード値を与える時、最初はランダ
ムではないパターンが出力されていると思えるかもしれない。しかし
多く反復を繰り返してみる時、その流れは予測不能なものになり、ま
た1と0の出力される割合は均一に保たれる。

利用例

コイン投げをシュミレート。オンとオフをランダムに切り替える

参照

drunk ある範囲を移動するようなランダムな数値を出力する
random ランダムな数値を発生させる
toggle オンとオフ（1と0）を切り替える
urn 重複しないランダムな数値のジェネレーター

decide オンあるいはオフ（1あるいは0）
をランダムに選択する

105



Decodeオブジェクトは階層的なスイッチボードとして機能する。第3インレットはマスタ
ー・スイッチであり、すべてのアウトレットのスイッチを切る（0を出力）。第2インレッ
トはサブマスター・スイッチであり、マスター・スイッチがすべてのアウトレットのスイ
ッチを切っていない時に限り、すべてのアウトレットのスイッチを入れる（1を出力）。第
1インレットはサブマスター・スイッチやマスター・スイッチが働いていない時に限り、
ひとつのアウトレットを独占的にオンにすることができる。

入力

整数 第1インレット：受け取った数値に対応したアウトレットのスイッチ
をオンにし、それ以外はオフにする。（オフのアウトレットがオンに
なる時、1を送信する。逆に、オンのアウトレットがオフになる時は、
0を出力する。）アウトレットは第1アウトレットを0とした数値によっ
て参照されるので、第1インレットに受け取る数値は必然的に0から始
まってアウトレットの数から1を引いた数に制限されることになる。

第2インレット：すべてのアウトレットがオフになっていない時に限
り、0以外の数値を受け取るとすべてのアウトレットに1を送ってスイ
ッチをオンにする。0を受け取るとDecodeオブジェクトは前にオンに
なっていたアウトレット以外をすべてオフにする。

第3インレット：0以外の数値を受け取るとすべてのアウトレットに0
を送って、すべてのアウトレットをオフにする。このやり方で一度す
べてのアウトレットがオフになると、第3インレットが0を受け取るま
でどのアウトレットもオンにすることはできない。0を受け取ると、
Decodeオブジェクトはオフにしたアウトレットをオンにし直す。

実数 整数に変換される。

アーギュメント

整数 オプション。アウトレットの数を設定する。デフォルトではアウトレ
ットは1つ。

実数 整数に変換される。

出力

整数 オフだったアウトレットをオンにする時、そのアウトレットから1を
出力する。オンだったアウトレットをオフにする時、そのアウトレッ
トから0を出力する。第1アウトレットは最初オンである。

Decode 1から0を特定の
アウトレットから出力する
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利用例

Decodeオブジェクトは階層的なオン/オフスイッチである

参照

Bucket 順番にアウトレットからアウトレットへ数値を渡す
gate 入力を特定のアウトレットから出力する
toggle オンとオフ（1と0）を切り替える

Decode 1から0を特定の
アウトレットから出力する
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入力

任意のメッセージ インレットに受け取るメッセージがMIDIオブジェクト（noteinなど）
やタイミング・オブジェクト（metroやseqなど）によって出力され、
オーバードライブの設定がオンになっている場合、Maxは通常そのメ
ッセージに対して優先権を与えるので、Maxの処理としてのタイミン
グは（Maxウィンドウへ表示する時のように）不正確なものになって
しまう。deferオブジェクトはメッセージからこの特別な優先権を取り
除き、メッセージをもっとタイミングの正確なものにする。これは音
楽的リズムの妨げになってしまうメッセージから優先権を解除した
り、オーバードライブの設定をオンにしてもうまく機能しないメッセ
ージに対して有効である。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ 入力と同じ。

利用例

MIDIやタイミング・メッセージに与えられるオーバードライブの
優先権は、deferによって変更することができる

参照

Uzi 指定した数のbangを出力する

defer メッセージの優先を
解除する
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入力

bang 第1インレット：bangは一定のミリ秒遅らされてアウトレットへ送信
される。

stop 第1インレット：現在delayオブジェクト内で出力を待っているbangの
出力を止める。

整数または実数 第1インレット：遅らせたい時間をミリ秒単位で設定する。その時間
だけ遅れてbangが出力されることになる。

整数または実数 第2インレット：第1インレットが受け取ったbangメッセージをどれだ
け遅らせるかを指定するミリ秒単位の数値として格納する。第2イン
レットが受け取った数値（ミリ秒）は、次から第1インレットに入っ
てくるbangがどれだけ遅れるかという時間を変更するもので、現在
delayオブジェクト内で出力を待っているbangに対しては時間の変更は
しない。

アーギュメント

整数または実数 第1インレットへ入ってくるbangを遅らせるための数値（ミリ秒）の
初期値を設定する。このアーギュメントがなければ、初期値は0（ミ
リ秒）となる。

出力

bang 第1インレットへのbangは第2インレットで指定された数値（ミリ秒）
だけ遅らされてアウトレットから出力される。delayオブジェクトが一
度に扱えるbangは1つのみである。もし、bangがすでにdelayオブジェ
クト内にある状態で、新しいbangが第1インレットに入ってくれば、
最初のbangは失われることになる。

利用例

bangメッセージは一定の時間遅らされて出力される 特定の時間に分けられたトリガーとして利用できる

参照

pipe 数値またはリストを遅らせて出力する

Tutorial 22 Delay lines（英文PDF参照）

delay / del bangを遅らせて出力する
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入力

record 第1インレット：インレットに受け取る数値の記録を始める。それは、
グラフィック・スコアに記録されるノート・イベントのパラメーター
として扱われる。第1インレットに数値を受け取る度に、イベントの
オンセット（直前のイベントからの経過時間）として記録される。

整数 recordメッセージを受けた後に、すべての受け取った数値はノート・
イベントのパラメーターとして扱われる。

第1インレット：直前に記録されたイベントからのミリ秒単位でのデ
ルタ・タイム（ディレイ）。これは、オンセットの間隔と解釈される。
つまり、ノートとノートの開始の間の時間であり、イベントが記録さ
れたリズムを事実上決定することになる。これは、イベントが記録さ
れた実際の時間であるわけでは必ずしもない。detonateはイベントを
受け取った（マイナスではない）デルタ・タイムとして理解する。

第2インレット：数値は音のノート・ナンバー（ピッチ）として扱わ
れる。ノート・ナンバーを受け取っていない状態では、デフォルトと
して60が使われる。

第3インレット：ノートのベロシティ。ベロシティが0であればノー
ト・オフとして見なされるが、この場合は、イベントは同じキーであ
る前の音の最後として扱われる。ベロシティの数値を受け取っていな
い状態では、デフォルトとして64となる。

第4インレット：ノート・オフの代わりに、ノート・オンのイベント
の一部として、音の長さが与えられる。長さの数値を受け取っていな
い場合、または、音の最後としてノート・オフを受け取っていない場
合は、デフォルトとして10ミリ秒の長さが用いられる。

第5インレット：ノート・イベントが記録されるトラックの番号。
detonateではオーバーダブ録音はできないが、それぞれの録音された
音は、内部的に異なるトラックに記録するために、トラック番号によ
って区別される。トラック番号を受け取っていない状態では、ノート
は常に第1トラックに記録される。

第6インレット：ノートのMIDIチャンネル。チャンネルが指定されて
いない場合は、常に第1チャンネルとして記録される。

第7インレット：何らかの目的のために使われる特別な数値で、ノー
ト・イベントにさらに付け加えることができる。この数値は追加のイ
ベントのパラメーターとして、または、ノートと同期するコントロー
ル数値として用いることができる。このインレットに数値を受け取ら

detonate ノート・イベントのための
グラフィック・スコア
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ない場合は、デフォルトとして0が常に記録される。
第8インレット：2つめの特別な数値。

録音中にdetonateが第1インレットに数値を受け取る場合、オンセット
同士の間隔（直前のイベントから経過した時間）として数値を扱い、
もっとも近い時間内に他のインレットに受け取った数値を合わせて、
ひとつのノート・イベントとしてそれらを一緒に録音する。ほとんど
のMaxのオブジェクトがそうであるように、他のインレットに受け取
った数値は、第1インレットに数値を受け取った時にトリガーされる
ことになるノート・イベントとして記録される。

detonateがfollowのメッセージ（下記を参照のこと）を受け取っている
時は、第2インレットに続いて入れられる数値はノート・ナンバー
（ピッチ）として扱われる。その数値が、スコアにおける現時点での
ノート（または、最も近いノート）のノート・ナンバーと同じ場合、
デルタ・タイム以外の記録されたノートの情報を出力する。

detonateが録音でもなければスコアを追う状態でもない場合は、第1イ
ンレットの数値は、nthメッセージと同じ意味を持っている（下記を
参照のこと）。

float 常にintに変えられる

list リストの最初の数値はデルタ・タイムとして使われる。他の数値は、
それぞれ左から右へと他のインレットに受け取った場合と同じように
扱われる。

start 最初のデルタ・タイムを単に出力して、スコアの再生を始める。スコ
アの再生が開始されてからは、nextメッセージは次のイベントの情報
を出力するために用いられる。

next スコアの再生がstartメッセージによって始められた後は、nextはスコ
アにおける現在のノートの（デルタ・タイムを除く）イベント情報を
出力し、次のノートのためにデルタ・タイムを出力する。そのデル
タ・タイムは、detonateへ次のnextメッセージを送るためのディレイ・
タイムとして使われる。さらに続く音がすでにない最後のノートに対
してnextを受け取った場合は、スコアの最後という合図として、第1ア
ウトレットから-1の数値が出力される。スコアが再生されていない時
に、nextメッセージを受け取った場合は、detonateは単にMaxウィンド
ウにnot playingのメッセージを表示する。

nth nthの後に数値が続く場合は、スコアに示されたイベントのノートの情
報を出力する（イベント番号は0より始まられる）。イベントのデル
タ・タイムでは、イベントの開始時間が第1アウトレットから出力さ
れる。

detonate ノート・イベントのための
グラフィック・スコア
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clear detonateの内容をすべて消去する

follow スコアに記録されたイベントと入力されたノート・ナンバーの情報を
比較しながら、detonateにスコアの読み手のような振る舞いを行う。
ノート・ナンバーを第2インレット（ピッチ）に受け取った時、
detonateはデルタ・タイム以外のイベントとして録音された情報を出
力する。

followat ノート・ナンバー、ベロシティ、MIDIチャンネル番号が後に続く
followatによって、detonateは、録音されたスコアの中から、これらの
属性のノート・イベントを探し出す。指定されたノートが見つかった
場合は、すぐ次のイベントからスコア・フォローイング（楽譜での位
置を追い掛けること）を始める。見つからない場合は、Maxウィンド
ウにdetonate:note not foundと単に表示する。

startat ノート・ナンバー、ベロシティ、MIDIチャンネル番号が続くstartatに
よって、detonateは、録音されたスコアの中から、これらの属性のノ
ート・イベントをdetonateに探し出す。指定されたノートが見つかっ
た場合は、次のイベントのデルタ・タイムを送りだす。そして、後に
送られるnextメッセージは次のイベントを参照することになる。見つ
からない場合は、Maxウィンドウにdetonate:note not foundと単に表示す
る。

stop 録音、再生、フォローイングの状態を停止する。record、start、follow
のいずれかの状態から、直接他の状態へ変える時に、一旦detonateを
止める必要はない。

mute 特別に指定された音のイベントに対してミュートができる。イベン
ト・パラメーターの番号、パラメーターの数値、「ミュート」または
「ミュートしない」を指定するために1または0の数値を、muteの後に
指定しなければならない。イベントのパラメーターは、デルタ・タイ
ムなら0、ピッチなら1といった数値である。例えば、メッセージで
mute 4 10 1というメッセージなら、MIDIチャンネル10（チャンネルは
パラメーター番号は4である）のノート情報を送り出さないことによ
って、音をミュートする。後に、メッセージのmute 4 10 0によってミ
ュートを解除することができる。

unmute イベントのパラメーター番号とパラメーター数値が後に続く、unmute
は同じ基準で以前にミュートされたものを解除する。例えば、unmute
4 10はmute 4 10 0と同じ意味である。

unmuteall 以前に出されたすべてのmuteメッセージによる指定を解除する。

params paramsの後には、3つの数字が続く。受け取ったノート・ナンバーが、
スコアでのその時点でのノート・ナンバーと一致しない時、paramsは

detonate ノート・イベントのための
グラフィック・スコア
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スコア・フォローイングを自ら調節する。最初の数字は、スコアにお
いて、次に進行する前に、幾つ間違いを許すかを指定する。第2番目
の数字は、多くの間違いが起こった場合、スコアでどれだけのミリ秒
を飛び越して進行するかを指定する。第3番目の数字は、0と指定され
ていなければ、受け取ったノート・ナンバーがオクターブ高すぎるか
低すぎる場合、自動に修正して数値を扱うことを指定する。例えば、
メッセージのparams 3 1000 1は、1秒間に、3つの連続する間違い（オ
クターブの置き換えは合っているとみなす）を許容して、再び続ける
ことを意味する。デフォルトでは、detonateは、200ミリ秒の間に、2
つまでの間違いを許し、録音した音をオクターブの置き換えで一致さ
せることをしないと設定される。

write スタンダードMIDIファイルとしてdetonateの中身を保存するためにダ
イアログを開く。writeは最大2つまでの数字をその後に加えることが
できる。最初の数字が0でない場合は、ファイルは小節、拍子、テン
ポ数の単位ではなく、ミリ秒の時間単位として記録される。この数字
が0であるか、省略した場合は、拍子の単位として記録される。第2番
目の数字はMIDIファイルのフォーマットの選択で、0ならすべてのノ
ートが単一のトラックに納められ、0でなければ、トラック・パラー
メータによってノートをトラックごとに分けたマルチ・トラックのフ
ォーマットとなる。detonateの中身は、パッチが保存される時に、パ
ッチの一部として保存される。

read detonateのスコアの中身として、スタンダードMIDIファイルを読み込
むためのダイアログを開く。Maxのサーチ・パスに、MIDIファイルの
名前がreadの後に指定している場合は、ダイアログを開くことなく、
直接そのファイルを読み込む。readのメッセージは数字を後に加える
こともできる。その数字が0でない場合は、小節、拍子、テンポ数の
単位ではなく、ミリ秒の時間単位としてファイルを解釈する。その数
字が0であるか、省略した場合は、時間は小節、拍子として読み込ま
れる。

export writeと同じ。

import readと同じ。

（マウス） ロックされたパッチでのdetonateをダブルクリックすれば、ノートの
イベントのグラフィック表示をするためのエディター・ウィンドウが
開く。エディター・ウィンドウは様々な方法でイベント情報を表示す
ることができる。そして、ノートを編集するために、あるいは、新た
なノートを加えるために小さなパレットが用意されている。

detonate ノート・イベントのための
グラフィック・スコア
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pencil toolにより新たなノートを描くことができる。ノートのイベント
の開始時間はグラフのx軸で常に表される。描かれたノートの初期値
のパラメーターはエディター・ウィンドウの上部のナンバー・ボック
スに表される。なお、そのナンバー・ボックスをドラッグすることに
よって数値を変えることができる。y軸にあてがわれる機能や、描か
れた音の長さを変更することができる。デフォルトでは、y軸は音高
であり、ノートの横の長さは音の長さとして表される。

selection toolによりすでに記録されているノートを選択でき、ノート
の中央をクリックすることにより垂直にドラッグでき、ノートの左側
をクリックすることで水平にドラッグできる。ノートの右側をドラッ
グすれば、ノートの長さを長くしたり短くすることができる。選択さ
れたノートのパラメーターは、エディター・ウィンドウの上部のナン
バー・ボックスでも変えることができる。

tweak toolはselection toolと同じような働きをするが、より細かい解像
度でドラッグによる調整を行うことができる。zoom toolでグラフをク
リックすれば、さらに正確な編集ができるようにグラフの部分を拡大
することができる。zoom toolでグラフをoptionキー（Macintosh）あるい
はAltキー（Windows）を押しながらクリックすれば、グラフを縮小する
ことができる。

アーギュメント

シンボル detonateのグラフィック・エディター・ウィンドウのタイトル・バー
に表示する名前を与える。同じ名前を持つdetonateオブジェクトは同
じイベントのデータを共有する。それらは、同じ名前を持つdetonate
のタイムライン・エディターによって、同じイベント・データを共有
する。

出力
detonateがstartメッセージ、または、startatメッセージを第1インレッ
トに受け取った時、ノート・イベントの開始時間（startatの場合では、
ノートが見つかったすぐ後のノート）のデルタ・タイムを送りだす。
その後、detonateがnextのメッセージを毎回受け取るごとに、そのイベ
ントにおける他のノートのデータと、スコアを進行させるための次の
イベントのデルタ・タイムを送る。従って、第1アウトレットから出
力される数字は、その時間だけ遅れせて次のnextメッセージを送り込
むことによって、再生するリズムをコントロールするために用いられ
られる。

detonate ノート・イベントのための
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detonateの第1インレットにnthのメッセージを受け取る時（または、
止まっている時に数字を受け取れば）、それをインデックス・ナンバ
ー（最初のノートのイベントをインデックス・ナンバー0として）と
して扱い、指定されたイベントでのすべてのノートのデータを出力す
る。第1アウトレットからは、ノートのデルタ・タイムを出力するの
ではなく、ノートの開始時間、つまり、スコアの始めからの時間を出
力する。
detonateが第1インレットにfollow、または、followatのメッセージを受
け取った後、スコアでその時点のノート（または、そのすぐ後のふた
つのノートのいずれかのノート）のノート・ナンバーが、第2インレ
ットで受け取った数値と一致する場合は、デルタ・タイムを除く、一
致するノートのすべてのデータが送り出される。

整数 第1アウトレット：start、startat、または、その後に続くnextメッセー
ジを第1インレットに受け取る時、次のノートのイベントのデルタ・
タイムが出力される。スコアでの最後のイベントがnextメッセージに
より演奏された時、そして、その後に続く音がない時に、特定のデル
タ・タイムとして-1が出力され、最後の音がすでに演奏されたことを
伝える。

nthメッセージを第1インレットに受け取る時（または、detonateが止
まっている場合は整数を受け取る時）、特定のノートの開始時間が送
り出される。

第2アウトレット：nthメッセージ、detonateが停止中の整数、再生中
のnextメッセージ、あるいは、スコアを追う状態で一致したノート・
ナンバーに従って、ノート・バンバーが出力される。

第3アウトレット：ノートのベロシティ。

第4アウトレット：ノートの長さ。

第5アウトレット：ノートのMIDIチャンネル。

第6アウトレット：ノートのトラック番号。

第7アウトレット：ノートに関連して追加する数値。

右アウトレット：ノートに関連して追加する第2番目の数値。

detonate ノート・イベントのための
グラフィック・スコア
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利用例

リズムとしてノートを再生するためのデルタ・タイムがノートのイベントして記録される

参照

follow ライブなものと録音されたものを比較する
seq MIDIの録音と再生のためのシーケンサー
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア

detonate ノート・イベントのため
のグラフィック・スコア
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入力

整数 インレットに入力された数値はdialの表示を変えながら、アウトレッ
トから出てゆく。オプションでdialは数値がアウトレットに出力され
る前に、その数値にいくらかの数を掛けたり、オフセットを追加する
ことができる。

またdialは直接マウスでクリックやドラッグすることにより数値を出
力することができる。

実数 整数に変換される。

bang dial内に直前に記憶されていた数値を出力する。

color 0から15の数値を伴ったcolorメッセージはdialの中央の円の部分の色を
設定する。また、これはオブジェクトメニューのカラーコマンドを使
っても行える。

min 数値を伴ったminメッセージはdialオブジェクトが数値を出力する前に
加える数量を設定する。デフォルト値は0である。

mult 数値を伴ったmultメッセージは、乗数を指定する。dialオブジェクトの
数値はアウトレットへ出力される前に、この乗数によってかけ算され
る。この計算はオフセット値を加える前に行われる。デフォルト値は
1である。

set 数値を伴ったsetメッセージは出力することなしにdialの表示を変える。

size 数値を伴ったsizeメッセージはdialオブジェクトの範囲を設定する。デ
フォルト値は128。sizeを1に設定するとdialは目に見えるように表示で
きなくなる（1つの数値しか表示しないことになるので）。1より小さ
いsizeは2に設定される。

インスペクター

インスペクターを使うことによりdialオブジェクトの振る舞いを表示、
編集することができる。WindowsメニューにあるShow Floating Inspector
を選択してフローティング・インスペクターを使うなら、任意のdial
オブジェクトを選択してそのインスペクターをフローティング・イン
スペクター内に表示させることができる。オブジェクトを選択し、
ObjectメニューからGet Info...を選択してもインスペクターを表示でき
る。
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dialオブジェクトのインスペクターによりdialの範囲値を設定できる。
インレットに受け取った数値は自動的に0から指定された値より1小さ
い数の範囲に限定される。デフォルトの範囲値は128。乗算の後の数
に足されるオフセット値を指定することもできる。デフォルトのオフ
セット値は0。dialオブジェクトのインスペクターは乗数も指定できる。
dialオブジェクトの数値は出力される前に、この乗数によって掛けら
れる。この掛け算はオフセットが加えられる前に行われる。デフォル
トの乗数は1。

Revertボタンはインスペクターを開いてから変更したオブジェクトの
設定をすべて元に戻す。また、インスペクターが開いている状態でも、
EditメニューからUndo Inspector Changesを選択することにより、イン
スペクターを開く前の状態に復帰させることもできる。

出力

整数 インレットに受け取った数値、またはマウスでクリックかドラッグす
ることで生じた数値に、まず設定された乗数によって掛け算が行われ、
その後その数にオフセットが加えられ、アウトレットから出力される。

利用例

画面上をドラッグすることで数値を出力する... または数値を通過させて視覚化するために使う

参照

hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）
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入力

シンボル 第1インレット：任意の言葉を伴ったsymbolメッセージはユーザーが
テキストを入力するためのダイアログ・ボックスを開く。symbolの後
に続く言葉が、デフォルトのテキストとして表示される。1単語以上
の言葉をデフォルトの言葉として表示させたいなら、一連の言葉をシ
ングル・クオーテーション（‘’、option＋[、shift＋option＋[で得られ
る）で囲むか、またはスペースの前にバックスラッシュ（\）を置く必
要がある。

bang 第1インレット：以前に入力したテキストをデフォルトにしてダイア
ログ・ボックスを表示する。

整数 第1インレット：シンボルと同じ。

第2インレット：数値0はユーザーがダイアログ・ボックスに入力した
ものは何でもその言葉の前にsymbolという言葉をつけて出力するよう
にdialogオブジェクトを設定する。0以外の数値は入力されたテキスト
を、それが単語から始まっていようが、数値から始まるリストであろ
うが、そのままテキストとして出力するようにdialogオブジェクトを
設定する。何も数値を受け取っていないなら、デフォルトとして0が
設定されている。

アーギュメント

任意のメッセージ オプション。ダイアログ・ボックス内のテキスト入力する場所の上に
表示する言葉を設定する。

出力

シンボル ユーザーがOKを押せば、dialogオブジェクトは入力されたテキスト
（数値や複数の言葉であっても）からシンボルを作り、前にsymbolと
いう言葉をつけて出力する。0以外の数値が第2インレットに入力され
るなら、入力されたメッセージは（前にsymbolという言葉をつけずに）
そのまま出力される。このメッセージは前にsetという言葉をつけてメ
ッセージ・ボックスに送れば、そこに表示できる。ユーザーがキャン
セルを押せば、何も出力されない。

ユーザーがダイアログ・ボックスにテキストを入力している間もパッ
チは常に動いているので、開いているダイアログ・ボックスにメッセ
ージを書き込んでいる時に、そのままシンボルとして得るようなこと
はできない。

dialog テキスト入力のための
ダイアログ・ボックスを開く
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利用例

入力されたメッセージはOKボタンをクリックした時に出力される dialogオブジェクトによって
ダイアログ・ボックスが開いている間も他の処理は続いている ダイアログ・ボックスが開く

参照

message 任意のメッセージを送る
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
savedialog 保存するファイルの名前を尋ねるダイアログを開く
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする

dialog テキスト入力のための
ダイアログ・ボックスを開く
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入力

（ドラッグ） ロック状態のパッチ・ウインドウ内にあるdropfileオブジェクトへ
Finderからファイルのアイコンをドラッグしてくると、dropfileオブジ
ェクトはそのファイル形式を調べる。そのファイルが受け取り可能な
ファイルなら、dropfileオブジェクトの輪郭はハイライトされる。
dropfileオブジェクト内にマウスカーソルがある状態でマウスボタンを
放すと、dropfileオブジェクトはそのファイル形式とフル・パス名をア
ウトレットから出力する。

types 4個までの文字から成るタイプを表す記号を1つ、またはそれ以上伴っ
たtypesメッセージはdropfileオブジェクトが受け付けるファイル・タイ
プを設定する。マッキントッシュ上のファイルに対応するタイプを表
す記号の例を挙げれば、TEXTはテキスト・ファイル、maxbはMaxのバ
イナリー形式になっているパッチ・ファイル、そしてAIFFはAIFF形式
のオーディオファイルである。アーギュメントを伴わないtypesメッセ
ージは、すべてのファイル形式を受け付けるように設定するが、これ
はデフォルトの設定である。

border 1または0を伴ったborderメッセージは、dropfileオブジェクト自身の境
界線を表示するかどうかを設定する。デフォルトでは境界線はない。

アーギュメント

なし。

出力

シンボル 第1アウトレットからの出力：dropfile内に受け入れ可能なファイル・
アイコンがドラッグされてきて、マウスのボタンがそこで放される時、
そのファイルのフル・パス名が単一のシンボルとして出力される。絶
対パスはMax 4.1以前のバージョン（コロンを使用）を除き、スラッシ
ュで区切られて表示される。具体的には下記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”

パスの形式や種類を変更したい場合は、conformpathオブジェクトを使
用する。

フォルダのエイリアスをドラッグ＆ドロップした場合は、元のフォル
ダの位置が解析され、その絶対パスが表示される。

dropfileオブジェクトを、ファイル名をアーギュメントに伴ったreadメ
ッセージを受け付けることのできる他のオブジェクトと組み合わせ
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て、ファイルの情報を読み込めるように使いたい場合、以下の例で見
られるように、prepend readオブジェクトをdropfileオブジェクトとフ
ァイルを読み込むオブジェクトの間に置けばよい。

任意のシンボル 第2アウトレット：受け入れ可能なファイルのタイプを表す記号が第2
アウトレットから出力される。

利用例

参照

absolutepath ファイル名を絶対パスに変換する
relativepath 絶対パスを相対パスへ変換する
strippath フル・パス名からファイル名を取得する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
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入力

bang 第1インレット：drunkオブジェクトは直前に格納した数値を基準にし
て、それよりも大きいか小さい数値になるようにランダムに進行する。
格納される数値は常に更新されながら、数値が出力される。

整数 第1インレット：格納されている数値と入れ替わり、アウトレットか
ら出力される。

第2インレット：drunkオブジェクトが出力できる最大値として記憶さ
れる。（注記：0より小さい数値が指定された場合、最大値は0になる。）

第3インレット：第1インレットにbangメッセージが送られた反応とし
て得られる数値の変化量を設定する。この数値の絶対値より小さい数
値でいつも（大きいか小さい方向へ）進んでゆく。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：リストの中の2番目の数値はdrunkオブジェクトから
出力される数値の最大値を設定し、（もしあるならば）3番目の数値は
変化量を設定する。そして、1番目の数値はオブジェクト内に格納さ
れている数値と入れ替わり、アウトレットから出力される。

set 第1インレット：数値を伴ったsetメッセージは、その数値をアウトレ
ットから出力することなしに、drunkオブジェクト内にその数値を格
納する。格納される数値の初期値は、drunkオブジェクトが出力する
数値全体の中心の数（最大値の半分の値）として設定される。

seed 第1インレット：数値を伴ったseedメッセージは、drunkオブジェクト
のランダム・ジェネレータに対してシードを与える。これにより特定
の（再現可能な）疑似ランダムな数値を結果として得ることができる。
数値0はシステム起動時から経過した時間（予測不可能な数）をシー
ドとして使い、予測できない数値結果が得られる。この予測不可能な
シードはdrunkオブジェクトが生成された時にデフォルトで使われる。

アーギュメント

整数 オプション。最初のアーギュメントはdrunkオブジェクトが出力する
最大値の初期値として設定する。第2のアーギュメントはdrunkオブジ
ェクトが行うランダムな進行の幅を制限する初期値を設定する。これ
により変化量の絶対値は常にこの制限値の絶対値より小さいものとな
る。アーギュメントが与えられていない時、最大値は128，変化量の
制限は2（1のみの幅で増減）として設定される。

drunk ある範囲を移動するような
ランダムな数値を出力する
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出力

整数 アウトレットから出力される数値は、自動的に0から指定された最大
値までの値に限定され、最大の変化量よりも小さい範囲内で直前に格
納された値とは異なる数値になる。

利用例

数値は全体の範囲内において少しずつふらふらと進む

参照

decide オンあるいはオフ（1あるいは0）をランダムに選択する
random ランダムな数値を発生させる
urn 重複しないランダムな数値のジェネレーター

drunk ある範囲を移動するような
ランダムな数値を出力する
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入力

bang dumpメッセージと同じ。2つの項目から成るリストを出力する。配列
のインデックスとそのインデックスにおける数値から成るこのリスト
は、envオブジェクトの水平方向と垂直方向の位置に対応する。

実数 整数に変換される。

set 配列のインデックスの数値と、そのインデックスに格納される数値を
伴ったsetメッセージは、そのインデックスに対する数値の位置を再描
画するが、この時にアウトレットからは何も出力されない。

embed 0以外の数値を伴ったembedメッセージによって、envオブジェクトの
置かれているパッチの一部としてスクリプト・ファイルを保存するよ
うになる。その後パッチを保存しておくだけで、envオブジェクトは
スクリプト・ファイルを探す必要がなくなる。embed 0メッセージが入
力されると、envオブジェクトはパッチが閉じられる時に、スクリプ
ト・ファイルの内容を保存しないようになる。どちらの場合でも、
embedメッセージの効果を反映させるためには、メッセージを入力し
た後にパッチを保存しなくてはならない。

open envオブジェクトのウィンドウを表示する。ウィンドウは最前面に表
示される。パッチがロック状態の時にenvオブジェクトをダブル・ク
リックをしても、同じ効果が得られる。

wclose envオブジェクトのウィンドウを閉じる。

envオブジェクトはスクリプト定義できるユーザー・インターフェースであり、シンセサ
イザー・パッチ・エディターにおけるエンベロープ編集に適している。

このオブジェクトは2つの顔を持っている。1つはエンベロープの表示・編集をenvオブジ
ェクト自身のウィンドウで行う場合であり、もう1つはenvi（“envy”と発音される）オブ
ジェクトという、パッチ・ウィンドウの中でエンベロープを確認できるユーザー・インタ
ーフェースを使用する場合である。別の言い方をすれば、このどちらのオブジェクトも一
般的には、このenvオブジェクトの説明を参照すれば良い。

envオブジェクトはスクリプトによって定義される。それはエンベロープ内における位置
と、そこに割り当てられるデータ値から成るテキスト・ファイルである。スクリプトの読
み込みが成功すると（言い換えると、シンタックス・エラーが生じなかった時）、ユーザ
ーはenvウィンドウに表示されるデータ・ポイントを変えることができる。envオブジェク
トはそのスクリプト・ファイルを保存して、次回にパッチ内へ読み込むことができる。

env スクリプト定義できる
エンベロープ・エディター
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アーギュメント

シンボル envオブジェクトはオプションとしてアーギュメントを持つことがで
き、それはスクリプト・ファイルを示すシンボルである。スクリプ
ト・ファイルはエンベロープの動作と外観を定義するものである。

envオブジェクトはユーザー・インターフェースのオブジェクトであるため、いわゆるア
ーギュメントは持つことができない。しかし、envとenviオブジェクトはどちらも、その
オブジェクトを含むパッチ・ファイルの中に、最後に読み込んだスクリプト・ファイルの
名前を保存しておくことができる。

新しいスクリプト・ファイルはreadメッセージによって開くことができる。また、enviオ
ブジェクトを選択し、ObjectメニューのGet Info...を選んで標準ファイル・ダイアログを開
き、スクリプト・ファイルを選ぶこともできる。

エンベロープの構成

エンベロープは階層的に配置されたスクリプト・メッセージによって定義される。envオ
ブジェクトとenviオブジェクトは、どちらもスクリプト・ファイルという同一のファイル
形式を使用する。

各envオブジェクトは1つのウィンドウ（enviオブジェクトは、厳密にはパッチ・ウィンド
ウのボックス）、グループを示す数値と、それらを論理的に結ぶポイントを持っている。
各ポイントは水平方向と垂直方向、あるいはどちらか一方向、から成り立ち、各方向は1
つ以上の表示尺度を持つことができる。これはエンベロープ・ウィンドウ内に表示される
内部データ値に対応する。

スクリプト・メッセージ

スクリプト・ファイルの形式はlibオブジェクトのスクリプトと似ている。#Eの後に、
（groupまたはpointといった）キーワード・メッセージと、そのメッセージのアーギュメン
トを伴ったものである。例として下記のスクリプトの例の部分を参照のこと。

windowメッセージ

envオブジェクト全体と、その表示に適応されるパラメーターを定義する。

シンボル 1。エンベロープ・ウィンドウのタイトル（enviオブジェクトには適応
されない）。タイトル内に空白文字を使うためには、シングル・スマ
ート・クォート（‘’、option＋]、option+shift＋]で得られる）で囲む必
要がある。

整数 2。水平方向のサイズ。ピクセル単位でウィンドウの（enviオブジェク
トの場合はボックスの）サイズを決める。ウィンドウにスクロール・

env スクリプト定義できる
エンベロープ・エディター
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バーを表示させるためには15ピクセル以上が必要である。

整数 3。垂直方向のサイズ。

整数 4。グループの数。各グループは後に置かれるグループ・メッセージ
によって定義される（下記を参照のこと）。

整数 5。エンベロープを定義するデータ量の数値。

整数 6。左余白。ウィンドウ（またはボックス）の左端から、エンベロー
プやテキストが表示される領域までの距離をピクセル単位で表す。

整数 7。下の余白。ウィンドウ（またはボックス）の下から、エンベロー
プが表示される領域までの距離をピクセル単位で表す。

整数 8。上の余白。ウィンドウ（またはボックス）の上端から、エンベロ
ープが表示される領域までの距離。コメントの部分を考慮すべきなの
で、20ピクセル以上が望ましい。

groupメッセージ

ポイントを論理的に結ぶグループを定義する。これは一般に1つのエンベロープと考えら
れるが、envオブジェクトは1つのウィンドウに任意の数のグループを持つことができる。

整数 1。グループ・ナンバー。定義されるグループを決定する（1から始ま
る数値として指定する）。

シンボル 2。グループの名前。エンベロープのディスプレイ部内に表示される
特定のパラメーター名や数値に先行して表示される。グループの名前
が不要の場合は、noneというシンボルを使うことができる。

整数 3。グループ内のポイントの名前。これらは下記のポイント・メッセ
ージを定義する。

整数 4。表示。1の時はこのグループが表示され、0の時は非表示となる。

整数 5。ディスプレイ・フラグ。1の時は、ドラッグされているパラメータ
ーの名前とポイントの数値だけを表示する。0のの時は、ドラッグさ
れているポイントの所属するグループの、すべてのパラメーターの名
前と数値を表示する。他のディスプレイ・フラグは後で定義される。

整数 6。（オプション）色。1から255の数値を、アプリケーションで使われ
るパレットのインデックスとして使う（16色を使う場合、ID9998また
は9997のplttリソースとして格納されている）。
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pointメッセージ

エンベロープ内でのポイントのアピアランスを定義する。

整数 1。定義されるポイントのナンバー。各グループの最初のポイントは
ナンバー1である。

整数 2。ポイントの中央に置かれる、円形あるいは正方形のボタンのサイ
ズ（ピクセル単位）。

整数 3。ボタン・フラグ。ビット（言い換えれば、0または1の数値）で表
され、0の時にはボタンは四角になり、1の時はボタンは円形になる。
1ビット（0または2の数値）では、1の時にボタンは立体的になり、0
の時はボタンは透明になる。2～6ビットでは、白黒パターンのインデ
ックスを指定する。一般的な白黒パターンのインデックスを知るため
に、ResEditを使ってシステム・ファイルを調べ、ID 1のPAT#リソー
スを参照すれば良い。

整数 4。ポイントからの線。このポイントのナンバーより小さい数値であ
るべきだが、0以外の数値が与えられると、このポイントと線で結ば
れる他のポイントを指定することになる。この結びつきは表示上のみ
のものである。ポイント間での論理的な依存関係を作るためには、下
記のhorizとvertメッセージを使用する。

horizメッセージとvertメッセージ

これらのメッセージは、各ポイントの2つの方向上の外観を定義する。エンベロープの仕
様を決める多くの要点はこれらのメッセージの中に含まれる。1つの方向に固定したい場
合は、これらのメッセージによって、特定のポイントごとに方向を定義する必要はなくな
る。horizとvertメッセージのアーギュメントは、どこに記入するかを除けば、まったく同
じものである。

シンボル 1。パラメーターの名前。この名前（例、Rate 1）は、一定の方向で動
くポイントと関連付けられる。ポイントと関連付けられるパラメータ
ー名がない場合は、noneを使うことができる。

整数 2。データ・インデックス。このインデックスは、パラメーターの数
値と対応するデータ値の配列（0から始まる）の中にある。この方向
と関連付けられるデータがない時は、-1を使用する（この方法は、エ
ンベロープ内で1つ以上のポイントに複数の方向が与えられる時には、
一般的ではない）。このデータ・インデックスと数値を含んだリスト
がenvオブジェクトに送られると、ポイントはそれに応じて動く。

すべてのデータ値は整数で格納される。スケールの表示やテーブルを
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定義することで、パラメーターのコメント表示において実数のポイン
ト・ナンバーを表示することができる（下記のスケール・メッセージ
を参照のこと）。

整数 3。パラメーターの最小値。

整数 4。パラメーターの最大値。

整数 5。パラメーターの初期値。

整数 6。パラメーターの増加量。現在のところサポート外であるため、1が
望ましい。

シンボル 7。単位名。パラメーターの単位（例、msはミリ秒、%はパーセント）。
YAMAHAのシンセサイザーに使われる単位のように、どのパラメー
ターの単位とも結びつかない場合はnoneを使う。

2つのポイントが水平方向または垂直方向で互いに結ばれるというこ
とは、1つのポイントの変化が他のポイントにも連結されることを指
す。連結は、ナンバーの大きなポイントが小さなポイントと連結され
る、と表現される。絶対的な連結と相対的な連結の、2つの連結方法
がある。絶対的な連結とは、あるポイントのスクリーン上での変化が、
他のポイントへ正確に反映されることを指す。相対的な連結は、水平
方向ではもっとも一般的に使われるが、スクリーン内の任意のポイン
トの位置は他のポイントとの距離に関連して配置される。下記スクリ
プトの例の2番目の例に見られる一般的なエンベロープでは、ポイン
ト2がポイント1と相対的に水平方向で連結され、ポイント3がポイン
ト2と相対的に水平方向で連結されている（故にポイント1とも連結さ
れる）、そしてポイント4はポイント3と相対的に水平方向で連結され
ている。ポイント1が左右に動くのを許すならば（この例のために、
初期的な遅れがエンベロープにある場合）、すべてのポイントがその
動きに従って動くことになる。垂直方向に連結されるポイントはない。
DX7のエンベロープでは最後が0にならないものもあるが、そうした
ものは慣習的に、ポイント1と4を絶対的に垂直方向で連結する。水平
方向のポイントと垂直方向のポイントを連結することはできない。

整数 8。絶対的な連結をするポイント。このポイント・ナンバーは絶対的
に連結されるポイントを指し（連結するポイント・ナンバーより小さ
な数値でなくてはならない）、この連結されるポイントは連結するポ
イントと、同じ水平方向か垂直方向で表示される。どのポイントとも
連結させない時は0を使う。

整数 9。固定。このポイントをスクリーン上で特定の位置に留めたい時は、
1を使う。それ以外は0を使う。エンベロープにおける最初の（最も左
の）ポイントで、水平方向か垂直方向で使うのが好ましいだろう。
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整数 10。相対的な連結をするポイント。このポイント・ナンバーは、ある
方向において相対的に連結されるポイントを指し（連結するポイン
ト・ナンバーより小さな数値でなくてはならない）、このポイントの
位置は（数値に依存するが）、水平方向か垂直方向に連結されるポイ
ントとのオフセットとなる。ある方向において他のポイントと連結し
ない時は0を使用する（一般的に、垂直方向には適している）。

整数 11。正の方向。ポイントの増加方向を設定する。垂直方向においては、
0はカーソルがスクリーンの上に向かって動くことが数値の増加と見
なされ、1はカーソルがスクリーンの下へ向かって動くことが数値の
増加と見なされる。水平方向においては、0はカーソルが左に動くこ
とが数値の増加と見なされ、1はカーソルが右に動くことが数値の増
加と見なされる。

整数 12。適応範囲のサイズ。パラメーターを配置する割合を、どれほどの
ピクセル数で表示するかを決定する。ガーデン・バラエティー・エン
ベロープでは、垂直方向の空間をほとんど全部、エンベロープの垂直
方向のために使うのが一般的で、以下のような決まり文句を使って定
義する：＜ウィンドウの垂直方向のサイズ＞－＜コメント部分の高
さ＞－＜上部の余白＞－＜下部の余白＞
水平方向は、エンベロープ内のポイント総数から決まる空間と、ユー
ザーがエンベロープを最大に伸ばす時に、どれほどの移動を許すか、
ということから決定される。

scaleメッセージ

エンベロープ内に格納されるデータである内部数値（整数）と、それらを実数として表示
する間での転換を定義する。エンベロープのパラメーターが物理的な数量を表す時、制作
者はよく割合の係数を使用する。scaleメッセージを使って、格納されている数値を他の整
数や実数に転換する数学的な記述を指定することができる。転換された数値はウィンドウ
のコメント部分に表示される。

scaleメッセージはexprオブジェクトのアーギュメントの書式で表現するか、または内部デ
ータの数値を（シンボルも含む）数値のリストで表すことができる。

各方向は任意のスケールを持つことができ、それらは指定された範囲をかなり超えるもの
でも良い。データ値に適応される縮尺がない場合、ウィンドウのコメントは内部データ値
を表示する。エンベロープの最小値がoffと表示されるようなものを使いたい時、0がoffと
いう言葉に置き換えられ、他の数値は変化しないスケールを使えば良い。

整数 1。最小値。スケールが適応される最も小さな値。

整数 2。最大値。スケールが適応される最も大きな値。
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整数 3。小数点以下の数字。表示される実数の小数点以下の数。

シンボル 4。isまたはtableという言葉。次に続くものを数学的な表現として解釈
するか、数値のテーブルとして解釈するかを決定する。

5。追加のデータ。式の利用：$i1はウィンドウに表示される内部デー
タを表す。例：

$i1 * .07; 係数を使用して内部数値を掛け算する。

$i1 - 1; 内部数値から1を引く。

（$i1-1）*.07; 複合的な式。

100 - $i1; 内部数値の位置を逆にする。

テーブルの利用：数値のリストであり、空白文字で区切られた連続す
る内部データから成る。テーブルは240までの要素を含むことができ
る。追加のscaleメッセージを使って大きなテーブルを使うことができ
る。例：

table off 10 20 30 40;

これは、最小値が「off」と表示され、次が10、その次が20、というよ
うになる。

scaleメッセージを使った他の例：

#E scale 0 0 0 table Off; （最小値を「off」という言葉で表す）

#E scale 1 10 2 is $i1 * .04; （.04を追加の数値とし、浮動小数点数2数を
表示する）

phaseメッセージ

このメッセージは、前もって定義する垂直方向のポイントに付く符号を指定する。エンベ
ロープのパラメーターが負の値になるか、位相で表される分けられたデータ（0は負、1は
正）になる。phaseメッセージはvertメッセージのすぐ次に置かれる。

commentメッセージ

このメッセージはスクリプトの中でcommentで始まる。これはシングル・ラインとセミコ
ロンで仕切られる。
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endメッセージ

このメッセージはスクリプトの最後に置かれる。これはenvオブジェクトを再設定し、必
要であればウィンドウあるいはボックスの表示を変化させる。アーギュメントはない。

スクリプトの例

下記のスクリプトは独立した4つのグループから成るエンベロープを定義しているが、こ
れはかつてタップ・エディターとして使われたものである。ポイントの水平位置はディレ
イを決定し、垂直位置は元のシグナルを繰り返す割合を決定する。スクリプトの後に図を
示す。

#E window ERFEnv 400 148 4 96 8 8 24;
#E group 1 EarlyReflection1 1 1 1;
#E point 1 8 1 0;
#E horiz time 0 1 500 1 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert level 1 0 1024 0 1 % 0 0 0 0 100;
#E scale 0 1024 2 is $i1 * .0977;

#E group 2 EarlyReflection2 1 1 1;
#E point 1 8 1 0;
#E horiz time 2 1 500 1 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert level 3 0 1024 0 1 % 0 0 0 0 100;
#E scale 0 1024 2 is $i1 * .0977;

#E group 3 EarlyReflection3 1 1 1;
#E point 1 8 1 0;
#E horiz time 4 1 500 1 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert level 5 0 1024 0 1 % 0 0 0 0 100;
#E scale 0 1024 2 is $i1 * .0977;

#E group 4 EarlyReflection4 1 1 1;
#E point 1 8 1 0;
#E horiz time 6 1 500 1 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert level 7 0 1024 0 1 % 0 0 0 0 100;
#E scale 0 1024 2 is $i1 * .0977;

#E end;
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スクリプトの例 1 を反映したオブジェクトの図

下記のスクリプトは、3つのポイントから成る伝統的なシンセサイザーの音量エンベロー
プを、2つのグループとして定義する。最初のポイントは垂直方向において確定されてい
るが、水平方向には動かせる。他の2つのポイントはどちらの方向にも動かすことができ、
3つのポイントは線で結ばれている。スクリプトの後に図を示す。

#E window TestEnv 400 148 2 10 8 8 24;

#E group 1 Thing1 3 1 0;
#E point 1 8 0 0;
#E horiz Delay 0 0 99 0 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert none -1 0 99 0 0 none 1 0 0 0 100;
#E point 2 8 0 1;
#E horiz Rate1 1 0 99 50 1 ms 0 0 1 1 100;
#E vert Level1 2 0 99 50 1 ms 0 0 0 0 100;
#E point 3 8 0 2;
#E horiz Rate2 3 0 99 50 1 ms 0 0 2 1 100;
#E vert Level2 4 0 99 50 1 ms 0 0 0 0 100;

#E group 2 Thing2 3 1 0;
#E point 1 8 3 0;
#E horiz Delay 5 0 99 0 1 ms 0 0 0 0 100;
#E vert none -1 0 99 0 0 none 1 0 0 0 100;
#E point 2 8 3 1;
#E horiz Rate1 6 0 99 50 1 ms 0 0 1 1 100;
#E vert Level1 7 0 99 50 1 ms 0 0 0 0 100;
#E point 3 8 3 2;
#E horiz Rate2 8 0 99 50 1 ms 0 0 2 1 100;
#E vert Level2 9 0 99 50 1 ms 0 0 0 0 100;
#E end;
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スクリプトの例 2を反映したオブジェクトの図

メッセージの入力

データとして任意の数値を持つことができるので、envオブジェクトはただ1つのインレッ
トしか持たない。エンベロープ・データは配列として格納される。スクリプト・ファイル
は配列のインデックスをどのようにエンベロープ内の水平位置、垂直位置に置くかを決定
する。

list envオブジェクトに入力されたリストは、データ・ポイントの新たな
数値として格納される。リストの最初の数値は位置（配列のインデッ
クス）を決め、2番目の数値はその位置に格納されるデータ量を決め
る。envオブジェクトはスクリプト・ファイルによって決められた各
データの最小値、最大値に従って、入力される数値の範囲を制限する。

funnelオブジェクトは、そのインレットのひとつに入力される数値を
使って、最初の項目は入力されたインレットの位置に対応する数値で、
2番目の数値はそのインレットに入力された数値から成るリストを出
力する。これはenvオブジェクトに必要なリストを用意するために設
計されている。

整数 0から配列のインデックスの最大値までの整数が入力されると、envオ
ブジェクトはそのインデックスの数値とそこに格納されたデータ量か
ら成るリストを出力する。

show グループ・ナンバーを伴ったshowメッセージは、そのグループを表示
する。2つの数値を伴う時、最初の数値から2番目の数値までにあるグ
ループの範囲を表示する。

hide グループ・ナンバーを伴ったhideメッセージは、そのグループを非表
示にする。2つの数値を伴う時、最初の数値から2番目の数値までにあ
るグループの範囲を非表示にする。
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open envオブジェクトのウィンドウを開き、最前面に表示する。enviオブジ
ェクトには適応されない。

read 標準ファイル・ダイアログを開き、ユーザーに新しいスクリプト・フ
ァイルを選択させる。

dump エンベロープの現在のデータをすべて、2つの項目から成るリストで
連続して出力する。最初の数値はデータのインデックスで2番目の数
値はデータの値である。

出力

リスト マウス・ボタンが離された時、またはインレットに数値が入力された
時、envオブジェクトはアウトレットから2つの数値から成るリストを
出力する。最初の数は配列のインデックスであり、2番目の数はイン
デックスにおける新たな数値である。新たに修正された数値のみが出
力される。envオブジェクトのインレットにdumpメッセージが入力さ
れると、リスト形式ですべてのデータが出力される。

sprayオブジェクトはリストを受け取ると、そのリストの最初の数値
に対応するアウトレットから2番目の数値を出力する。これはenvオブ
ジェクトのアウトレットから出力されたリストを、独立したアウトレ
ットへ分配し、ナンバー・ボックスやlibtoオブジェクトのようなエデ
ィターに表示させるために設計されている。

エンベロープ・ウィンドウまたはエンベロープ・ボックスの使用

エンベロープの表示は水平線で2つの領域に分かれている。上の領域は15ピクセル分の空
間でユーザーが変更したポイントの名前と数値が、9ポイントのGenevaフォントで表示さ
れる。下の領域は実際のポイントのグループが表示され、これらは線で結ばれている場合
とそうでない場合がある。

envオブジェクトのウィンドウ（あるいはenviオブジェクトのボックス）を使うのは簡単
である。表示されているポイントをクリックすれば良い。キーが押されてない状態では、
データ量は動いたピクセル数に対応して増加する。どれほどの変化量になるかは、各方向
におけるパラメーターの範囲（最大値と最小値の違いによって異なる）に対する範囲サイ
ズのアーギュメントの割合によって決定される。例えば、上記の最初のスクリプト例を見
ると、そこには1024のデータと、100の範囲サイズがある。この場合、1ピクセル分カーソ
ルを動かすと数値は1024／100、あるいは10ほど変化することになる。

shiftキーを押した状態では、ポイントをドラッグする動きは、カーソルが早く動かないよ
うに制限される。shiftキーを放せば、この制限はいつでも解除される。
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commandキー（Macintosh）あるいはCtrlキー（Windows）を押した状態では、マウスの移動は
ファイン・モードになる。パラメーターの範囲サイズの割合に関係なく、データはマウス
を1ピクセル動かすごとに1ずつ変化するようになる。

マウスをドラッグ中にcommandキー（Macintosh）あるいはCtrlキー（Windows）を押すか離す
ことで、ファイン・モードを有効にするか無効にするかを、即座に切り替えることができ
る。

参照

envi パッチ・ウィンドウに置く、スクリプトによって定義できるエンベロープ
funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する
funnel 受け取ったインレットの番号を付け加えて出力する
line ある値から異なる値へと、補完しながら数値を連続して出力する
multiSlider 複数のスライダーとスクロール表示
spray 整数を、アウトレットの番号に従って分配する
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enviオブジェクトはenvオブジェクトのパッチ・ウィンドウ版である。envオブジェクトで
の説明は、enviオブジェクトでも同様である。
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入力

整数 errorオブジェクトはエラーを検知し、Maxメッセージとしてそれらを
出力する。0以外の数値を受け取れば、errorオブジェクトはMaxエラ
ーの検出を開始する。errorオブジェクトはどのような出力においても
検知を行う。0を受け取れば、検出を停止する。

実数 整数に変換する。

アーギュメント

なし。

出力

シンボル errorオブジェクトが検出した任意のパッチのオブジェクトから生じる
Maxエラーは、シンボルerrorの後に続けて、errorオブジェクトのアウ
トレットから出力される。特定のエラーの確認ができるように、個々
の単語としてメッセージが出力される。

始めに付くerrorメッセージを出力から分離したい場合は、routeオブジ
ェクト（アーギュメントにerrorを与える）を使用する。errorオブジェ
クトの出力にメッセージを表示させたい場合は、routeオブジェクト
（アーギュメントにerror）とエラー・メッセージを表示するオブジェ
クトの間に、prependオブジェクト（アーギュメントにset）を入れる。

利用例

エラー・メッセージの検出

参照

print Maxウィンドウに任意のメッセージを出力する

error Maxウィンドウのエラーを
メッセージとして出力する
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入力

整数 各インレットで受け取る数値は、それに関連する$iまたは$fアーギュ
メントの場所に格納される。例：どの場所にあっても、第2インレッ
トの数値は$i2または$f2アーギュメントの場所に格納される。

実数 各インレットの数値は、それに関連する$fまたは$iアーギュメントの
場所に格納される。$iアーギュメントにおいては、数値は切り捨てと
なる。

symbol symbolの後にtable名が続くメッセージは、tableに格納されている値に
アクセスするために、そのインレットに関連する$sアーギュメントの
場所に格納される。

bang 第1インレット：現在格納されている値を使って数式の値を求める。

リスト 第1インレット：それぞれが異なったインレットから入力されたかの
ようにリストのアイテムが扱われ、式の値が求められる。リストの内
容がインレットの数より少ないアイテム数であるならば、残りのイン
レットでは直前に受け取った値が使われる。

第1インレットでの上記のメッセージはいずれも計算を行い結果を出
力する。置き変わることになるアーギュメントの数値を受け取ってい
ない場合は、その数値を0として数式を評価する。

インレット数は、置き変わることになるアーギュメントがいくつある
かで確定される。インレットの最大数は9個。

set 一つ以上の数値が続くsetメッセージは、異なったインレットにそれぞ
れ入力されたかのように、それらの数値を処理し、格納されている数
値を新しい数値で取り換える。しかし、計算は行われず、何もアウト
レットからは出力されない。メッセージの数値がインレットの数より
少ない場合、残りのインレットで格納されている値は変更されない。

アーギュメント

必須。式は、＋または＊のような算術演算子、<or>のような比較、
min()やpow()のようなC関数、インレットに入力される整数、実数、シ
ンボルを置き換えるアーギュメント（$i, $f, $s）といった数値によって
成り立つ。

整数または実数 数値は数式において定数として使うことができる。

$iまたは$f 変数のアーギュメントは、$i、$fを指し、インレット番号を指定する
（例：$i2）。そのアーギュメントは指定されたインレットに入力された
数値に置き変わる。

expr 数式の値を求める
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$s インレット番号とアーギュメントの$sは、tableを参照する名前として
置き変わる。アーギュメントの直後には、tableにおいて指定するアド
レスを鉤括弧でかこった数値が続かなければならない（例：$s2[7]ま
たは$s3 [$i1])。

その他 exprで理解される算術演算子は次の通りである：+、-、＊、/、%。他
の演算子では、~（ビット補数）、^（ビット排他和）、&、&&、|、||、!
（論理否定）。

多くのC言語関数がexprで使用できる。関数の直後に、括弧でかこっ
た関数に必要な任意のアーギュメントが続かなければならない。アー
ギュメントの中で関数がカンマを必要とするならば、Maxが誤認識し
ないように、カンマの前にバックスラッシュ（\）を入れなければな
らない。例えば、pow ( $i1\, 2 )のようにする。

exprで用いることができるC言語関数は次の通りである：abs、min、
max、sin、cos、tan、asin、acos、atan、atan2、sinh、cosh、tanh、int
（整数に変換）、float（実数に変換）、pow、sqrt、fact（階乗）、exp（e
を低数とするべき乗）、log10（常用対数）、lnまたはlog（自然対数）、
random。max-startupフォルダにエクスターナル・コード・リソースを
追加することによって、関数を追加することができる。

出力

整数または実数 出力は数式を評価して得られた結果である。

利用例

他のオブジェクトでは利用できない関数や多くの計算を一つのオブジェクトとしてまとめることができる

参照

if if/then/else形式の条件文
vexpr リスト同士の算術式を評価する

Tutorial 38 expr and if（英文PDF参照）

expr 数式の値を求める
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入力

シンボルとしての絶対パス名。絶対パスはMax 4.1以前のバージョン
（コロンを使用）を除き、スラッシュで区切られて表示される。具体的
には下記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”

アーギュメント

なし。

出力

リスト ファイルが最後に変更された日時をリストとして出力する。

利用例

filedateはいつファイルが変更されたか示している

参照

date 現在の日付と時刻を出力する
filein ファイルからバイナリー・データを読み出す
filepath 現在のMaxサーチ・パスの情報を出力する
folder 指定したフォルダー内のファイル・リストを表示する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く

filedate ファイルの最終修正日を出力する
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入力

整数 バイナリー・ファイルの中のバイト・オフセットを指定して、ファイ
ルからそこに記憶されているデータを出力する。

第1インレット：ファイルの中でバイト数でのオフセットで指定され
たバイトが、第1アウトレットから出力される。

第2インレット：ファイルの中でバイト数でのオフセットで指定され
た16ビット長のワードが、符号無し整数（short型16ビット）として第
1アウトレットから出力される。

第3インレット：ファイルの中でバイト数でのオフセットで指定され
た32ビット長のワードが、符号無し整数（long型32ビット）として第
1アウトレットから出力される。

リスト 第1インレット：リストの2つ目の数値を第2インレットが受け取り、
（存在するならば）3つ目の数値を第3インレットが受け取る。リスト
の1つ目の数値は第1インレットが受け取る。アウトプットは対応する
順序で第1アウトレットから出力される。

read メモリに読み込むファイルを選択するために標準ファイル・ダイアロ
グを表示する。readに続くファイル名がMaxのサーチ・パスの中で見
つかった場合は、そのファイルは自動的にメモリに読み込まれる。

spool intメッセージを受信した時は必ずディスクにアクセスし、ファイルを
選択するために標準ファイル・ダイアログを表示する。spoolに続くフ
ァイル名がMaxのサーチ・パスの中で見つかった場合は、次のアクセ
スのために自動的にファイルが指定される。ファイルにアクセスする
この方法は、より少ないメモリで済むが、intメッセージに応じてすぐ
に割り込んで出力することはできない。

fclose 読み込まれたファイルを閉じる。その後はfileinはintまたはlistメッセー
ジに対して応答しなくなる。

アーギュメント

シンボル オプション。パッチが読み込まれた時に、自動的にファイルをfileinオ
ブジェクトに読み込むためのファイル名を指定する。ファイル名の後
に2つ目のアーギュメントとしてspoolが与えられた場合は、ファイル
はメモリに読み込まれず、ディスクからアクセスされる。

filein ファイルからバイナリー・
データを読み出す
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出力

整数 第1アウトレット：インプットから入力された整数によって指定され
た場所に記憶されている8、16、または32ビットを符号無し整数で出
力する

bang 第2アウトレット：ファイルのバイト数よりも大きな数値を受け取っ
た時、ファイルの終わりに到達したこと（EOF）を示して、bangが出
力される。

第3アウトレット：読み込みやスプールなどの処理が完了したことを
示す。このbangはファイルがアクセスに成功したことと、fileinが整数
メッセージを受け取る準備ができたことを示す。

利用例

相当するバイナリー・ファイルからデータを読み出す

8、16、32ビットでファイルの内容を出力している

参照

Text 数値をテキスト・ファイルとしてフォーマットする

filein ファイルからバイナリー・
データを読み出す
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入力

任意のメッセージ シンボルとしてのサーチ・パス名。パス名には、スラッシュ、コロン、
バックスラッシュのいずれかが区切り文字として使用される。
パス名は具体的には以下のようになる。

“drive:/folder/filename.ext”（絶対パス）
“./mypatches/steaksauce.ext”（相対パス）

bang bangは現在保存されているパス名をリストとして出力する。

append appendに続くフォルダを指定するシンボルを、パスのリストに追加す
る。（しかし、初期設定ファイルには保存されない。）

set setに続くMaxのサーチ・パスの型の名前（search、startup、help、
action、default）によって、現在のサーチ・パスを指定された型に設定
する。

revert revertはパス名を最後にMaxの初期設定ファイルに保存された状態にリ
セットする。

clear 現在指定されたパスを消去する。

アーギュメント

symbol 必須。Maxのサーチ・パスの型の中から一つ指定する。（search、
startup、help、action、default）

int オプション。ゼロより大きい数は、初期設定ファイルの中のスロット
を指定する。アーギュメントが0または数値以外のものが与えられた
場合パスは初期設定ファイルには保存されない。あるパッチの一時的
なサーチ・パスを作るためにこの特徴を使うことができる。action、
help、そしてstartupパスには一つのスロットしかない。サーチ・パス
は最大で256スロットまで作り出すことができる（通常は約8である）。
デフォルトのパスは初期設定ファイルに保存されない。

出力

シンボル bangによって現在記憶されているパス名を出力する。

filepath 現在のMaxサーチ・パスの
情報を出力する
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利用例

filepathをサーチ・パスの確認のために、またはあるパッチの一時的な
サーチ・パス・スロットの設定のために使用する

参照

filedate ファイルの最終修正日を出力する
filepath 現在のMaxサーチ・パスの情報を出力する
folder 指定したフォルダー内のファイル・リストを表示する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く

filepath 現在のMaxサーチ・パスの
情報を出力する
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入力

実数 第1インレット：現在格納されている値を入力される数値で置き換え
て、アウトレットに出力する。

第2インレット：出力せずに入力される数値で格納されている値を置
き換える。

bang 第1インレット：格納されている値をアウトレットから出力する。

set 第1インレット：出力せずにsetに続く数値で格納されている値を置き
換える。

send 第1インレット：sendに続くreceiveオブジェクトの名前によって、float
オブジェクトに格納されている数値をその名前を持つすべてのreceive
オブジェクトに送信する。floatオブジェクトのアウトレットからは出
力しない。

int 実数に変換する。

アーギュメント

float オプション。floatオブジェクトに格納する初期値を設定する。アーギ
ュメントがない場合の初期値は0.0に設定される。floatオブジェクトに
おいて、floatという単語なしでアーギュメント単独の場合はfloatオブ
ジェクトを作成して、初期値を設定するもう一つの方法となる。

出力

実数 実数で格納された数値は単精度浮動小数点数としてfloatオブジェクト
に格納される。整数部分の精度を増すために、数値の小数部分の精度
が減少するような実数の格納方法が用いられているので、パッチ・フ
ァイルに保存された実数は再度ファイルを開いた時に僅かに変わるこ
とがある。

利用例

格納している値を出力する 格納している値と置き換えて出力する 初期値が与えられている

float / f 実数を格納する
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参照

int 整数を格納する
pv パッチとそのサブ・パッチ内に限定して、変数を共有する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する

Tutorial 21 Data Structures（英文PDF参照）

float / f 実数を格納する
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入力

int 第1インレット：数値はノート・ナンバーとベロシティのペアにおけ
るノート・ナンバーの値として扱われてノートが出力される。

第2インレット：数値は第1インレットで受け取った数値とペアになる
ベロシティとして格納される。

list 数値は整数でなくてはならない。ノート・ナンバーとベロシティのペ
アで最初の数値はノート・ナンバーとして扱われる、そして2番目の
数値はベロシティとして扱われ、数値はそのままアウトレットから出
力される。

bang 第1インレット：ノート・オフではなく、ノート・オンとして受信し
たすべてのノート・ナンバーに対して、第1アウトレットから出力さ
れるノート・ナンバーの値に続いて第2アウトレットから0を出力する
ことによって即座にノート・オフを出力する。

clear flushオブジェクトによって保持されているすべての数値を、ノート・
オフを出力せずに消去する。アーギュメントなし。

出力

int 第1アウトレット：ノート・オンかノート・オフのノート・ナンバー
の値を出力する。

第2アウトレット：ノート・オンかノート・オフのベロシティの値を
出力する。flushオブジェクトは通過するノートの情報を取得し続ける。
インレットにbangを受け取った時、ノート・オンとして保持している
すべてのノートに対してノート・オフ・メッセージを出力する。

利用例

保持されたノートにノート・オフを与えることによって、
すべてのノートが鳴り終わるのを確認しよう

flush 保持しているノートに
ついてノート・オフを作る

148



参照

bag 数値の集合を格納する
Borax ノートオンとノートオフに関する情報を知らせる
makenote ノート・オンに続けてノート・オフ・メッセージを生成する
midiflush 保持しているノート・オンに対するノート・オフを、生のMIDIデー

タとして出力する
offer x, yを1組にした数値を一時的に格納する
stripnote ノート・オフ・メッセージを取り除き、ノート・オン・メッセージ

のみを出力する
sustain ノート・オフ・メッセージを保持して、コマンドによりそれを出力

する

flush 保持しているノートに
ついてノート・オフを作る
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入力

bang 指定したフォルダ内にある指定したタイプのファイル名を得る。それ
らの名前はメッセージ･ボックスやumenuオブジェクトに格納するため
に出力することができる。

シンボル フォルダーのパス名を指定する。そして、そのフォルダーの中身が
umenuまたはメッセージ・ボックスに格納できるように出力される。
パス名には、スラッシュ、コロン、バックスラッシュのいずれかが区
切り文字として使用される。
パス名は具体的には以下のようになる。

“drive:/folder/filename.ext”（絶対パス）
“./mypatches/steaksauce.ext”（相対パス）

パス名に空白文字が含まれる場合には、folderがそのパス名が一つの
アーギュメントであることがわかるように、パス名をダブル・クォー
ト（"）で囲まなければならない。あるいは、folderがその空白文字を
特殊文字としてみなさないように、空白文字の前にバックスラッシュ
（＼）を置くこともできる。

types 1個以上4個までの文字が続くtypesというメッセージによって、folder
オブジェクトが指定されたフォルダの中で探すファイルのファイル・
タイプを設定できる。例えば、Macintoshファイルのファイル・タイプ
としては、テキスト・ファイルを指すTEXT、Maxバイナリー形式のパ
ッチ・ファイルであるmaxb、AIFFオーディオフォーマットであるAIFF
などがある。アーギュメントなしのtypesメッセージはすべてのファイ
ル・タイプに対応し、これがデフォルトである。

整数 bangと同じ。

アーギュメント

シンボル オプション。マウントされたボリュームでフォルダーの完全なパス名
を指定する。

出力

clear 第1アウトレット：インレットでbangまたはパス名を受信した時、第1
アウトレットから出力する最初のメッセージはclearである。これは、
メッセージ・ボックスまたはumenuオブジェクトがすでに受け取って
いる内容を消去するためである。

append 第1アウトレット：clearメッセージに続いてすぐに、指定したフォル

folder 指定したフォルダー内の
ファイル・リストを表示する
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ダの各ファイル名がアルファベット順に、appendメッセージに続けて
出力される。

整数 第2アウトレット：パス名またはbangが入力されると、そのフォルダ
ーにあるファイル数が第2アウトレットから出力される。

利用例

フォルダーからファイル名を読み出し、ポップアップ・メニューで呼び出す

参照

filein ファイルからバイナリー・データを読み出す
filepath 現在のMaxサーチ・パスの情報を出力する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする

folder 指定したフォルダー内の
ファイル・リストを表示する
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入力

record インレットで受け取る整数の記録を開始する。

bang followに記録されたシーケンスを再生する。

start startのみのメッセージはbangと同じ効果を持つ。数値が続くstartメッ
セージでは、記録されたシーケンスを数値によって決められたテンポ
で再生する。start 1024というメッセージでは本来のテンポを示す。数
値が 512 であればfollowは、記録された本来の速度から半分の速さで
再生し、2048 では本来の速度の倍の速さで再生する。

follow followメッセージはfollowオブジェクトがseqオブジェクトと異なる大
きな特徴である。この動作は、followはスコア・リーダーのようであ
り、先に記録されたものとライブなものを比較する。

数値が続くfollowとメッセージで、followに記録された数値と入力され
る数値を、指定されたインデックス（これは保存されたシーケンスの
指定されたイベントを指定する）から比較を開始する。followオブジ
ェクトが追従（follow）中の場合、followに記録された数値と一致する
数値を受け取った場合、その数値のインデックスを出力する。

たとえ入力される数値が記録されたシーケンスに完全に一致しなくて
も、followオブジェクトは寛大なスコア・リーダーとして追従してい
く。数値がシーケンスの次の数値または2番目以降の数値に一致しな
いものを受け取った場合、followは何もしない。多くとも2音先のシー
ケンスの数値と一致するものを受け取った場合は、followは演奏者が
単に1音か2音を間違えたと仮定して、一致する先の数値まで移動する。

stop 記録、再生、追従を停止する。記録から再生へ、あるいは追従から記
録へのように直接切り替えることができ、その場合はstopメッセージ
を送る必要はない。

next 比較対象となっている数値とそのインデックスを出力し、一つ先に数
値を進める。

append 既存のシーケンスを消去せずに、記録されたシーケンスの終わりから
記録を開始する。

整数 記録中であれば、インレットで受け取る数値はシーケンスとして記録
される。数値は s e qオブジェクトと同様に、MID Iメッセージ
（midiformatまたはmidiinから）のバイトでなければならない。しかし、

followは個々の整数を記録する方法がseqとは異なる。すなわち、
followでは一つの音高値としてノートを記録することができる。演奏

follow ライブなものと録音
されたものを比較する
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が完全なMIDIメッセージとして記録されているか、単なるノート・オ
ンの音高として記録されているかに関わらず、followはノート・オン
の音高値に従って的確に演奏を追従することができる。

followが追従している時、そのインレットで受け取る数値はシーケン
スで記録されている数値と比較される。数値がシーケンスの数値と一
致するものを受け取った時、followはその数値のインデックスを出力
する。

float 整数に変換する。

delay 数値が続くdelayというメッセージでは、記録されたシーケンスの最初
のイベントの開始時間をミリ秒単位で設定する。

hook 実数が続くhookというメッセージでは、記録されたシーケンスのすべ
てのイベント時間をその実数分掛け合わせる。例えば、数値が2.0であ
るならば、すべてのイベント時間は2倍になり、シーケンス再生は半
速となる。シーケンスが再生中であっても、この乗算を実行すること
ができる。

write 標準ファイル保存ダイアログが開き、followのシーケンスをファイル
として保存する。

read アーギュメントなしのreadというメッセージでは、標準ファイル・ダ
イアログが開き、followにシーケンス・ファイルを読み込む。readの後
にシンボルによるファイル名がアーギュメントとして続く場合は、そ
のファイルを探してfollowに読み込む。

print 記録されたシーケンスの最初の数個のイベントをMaxウィンドウに表
示する。

dump 標準ファイル・ダイアログが開き、過去に記録されたシーケンスやス
タンダードMIDIファイルをテキストとして開くことができ、その内容
が新しい名称未設定のテキスト・ウィンドウに表示される。実際には、
これはfollowオブジェクトに直接の影響を及ぼさず、シーケンスを見
るか編集を行うだけである。変更を実行させるためにはファイルとし
て保存し、readメッセージによってそのファイルをfollowに読み込ませ
なければならない。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。このアーギュメントは過去に記録したシーケンス名であ
り、パッチを開いた時に自動的にfollow内部に読み込まれる。

follow ライブなものと録音
されたものを比較する
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出力

整数 第1アウトレット：followが追従している場合と、保存されたシーケン
スにおいて次の数値（またはその後の2つの数値のうちの一つ）と一
致する数値を受け取った場合、一致する数値のインデックスを出力す
る。nextメッセージを受け取れば、次の数値のインデックスが同様に
出力される。

第2アウトレット：bangまたはstartメッセージを受け取った時に、記
録された数値が再生されて出力される。追従している時やnextメッセ
ージを受け取った時は、記録されたシーケンスの次の数値が出力され
る。

利用例

記録されたノートに一致するノートによって処理が進行する、あるいはノートを進ませることができる

参照

seq MIDIの録音と再生のためのシーケンサー
detonate ノート・イベントのためのグラフィック・スコア

Tutorial 35 seq and follow（英文PDF参照）

follow ライブなものと録音
されたものを比較する
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入力

任意 forwardオブジェクトに現在参照されている名前を持つすべてのreceive
オブジェクトに任意のメッセージを送信する。

send sendには、receiveオブジェクトの名前が続き、forwardオブジェクトに
受け取られる任意のメッセージの行き先を設定する。このメッセージ
の行き先を変えられる機能が、sendオブジェクトとforwardオブジェク
トの違いである。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。メッセージを受け取るreceiveオブジェクトの名前を設定
する。この名前はsendメッセージによって後で変更できる。

出力

任意 アウトレットはない。send以外のforwardオブジェクトに受け取られた
メッセージは、receiveオブジェクトが他のパッチにあったとしても、
同じ名前を持つそれぞれのreceiveオブジェクトから出力される。

利用例

forwardオブジェクトを使い、 二つの sendオブジェクトを messageボックスを用いて
複数のオブジェクトに一度に 使うのと同じことである 同じ処理を行うことができる
メッセージを送信する

参照

message 任意のメッセージを送る
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する

Tutorial 24 send and receive（英文PDF参照）

forward 様々なオブジェクトにパッチ・
コードなしでメッセージを送信する
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入力

（マウス） ロックされていないパッチ内では、command＋shiftキー（Macintosh）あ
るいはCtrl＋shiftキー（Windows）を押しながらfpicオブジェクト上をド
ラッグすることで、画像のオフセット位置を変えることができる。画
像の現在のオフセット位置はドラッグしたパッチ・ウィンドウのアシ
スタンス・エリアに表示される。

autofit autofitに0でない数値が続く場合、fpicオブジェクトの表示ウィンドウ
にフィットするように画像を拡大縮小する。

link linkには、ファイル名を指定するシンボルが続き、その画像が既に他
のfpicオブジェクトに読み込まれていないかをチェックする。他のfpic
オブジェクトが既にメモリに読み込んでいれば、fpicオブジェクトは
その以前に読み込まれた画像を参照することでメモリを節約する。

matrix matrixには、9つの実数が続き、現在読み込まれているファイルをマト
リックス（行列）による変型を実行した後にメモリに読み直す。変型
は、QuickTimeによる、1つの座標空間（元の画像）からもう1つの座
標空間（元の画像の拡大縮小、回転、または変換された画像）へのマ
ッピングと同じものが使用される。

マトリックスによる変型は9つの行列の要素から成り立っている。

a b u
c d v
t_x t_y w

uとvが0で、wが1ならば、以下の変型の式に従う。
x’ = a * x + c * y + t_x;
y’ = b * x + d * y + t_y

以下の式は拡大縮小/回転に用いられる。

a = xscale * cos(θ)
b = yscale * sin(θ)
c = xscale * (-sin(θ))
d = yscale * cos(θ)

マトリックス変型についての詳しい情報は、以下のAppleのQuickTime
デベロッパー・ドキュメントを参照のこと。

http://developer.apple.com/techpubs/quicktime/qtdevdocs/INMAC/QT/iqMo
vieToolbox.c.htm#18006

fpic 画像ファイルより
画像を表示する
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noscale noscaleは画像の拡大縮小を無効にする。

offset offsetには、2つの数値が続き、fpicオブジェクトのボックスの左上の隅
からの、画像の左上の隅の水平、垂直のオフセット位置をピクセル単
位で指定する。デフォルトでは画像の左上の隅のピクセルは、fpicオ
ブジェクトの左上の隅（0,0のオフセット位置）に位置している。わず
かに異なる連続したoffsetメッセージでは、画像をfpicオブジェクトの
中で動かすことができ、また、それによりfpicオブジェクトは大きな
画像の任意の部分を表示できる。（offsetメッセージを使う時には、イ
メージをなめらかに動かすために、元のイメージは消去されない。画
像が背景を完全に覆わない空白の背景を含むならば、これはあまり良
くない表示になってしまう。）

pict pictにはMaxサーチ・パス内の画像ファイル名が続き、そのファイルを
開き、画像を表示する。既に画像が表示されていた場合は置き換える。
fpicオブジェクトはPICTファイルや、QuickTimeがインストールされて
いれば、QuickTimeでサポートされている他のファイル形式の画像も
受け付ける。

read readには、ファイル名を指定するシンボルが続き、Maxのサーチ・パ
ス内でQuickTimeの画像ファイルを検索し、存在していればそれを開
き、fpicオブジェクトの画像表示領域内に表示する。ファイル名が任
意のスペース、また特殊文字を含む場合は、名前はダブル・クオート
（"）で囲うか、それぞれの特殊文字をバックスラッシュ（\）に続けな
ければならない。readというメッセージだけの場合は、標準ファイ
ル・ダイアログを開き、QuickTimeでサポートされている画像ファイ
ル形式のファイルを表示する。

readany readanyにはファイル名を指定するシンボルが続き、readメッセージと
同じ処理を行う。ただし、標準ファイル・ダイアログには、現在サポ
ートされているファイル形式以外のものも表示する。

rect rectには、画像を表示する矩形の領域を指定する4つの数字が続き、画
像ファイルをハードディスクからメモリへと読み直し、表示する。は
じめの2つの数値は画像表示ウィンドウ内のオフセット位置を指定し、
次の2つの数値は矩形の幅と高さをピクセル単位で指定する。

scalemode scalemodeには0から3の範囲の数値が続き、fpicオブジェクトの拡大縮
小のモードを設定する。

モードが0に設定されていれば、拡大縮小は適用されない。画像はメ
モリに読み込まれた状態のままで表示される。

また、モードが1に設定されていれば、拡大縮小はQuickTimeのマトリ
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ックスによる変型を用いて実行される（詳しい情報はmatrixメッセー
ジを参照のこと）。画像は、現在の、またはデフォルトのマトリック
ス変形の設定に従って、拡大縮小、また回転される。matrixの設定値
はfpicオブジェクトのインスペクターか、matrixメッセージを使うこと
で変更できる。

モードが2に設定されていれば、矩形の拡大縮小が適用される（詳し
い情報はrectメッセージを参照のこと）。画像は現在の、またはデフォ
ルトのrectメッセージの設定に従って読み込まれ、表示される。

モードが3に設定されていれば、画像のサイズを自動的に調整する。
画像は現在表示されているウィンドウにフィットするように拡大縮小
される。

storage storageには、高さ、幅をピクセル単位で指定する2つの数値が続き、
画像の一部のみを読み込むことでメモリ・リソースを節約する。

注記：どちらかのアーギュメントが0ならば、fpicオブジェクトはその
値に制限されない。

time t imeには、QuickTimeタイム・ユニットを指定する数値が続き、
QuickTimeムービーから特定のフレームを読み込み、表示する。通常
はQuickTimeムービーは1秒あたり、600ユニットのレートで表示され
る。デフォルト値は0（フレーム1）である。

インスペクター

fpicオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選択
して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任意の
fpicオブジェクトを選択することで、fpicオブジェクトのインスペクタ
ーをフローティング・ウィンドウに表示することができる。fpicオブ
ジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択することでも、
インスペクターを表示することができる。

fpicオブジェクトのインスペクターは以下の属性を設定できる。

Picture Offsetは、fpicオブジェクトの表示ボックスの左上の隅からの、
画像の左上の隅のピクセルの水平、垂直のオフセット位置を指定する。
デフォルトでは画像の左上の隅のピクセルは、fpicオブジェクトの左
上の隅（0,0のオフセット位置）に位置している。このオフセット位置
は、ナンバー・ボックスに新しいピクセル位置の値を入れることで変
更できる。デフォルトではオフセットされない（つまり、水平位置0、
垂直位置0）。
Time Offset ModeはQuickTimeのタイム・ユニットのフレームオフセッ
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ト位置を指定でき、ムービーから特定のフレームを画像として読み込
む。デフォルト値は0（すなわちフレーム1）である。

Scaling Modeポップアップ・メニューはfpicオブジェクトで使用される
拡大縮小の形式を選択する。それには、4つの拡大縮小のモードが用
意されている。None（デフォルト）では画像の拡大縮小は適用されな
い。Matrixを選択すると、パッチ・ウィンドウが開き、画像を拡大縮
小、回転させるためのマトリックスの値を指定できる。マトリックス
の値を指定していなければ、デフォルト値が適用される。Rectangular
を選択すると、同じようにパッチ・ウィンドウが開き、表示ウィンド
ウ内の相対的な矩形の位置、幅、高さをピクセル単位で指定できる
（デフォルト値は0に設定されている）。Auto-Fitを選択すれば、表示範
囲に適合するように画像は自動的に拡大縮小される。

Internal Storageはメモリに画像の一部のみを読み込むことで、メモリ
を節約できる。範囲は高さ、幅をピクセル単位で指定する。注記：ど
ちらかの値が0ならば、fpicオブジェクトはその値に制限されない。

Picture FileはOpenボタンを押すことで、fpicオブジェクトに読み込む
画像ファイルを選択する。現在読み込まれているファイル名はボタン
の左のテキスト・ボックスに表示される。そのボックスにファイル名
を入力するか、Finderファイルのアイコンをボックスにドラッグする
ことでも選択することができる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

（Get Info...） パッチ・ウィンドウ内にfpicオブジェクトを置いた後で、それが選択
されている時に、ObjectメニューからGet Info...コマンドを選択する。
この操作によって、fpicオブジェクトのインスペクター・ウィンドウ
を開き、fpicオブジェクトのボックス内に表示する画像ファイルを選
択することができる。画像は100パーセントのサイズで表示され、そ
の後、fpicオブジェクトのボックスは画像サイズに合うように、手動
でサイズを変更することができる。fpicオブジェクトが画像サイズよ
り小さければ、それに従って、画像の右下の部分は切り取られる。

fpicオブジェクトはパッチ・ウィンドウ内に単純に画像を表示する。
同じ効果はEditメニューからPaste Pictureを選択することでも可能だ
が、それはパッチ・ファイル内に画像ファイルを含むことになり、読
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み込みや保存時にファイルの操作を遅くすることになる。fpicオブジ
ェクトはハードディスク上の画像ファイルを参照するだけである。
fpicオブジェクトを使う他の利点は、同じ画像ファイルが多数のパッ
チ・ウィンドウから参照される場合に、個々に保存されるよりもディ
スクスペースやメモリの使用を減らせることである。ただし、次にパ
ッチを開いた時に外部の画像ファイルを自動的に表示させるために
は、それをMaxのサーチ・パス内に置かれなければいけない。

出力

なし。

利用例

パッチ内に画像を置く ...または、ubuttonオブジェクトを
（純然たる美観として）.... 上に置くことで処理を行う

画像を切り替えることでスライドショーをする、また、
そのオフセット位置を変化させることで画像を動かす

参照

imovie パッチ・ウィンドウ内でQuickTimeムービーを再生する
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
panel 色のついた背景領域
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
ubutton 透明なボタン、bangを出力する
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入力

bang 第1インレット：現在設定しているスクリーン座標、表示モード、表
示色によって矩形を表示する。

整数 第1インレット：矩形を描く左座標を設定し、形状を描く。

第2インレット：矩形を描く上座標を設定する。

第3インレット：矩形を描く右座標を設定する。

第4インレット：矩形を描く下座標を設定する。

第5インレット：矩形を描く表示モードを設定する（ovalオブジェク
トの表示モードの定数リストを参照のこと）。

第6インレット：グラフィック・ウィンドウの現在のパレットに従っ
て、フレームの表示色のインデックス番号を設定する。モニターが白
黒モードである時は、0以外のインデックス番号では黒であり、0は白
である。

frgb 第1インレット：frgbの後に続く0から255までの3つの数値によって、
次に描かれるフレームの表示色のRGB値を設定する。

priority 第1インレット：priorityの後に続く0以上の数値によって、グラフィッ
ク・ウィンドウ内のframeオブジェクトを重ね合わせる優先順位を設
定する。優先順位の低いオブジェクトは、優先順位の高いオブジェク
トの後ろに描かれる。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。frameの最初のアーギュメントは、矩形が描かれるグラフィッ
ク・ウィンドウの名称でなければならない。frameオブジェクトを編
集している時にグラフィック・ウィンドウがある必要はないが、名称
が一致するウィンドウが開かれるまでは矩形は描かれない。

整数 frameの重ねる優先順位の初期値を設定する。優先順位が指定されて
いない場合の初期値は3である。

frame グラフィック・ウィンドウに
矩形のフレームを描く
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出力

（ビジュアル） frameオブジェクトと関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表
示されている場合、第1インレットにbangメッセージか数値を受け取
れば、ウィンドウに矩形が描かれる。そして、先に描かれている矩形
があれば、それは消去される。

利用例

ovalまたはrectの利用例を参照のこと。frameはoval、rect、ringの例に
直接置き換えることが可能。

参照

graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く

frame グラフィック・ウィンドウに
矩形のフレームを描く
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入力

シンボル fromsymbolオブジェクトは入力にシンボルを受け付け、数値のリスト、
またはシンボルの内容に対応するメッセージを出力する。fromsymbol
オブジェクトは数字によって構成されたシンボル（例えば‘3.5 5 6.5 20’）
を解析することや、1つのシンボルを個々のメッセージに分割するの
に役に立つ。

アーギュメント

なし。

出力

メッセージ、 元のシンボルの内容を解析した結果に従って、数値のリスト、または
リスト、数値 メッセージを出力する。

利用例

参照

sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする
tosymbol メッセージ、数値、リストを1つのシンボルに変換する
zl 多目的なリスト処理

fromsymbol シンボルを個々の
数値かメッセージに変換する
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入力

実数 第1インレット：数値は第2アウトレットから出力され、第2インレッ
トの数値は第1アウトレットから出力される。

第2インレット：数値は第1アウトレットから出力するために格納され
る。そして、それは数値を第1インレットで受け取った時に出力する。

整数 アーギュメントに実数があれば、数値は実数に変換される。アーギュ
メントに整数がある場合、またはアーギュメントがない場合は、第2
インレットで受け取った数値は整数として格納される。

リスト リストはfswapに格納される。最初の数値は第2アウトレットから出力
され、2番目の数値は第1アウトレットから出力される。

bang 現在 fswapに格納されている数値を交換して出力する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1アウトレットから出力する数値の初期値を設定する。
アーギュメントがない場合は、初期値は0。整数のアーギュメントで
あるか、またはアーギュメントがない場合は、第1アウトレットから
整数が出力される（第2アウトレットから出力される数値は常に実数
である）。

出力

整数 第1インレットに数値を受け取った時、それぞれのインレットでの数
値は反対側のアウトレットから出力される。整数のアーギュメントま
たはアーギュメントがない場合は、第1アウトレットから整数が出力
される。

実数 第2アウトレットから出力される数値は常に実数である。実数のアー
ギュメントがある場合のみ、第1アウトレットから実数が出力される。

fswap 左右のインレットに受け取った
2つの実数を交換して出力する
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利用例

受け取った数値は逆順に出力される

参照

pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
swap 2つの数値の一連の順番を逆にする
unpack リストを個々のメッセージに分割する

fswap 左右のインレットに受け取った
2つの実数を交換して出力する
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入力

リスト 第1インレット：funbuffオブジェクトに格納されるxとyのペアのうち、
リストの1つ目の数値はxの値、2つ目の数値はyの値となる。xの値が
既にfunbuffに格納されたxの値と同じである場合、以前に格納されたペ
アは新しいペアによって上書きされる。

整数 第1インレット：この値はx、yのペアのxの値として扱われる。yの値が
第2インレットに受け取られていた場合、その2つの値を対として
funbuffオブジェクトに格納する。それ以外の場合には、funbuffオブジ
ェクトに格納された対応するyの値を第1アウトレットから出力する。

格納されているxの値で、受け取った数値と一致するものがない場合
は、funbuffオブジェクトは受け取った数値の、次のより小さいxの値
を用い、対応するyの値を出力する。

第2インレット：この値は、次に第1インレットに受け取られたxの値
とペアとなり、funbuffオブジェクトに格納される。

clear funbuffオブジェクトの内容を消去する。

embed embedには0でない値が続き、funbuffオブジェクト内のデータをパッチ
内に保存する。デフォルトの設定ではfunbuffオブジェクトのデータは
パッチ内には保存されない。

goto gotoには1つの数値が続き、その値によって指定されるxの値（インデ
ックス）へのポインターを設定する。続くnextメッセージでそのxの値
によって特定されるyの値を返す。

min funbuffオブジェクト内に現在格納されているyの最小値を第1アウトレ
ットから出力する。

max funbuffオブジェクト内に現在格納されているyの最大値を第1アウトレ
ットから出力する。

next ポインターによって示されるxの値（ポインターが格納されていないx
の値を示していた場合、次のより大きなxの値）を検索し、第1アウト
レットから対応するyの値を出力する。また、funbuffオブジェクトはそ
のxの値と、以前にポインターによって指定されたxの値との差を計算
し、第2アウトレットから出力し、gotoポインターを次のより大きなx
の値へ再設定する。

write 標準ファイル保存ダイアログ・ボックスを呼び出し、funbuffオブジェ
クトの内容を別ファイルへと保存することができる。writeの後にシン
ボルが続く場合は、そのシンボルをファイル名として、funbuffオブジ
ェクトの内容をファイルに保存する。

funbuff xとyの数値の
ペアを対にして格納する
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read 標準ファイル･ダイアログを呼び出し、x、yの値を入れたファイルを
funbuffオブジェクトに読み込むことができる。readの後にシンボルが
続く場合は、Maxはファイル・サーチ・パス内のファイルをその名前
で検索し、直接funbuffオブジェクト内に読み込む。funbuffオブジェク
ト用のファイルの形式は、この後に記述する。

bang 第1インレット：Maxウィンドウ内に、funbuffオブジェクトの内容につ
いての情報、すなわち、いくつの要素を格納しているか、格納されて
いる値のうちxとyの最大値、最小値、その領域と範囲（x、y軸それぞ
れの最大値と最小値）を出力する。

実数 どちらかのインレット：整数に変換される。

set 第1インレット：setには、1つ、また複数のスペースで区切られた数値
のペアが続き、それぞれのペアをfunbuffオブジェクトに格納する。

delete 第1インレット：deleteには2つの数値が続き、funbuffオブジェクト内で
一致するx、yのペアを探し、存在すればそれを削除する。deleteに1つ
の数値だけが続く場合は、xの値のみを調べ、それがあればそのペア
を削除する。

dump 第1インレット：すべての格納されているペアを第1アウトレット、第
2アウトレットから連続して出力する。この場合のみ、yの値は第2ア
ウトレットから、xの値は第1アウトレットから出力されることになる。
ペアは、xの値を元に昇順で出力される。

interp 第1インレット：interpには1つの数値が続き、その値をxの値として用
い、その前後のxの値によってその位置を補完し、その位置に対応す
るyの値を同じように前後のyの値から算出し、第1アウトレットから
出力する。受け取られた数値が既に格納されているx、yのペアのxの
値と同じであれば、それに対応したyの値を出力する。また、受け取
られた数値がfunbuffオブジェクトに格納されたxの値の最大値または最
小値を超える場合は、xの最大値または最小値に対応するyの値を出力
する。funbuffオブジェクトが空の場合は、0が出力される。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。パッチを開いた時にfunbuffオブジェクト内に読み込むフ
ァイルの名前を指定する。1つのfunbuffオブジェクトの内容の変更は、
他の同じ名前をもつfunbuffオブジェクトに影響することはない。

funbuffオブジェクトのためのファイルは、テキスト・エディター・ウ
ィンドウを用いて作ることもできる。テキストはfunbuffという言葉か
ら始まり、交互にxとyの値を指定するスペースで区切られた数値のリ
ストが続く。ファイルとして保存されたfunbuffオブジェクトはFileメ
ニューのOpen as Text...を選択することでテキストとして表示、編集
ができる。テキスト内の数値は他のソース、例えばcaptureオブジェク

funbuff xとyの数値の
ペアを対にして格納する
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トや、他のワード・プロセッサーなどのプログラムからもペーストす
ることができる。

出力

整数 第1アウトレット：第1インレットからxの値を受け取った時に、対応
したyの値を出力する（一致するxの値がなければ、次のより小さいx
の値に対応したyの値を出力する）。nextメッセージを第1インレットに
受け取った時には、そのポインターに示されるxの値に対応したyの値
を出力する（一致するxの値がなければ、次のより大きなxの値に対応
したyの値を出力する）。

第2アウトレット：第1インレットにnextメッセージを受け取った時、
以前にポインターによって示されていたxの値と、現在示されているx
の値との差を出力する。その後、ポインターは次のxの値に設定される。

bang 第3アウトレット：ポインターがfunbuffオブジェクトの最後に達した
時には、nextメッセージによって値は出力されなくなり、最後に達し
たことを知らせるbangが出力される。

利用例

ペアやリストはx、yのペアとして扱われる。xの値のみや、nextメッセージはyの値を出力する

funbuffオブジェクト内に格納された値の間の補完

参照

coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する
envi パッチ･ウィンドウに置く、スクリプトによって定義できるエンベロープ
line ある値から異なる値へと、補完しながら数値を連続して出力する
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する

Tutorial 27 Your Object（英文PDF参照）

funbuff xとyの数値の
ペアを対にして格納する
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funnel

169

入力

整数 任意のインレット：インレットの番号と入力された数値がリストとし
て出力される。

実数 整数に変換される。

リスト 任意のインレット：リストを受け取ったインレットの番号がそのリス
トに加えられ、新しいリストとして出力される。リスト内の実数は整
数に変換されることはない。リストは整数、実数とシンボルを含むこ
とができる。（ただしリスト内の最初にシンボルを使うことはできな
い。）

bang 任意のインレット：bangメッセージを受け取ったインレットの番号
と、そのインレット内に格納されている数値（もっとも最後に受け取
られた数値）の、2つの項目からなるリストを出力する。

アーギュメント

整数 オプション。最初のアーギュメントはfunnelオブジェクトのインレッ
トの数を設定する。アーギュメントがなければfunnelオブジェクトの
インレットは2つになる。2番目のアーギュメントは最初のインレット
に対するオフセット番号を指定する。2番目のアーギュメントがない
時は、インレットの番号は0から始まることになる。

出力

リスト 数値またはリストを任意のインレットに受け取れば、funnelオブジェ
クトはそのインレットに対応する番号を追加したリストを出力する。
funnelオブジェクトは、envオブジェクトまたはenviオブジェクトへ入
力される多くの数値を漏斗（funnel）のように扱えるよう設計されて
いるが、collオブジェクト、funbuffオブジェクトやtableオブジェクト
といったほかのオブジェクトとの連結でも有用なものになる。

利用例

funnelオブジェクトを使って入ってきた数値に番号を付加する、または数値をcollオブジェクトへ格納する

受け取ったインレットの
番号を付け加えて出力する



参照

env スクリプト定義できるエンベロープ・エデッター
envi パッチ・ウィンドウに置く、スクリプトによって定義できるエンベロープ
spray 整数を、アウトレットの番号に従って分配する

funnel 受け取ったインレットの
番号を付け加えて出力する
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入力

整数 第1インレット：第2インレットに入力されるすべてのメッセージが出
力されるアウトレットを指定する。この数値自信は出力を引き起こさ
ない。

実数 第1インレット：整数に変換される。

bang 第1インレット：第1アウトレットから現在開いているアウトレットの
番号を出力する。すべてのアウトレットが閉じていれば0を出力する。
このメッセージはgrabオブジェクトと連結して使うために設けられて
いる。

任意のメッセージ 第2インレット：すべてのメッセージは、第1インレットに入力された
数値によって開いたアウトレットへ出力される。

アーギュメント

整数 オプション。アウトレットの数を指定する。1から10に限定される。
アーギュメントがない場合、アウトレットは1つだけとなる。

出力

任意のメッセージ 第2インレットに受け取られたメッセージは、第1インレットに入力さ
れた数値によって指定されたアウトレットへ出力される。0が第1イン
レットに入っているか、またはアウトレットの番号がまだ受け取られ
ていない時、すべてのメッセージは出力されず無視される。0より小
さい数値が第1インレットに入っている時、メッセージは最も左のア
ウトレットから出力される。存在するアウトレットの数より大きい数
が第1インレットに入っている時、メッセージは最も右のアウトレッ
トから出力される。

gate 入力を特定のアウトレット
から出力する
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利用例

メッセージは指定されたアウトレットから出力される 入力された後、アウトレットを閉じる

参照

Ggate 2つのうち1つのアウトレットから数値を出力する
Gswitch 2つのうち1つのインレットから数値を受け取る
onebang bangメッセージの流れをコントロールする
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
switch 特定のインレットに入力されたメッセージを出力する

Tutorial 17 Gates and switches（英文PDF参照）

gate 入力を特定のアウトレット
から出力する
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入力

様々なメッセージ gestaltオブジェクトは4文字以内のMac OSのゲシュタルト・セレクタ
ーで定められているシンボルを受け取る。例えばsysvはシステム・バ
ージョン、qtimはQuickTimeのバージョンのことである。ゲシュタル
ト・セレクターの完全なリストはアップル・デベロッパー・ドキュメ
ント（http://developer.apple.com）を参照のこと。Mac OS上では、
gestaltオブジェクトはセレクターが結果を得るのにMacintoshのゲシュ
タルト機能を使う。Windows上ではこの機能はエミュレーションで動
作するため若干結果が異なるが、それでも役立つ情報になるものと思
われる。その結果やエラー・コードはアウトレットから出力される。

アーギュメント
なし。

出力

整数 第1アウトレット：オブジェクトがセレクターで得た結果にエラーが
無ければ第1アウトレットから結果が出力される。2進数または16進数
での表示や、ビット・シフトと&オペレーターを使うことで結果を解
釈しやすくなるだろう。

第2アウトレット：セレクターによる結果にエラーがある時、そのエ
ラー・コードは第2アウトレットから出力される。エラー・コードの
完全なリストはアップル・デベロッパー・ドキュメントを参照のこ
と。入力したセレクターが未定義の時、-1が出力される。エラーがな
い時は0が出力される。

利用例

gestaltオブジェクトは使っているシステムについての
情報やハードウェアの特徴についての情報を知られてくれる

参照
screensize モニターの大きさを出力する

Inside Macintosh

gestalt 現在のシステムに
ついて調べる
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入力

整数 第1インレット：2つのアウトレットのうちどちらか1つのアウトレッ
トを指定して開く。0は第1アウトレットを指定し、0以外の数値は第2
アウトレットを指定する。Ggateオブジェクトの矢印は開いているア
ウトレットを指している。

bang 第1インレット：矢印の指す方向が別のアウトレットの方向に向けら
れる。マウスでGgateオブジェクトをクリックしても同じ効果が得ら
れる。

実数 第1インレット：整数に変換される。

任意のメッセージ 第2インレット：すべてのメッセージは開いているアウトレットに出
力される。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ 第2インレットに受け取られたメッセージは2つのうち1つのアウトレ
ットから出力される。第1インレットに0が入っている時、入ってくる
メッセージは第1アウトレットから出力される。0以外の数値が第1イ
ンレットに入っている時は、メッセージは第2アウトレットから出力
される。

利用例

2つのアウトレットのうち1つを指定する どのような比較も判断基準として
用いることができる
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から数値を出力する



参照

gate 入力を特定のアウトレットから出力する
Gswitch 2つのうち1つのインレットから数値を受け取る
onebang bangメッセージの流れをコントロールする
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
switch 特定のインレットに入力されたメッセージを出力する

Tutorial 17 Gates and switches（英文PDF参照）
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入力

任意 メッセージは一番右のアウトレットから出力される。あるいは、第2
アーギュメントがある場合は、メッセージは第2アーギュメントで指
定した名前のreceiveオブジェクトに送られ、離れたオブジェクトから
のメッセージを取得することができる。

set grabにreceiveオブジェクトの名前を指定する第2アーギュメントが与
えられている場合は、setに続くシンボルによって、grabがメッセージ
を取得する異なるreceiveオブジェクトの名前を指定する。

アーギュメント

整数 オプション。最初のアーギュメントは第1アウトレットの次に追加さ
れるアウトレットの数を設定する。アーギュメントがない場合は、追
加されるアウトレットは1個である。

シンボル オプション。シンボルが第2アーギュメントとして存在するならば、
インレットで受け取ったメッセージは、一番右のアウトレットから出
力される代わりに、シンボルによって名前が指定されたすべての
receiveオブジェクトに出力される。この場合、第2アーギュメントが
存在しない場合に、通常入力されるメッセージを出力する一番右のア
ウトレットは、存在しない。

出力

任意 一番右のアウトレットの出力：一番右のアウトレットは、他のオブジ
ェクトの第1インレットに接続されていなければならない。インレッ
トで受け取るメッセージは、一番右のアウトレットから接続している
すべてのオブジェクトの第1インレットに出力される。それらのオブ
ジェクトのアウトレットから出力されるものは、すべてgrabに取得さ
れることになる。

他のアウトレットの出力：grabからのメッセージに応じて、第2アウ
トレットに繋がれたオブジェクトのアウトレットから本来出力される
ものが、その代わりにgrabオブジェクトのアウトレットから出力され
る。また、他のオブジェクトの第1アウトレットから出力されるもの
が、grabの第1アウトレットから出力される。注記：grabは他のオブジ
ェクトのアウトレットから送られる出力の処理結果を取得することが
できる。MIDIメッセージの送信やMaxウィンドウへの出力のような、
他のタイプの出力については、grabはその出力を取得することができ
ない。また、grabは、例えば、seq、metro、clockerのようなタイミン
グ・オブジェクトの出力も取得することはできない。
さらに、パッチ・オブジェクトのインレットへgrabの第2アウトレッ

grab 他のオブジェクトの
出力を取得する
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トを接続している時は、サブ・パッチの出力を取得することができな
い。それは単にサブ・パッチの中のインレット・オブジェクトの出力
を取得するだけである。それはその入力と全く同じものである。ただ
し、grabは、grabの第2アーギュメントで指定した名前のreceiveオブジ
ェクトを通して、離れたオブジェクトと通信することができる。

第2アーギュメントが存在するならば、インレットに受け取るメッセ
ージは直接一番右のアウトレットから出力される代わりに、アーギュ
メントによって指定されたreceiveオブジェクトに出力される。そのよ
うなreceiveオブジェクトは、他のオブジェクトの第1インレットだけ
に接続されていなければならない。第2アーギュメントがある場合は、
他のオブジェクトの出力を取得するために、一番右のアウトレットは
現れない。

注記：grabが多数の同じ名前のreceiveオブジェクトを経由して、他の
離れたオブジェクトに繋がっている場合、grabが他のオブジェクトと
通信する順序が明確でないので、それらの出力がgrabオブジェクトの
他のアウトレットから出力される順序は予測できない。

利用例

アウトレットから出力する前に「つかみとる」ことによって、オブジェクトの出力を取得する

grab は set メッセージで指定した receiveオブジェクトを通して、通信することができる

参照

preset 他のオブジェクトの設定を格納し、再現する
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する

grab 他のオブジェクトの
出力を取得する
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入力

open graphicオブジェクトに関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表
示される。またウィンドウは一番手前に表示される。ロックされたパ
ッチでgraphicオブジェクトをダブルクリックしても同様である。

wclose graphicオブジェクトに関連付けられたウィンドウを非表示にする。

アーギュメント

シンボル オプション。graphicオブジェクトのウィンドウを特定する。図形やア
ニメーションがどのウィンドウに描かれるかをMaxに伝えるためにシ
ンボルを使用する。アーギュメントがない場合は、ウィンドウ名は
Graphics-1となる（以降は、グラフィック・ウィンドウは順番に連続
する番号が付けられる）。

整数 オプション。graphicオブジェクトの名前の後に続く4つの座標によっ
て、画面上でのウィンドウの表示領域を指定する。数値は順に表示領
域の左端、上端、右端、下端を、画面上の座標で表す。座標のアーギ
ュメントを指定せずにgraphicオブジェクトを含むパッチを保存する場
合、現在表示しているウィンドウの場所が保存されることに注意しよ
う。ドラッグしたか否かに関係なく、パッチが開かれるたびにオブジ
ェクト・ウィンドウを特定の位置に表示させたい場合には、座標のア
ーギュメントが有用である。

オプション。graphicオブジェクトの名前の後に続き、4つの座標の前
に0以外の数値があれば、グラフィック・ウィンドウのタイトル・バ
ーが表示されない。タイトル・バーのないグラフィック・ウィンドウ
はその上でcommand＋クリック（Macintosh）あるいはCtrl＋クリック
（Windows）でドラッグすることができる。

出力

なし。他のオブジェクトがgraphicオブジェクトのウィンドウに図形を
描く。

graphic スプライトによる
グラフィックを描くためのウィンドウ
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利用例

graphicオブジェクトはグラフィック・オブジェクトの出力のためにウィンドウを作成する
ウィンドウは右下隅をドラッグすることにより、ウィンドウ・サイズを変更することができる

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
pics グラフィック・ウィンドウでのアニメーション
pict グラフィック・ウィンドウでピクチャーを描く
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く

Tutorial 42 Graphics（英文PDF参照）

graphic スプライトによる
グラフィックを描くためのウィンドウ
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入力

整数 第1インレット：2つのインレットのうち1つのインレットを指定して
開く。0は第2インレットを、0以外の数値は第3インレットを指定する。
Gswitchオブジェクトの矢印は開いているインレットを指している。

bang 矢印の指す方向が別のインレットの方向に向けられる。マウスで
Gswitchオブジェクトをクリックしても同じ効果が得られる。

実数 第1インレット：整数に変換される。

任意のメッセージ 第2インレットまたは第3インレット：開いているインレットに受け取
られたメッセージはアウトレットに出力される。一方、他のインレッ
トに入ってきたメッセージは無視される。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ 第1インレットに0が入っている時、第2インレットに受け取られたす
べてのメッセージがアウトレットに出力される。この時、第3インレ
ットに受け取られるメッセージは無視される。0以外の数値が第1イン
レットに入っている時、第2インレットに受け取られるメッセージは
無視され、第3インレットに受け取られるすべてのメッセージはアウ
トレットに出力される。

利用例

2つのインレットのうち1つを指定する どのような比較も判断基準として用いることができる

参照

gate 入力を特定のアウトレットから出力する
Ggate 2つのうち1つのアウトレットから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
switch 特定のインレットに入力されたメッセージを出力する

Tutorial 17 Gates and switches（英文PDF参照）

Gswitch 2つのうち1つの
インレットから数値を受け取る
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入力

（マウス） カーソルがhintオブジェクトの矩形範囲内に移動した時、指定された
遅延の後、その矩形の下側に、テキスト・メッセージが色の付いた領
域として表示される。

（フォント・メニュー） hintオブジェクトの外観は、Fontメニューから異なるフォントやサイ
ズを選ぶことによって変えることができる。

delay delayに続く数値によって、ヒントが表示されるまでの遅延時間をミリ
秒で設定する。デフォルト値は1000（1秒）である。

interval intervalに続く数値によって、マウスの位置がチェックされる間隔をミ
リ秒で設定する。デフォルト値は100である。

brgb brgbに続く0から255までの3つの数値によって、hintオブジェクトの背
景色をRGB値で設定する。デフォルト値は白（brgb 255 255 255）であ
る。

frgb frgbに続く0から255の3つの数値によって、hintオブジェクトのテキス
ト色をRGB値で設定する。デフォルト値は黒（frgb 0 0 0 ）である。

set setに続く任意のメッセージによって、hintに格納されているメッセー
ジを入れ替える。delayメッセージで指定した時間間隔の後に、マウス
が hintオブジェクト上にある時、このメッセージが表示される。

updatemode updatemodeに続く0または1によって、hintオブジェクトのアップデー
ト・モードを切り換える。アップデート・モードを有効にすることは
（updatemode 1）、hintの下方にあるパッチ・ウィンドウのすべてを消去
し、描き直すことを意味する。ヒントを表示している間に、その外観
が変化することになる何かの領域（例えば、ナンバー・ボックスやス
ライダー）上で、ヒント・メッセージを表示するならば、このモード
を使われなければならない。updatemode 0のメッセージは、最初に描
かれた時にヒントの下にある画面に戻すことになる。デフォルト値は
1である。

インスペクター

hintオブジェクトの振る舞いは、そのインスペクターによって編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選
び、フローティング・インスペクターを有効にすれば、hintを選択し
た時に、フローティング・ウィンドウでhintのインスペクターを表示
する。オブジェクトを選択し、ObjectメニューのGet Info･･･を選ぶこ
とによっても、そのインスペクターを表示できる。
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hintインスペクターでは以下の属性を設定できる：

マウスがhintオブジェクトによって指定した範囲に位置する時に表示
させたいテキストを、Set Hint Textボックスに入力することができる。

Pop-up Delayでは、ヒントが現れるまでの遅延時間をミリ秒で設定す
ることができる。デフォルト値は1000（1秒）である。

Check Intervalでは、マウスの位置をチェックする時間間隔をミリ秒単
位で設定することができる。デフォルト値は100である。

Redraw Behind Hintチェック・ボックスがチェックされている時、hint
の下方にあるパッチ・ウィンドウのすべてが、消去されて描き直され
る。ヒントを表示している間に、その外観が変化することになる何か
の領域（例えば、ナンバー・ボックスやスライダー）上で、ヒント・
メッセージを表示するならば、このモードを使われなければならない。
デフォルトではチェックされている。

Colorオプションでは、カラー・ピッカーかRGB値によってヒントの
メッセージや背景色を変えることができる。Messageはメッセージ表
示の色を設定し（デフォルト値は0 0 0）、Backgroundはヒントが現れ
るメッセージ領域の色を設定する（デフォルト値は221 221 221）。

Revertボタンは、インスペクターを表示させてからオブジェクトの設
定の変更を、すべて元に戻す。また、インスペクターを開いている時
に、EditメニューからUndo Inspector Changesを選ぶことによって、イ
ンスペクター・ウィンドウを開く前のオブジェクトの状態に戻すこと
もできる。

アーギュメント

なし。

出力

メッセージ hintオブジェクトに格納されているメッセージ。
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利用例

UIオブジェクトに関する補助的な情報を表示する

参照

comment 注記またはラベル
umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー
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入力

整数 第1インレット：第1インレットに0から127の数値がそれぞれ何回受け
取られたかの総数をHistoオブジェクトは蓄えてゆく。数値を受け取る
と、Histoオブジェクトはそれをカウントに入れ、その数値を受け取っ
た回数を第2アウトレットから出力する。そして、その数値そのもの
は第1アウトレットに出力する。0から127の範囲から外れた数値は無
視される。

第2インレット：Histoオブジェクトがその数をカウントに入れないと
いうこと以外は第1インレットと同じ。

clear Histoオブジェクト内のメモリーを消去して、新しいヒストグラムとし
て始める。

bang 第1インレット：第1インレットが最後に受け取った数値を用いてHisto
オブジェクトはその数値を何回受け取っているかを第2アウトレット
から出力し、その数値そのものを第1アウトレットから出力する。何
の数値も第1インレットが受け取ってない時は、2つのアウトレットど
ちらにも0を出力する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：インレットに受け取った数値を出力する。

第2アウトレット：数値が受け取られた回数が出力される。

利用例

受け取った数値のヒストグラムを記憶する。tableオブジェクト内に表示
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参照

anal 受け取った2つの数値をペアとして、ヒストグラムを作る
prob 重みを付けてランダムな数値の流れを作り出す
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する

Tutorial 33 Probability tables（英文PDF参照）

Histo 受け取った数値の
ヒストグラムを生成する
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入力

整数 インレットで受け取る数値は hsliderによって視覚的に表示され、アウ
トレットから出力される。オプションとしてアウトレットの出力値を
送る前に、数値を何倍かしたり、オフセットを加えることができる。

hsliderはマウスでドラッグするかクリックすることに反応して、数値
を出力する。

実数 整数に変換される。

bang hsliderに格納されている現在の数値を出力する。

color colorに続く0から15のメッセージによって、または、Objectメニューの
Colorコマンドのオブジェクト色によって hsliderの中心部の色を設定
することができる。

local localに続く0以外のメッセージによって、（デフォルトの）マウス・ク
リックによるオブジェクトの反応を設定する。local 0のメッセージで
は、マウスによるオブジェクトの反応を無効にする。すなわち、
hsliderはインレットからの入力値だけに反応し、すべてのマウス・ク
リックを無視する。

min minに続く数値のメッセージによって、アウトレットから出力する前
のhsliderの数値に加える値を設定する。デフォルト値は0である。

mult multに続く数値のメッセージによって、乗算する値を指定する。アウ
トレットから出力される前にこの乗算する値によってhsliderオブジェ
クトの入力値は掛け合わされる。乗算は、オフセット値を加える前の
数値に対して行われる。デフォルト値は1である。

resolution resolutionに続く数値のメッセージによって、サンプリング間隔をミリ
秒で設定する。この数値は、表示を更新する時間間隔を決めるととも
に、hsliderオブジェクトのアウトレットから数値を出力する時間間隔
も決めることになる。

set setに続く数値のメッセージによって、出力を行わずに、hsliderによる
表示値を設定する。

size sizeに続く数値のメッセージによって、hsliderオブジェクトの範囲を
設定する。デフォルト値は128である。sizeを1に設定することは（1つ
の値を表示するだけなので）、視覚的なhsliderの動作は無効になる。1
よりも小さい数値を指定した場合は、2を設定したものと見なされる。
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インスペクター

hsliderオブジェクトの振る舞いは、そのインスペクターによって編集
することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを
選択しフローティング・インスペクターを可能にした場合に、hslider
を選択するとフローティング・ウィンドウとしてhsliderのインスペク
ターを表示する。オブジェクトを選択し、ObjectメニューのGet
Info･･･を選ぶことによっても、そのインスペクターを表示すること
ができる。

インレットで受け取る数値は、0からSlider Rangeの値よりも1小さい数
値までに自動的に制限される。デフォルト値は128である。乗算の後
において、一定の数値に加えるOffsetを指定することができる。デフ
ォルトのオフセット値は0である。また、hsliderのインスペクターで
は数値を乗算するMultiplierも指定でき、hsliderオブジェクトの値がア
ウトレットから出力される前に掛け合わされる。Multiplierの乗算は
Offsetによる加算の前に行われる。Multiplierのデフォルト値は1である。

Revertボタンはインスペクターを開いてからのオブジェクトの設定値
の変更をすべて元に戻す。また、インスペクターを開いている時に、
EditメニューからUndo Inspector Changesを選ぶことによって、インス
ペクター・ウィンドウを開く前のオブジェクトの状態に戻すこともで
きる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 インレットで受け取る数値、またはマウスでhslider上でのドラッグや
クリックの操作によって、最初にMultiplierによって乗算し、Offsetに
よって加算を行った上で、アウトレットから出力する。

利用例

hslider上をドラッグすることで数値を出力する または数値を通過させながら、その数値を出力する
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参照

kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）
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入力

整数 各インレットからの数値は、それに関連付けられる$iまたは$fアーギ
ュメントに置き換えられて格納される（例：左から2番目のインレッ
トへの数値は$i2または$f2アーギュメントに置き換えられて格納され
る）。

実数 各インレットからの数値は、それに関連付けられる$fまたは$iアーギ
ュメントに置き換えられて格納される。$iアーギュメントの場合、実
数の小数点以下は切り捨てられる。

symbol 第1インレット：symbolに続くシンボルのメッセージによって、$s1ア
ーギュメントに置き換えられて格納される。

bang 第1インレット：現在格納されている値を使って条件文を実行する。

上記のいずれかのメッセージを第1インレットに受け取ると、条件文
を実行し、結果を出力する。まだ受け取っていないインレットでは、
デフォルト値として0が用いられる。

インレットの数は、何個の変数アーギュメントが指定されているかで
決定される。インレット数の最大は9個である。

リスト 第1インレット：異なるインレットで受け取ったかのようにそれぞれ
のリストの要素が扱われ、条件文が実行される。リストの要素が存在
するインレット数より少ない場合は、残っているインレットではそれ
以前に受け取った値が使用される。

set 第1インレット：setに続く1個以上の数値によって、それらの数値がそ
れぞれ異なるインレットに受け取られるかどうかを判断し、格納され
ている値を新しい値に置き換える。しかし、条件文は実行されず、何
もアウトレットからは出力されない。インレット数より少ないメッセ
ージであれば、残りのインレットでは置き換えは行わない。

アーギュメント

必須。ifオブジェクトのためのアーギュメントはexprと同じ構文を使
う条件文によって始まる。詳細はexprオブジェクトの記述を参照のこ
と。thenに続く条件文は、以下に説明するメッセージ文が続く。メッ
セージ文の後には、オプションとして、2番目のメッセージ文を与え
るelseがある。

ifは条件にあたるところを実行し、結果が0以外であるならば、then以
降のメッセージ文を実行する。結果が0であれば、elseに続く2番目の
メッセージ文が実行される（elseや2番目のメッセージ文が指定されて
ない場合は除く）。

if if/then/else形式の条件文
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then, else メッセージ文は、以下の違いを含むが、メッセージ・ボックスへの入
力と類似している。

$i1, $f1, $s1 変数アーギュメントとして$1の代わりに$i1, $f1, $s1を使用する。

send コンマやセミコロンは使用してはいけない。receiveオブジェクトと同
じ名前のsendに続くメッセージ文によって、離れたreceiveオブジェク
トにメッセージを送信することができる。

out2 メッセージ文でのout2というキーワードによって、2番目のアウトレッ
トを作成する。out2がメッセージ文に先行する場合は、このメッセー
ジは第1アウトレットの代わりに第2アウトレットから出力される。

出力

任意 アーギュメントのthenまたはelse部分の結果がアウトレットから出力さ
れる。out2がアーギュメントとして存在するならば、2番目のアウトレ
ットが存在し、out2以降のメッセージが第2アウトレットから出力され
る。sendがアーギュメントとして存在するならば（receiveオブジェク
トと同じ名前がsendに続くこと）、それに続くメッセージはreceiveオ
ブジェクトに送信される。

利用例

複雑な比較やその結果は、1個のオブジェクトによって作成することができる

参照

!= 2つの数値の比較し、等しくなければ1を出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する
expr 数式の値を求める
select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる

Tutorial 38 expr and if（英文PDF参照）

if if/then/else形式の条件文
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入力

（movieを参照） movieオブジェクトが認識するメッセージはimovieオブジェクトも同様
に認識する。

border このオブジェクトはデフォルトで黒色の境界線がムービーの周りに描
かれる。border 0メッセージはこの境界線を消去し、border 1メッセー
ジは境界線を再描画する。

アーギュメント

（Get Info...） オプション。このオブジェクトを（パッチャ－がロックされていない
状態で）選択し、ObjectメニューからGet Info... を選ぶと標準ファイ
ル・ダイアログが開かれ、QuickTimeムービーを選択できる。この選
択されたムービーはその後パッチが開かれる時に、自動的に読み込ま
れるようになる。imovieオブジェクトが自動的にムービーを見つける
ためには、ムービーはMaxのファイル・サーチ・パス（Optionメニュ
ーのFile Preferences...で設定できる）内に置かれていなければならな
い。

出力

整数 第1アウトレット：lengthメッセージを受け取った時、ムービーの最終
時間位置を出力する。timeメッセージでは、現在の時間を出力する。
startメッセージでは、0を出力する。

第2アウトレット：ムービー内でマウスをクリックかドラッグした時、
ムービーの左端からのマウスの水平位置が出力される。

第3アウトレット：ムービー内でマウスをクリックかドラッグした時、
ムービーの上端からのマウスの垂直位置が出力される。

利用例

パッチ内にムービーを表示することができ、またムービー内のマウスの動きも知ることができる

imovie パッチ・ウィンドウ内で
QuickTimeムービーを再生する
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参照

lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
movie QuickTimeムービーをウィンドウ内で再生する
playbar QuickTimeムービー再生のためのコントローラー
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入力

整数 IncDecオブジェクトのインレットに入力される数値は、このオブジェ
クトの上半分または下半分をクリックして数値を増加または減少させ
るために用いる数量を設定する。この数値はアウトレットから出力は
されない。IncDecオブジェクトはナンバー・ボックス、ダイアル、そ
の他多くのスライダー類といったユーザー・インターフェースと共に
使えるように設計されている。

（マウス） マウス・クリックによって格納されている数値を増加、または減少さ
せ、アウトレットから出力する。 （増加、減少はクリックする矢印の
方向によって決まる）

（Fontメニュー） IncDecオブジェクトの大きさは、オブジェクトを選択しFontメニュー
内の異なるフォントかサイズを選択することで変更することができ
る。

アーギュメント

なし。

出力

整数 IncDecオブジェクトの上半分をクリックすると、IncDecオブジェクト
は最後にインレットに受け取った数値かあるいは最後に出力した数値
より1大きな数値を出力する。マウス・ボタンを押したままにしてお
くと次第に速度をあげながら出力し続ける。

IncDecオブジェクトの下半分のボタンの動作も数値が減少するという
こと以外は同様である。

利用例

IncDecオブジェクトはナンバー・ボックスや hsl iderとの連携に適している

参照

counter bangメッセージをカウントし、回数を出力する
number box 数値を表示し、出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
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入力

（パッチャ－） パッチャ－内の各inletオブジェクトは、そのパッチが他のパッチの中
に（オブジェクトかサブ・パッチとして）使われる時に、オブジェク
ト・ボックスのインレットとして現れる。このようなインレットにメ
ッセージが送られると、そのメッセージはサブ・パッチ内のinletオブ
ジェクトに受け取られることになる。

インスペクター

インスペクターを使用してinletオブジェクトとして表示するアシスタ
ンス・メッセージを指定し、編集することができる。Windowsメニュ
ーのShow Floating Inspectorを選択しフローティング・インスペクタ
ーが使える状態にある時、任意のinletオブジェクトのインスペクター
をフローティング・ウインドウに表示することができる。inletオブジ
ェクトを選択してObjectメニューからGet Info...を選んでも、同様にイ
ンスペクターを表示できる。

Describe Inletエリアにテキストを入力することで、アシスタンス・メ
ッセージの内容を指定できる。

Revert ボタンを押すとインスペクターを開いてから変更したオブジェ
クトの設定すべてがもとに戻る。また、インスペクターが開いている
時に（テキストを入力し、returnキーを押した後）、Editメニューの
Undo Inspector Changesを選ぶことで、オブジェクトの設定をインス
ペクターを開く前の状態に戻すこともできる。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ サブ・パッチ内のinletオブジェクトは、そのサブ・パッチを含むパッ
チからパッチ・コードを通じて受け取った任意のメッセージを出力す
る。
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利用例

サブ・パッチのインレットは... サブ・パッチ内の inlet オブジェクトに対応する

参照

bpatcher ボックス内に埋め込まれた可視型のサブ・パッチ
outlet パッチの外へメッセージを出力する
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する

Tutorial 26 The patcher object（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：現在格納している数値を入力された数値で置き換え
る、さらにその数値をアウトレットから出力する。

第2インレット：出力することなしに格納している数値を置き換える。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：格納している数値を出力する。

set 第1インレット：数値を後に伴ったsetメッセージは、出力することな
しに格納している数値を置き換える。

send 第1インレット：receiveオブジェクトの名前を伴ったsendメッセージ
は、名前の一致するすべてのreceiveオブジェクトへ、intオブジェクト
内に格納している数値を送信する。この時、intオブジェクトのアウト
レットからは出力しない。

アーギュメント

整数 オプション。intオブジェクトへ格納する初期値を設定する。ア－ギュ
メントがなければデフォルト値は0となる。intという言葉を使わずに
アーギュメントのみを入力しても、その数値をデフォルト値とするint
オブジェクトを作成することになる。

実数 整数に変換される。

出力

整数 intオブジェクトに格納される（そして出力される）数値はlong型（32
ビット）整数である。

int / i 整数を格納する
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利用例

格納した数値を出力する 数値を格納しなおし、出力する デフォルト値が与えられる

参照

float 実数を格納する
pv パッチとそのサブ・パッチ内に限定して、変数を共有する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する

Tutorial 21 Storing numbers（英文PDF参照）

int / i 整数を格納する
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入力

リスト リストの各数値が、順番に出力される。

整数または実数 そのままアウトレットに出力される。

bang 最後に受け取られた数値、またはリストを順番に出力する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 インレットに受け取られた数値は個別に連続して出力される。

利用例

リスト内の数値は i terオブジェクトから個別に連続して出力される

参照

cycle 独立したアウトレットからデータの流れを出力する
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる
unpack リストを個々のメッセージに分割する
zl 多目的なリスト処理

Tutorial 30 Number groups（英文PDF参照）

iter リストを数値ごとに
分解する
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入力

（keyboard） keyへの入力は、直接コンピューター・キーボードから入力される。
インレットはない。

アーギュメント

なし。

出力

整数 コンピューター・キーボードのキーを押す度に、数値が出力される
（キーを押さえ続けても、繰り返して出力されることはない）。

第1アウトレット：押されたキーのアスキー値を出力する。

第2アウトレット：押されたキーのキー・コードを出力する。

第3アウトレット：それぞれのモディファイア・キーは、この出力値
と&オブジェクトによってトグル・スイッチを作ることができる。第
3アウトレットから出力される数値は、以下のリストのようなアーギ
ュメントを含む&オブジェクトによってトグル・スイッチを実現でき
る。

モディファイア・キー 出力値 トグル

キーイベント 128 & 128
（Windowsではマウスボタンが押されていなければ0が、Macintoshでは常に0が出力される）

Ctrl（Windows） 384 & 256
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Command（Macintosh） 384 & 256
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Shift 640 & 512

Caps Lock (on) 1152 & 1024

Alt（Windows） 2176 & 2048
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Option（Macintosh） 2176 & 2048

右クリック（Windows） 4224 & 4096

Control 4224 & 4096

key コンピューター・キーボードの
キー入力を出力する
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利用例

コンピューター・キーボードで押されたキーの情報を、メッセージのトリガーとして使うことができる

参照

keyup コンピューター・キーボードのキーを離した時の情報を出力する
numkey コンピューター・キーボードで入力された数値を解釈する
spell 入力をASCIIコードに変換する
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする

Tutorial 20 Using the computer keyboard（英文PDF参照）

key コンピューター・キーボードの
キー入力を出力する
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入力

（keyboard） keyupへの入力は、直接コンピューター・キーボードから入力される。
インレットはない。

アーギュメント

なし。

出力

整数 コンピューター・キーボードのキーを離す度に、数値が出力される
（一番最初にキーが押され時は、何も出力されない）。

第1アウトレット：離されたキーのアスキー値を出力する。

第2アウトレット：離されたキーのキー・コードを出力する。

第3アウトレット：それぞれのモディファイア・キーは、この出力値
と&オブジェクトによってトグル・スイッチを作ることができる。第3
アウトレットから出力される数値は、以下のリストのようなアーギュ
メントを含む&オブジェクトによってトグル・スイッチを実現できる。

モディファイア・キー 出力値 トグル

キーイベント 128 & 128
（Windowsではマウスボタンが押されていなければ0が、Macintoshでは常に0が出力される）

Ctrl（Windows） 384 & 256
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Command（Macintosh） 384 & 256
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Shift 640 & 512

Caps Lock (on) 1152 & 1024

Alt（Windows） 2176 & 2048
（システムが使用しているため情報は出力されない）

Option（Macintosh） 2176 & 2048

右クリック（Windows） 4224 & 4096

Control 4224 & 4096

keyup コンピューター・キーボードの
キーを離した時の情報を出力する
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利用例

キーを離した時に、アスキー値を出力する キーが押されていた時間を知るためにkeyを使用している

参照

key コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
MouseState マウスの状態や位置を出力する
numkey コンピューター・キーボードで入力された数値を解釈する
spell 入力をASCIIコードに変換する
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする

Tutorial 20 Using the computer keyboard（英文PDF参照）

keyup コンピューター・キーボードの
キーを離した時の情報を出力する
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入力

整数 第1インレット：ksliderの表示範囲内であるならば、インレットで受
け取られた数値はkslider上にハイライトで表示される。ksliderが保持
しているベロシティ値（1から127）を第2アウトレットから出力した
後、受け取った数値を第1アウトレットから出力する。

第2インレット：第2インレットで受け取った数値は、出力は行わずに、
ベロシティ値の出力値を設定する。

（マウス） マウスでクリックまたはドラッグした時に、ksliderは数値を出力する。
ベロシティ値は各キーの垂直上のマウスの位置によって設定される。
垂直方向で上の部分ほど、ベロシティ値は大きくなる。最大のベロシ
ティ値は127である。

ksliderがポリフォニック・モードであるならば、1回目はノート・オ
ン、2回目はノート・オフとなるので、キーを2回クリックする必要が
ある。

ksliderの最も右端をクリックすると、見えているキーの中でもっとも
音が高いC音のノート・ナンバーを出力する。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：現在格納されているベロシティ値とノート・ナンバ
ーを出力する。

clear clearメッセージはキーボード上で現在ハイライトされているノートを
元に戻す。この時、出力は起こらない。

color colorに続く0から15の数値のメッセージによって、またはObjectメニュ
ーのColorのサブメニューで利用できる色の1つによって、キーボード
上でハイライトされる色を設定することができる。

frgb 第1インレット：frgbに続く3つの数値（0から255）のメッセージによ
って、キーボード上でハイライトされる色をRGB値で設定することが
できる（デフォルト値は128 128 128）。

mode 第1インレット：modeに続く0か1のメッセージによって、ksliderがモ
ノフォニックかポリフォニックかを設定する。デフォルトではmode 0
でモノフォニック・モードである。モノフォニックでは表示されてい
るキーを1回だけ選択することができる。mode 1ではポリフォニッ
ク・モードになる。ポリフォニック・モードでは、MIDIキーボードを
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押さえ続けているかのように、ksliderはノート・オフされるまでノー
ト・オンの状態を続ける。キーはベロシティ0のノート・オン・メッ
セージをksliderオブジェクトに送ることによって解除する。

offset 第1インレット：offsetに続く数値のメッセージによって、ksliderオブ
ジェクトのオクターブのオフセット値を設定する。ksliderのキーボー
ドはMIDIキーボードのレンジの一番低いオクターブ（c-2）からのノ
ートを出力する。offset 5メッセージはksliderオブジェクトの一番左の
キーがC3であることを表す。デフォルト値は3である。

range 第1インレット：rangeに続く数値のメッセージによって、ksliderオブ
ジェクトのオクターブ幅を設定する。デフォルト値は4である。

set 第1インレット：setに続く数値のメッセージによって、出力すること
なく、ksliderで表示される値を変更する。

size 第1インレット：sizeに続く0か1のメッセージによってキーボード表示
のサイズを設定する。デフォルトであるsize 0は大きいサイズのキーボ
ードを表示し、size 1では小さいキーボードを表示する。

インスペクター

ksliderオブジェクトの振る舞いは、そのインスペクターによって編集
することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを
選択しフローティング・インスペクターを可能にすれば、ksliderを選
択するとフローティング・ウィンドウでksliderのインスペクターを表
示する。オブジェクトを選択し、ObjectメニューのGet Info･･･を選ぶ
ことによっても、そのインスペクターを表示することができる。

ksliderインスペクターでは、ksliderオブジェクトのオクターブ幅であ
るSlider Rangeの値を入力できる（デフォルト値は4）。Offsetの値（デ
フォルト値は3）は、最も低いCであるc-2から数えて、表示されてい
るキーボードの最も低いノートのオクターブの値を指定する。
Keyboard Sizeボタンはキーボードのサイズを選択し、Keyboard Mode
ボタンではモノフォニックかポリフォニックかを選択する。デフォル
トの色は128 128 128である。

Revertボタンはインスペクターを開いてからのオブジェクトの設定値
の変更をすべて元に戻す。また、インスペクターを開いている時に、
EditメニューからUndo Inspector Changesを選ぶことによって、インス
ペクターウィンドウを開く前のオブジェクトの状態に戻すこともでき
る。
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アーギュメント

なし。

出力

整数 インレットに数値を受け取るか、オブジェクトをクリックまたはドラ
ッグする時、ksliderは現在のベロシティ値を第2アウトレットから出
力した後、（表示されている）ノート・ナンバーの値を第1アウトレッ
トから出力する。

利用例

キーボードをクリックすることによって出力を行う 入力されたノート・ナンバーを表示する

参照

hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
makenote ノート・オンに続けてノート・オフ・メッセージを生成する
notein MIDIノート・メッセージを出力する
noteout MIDIノート・メッセージを送信する
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Slider and dials（英文PDF参照）
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Max4.0以降では、lcdオブジェクトのすべての描画コマンドは小文字になっている。互換
性を持たせるために、過去の大文字から始まる古い形式のメッセージも依然として使用で
きる。linetoでもLineToでも使用することができる。

入力

（マウス） （local 0メッセージによってこの機能が無効になっていない場合）マ
ウスを用いてlcdオブジェクト内に自由に描画できる。マウスは現在設
定されているペンと色によって描画され、マウスの位置情報はアウト
レットから出力される。

ascii asciiには0から255までの数値が続き、現在のペンの位置にASCII値に
対応する文字が描かれ、ペンの位置はその文字の右側に移動される。
0から255の範囲を超えた数値は剰余演算により、その範囲に制限され
る。

border border 1メッセージはlcdオブジェクトの表示領域の周囲に枠線を引く
ように設定する。デフォルト値は1である。border 0メッセージはその
機能をオフにする。

brgb brgbには0から255までの3つの数値が続き、lcdオブジェクトの背景色
をRGB値で指定する。

clear lcdオブジェクトの内容を消去する。

clearpicts lcdオブジェクトのすべての名前の付けられたピクチャーを削除する。

clearregions lcdオブジェクトのすべての名前の付けられたリージョンを削除する。

clearsprites lcdオブジェクトのすべての名前の付けられたスプライトを削除する。

clipoval clipovalには矩形の左、上、右、下の隅を指定する4つの整数が続き、
その矩形に内接する楕円形領域内で、lcdオブジェクトの描画を行うよ
うにクリッピングする。これらの整数は、lcdオブジェクトの表示領域
の左上の隅からの相対位置としてピクセル単位で指定する。

clippoly clippolyには254個までの整数のアーギュメントが続き、それらの整数
をx/yのペアとして設定される多角形領域内で、lcdオブジェクトの描
画を行うようにクリッピングする。それぞれのx/yのペアは、lcdオブ
ジェクトの表示領域の左上の隅からの相対位置としてピクセル単位で
指定する。

cliprect cliprectには矩形の左、上、右、下の位置を指定する4つの整数のアー
ギュメントが続き、その矩形領域内で、lcdオブジェクトの描画を行う
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ようにクリッピングする。それぞれの整数は、lcdオブジェクトの表示
領域の左上の隅からの相対位置としてピクセル単位で指定する。

cliprgn cliprgnには1つのシンボルが続き、その名前のリージョンで表される領
域内で、lcdオブジェクトの描画を行うようにクリッピングする。

cliproundrect cliproundrectには矩形の左、上、右、下の位置と、角を水平および垂直
に丸める量をピクセル単位で指定する6つの整数が続き、その丸めら
れた矩形領域内で、lcdオブジェクトの描画を行うようにクリッピング
する。矩形の位置を表す数値は、lcdオブジェクトの表示領域の左上の
隅からの相対位置としてピクセル単位で指定する。

closeregion closeregionにはそのリージョンに名前をつけるためのシンボルのアー
ギュメントが続き、リージョンの定義を終了させ、定義されたリージ
ョンをそのシンボルに関連づける。closeregionメッセージの後には、
再び、描画コマンドが機能するようになる。

closesprite closespriteにはそのスプライトに名前をつけるためのシンボルのアーギ
ュメントが続き、スプライト･コマンドの記録を終了させ、定義され
たスプライトをそのシンボルに関連づける。closespriteメッセージの後
には、再び、描画コマンドが機能するようになる。

color colorには0から255までの数値が続き、続く操作でlcdオブジェクトに描
画される色をMaxのカラー･パレットから指定する。0から255の範囲
を超えた値は剰余演算により、その範囲に制限される。

deletepict deletepictには1つのシンボルが続き、その名前が付けられているピクチ
ャーを削除する。

deleteregion deleteregionには1つのシンボルが続き、その名前が付けられているリ
ージョンを削除する。

deletesprite deletespriteには1つのシンボルが続き、その名前が付けられているスプ
ライトを削除する。

drawpict drawpictには1つのシンボルが続き、その名前が付けられているピクチ
ャーを描画する。オプションとして、画像を拡大縮小して描画するデ
スティネーション領域の矩形や、描画に用いる領域を指定するソース
領域の矩形を設定することができる。このためには、それぞれ4つの
数値を続け、それらの矩形は、左、上、幅、高さの値をピクセル単位
で指定する。デスティネーション領域の矩形はlcdオブジェクトの表示
領域の左上の隅からの相対位置、ソース領域の矩形はピクチャーの左
上の隅からの相対位置で指定する。指定されなければ、それらの矩形
は両方ともピクチャーと同じサイズに設定される。

207

lcd パッチ･ウィンドウ内に
画像を描画する



drawsprite drawspriteには1つのシンボルが続き、その名前が付けられているスプ
ライトを描画する。オプションとして、スプライトを描画する時の水
平、垂直オフセット位置を指定する数値のペアを続けることができ
る。

enablesprites enablesprites 1メッセージはスプライトの描画を有効にする。
enabledsprites 0メッセージはこの機能をオフにする（デフォルト）。ス
プライトが有効になっている時には、lcdオブジェクトはよりメモリを
消費する。

font fontには2つの数値が続き、writeメッセージか、asciiメッセージを受け
取った時に描画する文字のフォントIDとフォント・サイズを指定す
る。大部分のフォントID番号は、どのようなフォントがシステムフォ
ルダのフォント・フォルダに存在しているかに依存するため、fontメ
ッセージの結果はコンピューターによって異なる場合があるので注意
すること。

framearc 弧の輪郭のみが描画されること以外は、paintarcメッセージと同じであ
る。

frameoval 楕円の輪郭のみが描画されること以外は、paintovalメッセージと同じ
である。

framepoly 多角形の輪郭のみが描画されること以外は、paintpolyメッセージと同
じである。

framerect 矩形の輪郭のみが描画されること以外は、paintrectメッセージと同じ
である。

framergn リージョンの輪郭のみが描画されること以外は、paintrgnメッセージと
同じである。

frameroundrect 丸められた矩形の輪郭のみが描画されること以外は、paintroundrectメ
ッセージと同じである。

frgb frgbには0から255までの3つの数値が続き、lcdオブジェクトの描画色
をRGB値で指定する。

getpenloc getpenlocメッセージは、penlocとそれに続く2つの数値を伴うメッセー
ジを、lcdオブジェクトの第4アウトレットから出力する。数値はlcdオ
ブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対的な座標を表す。1つ目
の数値はその隅からの右に何ピクセルか、2つ目の数値はその隅から
下に何ピクセルかを表している。

getpixel getpixelには、ピクセルの位置を、lcdオブジェクトの表示領域の左上
の隅からの相対的な座標で、指定する2つの数値が続く。このメッセ
ージを受け取れば、pixelと0から255までの3つの数値を伴うメッセー
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ジを、lcdオブジェクトの第4アウトレットから出力する。その数値は
指定された位置のピクセルのRGB値を表す。指定されたピクセルが
lcdオブジェクトの範囲外であれば、getpixelメッセージはpixel 0 0 0とい
うメッセージを出力する。

hidesprite lcdオブジェクト内の名前の付けられたスプライトの描画をオフにする。

idle idle 1メッセージは、lcdオブジェクト上のマウスの位置を常に出力す
るように設定する。マウス位置の座標はマウスが動く度に、第2アウ
トレットから2つの項目を持つリストとして出力される。その数値は、
lcdオブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対座標を表す。1つ目
の数値はその隅から右にいくつかを、2つ目の数値はその隅から下に
いくつかをピクセル単位で表す。idle 0メッセージでその機能はオフに
なる。デフォルト値は0である。

line lineには、現在のマウスの位置からの相対的な水平と垂直のオフセッ
ト位置をピクセル単位で示す2つの整数のアーギュメントが続き、現
在のペンの位置から、そのオフセット位置で示される座標まで直線を
描く。そして、ペンの位置をその位置に移動させる。正の値のアーギ
ュメントは直線を右か下へ、負の値のアーギュメントは上か左へ描画
する。

linesegment linesegmentには、線分の両端の位置を指定する四つの整数のアーギュ
メントが続き、直線を描画する。その数値は開始点及び終了点の水平
と垂直のオフセット位置を示し、lcdオブジェクトの表示領域の左上の
隅からの相対位置で表す。オプションとして、色も続けて指定するこ
とができる。アーギュメントに1つの整数を加えれば、colorメッセー
ジと同じように、Maxのカラーパレットから色を指定できる。アーギ
ュメントに3つの整数を加えれば、frgbメッセージと同じように、RGB
値で色を指定できる。

lineto linetoには、水平、垂直それぞれの終端を指定する２つの整数が続き、
現在のペンの位置から、そのアーギュメントによって指定された位置
まで線を描画する。

local local 0メッセージはlcdオブジェクト上でのマウスによる描画をオフに
する。local 1メッセージで再び、この機能はオンにできる。どちらの
場合でも、lcdオブジェクトはその表示領域上をドラッグするマウスの
位置を出力する。

move ペンの位置を、現在の位置から右、または下にピクセル単位で移動す
る。moveには、lcdオブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対的
な水平と垂直のオフセット位置をピクセル単位で指定する2つの整数
のアーギュメントが続く。負の値のアーギュメントは左、または上に
ペンの位置を移動させる。
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moveto 次の描画が行われるペンの位置を設定する。movetoメッセージはlcdオ
ブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対的な水平、垂直オフセッ
ト位置をピクセル単位で指定する2つの整数のアーギュメントを指定
する。

noclip 指定されているクリッピング領域をすべて解除する。

onscreen onscreen 1メッセージはオンスクリーン・ウィンドウを描画に使うこと
により、メモリの節約をする機能をオンにする。onscreen 0メッセージ
はこの機能をオフにする。オンスクリーン・モードを使わない場合、
lcdオブジェクトはより多くメモリを消費する。しかし、lcdオブジェ
クトが隠された場合でも、内容は記憶されており、消去されない。

paintarc paintarcには、その弧が描かれることになる楕円の内接する左、上、右、
下の矩形の隅、そして弧のはじめと終わりを角度で指定する6つの整
数のアーギュメントが続き、その弧を描画する。矩形の隅はlcdオブジ
ェクトの表示領域の左上の隅からの相対位置としてピクセル単位で指
定する。任意で色も続けて指定することができる。アーギュメントに
1つ整数を加えれば、colorメッセージと同じように、Maxのカラーパ
レットから色を指定できる。アーギュメントに3つの整数を加えれば、
frgbメッセージと同じように、RGB値で色を指定できる。

paintpoly paintpolyには254個までの整数のアーギュメントが続き、lcdオブジェ
クト上に描画される多角形を定義するx /yのペアを指定する。それぞれ
のx/yのペアはlcdオブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対位置
をピクセル単位で指定する。オプションとして、最初のペアと同じ位
置を示すx/yのペアを指定した後に続けて、色も指定できる。アーギュ
メントに1つ整数を加えれば、colorメッセージと同じように、Maxの
カラーパレットから色を指定できる。アーギュメントに3つの整数を
加えれば、frgbメッセージと同じように、RGB値で色を指定できる。

paintrect paintrectには矩形の左、上、右、下の位置を指定する4つの整数のアー
ギュメントが続き、矩形を描画する。それぞれの隅はlcdオブジェクト
の表示領域の左上の隅からの相対位置をピクセル単位で指定する。オ
プションとして、色も続けて指定することができる。アーギュメント
に1つの整数を加えれば、colorメッセージと同じように、Maxのカラ
ーパレットから色を指定できる。アーギュメントに3つの整数を加え
れば、frgbメッセージと同じように、RGB値で色を指定できる。

paintrgn paintrgnには1つのシンボルが続き、その名前のついたリージョンを塗
りつぶして描画する。オプションとして、整数のペアのアーギュメン
トを続けることで、リージョンを描画する水平、垂直オフセット位置
を指定できる。さらに、アーギュメントに1つの整数を追加すれば、
colorメッセージと同じようにMaxのカラーパレットから、描画色を指
定できる。アーギュメントに3つの整数を追加すれば、frgbメッセージ
と同じように、RGB値で描画色を指定できる。
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paintroundrect paintroundrectには矩形の左、上、右、下の位置と、角を水平および垂
直に丸める量をピクセル単位で指定する6つの整数が続き、角を丸め
た矩形を描画する。それぞれの隅はlcdオブジェクトの表示領域の左上
の隅からの相対的な位置をピクセル単位で指定する。アーギュメント
に1つの整数を追加すれば、colorメッセージと同じようにMaxのカラ
ーパレットから、描画色を指定できる。アーギュメントに3つの整数
を追加すれば、frgbメッセージと同じように、RGB値で描画色を指定
できる。

penmode penmodeには0から7までのうち、1つの整数が続き、続く描画コマンド
による描画の転送モードを設定する。それぞれの描画モードについて
はInside MacintoshのQuickDrawに関するドキュメンテーションを参照
のこと。

pensize pensizeには、必ず1つの整数のアーギュメントが続き、描画に用いる
ペンのサイズをピクセル単位で指定する。

readpict readpictには、その後の描画で必要なピクチャーの名前とファイル名の
アーギュメントが続き、その画像ファイルをハードディスクからメモ
リに読み込む。この時に付けた名前は、その後のdrawpictメッセージ
かtilepictメッセージによってlcdオブジェクトに描画される。readpictメ
ッセージを受けると、lcdオブジェクトは第4アウトレットから、pictと
いう単語に続き、その画像ファイルの名前を示すシンボルと、画像の
幅と高さを示す2つの整数からなるメッセージを出力する。読み込み
が失敗した場合は、pict <画像に付けられた名前> errorというメッッセ
ージが第4アウトレットから出力される。

recordregion リージョンとして保存される描画コマンドの記録を開始する。記録の
間は、描画コマンドはlcdオブジェクトの描画領域には描画されない。

reset lcdオブジェクトに描画されている内容を消去し、ペンの設定をデフォ
ルト値に戻す。resetメッセージは以下の続くメッセージと等しい。
clear
pensize 1
penmode 0
frgb 0 0 0 ( black )
brgb 255 255 255 ( white )
moveto 0 0

scrollrect scrollrectには、スクロールさせる矩形の左、上、右、下の位置と、xお
よびy方向にどれだけスクロールさせるかをピクセル単位で指定する6
つの整数のアーギュメントが続き、lcdオブジェクト内の指定した矩形
部分をスクロールさせる。

size lcdオブジェクトのサイズを変更する。sizeには新しいサイズをピクセ
ル単位で指定する2つの整数のアーギュメントを続ける。

211

lcd パッチ･ウィンドウ内に
画像を描画する



tilepict tilepictにはピクチャーの名前が続き、ピクチャーをタイル状に敷き詰
めて矩形を塗りつぶす。オプションとして、アーギュメントとして4
つの整数を付け加えることで、ピクチャーを敷き詰める矩形（デステ
ィネーション矩形）を指定できる。さらに4つの整数を付け加えるこ
とで、元のピクチャーのどの部分をこの操作で使うか（ソース矩形）
が指定できる。それらの矩形は左、上、右、下の位置をピクセル単位
で指定する。デスティネーション矩形はlcdオブジェクトの左上の隅か
らの相対的な位置で、ソース矩形は画像の左上の隅からの相対的な位
置で指定する。これらを指定しなければ、デスティネーション矩形は
lcdオブジェクトと同じサイズに、ソース矩形は画像と同じサイズに設
定される。

write writeには任意のシンボルが続き、現在のペンの位置からそのシンボル
を描き、描いたテキストの最後の位置にペンを移動させる。

writepict writepictには1つの任意のファイル名が続き、現在のlcdオブジェクトに
表示されている内容をPICTファイルに書き出す。ファイル名を指定し
なければ、標準ファイル保存ダイアログが開き、ファイル名とその
PICTファイルを書き出す場所を指定できる。

インスペクター

lcdオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選
択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任意
のlcdオブジェクトを選択することで、lcdオブジェクトのインスペク
ターをフローティング・ウィンドウに表示することができる。lcdオ
ブジェクトを選び、オブジェクト・メニューからGet Info...を選択す
ることでもインスペクターを表示することができる。

lcdオブジェクトのサイズは、Width、およびHeightのナンバー・ボッ
クスにピクセル単位で入力することで、設定することができる。lcd
オブジェクトのサイズのデフォルトは高さ128ピクセル、幅128ピクセ
ルである。

Local Mousing Modeをチェックをすることで、lcdオブジェクトの表示
領域にマウスで描画することができるようになる。デフォルトではこ
の機能は有効になっている。

Draw Borderのチェックボックスはデフォルトでは有効になっている。
チェックを入れることで、lcdオブジェクトの表示領域のまわりに枠
線を表示する。

Respond to idle Mousingオプションにチェックを入れることで、lcdオ
ブジェクト上でアイドル中のマウスの位置を出力することを指定す
る。デフォルトではこの機能は無効になっている。
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Onscreen Modeオプションにチェックを入れることで、オンスクリー
ン・ウィンドウを描画に使うことにより、メモリの節約をする機能を
オンにする。オンスクリーン・モードを使わない場合、lcdオブジェ
クトはより多くメモリを消費する。しかし、lcdオブジェクトが隠さ
れた場合でも、内容は記憶されており、消去されない。デフォルトで
はこの機能は無効になっている。

Enable Spritesオプションはスプライトの描画を有効にする。デフォル
トではこの機能は無効になっている。スプライトを有効にすると、
lcdオブジェクトはよりメモリを消費する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

リスト 第1アウトレット：lcdオブジェクトの表示領域をクリックやドラッグ
した時に、そのマウスの位置の座標を、2つの項目からなるリストと
してアウトレットから出力する。その数値はlcdオブジェクト表示領域
の左上の隅からの相対的な座標を表す。1つ目の数値は、その隅から
右に何ピクセルか、2つ目の数値はその隅から下に何ピクセルかを示
す。

整数 第3アウトレット：マウスのボタンが押されていたら、1というメッセ
ージが第2アウトレットから出力される。それ以外では0というメッセ
ージが出力される。

リスト 第2アウトレット：lcdオブジェクトの表示領域をクリックやドラッグ
した時に、そのマウスの位置の座標を、2つの項目からなるリストと
してアウトレットから出力する。その数値はlcdオブジェクト表示領域
の左上の隅からの相対的な座標を表す。1つ目の数値は、その隅から
右に何ピクセルか、2つ目の数値はその隅から下に何ピクセルかを示す。

リスト 第1アウトレット：lcdオブジェクト上でマウスのボタンを押しながら
ドラッグすることで描画を行った時に、そのマウスの位置の座標を、
2つの項目からなるリストとしてアウトレットから出力する。その数
値はlcdオブジェクト表示領域の左上の隅からの相対的な座標を表す。
1つ目の数値は、その隅から右に何ピクセルか、2つ目の数値はその隅
から下に何ピクセルかを示す。
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リスト 第4アウトレット：idleメッセージか、インスペクターのRespond to Idle
Mousingオプションによって、マウスのアイドル・モードが有効なら
ば、lcdオブジェクトの表示領域上にマウスが位置している時、そのマ
ウスの位置の座標を第3アウトレットから出力する。

update 第4アウトレット：updateはlcdオブジェクトがMaxアプリケーションか
らupdateメッセージ（lcdオブジェクト自身を描き直す）を受け取る度
に出力される。これはlcdオブジェクトがon screenモードの時のみ出力
される。

penloc 第4アウトレット：getpenlocメッセージに対して、lcdオブジェクトは、
penlocから始まり、lcdオブジェクトの表示領域の左上の隅からの相対
的なペンの位置の座標を表す2つの数値からなるメッセージを出力す
る。1つ目の数値は、その隅から右に何ピクセルか、2つ目の数値はそ
の隅から下に何ピクセルかを示す。

利用例

lcdオブジェクトを用いて一筆書きをする

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
MouseState マウスの状態や位置を出力する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
panel 色のついた背景領域
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く

Tutorial 43 Graphics in a patcher（英文PDF参照）
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入力

整数 受け取った数値が0ならば、ledオブジェクトはより暗い色を表示し、0
を出力する。受け取った数値が0以外なら、ledオブジェクトはより明
るい色を表示し、1を出力する。

実数 整数に変換される。

bang ledオブジェクトを素早くオンにし、またオフにすることで点滅させ、
0を出力する。また、ledオブジェクトをクリックすることで、明るい
色と暗い色とを切り替え、それぞれ1、0を出力する。

blinktime 第1インレット：blinktimeには1つの数値が続き、クリックされた時や
bangを受け取った時に、ledオブジェクトを点滅させる間隔をミリ秒単
位で指定する。

pict 第1インレット：pictには0から4までの整数が続き、ledオブジェクトで
使用される色を変更する。改造したledオブジェクトでは、pictメッセ
ージはこのオブジェクトで使用する画像を変更することができる。

set setには0でない数値が続き、ledオブジェクトを明るい色の状態にする
が、数値の出力は行わない。set 0メッセージはledオブジェクトを暗い
色の状態にするが、同じく数値の出力は行わない。

toggle ledオブジェクトを暗い色から明るい色に切り替え、アウトレットから
1を、またはその逆に、明るい色から暗い色へ切り替え、アウトレッ
トから0を出力する。

インスペクター

ledオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選
択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任意
のledオブジェクトを選択することで、ledオブジェクトのインスペク
ターをフローティング・ウィンドウに表示することができる。ledオ
ブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択することでも、
インスペクターを表示することができる。

ledオブジェクトのインスペクターでは、以下の属性を変更できる。

LED Pictオプションでは、ledオブジェクトの表示を赤（デフォルト）、
緑、青、黄色、黒と白の5つの色から選択できる。

Flash Timeはクリックされた時やbangを受け取った時に、ledオブジェ
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クトを点滅させる間隔をミリ秒単位で指定する。デフォルト値は150
である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 ledオブジェクトが明るい色の時は1を、暗い時には0を出力する。イン
レットにbangを受け取った時には、ledオブジェクトをオンにし、また
オフにすることで点滅させ、アウトレットから0を出力する。

利用例

オン/オフを表示する。点滅することで処理を表示する
または toggleオブジェクトとして使用する

参照

button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
TogEdge 0と0以外の数値の変化を出力する
toggle オンとオフ（1と0）を切り替える

Tutorial 40 Automatic actions（英文PDF参照）
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入力

リスト リストの1つ目の数値は目標となる値を指定し、2つ目の数値は全体で
かかる時間をミリ秒単位で指定する。その時間内に、現在格納されて
いる値から目標となる値までリニアに等間隔で数値を出力する。

整数、または実数 第1インレット：数値は、第2インレットに受け取られた数値で指定さ
れた時間をかけて到達する目標値となる。以前に目標となる値を受け
取ってから、特に時間が設定されていなければ、時間は0と見なされ、
ただちに目標となる値を出力する。

注記：lineオブジェクトの出力の形式は、オブジェクトの1つ目のアー
ギュメントによって設定される（アーギュメントの項を参照のこと）。
第2インレット：この数値は、目標となる値まで到達するのにかかる
時間をミリ秒単位で指定する。
第3インレット：この数値は、等間隔に連続して出力される数値の間
隔を指定する。

clock clockには既に存在しているsetclockオブジェクトの名前が続き、Max
内部のミリ秒クロックではなく、そのsetclockオブジェクトによって
コントロールされるように、lineオブジェクトを設定する。clockだけ
のメッセージなら、Max内部のミリ秒クロックによって、lineオブジ
ェクトがコントロールされることになる。

stop 第1インレット：新しい目標となる値が受け取られるまで、lineオブジ
ェクトからの出力を停止する。

set 第1インレット：setには1つの数値が続き、次に目標となる数値を受け
取った時の開始値を設定する。setメッセージを受け取った時に、line
オブジェクトが処理を行っていれば、それを停止する。

アーギュメント

整数、または実数 オプション。1つ目のアーギュメントはこのオブジェクトの出力の形
式を設定する。そのアーギュメントが整数ならば、lineオブジェクト
は整数を出力し、実数ならば、実数を出力する。また、1つ目のアー
ギュメントは、lineオブジェクトに格納される初期値も設定する。ア
ーギュメントが設定されていなければ、初期値は0で、出力の形式は
整数になる。2つ目のアーギュメントは、値を出力する時間間隔（何
ミリ秒ごとに値を出力するか）の初期値を設定する。その間隔が設定
されていなければ、lineオブジェクトは20ミリ秒ごとに数値を出力す
る。最小の間隔は1ミリ秒である。1より小さい数値は、20と見なされ
る。

line ある値から異なる値へと、
補完しながら数値を連続して出力する
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出力

整数 第1アウトレット：数値は、目標となる値までリニアに補完されなが
ら等間隔に出力される。lineオブジェクトの処理が完全に終わらない
うちに、新しい目標となる値と時間が設定された場合は、数値の不連
続をさけるため、lineオブジェクトは最も最近に出力した値から新し
い処理を開始する。時間が設定されずに、第1インレットに数値を受
け取った場合は、時間を0とみなし、その値を直ちに出力する。

bang 第2アウトレット：lineオブジェクトが、その目標となる値に到達した
時に、bangを出力する。
注記：実際には、ちょうど指定された時間（時間引く間隔）で目標と
なる値に到達する。

利用例

リニアに値が出力され... 終了した時に bangが出力される

参照

envi パッチ・ウィンドウに置く、スクリプトによって定義できるエンベ
ロープ

funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コント

ロールする
Uzi 指定した数のbangを出力する

Tutorial 31 Using timers（英文PDF参照）

line ある値から異なる値へと、
補完しながら数値を連続して出力する
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入力

インレットは持たない。ファイルを開いた時、またはパッチが他のフ
ァイルの一部である場合は、そのパッチを開いた時に自動的にbangが
出力される。

アーギュメント

なし。

出力

bang パッチが読み込まれた時に自動的にbangが出力される。また、パッチ
がロックされた状態でloadbangオブジェクトをダブルクリックする、
または同じパッチ内のthispatcherオブジェクトにloadbangメッセージを
送ることで、loadbangオブジェクトからbangを出力させることができ
る。command＋shiftキー（Macintosh）あるいはCtrl＋Shiftキー（Windows）
を押しながらパッチを開くことで、loadbangからbangが出力されるの
を避けることができる。

利用例

パッチを読み込んだ時に初期値がセットされるようにする または処理を自動的に開始させる

参照

active パッチ・ウィンドウがアクティブであれば1を、そうでなければ0を出力
button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
closebang パッチ・ウィンドウが閉じられた時にbangを出力する
thispatcher パッチにメッセージを送る

Tutorial 40 Automatic actions（英文PDF参照）

loadbang パッチが読み込まれた時に
自動的にbangを出力する
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入力

整数 第1インレット：MIDIノート・オン・メッセージのノート・ナンバー
として扱われる。これはベロシティの数値と組になり、アウトレット
から出力される。一定時間の後、そのノート・ナンバーに対するノー
ト・オフ・メッセージ（ベロシティが0のノート・オン・メッセージ）
が出力される。

第2インレット：第1インレットに入力されるノート・ナンバーの値と
組になって出力されるベロシティの値を格納する。

第3インレット：makenoteオブジェクトがノート・オフ・メッセージ
を出力するまでに待つ時間であるデュレーション（ミリ秒）の値を格
納する。

実数 整数に変換される。

リスト リスト内の2番目の数値はベロシティとして扱われ、第2アウトレット
から出力される。1番目の数値はノート・ナンバーとして扱われ第1ア
ウトレットから出力される。これに対するノート・オフ・メッセージ
は、後に出力される。

stop makenoteオブジェクトに蓄えられているすべてのノート・ナンバーに
対して、即座にノート・オフを出力する。

clear makenoteオブジェクト内に蓄えられているすべてのノート情報を、ノ
ート・オフを出力せずに消去する。

アーギュメント

整数 オプション。アーギュメントの最初の数値は入力されたノート・ナン
バーと組になって出力されるベロシティのデフォルト値を設定する。
アーギュメントがなければ、ベロシティのデフォルト値は0である。

アーギュメントの2番目の数値はデュレーション（ノート・オフを出
力するまでの時間）のデフォルト値をミリ秒単位で設定する。もしこ
のアーギュメントがなければ、ノート・オフはノート・オンに続いて
ただちに出力される。

実数 整数に変換される。

makenote ノート・オンに続けて
ノート・オフ・メッセージを生成する
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出力

整数 第1アウトレット：第1インレットに入力された数値を第2アウトレッ
トのベロシティと一緒に、ただちに出力する。デュレーションで設定
された一定間隔をあけて、同じ数値がベロシティ0と組になって出力
される。

第2アウトレット：第2インレットに入力された数値はベロシティとし
て扱われ、ノート・ナンバーの値が第1アウトレットから出力される
のと同時に出力される。デュレーションで設定された一定間隔をあけ
て、同じノート・ナンバーの数値とともに0が出力される。

利用例

ノート・オンに対してノート・オフをMax 内で作り出して送り出す

参照

flush 保持しているノートについてノート・オフを作る
midiout 生のMIDIデータを送信する
noteout MIDIノート・メッセージを送信する
stripnote ノート・オフ・メッセージを取り除き、ノート・オン・メッセージ

のみを出力する
xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つMIDIノート・メッセージを作成する

Tutorial 13 Managing note data（英文PDF参照）

makenote ノート・オンに続けて
ノート・オフ・メッセージを生成する
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入力

整数 数値がアーギュメントと同じ順序で一致すれば、リストとして出力す
る。

clear matchオブジェクトがそれまで受け取ったすべての数値を消去する。

set リストを伴うsetメッセージは、matchオブジェクトが新たに判断する
数値の並びを指定する。

アーギュメント

リスト 必須。このアーギュメントはmatchオブジェクトが同じ並びを探す数
値を指定する。nnはワイルド・カードとして扱われ、どの数値でも一
致すると見なす。

出力

リスト インレットに入力される数値はアーギュメントと比べられる。それら
が同じ順序で一致すれば、リストとして出力する。

利用例

数値は同じ数、同じ順序でなくてはならない

参照

iter リストを数値ごとに分解する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる

match 数値の並びを探し、
リストとして出力する
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matrixctrlは、セル（cell）と呼ばれるスイッチのようなコントロールを、長方形のマトリ
ックス状に並べたユーザー・インターフェースのためのオブジェクトである。matrixctrlで
の、すべてのセルは同じ表示方法と機能を持つ。デフォルトでは、セルは2つの状態、つ
まり、オンとオフの状態を持つ。複数の状態を持つセルを作ることもできる。セルをクリ
ックすることによって、1つずつ状態を増やすことになる。セルが最後の状態に達した後
で、さらにもう一度クリックすることによって、0の状態に戻る。つまり、2つのみの状態
のセルでは、マウスでクリックされる度に、スイッチがオンとオフになることを繰り返す。

matrixctrlは、MSPのオブジェクトmatrix~をコントロールするために本来作られた。しか
し、スイッチのグループとして、または、視覚的に表示するグループとして、そして、ド
ラム・マシーンのようなシーケンサーとしてのユーザー・インターフェースに活用するこ
とができる。

入力

（マウス） セルをマウスでクリックすることで、1つずつ数値が増加する。最大
限可能な状態に辿り着いた後は、matrixctrlの数値は0に戻る。幾つか
のセルにまだがってドラッグすることによって、最初にクリックした
セルでの同じ数値を、すべてに設定する。shiftキーを押しながら、複
数のセルにまたがってドラッグすることで、縦または横のラインのみ
をドラッグすることができる。

bang bangは、それぞれセルの状態を、以下の形式の3つの数値のリストと
して出力する。

縦位置　横位置　値

list 整数のリストは、縦位置、横位置、値の形式で、セルを設定する。3
つの値の組を複数用いることによって、一度に多くのセルを設定する
ことができる。セルの位置は、左上が0から始まる。おのおののセル
における値は0から始まり、オブジェクトのインスペクターによって
設定された最大値から1を引いた値までの範囲である。数値の代わり
に、シンボルのincとdecを用いれば、セルの値を1つずつ増加、または、
減少させることができる。リストによってセルの状態を変えれば、そ
のリストはmatrixctrlから出力される。

set 上記のように、リストが続くsetは、そのリストを出力することなく、
matrixctrl内の状態のみを変える。

active 0、または、1が続くactiveは、マウスに反応するか否かかを設定する。
デフォルトでは、matrixctrlはマウス・クリックに反応する。

bkgndpicture ファイル名を指定するシンボルが後に続くbkgndpictureは、マトリック
スのバックグラウンドの画像となるグラフィック・ファイルを指定す
る。matr ixctr lでは、PICTファイルを使うことができる。また、
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QuickTimeをインストールしている場合は、QuickTime Appendixに挙げ
られている、他の画像ファイル・フォーマットも使うことができる。
ファイル名として使われるシンボルは、Maxのサーチ・パスにあるフ
ァイル名であるか、ファイルの完全なフル・パス名（例えば、
“MyDisk:/Documents/UIPictures/CoolBkgnd.pct”）でなければならない。

cellpicture ファイル名を指定するシンボルが後に続くcellpictureは、マトリックス
の画像となるグラフィック・ファイルを指定する。matrixctrlでは、
PICTファイルを使うことができる。また、QuickTimeをインスト
ールしている場合は、QuickTime Appendixに挙げられている、他
の画像ファイル・フォーマットも使うことができる。ファイル名
として使われるシンボルは、Maxのサーチ・パスにあるファイル
名であるか、ファイルの完全なフル・パス名（例えば、
“MyDisk:/Documents/UIPictures/CoolBkgnd.pct”）でなければならない。

clickedimage 0でない数値が後に続くclickedimageは、セルがクリックされた時に表
示する追加のイメージを、グラフィック・ファイルが持っていること
を指定する。

clickvalue 数値が後に続くclickvalueは、クリックの数値のモードを変える。0、
または、正の数が続くclickvalueメッセージの場合は、クリックすれば
セルの値を指定した数値に変化する設定になる。負の数がclickvalueに
続く場合は、クリックすればセルの値が増加する、matrixctrlオブジェ
クトのデフォルトの設定に戻る。clickvalueメッセージによって、異な
る数値に対応する連なったイメージを含む画像のファイルを作ること
によって、マトリックスのエディターを作ることができる。例えば、
連なった画像を順番にクリックすることによって、セルの画像がベロ
シティ、ノートなどを反映するように変えることができる。

disable 縦横の位置を指定した数値の組のリストが後に続くdisableは、指定し
たセルをマウス・クリックに反応しないように設定する。disableメッ
セージは、少なくとも一組以上の数値を必要とする。しかし、複数の
セルを作動しないようにするために、一度に多くの数値を付け加える
こともできる（例えば、disable 0 0 3 4 9 12）。作動しないように設定さ
れたセルは、マウスのクリックに反応しないが、それらの値をメッセ
ージによって設定すことはできる。

enable 縦横の位置を指定した数値の組のリストが後に続くenableは、指定し
たセルをマウス・クリックに反応するように設定する。enableメッセ
ージは、少なくとも一組以上の数値を必要とする。しかし、複数のセ
ルを作動するようにするために、多くの数値を並べることもできる
（例えば、enable 1 1 1 2 2 2）。

getrow 数値が後に続くgetrowは、第2アウトレットから指定した横の列のセル
の値を出力する。
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getcolumn 数値が後に続くgetcolumnは、第2アウトレットから指定した縦の列の
セルの値を出力する。

horizontalmargin 数値が後に続くhorizontalmarginは、最も外側のセルとmatrixctrlオブジ
ェクトの境界線の間の水平方向の間隔を、ピクセル単位で設定する。

horizontalspacing 数値が後に続くhorizontalspacingは、matrixctrlオブジェクトのセルの間
の水平方向の間隔を、ピクセル単位で設定する。

imagemask 0でない数値が後に続くimagemaskは、matrixctrlのセルのグラフィッ
ク・ファイルが、イメージ・マスクとして用いる、横の列の画像を追
加で持つことを指定する。

inactiveimage 0でない数値が後に続くinactiveimageは、matrixctrlのセルのグラフィッ
ク・ファイルが、動作をしない状態（active 0のメッセージで設定する）
として用いる、横の列の画像を追加で持つことを指定する。

invisiblebkgnd 0でない数値が後に続くinvisiblebkgndは、matrixctrlに背景の画像なしで
表示するように指定する。セルは下に置かれているMaxオブジェクト
の上に重ねて描かれる。invisiblebkgnd 0はこの機能を無効にする。

one/row 0でない数値が後に続くone/rowは、横の列の中で1つのセルのみが0で
ない状態になるよう設定する。1つの横の列で、あるセルを0でない状
態に設定すれば、他の0でないセルは0の状態に変わる。one/row 0は、
この機能を解除する。

one/column 0でない数値が後に続くone/columnは、縦の列の中で1つのセルのみが0
でない状態になるよう設定する。1つの縦の列で、あるセルを0でない
状態に設定すれば、他の0でないセルは0の状態に変わる。one/column 0
は、この機能を解除する。

one/matrix 0でない数値が後に続くone/matrixは、全体の中で1つのセルのみが0で
ない状態になるよう設定する。マトリックスにおいて、あるセルを0
でない状態に設定すれば、他の0でないセルは0の状態に変わる。
one/matrix 0は、この機能を解除させる。

range 整数が続くrangeは、それぞれのセルが持つ状態の数を設定することが
できる。最小でも2（0と1の状態）の数値を設定しなければならない。

soundfx 0、または1が続くsoundfxは、MacOS 8.5またはそれ以降で利用できる、
アピアランスのサウンドを使うように設定する。soundfx 0は、サウン
ドをオフにする。

verticalmargin 数値が後に続くverticalmarginは、最も外側にあるセルとmatrixctrlオブ
ジェクトの境界線の間の垂直方向の間隔を、ピクセル単位で設定する。
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vertialspacing 数値が後に続くverticalspacingは、matirixctrlオブジェクトのセルの間の
垂直方向の間隔を、ピクセル単位で設定する。

インスペクター

matrixctrlオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のmatrixctrlオブジェクトを選択することで、matrixctrlオ
ブジェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示す
ることができる。matrixctrlオブジェクトを選び、Objectメニューから
Get Info...を選択することでも、インスペクターを表示することがで
きる。

Cell Spacingのナンバー・ボックスは、matrixctrlオブジェクトのセルの
横と縦の間隔を、ピクセル単位で設定する。

Marginのナンバー・ボックスは、外側のセルとオブジェクトの境界線
との縦と横の間隔を、ピクセル単位で設定する。

Has Clicked Imagesのオプションをチェックすれば、ユーザーがクリッ
クしたりドラッグする時に、セルが異なる表示になるように、グラフ
ィックス・ファイルが異なる画像フレームの集まりを持つことを指定
する。

Has Inactive Imagesのチェックボックスは、セルが動作しない状態を表
示できるように、グラフィックス・ファイルが追加の画像を持つこと
を指定する。セルが動作しない状態を表示しない場合は、このチェッ
クボックスをチェックしない。

セルを描く時に、セルのグラフィックス・ファイルで画像のマスクを
使いたい場合は、Has Image Maskのオプションを選択する。マスクは、
長方形ではない形でセルを作るために用いられる。セルの画像がクリ
ックや動作停止状態の異なる画像を持つならば、これらについてもマ
スクを用意しなければならない。

Invisible Backgroundボックスを選択することによって、マトリックス
の背景に何も表示しないように指定する。セルは、下に置かれている
オブジェクトの上に、浮かび上がるように表示される。

Audible Feedbackのオプションが選択されいる場合は、クリックされ
た時に、Mac OSのアピアランス・マネージャーのサウンド効果によ
って、音が鳴る。
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One Per Column、One Per Row、One Per Matrixのチェックボックスは、
matrixctrlオブジェクトの動作を決定する。それぞれが選択されている
場合は、横の列、縦の列、そして全体につき1つのみのセルが、0では
ない状態を持つように設定する。あるセルを0ではない状態にすれば、
0ではないセルは0の状態に変わる。

Cell Value Rangeは、それぞれのセルが持つことができる状態の数を設
定できる。最小でも2（0と1の状態）が設定されなければならない。

Cell Picture FileとBackground Picture Fileは、Openボタンをクリックす
ることによって、マトリックスのセルと背景のためのグラフィック
ス・ファイルを選択することができる。PICTファイルを選択すること
ができるが、QuickTimeがインストールされている場合は、QuickTime
Appendixに挙げているファイル・フォーマットの画像も選択できる。
現時点のファイルの名前は、ボタンの左のテクスト・ボックスに表示
される。このボックスにファイル名を入力するか、Finderからファイ
ルのアイコンをドラッグすることによっても、設定をすることができ
る。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし

ピクチャー・ファイルのフォーマット

背景のピクチャーのファイルは、MacintoshのPICTファイルを用いる
ことができる。QuickT imeがインストールされている場合は、
QuickTime Appendixにあるファイル・フォーマットも用いることがで
きる。matrixctrlが、選択されたピクチャーより大きい場合は、オブジ
ェクト全体を埋めるようにピクチャーが自動にコピーされる。
セルのピクチャーのファイルは、下記のフォーマットである。
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ピクチャーはマトリックス状の画像として構成される。それぞれの画
像は同じ縦横の大きさを持つ。それぞれの縦の列の画像は1つのセル
の状態を表示する。セルは少なくとも2つの状態を持たなければなら
ないので、画像も少なくとも2つの縦の列を持たなければならない。

画像の最初の横の列は通常の（または、選択されていない）セルの表
示として使われる。画像の最初の横の列は必須である。それに続く横
の列はオプションである。2番目の横の列は、クリックされた時に表
示される画像である。クリックされた時に、これらの画像によってセ
ルが表示される。マウスが離された時、セルの表示は通常の画像へと
戻る。matrixctrlが使用停止状態の時、例えばactive 0のメッセージを受
け取った時、画像の3番目の横の列が用いられる。

長方形でない形でセルを作るために、画像のマスクを用いることがで
きる。これらのマスクは、ピクチャー・ファイルの一番下の横の列で
ある。セルの画像にマスクを用いたい場合は、すべての状態について
マスクとして用意しておかなければならない。つまり、画像のそれぞ
れの横の列は、対応するマスクの横の列を持つ。Maxのピクチャーを
用いたコントロールにおけるマスクと同じように、黒いピクセルは画
像が描かれる領域を指定し、白いピクセルは表示されない領域を指定
する。
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出力
リスト マウス・クリックに反応してセルの状態が変わる時、matrixctrlオブジ

ェクトの第1アウトレットからリストが出力される。リストは横の列、
縦の列、クリックされたセルの値から成り立っている。オブジェクト
の第1インレットにリストを送ることによって、個々のセルの状態を
設定することもできる。縦の列と横の列は、マトリックスの左上の隅
を0として番号付けられる。

インレットに受け取った数値はアーギュメントと比較される。数値と
順序が一致すれば、それらはリストとしてアウトレットから出力され
る。

利用例

matrixctrl は複数の gate、または、switch を同時に操作するために使うことができる

参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider スライダー操作によって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
ubutton 透明なボタン、bangを出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：入力された数値が、現在maximumオブジェクトに格
納されている値よりも大きい場合は、入力された値を出力する。そう
でない場合は、格納されている値を出力する。

第2インレット：この数値は格納され、それより後に第1インレットか
ら入力された値と比較される。

実数 アーギュメントが実数でない場合は、整数に変換される。アーギュメ
ントが実数の場合は、すべての数値は実数として扱われる。

リスト 第1インレット：リスト内のすべての数値が互いに比較され、そのう
ち最も大きい値が、アウトレットから出力される。また、リストのう
ち2番目に大きい値が、maximumオブジェクトに格納される。
maximumオブジェクトで扱えるリストの最大要素数は、256である。

bang 第1インレット：最後に出力した数値を、再びアウトレットから出力
する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1インレットに受け取った値と比較される初期値を設
定する。アーギュメントの値が小数点をもつ場合は、比較に用いられ
るすべての値は実数として扱われ、出力も実数になる。アーギュメン
トを設定しない場合は、初期値は0になる。

出力

整数 maximumオジェクトに格納されている値と、第1インレットに受け取
った値を比較し（第1インレットにリストを受け取った場合は、リス
ト内のすべての数値が互いに比較される）、より大きい値をアウトレ
ットから出力する。

実数 アーギュメントの値が小数点をもつ場合に限り、実数として出力され
る。

maximum 数値のリストの中で
最も大きい値を出力する
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利用例

2つの値のより大きい方、または数値のリストの中で最も大きい値を出力する

参照

minimum 数値のリストの中で最も小さい値を出力する
past 数値がある値を超えた時に出力する
Peak 数値が直前の値より上回る時に出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する

maximum 数値のリストの中で
最も大きい値を出力する
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入力

整数または実数 数値は受け取ったすべての数の合計に加えられ、さらにその平均値が
出力される。

bang 以前出力した数値（格納されている平均値）を出力する。

リスト リストの各数値は加算され、その合計はリスト内の項目の数で割られ、
求められる平均値が出力される。以前に入力されたすべての数値はメ
モリから消去される。

clear meanオブジェクト内の内容を0にリセットする。

アーギュメント

なし。

出力

実数 第1アウトレット：受け取ったすべての数値の平均値か、あるいはリ
スト内のすべての数の平均値が出力される。

整数 第2アウトレット：平均値を求めるために用いた数値の総数。

利用例

多くの数の平均値を出力する

参照

accum 数値の格納、加算、乗算を行う
anal 受け取った2つの数値をペアとして、ヒストグラムを作る
bag 数値の集合を格納する
Histo 受け取った数値のヒストグラムを生成する
prob 重みを付けてランダムな数値の流れを作り出す

mean 連続した数値の
平均値を出力する
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menubarオブジェクトはコンピュータのOSが提供するメニュー・バーの操作を可能にする。
独自のメニュー、そして、通常のFileやEditのメニューに項目を加えることができる。メ
ニューの項目が選択された時、項目の番号がメニューによって異なるアウトレットから出
力される。パッチがロックされている状態で、オブジェクトをダブルクリックすれば、テ
キスト・エディターを開くことができ、そこに書き込まれたスクリプトによってmenubar
オブジェクトを設定する。

入力

整数 0ではない数値は、menubarオブジェクトのメニューを表示する。0は
以前の内容（Maxの通常のメニューか、他のmenubarオブジェクトの
メニュー）にメニュー・バーを戻す。

checkitem メニュー番号、項目番号、そして0または1が後に続くcheckitemは、最
後の数値が1である場合は、指定された項目の前にチェック・マーク
を入れる。0である場合は、チェック・マークを取り除く。

enableitem メニュー番号、項目番号、そして0または1が後に続くenableitemは、最
後の数値が1である場合は、指定された項目を使えるようにする。0で
ある場合は、使えないようにする。

markitem Macintoshのみ。メニュー番号、項目番号、そしてASCIIコードの文字
番号が後に続くmarkitemは、指定された項目の前に文字を入れる。通
常のマ－ク文字のASCIIコードは、18がチェック・マークで、19がダ
イアモンド・マークである。ダッシュ・マーク（209）や砲弾マーク
（165）なども使うこともできる。

（メニュー・バー） menubarオブジェクトが（インレットに0ではない数字が送られること
によって）使用可能になった状態で、メニューバーから項目が選択さ
れた時、menubarオブジェクトはメニュー番号と項目番号を受け取り、
その項目番号が該当するアウトレットから出力される。

アーギュメント

整数 任意。最初のアーギュメントは、オブジェクトのメニュー・バーに、
メニューの数を設定する。このアーギュメントの数値は、少なくとも
5（すなわち、1つの追加メニュー）でなければならない。常に表示さ
れる4つのメニューは、File、Edit、Windows、Helpである。Macintosh
ではこれにアップルメニューとMax/MSPメニュー（OS Xのみ）がシス
テム標準メニューとして追加される。

2番目の任意のアーギュメントは、デフォルトのメニューから特定項
目を取り去るための、数値コードである。このコードは、次のような
メニュー項目に対応する数値の合計である。1=Overdrive（Optionメニ
ュー）、2=Resume（Editメニュー）、4=Midi Setup（Fileメニュー）な
どである。例えば、OverdriveとMidi Setupのメニュー項目を取り去る
ためには、2番目のアーギュメントは適切な数値は、5 ( 1 + 4 ) となる。

menubar 独自の
メニュー・バーを作る
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スクリプト・メッセージ

ロックされているパッチのmenubarオブジェクトをダブルクリックす
れば、テキスト・エディター・ウィンドウが開き、そこに一連のスク
リプト・メッセージを書き込むことによって、menubarを設定する。
スクリプト・ウィンドウを閉じて、修正部分を保存すれば、スクリプ
ト・ファイルの解釈が行われる。エラーがなければ、menubarがイン
レットに0でない数字を受った時に、独自に用意したメニュー・バー
を利用できるようになる。

それぞれのメッセージは#Xから始まり、セミコロン（;）で終わる。
最初のスクリプトのメッセージはappleで、最後はendで終えなければ
ならない。以下のメッセージの定義の説明の後に、スクリプトの具体
例を挙げている。

標準のメニューを変更するためのメッセージ

メッセージ アーギュメント

apple Mac OS 9のみ。
・Appleメニューの最初の項目のテキスト
（例えば、About My Program...）

about ・メニューの最初の項目のテキスト
（例えば、About My Program...）

Mac OS Xでは、About画面はアプリケーションメニュー（Max/MSPメ
ニュー）の最初の項目に位置する。Windowsでは、Helpメニューの最
初の項目に位置する。

file ・出力する項目番号
・Fileメニューに追加する項目のテキスト

fileメッセージは、標準的なFileメニュー（Midi Setup...メニューの項
目の前）に、項目を挿入する。おのおのの項目は、選択時に出力され
る番号を持っている。Fileメニューに追加される項目の順序は、項目
に割り当てる任意の番号ではなく、スクリプトに現れる順序によって
決められる。

edit ・出力する項目番号
・Editメニューに追加する項目のテキスト

editメッセージは、標準的なEditメニューの、Clearの後でOverdriveと
Resumeの前（これらは、menubarの動作中はEditメニューに移動する）
に、項目を追加する。空白の行は、デフォルトの項目と追加された項
目とを分ける。それぞれの項目は、選択時に、menubarの第3アウトレ
ットから出力される数値に対応する番号を持つ。Editメニューに追加
される項目の順序は、項目に割り当てる任意の番号ではなく、スクリ
プトに現れる順序によって決められる。

menubar 独自の
メニュー・バーを作る
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newitem ・出力する項目番号

0ではない数値が後に続くnewitemメッセージは、Fileメニューから
Newが選ばれた時に、新しいパッチ・ウィンドウを開くのではなく、
menubarオブジェクトのFileメニューに対応するアウトレットから、そ
の数値を出力する。newitem 0メッセージ（または、newitemメッセージ
がない場合）は、Newが通常通りに機能するよう設定する。

open ・出力する項目番号

0ではない数値が後に続くopenメッセージは、FileメニューからOpen...
が選ばれた時に、標準ファイル・ダイアログを開くのではなく、
menubarオブジェクトのFileメニューに対応するアウトレットから、そ
の数値を出力する。open 0メッセージ（または、openメッセージがな
い場合）は、Open...が通常通りに機能するよう設定する。

closeitem アーギュメントなし

アクティブ・ウィンドウを閉じるために、FileメニューのClose項目を
表示するように設定する。

saveas ・出力する項目番号

0ではない数値が後に続くsaveasメッセージは、FileメニューからSave
As...が選ばれた時に、標準的なファイル保存動作を行うのではなく、
menubarオブジェクトのFileメニューに対応するアウトレットから、そ
の数値を出力する。Saveが選ばれた時は、Save As...が選ばれた時より
も1小さい数値がアウトレットから出力される。saveas 0メッセージ
（または、saveasのメッセージがない場合）は、SaveとSave As...が通
常通りに機能するよう設定する。

新しいメニューと項目を作るためのメッセージ

メッセージ アーギュメント

munutitle ・メニュー番号（この数値は5以上でなければならず、menubarのアー
ギュメントで指定されたアウトレットの数を超えてはならない）
・メニューの名前

menutitleメッセージは、メニュー・バーでWindowsメニューの後に新
しいメニューを追加する。最初に追加されるメニューの番号は5であ
る。メニュー番号は、メニュー・バーに追加されるメニューの順序と、
項目が選択された時に使われるアウトレットの両方を決定する。
menutitleメッセージは、そのメニュー番号に関連するあらゆるitemメ
ッセージの前のスクリプトに置かれなければならない。

item ・メニュー番号
・項目番号
・項目のテキスト
・特別な記号（任意）

menubar 独自の
メニュー・バーを作る
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itemメッセージは、それまでにmenutitleメッセージで定義した追加の
メニューに、メニュー項目を追加する。そのメニューにおいて項目が
表れる順序は、項目に割り当てる任意の番号でなく、スクリプトに現
れる順序によって決められる。項目番号のアーギュメントは、項目が
選択された時に、menubarオブジェクトのアウトレットから出力され
る番号を指定する。項目番号は1から始めて、メニューに表れる順序
に従って、項目を列挙するのが良いだろう。

項目のテキストにメタ文字を含めることで、メニュー項目の表示を変
えることができる。これらは、ToolboxのAppendMenu( )関数によって
認識される特別な記号である（詳細に関しては、Inside Macintosh,
Volume I, pp. I-346 - I-349を参照のこと）。認識されるメタ記号の一部
を以下に説明する。

/の後に続く1文字によって、commandキーとして評価される文字を割
り当てる。
<の後に続くB、I、O、S、Uによって、フォント・スタイルが決まる
（例えば、Oはアウトライン）。

!の後に続く1文字によって、メニュー項目に特定のマーク記号が付け
られる。
（は、メニュー項目を使用不可にする。

従って、これらの特殊文字は、実際の項目のテキストの一部として用
いることができない。例えば、On/Offというテキストは「On/Off」で
はなく、「Onff_O」として表示される。

スクリプト定義の完了

メッセージ アーギュメント
end （アーギュメントなし）

endメッセージはメニューを構築し、また、エラーが起こった場合は、
エラーを出力する。

出力

整数 デフォルトのmenubarオブジェクトは、4つのアウトレットを持ってい
る。menubarオブジェクトが（インレットに0ではない数字を受け取る
ことで）使用可能となった場合に、Appleメニューで最初の項目が選
ばれると、第1アウトレットから1を出力する。第2アウトレットは、
Fileメニューで追加された項目が選択された時、その項目番号を出力
する。第3アウトレットは、Editメニューで追加された項目が選択され
た時、その項目番号を出力する。第4アウトレットは、Windowsメニ
ューで項目が選択された時、その項目番号を出力する。追加されたメ

menubar 独自の
メニュー・バーを作る
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ニューが定義されている場合、5番目のアウトレット以降の追加され
た右のアウトレットから、選択された項目番号を出力する。

利用例
以下は、menubarのスクリプトの例である。

注記：メニューにおいて他の項目と同じスタイルを保つために、メニ
ュー項目の単語の最初の文字を大文字にすることが推奨される。

上記のスクリプトは、以下のパッチのmenubarオブジェクトで使われ
ている。これは、音を扱う3つのアルゴリズムを切り替えるために、
extraメニューを用いている。

menubar のスクリプトの例の活用例

参照

umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー

menubar 独自の
メニュー・バーを作る
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入力

messageオブジェクト（メッセージを表示し、出力するボックス）は、
メッセージ・ボックスと呼ばれることが多い。これは、メッセージ
（あるオブジェクトから他のオブジェクトへ実際に送られるデータ）
とは異なるものである。

bang メッセージ・ボックスの内容を出力する。メッセージ・ボックスをマ
ウス・クリックすることでも、同じ効果がある。

整数または実数 アーギュメントに$1が含まれている場合は、アーギュメントの$1を数
値に置き換えた上で、メッセージ・ボックスの内容を出力する。

リスト アーギュメントに$と番号が含まれている場合は、一致する番号の$ア
ーギュメントを、リストのそれぞれの項目に置き換えた上で、メッセ
ージ・ボックスの内容を出力する。

symbol symbolという単語の後に、アーギュメントとしてのシンボルが続く場
合は、$1のアーギュメントをそのシンボルに置き換えた上で、メッセ
ージ・ボックスの内容を出力する。

color 数字の0から15までの数値が後に続くcolorは、Objectメニューにある
Colorコマンドと同じように、メッセージ・ボックスの色を、指定し
た色に設定する。

set メッセージが続くsetは、出力は行わずに、メッセージ・ボックスの内
容を新しいメッセージに設定する。setメッセージだけであれば、メッ
セージ・ボックスの内容を消去する。

append メッセージが続くappendは、出力は行わずに、メッセージ・ボックス
の内容の最後に（空白文字に続けて）メッセージを付け足す。

prepend メッセージが続くprependは、出力は行わずに、メッセージ・ボックス
の内容の最初に（空白文字が続く）メッセージを付け足す。

open メッセージ・ボックスのインスペクター・ウィンドウを開く。openに
1が続く場合は、インスペクター・ウィンドウでテキストが変更され
た時、またはインスペクター・ウィンドウが閉じられた時に、メッセ
ージ・ボックスの内容をアウトレットから出力する。オプションであ
るopenメッセージの第2アーギュメントは、インスペクター・ウィン
ドウの上部に表示するプロンプトを指定する。デフォルトのプロンプ
トは「Set Message Text」である。プロンプトに空白文字を含めたい場
合は、シングル・スマート・クォート（option-]とshift-option-]）を利
用する。
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インスペクター

メッセージ・ボックスの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のメッセージ・ボックスを選択することで、メッセー
ジ・ボックスのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示
することができる。メッセージ・ボックスを選び、Objectメニューか
らGet Info...を選択することでも、インスペクターを表示することが
できる。

Set Message Textの部分にテキストを入力することによって、メッセー
ジ・ボックスの内容を設定する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

任意 メッセージ・ボックスの内容は、パッチ・ウィンドウのロックを外し
て（エディット・モードにして）書き込むことができる。256項目の
メッセージをメッセージ・ボックスに含めることができる。いくつか
の記号は特別な意味を持っている。

$ ドル記号（$）のすぐ後に数字が続くことによって、常に変更できる
アーギュメントとなる。このアーギュメントの数値は、インレットに
受けたリストで一致する項目に置き換えられる（例えば、$2は、メッ
セージ・ボックスの内容を送り出す前に、リストでの2番目の項目に
置き換えられる）。変更できるアーギュメントの数値は、初期値とし
て0である。

, コンマ（,）は、順番に送られる独立したメッセージとして、メッセー
ジを分割する（例えば、3, 4, 5は、最初に3、次に4、最後に5が送られ
る）。

; セミコロン（;）は、receiveオブジェクトにメッセージを送信する。セ
ミコロンに続く最初の項目は、receiveオブジェクトの名前を指定する。
（次のセミコロンの前までの）残りのメッセージが、そのreceiveオブ
ジェクトに送信される。これは、メッセージ・ボックスから出力され
ない。セミコロンの後の最初の項目は、変更できるアーギュメントで
あっても構わない。従って、入力されるメッセージは、その場でメッ
セージの送り先を設定することができる。

239

message 任意のメッセージを送る



\ バックスラッシュ（\）は、特殊文字の特別な役割をを無効にするため
に使われる。ドル記号、コンマ、セミコロンのすぐ前にバックスラッ
シュがあれば、その文字は通常の文字として扱われる（例えば、Note
played were C \ , E \ , and G）。

出力

任意 メッセージ・ボックスの内容は、通常は、アウトレットから出力され
る。セミコロンがある場合は、残りのメッセージは（または、次のセ
ミコロンまでは）、アウトレットに送られるのではなく、該当する
receiveのオブジェクトに送信される。

利用例

単純なメッセージを出力する。また、複雑なメッセージを作り出すことができる

参照

append メッセージの末尾にアーギュメントを付け加える
prepend メッセージの前に、あるメッセージを付け加える
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する

Tutorial 1 Saying “Hello!”（英文PDF参照）
Tutorial 25 Managing masagges（英文PDF参照）
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入力

整数または実数 第1インレット：0以外の数値はmetroオブジェクトをスタートさせる。
一定の時間間隔で、metroオブジェクトはbangをアウトレットから出
力する。0はmetroオブジェクトの動作を止める。

第2インレット：この数値はミリ秒でmetroオブジェクトがbangを出力
する時間間隔を指定する。第2インレットに新しい数値を受け取って
も、次のbangが送信されるまで何の効果も生じない。

bang 第1インレット：metroオブジェクトをスタートさせる。

stop 第1インレット：metroオブジェクトをストップさせる。

clock setclockオブジェクトで使われている名前を伴ったclockメッセージを
受け取れば、Max内部のミリ秒クロックではなく、setclockオブジェ
クトにによってmetroオブジェクトが動作する。clockのみのメッセー
ジを受け取った場合は、metroオブジェクトはMaxが通常扱うミリ秒・
クロックに設定し直す。

ext 第1インレット： ext 1メッセージでmetroオブジェクトはOMSタイミン
グ（OMSがインストールされていない時はMIDI Manager）で動作する
ようになる。これはmetroオブジェクトと他のOMSを共有したアプリ
ケーションとの同期をとるのに有効である。ext 0メッセージはmetroオ
ブジェクトがMax内部のミリ秒クロックを使用するように設定する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。最初のアーギュメントはmetroオブジェクトがbangを出
力する時間間隔のデフォルト値を設定する。アーギュメントがない場
合、時間間隔は5ミリ秒となる。5より小さい数値がアーギュメントと
して書き込まれても、5に設定される。2番目のアーギュメントが1の
時、metroオブジェクトはOMSかMIDI Managerの外部クロック（上記
extメッセージを参照）を使用する。2番目のアーギュメントが0である
か、なにも指定されていない時、metroオブジェクトはMax内部のミリ
秒クロックを使用する。

出力

bang metroオブジェクトが動作している時、bangメッセージはただちに出
力され、そこから一定の時間間隔でbangが出力される。
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利用例

周期的なメッセージの出力や、処理のトリガーを行う

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
counter bangメッセージをカウントし、回数を出力する
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コント

ロールする
timein 外部ソースのタイム・コードを出力する
tempo メトロノームのようなテンポで数値を出力する
Uzi 指定した数のbangを出力する

Tutorial 4 Using metro（英文PDF参照）
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入力

整数 midiflushオブジェクトはseqオブジェクトやmidiinオブジェクトなどか
ら送られるMIDIデータを受け取る。midiflushオブジェクトは受け取っ
たデータをなにも変えずに出力し、各チャンネルに送られたノート・
オン・メッセージに対して、まだノート・オフ・メッセージを出力し
ていないものを監視する。

bang midiflushオブジェクトがbangメッセージを受け取ると、このオブジェ
クトが作られてから（または最後にbangメッセージが送られてから）
受け取ったノート・オン・メッセージの中で、まだノート・オフ・メ
ッセージを出力していないものに対して、ノート・オフ・メッセージ
を出力する。

clear ノート・オフを送らずに、midiflushオブジェクトが保持しているノー
ト・オンを消去する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 midiflushオブジェクトは入力されたすべての整数をそのまま出力す
る。そして、受け取ったすべてのノート・オンの中で、まだノート・
オフを出力していないものに対して、MIDIノート・オフ・メッセージ
を送信する。

利用例

bangを受け取ると、midiflush オブジェクトは保持しているノート・オンに対してノート・オフを出力する

参照

flush 保持しているノートについてノート・オフを作る
midiin 生のMIDIデータを受信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
seq MIDIの録音と再生のためのシーケンサー
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入力

インレットに受け取った数値は、MIDIメッセージのデータとして使
われる。データは完全なMIDIメッセージとして（インレットによっ
て決定されたステータス・バイトとともに）フォーマット化され、
個々のバイトとしてアウトレットから出力される。

リスト 第1インレット：最初の数値をノート・ナンバーの値として、2番目の
数値をベロシティの値として、ノート・オンのメッセージを作り出す。

第2インレット：最初の数値をアフタータッチ（プレッシャー）とし
て、2番目の数値をノート・ナンバーとして、ポリフォニック・キー
を作り出す。

第3インレット：最初の数値をコントロールの値として、2番目の数値
をコントローラー・ナンバーとして、コントロール・メッセージを作
り出す。

整数 第4インレット：数値はプログラム・チェンジ・メッセージを作り出
す。

第5インレット：数値はアフタータッチ（チャンネル・プレッシャー）
メッセージを作り出す。

第6インレット：数値はピッチ・ベンド・メッセージを作り出す。

第7インレット：数値はMIDIメッセージのチャンネル・ナンバーとし
て格納される。実際のステータス・バイトはチャンネルによって異な
る。16より大きな数値は、1から16の間の数値として変更される。

実数 整数に変換される。

アーギュメント

整数 オプション。MIDIメッセージのチャンネル・ナンバーの初期値を設定
する。16より大きな数値は、1から16の間の数値として変更される。
アーギュメントがない場合は、チャンネル・ナンバーは初期値で1と
なる。

実数 常に整数に変換される。
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出力

整数 MIDIメッセージは、seqオブジェクトで記録するため、またはmidiout
オブジェクトに送るために、個々のバイトとして出力される。

利用例

数値はMIDIメッセージとしてフォーマット化され、個々のバイトとして送り出される

参照

Borax ノートオンとノートオフに関する情報を知らせる
midiout 生のMIDIデータを送信する
midiparse 生のMIDIデータを解釈する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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入力

（MIDI） midiinはMIDI入力デバイスからの、すべてのMIDIメッセージを受信す
る。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDI Enable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、MIDIメッセージを受信するポートを設定する。port
という単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） midiinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。MIDIメッセージを受信するポートを指定する。アーギュ
メントを指定しない場合、midiinはすべてのポートのすべてのチャン
ネルから受信する。

出力

整数 指定されたポートから受信したMIDIメッセージは、1バイトごとにア
ウトレットから出力される。

利用例

MIDIポートから受信したMIDIメッセージは、midiinオブジェクトから出力される
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参照

midiout 生のMIDIデータを送信する
midiparse 生のMIDIデータを解釈する
notein MIDIノート・メッセージを出力する
rtin MIDIのリアルタイム・メッセージを出力する
sysexin MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを受信する
xnotein ノート・オフ・ベロシティ付きのMIDIノート・メッセージを解釈する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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注記：このオブジェクトは、Max 4.1以前のバージョンでは使用できない

入力

整数 第1インレット：ここに整数が入力されると、midiinfoは現在のMIDI出
力機器名を含んだメッセージを出力する。これらのメッセージは、
midiinfoオブジェクトのアウトレットに接続されたumenuオブジェクト
で表示されるポップアップメニューの個々の項目をセットするために
使用される。midiinfoオブジェクトの第1インレットで受け取られた数
値は、setメッセージとして送信され、ポップアップメニュー内の該当
する項目を選択状態にする。もし数値が負の場合は、setメッセージは
何も出力されない。

第2インレット：ここに数値が入力されると、midiinfoは現在のMIDI入
力機器名を含んだメッセージを出力する。これらのメッセージは、
midiinfoオブジェクトのアウトレットに接続されたumenuオブジェクト
で表示されるポップアップメニューの個々の項目をセットするために
使用される。midiinfoオブジェクトの第2インレットで受け取られた数
値は、setメッセージとして送信され、ポップアップメニュー内の該当
する項目を選択状態にする。もし数値が負の場合は、setメッセージは
何も出力されない。

bang 第1インレット：整数の場合の同じ動作だが、umenuの項目を設定した
後にsetメッセージを送信しない。第2インレットに-1を入力しておく
と、bangを受け取った時にMIDI入力機器の名前を取得する。

controllers 第1インレット：ここにcontrollersメッセージを受け取ると、midiinfoは
現在のMIDIセットアップ上のすべてのMIDIコントローラー名を含ん
だメッセージを出力する。これらのメッセージは、midiinfoオブジェ
クトのアウトレットに接続されたumenuオブジェクトで表示されるポ
ップアップメニューの個々の項目をセットするために使用される。
controllersの後に数値を入力することにより、ポップアップメニュー生
成後に選択される項目を指定することができる。

アーギュメント

なし。

出力

clear midiinfoは、まずumenuオブジェクトから受け取った項目をクリアする
ために、clearメッセージを送信する。

midiinfo MIDI機器名のリストを
ポップアップメニューにセットする
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append clearメッセージを送信するとすぐに、appendメッセージとしてそれぞ
れのMIDI入力／出力機器の名前を送信し、接続されているumenuオブ
ジェクトに表示する項目をセットする。機器名はMaxのMIDI Setupダ
イアログ上の順番で表示される。

set midiinfoが受信した整数が0または正の数であった場合、appendメッセ
ージの後にsetメッセージが送信され、数値で指定された項目がポップ
アップメニュー上で選択状態となり表示される。

利用例

MIDI出力オブジェクト用に出力機器名をセット　MIDI入力オブジェクト用に入力機器名をセット

参照

midiin 生のMIDIデータを受信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー

midiinfo MIDI機器名のリストを
ポップアップメニューにセットする
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入力

整数 数値は、MIDIメッセージを構成する1バイトとして、指定されたポー
トから送信される。

実数 整数に変換される。

リスト 数値は、MIDIメッセージを構成する個々のバイトとして、指定された
ポートから順に送信される。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disbleボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを送信
可能にする。

port portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI出力デバイスの名前
を続けることによって、MIDIメッセージを送信するポートを設定する。
portという単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） midioutオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。MIDIデータを送信するポートを指定する。アーギュメン
トを指定しない場合、midioutはポートa、またはMIDI Setupダイアロ
グのリストの最初の出力ポートから送信する。

（MIDI出力デバイス名）
オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初の
アーギュメントとして用いることができる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。直接、オブジェクトに指定したMIDI出力
ポートから、MIDIメッセージが送信される。
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利用例

インレットで受信したMIDIバイトは、指定した出力ポートから送信される

参照

midiformat MIDIメッセージの形式でデータを用意する
midiin 生のMIDIデータを受信する
noteout MIDIノート・メッセージを送信する
sxformat MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを用意する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する
xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つMIDIノート・メッセージを作成する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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入力

整数 インレットで受け取る数値は、MIDIメッセージを構成するバイトとみ
なされ、それは通常、seqまたはmidiinオブジェクトから送られる。ス
テータス・バイトによって、データ・バイトを出力するアウトレット
が決定される。

実数 整数に変換される。

bang midiparseオブジェクトのメモリ中にある、その時点までに入力された
部分的なMIDIメッセージを消去する。

出力

リスト 第1アウトレット：ノート・オン・メッセージ。リストの1番目の数値
はノート・ナンバーで、2番目はベロシティの値である。

第2アウトレット：ポリフォニック・キー・プレッシャー・メッセー
ジ。リストの1番目の数値はアフター・タッチ（鍵盤を押した時の圧
力）の値で、2番目はノート・ナンバーの値（キー・ナンバー）であ
る。

第3アウトレット：コントロール・チェンジ・メッセージ。リストの1
番目の数値はコントロール・チェンジの値で、2番目はコントロー
ル・ナンバーである。

整数 第4アウトレット：プログラム・チェンジの値。

第5アウトレット：アフター・タッチ（チャンネル・プレッシャー）
の値。

第6アウトレット：ピッチ・ベンドの値。

第7アウトレット：MIDIチャンネル・ナンバー。
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利用例

MIDIデータの意味を翻訳し、異なるタイプごとにデータを振り分ける

参照

Borax ノートオンとノートオフに関する情報を知らせる
midiformat MIDIメッセージの形式でデータを用意する
midiin 生のMIDIデータを受信する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：入力された数値が、現在minimumオブジェクトに格
納されている値よりも小さい場合は、入力された値を出力する。そう
でない場合は、格納されている値を出力する。

第2インレット：この数値は格納され、それより後に第1インレットか
ら入力された値と比較される。

実数 アーギュメントが実数でない場合は、整数に変換される。アーギュメ
ントが実数の場合は、すべての数値は実数として扱われる。

リスト 第1インレット：リスト内のすべての数値が互いに比較され、そのう
ち最も小さい値が、アウトレットから出力される。また、リストのう
ち2番目に小さい値がminimumオブジェクトに格納される。minimumオ
ブジェクトで扱えるリストの最大要素数は256である。

bang 第1インレット：最後に出力した数値を、再びアウトレットから出力
する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1インレットに受け取った値と比較される初期値を設
定する。アーギュメントの値が小数点をもつ場合は、比較に用いられ
るすべての値は実数として扱われ、出力も実数になる。アーギュメン
トを設定しない場合は、初期値は0になる。

出力

整数 minimumオブジェクトに格納されている値と第1インレットに受け取
った値を比較し（第1インレットにリストを受け取った場合は、リス
ト内のすべての数値が互いに比較される）、より小さい値をアウトレ
ットから出力する。

実数 アーギュメントの値が小数点をもつ場合に限り、実数として出力され
る。

利用例

2つの値のより小さい方、または数値のリストの中で最も小さい値を出力する

参照

maximum 数値のリストの中で最も大きい値を出力する
Trough 数値が以前の値より小さければ、それを出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
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入力

（キーボード） コンピュータのキーボード上で押さえられたキーが、そのまま
modifiersオブジェクトに入力される。

bang bangにより現在のモディファイア・キーの状況が出力される。

interval intervalの後ろに数値を続けることにより、モディファイア・キーの状
況を監視する間隔をミリ秒単位で指定することができる。0が指定さ
れると、定期的な監視は行われなくなる。

アーギュメント

整数 オプション。定期的に監視する間隔をミリ秒単位で指定する。デフォ
ルト値は0（監視を行わない）。

出力

整数 出力は、コンピュータのキーボード上で何らかのモディファイア・キ
ーが押さえられた時に行われる。モディファイア・キーの状態は、0
（押さえられていない）または1（押さえられている）のいずれかで報
告される。

第1アウトレット：Shiftキーのオン／オフの状況

第2アウトレット：Caps Lockキーのオン／オフの状況

第3アウトレット：Opt ionキー（Mac in to sh）あるいはAl tキー
（Windows）のオン／オフの状況

第4アウトレット：Controlキーのオン／オフの状況

第5アウトレット：Commandキー（Macintosh）あるいはControlキー
（Windows）のオン／オフの状況

注記：Macintosh上でのCommandキーはWindows上でのControlキーに相
当するため、第4アウトレットと第5アウトレットはWindows上ではど
ちらもControlキーの状況を報告するが、プラットフォーム間の互換性
を保つためには、Windows上では第5アウトレットを使用する必要が
ある。第4アウトレットは、Macintosh上で作成された（古い）パッチ
をWindows上でも正しくControlキーの状況を表示するために用意され
ている。Macintosh上でのControlキーは、通常Windowsでの右クリック
に相当する。プラットフォーム間でのキーボードの互換性についての
詳細は、Max Tutorials（英文PDF）のfile and key mappingsの項を参照
のこと。

modifiers キーボード上で押さえられている
モディファイア・キーを出力する
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利用例

モディファイア・キーをタイプすることにより、メッセージをトリガーすることができる

参照

key コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
keyup コンピューター・キーボードのキーを離した時の情報を出力する
numkey コンピューター・キーボードで入力された数値を解釈する

modifiers キーボード上で押さえられている
モディファイア・キーを出力する
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入力

整数 マウスボタンが押されていない状態の時に、アウトレットから出力さ
れる。マウスボタンが押されている間は、数値を無視する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 インレットに受け取った数値は、マウスボタンが押されていない状態
の時のみ出力される。

利用例

マウスボタンが押されている場合には、数値は通過しない

参照

MouseState マウスの状態や位置を出力する

Tutorial 39 Mouse control（英文PDF参照）
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入力

bang マウスの現在の位置の水平座標と垂直座標を出力する。最後の出力か
らのマウスの位置の変化量も、同時に出力する。

poll マウスが動いた時はいつでも、bangを受け取った時と同じように、
MouseStateオブジェクトからマウスの位置と、マウスの位置の変化量
を出力する。pollメッセージにグラフィック・ウィンドウの名前が続
けば、MouseStateオブジェクトから出力される座標は、グラフィッ
ク・ウィンドウを基準とするローカル座標となり、グラフィック・ウ
ィンドウが表示されている間だけ出力する。

nopoll pollメッセージを取り消し、MouseStateオブジェクトを、出力する前に
はbangを受け取って出力する通常の状態に戻す。

zero MouseStateオブジェクトがマウスの位置を得る時に原点と見なす位置
を再設定する。現在のマウスの位置が、新しい原点とみなされる。

reset 原点をデフォルトの設定である画面の左上の隅に戻す。

アーギュメント

なし。

出力

整数 MouseStateオブジェクトが出力を行うためには、そのインレットに
bangかpollメッセージを受け取る必要がある。

第1アウトレット：マウスのボタンが押される度に1が出力される。マ
ウスのボタンが離される度に0が出力される。

第2アウトレット：マウスが、原点から水平方向に右に何ピクセルの
位置にあるかが出力される。

第3アウトレット：マウスが、原点から垂直方向に下に何ピクセルの
位置にあるかが出力される。

第4アウトレット：最後にマウスの位置が出力されてからの、マウス
の水平方向の位置の変化量が出力される。

第5アウトレット：最後にマウスの位置が出力されてからの、マウス
の垂直方向の位置の変化量が出力される。
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利用例

マウスは、連続した、あるいは不連続の値を出力できる

参照

mousefilter マウスボタンが押されていない時だけ、数値を通過させる

Tutorial 39 Mouse control（英文PDF参照）
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movieオブジェクトとimovieオブジェクトはQuickTime機能拡張を必要とする。QuickTime
がインストールされていなければ、このオブジェクトが作られることはない。movieオブ
ジェクトはQuickTimeムービーを自分自身のウィンドウで再生する。imovieオブジェクト
はQuickTimeムービーを、パッチ･ウィンドウ上のボックス内で再生する。

入力

以下のmovieオブジェクトで認識されるすべてのメッセージは、同じようにimovieオブジ
ェクトでも認識される。

整数 ムービーの時間軸上の現在位置を設定する。そのムービーが再生中な
ら、新しく設定された位置から再生される。0は常に最初から再生を
始める。終りの時間は1つ1つのムービーによって異なる（lengthメッ
セージは終りの時間の位置を第1アウトレットから出力する）。

active 0でない数値が続くactiveメッセージは、ムービーをアクティブな状態
にする（デフォルト）。0が続くactiveメッセージはmovieオブジェクト
をアクティブでない状態にする。アクティブでない状態のムービーは
再生されず、その再生位置も変わらない。

autofit 0でない値が続くautofitメッセージは、ムービーを現在表示されている
ウィンドウにフィットするように伸縮する。

bang resumeメッセージと同じ処理を行う。

border borderには0か1が続き、ムービーの枠線の形状を切り替える。border 1
メッセージ（デフォルト）は、通常のMacintoshスタイルの枠線をムー
ビー･ウィンドウに用いる。border 0メッセージはムービーの再生され
る矩形だけを表示する。

clear アーギュメントのないdisposeメッセージと同じである。

dispose ムービー･ウィンドウが開いていれば、それを閉じ、すべてのムービ
ーをmovieオブジェクトのメモリから解放する。disposeメッセージに、
既に読み込まれているムービーの名前が続くなら、その名前で示され
たムービーだけを解放する。

getrate 現在の再生速度に65535を乗算した値を第2アウトレットから出力す
る。これに従って、通常の再生速度は65535として、半分の再生速度は
32768として、また2倍の逆再生の速度は-131072などとして出力される。
そのムービーが再生されていなければその再生速度は0と出力され、
また、ムービーがまだ読み込まれていなければ何も出力されない。
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length ムービーの時間軸上の最後の位置を出力する。

loadintoram 0でない数値の続くloadintoramメッセージは、ムービーを可能な限り完
全にメモリに読み込もうと試みる。デフォルトは0である。

loop 0でない数値の続くloopメッセージは、現在再生されているムービーの
繰り返し再生をオンにする。loop 0メッセージ（デフォルト）は繰り
返し再生をオフにする。

loopend loopendには1つの数値が続き、ループの終了ポイントを設定する。デ
フォルト値はそのムービーの終わりと一致する。

loopset loopsetには2つの数値が続き、ループの開始と終了ポイントを設定す
る。開始のポイントのデフォルト値は0（つまり、フィルムの始め）、
終了のポイントのデフォルト値はムービーの終わりの位置である。

loopstart loopstartには1つの数値が続き、ループの開始のポイントを設定する。
デフォルト値は0（つまり、ムービーの始め）である。

matrix matrixには、9つの実数が続き、現在のムービーをマトリックス（行列）
による変型を実行した後に、メモリに読み直す。変型は、QuickTime
による、1つの座標空間（元の画像）から、もう1つの座標空間（元の
画像の拡大縮小、回転、または変換された画像）へのマッピングと同
じものが使用される。

マトリックスによる変型は9つの行列の要素から成り立っている。

a b u
c d v
t_x t_y w

uとvが0で、wが1ならば、以下の変型の式に従う。
x’ = a * x + c * y + t_x;
y’ = b * x + d * y + t_y

以下の式は拡大縮小/回転に用いられる。

a = xscale * cos (θ)
b = yscale * sin (θ)
c = xscale * (-sin (θ))
d = yscale * cos (θ)

マトリックス変型についての詳しい情報は、以下のAppleのQuickTime
デベロッパードキュメントを参照のこと。
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http://developer.apple.com/techpubs/quicktime/qtdevdocs/INMAC/QT/iqMo
vieToolbox.c.htm#18006

mute 0でない数値の続くmuteメッセージは、（サウンドを持つなら）ムービ
ーのサウンドをオフにする。0が続くmuteメッセージはムービーのサ
ウンドをオンにする（デフォルト）。

next nextには1つの数値が続き、時間軸上の位置をその量だけ先に進める。
数値が与えられなかった場合は、nextメッセージは5だけ時間を先に進
める（それらのユニットで意味される実際の時間はムービーごとに異
なる）。

nextmovie ムービーが再生中であれば、それを止め、現在のムービーの直前に読
み込まれたムービーへ切り替える（これらのムービーは読み込まれた
順序とは逆の順序で格納されている）。より前のムービーがなければ、
nextmovieメッセージは最も最近に読み込まれたムービーへと戻る。
nextmovieメッセージによって現在のムービーが切り替わっても、
movieオブジェクトのウィンドウのタイトルは自動的には切り替わら
ないので、注意する必要がある。

open ムービー･ウィンドウを最前面に移動させる（movieオブジェクトのみ
で適用され、imovieオブジェクトでは適用されない）。

passive 0でない数値の続くpassiveメッセージは、パッシブ･モードを設定する。
パッシブ･モードでは、ムービーを再生状態にしても、bangメッセー
ジを受け取らない限りは、フレームの切り替えは行わない。passive 0
メッセージ（デフォルト）はmovieオブジェクトを通常のstartメッセー
ジに反応するようにする。

pause ムービーを停止させる。

prev prevには1つの数値が続き、時間軸上の位置をその量だけ前へ戻す。数
値が与えられなかった場合は、prevメッセージは5だけ時間を前へ戻
す。

quality qualityには1つの数値が続き、ムービーを描く最小限の間隔をミリ秒単
位で設定する。デフォルト値は0（つまり最小値なし）である。

rate rateには1つ以上の整数、または実数が続き、ムービーの再生速度を設
定する。rateメッセージに1つの整数のみが続くなら、この数値はその
まま再生速度となる。また、rateメッセージに2つの数値が続くなら、
1つ目の数値は分子、2つ目の数値は分母として、元の速度からの比率
で指定することになる。1は通常の速度、0はムービーが停止している
ことを意味する。また、負の値は逆再生である。rate 1 2メッセージは
ムービーを半分の速度で再生する。0でないrateメッセージを送ると、
ただちにムービーは再生を始める。従って、望む開始位置を指定する
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ために、整数を伴うrateメッセージを先に送る場合があるかもしれな
い。

read readには1つのシンボルが続き、Maxのファイルのサーチ・パス内を、
その名前を持つQuickTimeムービー･ファイルを検索する。ファイルが
存在していれば、それを開き、そのムービーの最初のフレームをムー
ビー･ウィンドウに表示する。ファイル名が任意の空白文字、また特
殊文字を含む場合、名前はシングル･スマート･クオート（option-]と
option-shift-]をキー入力ことで得られる）で囲うか、それぞれの特殊
文字をバックスラッシュ（\）に続けなければならない。readというメ
ッセージだけの場合は、標準ファイル・ダイアログを開き、選択され
た任意のムービー･ファイルを開くことになる。readメッセージは、少
なくともMPEGのようなムービー･ファイル、AIFFやMP3を含むオー
ディオ･ファイル、また、GIFやJPEGを含む画像ファイルなど、26の
QuickTimeで開くことのできる異なるタイプのファイルを開く。

readany readanyメッセージは任意のタイプのファイルを開き、QuickTimeの機
能を用いてムービー･ファイルか、またはその他のサポートされてい
るメディア･ファイルとして解釈しようと試みる。

rect rectには4つの数値が続き、ムービー･ウィンドウ内に表示されるムー
ビーの矩形の大きさを指定する。始めの2つの数値はムービー･ウィン
ドウ内の矩形の位置を相対座標として指定し、次の2つの数値はその
矩形の幅と高さをピクセル単位で指定する。

resume ムービーをもっとも最近に設定された再生速度で現在の位置から再生
を始める。

start ムービーの再生速度を1に設定し、はじめから再生を始める。startに読
み込まれているムービーを指定する名前が続く場合には、再生を始め
る前にそのムービーを現在のムービーとして設定する。

startat startatには1つの数値が続き、ムービーの現在の時間軸上の位置を指定
し、そこから再生を始める。

stop ムービーを停止させる。

switch switchには1つのシンボルが続き、その名前のムービーをその再生の状
態（startメッセージを参照のこと）を変えずにアクティブにする。

time ムービーの現在の時間軸上の位置を出力する。

title 現在のムービーの名前をムービー･ウィンドウのタイトルに設定する。
これは、nextmovieメッセージ（または異なるムービーを指定するstart
メッセージ）との関連で、正確に現在のムービーの名前をmovieオブ
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ジェクトのウィンドウに表示させたい場合に必須となる。シンボルの
続くtitleメッセージを使うことによって、movieオブジェクトのウィン
ドウに望む任意のタイトルをつけることもできる。

vol volには1つの数値が続き、ムービーのサウンドの音量を設定する。1以
下の任意の数値は音をミュートする。最大の音量は255である。

wclose movieオブジェクトのウィンドウを閉じる。

windowpos windowposには4つの数値が続き、スクリーン上のmovieオブジェクト
のウィンドウの位置と大きさを指定する。その4つの数値は、それぞ
れmovieオブジェクトのウィンドウの左、上、右、下を絶対座標とし
て指定する。このメッセージはmovieオブジェクトのみでサポートさ
れ、imovieオブジェクトではサポートされていない。

アーギュメント

シンボル オプション。パッチが読み込まれた時に、自動的にmovieオブジェク
トに読み込まれるQuickTimeムービー･ファイルの名前を指定する。
imovieオブジェクトでは、ロックされていないパッチ内でオブジェク
トを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択し、そこでムービー･
ファイルを選択することで、同じ効果を得られる。両方のオブジェク
トは、そのパッチが保存された時に、読み込まれているムービーの名
前を保持し、次回そのパッチが開かれた時に同じムービーを読み込も
うと試みる。

出力

整数 第1アウトレット：timeメッセージを受け取った時に、現在の時間軸上
の位置を出力する。また、lengthメッセージを受け取った時に、ムー
ビーの終端の位置を出力する。

第2アウトレット：そのムービー上で、マウスでクリックしたり、ド
ラッグした時に、movieオブジェクトのウィンドウかボックスの左上
の隅からのマウスの水平方向の相対位置を出力する。

第3アウトレット：そのムービー上で、マウスでクリックしたり、ド
ラッグした時に、movieオブジェクトのウィンドウかボックスの左上
の隅からのマウスの垂直方向の相対位置を出力する。また、getrateメ
ッセージに対して、現在のムービーのレートに65536を乗算した値を
第3アウトレットから出力する。
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利用例

QuickTimeムービーを再生、また様々な方法でそれを進める

複数のムービーを保持する（それらは受け取った順番とは逆の順番で格納される）

参照

imovie パッチ・ウィンドウ内でQuickTimeムービーを再生する
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入力

record 第1インレット：他のインレットに受け取った、すべてのメッセージ
の記録を開始する。recordに1つ、または複数のトラック番号が続く場
合には、それらのトラックの記録を開始する。

その他のインレット：そのインレットに対応するトラックの記録を開
始する。

play 第1インレット：以前に記録されたすべてのメッセージの再生を開始
し、対応するアウトレットから記録された時と同じリズム、同じスピ
ードで出力する。playに1つ、または複数のトラック番号が続く場合に
は、それらのトラックの再生を開始する。

その他のインレット：そのインレットに対応するトラックの再生を開
始する。

stop 第1インレット：mtrオブジェクトが再生、記録をしている時に場合に
は、それを停止させる。stopに1つ、または複数のトラック番号が続く
場合には、それらのトラックを停止させる。

その他のインレット：そのインレットに対応するトラックを停止させ
る。

next 第1インレット：それぞれのトラックで、記録されたシーケンスの次
のメッセージだけを出力させる。nextメッセージを受け取った時には、
トラック番号、またメッセージそれぞれのデルタ・タイム（次のイベ
ントが起こるまでの時間間隔）を第1アウトレットからリストとして
出力する。nextに1つ、または複数のトラック番号が続く場合には、そ
れらのトラックに記録されている次のメッセージを出力する。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラック上に記録さ
れている次のメッセージを出力する。

rewind 第1インレット：mtrオブジェクトを記録されたシーケンスの先頭に再
設定する。このコマンドはnextメッセージでメッセージを出力し終え
た時に、シーケンスの先頭に戻るのに使われる。再生中や記録中にシ
ーケンスの先頭に戻すことは、playメッセージ、またはrecordメッセー
ジを繰り返すことになる。mtrオブジェクトが再生や記録している時
には、stopメッセージをrewindメッセージに先行させるべきである。
rewindに1つ、または複数のトラック番号が続く場合には、それらのト
ラックを先頭に戻す。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックの先頭にポ
インターを戻す。
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mute 第1インレット：再生を続けながら（シーケンスを前に進めながら）、
mtrオブジェクトの出力を停止させる。muteに1つ、または複数のトラ
ック番号が続く場合には、それらのトラックをミュートする。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックをミュート
する。

delay 第1インレット：delayにはミリ秒単位での数値が続き、それぞれのト
ラックのはじめのデルタ・タイムの値をその数値に設定する。playメ
ッセージを受け取った後に、その時間に従って、すべてのトラックの
再生を始める。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックの初期のデ
ルタ・タイムを設定する。

first 第1インレット：firstにはミリ秒単位の数値が続き、mtrオブジェクト
をplayメッセージを受け取った後に、その時間の量だけ再生前に待機
させる。delayメッセージと違うのは、firstメッセージはそのトラック
のはじめのイベントのデルタ・タイムの値を変化させないことであ
り、これはただ最初から再生させる前に（はじめのデルタ・タイムに
加えて）一定時間待機させるだけである。

write 第1インレット：標準ファイル保存ダイアログを呼び出し、mtrオブジ
ェクトの内容を独立したファイルとして保存する。mtrオブジェクト
の内容を保存する唯一の方法はwriteメッセージを使うことであり、こ
のオブジェクトの内容はパッチ・ファイルに埋め込みされない。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックのみを含ん
だファイルを書き出す。

read 第1インレット：標準ファイル・ダイアログを呼び出し、以前に保存
されたファイルをmtrに読み込むことができる。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックのみを含む
ファイルを開く。

整数 第1インレット以外の任意のインレット：そのトラックが記録状態で
あれば、そのトラックのインレットに受け取った数値は、デルタ・タ
イム（以前のイベントから経過したミリ秒単位の数値）とともに、
mtrオブジェクトに格納される。

リスト 第1インレット以外の任意のインレット：そのトラックが記録状態で
あれば、そのトラックのインレットに受け取っリストは、デルタ・タ
イムとともに、mtrオブジェクトに格納される。

任意のシンボル 第1インレット以外の任意のインレット：そのトラックが記録状態で
あれば、そのトラックのインレットに受け取ったシンボルは、デル
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タ・タイムとともに、mtrオブジェクトに格納される。

また、mtrオブジェクトはmidiinオブジェクトから受け取ったMIDIメ
ッセージのバイトを個々に記録できるが、それぞれのバイトは独立し
たデルタ・タイムで格納され、seqオブジェクトのようにMIDIメッセ
ージの形式とはならない。完全なMIDIメッセージを記録し、後で編
集しようと思うなら、seqオブジェクトの方が適している。一方では、
mtrオブジェクトは、ほとんどのMaxオブジェクト（noteinオブジェク
トやpgminオブジェクトのような特定のMIDIオブジェクト、number
boxオブジェクト、sliderオブジェクト、またdialオブジェクトのよう
なユーザー・インターフェース・オブジェクト、またその他のオブジ
ェクト）からの数値、リスト、そしてシンボルには、十分に活用する
ことができる。

再生のためにmtrオブジェクトに読み込ませるファイルは、適切な形
式になっていなければいけない。さらに、1つのmtrオブジェクトの複
数のトラックのシーケンスは、特定の形式に従ったテキスト・ファイ
ルとして入力することができる。異なったトラックの内容は順番にフ
ァイル内に列挙され、また、それぞれのトラックの形式は以下のよう
になる。それぞれの列はセミコロン（;）で終わることに注意が必要
である。

1行目： track <トラック番号>;（続くデータが格納されるトラック）
2行目以降.：<デルタ・タイム> <メッセージ>;
最終行：end;（トラックのデータの終わり）

clear 第1インレット：mtrオブジェクトの内容を消去する。1つ、また複数
のトラック番号が続くclearメッセージは、それらのトラックを消去す
る。

その他のインレット：そのインレットに対応したトラックを消去す
る。

unmute 第1インレット：これまでに受け取ったmuteメッセージを取り消す。1
つ、また複数のトラック番号が続くunmuteメッセージは、それらのト
ラックのミュートを取り消す。

その他のインレット：そのインレットに対応するトラックのミュート
を取り消す。

アーギュメント

整数 オプション。mtrオブジェクトのトラック数を指定する。トラック数
は、第1インレットや第1アウトレットに加わる形で、インレットやア
ウトレットの数を決定する。上限は32トラックである。アーギュメン
トが設定されなければ、1つのトラックのみとなる。
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出力

任意 すべてのアウトレット：第1インレットにplayメッセージを受け取った
時に、それぞれのトラックに格納されたメッセージは、そのトラック
のアウトレットから、記録された時と同じリズム、また同じスピード
で出力される。個々のトラックのインレットに受け取ったplayメッセ
ージは、その特定のトラックを再生する。

第1インレットにnextメッセージを受け取った時は、それぞれのトラッ
クの次のメッセージが、それらに対応するアウトレットから出力され
る。個々のトラックのインレットに受け取ったnextメッセージは、そ
のトラックの次のメッセージを出力する。

リスト 第1アウトレット：nextメッセージに反応し、値が出力される時は常に、
その出力される値のトラック番号とデルタ・タイムが、2つの項目を
持つリストとして第1アウトレットから出力される。

利用例

MIDIデータ、またはその他のイベントを記録する

参照

hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
multislider 複数のスライダーとスクロール表示
seq MIDIの録音と再生のためのシーケンサー
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 12 Sliders and dials（英文PDF参照）
Tutorial 36 Multi-track sequancing（英文PDF参照）
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入力

整数 すべてのスライダーの値と位置を、受け取った数値に設定し、その値
を反映したリストを出力する。multiSliderオブジェクトのデータ型が
実数に設定されている場合には、入力される値は実数に変換される。

実数 すべてのスライダーの値と位置を、受け取った数値に設定し、その値
を反映したリストを出力する。multiSliderオブジェクトのデータ型が
整数に設定されている場合には、入力される値は四捨五入され整数に
変換される。

リスト リストの1つ目の値を1つ目のスライダーに設定するように、左から右
へとリストの値に対応させて、それぞれのスライダーを設定する。
multiSliderオブジェクトが、リスト項目数以上の数のスライダーを持
つ場合には、スライダーの数はリストの項目数へと変更される。その
場合、multiSliderオブジェクト自体の外側の大きさは変更されず、
個々のスライダーの幅、また高さが変更される。

bang 現在のスライダーの値をリストとして出力する。

border borderには1つの整数が続き、multiSliderオブジェクトにその外側の枠
線の描画方法を指定する。この機能は、複数のmultiSliderオブジェク
トを隣り合わせてに置く時に有用である。borderメッセージのアーギ
ュメントは、以下に示す通りである。

border 0 枠線を描画しない
border 1 左の枠線を描画する
border 2 右の枠線を描画する
border 4 上の枠線を描画する
border 8 下の枠線を描画する

枠線の任意の組み合わせは、これらの値を加算することによって描画
される。例えば、border 15メッセージはすべての枠線を描画する。

brgb brgbには0から255の範囲の3つの数値が続き、multiSliderオブジェクト
の背景色のRGB値を設定する。デフォルト値は白（brgb 255 255 255）
である。

cont_data スクロール表示しない状態でのcontinuous outputモードのオン・オフを
切り替える。このモードがオンになっている場合は、そのmultiSlider
オブジェクトは、ドラッグ操作中にマウスが動く度に、現在のスライ
ダーの値のリストを出力する。また、このモードがオフになっている
場合は、そのmultiSliderオブジェクトは、マウスのボタンが押された
時、またそれが離された時にだけリストを出力する。
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displayonly display onlyモードのオン・オフを切り替える。display onlyモードがオ
ンになっている場合は、multiSliderオブジェクトは表示を変えるよう
なユーザーの操作を禁止する。デフォルトはオフ（0）である。

echo echoモードのオン・オフを切り替える。echoモードがオンの場合は、
そのmultiSliderオブジェクトは、インレットに任意のリストを受け取
った時に出力をするようになる。デフォルトはオフ（0）である。

fetch fetchには1つの数値が続き、その番号のスライダーの値を第3アウトレ
ットから出力する。

frgb frgbには0から255の範囲の3つの数値が続き、multiSliderオブジェクト
のスライダーのRGB値を設定する。デフォルト値は黒（frgb 0 0 0）で
ある。

interpolate interpolationモードのオン・オフを切り替える。interpolationモードがオ
ンの場合は、そのmultiSliderオブジェクトはスライダーが動かされた
時に、それぞれのスライダーの補完された値を出力する。

limit limitには2つの実数が続き、multiSliderオブジェクトの上限と下限の値
を設定する。デフォルト値は-1.0と1.0である。上下の限界値は、
limit_loメッセージとlimit_hiメッセージを使うことでも、個々に設定で
きる。

limit_hi limit_hiには実数が続き、multiSliderオブジェクトの上限値を設定する。
デフォルト値は1.0である。

limit_lo limit_loには実数が続き、multiSliderオブジェクトの下限値を設定する。
デフォルト値は-1.0である。

max すべてのスライダーを最大値に設定する。

maximum maxメッセージと同じである。

min すべてのスライダーを最小値に設定する。

minimum minメッセージと同じである。

（マウス） multiSliderオブジェクトがマウスに反応するかどうかは、設定されて
いる表示形式（以下のアーギュメントの項を参照のこと）によって決
定される。multiSliderオブジェクトは、その表示形式がスクロールし
ないモード（Thin LineかBar）の時か、逆方向へのスクロールのモー
ド（Rev pointかRev Line）の時には、マウスのクリックに反応する。
正方向へスクロール表示するように設定されたmultiSliderオブジェク
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ト（Point ScrollかLine Scroll）をクリックすることは、何の効果も生じ
ない。

表示形式がスクロールしないように設定されている場合に、
multiSliderオブジェクト内の任意のスライダーをクリックすれば、直
ちにクリックされた位置へスライダーを変化させ、その時のすべての
スライダーの値を出力する。1つのmultiSliderオブジェクト上を横断し
ながらドラッグすれば、同じように他のスライダーを設定することに
なる。continuous outputモードが有効になっている場合には、現在の値
のリストは、ドラッグ中にマウスを動かす度に出力される。また、
continuous outputモードがオフになっている場合には、そのリストはマ
ウスのボタンが押された時や離された時のみ出力される。

表示形式が逆方向へのスクロールになっている時、出力は同じように
行われるが、表示が連続的に更新され、過去のmultiSliderオブジェク
トの状態を表示する。この表示の連続的な更新は、必ずしも
mutiSliderオブジェクトによる連続的な出力を意味しない。それは
multiSliderオブジェクトのインスペクターで、Coutinuous Outputオプシ
ョンのチェックによって決まる。

peak_hold peak holdモードのオン・オフを切り替える。peak holdモードがオンの
場合は、それぞれのスライダーのピークの値が細い線によって表示さ
れる。

peak_reset 現在のピークの値を現在のスライダーの値へと再設定する。

quantiles 第1インレット：quantilesには実数のリストが続き、リストの要素を
multiSliderオブジェクトのすべての値の合計と乗算する。この結果は、
次に215（32768）で除算する。そして、multiSliderオブジェクトはそ
のアドレスまでのすべての値の合計が、リストの要素それぞれについ
ての結果より大きいか等しい時に、そのアドレスを出力する。

select スライダーの値を選択的に設定する。例えばselect 1 30 2 4 5 50という
メッセージは、最初のスライダーを30に設定し、2つ目を4に、そして
5つ目のスライダーを50に設定する（最も上のスライダー、また最も
左のスライダーの番号は、常に1である）。

set setにはスライダーの番号と値が続き、出力を行わずに、その番号のス
ライダーの値を設定する。

setborder 1つの整数が続くsetborderメッセージは、borderメッセージとほとんど
同じであるが、このメッセージはmultiSliderオブジェクトにその外側
の枠線を描画方法を指定することに加え、multiSliderオブジェクトの
インスペクター（ObjectメニューのGet Info･･･を選択して開く）内の
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枠線描画のモードを設定する。setborderメッセージのアーギュメント
は、以下に示す通りである。

setborder 0 枠線を描画しない
setborder 1 左の枠線を描画する
setborder 2 右の枠線を描画する
setborder 4 上の枠線を描画する
setborder 8 下の枠線を描画する

borderメッセージと同じように、枠線の任意の組み合わせは、それら
の値を加算することで描画できる。例えば、setborder 15メッセージは
すべての枠線を描画する。デフォルトではすべての枠線が描画されて
いる（setborder 15）。

setcontdata 0か1が続くsetcontdataメッセージは、cont_dataメッセージとほとんど
同じであるが、表示形式を設定することに加え、multiSliderオブジェ
クトのインスペクター（ObjectメニューのGet Info･･･を選択して開く）
内のcontinuous outputモードのオン・オフを切り替える。デフォルトは
オフである（setcontdata 0）。

setminmax setminmaxには2つの実数が続き、multiSliderオブジェクトの最小値、
また最大値を設定する。デフォルト値は-1.0と1.0である。

setpeakhold setpeakholdメッセージは、peak_holdメッセージとほとんど同じである
が、これは表示形式を設定することに加え、multiSliderオブジェクト
のインスペクター（ObjectメニューのGet Info･･･を選択して開く）内
のpeak holdモードのオン・またはオフを切り替える。デフォルトはオ
フである（setpeakhold 0）。

setstyle setstyleには0から5まで整数が続き、multiSliderオブジェクトの表示形
式を設定する。デフォルトはThin Line（setstyle 0）である。表示形式
の値は、以下に示す通りである。

setstyle 0 Thin Line （細い線）
setstyle 1 Bar（棒状）
setstyle 2 Point Scroll（点によるスクロール）
setstyle 3 Line Scroll（線によるスクロール）
setstyle 4 Reverse Point Scroll（点による逆方向のスクロール）
setstyle 5 Reverse Line Scroll（線によるの逆方向のスクロール）

その表示形式がThin LineかBarに設定されている場合は、それぞれの
スライダーはその現在の値を細い線で表示する。その他の（スクロー
ルする）表示形式のうち1つが選択されている場合は、それぞれのス
ライダーは現在または最も最近の過去の値を連続的にスクロールする
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表示になる（表示される過去の値の数は、multiSliderオブジェクトの
表示領域のピクセル数によって決定される）。

注記：スクロール表示に設定されたmultiSliderオブジェクトは、値を
受け取った時間間隔で更新できないことがある。これは、結果として、
若干のデータのポイントが表示されないことになる。

setype 0か1が続くsetypeメッセージは、multiSliderオブジェクトのインスペク
ター（ObjectメニューのGet Info･･･を選択して開く）で、そのオブジ
ェクトを整数（0）か実数（1）か、どちらを扱うかを設定し現在選択
されているオブジェクトの振る舞いを設定する。デフォルト値は実数
である（settype 0）。

sum 現在のすべてのスライダーの値の合計を実数として出力する。

インスペクター

multiSliderオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表
示、編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のmultiSliderオブジェクトを選択することで、multiSlider
オブジェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示
することができる。multiSliderオブジェクトを選び、Objectメニューか
らGet Info...を選択することでも、インスペクターを表示することが
できる。

multiSliderオブジェクトのインスペクターでは、以下の属性を設定で
きる。

・Slider Range MinimumおよびMaximumの値。Min.のデフォルト
値は-1。Max.のデフォルト値は1である。

・Number of Sliders。デフォルト値は1である。また、スライダー
が整数か、実数かも選択できる。デフォルトは実数である。

・Slider Styleでは、Thin line、Bar、Point Scroll、Line Scroll、
Reverse Point Scroll、Reverse Line Scrollから選択する。表示形式
がThin Line（デフォルト）かBarに設定されている時は、それ
ぞれのスライダーは、その現在の値を細い線で表示する。また、
その他の（スクロールする）表示が選択されていれば、それぞ
れのスライダーは、現在または最も最近の過去の値を連続的に
スクロールする表示になる（表示される過去の値の数は、
multiSliderオブジェクトの表示領域のピクセル数によって決定
される）。また、Continuous Data OutputモードとPeak Hold表示
モードも選択できる（デフォルトではどちらのモードもオフで
ある）。
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・Orientationは、データを水平に表示するか、垂直（デフォルト）
に表示するかを選択する。

・Draw Bordersチェック・ボックスでは、multiSliderオブジェクト
の四方の枠線を描画を指定する。

・Colorオプションは、swatchオブジェクトのカラー・ピッカーか、
RGB値を用いることで、multiSliderオブジェクトの色と背景の
色を設定する。スライダーのデフォルトの色は0 0 0、またデフ
ォルトの背景の色は255 255 255である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

リスト multiSliderオブジェクトがリスト、整数、または実数をインレットに
受け取った時に、現在の値のリストを出力する。スライダーがマウス
によって変更された時にも、リストが出力される。

利用例

multiSliderオブジェクトの描画形式
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参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 12 Slider and dials（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ メッセージは、それらが同じ論理的イベントの一部であるかどうか判
定するためにテストされる。論理的イベントとは、以下のうちの1つ
である。マウス・クリック、マウス・ドラッグの進行中の監視、スケ
ジューラーによって発生するイベント（例えばmetroから出力される
bang）、MIDIイベント、キーボード・イベント。nextは、現在のメッ
セージが先に受け取ったメッセージと同じイベントであるかどうか判
定する。例えば、2回bangをクリックするならば、2つのbangは同じ論
理的イベントではない。しかし、bang, bangというメッセージ・ボッ
クスを用いた場合や、連続して2回bangを出力するUziオブジェクトを
使用した場合は、これらのbangは同じ論理的イベントとなる。

アーギュメント

なし。

出力

bang 第1アウトレット：現在のメッセージが、先に受け取ったメッセージ
と同じ論理的イベントでない場合、bangを出力する。

第2アウトレット：現在のメッセージが、先に受け取ったメッセージ
と同じ論理的イベントの場合、bangを出力する。

利用例

nextは、異なるMaxメッセージが同じ論理的イベントとして起こっているかを検出する

参照

Uzi 指定した数のbangを出力する
defer メッセージの優先を解除する
delay bangを遅らせて出力する
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入力

（MIDI） MIDI入力デバイスから送信されたMIDIノート・オン・メッセージま
たはノート・オフ・メッセージを受信する。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、ノート・メッセージを受信するポートを設定する。
portという単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） noteinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。ノート・メッセージを受信するポートを指定する。アー
ギュメントを指定しない場合、noteinはすべてのポートのすべてのチ
ャンネルから受信する。

（MIDI入力デバイス名）
オプション。入力ポートを指定するために、第1アーギュメントに
MIDI入力デバイスの名前を使うことができる。

a - zと整数 空白文字で区切られた文字と数値の組み合わせは、ノート・メッセー
ジを受信するポートとMIDIチャンネルを指定する。チャンネル・ナン
バーが16より大きい場合は、1から16の範囲に収まるように変換され
る。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

整数 第1アウトレット：受信したノート・メッセージのノート・ナンバー
の値。

第2アウトレット：0はノート・オフ・メッセージを表し、0以外は受
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信したノート・オン・メッセージのベロシティ値を表す。リリース・
ベロシティを受信するためにはxnoteinを使用する。

チャンネル・ナンバーをアーギュメントに指定した場合は、noteinは2
つのアウトレットのみを持つ。チャンネル・ナンバーを指定しない場
合は、noteinは一番右に第3アウトレットを持つ。これは受信したノー
ト・メッセージのチャンネル・ナンバーを出力する。

利用例

ノート・オン・メッセージは、どこでも受信することができ、
ポートのみを指定するか、ポートとチャンネルを指定することができる

参照

ctlin MIDIコントロール・チェンジを受信する
midiin 生のMIDIデータを受信する
noteout MIDIノート・メッセージを送信する
rtin MIDIのリアルタイム・メッセージを出力する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する
xnotein ノート・オフ・ベロシティ付きのMIDIノート・メッセージを解釈する

Tutorial 12 Sending and receiving MIDI notes（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：数値は、MIDIノート・メッセージのノート・ナンバ
ーの値として扱われ、指定されたチャンネルとポートから送信される。
数値は0から127の間に制限される。

第2インレット：数値はノート・メッセージのベロシティとして格納
され、第1インレットで受け取られるノート・ナンバーとともに使用
する。数値は0から127の間に制限される。ベロシティが0であれば、
ノート・オフ・メッセージとして、ベロシティが1から127までであれ
ば、ノート・オン・メッセージとして扱われる。

第3インレット：ノート・オン・メッセージを送信するチャンネル・
ナンバーとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト リストの1番目の数値はノート・ナンバーとして、2番目はベロシティ
として、3番目はチャンネル・ナンバーとして扱われ、MIDIノート・
メッセージを送信する。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disableボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを送信
可能にする。

port 第1インレット：portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI出力
デバイスの名前を続けることによって、ノート・メッセージを送信す
るポートを設定する。portという単語はオプションで、省略すること
もできる。

（マウス） noteoutオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。ノート・メッセージを送信するポートを指定する。文字
のアーギュメントを指定している時に、チャンネル・ナンバーが16よ
り大きければ、1から16の範囲に収まるように変換される。アーギュ
メントが存在しない場合は、noteoutは初期状態として、ポートaから
MIDIチャンネル1として送信する。
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a - zと整数 空白で区切られた文字と数値の組み合わせによって、送信するノー
ト・メッセージのポートとチャンネル・ナンバーを指定する。チャン
ネル・ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲に収まるように
変換される。

（MIDI出力デバイス名）
オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初の
アーギュメントとして用いることができる。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。オブジェクトに指定したMIDI出力ポート
から、MIDIノート・メッセージが送信される。

利用例

文字のアーギュメントは、送信ポートを限定する または、数値によってポートとチャンネルを指定する

参照

ctlout MIDIコントロール・チェンジを送信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
notein MIDIノート・メッセージを出力する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する
xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つMIDIノート・メッセージを作成する

Tutorial 12 Sending and receiving MIDI notes（英文PDF参照）
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入力

整数、または実数 インレットに受け取った数値は格納され、number boxオブジェクト上
に表示され、また、アウトレットから出力される。実数は、整数の
number boxオブジェクトでは整数に変換される。逆の場合は、その逆
となる。

アクティブになっているパッチ・ウィンドウがロックされている時
は、オブジェクト上でマウスをクリックし、コンピューターのキーボ
ードから数値を入力することで、数値をnumber boxオブジェクトに入
力できる。returnキー（Macintosh）またはenterキー（Macintosh、Windows）
を押すことや、number boxオブジェクト外をクリックすることで、数
値をアウトレットから出力する。

マウスを用いて（パッチ・ウィンドウがロックされている時に）
number boxオブジェクト上で上下にドラッグすることで、表示されて
いる値を上下に動かし、新しい値を連続的に出力する。実数のnumber
boxオブジェクトは、小数点の左側をドラッグすれば、値を1ずつ変化
させる。小数点の右側をドラッグすれば、その数値の端数を0.01ずつ
変化させる。

bang 現在表示されている数値をアウトレットから出力する。

brgb brgbには、0から255までの範囲の3つの数値が続き、number boxオブジ
ェクトの背景色のRGB値を設定する。デフォルトは灰色（brgb 211 211
211）である。

color colorには0から15のうち、1つの数値が続き、number boxオブジェクト
の背景色を、ObjectメニューのColorサブ・メニュー内で利用可能な標
準的なオブジェクトの色に設定する。

flags flagsには1つの数値が続き、number boxオブジェクトの外見の特徴、ま
た振る舞いを設定する。その特徴（以下のアーギュメントの項の下に
記述する）は、希望の特徴を指し示す以下の数値を加えることで設定
される。4-太字、16-16進表示、32-三角形を表示しない、64-マウスを
上げた時のみ出力、128-マウスによって変更不可、256-MIDI C3表示、
1024-Roland8進表示、2048-2進表示、4096-MIDI C4表示、8192-透明
表示モード（他のオブジェクト上での表示、編集に便利である）。従
って、例えばflags 180（4+16+32+128=180）メッセージは、number box
オブジェクトを、16進表示、太字、三角形は表示せず、マウスでの変
更不可というように設定することになる。

frgb frgbには0から255までの範囲の3つの数値が続き、number boxオブジェ
クトに表示される数値の色を、RGB値で設定する。デフォルトは黒
（frgb 0 0 0）である。
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max maxに1つの数値が続く場合は、number boxオブジェクトで表示や出力
できる最大値を設定する。数値を伴わないmaxメッセージであれば、
最大値をなしに設定する（以前に設定された最大値を削除する）。

min minに1つの数値が続く場合は、number boxオブジェクトで表示や出力
できる最小値を設定する。数値を伴わないminメッセージであれば、
最小値をなしに設定する（以前に設定された最小値を削除する）。

rgb2 rgb2には0から255までの範囲の3つの数値が続き、number boxオブジェ
クトが更新され、ハイライト表示されている時に表示される数値の色
をRGB値で設定する。デフォルト値は白（rgb2 255 255 255）である。

rgb3 rgb3には0から255までの範囲の3つの数値が続き、number boxオブジェ
クトが更新され、ハイライト表示されている時の背景色をRGB値で設
定する。デフォルト値は黒（rgb3 0 0 0）である。

set setには1つの数値が続き、その数字が格納され、表示されるが、出力
を行わない。

（キーボード入力） パッチ・ウィンドウ内でnumber boxオブジェクトがハイライト状態
（三角形が隠されることで示される）であれば、キーボードの数値入
力は、そのnumber boxオブジェクトへその値を変更するために送られ
る。マウスをクリックすることや、returnキー（Macintosh）、または
enterキー（Macintosh、Windows）を押すことで、入力されている数値を
格納する。

（Fontメニュー） number boxオブジェクトのフォントやサイズは、Fontメニューから異
なったフォントか、サイズを選択することで変更できる。

インスペクター

number boxオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表
示、編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のnumber boxオブジェクトを選択することで、number boxオブジ
ェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示すること
ができる。number boxオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...
を選択することでも、インスペクターを表示することができる。

number boxオブジェクトのインスペクターでは、以下の属性を設定す
ることができる。

Range Min.とMax.ボックスに値を入力することで、格納、表示、入力、
通過させる数値の範囲を設定することができる。No Min.やNo Max.チ
ェック・ボックスがチェックされていれば（デフォルト状態）、
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number boxオブジェクトはそれらの最小、また最大の値をNone.（な
し）に設定する。それらのボックスをチェックしなければ、最小値や
最大値は0に設定される。

インスペクターのオプションの部分では、number boxオブジェクトの
表示属性を設定できる。number boxオブジェクトのインスペクターで
利用可能なオプションは、Bold（太字の書体で表示する）、Draw
Triange（矢印のようなポインターを表示し、独特の外観を与える）、
Output Only on Mouse-Up（数値を連続的にではなく、マウスのボタン
を離した時のみ出力する）、Can’t Change（マウスやコンピューターの
キーボードによる変更を禁止する）、Transparent（ボックスは表示せ
ずに、number boxオブジェクト内の数値のみ表示する。従って、
number boxオブジェクトはcommentオブジェクトに良く似た外観にな
る）である。

Display Styleのポップ・アップ・メニューでは、数値の表示の方法を
選択できる。Decimalは数値を表示するデフォルトの方法である。Hex
は数値を16進で表示し、MIDI関係のアプリケーションに有用である。
Roland Octalでは、数値を、いくつかのハードウェア・デバイスで使
われている、それぞれの桁で1から8までの範囲の形式で表示する。11
は0で、88は63を表す。Binaryは、数値を1と0で表示する。MIDI Note
Namesでは60をC3と表示するように、MIDIピッチの値に従って数値を
表示する。Note Names C4は60をC4と表す以外はMIDI Note Namesと同
じである。すべての表示モードにおいて、それらが表示される形式と
同じ形式で、数値を入力しなければいけない。

Colorオプションでは、swatchオブジェクトのカラー・ピッカーか、
RGB値を用いることで、数値のボックス、またその背景の通常、また
ハイライト状態で用いられる色を指定できる。Numberは表示される
数値の色（デフォルトは 0 0 0）を設定し、Backgroundではnumber box
オブジェクトそれ自体の色（デフォルトは221 221 221）を、
Highlighted Numberはnumber boxオブジェクトが選択されている時か、
その値が更新された時の数値の表示される色（デフォルトは222 222
222）、またHighlighted Backgroundは、ハイライト表示になっている時
や、更新された時のnumber boxオブジェクトの色（デフォルトは0 0 0）
をそれぞれ設定する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

284

number box 数値を表示し、出力する



アーギュメント

なし。

出力

整数または実数 その数値をnumber boxオブジェクト内に表示し、アウトレットから出
力する。インレットに受け取った数値やコンピューター・キーボード
によって入力された数値はそのnumber boxに設定された限度をこえる
ことができるが、格納、表示、出力される値は、自動的に指定された
範囲に制限される。

number boxオブジェクトは、格納している数値の大きさに従って自動
的にサイズを変更しない。受け取った数値が、number boxオブジェク
トに表示するには長過ぎるならば、整数のnumber boxオブジェクトの
場合は、省略記号（...）が続く省略された形で表示され、実数の
number boxオブジェクトの場合は、プラス記号（+）として表示され
る。

数値は、省略した形で表示されていても、通常通りにnumber boxオブ
ジェクトに格納され、出力される。

利用例

通過する値を表示する 数値を出力するのに使用できる

参照

float 実数を格納する
int 整数を格納する

Tutorial 3 About numbers（英文PDF参照）
Tutorial 10 Number boxes（英文PDF参照）
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入力

整数 受け取る数値はkeyオブジェクトまたはkeyupオブジェクトから入力さ
れたASCII値である。コンピューター・キーボードから数字が入力さ
れると、numkeyオブジェクトはASCII値を識別して押された数値に解
釈する。

numkeyオブジェクトによって識別されるキーは0～9の数字、delete
（backspace）、ピリオド、return、そしてenterキーである。numkeyオブ
ジェクト内に格納された数字は1つの数値に結合される。

bang numkeyオブジェクト内に格納されている数値を第1アウトレットから
出力し、格納される数値を0にリセットする。

clear 格納されている数値をリセットする。

アーギュメント

オプション。アーギュメントに実数を与えると、numkeyオブジェク
トはピリオドと小数点以下の数値を理解し、整数の代わりに実数を出
力する（しかし、アーギュメントがない場合、numkeyオブジェクトに
設定される初期値は常に0である）。

出力

整数 コンピューター・キーボードから数字が入力され、（keyオブジェクト
またはkeyupオブジェクトから）ASCII値がインレットに入力されると、
数字は1つの数値に結合されてnumkeyオブジェクトに格納される。格
納された数値は第2アウトレットから順次出力されてゆく。deleteキー
（Macintosh）あるいはBackspaceキー（Windows）は最後に入力された数
字を消去してから、格納されている数値を第2アウトレットから出力
する。ピリオド・キーは小数点として扱われる。そして（アーギュメ
ントが実数でない時）次の数字が新たに始められるまで、numkeyオブ
ジェクトは次の数字を格納しない。returnまたはenterキーは、格納し
ている数値を第1インレットから出力し、新たに数値を入力できるよ
うに格納している数値を0にリセットする。

実数 アーギュメントに実数が与えられている時、numkeyオブジェクトは小
数点と小数点以下の数値を理解して整数の代わりに実数を出力する。
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利用例

タイプされたすべての数値を認識する

参照

key コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
keyup コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
number box 数値を表示し、出力する

Tutorial 20 Using the computer keyboard（英文PDF参照）
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入力

list 第1インレット：最初の数値をx値、2番目の数値をy値としたx,yを1組
のリストとして、offerオブジェクト内に格納される。最初の数値は整
数でなければならない。2番目の数値は実数でも良いが、整数に変換
される。

整数 第1インレット：この数値はx,y組のうちのx値にあてられる。y値がす
でに第2インレットに入力されているならば、この2つの数は一緒に
offerオブジェクト内に格納される。さもなければ、offerオブジェクト
は入力された数と一致する格納されているx値を探し出し、それに対
応するy値を出力した後、その組を消去する。offerオブジェクト内に
一致するx値がない時、offerオブジェクトは何もしない。

第2インレット：この数値はofferオブジェクト内に格納されるy値にあ
てられる。その後、第1インレットにx値（整数）が入力されると、こ
の2つの数値はx,yの組としてofferオブジェクト内に格納される。

実数 第2インレット：整数に変換される。

clear 第1インレット：offerオブジェクト内に格納されたすべてのものを消
去する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 offerオブジェクト内に格納されているx,yの組のx値に一致する数値が
第1インレットに入力されると、そのx値に対応するy値が出力され、
この組は消去される。

利用例

組になった数値が格納され、一回だけ呼び出される

参照

coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する
funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する
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注記：このオブジェクトは、Mac OS 9上でのみ動作する。

入力

シンボル 第1インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI出力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つすべてのコントロ
ーラー（コントロール・チェンジ・メッセージ）の名前を、umenuオ
ブジェクトが受け取る形式で出力する。

第2インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI入力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つすべてのコント
ローラー名を出力する。

generic 第1インレットまたは第2インレット：MIDI規格として標準化されてい
るコントローラー名を出力する。

整数 第3インレット：コントローラー名を探すためのMIDIチャンネルを指
定する。どのMIDIデバイスであるかは、その後に第1インレットまた
は第2インレットに入力することになる。

第4インレット：MIDIデバイス名を受け取った時にコントローラー名
を出力する、特定のパッチ・ナンバーを指定する。パッチ・ナンバー
として-1を指定すれば、パッチに依存しないコントローラーの名前を
探すことになる（これは、多くのシンセサイザーでは、マスター設定
の中に見い出される）。

シンボル＋整数 第1インレット：出力デバイス名の後に1つまたは2つの整数が続くメ
ッセージの場合、1番目の整数はMIDIチャンネルを表し、2番目はパッ
チ・ナンバー（または、上記で記述した-1）を表す。出力デバイス名
の後に3つの整数が続く場合は、第2アウトレットから、ひとつのコン
トローラー名を出力する。3つの整数は、1番目がMIDIチャンネル、2
番目はパッチ・ナンバー（または-1）、3番目は名前を得たいコントロ
ーラー・ナンバーを表す。

第2インレット：第1インレットと同様だが、入力デバイスの名前と整
数を入力する。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントでは、コントローラー名を探すため
のMIDIチャンネル・ナンバーを指定する。どのMIDIデバイスである
かは、第1インレットまたは第2インレットに入力する。第2アーギュ
メントは、探し出すパッチ・ナンバーを指定する。デバイス名を受け
取ると、コントローラー名が出力される。パッチ・ナンバーのアーギ
ュメントとして-1を指定すると、パッチに依存しないコントローラー
の名前を探すことになる。アーギュメントがない場合は、
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omscontrollersはMIDIチャンネル1のパッチに依存しないコントローラ
ーの名前を探す。

出力

clear 第1アウトレット：第1インレットまたは第2インレットにデバイス名
を受け取れば、omscontrollersは最初に、すでに存在している項目を
umenuから消去するために、clearメッセージを出力する。

append 第1アウトレット：clearメッセージを出力した後に、接続されたumenu
オブジェクトに項目をセットするために、omscontrollersは指定された
デバイス（とMIDIチャンネル）が持つコントローラー名に、appendメ
ッセージをつけて出力する。注記：ほとんどの場合、128個のコント
ローラー名が出力されるので、それらを受け取るumenuは、多くの項
目を格納できるように設定しなければならない（すなわち、umenuオ
ブジェクトのインスペクター・ウィンドウで、Maximum Itemsの数値
を128以上にする必要がある）。

シンボル 第2アウトレット：デバイス名、MIDIチャンネル、パッチ・ナンバー、
コントロール・ナンバーを特定するメッセージを受け取るごとに、1
つのコントローラー名を出力する。

利用例

デバイスが持つすべてのコントローラー名をメ または、1つのコントローラー名を出力する
ニューに格納する...

参照

omsinfo OMSデバイス名をポップアップ・メニューに設定する
omsnotes OMSデバイスのノート名を出力する
omspatches OMSデバイスのパッチ名を出力する
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注記：このオブジェクトは、Mac OS 9上でのみ動作する。

入力

整数 第1インレット：現在のOMS出力デバイスの名前を含む一連のメッセ
ージを出力する。omsinfoオブジェクトのアウトレットから接続してい
る、ポップアップ・メニューであるumenuオブジェクトに、個々のデ
バイス名を設定するために、これらのメッセージが用いられる。
omsinfoオブジェクトの第1インレットに受け取る整数は、表示された
メニュー項目をセットするために、setメッセージともに出力される。

第2インレット：現在のOMS入力デバイスの名前を含む一連のメッセ
ージを出力する。これらのメッセージは、omsinfoオブジェクトのア
ウトレットから接続している、ポップアップ・メニューであるumenu
オブジェクトに、個々のデバイス名を設定するために用いられる。
omsinfoオブジェクトの第1インレットに受け取る整数は、表示された
メニュー項目をセットするために、setメッセージともに出力される。
これは、整数が0未満でない場合であり、それ以外の場合にはsetメッ
セージは出力されない。

bang 第1インレット：整数と同様だが、umenuの項目にセットするsetメッ
セージは出力されない。入力デバイス名を出力するためには、第2イ
ンレットにbangを送るが、これは第2インレットに-1を送ることと同
じである。

controllers 第1インレット：現在OMSセットアップのすべてのMIDIコントローラ
ー（MIDI送信デバイス）の名前を含む一連のメッセージを出力する。
これらのメッセージは、omsinfoオブジェクトのアウトレットから接続
している、ポップアップ・メニューであるumenuオブジェクトに、
個々のコントローラー名を設定するために用いられる。controllersに続
く整数によって、メニュー項目が作られた後、umenuで選択表示され
る項目番号を設定する。

アーギュメント

なし。

出力

clear 最初に、omscontrollersは、すでに存在している項目をumenuから消去
するために、clearメッセージを出力する。

append clearメッセージのを出力した後に、接続されたumenuオブジェクトに
項目をセットするために、omsinfoは、各OMS入力デバイス名または
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出力デバイス名にappendメッセージをつけて出力する。デバイス名は
MaxのMIDI Setupダイアログで設定した順序で出力されることにな
る。

set omsinfoに入力されるメッセージが0以上の整数であれば、umenuで選
択表示される項目番号を指定するために、appendメッセージの後にset
メッセージを出力する。

利用例

MIDI出力のオブジェクトのために、出力デバイス名を得る そしてMIDI入力のオブジェクトにセットする

参照

omscontrollers OMSデバイスのコントローラー名を出力する
omsinfo OMSデバイス名をポップアップ・メニューに設定する
omsnotes OMSデバイスのノート名を出力する
omspatches OMSデバイスのパッチ名を出力する
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注記：このオブジェクトは、Mac OS 9上でのみ動作する。

入力

シンボル 第1インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI出力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つ、特定のMIDIチ
ャンネルにおけるノート名を、umenuオブジェクトが受け取る形式で
出力する。

第2インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI入力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つ、特定のMIDIチ
ャンネルにおけるノート名を、umenuオブジェクトに出力する。

整数 第3インレット：第1または第2インレットでMIDIデバイス名を受け取
った時に、どのMIDIチャンネルノート名を出力するか、を指定する。

第4インレット：MIDIデバイス名を受け取った時に、どのパッチ・ナ
ンバーのノート名を出力するか、指定する。パッチ・ナンバーとし
て-1を指定すれば、パッチに依存しないノート名を出力する。

シンボル＋整数 第1インレット：出力デバイス名の後に1つまたは2つの整数が続くメ
ッセージの場合、1番目の整数はMIDIチャンネルを表し、2番目はパッ
チ・ナンバー（または、上記で記述した-1）を表す。出力デバイス名
の後に3つの整数が続く場合は、全体の中から1つのノート名だけを第
2アウトレットから出力する。1番目の整数はMIDIチャンネル、2番目
はパッチ・ナンバー（または-1）、3番目の整数がノート名を特定する
ために使われる。

第2インレット：第1インレットと同様だが、入力デバイスの名前と整
数を入力する。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントでは、ノート名を探すためのMIDIチ
ェンネル・ナンバーを指定する。どのMIDIデバイスであるかは、第1
インレットまたは第2インレットに入力する。第2アーギュメントはパ
ッチ・ナンバーを特定する。デバイス名を受け取ると、ノート名が出
力される。パッチ・ナンバーとして-1を指定すると、パッチに依存し
ないノート名を検出する。

出力

clear 第1アウトレット：第1インレットまたは第2インレットにデバイス名
を受け取れば、omsnotesは最初に、すでに存在している項目をumenu
から消去するために、clearメッセージを出力する。
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append 第1アウトレット：clearメッセージを出力した後に、接続されたumenu
オブジェクトに項目をセットするために、omsnotesは指定されたデバ
イスとMIDIチャンネルが持つノート名に、appendメッセージをつけて
出力する。注記：ほとんどの場合、128個のノート名が出力されるの
で、それらを受け取るumenuは、多くの項目を格納できるように設定
しなければならない（すなわち、umenuオブジェクトのインスペクタ
ー・ウィンドウで、Maximum Itemsの数値を128以上にする必要があ
る）。ただし、名前が与えられていないノートもあるので、メニュー
項目が空の場合もある。

シンボル 第2アウトレット：デバイス名、MIDIチャンネル、パッチ・ナンバー、
ノート・ナンバーを特定するメッセージを受け取るごとに、ノート名
を出力する。

利用例

デバイスが持つノート名をメニューに格納し、メニューからノートを選択する

参照

omscontrollers OMSデバイスのコントローラー名を出力する
omsinfo OMSデバイス名をポップアップ・メニューに設定する
omspatches OMSデバイスのパッチ名を出力する
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注記：このオブジェクトは、Mac OS 9上でのみ動作する。

入力

シンボル 第1インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI出力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つすべてのパッチ名
を、umenuオブジェクトが受け取る形式で出力する。

第2インレット：現在のOMSセットアップに登録してあるMIDI入力デ
バイスの名前を受け取る。そのMIDIデバイスが持つすべてのパッチ
名を出力する。

整数 第3インレット：パッチ名を探すためのMIDIチャンネルを指定する。
どのMIDIデバイスであるかは、その後に第1インレットまたは第2イン
レットに入力することになる。

シンボル＋整数 第1インレット：出力デバイス名の後に整数が続くメッセージの場合、
整数はMIDIチャンネルを表す。出力デバイス名の後に2つの整数が続
くメッセージでは、全体の中から1つのパッチ名だけを第2アウトレッ
トから出力する。1番目の整数はMIDIチャンネル、2番目の整数がパッ
チ・ナンバーを表す。

第2インレット：第1インレットと同様だが、入力デバイスの名前と整
数を入力する。

アーギュメント

整数 オプション。パッチ名を探すためのMIDIチェンネル・ナンバーを指定
する。どのMIDIデバイスであるかは、第1インレットまたは第2インレ
ットに入力する。

出力

clear 第1アウトレット：第1インレットまたは第2インレットにデバイス名
を受け取れば、omspatchesは最初に、すでに存在している項目を
umenuから消去するために、clearメッセージを出力する。

append 第1アウトレット：clearメッセージを出力した後に、接続されたumenu
オブジェクトに項目をセットするために、omspatchesは指定されたデ
バイス（とMIDIチャンネル）が持つパッチ名に、appendメッセージを
つけて出力する。受信するシンセの音色バンクは多くの項目を含むた
めに、それらを受け取るumenuは、多くの項目を格納できるように設
定しなければならない（すなわち、umenuオブジェクトのインスペク
ター・ウィンドウで、Maximum Itemsの数値を128以上にする必要があ
る）。
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シンボル 第2アウトレット：デバイス名、MIDIチャンネル、パッチ・ナンバー
を特定のメッセージを受け取るごとに、パッチ名を出力する。

利用例

デバイスが持つすべてのパッチ名をメニューに格納する... またはパッチ名を出力する

参照

omscontrollers OMSデバイスのコントローラー名を出力する
omsinfo OMSデバイス名をポップアップ・メニューに設定する
omsnotes OMSデバイスのノート名を出力する
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入力

bang 第1インレット：最後にbangを出力してから現在までに、第2インレッ
トにbangを受け取っている場合のみbangを出力する。

第2インレット：次に第1インレットにbangを受け取った時に、それを
通過させるようにonebangをリセットする。

アーギュメント

整数 オプション。0でない値を設定した場合、第1インレットに最初にbang
を受け取った時に、onebangはそれを通過させる。

出力

bang 最後にbangを出力してから現在までに、第2インレットにbangを受け
取っている場合のみbangを出力する。

利用例

沢山の bangを受け取っても、1つのbangだけを通過させる

参照

gate 入力を特定のアウトレットから出力する
Ggate 2つのうち1つのアウトレットから数値を出力する
speedlim メッセージが通過するスピードを制限する
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onecopyオブジェクトは、Extrasメニューに入れたいパッチの中にこのオブジェクトを作り、
そのパッチをextrasフォルダに入れて使用する。Extrasメニューからパッチの名前を選択す
ると、そのパッチが既に読み込まれているならば、重複して開かれることはなく最前面に
表示される。そのパッチが現在開かれていなければ、読み込まれる。onecopyオブジェク
トは、Extrasメニューと協調して、1度に開かれるパッチが1つだけになるようにする。し
かし、onecopyオブジェクトを含むパッチでも、FileメニューのOpen...から開いた場合は、
重複して開かれる。

入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

なし。

利用例

Extrasメニューを使って同じパッチが重複して開かれるのを防ぐ。

参照

thispatcher パッチにメッセージを送る
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする

onecopy 同じパッチが重複して
開かれるのを防ぐ
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入力

bang ファイルを選ぶための標準ファイル・ダイアログを開く。

set ファイル・タイプを特定する4文字からなるシンボル（例えば、TEXT、
maxb）を伴ったsetメッセージは、opendialogオブジェクトが標準ファ
イル・ダイアログを開く時に、指定されたファイル・タイプを探すよ
うに設定する。

sound opendialogオブジェクトが、オーディオ・ファイル（AIFF、Sound
Designer II、NeXT/Sun、そしてWAVなどの一般的なデータ・ファイ
ル・タイプ）を表示するように設定する。

types 4文字までのタイプを表す記号を1つ以上伴ったtypesメッセージは、
opendialogオブジェクトによって読まれるファイルの種類を確定する。
Macintoshが扱うファイルのタイプを表す記号の例を挙げると、TEXTは
テキスト・ファイル、maxbはMaxのバイナリー形式によるパッチ・フ
ァイル、そしてAIFFはAIFF形式のオーディオ・ファイルなどがある。
アーギュメントを含まないtypesメッセージは、すべてのファイル・タ
イプを対象とするよう設定する。これはデフォルトの設定である。

任意のシンボル 1つ以上のシンボルは、1つ以上のタイプを表す記号として解釈され、
opendialogオブジェクトによって表示されるファイルの種類を指定す
る。

アーギュメント

fold オプション。opendialogオブジェクトがファイルではなくフォルダを
選ぶように設定する。

sound オプション。opendialogオブジェクトがオーディオ・ファイル（AIFF、
Sound Designer II、NeXT/Sun、そしてWAVなどの一般的なデータ・フ
ァイル・タイプ）を表示するように設定する。QuickTime Appendixに、
開くことができるすべてのファイル・タイプがリスト・アップされて
いる。

任意のシンボル オプション。1つ以上のシンボルは、1つ以上のタイプを表す記号とし
て解釈され、opendialogオブジェクトによって表示されるファイルの
種類を指定する。
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出力

シンボル 第1アウトレット：ユーザーが選んだファイルの完全なパス名がシン
ボルとして出力される。絶対パスはMax 4.1以前のバージョン（コロン
を使用）を除き、スラッシュで区切られて表示される。具体的には下
記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”

パスの形式や種類を変更したい場合は、conformpathオブジェクトを使
用する。

bang ユーザーがダイアログ・ボックスをキャンセルした場合、第2アウト
レットからbangが出力される。

利用例

フォルダや特定の種類のファイルを表示する

参照

dialog テキスト入力のためのダイアログ・ボックスを開く
dropfile ファイルをドラッグ＆ドロップする領域を設定する
date 現在の日付と時刻を出力する
filedate ファイルの最終修正日を出力する
filein ファイルからバイナリー・データを読み出す
filepath 現在のMaxサーチ・パスの情報を出力する
folder 指定したフォルダー内のファイル・リストを表示する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
strippath フル・パス名からファイル名を取得する
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入力

（パッチ） パッチ内の各outletオブジェクトは、そのパッチが他のパッチの中に
（オブジェクトかサブ・パッチとして）使われる時に、オブジェク
ト・ボックスの下のアウトレットとして現れる。サブパッチ内の
outletオブジェクトにメッセージが入力されると、このオブジェク
ト・ボックスの対応するアウトレットから出力されることになる。

インスペクター

インスペクターを使用してoutletオブジェクトとして表示するアシス
タンス・メッセージを指定し、編集することができる。Windowsメニ
ューからShow Floating Inspectorを選択して、フローティング・イン
スペクターを有効にしている時、任意のoutletオブジェクトを選択す
ることで、outletオブジェクトのインスペクターをフローティング・
ウィンドウに表示することができる。outletオブジェクトを選択して、
ObjectメニューからGet Info...を選択することでも、インスペクターを
表示することができる。

Describe Outlet エリアにテキストを入力することで、アシスタンス・
メッセージの内容を指定できる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ サブ・パッチ内のoutletオブジェクトへ入力されるすべてのメッセー
ジは、パッチ・コードを通してサブパッチのアウトレットから出力さ
れる。
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利用例

サブパッチ・オブジェクトのアウトレットは、サブパッチ内の outletオブジェクトに対応している

参照

bpatcher ボックス内に埋め込まれた可視型のサブ・パッチ
forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
int 整数を格納する
patcher パッチの中でサブ・パッチを作る
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する

Tutorial 26 The patcher object（英文PDF参照）
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入力

bang 第1インレット：座標、ドローイング・モード、色の設定に従って、
楕円形を描く。

整数 第1インレット：楕円形の左端の座標を設定し、楕円形を描く。

第2インレット：楕円形の上端の座標を設定する。

第3インレット：楕円形の右端の座標を設定する。

第4インレット：楕円形の下端の座標を設定する。

第5インレット：楕円形のドローイング・モードを設定する。以下は
ドローイング・モードの定数である。オペレーティング・システムに
よっては、すべてのモードが利用できる訳ではない。

Copy 0 blend 32
Or 1 addPin 33
Xor 2 addOver 34
Bic 3 subPin 35
NotCopy 4 transparent 36
NotOr 5 adMax 37
NotXor 6 subOver 38
NotBic 7 adMin 39

第6インレット：グラフィック・ウィンドウの現在のパレットに従っ
て、楕円形を描くパレット番号（色）を設定する。モニターが白黒の
場合は、この設定は効果を及ぼさない。

frgb 第1インレット：frgbは0から255の間の3つの数字が後に続き、その後
に描かれる楕円形の色を、RGB値で設定する。

priority 第1インレット：priorityの後に0より大きな数字が続き、ovalオブジェ
クトが描くスプライトの、グラフィック・ウィンドウにおける優先順
位を設定する。低い優先順位のオブジェクトは、高い優先順位の後ろ
に描かれることになる。
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アーギュメント

任意のシンボル 必須。ovalの最初のアーギュメントは、楕円形が描かれるグラフィッ
ク・ウィンドウの名前でなければならない。ovalのオブジェクトが作
られる時に、そのウィンドウが存在する必要はないが、名前が一致す
るウィンドウが存在していないか、表示されていなければ、楕円形は
描かれない。

整数 オプション。楕円形のスプライトの優先順位の初期値を設定する。優
先順位が指定されていない場合、デフォルト値は3である。

出力

（表示） ovalオブジェクトに関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表示
されている時に、bangメッセージか数字を第1インレットに受け取れ
ば、ウィンドウに楕円形が描かれる。この時、以前に描かれた楕円形
は消去される。

利用例

右側の ovalオブジェクトはスプライトの優先順位が高いので、両方がスクリ－ン上で重なり合う時は、
左側のもオブジェクトより前に表示される

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く
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入力

整数 この数値は、受け取ったインレットに対応するpackオブジェクト内の
リスト内の位置に、1つの項目として格納される。第1インレットに受
け取った数値は、リストの1つ目の項目として格納され、アウトレッ
トからリスト全体を出力する。その数値を受け取ったインレットが、
実数やシンボルのアーギュメントによって初期化されている場合は、
入力された数値はそれぞれ、実数と空白のシンボルに変換される。

実数 この数値は、受け取ったインレットに対応するpackオブジェクト内の
リスト内の位置に、1つの項目として格納される。第1インレットに受
け取った数値は、リストの1つ目の項目として格納され、アウトレッ
トからリスト全体を出力する。その数値を受け取ったインレットが、
整数やシンボルのアーギュメントによって初期化されている場合は、
入力された数値はそれぞれ、整数と空白のシンボルに変換される。ア
ーギュメントが指定されていなければ、実数は整数に変換される。

bang 第1インレット：現在packオブジェクトに格納されている内容を出力
する。

任意のシンボル そのシンボルを受け取ったインレットが、シンボルのアーギュメント
によって初期化されている場合には、そのシンボルはpackオブジェク
トの対応する位置に格納される。それ以外の場合は、シンボルは格納
される前に0に変換される。第1インレットに受け取ったシンボルは、
packオブジェクトの内容を出力する。

リスト 任意の複数の項目を持つメッセージは、それが数値で始まっている場
合でも、packオブジェクトによってリストとして扱われる。入力され
たリストの1つ目の項目は、packオブジェクトのリストを受け取った
インレットに対応する位置に格納され、続くそれぞれの項目は、続く
インレットに受け取られるように（利用できるインレットの数によっ
て制限される）格納される。第1インレットに受け取ったリストは、
格納されたリスト全体をアウトレットから出力させる。

set setには任意のメッセージが続き、いかなる出力も引き起こさずに、メ
ッセージをpackオブジェクトに受け取らせることを可能にする。setメ
ッセージは、どのインレットでも受け取ることができるが、第1イン
レット（出力を引き起こすインレット）の場合でのみ意味がある。そ
の他のインレットでは、setメッセージは無視し、残りのメッセージを
通常通りに扱う。

nth nthには1つのインレットの番号（第1インレットより1から始まる）が
続き、packオブジェクト内のその位置に格納された項目の値を出力す
る。
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send 第1インレット：sendにはreceiveオブジェクトの名前が続き、packオ
ブジェクトのアウトレットではなく、その名前をもったreceiveオブジ
ェクトすべてに、現在格納されているリストを送信する。

アーギュメント

整数、実数、シンボル オプション。インレットの数はアーギュメントの数によって決定され
る。それぞれのアーギュメントは、packオブジェクトに格納されるリ
ストの項目の初期の型と値を設定する。数値のアーギュメントが小数
点を含む場合は、その項目は実数として格納されることになる。シン
ボルのアーギュメントが設定されていれば、その項目はシンボルとし
て格納される。また、アーギュメントが設定されていない場合には、
2つのインレットが生成され、初期値を0（整数）として設定する。注
記：オブジェクト・ボックスにリストを入力すると、自動的にそれは
packオブジェクトとして認識され、オブジェクト・ボックスにpackと
入力するのを省略できる。また、入力したアーギュメントのリスト
（最低2つの項目をもち、数値ではじまる）を初期値として設定する。

出力

リスト リストの長さは、アーギュメントの数によって設定される。第1イン
レットに入力を受け取った場合には、格納されたリストをアウトレッ
トから出力する。

整数、実数、シンボル nthメッセージを受け取った時に、その指定された項目の値を出力す
る。

利用例

数値やシンボルは、packオブジェクト内に必要に応じて混在する
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参照

bondo 一群のメッセージを同期する
buddy 入力されたデータを同期させ、それらを同時に出力する
match 数値の並びを探し、リストとして出力する
swap 2つの数値の一連の順番を逆にする
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる
unpack リストを個々のメッセージに分割する
zl 多目的なリスト処理

Tutorial 30 Number groups（英文PDF参照）
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概要

panelオブジェクトはユーザー・インターフェースとして利用できる矩形の背景パネルを
作成できる。また、丸みを付けた矩形の作成や、ubuttonオブジェクトと共に利用し、ボタ
ンとしても使用できる。

入力

border borderには1つの数値が続き、枠線の幅をピクセル単位で設定する。デ
フォルト値は1である。

brgb brgbには0から255までの範囲の3つの数値が続き、panelオブジェクト
の色をRGB値で設定する。デフォルトは灰色（brgb 192 192 192）であ
る。

frgb frgbには0から255までの範囲の3つの数値が続き、panelオブジェクト
の枠線の色をRGB値で設定する。デフォルトは黒（frgb 0 0 0）である。

rounded roundedには1つの数値が続き、panelオブジェクトの角の丸みの大きさ
をピクセル単位で設定する。デフォルト値は0（丸めない）である。

shadow shadowには正の、また負の数値が続き、panelオブジェクトの影付け効
果の大きさをピクセル単位で設定する。正の数値は浮き上がって見え
るような効果を、負の数値は凹んで見えるような効果を作りだす。デ
フォルト値は0（影付けをしない）である。

size sizeには2つの数値が続き、panelオブジェクトの幅と高さをピクセル単
位で指定する。デフォルトのパネルの大きさは、幅が69、高さが57で
ある。

インスペクター

panelオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集
することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを
選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任
意のpanelオブジェクトを選択することで、panelオブジェクトのイン
スペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができる。
panelオブジェクトを選び、オブジェクト・メニューからGet Info...を
選択することでも、インスペクターを表示することができる。

WidthとHeightのナンバー・ボックスは、パネルの大きさを設定する
のに使用される。デフォルトのパネルの大きさは幅が69、高さが57で
ある。Border Sizeは、パネルの枠線の幅をピクセル単位で指定する。
デフォルト値は1である。Shadow Sizeのナンバー・ボックスに値を入
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力すれば、パネルの影の幅を設定する。デフォルト値は0（影付けを
しない）である。Rounded Cornersのボックスにピクセル単位で数値を
入力すれば、パネルの角の丸みを指定できる。

Colorオプションは、swatchオブジェクトのカラー・ピッカーか、
RGB値を用いることで、枠線の色と背景の色を設定する。Frameは、
panelオブジェクトの枠線の色を設定し（デフォルト値は0 0 0）、
Backgroundはパネルの色を設定する（デフォルト値は192 192 192）。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

なし。

使用例

参照

fpic 画像ファイルより画像を表示する
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
pics グラフィック・ウィンドウでのアニメーション
pict グラフィック・ウィンドウでピクチャーを描く
ubutton 透明なボタン、bangを出力する
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入力

リスト リストの数値はアーギュメントと比較される。リストのすべての数値
が、対応するアーギュメントより大きいか同じである場合は、アウト
レットからbangが出力される。bangが再び出力されるためには、past
にclearメッセージを送る必要がある。あるいは、同じ数値か、アーギ
ュメントより小さい数値に戻るようにしてから、それを上回る数値の
別のリストを送らなければならない。

整数 アーギュメントが1つだけの場合で、入力がアーギュメントより大き
い値か同じ値であり、以前の入力がそれより大きくない値か同じ値で
ある時に、pastはアウトレットからbangを出力する。

実数 整数に変換される。

clear 以前に入力から受け取った数値を消去し、再びbangメッセージを出力
する状態にする。

set setの後に1つかそれ以上の数値が続き、pastオブジェクトのインレッ
トに受け取った数値と同じ値であるか、それより大きい数値でなけれ
ばならない数値を設定する。

アーギュメント

リスト インレットに受け取る数値と同じか、それより大きい数値でなければ
ならない数値のリストを設定する。

整数 インレットに受け取る数値と同じか、それより大きい数値でなければ
ならない単一の数値を設定する。

アウトプット

bang すべてのアーギュメントが、インレットに受け取った数値と同じか、
それより大きい数値である場合、pastはbangを出力する。そうでない
場合は、pastは何もしない。数値が閾値を超える時のみ、bangが出力
される。一度、閾値を超えた後に、新しいbangが出力されるためには、
受け取る数値が閾値以下になった後、再び閾値を超えなければならな
い。

past 数値がある値を
超えた時に出力する
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利用例

入力される数値が、増加方向での数値で閾値を超えた時のみ、bangが出力される

参照

cd オーディオCDをコントロールする
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア
maximum 数値のリストの中で最も大きい値を出力する
Peak 数値が直前の値より上回る時に出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する

past 数値がある値を
超えた時に出力する
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入力

任意 patcherオブジェクトのインレットの数は、そのサブ・パッチ・ウィン
ドウ内に含まれているinletオブジェクトの数によって決定される。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。サブ・パッチはアーギュメントによって名前をつけるこ
とができ、その名前はサブ・パッチ・ウィンドウのタイトル・バーに
表示される。サブ・パッチ・ウィンドウのタイトル・バーにある名前
は、同じファイルの一部であることを示すために、括弧を付けて表示
される。アーギュメントを入力しなければ、サブ・パッチ・ウィンド
ウは[sub patch]という名前が付けられる。異なるpatcherオブジェクト
は同じ名前であっても、異なったサブ・パッチとなり、同じ内容を共
有することはない。

出力

任意 patcherオブジェクトのアウトレットの数は、そのサブ・パッチ・ウィ
ンドウ内に含まれているoutletオブジェクトの数によって決定される。
サブ・パッチ内に含まれるsendオブジェクトやvalueオブジェクトによ
っても、サブ・パッチからの出力を行うことができる。実際のpatcher
オブジェクトから出力されるメッセージは、サブ・パッチの内容によ
って異なる。

patcherオブジェクトが最初に作られた時には、そのサブ・パッチ・ウ
ィンドウを編集するために自動的に開く。それ以後に、patcherオブジ
ェクト（および、任意のサブ・パッチ・オブジェクト）の内容を表示
したり、編集するには、パッチ・ウィンドウがロックされている状態
でそのオブジェクト上でダブル・クリックする。

patcherオブジェクトによるサブ・パッチ内のすべてのオブジェクト
は、そのpatcherオブジェクトを含むパッチの一部として保存される。

利用例

パッチは、他のパッチの一部として含まれ、保存される
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参照

bpatcher ボックス内に埋め込まれた可視型のサブ・パッチ
inlet パッチの外からメッセージを受け取る
outlet パッチの外へメッセージを出力する
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする
thispatcher パッチにメッセージを送る

Tutorial 26 The patcher object（英文PDF参照）

313

patcher / p パッチの中でサブ・
パッチを作る



入力

open pcontrolオブジェクトのアウトレットに接続された、任意のサブ・パ
ッチやオブジェクトのパッチ・ウィンドウを開く。

close pcontrolオブジェクトのアウトレットに接続された、任意のサブ・パ
ッチやpatcherオブジェクトのパッチ・ウィンドウを閉じる。

enable 0以上の値が続くenableメッセージは、pcontrolオブジェクトのアウト
レットに接続された、任意のサブ・パッチやpatcherオブジェクト内の
MIDI関係のオブジェクトの動作を有効にする。enable 0メッセージは、
それらのサブ・パッチ内のMIDI関係のオブジェクトの動作を無効にす
る。

load loadにはパッチ・ファイルの名前が続き、その名前のファイルがMax
のサーチ・パス内で見つかれば、そのファイルを開く。ファイル名は、
オプションとして、9つまでの数値か、またシンボルを続けることが
でき、それらは、開かれるパッチが持つ#アーギュメント（#1から#9）
に置き換えられることになる。

shroud shroudにはパッチ・ファイルの名前が続き、その名前のファイルを、
そのウィンドウを表示せずに開く。（表示されずに開かれるパッチは、
場合によっては、何か予想しない結果を生じさせることがあるので、
このメッセージは注意して使うこと）

help helpには1つのシンボルが続き、MaxのHelpディレクトリーから、指定
されたシンボル名に.helpが続くファイルを開く。

アーギュメント

なし。

出力

pcontrolオブジェクトのアウトレットに接続された、任意のサブ・パ
ッチやpatcherオブジェクトのパッチ・ウィンドウを開いたり、閉じた
りすることができる。pcontrlオブジェクトのインレットに適当なメッ
セージを受け取った時に、MIDIを有効/無効にすることもできる。
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pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを
開いたり、閉じたりする



利用例

サブ・パッチ・ウィンドウの表示/非表示を切り変え、またそれらのMIDIオブジェクトを有効/無効にする

参照

bpatcher ボックス内に埋め込まれた可視型のサブ・パッチ
inlet パッチの外からメッセージを受け取る
patcher パッチの中でサブ・パッチを作る
thispatcher パッチにメッセージを送る

Tutorial 40 Automatic actions（英文PDF参照）
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pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを
開いたり、閉じたりする



入力

整数 第1インレット：入力が現在Peakに格納されている数値よりも大きい
時、その数値を新しいピーク値として格納し、出力する。

第2インレット：数値は新しいピーク値としてPeakに格納し、出力す
る。

実数 整数に変換する。

リスト 第1インレット：2番目の数値は新しいピーク値として格納され、出力
される。その後、1番目の数値が第1インレットに受け取られる。

bang 第1インレット：第1アウトレットから現在のピーク値を送り出す。

アーギュメント

なし。Peakに格納される初期値は0である。

出力

整数 第1アウトレット：新しいピーク値が出力される（第2インレットに受
け取った数値は、常に新しいピーク値となる）。

第2アウトレット：受け取った数値が新しいピーク値である場合は、1
が出力される。第1インレットに受け取った数値が新しいピーク値で
ない場合は、0が出力される。

第3アウトレット：受け取った数値が新しいピーク値である場合は、0
が出力される。第1インレットに受け取った数値が新しいピーク値で
ない場合は、1が出力される。

利用例

連続する数値からピーク値を見つける 第2インレットに受け取る数値は、常に新しいピーク値を設定する
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Peak 数値が直前の値より
上回る時に出力する



参照

maximum 数値のリストの中で最も大きい値を出力する
past 数値がある値を超えた時に出力する
Trough 数値が直前の値より下回る時に出力する
> 2つの数値を比較し、より大きいことを判断する
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Peak 数値が直前の値より
上回る時に出力する



入力

（MIDI） pgminは、MIDI入力デバイスから受信したMIDIプログラム・チェン
ジ・メッセージを、入力として受け取る。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、その後受信される
MIDIデータを無視する。MIDI Enable/Disableボタンやpcontrolオブジェ
クトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にして
いる場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを再び動
作可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、プログラム・チェンジ・メッセージを受け取るポー
トを設定する。portという単語はオプションで、省略することもでき
る。

整数 数値は、受信されるMIDIプログラム・チェンジの値のように扱われる。
第2アウトレットが存在する場合、MIDIチャンネル・ナンバーとして0
が出力される。プログラム・ナンバーに1を足した数値が、第1アウト
レットから出力され、その範囲は1から128に限定されない。

アーギュメント

a-z オプション。プログラム・チェンジ・メッセージを受け取るポートを
指定する。アーギュメントがない場合は、pgminは、すべてのポート
のすべてのチャンネルから受け取る。

（MIDI入力デバイス名） オプション。MIDI入力デバイスの名前は、ポートを指定する最初のア
ーギュメントとして用いることができる。

a-zと整数 （空白文字によって分けられる）文字と数値の組み合わせは、プログ
ラム・チェンジ・メッセージを受け取るポートとMIDIチャンネルを指
定する。チャンネル・ナンバーが16より大きい場合は、1から16の範
囲に収まるように変換される。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。
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pgmin MIDIプログラム・
チェンジを受信する



出力

整数 特定のチャンネル・ナンバーがアーギュメントに含まれている場合、
アウトレットは1つのみとなる。その出力は、指定したチャンネルと
ポートから受け取ったプログラム・ナンバーである。

注記：pgminオブジェクトは、受信したプログラム・ナンバーより1大
きな数値を出力する。従って、受信したプログラム・チェンジの値が
32であれば、pgminのアウトレットからは33が出力される。

アーギュメントにチャンネル・ナンバーを指定していない場合は、
pgminは2番目のアウトレットを持つ。第2アウトレットからは、受信
したプログラム・チェンジ・メッセージのチャンネル・ナンバーを出
力する。

利用例

指定したポートや、指定したポートとチャンネルから、
どこでもプログラム・チェンジを受け取ることができる

参照

midiin 生のMIDIデータを受信する
pgmout MIDIプログラム・チェンジを送信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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pgmin MIDIプログラム・
チェンジを受信する



入力

整数 第1インレット：数値は1引かれ、指定されたチャンネルとポートにプ
ログラム・チェンジの値として送信される。数値は1から128の範囲に
限られており、プログラム・チェンジとしては0から127までの値とし
て送信される。

第2インレット：数値は、プログラム・チェンジ・ナンバーとして送
られるチャンネル・ナンバーとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：最初の数値はプログラム・ナンバーに1が足された数
値として、2番目の番号はチャンネル・ナンバーとして、MIDIプログ
ラム・チェンジ・メッセージが指定されたチャンネルとポートから送
信される。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disableボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを動作
可能にする。

port portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前
を続けることによって、プログラム・チェンジ・メッセージを送信す
るポートを設定する。portという単語はオプションで、省略すること
もできる。

アーギュメント

a-z オプション。プログラム・チェンジのメッセージを送信するポートを
指定する。文字のアーギュメントを指定している時に、チャンネル・
ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲に収まるように変換さ
れる。アーギュメントが存在しない場合は、pgmoutは初期状態として、
ポートaからMIDIチャンネル1として送信する。

a-zと整数 （空白文字によって分けられる）文字と数値の組み合わせは、プログ
ラム・チェンジ・メッセージを送信するポートとMIDIチャンネルを指
定する。チャンネル・ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲
に収まるように変換される。

（MIDI出力デバイス名） オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初のア
ーギュメントとして用いることができる。
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pgmout MIDIプログラム・チェンジ
を送信する



整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。オブジェクトに指定したMIDI出力ポート
から、直接MIDIプログラム・チェンジ・メッセージが送信される。

利用例

文字のアーギュメントであれば、1つのポートのみから送信する
そうでなければ、数値はポートとチャンネルの両方を指定する

参照

midiout 生のMIDIデータを送信する
pgmin MIDIプログラム・チェンジを受信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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pgmout MIDIプログラム・チェンジ
を送信する



入力

第1インレット：オブジェクトに関連付けられたグラフィック・ウィ
ンドウが表示されている状態であれば、指定したフレーム番号の画像
を描く。picsオブジェクトでは、最初のフレーム番号は0である。ある
フレーム番号の画像が描かれれば、次のフレームへポインターが移動
する。従って、その後にbangのメッセージを続けて送れば、次のフレ
ームが描かれることになる。

第2インレット：グラフィック・ウィンドウの左端からの相対位置で、
画像の左端をピクセル単位で設定する（次にフレームが描かれる時か
ら有効となる）。

第3インレット：グラフィック・ウィンドウの上端からの相対位置で、
画像の上端をピクセル単位で設定する（次にフレームが描かれる時か
ら有効となる）。

bang 次のフレームを描く。最後のフレームが描かれた後は、最初のフレー
ムへ戻り、循環する。

priority priorityの後に0より大きな数値が続き、オブジェクトが描くスプライト
の優先順位を設定する。スプライトの優先順位については、マニュア
ルのTutorial and TopicsのGraphicsのセクションを参照のこと。

アーギュメント

pics2 オプション。オブジェクトがpics2として作られた場合は、最初のフレ
ームは、後に続くフレームによって消されることのない、背景フレー
ムとして扱われる。PICSファイルのフォーマットでは、最初のフレー
ムが何をするか定かではないので、picsで適切な結果が得られない場
合は、オブジェクトをpics2として作成すべきである。

シンボル 必須。picsへの最初のアーギュメントは、アニメーションが描かれる
ウィンドウのgraphicオブジェクトの名前を指定する。2番目のアーギ
ュメントは、オブジェクトが作成される時に読み込まれる、PICSフォ
ーマットのファイルの名前を指定する。PICSファイルのサイズは通常
とても大きく、ファイルを読み込むのに時間がかかるので注意するこ
と。

整数 オプション。ウィンドウの名前とファイルの名前の後に、0より大き
な数値が続けば、スプライトの優先順位の初期値として設定される。
優先順位のデフォルト値は3である。
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pics グラフィック・ウィンドウ
でのアニメーション



出力

（表示） picsオブジェクトに関連付けられているグラフィック・ウィンドウが
表示されている時に、bangメッセージ、または数値をインレットに受
け取れば、PICSファイルのフレームがウィンドウに描かれる。以前に
描かれたフレームがある場合は、それを消去する（ただし、スクリー
ンに常に最初のフレームを残すために、オブジェクトがpics2として作
成されている場合は、これに該当しない）。

利用例

metroオブジェクトは、常に一定の速度で PICSファイルを循環させるのに使われる

参照

graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
pict グラフィック・ウィンドウでピクチャーを描く
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pics グラフィック・ウィンドウ
でのアニメーション



入力

bang 関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表示されている場合は、
pictオブジェクトが格納しているピクチャーを描く。

clear グラフィック・ウィンドウに描かれているピクチャーを消去する。

整数 第1インレット：関連付けられたウィンドウが表示されている場合は、
0でない数値によって、ピクチャーを描く。0はピクチャーを消去する。

第2インレット：グラフィック・ウィンドウの左端からの相対位置で、
ピクチャーの左端をピクセル単位で設定する（次にピクチャーが描か
れる時から有効となる）。

第3インレット：グラフィック・ウィンドウの上端からの相対位置で、
ピクチャーの上端をピクセル単位で設定する（次にピクチャーが描か
れる時から有効となる）。

priority priorityの後に0より大きな数値が続き、オブジェクトが描くスプライト
の優先順位を設定する。スプライトの優先順位については、マニュア
ルのTutorial and TopicsのGraphicsのセクションを参照のこと。

アーギュメント

シンボル 必須。pictの最初のアーギュメントは、ピクチャーが描かれるウィン
ドウのgraphicオブジェクトの名前を指定する。2番目のアーギュメン
トは、オブジェクトが作成される時に読み込まれる、グラフィック・
ファイルの名前を指定する。

整数 オプション。ウィンドウの名前とファイルの名前の後に、0より大き
な数値が続けば、スプライトの優先順位の初期値として設定される。
優先順位のデフォルト値は0である。この場合、ピクチャーは他のす
べてのオブジェクトより下に描かれる。優先順位の数値に続く、2つ
のアーギュメントは、グラフィック・ウィンドウの秒が領域の左上隅
からの相対位置として、ピクチャーの左と上のオフセットの値を、ピ
クセルで指定する。

出力

（表示） pictオブジェクトに関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表示
されている時に、bangメッセージ、または0でない整数がインレット
に受け取れば、格納しているピクチャーをウィンドウに描く。
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pict グラフィック・ウィンドウ
でピクチャーを描く



利用例

ピクチャーを表示し、グラフィック・ウィンドウ内を移動させることもできる

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
pics グラフィック・ウィンドウでのアニメーション
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く

Tutorial 42 Graphics（英文PDF参照）
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pict グラフィック・ウィンドウ
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pictctrlはボタン、スイッチ、ノブなどを作るためのユーザー・インターフェース・オブジ
ェクトである。PICTファイルや、QuickTimeがインストールされていれば、QuickTimeで
サポートされている他のファイル形式の画像ファイルを扱うことができる。pictctrlオブジ
ェクトはピクチャー・ファイルの画像を用いて表示を作り出すので、望み通りの外見のコ
ントロールを作ることができる。

入力

整数 ボタンやノブなどのコントロールの値を設定し、アウトレットから現
在の値を出力する。ボタン･モードやトグル･モードでは、値は0か1に
なる。ダイアル･モードでの値の範囲は、pictctrlオブジェクトのRange
属性によって決定される。

set setには1つの数値が続き、値の出力をせずに、ボタンやノブなどの値
を設定する。

bang 現在のpictctrlの値を出力する。

clickincrement 0でない値が続くclickincrementメッセージは、このオブジェクトがクリ
ックされる度に1ずつ値を加算して出力するように設定する。クリッ
クした後のいかなるマウスの動きも無視される。最大値に達した時に
は、次のクリックで値を0に戻す。他のすべてのマウスの動きの検出
は無効になる。clickincrement 0メッセージは、この加算を無効にする。

clickesimage 0でない値が続くclickesimageメッセージは、ユーザーがオブジェクト
上でクリックして、マウス・ポインターをドラッグする時に、ダイヤ
ルに異なる外観を与えるために、ピクチャー・ファイル内の1つおき
のイメージ・フレームの集合を使うようにpictctrlオブジェクトを設定
する。clickesimage 0メッセージはこの機能を無効にする。

picture pictureには、ファイル名を指定するシンボルが続き、pictctrlオブジェ
クトがボタンやダイアルのコントロールとして使う画像ファイルを指
定する。ファイル名として用いられるシンボルは、Maxのサーチ・パ
スに含まれているか、または絶対パスで指定する必要がある。（例え
ば“MyDisk:/Documents/UI Pictures/Cool-Knob.pct”）

active activeには0か1が続き、pictctrlオブジェクトのマウスによるコントロー
ルを切り替える。デフォルト値は1（有効）である。pictctrlオブジェ
クトがアクティブでない状態の画像を表示していて、inactive images属
性が設定されていれば、このactiveメッセージは、コントロールの外見
も変える。
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inactiveimage 0でない値が続くinactiveimageメッセージはアクティブでない状態の画
像の列を、指定したファイルが持っていることをpictctrlオブジェクト
に指示する。デフォルト値は0（アクティブでない状態はない）であ
る。

imagemask 0でない値が続くimagemaskメッセージは、指定した画像がイメージ･
マスクを持っていることをpictctrlオブジェクトに指示する。デフォル
ト値は0（イメージ･マスクなし）である。

soundfx soundfxには、0か1が続き、Mac OS 8.5以降に実装されているアピアラ
ンス･マネージャーのサウンド効果の使用を切り替える。soundfx 0メ
ッセージはサウンドをオフにする。

tracking trackingには0か1が続き、リアルタイムの位置検出を切り替える。リア
ルタイムの位置検出がオンになっていれば、pictctrlオブジェクトは、
マウスのボタンを押したままで、pictctrlオブジェクトの矩形領域に入
ったり、出たりした時に状態を変える。tracking 0メッセージはその機
能をオフにする。

range rangeには、1つの数値が続き、pictctrlオブジェクトがダイアル･モード
の時に、その範囲を設定する。デフォルト値は128である。

offset offsetには、1つの数値が続き、オフセット値を設定する。pictctrlオブ
ジェクトがダイアル･モードの時には、ここで設定されたオフセット
値は、アウトレットから出力される前にオブジェクトの値に加算され
る。デフォルトのオフセット値は0である。

multiplier multiplierには1つの数値が続き、乗数を設定する。pictctrlオブジェクト
がダイアル・モードの時に、オブジェクトの値は出力される前に、こ
の値によって乗算される。乗算はoffsetで設定された値が加算される前
に行われる。

frame frameには1つの数値が続き、ピクチャー・ファイルに含まれる画像の
数（列）を指定する。フレームの数はコントロールの範囲と同じであ
る必要はなく、pictctrlオブジェクトは、与えられた値に従って最も近
い画像を用いる。

trackhorizontal 0でない値が続くtrackhorizontalメッセージは、オブジェクトをクリッ
クし、水平方向にマウスをドラッグさせた時に反応するように設定す
る。マウスを右に動かすとオブジェクトの値を増加させ、左に動かす
ことで値を減少させる。このモードを有効にすれば、Circular Tracking
とClick to Incrementモードは無効になる（clickincreamentメッセージ、
およびtrackcirculerメッセージを参照のこと）。
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trackvertical 0でない値が続くtrackverticalメッセージは、オブジェクトをクリックし、
垂直方向にマウスをドラッグさせた時に反応するように設定する。マ
ウスを上に動かすとオブジェクトの値を増加させ、下に動かすことで
値を減少させる。このモードを有効にすれば、Circular TrackingとClick
to Incrementモードは無効になる（clickincreamentメッセージ、および
trackcirculerメッセージを参照のこと）。

trackcircular 0でない値が続くtrackcircularメッセージは、オブジェクトを、クリッ
クしコントロールの中心から相対的に円形の弧上でマウスをドラッグ
させた時に反応するように設定する（Circular Trackingモード）。マウ
スを時計回りに動かすとオブジェクトの値を増加させ、逆時計回りに
動かすことで値を減少させる。このモードを有効にすれば、他のトラ
ッキング・モードは無効になる。trackcircular 0メッセージはこのトラ
ッキングを無効にする。

ratio ratioには1つの値が続き、何ピクセル、マウスを動かせば、ダイアルの
値が変わるか指定する。pictctrlオブジェクトがcircularトラッキングを
使用していれば、ratioメッセージはオブジェクトの中心から、相対的
に何度カーソルを動かせば値が変わるかを指定する。

インスペクター

pictctrlオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集
することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを
選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任
意のpictctrlオブジェクトを選択することで、pictctrlオブジェクトのイ
ンスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。pictctrlオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

pictctrlオブジェクトの属性は、このオブジェクトの3つのモードであ
るButtonモード、Toggleモード、Dialモードのいずれかに関連付けら
れている。pictctrlオブジェクトのインスペクターは以下の属性をセッ
トできる。

Buttonモードは、グラフィカル・ユーザー・インタ－フェース、例え
ばダイアログ・ボックスなどに見られる「OK」ボタンや「Cancel」ボ
タンなどの、単純なボタンの振舞いを模倣する。このモードでは、
pictctrlオブジェクトは、このオブジェクト上でユーザーがクリックし
た時には1を、ユーザーがこのオブジェクト上からマウスを外に動か
した時か、マウスのボタンを離した時に0を出力する。ボタン・モー
ドは、LEDオブジェクトや状態を表示するオブジェクトなどに似た、
表示用オブジェクトの作成に役立つ。
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Toggleモードは、クリックごとにオブジェクトの状態を0から1（また
1から0に）切り替える以外は、Buttonモードと良く似ている。Toggle
モードはチェック・ボックスの振舞いを模倣する。

Live Trackingをチェックすることは、pictctrlオブジェクトをButtonモ
ードにしている場合のみ可能である。このチェック・ボックスがチェ
ックされている時は、マウスのボタンを押しながらオブジェクトの矩
形領域の中へ入ったり、出たりするのに応じて、pictctrlオブジェクト
はその状態を切り替える。

Dialモードは、ノブや2つ以上の異なる値を持つ他のコントロールの
様に振舞うコントロールを作成することができる（Dialモードを用い
ることでスライダーを作ることができる。しかし、pictsliderの方がこ
の用途には適している）。Dialモードでは、Maxのhsliderオブジェクト、
usliderオブジェクト、またdialオブジェクトのように範囲、オフセッ
ト、乗数を設定できる。このオブジェクトをクリックし、ドラッグし
た時に、その値が変化する。pictctrlオブジェクトは、水平、垂直それ
ぞれ、または両方のカーソルの動き、あるいは、円弧上でのカーソル
の動きを追うことができる。ドラッグした後に続く動きは無視する。
dialモードを使用する場合、使用するピクチャー・ファイル（下記を
参照のこと）に含まれるイメージのフレームの数を指定しなくてはい
けない。画像の数は、値の範囲と一致する必要はない。例えばノブは
範囲を128まで設定できるが、画像については30しか割り当てること
ができない。その範囲にそれ以上の数のフレームを割り当ててコント
ロールを作っても、何の出力もせずにその外観のみを変えることにな
るので、意味がない。

pictctrlオブジェクトがDialモードである場合、インレットに受け取っ
た数値を自動的に0から指定した値より1小さい数値までに制限する
Range、出力される前にすべての数値を指定された値で乗算する
Mulpitulier、そして乗算後に加算されるOffsetのそれぞれの値を指定で
きる。それぞれのデフォルト値は、Rangeは128、Multiplierは1、そし
てOffsetは0である。

Image Frameのボックスでは、ピクチャー・ファイル内に含まれる別
個の画像の数（列）を指定する。フレームの数は、コントロールの範
囲と一致する必要はなく、pictctrlオブジェクトは、与えられた値に従
って最も近い画像を用いる。

Horizontal TrackingかVertical Trackingがチェックされている場合は、
それぞれ対応する方向にマウスをドラッグさせた時に反応するように
pictctrlオブジェクトは設定される。マウスを右、または上にドラッグ
するとオブジェクトの値を増加させ、左、または下にドラッグするこ
とで値を減少させる。このどちらかの属性を有効にすることは、
Circular TrackingとClick to Incrementモード（以下を参照）を無効にす
ることになる。
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Circular Trackingがチェックされている場合は、オブジェクトをクリッ
クし、コントロールの中心から、相対的に円形の弧上でマウスをドラ
ッグさせた時に反応するように、pictctrlオブジェクトは設定される。
マウスを時計回りに動かすとオブジェクトの値を増加させ、逆時計回
りに動かすことで値を減少させる。Circular Trackingを有効にすること
は、他のトラッキング・モードを無効にすることになる。

Click to Increamentがチェックされている場合は、このオブジェクトが
クリックされる度に、コントロールの値を1ずつ増加させるように設
定する。クリックした後のいかなるマウスの動きも無視される。最大
値に達した時は、次のクリックで値を0に戻す。Click to Increamentを
有効にすることは、他のトラッキング・モードを無効にすることにな
る。

Clicked Imageがチェックされている場合は、ユーザーがオブジェクト
上でクリックして、マウス・ポインターをドラッグする時、ダイヤル
に異なる外観を与えるために、ピクチャー・ファイル内の1つおきの
イメージ・フレームの集合を使うようにpictctrlオブジェクトを設定す
る。

Tracking Ratio属性は、何ピクセル、マウスを動かせば、ダイアルの値
が変わるかを指定する。pictctrlオブジェクトがcircularトラッキングを
使用していれば、ratioメッセージはオブジェクトの中心から、相対的
に何度カーソルを動かせば値が変わるかを指定する。

Has Inactive ImageとImage Masksのチェック・ボックスは、アクティブ
でない状態の画像の列、およびイメージ・マスクを指定したファイル
が持っていることを指定する。

Audible Feedbackがチェックされている場合は、クリックされた時に、
Mac OS アピアランス・マネージャーのサウンド効果を鳴らすように
設定する。

Picture Fileオプションでは、Openボタンを押すことによって、pictctrl
オブジェクトのノブに使用するピクチャー・ファイルを選ぶことがで
きる。現在、使用されているファイル名はボタンの左にあるテキス
ト・ボックスに表示される。このボックスにファイル名を直接入力す
ることや、Finderからファイルのアイコンをこのボックスへドラッグ
してくることでもファイルを選択できる。
Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。
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アーギュメント

なし。

画像ファイルの形式

パッチ・ウィンドウ内に新しいpictctrlオブジェクトを作った時は、画
像ファイルは設定されていない。インスペクターのOpenボタンを使う
ことで、コントローラ－に画像ファイルを選択できる。PICTファイル
か、QuickTimeがインストールされていれば、QuickTimeでサポートさ
れているファイル形式のファイルを使用することができる。ピクチャ
ー・ファイルのレイアウトは、pictctrlオブジェクトで使用されるモー
ドによって異なる。3つのモードすべてにおいて、 ピクチャー・ファ
イルは、同じ幅と高さを持つイメージのグリッドであることが必要で
ある。

Buttonモードは単純なレイアウトを持つ。

1つ目の画像の列は必須である。その2つの画像は、ボタンのアイドル
時、またクリック時の状態（対応する値は0、また1）の時に使われる。
次の画像の列は、コントロールがアクティブでない状態の時に使われ
る。次に続く列は、それぞれ、1つ目の列やアクティブでない状態の
時の画像の列のマスクとして使用される。
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Toggleモードも似たレイアウトを持っている。

このモードでは、先頭の2つの列が必須である。1つ目の画像の列はコ
ントロールの値が0の時に使用され、次の画像の列はその値が1の時に
使用される。3つ目の画像の列はオプションであり、コントロールが
アクティブでない状態の時に使われる。（注記：アクティブでない状
態の“クリック時”の画像は必要ではない。アクティブでない状態で
は、コントロールはマウスのクリックを無視する。）次の列は、それ
ぞれの画像のマスクとして使用される。
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Dialモードのレイアウトは、いくつのイメージ・フレームを持ってい
るかによって異なる。また、それらはインスペクターのImage Frames
のパラメーターと一致している必要がある。

1つ目の画像の列はコントローラの視覚的に異なったそれぞれの状態
を表す画像として、必須である。ダイアルは、必要とされる視覚的に
異なる状態と同じ数だけの画像が必要とされる。ダイアルは画像によ
って表示される数よりも、大きい値の入出力が可能であることに注意
する（例えば、8つの画像しかその範囲を表現するのに使用しなかっ
たとしても、ダイアルは128の範囲を持つことができる）。次の画像の
列はオプションであり、ユーザーが値を変えるためにそのオブジェク
ト上でクリックし、ドラッグした時に使用される。その次の画像の列
もまたオプションである。（注記：アクティブでない状態の“クリッ
ク時”の画像は必要ではない。アクティブでない状態では、コントロ
ールはマウスのクリックを無視する。）続く列は、それぞれの画像の
マスクとして使用される。

出力

整数 現在のpictctrlオブジェクトの値を出力する。ToggleやButtonモードで
は、0か1になる。Dialモードでは、その値はインスペクターで設定さ
れた範囲、オフセット値、乗数によって決められる。
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利用例

より面白いユーザー・インターフェースを作るためにカスタマイズされたコントロールを作る

参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
ubotton 透明なボタン、bangを出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 12 Sliders and dials（英文PDF参照）
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pictsliderオブジェクトは、外部ファイルのピクチャーを使用して、その外観をカスタマイ
ズできるスライダー・コントロールである。このオブジェクトは2つの画像を使用する。1
つはノブであり（マウスを用いて動かす部分、実際のスライダーで指を使って動かす部分
に相当する）、もう1つはノブが動く背景となる部分となる。pictsliderオブジェクトは、他
のピクチャーを使用しようと望まなかった時のためのデフォルトのピクチャを持っている
が、本来意図されている使用法は、カスタマイズされた外観のコントロールをつくること
である。

pictsliderオブジェクトは、水平、垂直方向のスライダー、つまり2次元のコントロール
（仮想トラック・パッドか、ジョイスティック）を作るためにも用いることができる。

入力

bang 第1インレット：現在のpictsliderオブジェクトの値をアウトレットか
ら出力する。水平方向の値は第1アウトレットから、垂直方向の値は
第2アウトレットから出力される。

整数 第1インレット：pictsliderオブジェクトの水平方向の値を設定する。
また、値は第1アウトレットから、垂直方向の値も第2アウトレットか
ら出力される。

第2インレット：pictsliderオブジェクトの垂直方向の値を設定する。
また、値は第2アウトレットから、pictsliderオブジェクトの水平方向
の値も第1アウトレットから出力される。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：第1インレットに送られた2つの数値によるリストは、
1つ目の値は水平方向の値を、2つ目の値は垂直方向の値を設定する。
それらの2つの値は第1、第2アウトレットから出力される。

active 第1インレット：activeには0か1が続き、pictsliderオブジェクトをマウ
スで制御できるかどうかを切り替える。デフォルト値は1（有効）に
なっている。pictctrlオブジェクトの画像ファイルにアクティブでない
状態の画像のセットが用意されていて、Inactive Images属性がセット
されていれば、activeメッセージはコントロールの外観もまた、変化さ
せる。

bkgndpicture bkgndpictureにはファイル名を指定するシンボルが続き、pictslider
オブジェクトがコントロールの背景として使用する画像ファイル
を指定する。ファイル名として使用するシンボルはMaxのサー
チ・パス内のファイル名か、ファイルのフル・パス名（例えば
“MyDisk:/Documents/UIPictures/CoolBkgnd.pct”）でなくてはならない。
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bkgndsize 第1インレット：0でない値が続くbkgndsizeメッセージは、背景の画像
の大きさにオブジェクトの大きさを合わせるように設定する。このメ
ッセージを受け取った後には、オブジェクトの大きさは変更できなく
なる。bkgndsize 0メッセージは左下の隅をドラッグする通常の方法で
のコントロールのサイズ変更が可能になる。

bottommargin 第1インレット：bottommarginには0または0より大きい1つの整数が続
き、pictsliderオブジェクトの下の余白をピクセル単位で指定する。余
白はノブの動く範囲を制限する。余白が0に設定されれば、ノブはス
ライダーの下まですべて動くことができる。

bottomvalue 第1インレット：bottomvalueには1つの整数が続き、可能な限り下まで
ノブが動かされた時にpictsliderオブジェクトから出力される値を設定
する。bottomvalue 100メッセージは、ノブが最も下まで動かされた時
にコントロールから100を第1アウトレットから出力させる。

clickedimage 第1インレット：0でない値が続くclickedimageメッセージは、pictslider
オブジェクトで使用されている画像ファイルが、コントロールがクリ
ックされた時に表示される画像を含んでいることを指定する。

horizontaltracking 第1インレット：horizontaltrackingには実数が続き、マウスの動きに対
する、pictsliderオブジェクトのノブの動きの割合を設定する。デフォ
ルト値は1.0。1より大きな値はドラッグした時にノブをより早く動か
す。1より小さい値はよりゆっくりと動かす。

imagemask 第1インレット：0でない値が続くimagemaskメッセージはpictsliderオ
ブジェクトで使われる画像ファイルが、マスク画像を含んでいること
を指定する。

inactiveimage 第1インレット：0でない値が続くinactiveimageメッセージはpictsliderオ
ブジェクトで使われる画像ファイルが、オブジェクトがアクティブで
ない状態の画像を含んでいることを指定する。

invisiblebkgnd 第1インレット：0でない値が続く i n v i s i b l e b k g n dメッセージは、
pictsliderオブジェクトに背景画像を描画しないことを指定する。ノブ
はその下のオブジェクトなどの上に浮いているように見える。

jump 第1インレット：0でない値が続くjumpメッセージは、ノブの外側でオ
ブジェクトがクリックされた時にも、ノブをカーソルの位置に
pictsliderオブジェクトに動かさせる。jump 0メッセージはこの振る舞
いを無効にする。ノブを動かすためには、そのノブそのものをクリッ
クしなくてはいけない。

knobpicture knobpictureにはファイル名を指定するシンボルが続き、pictsliderオブ
ジェクトがコントロールのノブとして使用する画像ファイルを指定する。
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ファイル名として使用するシンボルはMaxのサーチ・パス内のファイ
ル名か、ファイルのフル・パス名（例えば“MyDisk:/Documents/UI
Pictures/Cool-Knob.pct”）でなくてはならない。

leftmargin 第1インレット：leftmarginには0または0より大きい1つの整数が続き、
pictsliderオブジェクトの左の余白をピクセル単位で指定する。余白は
ノブの動く範囲を制限する。余白が0に設定されれば、ノブはスライ
ダーの左まですべて動くことができる。

leftvalue leftvalueには1つの整数が続き、可能な限り左までノブが動かされた時
にpictsliderオブジェクトから出力される値を設定する。leftvalue 100メ
ッセージは、ノブが最も左まで動かされた時にコントロールから100
を第1アウトレットから出力させる。

movehorizontal 第1インレット：0でない値が続くmovehorizontalメッセージは、マウス
が水平方向に動かされた時にノブを動かすことを可能にする。
movehorizontal 0メッセージは、マウスが水平方向に動かされた時にノ
ブが動くことを妨げる。

movevertical 第1インレット：0でない値が続くmoveverticalメッセージは、マウスが
垂直方向に動かされた時にノブを動かすことを可能にする。
movevertical 0メッセージは、マウスが垂直方向に動かされた時にノブ
が動くことを妨げる。

rightmargin 第1インレット：rightmarginには0または0より大きい1つの整数が続き、
pictsliderオブジェクトの右の余白をピクセル単位で指定する。余白は
ノブの動く範囲を制限する。余白が0に設定されれば、ノブはスライ
ダーの右まですべて動くことができる。

rightvalue 第1インレット：rightvalueには1つの整数が続き、可能な限り右までノ
ブが動かされた時にpictsliderオブジェクトから出力される値を設定す
る。rightvalue 100メッセージは、ノブが最も右まで動かされた時にコ
ントロールから100を第1アウトレットから出力させる。

scaleknob 第1インレット：0でない値が続くscaleknobメッセージは、pictsliderオ
ブジェクトを、このオブジェクトの大きさが変更された時に、それに
従って、ノブの大きさも拡大伸縮させるように設定する。scaleknob 0
メッセージは、ノブを常に元の大きさのままで描画させる。

set 第1インレット：setには数値が続き、pictsliderオブジェクトの水平方
向の値をセットするが、第1アウトレットからの値の出力は行わない。
2つの数値が続くsetメッセージは、pictsliderオブジェクトの水平方向
の値をリストの1つ目の数値に、垂直方向の値を2つ目の数値に設定す
るが、アウトレットからの値の出力は行わない。
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第2インレット：setには数値が続き、pictsliderオブジェクトの垂直方
向の値をセットするが、第2アウトレットからの値の出力は行わない。

soundfx 第1インレット：soundfxには0か1が続き、Mac OS 8.5以降に実装され
ているアピアランス･マネージャーのサウンド効果の使用を切り替え
る。soundfx 0メッセージはサウンドをオフにする。

topmargin 第1インレット：topmarginには0または0より大きい1つの整数が続き、
pictsliderオブジェクトの上の余白をピクセル単位で指定する。余白は
ノブの動く範囲を制限する。余白が0に設定されれば、ノブはスライ
ダーの上まですべて動くことができる。

topvalue 第1インレット：topvalueには1つの整数が続き、可能な限り上までノ
ブが動かされた時にpictsliderオブジェクトから出力される値を設定す
る。topvalue 100メッセージは、ノブが最も上まで動かされた時にコン
トロールから100を第1アウトレットから出力させる。

track 第1インレット： t r a c kには実数が続き、マウスの動きに対する
pictsliderオブジェクトのノブの水平方向の動きの割合を設定する。

第2インレット： t r a c kには実数が続き、マウスの動きに対する
pictsliderオブジェクトのノブの垂直方向の動きの割合を設定する。

verticaltracking 第1インレット：virticaltrackingには実数が続き、マウスの動きに対す
る、pictsliderオブジェクトのノブの動きの割合を設定する。デフォル
ト値は1.0。1より大きな値はドラッグした時にノブをより早く動かす。
1より小さい値はよりゆっくりと動かす。

インスペクター

pictsliderオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編
集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のpictsliderオブジェクトを選択することで、pictsliderオブジェク
トのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することが
できる。pictsliderオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...
を選択することでもインスペクターを表示することができる。

pictsliderオブジェクトのインスペクターでは以下の属性を設定できる。

Marginのナンバー・ボックスは、pictsliderオブジェクトのそれぞれに
対応する余白をピクセル単位で設定する。余白はノブの動く範囲を制
限する。余白が0に設定されれば、ノブはスライダーのそれぞれ対応
する端まですべて動くことができる。例えば、左の余白を5に設定し
た場合、ノブはスライダーの左の端から5ピクセルの近さまでしか動
くことができない。
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Valueのナンバー・ボックスは、それぞれ対応する方向に可能な限り
ノブが動かされた時にpictsliderオブジェクトから出力される値を設定
する。例えば、右手のナンバー・ボックスに100を設定すると、ノブ
が最も右まで動かされた時にコントロールから100を第1アウトレット
から出力させる。（第1アウトレットはノブの水平方向の動きの値を出
力するため、この値は第1アウトレットから出力される。）中間の位置
にあるノブの値は、左と右、また上と下の値をそれぞれ補完し算出さ
れる。それぞれの値のペアのうち、どちらでも大きく設定できる。例
えば、上の値を-100に下の値を50に設定した場合、ノブを下から上に
動かした時には垂直方向の値は50から-100まで減らされる。

Move Horizontalか、Move Verticalチェック・ボックスがチェックされ
ている場合、ノブはマウスを用いて、クリックしドラッグすることで
対応した方向に動かすことができる。従来のような横、または縦のみ
に動くスライダーを作りたい場合は、適切なチェックボックスのみチ
ェックし、他はチェックしないままにする。

Audible Feedbackオプションをチェックした場合、pictsliderオブジェク
トはクリックされた時に、Mac OS 8.5以降に実装されているアピアラ
ンス･マネージャーのサウンド効果を鳴らす。

Knob Jump to Click Locationオプションを選択した場合は、pictsliderオ
ブジェクトの矩形範囲内のどこかをクリックした場合、その場所へノ
ブをジャンプさせる。チェックされていなければ、ノブを動かすため
には、ノブそれ自体をクリックしてドラッグしなければならない。

Has Inactive Imagesチェック・ボックスはpictsliderオブジェクトで使わ
れる画像ファイルが、オブジェクトがアクティブでない状態の画像を
含んでいることを指定する。そのコントロールに使用されるピクチ
ャ・ファイルがその画像を含んでいなければ、そのボックスをチェッ
クしないままにする。

Tracking Ratioの値はマウスの動きに対する、ノブの反応を決定する。
デフォルト値は1.0。1より大きな値はドラッグした時にノブをより早
く動かす。1より小さい値はよりゆっくりと動かす。

インスペクター内の以下の4つの属性のリストは、スライダーのノブ
の外観を変える。Openボタンをクリックすることで、スライダーのノ
ブに使用される画像ファイルを選択することができる。現在使用され
ているファイル名は、ボタンの左のテキスト・ボックスに表示される。
このボックスに直接、ファイル名を入力するか、Finderからファイル
のアイコンをこのボックスにドラッグしてくることでもファイルを選
択することができる。
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Scale Knob When Control Size Changesオプションをチェックすること
で、pictsliderオブジェクトをサイズ変更した時に、ノブの画像をオブ
ジェクトの矩形の範囲、また背景の画像と相対的に、拡大縮小する。
チェックしなければ、ノブの画像は常に元の大きさで描画される。伸
縮した画像はむらがあり、不均等に見えるようになるので、大体の場
合はノブが、ノブに指定した画像の大きさで描画されて欲しいと思う
だろう。このノブの伸縮の属性は、ノブの画像ファイルを書き直す必
要なくpictsliderオブジェクトのサイズとレイアウトを実験することに
役立つ。

Clicked Imageオプションをチェックすることは、pictsliderオブジェク
トで使用されている画像ファイルが、コントロールがクリック、また
ドラッグされた時にノブの異なる外観を与えるための画像のフレーム
を含んでいることを指定する。

ノブが描画される時に、ノブとして使用される画像ファイルにマスク
をかけたいと望む場合は、Image Maskオプションを選択する。マスク
は矩形ではない形のノブを作る時に利用できる。ノブとして使用され
る画像が、クリックされた時、またはアクティブでない状態の時の画
像のセットを持っているのなら、マスクはそれぞれに用意しなければ
ならない。

インスペクター内の以下の3つの属性のリストは、スライダーの背景
の外観を変える。Openボタンをクリックすることで、スライダーの背
景に使用される画像ファイルを選択することができる。現在使用され
ているファイル名は、ボタンの左のテキスト・ボックスに表示される。
このボックスに直接、ファイル名を入力するか、Finderからファイル
のアイコンをこのボックスにドラッグしてくることでもファイルを選
択することができる。

Size Control to Background Imageがチェックされている場合は、
pictsliderオブジェクトのサイズを、背景として選択された画像の大き
さに合うように調整する。この属性が有効な場合、このオブジェクト
の右下をクリックし、ドラッグするという通常の方法によるオブジェ
クトのサイズ変更はできなくなる。このサイズは固定になる。チェッ
クされていなければ、この画像はスライダーの大きさに合わせ、拡大
縮小される。伸縮した画像はむらがあり、不均等に見えるようになる
ので、大体の場合はスライダーが、スライダーに指定した画像の大き
さで描画されて欲しいと思うだろう。この伸縮の属性をチェックしな
いことは、スライダーの画像ファイルを書き直す必要なくpictsliderオ
ブジェクトのサイズとレイアウトを実験することに役立つ。

Invisible Backgroundボックスをチェックすることは、pictsliderオブジ
ェクトに背景画像を描画しないことを指定する。ノブはその下のオブ
ジェクトなどの上に“浮いて”いるように見える。
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Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

画像ファイルの形式

pictsliderオブジェクトは2つの画像ファイルを使用する。1つは背景の
ために、もう1つはマウスによって背景上を動かされるノブのための
ものである。

背景の画像ファイルはPICTファイルか、QuickTimeがインストールさ
れていれば、QuickTimeでサポートされているファイル形式のファイ
ルを使用することができる。背景の画像ファイルは以下のレイアウト
になっていなければならない。

1つの画像のみが必須である。1つの画像しか提供されなかった場合、
それはすべての状態の背景の描画に使用される。追加される画像は1
つ目の画像の右に位置させる。コントロールがアクティブでない状態
の時の画像を加えることができる。アクティブでない状態の時の画像
はコントロールが active 0メッセージを受け取った後に使用される。

ノブのファイルは以下のレイアウトのPICT形式のファイルでなくては
ならない。

画像は1つ以上の画像のグリッドで構成される。すべての画像は同じ
幅と高さをもつ。
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1つの画像のみが必須である。1つの画像しか提供されなかった場合、
それはすべての状態のノブの描画に使用される。追加される画像は1
つ目の画像の右に位置させる。“クリック時”、またコントロールがア
クティブでない状態の画像を両方加えることができる。“クリック時”
の画像は、ユーザーがコントロールのノブをドラッグした時に表示さ
れる。アクティブでない状態の時の画像は、コントロールがactive 0メ
ッセージを受け取った後に使用される。

マスク画像は、矩形ではない輪郭のノブを作る時に使用される。それ
らのマスクは、ファイル内のそれぞれに対応する画像に直接適用され
る。それぞれのノブの画像にマスクをかけたいと思うなら、それらす
べてにマスクを用意する必要がある。それぞれの画像は対応するマス
ク画像の列を持っている。マスク画像内の黒いピクセルは対応する画
像を描画する範囲を作り、白いピクセルは見えない範囲を作る。

出力

整数 マウスを用いてクリック、またドラッグすることによって、スライダ
ーのノブを動かすことか、オブジェクトのどちらかのインレットに値
を送ることは、第1アウトレットから水平方向の値を、第2アウトレッ
トから垂直方向の値を出力させる。入力される値は、インスペクター
内で設定される上下、左右の値によって決定された範囲内に制限され
る。

利用例

pictsliderオブジェクトは1次元、2次元両方の要素のユーザー・インターフェースを作れる
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参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
ubutton 透明なボタン、bangを出力する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Slider and dials（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：第1アウトレットから出力する前に、指定したミリ秒
分遅らせて、数値を出力する。第3インレットがあれば、第2インレッ
トに受け取る数値も遅らせて、第2アウトレットから出力する。

整数または実数 右インレット：他のインレットに受け取った数値を遅らせて出力する
時間を、ミリ秒単位で設定する。

bang 第1インレット：（既に遅らせている数値があれば、それらに加えて）
指定したミリ秒分遅らせて、現在pipeが保持している数値を再度出力
する。

実数 第1インレットと中央のインレット：実数のアーギュメントを指定し
ていない限り、整数に変換される。

リスト 第1インレット：複数の数値を等しく遅らせるように、pipeのインレッ
トに受け取る。右インレットに対応する数値があれば、それ以外の数
値を遅らせる時間を設定する。

clear 第1インレット：その時点でpipeが遅らせている数値を消去する。

clock 既存のsetclockオブジェクトの名前が続くclockメッセージは、Maxの
内部ミリ秒クロックではなく、そのsetclockオブジェクトに従って、
pipeが動作するように設定する。clockメッセージのみの場合は、Max
の通常のミリ秒クロックに従うように設定する。

flush 第1インレット：その時点でpipeが遅らせているすべての数値を、すぐ
さま出力し、pipeのメモリーを消去する。これらの数値は、インレッ
トに対応するアウトレットから、受け取った順序とは逆の順序で出力
する。

アーギュメント

整数 オプション。最後のアーギュメントは、ミリ秒単位でディレイ時間の
初期値を設定する。アーギュメントを指定しなければ、ディレイ時間
は0である。2つのアーギュメントがある場合は、最初のアーギュメン
トはpipeに格納される数値の初期値を設定し、2番目のアーギュメント
はディレイ時間を設定する。2つ以上のアーギュメントがある場合は、
pipeはインレットとアウトレットを追加し、第1インレットに数値を受
け取った時に、追加の数値も遅らせて出力する。

実数 最後のアーギュメントは整数に変換される。他の実数のアーギュメン
トは、対応するアウトレットから実数を出力するよう設定する。
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出力

整数 pipeオブジェクトの第1インレットに数値を受れば、指定した時間だけ
遅らせて、第1アウトレットから出力する。中央にインレットがあれ
ば、第1インレットに数値を受け取った時点から、それらのインレッ
トに受け取った数値も遅らせて、対応するアウトレットから出力する。
delayオブジェクトとは異なり、pipeは同時に複数の数値を遅らせるこ
とができる。右インレットに新しいディレイ時間を受け取った時は、
既に遅らせている数値には影響はしない。

利用例

pipeは1つ、または複数の数値を遅らせることができる

参照

delay bangを遅らせて出力する

Tutorial 22 Delay lines（英文PDF参照）
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入力

bang playbarオブジェクトの第1アウトレットが、movieまたはimovieオブジ
ェクトに繋がっている場合に、bangはそれらのオブジェクトを結び付
け、playbarがQuickTimeムービーを操作できるようにする。playbarと
movieとを結び付ければ、playbarを操作することで、再生位置や再生
状態を変化させるメッセージが、movieオブジェクトに送られる。
（playbarとmovieが繋がったパッチ・ファイルを読み込めば、それらは
自動的に結び付けられる。従って、playbarにbangを送ることは、パッ
チを作っている時だけ必要である。）

アーギュメント

なし

出力

（内部） 第1アウトレット：playbarとmovieオブジェクトが結び付けられれば、
playbarはQuickTimeムービーをコントロールする。playbarは、1つの
movieオブジェクトだけに繋ぐようになっている。この接続は、パッ
チ・コードを使って行わなければならない。従って、sendオブジェク
トとreceiveオブジェクトを使って接続することはできない。

整数 第2アウトレット：playbarによって処理されたコマンドは、数値とし
て第2アウトレットから出力される。コマンド番号の一覧とその意味
は、QuickTime Standard Movie Play Controllerというドキュメントに書
かれている。これらのコマンドを適切に解釈することによって、ムー
ビーの操作だけでなく、他の目的のためにplaybarを用いることができ
る。しかし、長さが0ではないQuickTimeムービーがplaybarに結び付け
られない限り、再生範囲が設定されないので、コントローラーのツマ
ミを動かすことはできない。

利用例

movieや imovieとともにplaybarを用いる
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参照

movie QuickTimeムービーをウィンドウ内で再生する
imovie パッチ・ウィンドウ内でQuickTimeムービーを再生する
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入力

実数 第1インレット：極座標における振幅（音量）部分。これは直交座標
（実数部／虚数部）に変換される。

第2インレット：極座標における位相部分。これは直交座標（実数
部／虚数部）に変換される。

アーギュメント

なし

出力

実数 第1アウトレット：直交座標（周波数領域）における実数部。

第2アウトレット：直交座標（周波数領域）における虚数部。

利用例

極座標を直交座標に変換する

参照

cos コサイン関数
cartopol 直交座標を極座標に変換する
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
sin サイン関数
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入力

リスト 第1インレット：ノート・ナンバーとベロシティの組み合わせとして、
1番目の数値はノート・ナンバー、2番目の数値はベロシティ値として
扱われる。ベロシティが0でなければ、そのノート・オンのノート・
ナンバーにボイス番号を割り当てて出力する。ベロシティが0である
場合、ノート・オフとして、すでに保持されているそのノート・ナン
バーのボイス番号を出力し、それに割り当てられたボイス番号を解除
する。

整数 第1インレット：ノート・ナンバーとベロシティの組み合わせのノー
ト・ナンバーとして出力される。

第2インレット：数値はベロシティとして格納され、第1インレットで
受け取った整数と組み合わせて使用される。

実数 整数に変換される。

stop 第1インレット：現在保持しているノートの情報をノート・オフとし
て出力し、それに割り当てられたボイス番号を解除する。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはpolyで割り当てることができるボイ
ス番号の数を設定する（従って、一度に保持できるノート数を制限す
ることができる）。アーギュメントがなければ、polyは16個のノートを
保持することになる。第2アーギュメントがなければ、またはそれが0
である場合、polyが第1アーギュメントで決めた割り当てられるボイス
番号数以上は保持することができない、というオーバーフロー・メッ
セージを出力する第4アウトレットを持つことになる。第2アーギュメ
ントが0でない場合は、自動的にボイス番号を更新する。つまり、割
り当てられるボイス番号数より多くのノートを受け取った時、受け取
ってから一番長く保持しているノートをノート・オフとして出力し、
そのボイス番号を解除し、新しく受け取ったノートにそのボイス番号
を割り当てる。

実数 整数に変換される。

出力

整数 第1アウトレット：受け取ったノート・オンまたはノート・オフに割
り当てたボイス番号。
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第2アウトレット：受け取ったノート・オンまたはノート・オフのノ
ート・ナンバー。

第3アウトレット：受け取ったノート・オンまたはノート・オフのベ
ロシティ。

リスト 第4アウトレット：1番目の数値はノート・ナンバー、2番目はベロシ
ティを表し、それはpolyが保持することが出来ないことを示すオーバ
ーフロー・メッセージとして出力する。第2アーギュメントに0以外の
整数を指定した場合は、オーバーフローのメッセージを出力する第4
アウトレットを持たず、その場合は随時ボイス番号を更新することに
なる。

利用例

異なる場所にボイスを振り分ける 同時発音数を制限する

参照

Borax ノートオンとノートオフに関する情報を知らせる
flush 保持しているノートについてノート・オフを作る
makenote ノート・オンに続けてノート・オフ・メッセージを生成する
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入力

（MIDI） MIDI入力デバイスから受信したMIDIポリフォニック・キー・プレッ
シャー・メッセージを受け取る。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、ポリフォニック・キー・プレッシャー・メッセージ
を受信するポートを設定する。portという単語はオプションで、省略
することもできる。

（マウス） polyinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。ポリフォニック・キー・プレッシャーを受信するポート
を指定する。アーギュメントを指定しない場合、polyinはすべてのポ
ートのすべてのチャンネルから受信する。

（MIDI入力デバイス名） オプション。入力ポートを指定するために、第1アーギュメントに
MIDI入力デバイスの名前を使うことができる。

a-zと整数 空白文字で区切られた文字と数値の組み合わせは、ポリフォニック・
キー・プレッシャーを受信するポートとMIDIチャンネルを指定する。
チャンネル・ナンバーが16より大きい場合は、1から16の範囲に収ま
るように変換される。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

整数 第1アウトレット：受信したポリフォニック・キー・プレッシャーの
値。
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第2アウトレット：受信したポリフォニック・キー・プレッシャーの
ノート・ナンバー。

チャンネル・ナンバーをアーギュメントに指定した場合は、polyinは2
つのアウトレットのみを持つ。チャンネル・ナンバーを指定しない場
合は、polyinは一番右に第3アウトレットを持つ。これは受信したポリ
フォニック・キー・プレッシャーのチャンネル・ナンバーを出力す
る。

利用例

ポリフォニック・キー・プレッシャーは、どこでも受信することができ、
ポートのみを指定するか、ポートとチャンネルを指定することができる

参照

midiin 生のMIDIデータを受信する
polyout MIDIポリフォニック・キー・プレッシャーを送信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：数値はMIDIポリフォニック・キー・プレッシャーの
値として扱われ、指定されたチャンネルとポートから送信される。数
値は0から127の間に制限される。

第2インレット：数値はノート・ナンバーとして格納され、第1インレ
ットで受け取るポリフォニック・キー・プレッシャーの値とともに使
用される。数値は0から127の間に制限される。

第3インレット：数値はポリフォニック・キー・プレッシャーを送信
するチャンネル・ナンバーとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト リストの1番目の数値はポリフォニック・キー・プレッシャーの値と
して、2番目はノート・ナンバーとして、3番目はチャンネル・ナンバ
ーとして扱われ、MIDIポリフォニック・キー・プレッシャーを送信す
る。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disableボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを送信
可能にする。

port 第1インレット：portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI出力
デバイスの名前を続けることによって、ポリフォニック・キー・プレ
ッシャーを送信するポートを設定する。portという単語はオプション
で、省略することもできる。

（マウス） polyoutオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a-z オプション。ポリフォニック・キー・プレッシャーを送信するポート
を指定する。文字のアーギュメントを指定している時に、チャンネ
ル・ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲に収まるように変
換される。アーギュメントが存在しない場合は、polyoutは初期状態と
して、ポートaからMIDIチャンネル1として送信する。
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a-zと整数 空白で区切られた文字と数値の組み合わせによって、送信するポリフ
ォニック・キー・プレッシャーのポートとMIDIチャンネルを指定す
る。チャンネル・ナンバーが16より大きければ、1から16の範囲に収
まるように変換される。

（MIDI出力デバイス名） オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初のア
ーギュメントとして用いることができる。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。オブジェクトに指定したMIDI出力ポート
から、MIDIポリフォニック・キー・プレッシャー・メッセージが送信
される。

利用例

文字のアーギュメントは、送信ポートを限定する
または、数値によってポートとチャンネルを指定する

参照

midiout 生のMIDIデータを送信する
polyin MIDIポリフォニック・キー・プレッシャーを受信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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底の値を指数乗する。指数は第2インレットで、底の値は第1インレットで設定する。

入力

実数または整数 第1インレット：底の値を設定する。

第2インレット：指数を設定する。

アーギュメント

実数または整数 オプション。指数を設定する。デフォルト値は0である。

出力

実数 底の値（第1インレットで指定）を指数乗（第2インレットで設定）し
た値。

利用例

powを用いて、2乗（あるいは、それ以外の累乗）の値を求める

参照

expr 数式の値を求める
>> 数値のビットを右へシフトする
<< 数値のビットを左へシフトする
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入力

set setメッセージに続くメッセージを出力せずに、prependに格納する。

set以外の任意のメッセージ
prependに格納されたメッセージを、インレットに受け取ったメッセ
ージの前に付け加える。繋げられた一連のメッセージが、アウトレッ
トから出力される。

アーギュメント

任意のメッセージ 必須。入力されたメッセージの前に付け加えるメッセージを設定する。
第1アーギュメントはシンボルでなければならない。

出力

任意のメッセージ prependに格納されているメッセージを、インレットに受け取ったメ
ッセージの前に付け加え、それをアウトレットから出力する。出力さ
れるメッセージの長さは最大256項目以内でなければならない。

利用例

prependを用いて、シンボルを意味のあるメッセージにすることができる

参照

append メッセージの末尾にアーギュメントを付け加える
message 任意のメッセージを送る
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する

Tutorial 25 Managing messages（英文PDF参照）
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入力

整数 プリセット番号を指定し、そのプリセットに格納された設定を、
presetオブジェクトに繋がれたオブジェクト、または、繋がれていな
いすべてのオブジェクトに出力する。プリセットの設定は、マウスで
プリセットをクリックすることでも出力することができる。

実数 整数に変換される。

bang 整数またはマウス・クリックによって、直前に読み出したプリセット
の設定を出力する。

clear 直前に出力したプリセットの内容を消去される。clearに数値が続けば、
その数値で指定したプリセット番号の内容が消去される。

clearall すべてのプリセット内容を消去する。

list bangと同じ。

name wordに続くシンボルによって、プリセットのID名を設定する。ID名に
よって、presetは他と重複しないIDを持ち、そのIDに対応するファイ
ルが、他のpresetでは読み込めないようにする。

read readまたはreadに続く数値によって、読み込むプリセット・データの
ファイルを選択する標準ファイル・ダイアログが表示される。プリセ
ット・ネーム・コードが与えられた場合、コードで指定したファイル
だけを表示する。readに数値が続く場合は、そのプリセット番号のプ
リセットにファイルのデータを読み込む。数値が0または-1の場合、
ファイルのデータは、そのファイルが持つプリセット番号の最初から、
順にプリセット番号に読み出される。readに続くシンボルまたは数値
とシンボルでは、標準ファイル・ダイアログは表示されない。その代
わりに、このシンボルはプリセットに読み込むファイル名を指定する。
シンボルと数値の場合での数値は、読み込むプリセット番号を指定す
る。

store storeに続く数値によって、数値によりプリセット番号を指定し、同じ
ウィンドウにあるすべてのユーザー・インターフェイス・オブジェク
トの現在の設定を、そのプリセット番号に格納する。オブジェクトが
パッチ・コードでpresetオブジェクトの第1アウトレットに繋がってい
る場合、繋がれたオブジェクトだけの設定を格納する。

プリセット番号は左から右、次いで上から下の順に設定される。プリ
セットに設定が格納されると、そこに何かのデータが含まれているこ
とを示すドットが現れる。Shiftキーを押しながらプリセットボタンを
クリックすることによっても、他のオブジェクトの設定をそのプリセ
ットに格納することができる。
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write writeまたはwriteに続く数値によって、プリセット・データをファイル
として保存するための標準ファイル保存ダイアログが開く。プリセッ
トにプリセット・ネーム・コードを与えない場合、そのファイルのフ
ァイル形式のコードが与えられる。writeに続く数値は、保存するデー
タのプリセット番号を指定する。0または-1の数値はすべてのプリセ
ットのデータを保存する。wordに続くシンボルまたは数値とシンボル
では、標準ファイル保存ダイアログは表示されない。代わりに、この
シンボルは保存するファイル名を指定する。保存ファイルは現在のデ
フォルトのディレクトリーに置かれる。シンボルと数値の場合での数
値は、保存するデータのプリセット番号を指定する。

インスペクター

presetオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のpresetオブジェクトを選択することで、presetオブジェ
クトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示すること
ができる。presetオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...
を選択することでも、インスペクターを表示することができる。

インスペクターでは、他のpresetオブジェクトを区別するために、ID
名をpresetオブジェクトに指定する。4文字の名称を入力すれば、それ
はこのオブジェクトによって保存されるプリセット・ファイルに設定
されるMacintoshのファイル・タイプを指定したことになる。ID名を
持つpresetオブジェクトにreadメッセージを送れば、このID名（ファ
イル・タイプ）に一致するタイプのファイルだけが、標準ファイル・
ダイアログに現れる。このことによって、他のpresetオブジェクトに
設定されたプリセット・ファイルを開かないようにし、特定のプリセ
ット・ファイルのためのファイル・タイプを設定することができる。
Save Presets with Patcherのチェック・ボックスをクリックすれば、
presetの内容をパッチ・ファイルとともに保存することができる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。
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出力

整数または実数 第1アウトレット：プリセットが、マウス・クリックまたはインレッ
トへの数値によって読み出された時、プリセットに格納されている設
定を、presetオブジェクトのアウトレットから繋がっているオブジェ
クトに出力する。presetに何もオブジェクトが繋がっていない場合は、
ウィンドウ内のすべてのユーザー・インターフェイス・オブジェクト
に出力する。

整数 第2アウトレット：読み出されたプリセット番号を出力する。

（インターナル） presetの第3アウトレットに繋がっている任意のユーザー・インターフ
ェイス・オブジェクトは、presetの設定の読み出しには影響されない。
（このことは特に、presetの設定の効果を与えたいオブジェクトが多く、
設定の影響を与えたくないオブジェクトが少ない場合に役に立つ。）

プリセットに格納できるデータを持つオブジェクトは、dail、Ggate、
Gswitch、hslider、led、number box（整数と実数の両方）、slider、
toggle、そしてusliderである。tableの内容もpresetによって格納し、読
み出すことができる。しかし、tableはpresetオブジェクトのアウトレ
ットから繋がっていなければならない。presetオブジェクトのアウト
レットには、同じアーギュメント名をもつreceiveオブジェクトに繋が
ったオブジェクトと交信するために、sendオブジェクトを繋ぐことが
できる。

presetオブジェクトの大きさを変えることによって、表示されるプリ
セットの数を調節することができる。1つのpresetオブジェクトにおけ
るプリセット数の最大は2048個である。

利用例

多くの設定を格納し、後からそれらの設定を読み出す

参照

grab 他のオブジェクトの出力を取得する

Tutorial 37 Data structures（英文PDF参照）
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入力

任意 メッセージはprintオブジェクトによって解釈されることはない。それ
らは、Maxウィンドウに単にそのまま一語一語出力されるだけである。

（マウス） 任意のprintオブジェクトをダブル・クリックすることで、Maxウィン
ドウを開くか、前面に持ってくることができる。

アーギュメント

任意 オプション。アーギュメントはprintオブジェクトを識別できるように
する。Maxウィンドウに出力されるそれぞれのメッセージは、printオ
ブジェクトの名前とコロン（:）に続くことになる。その名前は、スペ
ース、または特殊文字を含むことはできず、1つの数値、または1つの
単語である必要がある。アーギュメントがなければ、そのprintオブジ
ェクトの名前はprintになる。printオブジェクトにアーギュメントを指
定することは、2つ以上のprintオブジェクトを識別するために役立つ。

出力

任意 アウトレットはない。インレットに受け取ったメッセージはMaxウィ
ンドウに出力される。

利用例

出力を表示する。またイベントが起こったことを通知する

参照

Tutorial 1 Saying “Hello!”（英文PDF参照）
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入力

リスト 数値は、ある数値に続いてある数値が出現する確率マトリックスに登
録される。（これは1次マルコフ連鎖として知られている）。リストは3
つの整数から成る。それらは現在の値、次に来る値、現在の値に続い
て次の値が来る確率である。リストの最初の2つの整数は、出力され
る数値の並びを指定する。これは、1番目の整数の後に2番目の整数が
出力される並び方である。3番目の整数は、数値の並びが起こる相対
的な確率を設定する。1番目の整数が出力されると、その数値に続い
て出現する可能性のある数値の相対的確率に基づいて、次に出力され
る値が決定される。

bang 直前の出力値と、それに続いて出現する可能性のある数値の相対的確
率に基づいて、重みを付けてランダムに数値を選んで出力する。

整数 現在の値を設定する（出力はしない）。bangメッセージによって出力
される値は、設定された数値に続いて出現する確率マトリックスに基
づいて決定される。

reset 整数が続くresetメッセージによって、次に続く可能性を持たない数値
によって行き詰まった時に、指定した数値の回数だけ以前の状態へ戻
る。

dump 格納されている確率マトリックス（マルコフ連鎖）の完全なリストを、
Maxウィンドウに表示する。

embed 0以外の数値が続くembedメッセージによって、probの内容が、それを
含むパッチの一部として保存されるようになる。embed 0メッセージは、
パッチを閉じた時に、にprobに含まれる内容を消去するよう設定する。

clear probの内容を消去する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：インレットにbangを受け取った時に、probは数値を
出力する。直前に出力した数値と、その数値に続いて出現する数値の
相対的確率に基づいて、出力される数値が決定される。

bang 第2アウトレット：現在の数値（最後に出力された数値）に対して、
次に出現する可能性のある数値が確率マトリックスに存在しないなら
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ば、インレットにbangを受け取った時に、第2アウトレットからbang
が出力される（第1アウトレットからは何も出力されない）。

利用例

出力値の確率は、直線の出力値によって決まる

参照

anal 受け取った2つの数値をペアとして、ヒストグラムを作る
Histo 受け取った数値のヒストグラムを生成する
mean 連続した数値の平均値を出力する
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概要

pvオブジェクトは、valueオブジェクトとほぼ同じように動作するが、2つの例外がある。
1つ目は、同じ名前を持つpvオブジェクトは、同じパッチか、その中のサブ・パッチの1つ
の中にある場合のみ、同じ値を共有する。2つ目は、pvオブジェクトはメッセージ・ボッ
クスによって送られるリモート・メッセージ（セミコロンの後にシンボルが続くもの）を
受けることができない。つまり、pvはprivate value、すなわち、その値はオブジェクト間
で共有されるが、1つのパッチ内のみに限定されることを意味している。

入力

任意のメッセージ そのメッセージはオブジェクト内に格納され、そのオブジェクトを含
むパッチか、そのサブ・パッチ内（または、サブ・パッチ内にそのオ
ブジェクトがある場合は、その親となるパッチ内）で、同じ名前を持
つpvオブジェクトと共有される。同じように、その他のpvオブジェク
トが受け取ったメッセージは、その格納されたメッセージを変更する。

bang 格納されたメッセージを出力する。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。1つ目のアーギュメントは識別するための名前を指定する。パ
ッチ内で同じ名前を持つすべてのpvオブジェクトは、同じ値を共有す
る。

任意のメッセージ オプション。1つ目のアーギュメントの後に入力された任意のメッセ
ージは、pvオブジェクトに格納される初期値として格納される。1つ
のパッチ・ファイルの中にある2つ以上の同じ名前を持つpvオブジェ
クトが別の値で初期化された時は、最後に初期化されたものが値を決
定することに注意しよう。pvオブジェクトを初期化する命令が正確に
決定できなくなるため、一番良い方法は、関連するpvオブジェクトの
うち、1つのみで初期化を行うことである。

出力

任意のメッセージ そのインレットにbangが受け取られた時に、格納されたメッセージが
出力される。
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利用例

参照

float 実数を格納する
int 整数を格納する
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する
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pvarは、パッチの他の部分の「処理」パートに接続されたパッチの中の一部分に、ユーザ
ー・インターフェースを構築することを可能にする。sendオブジェクトとreceiveオブジェ
クトとは異なり、pvarはグローバルには作用しない。つまり、pvarオブジェクトとそれに
関連付けられたオブジェクトは同じパッチの中になければならない。

入力

任意のメッセージ メッセージは現在pvarに関連付けられている名前を付けられた
Max/MSPオブジェクトに送信される。

set 任意のシンボルを伴うsetは、pvarに関連付けられた名前を付けられた
オブジェクトにメッセージを送信する。名前を付けられたオブジェク
トは、pvarオブジェクトに対するアーギュメント、またはsetnameメッ
セージを用いることによって設定することができる。

setname 1つのシンボルを伴うsetnameは、pvarが接続するMax/MSPオブジェク
トの名前を指定する。名前を付けられたオブジェクトは、pvarオブジ
ェクトと同じパッチの中になければならない。

アーギュメント

シンボル オプション。1番目のアーギュメントは、pvarが接続するオブジェクト
の名前を指定する。名前が与えらていない場合には、setnameメッセー
ジを後で入力することができる。

整数 オプション。2番目のアーギュメントは、pvarオブジェクトのアウトレ
ットの数を指定する。pvarは、アーギュメントとして指定した数より
も多くならない限りは、関連付けられたオブジェクトが持つのと同じ
だけの数のアウトレットを接続することができる。アウトレットのデ
フォルト数は1である。

出力

任意のメッセージ pvarに接続された名前を付けられたオブジェクトに対して行われた任
意の変更は、オブジェクトのアウトレットから出力される。
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利用例

参照

receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
thispatcher パッチにメッセージを送る
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する
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radiogroupオブジェクトには、ラジオ・ボタンとチェック・ボックスの2つの操作モードが
ある。ラジオ・ボタン・モードでは、radiogroupオブジェクトは、1つのグループ内でユー
ザーの宣言する数のボタンを提供する。それらは一度に1つだけ選択することができるよ
うになっている。チェック・ボックス・モードでは、radiogroupオブジェクト内のインジ
ケーターはオン・オフを表示するチェック・ボックスの集まりとして機能する。チェッ
ク・ボックス・モードはまた、チェック・ボックスを、整数を表す2進数のビット・パタ
ーンの表示のために使うことにも対応している（以下のflagmodeメッセージを参照のこ
と）。

注記：ボタン、またはボックスの右に位置するコメント・ボックスの下の部分を引き伸ば
すことで、radiogroupオブジェクトは水平方向にリサイズできる。同じように、ボタンの
右側のテキストをクリックすることでも、ボタンの選択やボックスの状態を設定すること
ができる。

入力

（マウス） ラジオ・ボタン・モードでは、ラジオ・ボタンをクリックすることで、
そのラジオ・ボタンを選択し、そのボタンに対応する番号を出力する
（番号は0から始まる）。

チェック・ボックス・モードでは、チェック・ボックスをクリックす
ることで、その状態を変え（1から0へ、または0から1へ）、それらの
ボックスのオン・オフの状態に対応した0と1からなるリストを出力す
る。全体のボタンやボックスのグループがアクティブでない（灰色に
なっている）状態では、クリックには反応しない。個々の要素が無効
になっている場合は（灰色になっている）、それらはクリックには反
応しないが、そのグループ内の有効な要素は通常通りクリックに反応
する。チェック・ボックス・モードのバリエーションであるフラグ・
モードでは、チェック・ボックスを2進数表現でのビットの位置に対
応するものとして扱う（すなわち、最初のチェック・ボックスは1の
桁に対応し、2つ目は2の桁、3つ目は4の桁というように対応する）。
チェック・ボックスをクリックすれば、そのチェック・ボックスのチ
ェックを変えて、そのビット・パターンに対応する整数の値を出力す
る。

bang ラジオ・ボタン・モード：bangは、現在選択されているラジオ・ボタ
ンの番号を出力する。

チェック・ボックス・モード：bangはそれらのチェック・ボックスの
オン・オフの状態を表した0と1からなるリストを出力する。

フラグ・モード：bangは現在のチェック・ボックスのビット・パター
ンに対応した整数を出力する（すなわち、1つ目、2つ目、3つ目のチ
ェック・ボックスがチェックされていれば、bangは7という値を出力
する）。
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整数 ラジオ・ボタン・モード：整数はラジオ・ボタンの選択を行い、その
入力された値を出力する。番号付けは0から始まり、負の数値はどの
ボタンも選択されないことを示す。

フラグ・モード：radiogroupオブジェクトのインレットに受け取った
整数は、ボタン、またはチェック・ボックスをその整数の値のビット
パターンを反映するように設定する（すなわち、19の値は2進数の
10011に対応し、1つ目、2つ目、また5つ目のボックスを選択させるこ
とになる）。また、radiogroupオブジェクトのアウトレットから、その
整数を出力する。

実数 ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：整数に変換
される。

リスト チェック・ボックス・モード：チェック・ボックス・モードを指定
し、さらにflagmode 1メッセージを用いてフラグ・モードを設定してい
る場合には、0と1から成るリストによって、それらのチェック・ボッ
クスの状態を設定し、そのリストを出力する。

disableitem ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：指定された
番号の項目を無効にする（それらは灰色に描画され、クリックにも反
応しなくなるが、setメッセージ、整数、実数には反応する）。

enableitem ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：enableitemに
は1つの数値、または数値のリストが続き、その指定された番号の項
目が既にdisableitemメッセージによって無効になっている場合に、そ
の項目を有効にする。

flagmode チェック・ボックス・モード：0でない値の続くflagmodeメッセージ
は、そのradiogroupオブジェクトをフラグ・モードに設定する。この
モードでは、それぞれのチェック・ボックスは1つの整数の値のビッ
トに対応する（すなわち、1つ目のラジオ・ボタンかチェック・ボッ
クスは1の桁のビットに、2つ目のボタンかチェック・ボックスは2の
桁のビットに、また3つ目のボタンかチェック・ボックスは4の桁のビ
ットにというように対応する）。flagmode 0メッセージはこのモードを
無効にする（デフォルト）。

itemtype ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：itemtypeに
は0か1が続き、radiogroupオブジェクトのモードを設定する。itemtype
0メッセージはラジオ・ボタン・モードに、itemtype 1メッセージはチ
ェック・ボックス・モードに設定する。

inactive ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：inactiveには
0か1が続き、ラジオ・ボタンまたはチェック・ボックスのグループ全
体を有効な状態、または有効でない状態へと切り替える。inactive 0メ
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ッセージ（デフォルト）は、それらのボックスが有効な状態であるこ
とを意味し、マウスのクリックにも反応する。inactive 1メッセージは
ラジオ・ボタン、チェック・ボックスの表示を灰色にし、マウスのク
リックにも反応しないようにする（しかし、setメッセージ、整数、リ
ストを用いることで、それらの状態を設定できる）。

offset ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：offsetには1
つの数値が続き、ボタンまたはボックスの上部からのオフセット位置
をピクセル単位で設定する。最小のオフセット位置は14ピクセルで、
デフォルトのオフセット位置は16ピクセルである。

set ラジオ・ボタン・モード：setには1つの整数が続き、出力を行わずに、
現在のラジオ・ボタンの選択を設定する。

チェック・ボックス・モード：setには0と1からなるリストが続き、出
力を行わずに、チェック・ボックスの状態を設定する。

チェック・ボックス・モードで、フラグ・モードに設定されている場
合には、出力を行わずに、最初の32個のチェック・ボックスの状態を、
setに続く数値のビット・パターンに対応した状態に設定する（詳細は
flagmodeメッセージの部分を参照のこと）。

size ラジオ・ボタン・モードとチェック・ボックス・モード：sizeには1つ
の数値が続き、ボタンやボックスの数を変更する。デフォルト値は2
で、最大数は64である。

注記：radiogroupオブジェクトにチェック・ボックス・モードを使用
し、フラグ・モードを有効にしていれば、チェック・ボックスの数は
32にしか設定できない。

インスペクター

radiogroupオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表
示、編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のradiogroupオブジェクトを選択することで、radiogroup
オブジェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示
することができる。radiogroupオブジェクトを選び、Objectメニューか
らGet Info...を選択することでも、インスペクターを表示することが
できる。

radiogroupオブジェクトのインスペクターでは、ボタンの数（デフォ
ルト値は2）や、ボタンのオフセット位置（デフォルト値は16ピクセ
ル）を指定できる。Button Typeオプションでは、ラジオ・ボタン（デ
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フォルト）とチェック・ボックスとを選択できる。チェック・ボック
ス・オプションを選択していれば、Flag Modeオプションも、選択で
きるようになる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 ラジオ・ボタン・モード：ラジオ・ボタンをクリックすることで、選
択されたラジオ・ボタンに対応する整数を出力する。番号は0から始
まる。

フラグ・モード：チェック・ボックスをクリックすることで、チェッ
クされているボックスによって表されるビット・パターンに対応する
整数を出力する（すなわち、1つ目、2つ目、3つ目のチェック・ボッ
クスがチェックされていれば、bangは7という値を出力する）。

リスト チェック・ボックス・モード：bangを受け取れば、チェック・ボック
スのオン・オフの状態を示す0と1から成るリストを出力する。
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利用例

ラジオ・ボタンは1つの選択のみが可能で、チェック・ボックス・モードでの複数の選択は、
複数の gateオブジェクトを制御できる

参照

button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
toggle オンとオフ（1と0）を切り替える
ubutton 透明なボタン、bangを出力する
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入力

bang 第1インレット：0から、上限値より1小さい数値の間で、ランダムに
発生させた数値を出力する。

整数 第2インレット：この値は、出力される乱数の上限値として格納され
る。出力は常に0から、この上限値より1小さい数値の間になる。

seed 第1インレット：seedには、1つの数値が続き、ランダム･ジェネレー
ターにシード（種子）となる値を与え、特定の（再現可能な）疑似乱
数の連続を発生させる。0の数値は、シード値として、システムが起
動してからの経過時間（予測できない値）を用いる。この予測できな
いシードは、デフォルトとしてrandomオブジェクトが生成された時刻
が使用される。

アーギュメント

整数 オプション。出力される乱数の上限値の初期値を設定する。出力は常
に0から、上限値より1小さい数値の間になる。アーギュメントを指定
しなかった場合、上限値の初期値は1に設定され、randomオブジェク
トがbangを受け取る度に0を出力する。

整数 オプション。2つ目のアーギュメントはランダム・ジェネレーターの
シードとなる値を設定する。アーギュメントが指定されなかった場合、
時刻がシードの初期値として使用される。

出力

整数 bangを第1インレットに受け取った時に、randomオブジェクトは0から、
上限値より1小さい数値の範囲の値を生成する。

利用例

ランダムなイベントを生成する。また、可能性に基づく判定を行う
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参照

decide オンあるいはオフ（1あるいは0）をランダムに選択する
drunk ある範囲を移動するようなランダムな数値を出力する
urn 重複しないランダムな数値のジェネレーター

Tutorial 22 Delay lines（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ 同じ名前のsendオブジェクトまたはforwardオブジェクトから受け取っ
たものがreceiveオブジェクトに入力される。開いている他のパッチ内
に、同じ名前のreceiveオブジェクトが存在する場合も同様である。

（マウス） receiveオブジェクトをダブルクリックすると、同じ名前のsendオブジ
ェクトを含むパッチ・ウィンドウが開く。くり返しreceiveオブジェク
トをダブルクリックすることにより、さらに他のウィンドウを開くこ
とができる。

set アーギュメントを指定しない場合、receiveは1つのインレットを持つ。
setに続くシンボルで、最初からアーギュメントとして名前を設定する
のと同じように、receiveの名前を指定し、変更することができる。

任意のシンボル オプション。receiveに名前を付ける。アーギュメントを指定しない場
合、receiveは1つのインレットを持ち、何かを受け取るよりも前に、
setメッセージを用いてreceiveオブジェクトの名前を指定しなければな
らない。

出力

任意のメッセージ 同じ名前のsendオブジェクトまたはforwardオブジェクトのインレット
に受け取ったメッセージ、または、int、float、grabオブジェクトやメ
ッセージボックスから送られたものが、アウトレットから出力される。
開いている他のパッチの中に、同じ名前のreceiveオブジェクトが存在
する場合も同様である。

利用例

同じ名前を持ったすべての sendオブジェクトと receiveオブジェクトは繋がっている

参照

float 実数を格納する
forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
int 整数を格納する
message 任意のメッセージを送る
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する

Tutorial 24 send and receive（英文PDF参照）
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入力

bang 第1インレット：現在設定しているスクリーン座標、表示モード、表
示色によって矩形を表示する。

整数 第1インレット：グラフィック・ウィンドウの左上隅からの相対位置
として、矩形の左座標を設定し、形状を描く。

第2インレット：矩形を描く上座標を設定する。

第3インレット：矩形を描く右座標を設定する。

第4インレット：矩形を描く下座標を設定する。

第5インレット：矩形を描く表示モードを設定する。（ovalオブジェク
トの表示モードの定数リストを参照のこと）

第6インレット：グラフィック・ウィンドウの現在のパレットに従っ
て、矩形の表示色のインデックス番号を設定する。モニターが白黒モ
ードである時は、0以外のインデックス番号では黒であり、0は白であ
る。

frgb 第1インレット：frgbの後に続く0から255までの3つの数値によって、
次に描かれる矩形の表示色のRGB値を設定する。

priority 第1インレット：priorityの後に続く0以上の数値によって、グラフィッ
ク・ウィンドウ内のrectオブジェクトを重ね合わせる優先順位を設定
する。優先順位の低いオブジェクトは、優先順位の高いオブジェクト
の後ろに描かれる。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。rectの最初のアーギュメントは、矩形が描かれるグラフィッ
ク・ウィンドウの名前でなければならない。rectオブジェクトを編集
している時に、グラフィック・ウィンドウが存在する必要はないが、
名前が一致するウィンドウが開かれるまでは、矩形は描かれない。

整数 rectを重ねる優先順位の初期値を設定する。優先順位が指定されてい
ない場合の初期値は3である。
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出力

（ビジュアル） rectオブジェクトに関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表示
されている場合、第1インレットにbangメッセージか数値を受け取れ
ば、ウィンドウに矩形が描かれる。そして、先に描かれている矩形が
あれば、それは消去される。

利用例

MIDIデータや数値の変更によって、矩形を移動することができる

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
ring グラフィック・ウィンドウに楕円形の枠を描く
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入力

シンボル シンボルとしてのフォルダやファイルの絶対パス名。絶対パスの表記
は以下のようになる。
“MyDisk:/Max Folder/extras/filename”

アーギュメント

なし。

出力

シンボル Maxアプリケーションのフォルダからのファイルやフォルダの相対位
置のパス名をシンボルとして出力する。入力されたパス名がMaxアプ
リケーションのフォルダを含んでいれば、パス名は“./”で始まり、
パスのフォルダ名が続く形に変換される。それ以外の場合は、入力さ
れたシンボルがそのまま出力される。

利用例

参照

absolutepath ファイル名を絶対パスに変換する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
strippath フル・パス名からファイル名を取得する
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relativepath 絶対パスを相対パスへ
変換する



入力

bang 第1インレット：現在設定しているスクリーン座標、表示モード、表
示色によって楕円形の枠（輪）を表示する。

整数 第1インレット：グラフィック・ウィンドウの左上隅からの相対位置
として、輪の左座標を設定し、形状を描く。

第2インレット：輪を描く上座標を設定する。

第3インレット：輪を描く右座標を設定する。

第4インレット：輪を描く下座標を設定する。

第5インレット：輪を描く表示モードを設定する。（ovalオブジェクト
の表示モードの定数リストを参照のこと）

第6インレット：グラフィック・ウィンドウの現在のパレットに従っ
て、輪の表示色のインデックス番号を設定する。モニターが白黒モー
ドである時は、0以外のインデックス番号では黒であり、0は白である。

frgb 第1インレット：frgbの後に続く0から255までの3つの数値によって、
次に描かれる輪の表示色のRGB値を設定する。

priority 第1インレット：priorityの後に続く0以上の数値によって、グラフィッ
ク・ウィンドウ内のringオブジェクトを重ね合わせる優先順位を設定
する。優先順位の低いオブジェクトは、優先順位の高いオブジェクト
の後ろに描かれる。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。ringの最初のアーギュメントは、輪が描かれるグラフィック・
ウィンドウの名前でなければならない。ringオブジェクトを編集して
いる時にグラフィック・ウィンドウがある必要はないが、名前が一致
するウィンドウが開かれるまでは輪は描かれない。

整数 ringの重ねる優先順位の初期値を設定する。優先順位が指定されてい
ない場合の初期値は3である。
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ring グラフィック・ウィンドウに
楕円形の枠を描く



出力

（ビジュアル） ringオブジェクトと関連付けられたグラフィック・ウィンドウが表示
いる場合、第1インレットにbangメッセージか数値を受け取れば、ウ
ィンドウに形状が描かれる。そして、先に描かれている輪があれば、
それは消去される。

利用例

ovalまたはringの利用例を参照のこと。ringはovalやrect、frameの例に
直接置き換えることが可能。

参照

frame グラフィック・ウィンドウに矩形の枠を描く
graphic スプライトによるグラフィックを描くためのウィンドウ
lcd パッチ･ウィンドウ内に画像を描画する
oval グラフィック・ウィンドウに塗り潰した楕円形を描く
rect グラフィック・ウィンドウに塗り潰した矩形を描く
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ring グラフィック・ウィンドウに
楕円形の枠を描く



入力

任意 メッセージの1つ目の項目がrouteオブジェクトのアーギュメントのう
ちどれかと同じだった場合、その残りのメッセージをそのアーギュメ
ントに対応するアウトレットから出力する。1つ目の項目がアーギュ
メントのどれとも一致しなかった場合、そのメッセージ全体は一番右
に位置するアウトレットから出力される。

アーギュメント

任意 オプション。アーギュメントは、整数、実数、シンボルを混在させて
指定できる。アーギュメントの数はアウトレットの数を決定し、それ
に一番右に位置するアウトレットが加えられる。それぞれのアーギュ
メントは、アウトレットに対して名前や数値を割り当てる。アーギュ
メントが設定されていなければ、0の数値が割り当てられたアウトレ
ットが1つ作られる。

出力

任意 インレットに受け取った任意のメッセージの1つ目の項目が、アーギ
ュメントと比較される。アーギュメントのうちの1つと一致すれば、
その残りのメッセージが指定されたアウトレットから出力される。そ
れ以外の場合は、メッセージ全体は一番右に位置するアウトレットか
ら出力される。

bang メッセージの1つ目の項目がアーギュメントのうちの1つと一致し、そ
のメッセージが他に項目を持たない場合、bangが指定されたアウトレ
ットから出力される。

利用例

アーギュメントは名前か数値をアウトレットに割り当て、入力を適切なアウトレットへ出力する
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route 選択的に入力を特定の
アウトレットから出力する



参照

Bucket 順番にアウトレットからアウトレットへ数値を渡す
forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
gate 入力を特定のアウトレットから出力する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする
zl 多目的なリスト処理

Tutorial 17 Gate and Switches（英文PDF参照）
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route 選択的に入力を特定の
アウトレットから出力する



入力

整数 第1インレット：数値は、色のついた範囲で表示されるrsliderの範囲幅
の最小値を設定する。そして、その範囲の最小値と最大値が出力され
る。rsliderの許容範囲を超える数値は、rsliderの範囲内に収まるよう変
更される。

第2インレット：数値は、色のついた範囲で表示されるrsliderの範囲幅
の最大値を設定する。rsliderの設定範囲を超える数値は、rsliderの範
囲内に収まるよう変更される。

最小値と最大値は、rsliderの範囲をマウスでドラッグすることでも、
設定や出力ができる。

リスト 第1インレット：2つの数値によって、最小値と最大値を設定し、出力
する。

bang 第1インレット：現在設定されている範囲の最小値と最大値を出力す
る。

color colorに続く0から15のメッセージによって、または、Objectメニューの
Colorコマンドのオブジェクト色によって、rsliderが範囲を表示する色
を設定できる。

実数 整数に変換される。

mult 第1インレット：multに続く数値によって、乗数を指定する。アウトレ
ットから出力する前に、rsliderオブジェクトの値は、この乗数が掛け
合わされる。乗数のデフォルト値は1である。

set setに続く2つの数値のメッセージによって、数値を出力せずに、範囲
を指定する最小値と最大値を設定する。

size 第1インレット：sizeに続く整数によって、rsliderのサイズ（総範囲）
を設定する。rsliderは0から、サイズ値より1小さい値の間の数値を取
る。1より小さいsizeメッセージは、自動的に2にセットされる。デフ
ォルトでのrsliderのサイズ値は128である。

インスペクター

rsliderオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のrsliderオブジェクトを選択することで、rsliderオブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。rsliderオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
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rslider 数値の範囲を変更し、
それを表示する



することでも、インスペクターを表示することができる。
インスペクターでは、Maximumに最大値を入力する。0から指定した
最大値より1小さい値までの範囲で、インレットに受け取られる数値
は、自動的に制限される。デフォルトの範囲値は128である。また、
rsliderのインスペクターではMultiplierに乗数を指定できる。rsliderオ
ブジェクトの値は、乗数を掛けた後、アウトレットから出力される。
乗数のデフォルト値は1である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 設定された範囲の最大値が第2アウトレットから、最小値が第1アウト
レットから出力される。これらは、第1インレットに新しい最小値
（またはbang）を受け取った時や、rsliderをマウスでドラッグした時に、
出力される。

利用例

他のオブジェクトの範囲を決めるために、最小値と最大値を出力する

参照

hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する
split 数値を範囲によって振り分ける
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Slider and dials（英文PDF参照）
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rslider 数値の範囲を変更し、
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入力

（MIDI） rtinはMIDI入力デバイスよりMIDIリアルタイム・メッセージを受信す
る。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、MIDIリアルタイム・メッセージを受信するポートを
設定する。portという単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） rtinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択する
ダイアログが開く。

アーギュメント

a - z オプション。MIDIリアルタイム・メッセージ入力を受信するポートを
指定する。アーギュメントを指定しない場合、rtinはポートaまたは
MIDI Setupダイアログのリストの最初の入力ポートから受信する。

出力

整数 指定したポートで受信したMIDIリアルタイム・メッセージ（MIDIク
ロック、スタート、ストップやコンティニュー）をアウトレットから
出力する。

利用例

Maxと外部のMIDIイベントと同期させるために、MIDIリアルタイム・メッセージを利用する
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rtin MIDIのリアルタイム・
メッセージを出力する



参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
metro 一定の時間間隔でbangメッセージを出力する
midiin 生のMIDIデータを受信する
timein 外部ソースのタイム・コードを出力する
seq MIDIの録音と再生のためのシーケンサー

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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rtin MIDIのリアルタイム・
メッセージを出力する



入力

bang ユーザーがファイル名を入力し、保存する場所を選ぶための標準ファ
イル保存ダイアログを開く。場所とファイル名は、シンボルとして出
力される。

set ファイル・タイプを指定する4文字のシンボル（例えば、TEXT、MAXB）
が続くsetメッセージによって、ダイアログを開くことなく、指定した
ファイル・タイプとしてファイルを保存するよう設定する。指定した
ファイル・タイプは、Saveボタンが押された時に、第2アウトレット
から出力される。

任意 1つ、またはそれ以上の4文字のファイル・タイプを指定する。これは、
ダイアログにポップアップ・メニューとして表示される。Macintoshの
ファイル・タイプの例としては、テキスト・ファイルのTEXT、Maxバ
イナリー形式でのパッチ・ファイルのmaxb、AIFFフォーマットのオー
ディオ・ファイルのAIFFがある。シンボルのfoldは、ユーザーに保存す
る場所だけを選択するように設定する。

アーギュメント

任意 オプション。ユーザーが選択できる1つまたはそれ以上のファイル・
タイプを設定する。foldというシンボルは、ユーザーに保存する場所
だけを選択するように設定する。

出力

シンボル 第1アウトレット：ファイルの完全なパス名がシンボルとして出力さ
れる。絶対パスはMax 4.1以前のバージョン（コロンを使用）を除き、
スラッシュで区切られて表示される。具体的には下記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”
パスの形式や種類を変更したい場合は、conformpathオブジェクトを使
用する。

シンボル 第2アウトレット：現在指定しているファイル・タイプの4文字をシン
ボルとして出力する。
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savedialog 保存するファイルの名前を尋ねる
ダイアログを開く



bang 第3アウトレット：ユーザーがダイアログでCancelを選んだ時に、bang
を出力する。

利用例

ファイルを保存するために、ファイル形式を指定する。または、保存するフォルダーを選択する

参照

dialog テキスト入力のためのダイアログ・ボックスを開く
filedate ファイルの最終修正日を出力する
filein ファイルからバイナリー・データを読み出す
filepath 現在のMaxサーチ・パスの情報を出力する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
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savedialog 保存するファイルの名前を
尋ねるダイアログを開く



注記：このオブジェクトは、Max 4.1以前のバージョンでは使用できない

入力

整数 実数に変換される。

実数 第1インレット：入力値は、アーギュメントあるいは他のインレット
から受け取られた数値により指定されたマッピングに基づいて拡大縮
小される。

第2インレット：入力値の下限を設定する。

第3インレット：入力値の上限を設定する。

第4インレット：出力値の下限を設定する。

第5インレット：出力値の上限を設定する。

第6インレット：指数関数的に拡大縮小する際の基準値を設定する。
最小値は1.0となり、値は正比例に変化する。適正値は1.06となる。

bang 第1インレット：直前の入力値に対して拡大縮小を実行する。第1イン
レットに値が入力されてから拡大縮小範囲が変更された場合は、新し
い値を使用して拡大縮小を行う。

アーギュメント

整数または実数 オプション。１つ目のアーギュメントは入力値の最小値を、２つ目の
アーギュメントは入力値の最大値を表す。同様に３つ目と４つ目のア
ーギュメントはそれぞれ出力値の最小値と最大値を表す。５つ目のア
ーギュメントはオプションで、拡大縮小の比例カーブを設定する。1
から値が大きくなるほど、指数関数のカーブは急峻になる。1以下の
数値が入力されると、値は正比例で変化する。この第5アーギュメン
トには、1より大きな実数を指定するのが適切である。これら５つの
値は、オブジェクトの５つのインレットに入力される値により変更さ
れる。整数の値を出力するには、５つ目のアーギュメントを指定せず
に、最初の４つのアーギュメントすべてに整数を指定する必要がある。

出力

整数 アーギュメントが４つだけ指定され、それらがすべて整数である場合
にのみ整数の値が出力される。それ以外の場合は、実数で出力される。

実数 scaleオブジェクトが第1インレットに値を受け取ると、その値は指定
された出力範囲内で呼応するポジションになるように拡大縮小され
る。

scale 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、指定した
出力範囲に拡大縮小および再マッピングして出力する
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利用例

整数のスライダー値を、実用的な実数に変換した利用例

参照

zmap 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、指定した出力範囲に
再マッピングして出力する

expr 数式の値を求める

scale 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、指定した
出力範囲に拡大縮小および再マッピングして出力する
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入力

bang メインのスクリーンの大きさ、また全体の複数のモニターのスクリー
ンの矩形のサイズを、アウトレットから出力する。

アーギュメント

なし。

出力

リスト 第1アウトレット：メインのスクリーンのサイズの座標（左、上、右、
下と続く）を出力する。

第2アウトレット：すべてのモニターを合わせたサイズの座標が出力
される。1つしかモニターがない場合は、出力は第1アウトレットのも
のと同じになる。

利用例

参照

gestalt 現在のシステムについて調べる
menubar 独自のメニュー・バーを作る
thispatcher パッチにメッセージを送る
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screensize モニターの大きさを
出力する



入力

任意のメッセージ 第1インレット：入力がアーギュメントのうち1つと一致した場合に
は、そのアーギュメントに対応するアウトレットからbangを出力する。
それ以外の場合は、入力は一番右に位置するアウトレットから出力さ
れる。

注記：selectオブジェクトは、それらの値が同じでも、整数を実数と
一致するとは見なさず、また逆の場合でも同じである。例えば、4.0は
4のアーギュメントと一致するとは見なされず、同じように4も4.0とは
一致しない。

整数 第2インレット：アーギュメントの値を置き換える。第2インレットは、
アーギュメントとして整数が1つだけ指定されている場合のみ存在す
る。

bang 第1インレット：bangというシンボルに変換され、他のシンボルと同
じように扱われる。

アーギュメント

任意 オプション。アーギュメントは、整数、実数、またシンボルを混在さ
せて指定できる。アーギュメントの数はアウトレットの数を決定し、
それに一番右に位置するアウトレットが加えられる。アーギュメント
が設定されていなければ、0の数値が割り当てられたアウトレットが1
つ作られる。

整数 アーギュメントとして整数が1つだけ指定されている場合（または、
アーギュメントが指定されていない場合）、2つ目のインレットが右に
つくられる。そのインレットに受け取った数値は、アーギュメントと
して格納される。1つ以上のアーギュメントがある場合、またはその1
つだけのアーギュメントが整数でなかった場合には、その第2インレ
ットは作られない。

出力

bang 第1インレットに受け取った数値かシンボルが、アーギュメントのう
ち1つと一致した場合は、そのアーギュメントに対応するアウトレッ
トから、bangが出力される。

任意 第1インレットに受け取った数値かシンボルが、アーギュメントのう
ち1つとも一致しなかった場合は、入力は一番右に位置するアウトレ
ットから出力される。
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select / sel 特定の入力を選択し、
それ以外は通過させる



利用例

アーギュメントは名前か数値をアウトレットに割り当て、入力がそれらと一致した時にbangを出力する

参照

if if/then/else形式の条件文
match 数値の並びを探し、リストとして出力する
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
== 2つの数値を比較し、等しければ1を出力する

Tutorial 17 Gate and switches（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ インレットに受け取ったメッセージは、同じ名前のreceiveオブジェク
トのアウトレットから出力される。開いている他のパッチの中に、同
じ名前のreceiveオブジェクトが存在する場合も同様である。

（マウス） sendオブジェクトをダブルクリックすると、同じ名前のreceiveオブジ
ェクトを含むすべてのウィンドウが開く。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。sendオブジェクトに名前を付ける。

出力

任意のメッセージ アウトレットは持たない。sendオブジェクトのインレットに受け取っ
たメッセージは、同じ名前のreceiveオブジェクトのアウトレットから
出力される。開いている他のパッチ内に、同じ名前のreceiveオブジェ
クトが存在する場合も同様である。

利用例

同じ名前を持ったすべての sendオブジェクトと receiveオブジェクトは繋がっている

参照

forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
message 任意のメッセージを送る
pv パッチとそのサブ・パッチ内に限定して、変数を共有する
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する

Tutorial 24 send and receive（英文PDF参照）
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入力

bang seqに格納しているシーケンスの再生を開始する。

start アーギュメントがないstartメッセージは、bangと同じ働きをする。
startに数値が続く場合は、その数字によって決定されるテンポで、格
納しているシーケンスを再生する。start 1024メッセージは通常のテン
ポを指定する。数値が512なら、本来のテンポの半分の速度で再生し、
2048であれば2倍の速度で再生する。

start -1メッセージは、シーケンスの再生を開始するが、Maxのミリ秒
のクロックに従うのではなく、tickメッセージを受け取ってseqのクロ
ックを進めるようになる。以下のtickメッセージを参照のこと。

record インレットに受け取るMIDIメッセージの録音を開始する。

stop 録音や再生を行っていれば、シーケンサーを停止する。再生から録音
へ切り替える場合や、あるいは、その逆の場合でも、stopメッセージ
を送る必要はなく、直接切り替えることができる。

append すでに存在しているシーケンスを消去せずに、格納しているシーケン
スの最後から録音を開始する。

整数 seqが録音中であれば、受け取った数値はMIDIメッセージのバイトと
して解釈される（midiformatやmidiinから数値を受け取るのが一般的で
ある）。seqはMIDIチャンネル・メッセージやシステム・エクスクルー
シブ・メッセージを録音するが、start、stop、MIDIクロックなどの
MIDIリアルタイム・メッセージに直接反応することはない。

実数 整数に変換される。

tick seqがstart -1メッセージを受け取った後、クロックを進めるためにtick
メッセージを待つ。録音された本来のテンポでシーケンスを再生する
ためには、seqは1秒に48回の割合でtickメッセージを受け取る必要が
ある。これは、120MMのテンポで4分音符につき24回のtickメッセージ
を受け取ることと同じである（標準のMIDIクロック・メッセージと同
じ）。tickメッセージを使ってシーケンサーを進めることで、再生のテ
ンポを変化させたり、他のタイミング・ソース（例えば、受信した
MIDIクロック・メッセージ）とseqを同期させることができる。

delay delayに続く数字によって、録音されたシーケンスにおける最初のイベ
ントのオンセットの時刻をミリ秒で設定する。これによって、シーケ
ンスのすべてのイベントが移動し、最初のイベントは指定したオンセ
ットの時刻に始まる。
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hook hookに続く数値を、格納しているシーケンスのすべてのイベントの時
刻に掛ける。例えば、数値が2.0であれば、すべてのイベントの時刻は
2倍になり、シーケンスは半分の速度で再生される。シーケンスが再
生中でも、この掛け算を行うことができる。

write 標準ファイル保存ダイアログを開き、録音したシーケンスを独立した
ファイルとして保存する。テキスト・エディターでシーケンスを編集
する場合は、ダイアログのSave As Textをチェックしておく。

read アーギュメントがなければ、readは標準ファイル・ダイアログを開き、
以前に録音されたシーケンスをseqに読み込み、現在のシーケンスと
置き換える。アーギュメントとしてシンボルを指定すれば、ファイル
名がシンボルに一致するファイルを探して、seqオブジェクトに読み
込む。

注記：seqオブジェクトは、単一トラック（フォーマット0）のスタン
ダードMIDIファイルとして読み書きを行う。seqはテキスト・ファイ
ルとしても読み書きをすることができ、各行ごとにミリ秒単位での開
始時刻（シーケンスの最初からの経過時間）と、空白文字で区切った
MIDIメッセージのバイト列がある。例えば、

0 144 60 122
1000 144 60 0
1500 192 31
1500 144 60 112
2500 144 60 0

は、チャンネル1の中央のCを一秒間鳴らし、500ミリ秒後にプログラ
ム・ナンバーを31に変えて、中央のCを1秒間鳴らす。

print 録音されたシーケンスの最初の16個のイベントを、Maxウィンドウに
表示する。

dump 標準ファイル・ダイアログが開くので、保存されたシーケンスかスタ
ンダードMIDIファイルを選択する。選択されたファイルをテキストと
して開き、新しいUntitledという名前でテキスト・ウィンドウに表示す
る。テキストを編集したり、保存することもできる。
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アーギュメント

任意のシンボル オプション。パッチが読まれた時、自動的にseqに読み込まれるファ
イルの名前を指定する。

出力

整数 第1アウトレット：bangやstartをインレットに受け取った時、seqに格
納されているシーケンスを、個々のMIDIバイトとしてアウトレットか
ら出力する。この出力は、midiparseやmidioutに送るのが一般的である。

bang 第2アウトレット：現在のシーケンスの再生を終えたことを示す（シ
ーケンスの最後のイベントが再生される直前に、bangを出力する）。

利用例

ライブ・パフォーマンスの録音や再生を行う。あるいは、以前に録音したシーケンスを再生する

参照

coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する
follow ライブなものと録音されたものを比較する
mtr マルチ･トラック･シーケンサー

Tutorial 35 seq and follow（英文PDF参照）
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serialオブジェクトは、標準のシリアル・ドライバーがサポートしているポートとデバイ
スのみに機能する。USB-シリアル・アダプターが繋がれていない場合は、USBポートや
USBデバイスに対しては機能しない。

入力

整数 serialオブジェクトがアクセスしているシリアル・ポートから、数値
を送信する。0から255の範囲を超える数値は送信しない。

リスト リストの数値を左から右の順序で、シリアル・ポートから送信する。
0から255の範囲を超える数値は送信しない。

bang 最後にbangのメッセージを受け取った以降に、シリアル・ポートに受
信した文字を、受信した順序で、serialオブジェクトのアウトレット
から整数値として出力する。

bufsize bufsizeに続く数値によって、serialオブジェクトが使用するシリアル・
ポートの受信用バッファー・サイズを設定する。bufsize 0メッセージ
は、ハードウェアによって決まるシリアル・ポートのバッファー・サ
イズの初期値に戻す。

baud baudに続く適切な速度の数値によって、serialオブジェクトが使用する
シリアル・ポートのボーレートを設定する。適切な速度のリストは、
以下のアーギュメントを参照のこと。

アーギュメント

シンボル a-z 必須。オブジェクトが使用するシリアル・ポートを指定する。aはコ
ンピューターの最初の論理的シリアル・ポートを指定し、bからzは追
加されたポートを指定する。serialオブジェクトが作られる時に、そ
のポートがすでに使われている場合は、エラー・メッセージが表示さ
れ、オブジェクトは機能しない。

整数 オプション。シリアル・ポートのボーレートを指定する。デフォルト
値は4800baudである。この他に指定できるボーレートは、300、600、
1200、1800、2400、3600、7200、9600、19200、38400、57600である。

整数 オプション。ボーレートの次のアーギュメントは、シリアル・ポート
のデータ・ビット数を指定する。デフォルト値は8であり、この他に
指定できる数値は5、6、7である。

整数 オプション。次のアーギュメントは、シリアル・ポートのストップ・
ビット数を指定する。デフォルト値は1である。この他に指定できる
数値は1.5と2である。
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シンボル オプション。次のアーギュメントはシリアル・ポートのパリティーを
設定する。デフォルト値はno（パリティーなし）である。この他に指
定できる値は、even（偶数）とodd（奇数）である。

出力

（シリアル・ポート出力）
インレットに数値やリストを受け取った場合は、serialオブジェクト
は指定されたシルアル・ポートから、現時点でのボーレートでデータ
を送信する。

整数 第1アウトレット：serialオブジェクトがbangメッセージを受け取り、
シリアル・ポートが受信した文字があれば、受信した順序で、受信し
た文字を数値として出力する。

第2アウトレット：エラー・メッセージを出力する。

利用例

ボタンがクリックされた時、このパッチはモデムをリセットし、
応答を受け取るためポーリングを開始する。応答があれば、ポーリングを停止する

参照

match 数値の並びを探し、リストとして出力する
spell 入力をASCIIコードに変換する
vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・プレーヤーをコント

ロールする
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入力

bang 第1インレット：setclockオブジェクト自身の現在のクロックに従っ
て、現在の時間の値を出力する。clocker、line、metro、pipe、tempo、
timelineのようなタイミング関連のオブジェクトは、Maxの標準のミリ
秒クロックではなく、クロック･ソースとしてsetclockオブジェクトを
使うことができる。

整数または実数 第1インレット：数値の意味は、setclockオブジェクトの第2アーギュ
メントによって設定される操作モードに依存する。モードがpass[ive]
（デフォルトのモード）の場合は、タイミング関連のオブジェクトが、
時間の初期値と比較するために用いる絶対的なクロック･タイムを、
その数値によって設定する。また、add[itive]モードの場合には、その
数値はsetclockオブジェクトの現在のクロック･タイムに加えられる。
interp[olate]モードの場合は、setclockオブジェクトは、以前に受け取
った数値からの経過時間によって決定される時間間隔において、その
数値によってクロック･タイムを増加させて設定する（しかし、負の
値ならクロック･タイムは減少することになる）。また、ext[ernal]モー
ドやmul[tiplicative]モードの場合は、その数値は単純に無視される。
mul[tiplicative]モードであれば、その数値はタイミング関連のオブジェ
クト群の乗数として用いられる。例えば、0.5という数値は、タイミン
グ関連のオブジェクト群の増加レート（速度）を半分にする。

第2インレット：setclockオブジェクトが、クロック情報をタイミング
関連のオブジェクト群に送信する時間間隔を、ミリ秒単位で設定する。
デフォルトは5ミリ秒である。

set setclockオブジェクトが、pass[ive]モードやadd[itive]モードの場合は、
setメッセージに続く数値によって、クロック･タイムを設定する。
setclockオブジェクトが他のモードの場合は、setメッセージは無視さ
れる。

reset setclockオブジェクトがinterp[olate]モードの場合には、resetメッセー
ジに続く数値によって、クロック･タイムを設定し、その後、そのオ
ブジェクトが行ったそ最後の補完を繰り返して行う。

アーギュメント

任意のシンボル 必須。1つ目のアーギュメントは、clocker、line、metro、pipe、tempo、
timelineオブジェクトのようなタイミング関連のオブジェクトによっ
て参照される、setclockオブジェクトの名前を指定する。タイミング
関連の（以前にsetclockオブジェクトの名前が続くclockメッセージを
受け取っている）オブジェクトは、Max内部の標準のミリ秒クロック
ではなく、そのsetclockオブジェクトをタイミング・ソースとして使
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用する。setclockオブジェクトは、そのオブジェクトを参照している
タイミング関連のオブジェクトと、同じパッチ内に存在している必要
はない。1つ以上のsetclockオブジェクトが同じ名前で存在することも
あり、それらは同じクロック･タイムの情報を共有する。（注記：同じ
名前のアーギュメントを持つ異なるsetclockオブジェクトは、異なる
モードをアーギュメントとして設定できるが、実際にはその名前で最
初に読み込まれたsetclockオブジェクトのモードによる操作となる。
従って、同じ名前で異なるモードが設定されたsetclockオブジェクト
はそれらがMaxに読み込まれた順序がわからなければ、予想できない
振る舞いをするかもしれない。）

第2アーギュメント（オプション）は、setclockオブジェクトに設定さ
れるクロックの操作モードを表す。第2アーギュメントとして設定可
能なモードは、以下の通りである。

pass passiveモードを指定する。このモードでは、setclockオブジェクトの
現在のクロック･タイムは、第1インレットに受け取った数値によって
設定される。タイミング関連のオブジェクトは、標準的に進行するミ
リ秒クロックであるかのように、setclockのクロック･タイムに従うよ
うになる。2つ目のアーギュメントが指定されていない場合は、この
passモードがデフォルトとなる。

add additiveモードを指定する。第1インレットに受け取った数値は、現在
のクロック･タイムに加えられ、新しいクロック･タイムを決定する。

mul multiplicativeモードを指定する。第1インレットに受け取った数値は、
すべてのタイミング関連のオブジェクトが、それらのタイミングの設
定を変更する乗数として用いられる。例えば2.0という乗数は、
setclockオブジェクトをクロック･ソースとして用いているタイミング
関連のオブジェクトのタイミングの値を2倍にする（速度を半分にす
る）ことになる。mulモードの振る舞いを理解するもう1つの（おそら
く、より本来の）方法は、入力された実数を、setclockオブジェクト
が、それ自身のクロック･タイムの進み具合を除算するための除数と
して考えることである。このように、setclockオブジェクトが2.0とい
う数値を受け取った時には、setclockのクロック速度を2.0によって除
算し、そのクロックを参照しているオブジェクトを2倍遅くさせる。

interp interpolateモードを指定する。第1インレットに受け取った数値は、以
前に数値が受け取った時から経過した時間によって決定される時間間
隔として、setclockオブジェクトの現在時間に段階的に加えられる。
その時間の間に、setclockオブジェクトはクロックをリニアに補完す
る。

実数 2つ目のアーギュメントがmulの場合、オプションとしての3つ目のア
ーギュメントは、すべてのタイミング関連のオブジェクトのタイミン
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グの乗数を設定する。3つ目のアーギュメントが指定されていない場
合は、デフォルトとして乗数は1.0に設定される。

ext externalクロック･モードを指定する。OMSがインストールされていれ
ば、setclockオブジェクトはOMSによるタイミングの時間情報と同期
することになる。ext[ernal]モードのsetclockオブジェクトからタイミ
ングを取得しているタイミング関連のオブジェクトは、この方法で
OMSタイミングから、タイミングをミリ秒単位で取得する。時間を進
めるためには、OMSタイミングは、サポートされているアプリケーシ
ョンによって開始する必要がある。Maxでは、timeoutオブジェクトに
startメッセージを送ることで開始することができる。

2つ目のアーギュメントにオプションとして加えることのできるモー
ドは、以下の通りである。

beats OMSタイミングから取得するタイム・ユニットが、ミリ秒ではなくテ
ィックス（四分音符）であること以外は、extモードと同じである。任
意のbeatsモードのsetclockオブジェクトから時間を取得しているタイ
ミング関連のオブジェクトは、基準となるユニットに従って、ティッ
クスをミリ秒へ置き換える。ユニットのレートは、OMSタイミングの
テンポ（Maxではtimeoutオブジェクトにtempoメッセージを送ること
によって設定できる）と、Maxがsetclockオブジェクトにビートを出
力するために使用しているティックスの精度（Maxではtimeoutオブジ
ェクトにgranularityメッセージを送ることで設定できる）に従って、決
定される。時間を進めるためには、extモードと同じように、OMSタ
イミングを開始させなくてはいけない。

smpte OMSのタイミングから取得するタイム・ユニットが、ミリ秒ではなく
OMSタイミングの現在のSMPTEフレーム・レートのビット（1フレー
ムの1000分の80）であること以外は、extと同じである。smpteモード
のsetclockオブジェクトから時間を取得しているタイミング関連のオ
ブジェクトは、基準となるユニットに従って、ビットをミリ秒へと置
き換える。フレーム・レートは、timeoutオブジェクトにformatメッセ
ージを送ることで変更できる。時間を進めるためには、extモードと同
じように、OMSタイミングを開始させなくてはいけない。

出力

整数 第1インレットにbangを受け取った時に、setclockオブジェクトは設定
されている現在の時間をアウトレットから出力する。
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利用例

setclockオブジェクトは metroオブジェクト setclockオブジェクトは clockerオブジェクト
のクロックになる の時間を修正する

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
metro 一定の時間間隔でbangメッセージを出力する
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア
timer 2つのイベント間の経過時間を出力する
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入力

実数または整数 ラディアン単位でのサイン関数への入力。

アーギュメント

なし。
出力

整数または実数 ラディアン単位で入力された値のサイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数
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入力

実数または整数 双曲線サイン関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値の双曲線サイン値を計算す
る。アーギュメントがない場合は、sinhへの初期値は0である。

アーギュメント

実数または整数 オプション。双曲線サイン関数への初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値の双曲線サイン値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数
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入力

整数 インレットに受け取った数値は、sliderオブジェクトがグラフィカル
に表示し、アウトレットから出力する。オプションとして、出力する
前に、その数値に乗数を掛け算し、オフセットを足し算することもで
きる。

（マウス） sliderをマウスで直接ドラッグすることによって、数値を出力する。

実数 整数に変換される。

bang sliderに現在格納されている数値を出力する。

min minに続く数値によって、出力する前に、sliderオブジェクトの値に足
し算する数値（オフセット）を設定する。デフォルト値は0である。

mult multに続く数値によって、掛け算する乗数を設定する。sliderオブジェ
クトの値は、最初に掛け算が行われた後、オフセットの数値を足し算
し、出力される。デフォルト値は1である。

set setに続く数値によって、出力することなく、sliderが表示する数値を
設定する。

size sizeに続く数値によって、sliderオブジェクトの範囲を設定する。デフ
ォルト値は128である。

インスペクター

sliderオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のsliderオブジェクトを選択することで、sliderオブジェクトのイ
ンスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。sliderオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

sliderのインスペクターでは、Slider Rangeを設定することができる。
インレットに受け取った数値は、0から範囲値（Silder Rangeの数値）
より1小さい数値の自動的に変更される。デフォルトの範囲は128であ
る。掛け算をした後、数値に足されるOffsetの数値を設定することが
できる。デフォルトのオフセットは0である。Multiplierでは掛け算の
乗数を設定することができる。sliderオブジェクトの数値は、アウト
レットから出力する前に、乗数を掛けられる。掛け算はオフセットの
足し算の前に行なわれる。デフォルトの乗数は1である。
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slider スクリーン上でのスライダーを
動かすことによって数値を送る



アーギュメント

sliderの範囲は、（パッチ・ウィンドウがロックされていない状態で）
オブジェクトを選んで、ObjectメニューよりGet Info...を選ぶことによ
り設定できる。sliderは、その新しい範囲に合わせて自動に大きさを
変える。

インスペクターではMultiplierとOffsetを設定することができる。
Multiplierは、Sliderの数値を出力する前に掛け算する。Offsetは、掛け
算の後に数値を足す。新しく作られたsliderは、範囲は128、乗数は1、
オフセットは0となっている。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

出力

整数 インレットに数値を受け取ったり、マウスでsliderをドラッグするこ
とによって、Sliderの数値に乗数を掛け算し、オフセットを足し算し、
得られた結果をアウトレットから出力する。

ドラッグによって出力する数値はsliderの範囲に限られるが、インレ
ットに受け取る数値は、アウトレットから出力される前には、制限さ
れない。

利用例

Sliderをドラッグすることで数値を出力する。または、通過する数値を表示する
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参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
uslider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 9 Using the slider（英文PDF参照）
Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）
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入力

任意 第1インレット：特定の最小限の時間が以前の出力から経過した時に、
メッセージをアウトレットから出力する。それ以外の場合は、そのメ
ッセージはその時間が経過するまで保持されている（または、新たに
入力されたメッセージによって、上書きされる）。

整数 第2インレット：その数値は、次の出力までのミリ秒単位の最小限の
時間として格納される。

clock 第1インレット：clockには、既に存在しているsetclockオブジェクトの
名前が続き、Max内部のミリ秒クロックではなく、そのsetclockオブ
ジェクトによってspeedlimオブジェクトがコントロールされるように
設定する。clockだけのメッセージなら、Max内部のミリ秒クロックに
よって、speedlimオブジェクトがコントロールされることになる。

アーギュメント

整数 オプション。出力の間隔の最小限の時間の初期値を、ミリ秒単位で設
定する。アーギュメントが設定されてなければ、最小限の時間は0ミ
リ秒に設定される。

出力

任意 特定の最小限の時間が以前の出力から経過した時に、第1インレット
に受け取ったメッセージを出力する。それ以外の場合は、speedlimオ
ブジェクトはその時間が経過するまで待機し、そして、以前の出力を
した時以降に受け取った最後のメッセージを出力する。

利用例

数値の大量の流れを間引く、また、連続的な流れを分離したステップに変えるのに用いられる

参照

delay bangを遅らせて出力する
mousefilter マウスボタンが押されていない時だけ、数値を通過させる
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる
timer 2つのイベント間の経過時間を出力する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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speedlim メッセージが通過する
スピードを制限する



入力

任意のシンボル シンボル内のそれぞれの文字や数字などのASCII値を1度に1文字ずつ
出力する。

整数 その数値の各桁の数字のASCII値を、1度に1つずつ出力する。

リスト リスト内のそれぞれの整数を上記のようにASCII値へと変換し、空白
文字（32）をリストの項目の間に出力する。リストの項目内の任意の
実数やシンボルは無視される。

アーギュメント

整数 オプション。1つ目のアーギュメントは出力の最小値を設定する。そ
の最小の長さに満たない任意の入力は、その最小の要求を満たすため
に特定の文字（デフォルト値では空白文字、ASCII値では32にあたる）
によって、充分な長さになるように埋められる。オプションとして、
2つ目のアーギュメントによって、その埋めるための文字を32以外に
指定することができる。その埋めるための文字に0を指定したい場合
は、任意の負の値をspellオブジェクトの第2アーギュメントとして用
いれば良い。

出力

整数 入力値のASCII表現を、1度に1文字ずつ出力する。

利用例

spellオブジェクトを用いて、モデム・コマンドの文字列、またシンセサイザー・パッチ名を、人間に理解できる形
からコンピューターが理解できる形に変換でき、ASCII 表現でシリアル・ポートより出力することができる

参照

key コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
keyup コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
message 任意のメッセージを送る
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする
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spell 入力をASCIIコードに
変換する



入力

整数または実数 第1インレット：その数値が指定された範囲内にある場合には、それ
を第1アウトレットから出力する。それ以外の場合には、第2アウトレ
ットから出力する。

第2インレット：その数値はsplitオブジェクトによって検索される数
値の範囲の最小値として格納される。その値が整数ならsplitオブジェ
クトはすべての実数の値を整数へと変換する。

第3インレット：その数値はsplitオブジェクトによって検索される数
値の範囲の最大値として格納される。

リスト 第1インレット：2つ目の数値を範囲の最小値として格納し、3つ目の
値を範囲の最大値として格納する。1つ目の値はその範囲と比較され、
2つのアウトレットのどちらかから出力される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。1つ目のアーギュメントは第1アウトレットから出力され
る最小値を設定する。その1つ目のアーギュメントが整数である場合、
splitオブジェクトはすべての実数の値を整数へと変換する。2つ目のア
ーギュメントは第1アウトレットから出力される最大値を設定する。
splitオブジェクトの1つ目のアーギュメントが整数である場合、その出
力は整数になる。実数の場合には出力は実数となる。これは入力の型
に関係なく行われる。

出力

整数 第1インレットに受け取った数値が、指定された最小値以上で指定さ
れた最大値以下なら、その数値を第1アウトレットから出力する。そ
れ以外の場合では、その数値を第2アウトレットから出力する。

利用例

異なる用途のために、特定の範囲の数値を分配するために用いられる
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参照

route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
select 特定の入力を選択し、それ以外は通過させる
<= 2つの数値を比較し、より小さいか等しいことを判断する
>= 2つの数値を比較し、より大きいか等しいことを判断する

Tutorial 20 Using the computer keyboard（英文PDF参照）
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入力

リスト リストの1つ目の数値はアウトレットの番号を指定し、そのアウトレ
ットからリストの2つ目の数値を出力する。リストにさらに数値があ
れば、それらは、リストの1つ目の数値によって指定されたアウトレ
ットの右に続くアウトレットから、それぞれ出力される。リストは整
数だけしか含むことができない。実数（また、シンボル）は無視され
る。

アーギュメント

整数 オプション。1つ目のアーギュメントはアウトレットの数を指定する。
アーギュメントが指定されていない場合には、このオブジェクトは2
つのアウトレットを持つことになる。2つ目のアーギュメントはアウ
トレットの番号のオフセット値を設定する。2つ目のアーギュメント
が指定されていない場合には、アウトレットは0から番号をつけられ
る。

出力

整数 整数のリストがsprayオブジェクトに受け取った時に、リストの1つ目
の数値はアウトレットを指定するために用いられ、2つ目の数値はそ
のアウトレットから出力される。リストにオプションとして追加され
る数値は、右に続くアウトレットから出力される。envオブジェクト、
またenviオブジェクトのアウトレットをsprayオブジェクトのインレッ
トに接続することで、エンベロープの値を異なるアウトレットから出
力することができる。

利用例

リストを分割し、その項目を特定のアウトレットから出力するために用いる

412

spray 整数を、アウトレットの
番号に従って分配する



参照

cycle 独立したアウトレットからデータの流れを出力する
env スクリプト定義できるエンベロープ・エディター
envi パッチ・ウィンドウに置く、スクリプトによって定義できるエンベロープ
funnel 受け取ったインレットの番号を付け加えて出力する
gate 入力を特定のアウトレットから出力する
route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
unpack リストを個々のメッセージに分割する
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入力

整数 %Idか、%cのアーギュメントに対応する任意のインレットに受け取る
ことができる。この数値は、そのアーギュメントの位置に格納され
る。%cアーギュメントは、整数を対応するASCII文字に変換する。

実数 %fアーギュメントに対応する任意のインレットに受け取ることができ
る。この数値は、そのアーギュメントの位置に格納される。

シンボル %sアーギュメントに対応する任意のインレットに受け取ることができ
る。このシンボルは、そのアーギュメントの位置に格納される。

リスト 第1インレット：リストのそれぞれの項目は、インレットの数まで、
それぞれのインレットに受け取られたかのように扱われる。

bang 第1インレット：現在格納している値を用いて、メッセージをフォー
マットする。

上記のメッセージのいずれかを第1インレットに受け取れば、メッセ
ージをフォーマットし、出力する。置き換えができるアーギュメント
（%Idか%f）に値を受け取っていない場合は、そのアーギュメントは0
となる。%sか%cアーギュメントに値を受け取っていない場合は、そ
のアーギュメントは空白となる。

アーギュメント

symout オプション。1つ目のアーギュメントがsymoutというシンボルの場合
は、sprintfオブジェクトは1つのシンボルとして生成した文字列を出力
する。それ以外の場合は、シンボル、数値のリストを出力する。
symout自体は、sprintfオブジェクトの出力に含まれない。

必須。アーギュメントはC言語に準拠したフォーマットで、出力する
メッセージを構成する。アーギュメントは、単語や数字と、入力され
るシンボル（%s）、整数（%Id）、実数（%f）、ASCII文字としてフォー
マットされる整数（%c）などの代入を示すアーギュメントによって構
成される。インレットの数は、代入を示すアーギュメントの数によっ
て決まり、インレットはアーギュメントの並びに対応する。

出力

任意 アーギュメントによって指定されたメッセージを、代入できるアーギ
ュメントを置き換えてフォーマットし、出力する。
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sprintf 単語や数値のメッセージを
フォーマットする



利用例

代入できるアーギュメントは、インレットに受け取った値によって置き換えられる

参照

fromsymbol シンボルを個々の数値かメッセージに変換する
key コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
keyup コンピューター・キーボードのキー入力を出力する
message 任意のメッセージを送る
spell 入力をASCIIコードに変換する
tosymbol メッセージ、数値、リストを1つのシンボルに変換する
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フォーマットする



入力

整数または実数 sqrtは、入力された値の平方根を出力する。入力が負の場合、解は実
在しないので、NaN（Not a Number、数値ではない、の略）が出力さ
れる。

bang 現在格納されている数値の平方根値を出力する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。アーギュメントの値の平方根が出力される。

出力

実数 入力の平方根。

利用例

参照

expr 数式の値を求める
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sqrt 平方根関数



注記：スタンドアロンのアプリケーションの作成は、2003年9月現在Windows版ではサポ
ートされていない。standaloneオブジェクトとそのインスペクター自体は、Windows版の
パッケージにも含まれているが、スタンドアロン・アプリケーションの作成機能が追加さ
れるまでWindows上では有効ではない。
standaloneオブジェクトは、EditメニューのBuild Application/Collective...を選択して
Max/MSPのパッチからスタンドアロン・アプリケーションを作成する際のオプションを
指定することができる。アプリケーションが複数のサブパッチから生成される場合、
standaloneオブジェクトは最上位のパッチに１つだけ配置する必要がある。

入力

スタンドアロン・アプリケーションのすべてのパラメーターは、
standaloneオブジェクトのインスペクターにより設定される。

インスペクター

standaloneオブジェクトの動作は、インスペクターに表示され編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選択
しておくと、standaloneオブジェクトを選択した際にstandaloneインス
ペクターがフローティング・ウィンドウとして表示される。あるいは、
オブジェクトを選択しObjectメニューからGet Info...を選択することに
よってもインスペクターを表示させることができる。standaloneイン
スペクターでは、下記の各項目を設定することができる。

Application Creator Codeは、ファイルタイプを表す半角英数４文字か
らなるコードで、使用しているコンピュータのファイルシステム上で
独自のファイルタイプとしてふるまうための情報を、作成したアプリ
ケーションに与える。

File Optionの欄では、主に初期設定情報の取り扱いについて指定する
ことができる。

Use Own Property List (plist) Resourceをチェックすると、作成したアプ
リケーションに独自の“plist”リソースを持たせて、任意のアイコン
を持たせることができるようにする（Mac OS 9上のBNDLリソースに
相当するものである）。

もしパッチ内のMax/MSPのオブジェクトが使用するサポートファイル
がコレクティブに含まれない場合は、Search for Files Not in the
Application's Collectiveをチェックするとよい。

Utilize Search Path in Preferences Fileオプションをチェックすると、デ
フォルトのサーチパスに代わりPreferencesファイルで指定されたサー

standalone スタンドアロンのアプリケーションを
作成する際のパラメーターを設定する

417



チパスを使用することができる。

作成するアプリケーションの初期設定を、デフォルトのMax
Preferencesファイルの代わりに独自のものを使用したい場合は、
Preference File Nameのボックス内に任意のファイル名を指定すること
ができる。

Optionsの欄では、スタンドアロン・アプリケーションの動作や外観を
設定することができる。

Status Window Visible at Startupをチェックすると、アプリケーション
の起動時にStatusウィンドウ（Maxウィンドウに相当するもの）を表
示する。

Prevent Loadbang Defeating with Cmd-Shiftをチェックすると、最上位の
パッチがロードされた時にすべてのオブジェクトに対してloadbangメ
ッセージが送られるのをユーザーが中止させてしまうのを防ぐことが
できる。

Overdrive EnabledおよびAll Windows Active Enabledをチェックすると、
Max/MSPのOptionメニューにあるOverdriveおよびAll Windows Activeに
相当する動作が有効になる。

User Can't Close top-level Patcher Windowsをチェックすると、スタンド
アロン・アプリケーションのユーザーが最上位のパッチ・ウィンドウ
を閉じることをできなくすることができる。

アーギュメント

なし。

出力

なし。

参照

Collectives Grouping files to create a single application（英文PDF参照）

standalone スタンドアロンのアプリケーションを
作成する際のパラメーターを設定する
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入力

リスト 第1インレット：2番目の数値はベロシティとして格納し、1番目の数
値はMIDIノート・オン・メッセージのノート・ナンバーとして扱う。
2番目の数値が0でない場合は、第2アウトレットから出力し、1番目の
数値も第1アウトレットから出力する。2番目の数値が0であれば、何
も出力しない。

整数 第1インレット：数値をノート・ナンバーの値として扱う。stripnoteが
格納しているベロシティの値が0でなければ、そのベロシティを第2ア
ウトレットから出力し、ノート・ナンバーを第1アウトレットから出
力する。

第2インレット：数値をベロシティとして格納し、第1インレットで受
け取るノート・ナンバーとともに扱われることになる。

実数 整数に変換される。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：ベロシティが0でなければ、第1インレットで受け
取ったノート・ナンバーを出力する。

第2アウトレット：ベロシティが0でなければ、ノート・オンのベロシ
ティの値を出力する。

利用例

ノート・オフ・メッセージによって繰り返されるノート・ナンバーとベロシティ0を取り除く

参照

makenote ノート・オンに続けてノート・オフ・メッセージを生成する
sustain ノート・オフ・メッセージを保持して、コマンドによりそれを出力する

Tutorial 13 Managing note data（英文PDF参照）
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stripnote ノート・オフ・メッセージを取り除き、
ノート・オン・メッセージのみを出力する



入力

シンボル シンボルとしてのフォルダやファイルのフル・パス名。絶対パスは
Max 4.1以前のバージョン（コロンを使用）を除き、スラッシュで区切
られて表示される。具体的には下記のようになる。

“C:/Max Folder/extras/mystuff/mypatch.pat”

パスの形式や種類を変更したい場合は、conformpathオブジェクトを使
用する。

アーギュメント

なし。

出力

シンボル 第1アウトレット：その前のすべてのパス情報を除いたファイル名。

整数 第2アウトレット：ファイルが現在のMaxのサーチ・パス内に見つか
れば1を、それ以外の場合は0を出力する。

利用例

strippathオブジェクトはファイルのパス名からパスの情報を取り除き、ファイル名を残す

参照

absolutepath ファイル名を絶対パスに変換する
dropfile ファイルをドラッグ＆ドロップする領域を設定する
opendialog ファイルやフォルダを選択するためのダイアログを開く
relativepath 絶対パスを相対パスへ変換する
savedialog 保存するファイルの名前を尋ねるダイアログを開く

420

strippath フル・パス名から
ファイル名を取得する



入力

任意 第1インレット：入力はそのまま出力されるが、受け取ったメッセー
ジが指定したシンボルか数値と一致する要素を含む場合は、その要素
を置換用のシンボルで置き換えて、メッセージを出力する。

任意 第2インレット：substituteオブジェクトは、第2インレットに2つの数
値または2つのシンボルのメッセージを受け取る。1つ目の数値かシン
ボルは、入力されるメッセージの中で置き換える要素を指定する。2
つ目の数値かシンボルは、一致したシンボルを置き換える数値かシン
ボルを指定する。

set 第2インレット：setという単語が無視される以外は、任意のメッセー
ジと同じように処理される。

アーギュメント

任意 オプション。1つ目の数値かシンボルは、入力されるメッセージの中
で置き換える要素を指定する。アーギュメントが設定されていなけれ
ば、そのsubstituteオブジェクトは何もしない。

任意 オプション。2つ目の数値かシンボルは、一致したシンボルを置き換
える数値かシンボルを指定する。

出力

任意 第1アウトレット：指定した数値かシンボルと一致する要素を、置換
用の数値かシンボルに置換えた上で、入力されたメッセージを出力す
る。

bang 第2アウトレット：入力されたメッセージを出力する時に、置き換え
がなかった場合に、bangを出力する。

利用例

substituteオブジェクトは、あるオブジェクトから出力されるメッセージを、
他のオブジェクトが必要とするメッセージに変換することができる

421

substitute メッセージ内のシンボルを
他のシンボルに置き換える



参照

route 選択的に入力を特定のアウトレットから出力する
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする
zl 多目的なリスト処理

422

substitute メッセージ内のシンボルを
他のシンボルに置き換える



入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：アプリケーションが一時停止された時（バック・
グラウンドになった時）に、0を出力する。アプリケーションが再開
された時（最前面に戻った時）には、1を出力する。

利用例

suspendオブジェクトは、Maxが最前面であるか否かによって、処理を開始または停止させる

参照

active パッチ・ウィンドウがアクティブであれば1を、そうでなければ0を出力
gestalt 現在のシステムについて調べる

423

suspend アプリケーションが一時停止
されたか、再開された時に出力する



入力

第1インレット：2番目の数値をベロシティとして格納し、1番目の数
値をMIDIノート・オン・メッセージのノート・ナンバーとして扱う。
それらがノート・オン（ベロシティが0でない）場合、ベロシティを
第2アウトレットから出力し、ノート・ナンバーを第1アウトレットか
ら出力する。ノート・オフ（ベロシティが0のノート・オン）は、そ
のまま通過するか、sustainが保持する。

整数 第1インレット：数値はノート・ナンバーとベロシティの組み合わせ
におけるノート・ナンバーの数値である。sustainが現在保持している
ベロシティの数値が0でない場合は、すぐにその組み合わせを出力す
る。ベロシティが0である場合は、sustainが有効であるか無効である
かによって、ノート・オフを出力するか、保持するか、いずれかの動
作になる。

第2インレット：数値をベロシティとして格納し、第1インレットで受
け取るノート・ナンバーと組み合わされることになる。

第3インレット：数値が0でない場合は、sustainが有効になり、すべて
のノート・オフを保持する。数値が0である場合は、sustainは無効に
なり、すべてのノート・オフをすぐに出力する。

実数 整数に変換される。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：ノート・ナンバーとベロシティの組み合わせにお
けるノート・ナンバーの値。

第2アウトレット：ノート・ナンバーとベロシティの組み合わせにお
けるベロシティの値。

ノート・オンは、常にすぐに出力する。sustainが有効であれば、
sustainが無効になるまで、ノート・オフを保持する。sustainが無効で
あれば、ノート・オフをすぐに出力する。

424

sustain ノート・オフ・メッセージを保持して、
コマンドによりそれを出力する



利用例

ピアノのサステイン・ペダルのように、sustainはすべての保持しているノートを一度に離す

参照

flush 保持しているノートについてノート・オフを作る
makenote ノート・オンに続けてノート・オフ・メッセージを生成する
stripnote ノート・オフ・メッセージを取り除き、ノート・オン・メッセージ

のみを出す

425

sustain ノート・オフ・メッセージを保持して、
コマンドによりそれを出力する



入力

整数 第1インレット：この数値は第2アウトレットから出力され、第2イン
レットに受け取った数値が第1アウトレットから出力される。

第2インレット：第1インレットに数値を受け取った時に、第1アウト
レットから出力するために、この数値は格納される。

実数 アーギュメントとして実数が指定されていない場合は、この数値は整
数に変換される。実数が指定されている場合は、第2インレットに受
け取った数値は、実数として格納される。

リスト 第1インレット：これらの数値は、swapオブジェクトに格納される。1
つ目の値は第2アウトレットから出力され、2つ目の数値は第1アウト
レットから出力される。

bang 第1インレット：swapオブジェクトに現在格納されている数値を入れ
替え、出力する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1アウトレットから出力する数値の初期値を設定する。
実数のアーギュメントは第1アウトレットから実数を出力する（第2ア
ウトレットから出力する数値は、常に整数である）。アーギュメント
がなければ、初期値は0となる。

出力

整数 第1インレットに数値を受け取った時に、それぞれのインレットに受
け取った数値を、逆のアウトレットから出力する。

実数 実数のアーギュメントがあれば、第1アウトレットから出力する数値
は実数となる。

利用例

受け取った順番と逆に、数値を出力する

426

swap 2つの数値の一連の
順番を逆にする



参照

buddy 入力されたデータを同期させ、それらを同時に出力する
fswap 左右のインレットに受け取った2つの実数を交換して出力する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
unpack リストを個々のメッセージに分割する

Tutorial 30 Number groups（英文PDF参照）

427

swap 2つの数値の一連の
順番を逆にする



428

swatch RGBカラーの選択と
表示のためのカラー・スウォッチ

swatchオブジェクトの2次元のカラー・スペースは、横軸に色相（hue）、縦軸に明度
（lightness）を表す。3番目の色の次元である彩度（saturation）は、saturationメッセージに
よって設定する。

入力

整数 第1インレット：0から255までの数値は、赤色の成分を設定し、出力
を行う。

第2インレット：0から255までの数値は、緑色の成分を設定し、出力
を行う。

第3インレット：0から255までの数値は、青色の成分を設定し、出力
を行う。

注記：ほとんどのMaxオブジェクトとは異なり、3つのインレットの
いずれに入力しても、swatchは現時点の色彩の位置を計算し直し、出
力を行う。

実数 整数に変換される。

（マウス） swatchをクリックまたはドラッグすれば、2次元のカラー・スペース
において指定された位置（x、y）と彩度の値に従って、RGBカラーを
計算し、出力を行う。

bang 2次元のカラー・スペースにおいて指定された位置（x、y）と彩度の
値に従って、現在のRGBカラーを出力する。

リスト 0から255までの3つの数値のリストによって、3つのRGBカラーの成分
（赤、緑、青）を設定し、表示を更新して、出力を行う。

set setに続く0から255までの3つの数値のリストによって、3つのRGBカラー
の成分（赤、緑、青）を設定し、表示を更新するが、出力は行わない。

saturation saturationに続く0から255までの数値によって、表示している2次元の
カラー・スペース（色相と明度）に対する彩度を設定する。この時、
指定されている位置（x、y）によって新しいRGBカラーを計算し、出
力を行う

（プリセット） presetオブジェクトを用いれば、swatchオブジェクトのRGBカラーを
保存し、再現することができる。



429

swatch RGBカラーの選択と
表示のためのカラー・スウォッチ

アーギュメント

なし

出力

リスト 第1アウトレット：3つのRGB（赤、緑、青）カラーの数値から成るリ
ストを出力する。

整数 第2アウトレット：現在の彩度の値を出力する。これはRGBのリスト
の受け取った時に計算されるか、あるいは、saturationメッセージを受
け取った時に出力される。

利用例

入力されたRGB値を表示する

参照

colorpicker モーダル・ダイアログによって色を選択する
panel 色のついた背景領域



入力

整数 第1インレット：使用するインレットを指定する値。指定されたイン
レットに入力されたメッセージが、アウトレットから出力される。指
定以外のすべてのインレットは閉じられ、メッセージを通過させない。
0を指定した場合は、すべてのインレットが閉じられる。

任意のメッセージ 任意のインレット：指定されたインレットに受け取ったメッセージ
は、アウトレットから出力される。閉じられたインレットに受け取っ
たメッセージは無視される。

実数 第1インレット：整数に変換される。

bang 第1インレット：開いているインレットの番号を出力する。すべての
インレットが閉じられている場合は、0を出力する。

アーギュメント

整数 オプション。インレットの数（100以下）を指定する。指定したイン
レット数に、第1インレットが付け加えられる。アーギュメントを指
定しない場合は、第1インレットの他に2つのインレットが作られる。

出力

任意のメッセージ 第1インレットの値が0以下の場合は、絶対値として使用するインレッ
トを指定する（-1の場合はインレット1を使用、-2の場合はインレット
2を使用する、など）。絶対値が存在しているインレットの数よりも大
きい値の場合は、最も右のインレットに受け取った値を出力する。

利用例

1度に1つのインレットからメッセージを受け取る、または、すべてのインレットからの入力を無視する

参照

forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
funnel 受け取ったインレットの番号を付け加えて出力する
gate 入力を特定のアウトレットから出力する
Ggate 2つのうち1つのアウトレットから数値を出力する
Gswitch 2つのうち1つのインレットから数値を受け取る
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する

Tutorial 17 Gates and switches（英文PDF参照）

430

switch 特定のインレットに入力された
メッセージを出力する



入力

整数 第1インレット：オブジェクト・ボックスでの$i1アーギュメントを数
値で置き換え、アーギュメントのリスト全体を処理し、一つずつアウ
トレットから出力する。

他のインレット：オブジェクト・ボックスの対応する$i1アーギュメン
トを置き換える数値として用いられるが、第1インレットに数値を受
け取るまで、数値を保持する。

bang 第1インレット：最も最近に受け取った数値を用いて、フォーマット
したメッセージのバイト列を出力する。

アーギュメント

リスト 必須。このアーギュメントは、MIDIシステム・エクスクルーシブ・メ
ッセージの個々のバイトの数値を表す数値のリストである。1番目の
数値はシステム・エクスクルーシブのステータス・バイトである240
（または0xF0）であり、最後の数値はエンド・バイトである247（また
は0xF7）でなければならない。これらの間には、任意の数のデータ・
バイトを入れることができる。

データ・バイトのアーギュメントは、exprやifオブジェクトでの表記
と同じような数式を用いることができる。この式は、アウトレットか
ら出力する前に評価される。数式は$iのすぐ後にインレット番号を続
ける形式（例えば、$i2）として、置き換え可能であるアーギュメント
を含めても構わない。置き換え可能なアーギュメントは、指定したイ
ンレットに受け取った数値によって置き換えられる。数値を置き換え
る数式は、isという単語を先に付け、数式の両側にスラッシュ（/）で
他のアーギュメントと区切る必要がある（利用例を参照のこと）。

数式を評価した結果の値が0より小さい場合は、その数式による数値
を出力しない。これによって、長さが変化するシステム・エクスクル
ーシブ・メッセージを送信することができる。

出力

整数 第1インレットに数値を受け取った時、アーギュメントのすべての数
式を評価し、アーギュメントのリストの数値を連続的に出力する。こ
れらは、MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージのバイト列と
して、midioutオブジェクトを使って送信することができる。

431

sxformat MIDIシステム・エクスクルーシブ・
メッセージを用意する



利用例

sxformatは、完全なMIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを、midioutへ1バイトずつ送ることができる

参照

expr 数式の値を求める
midiout 生のMIDIデータを送信する
sysexin MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを受信する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）

432

sxformat MIDIシステム・エクスクルーシブ・
メッセージを用意する



入力

（MIDI） sysexinオブジェクトは、MIDI入力デバイスからMIDIシステム・エク
スクルーシブ・メッセージを受信する。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableメッセージは、オ
ブジェクトを再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、システム・エクスクルーシブ・メッセージを受信す
るポートを設定する。portという単語はオプションで、省略すること
もできる。

（マウス） sysexinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a～z オプション。MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを受信す
るポートを指定する。アーギュメントを指定しない場合は、ポートa
（またはMIDI Setup・ダイアログのリストの最上位にあるポート）か
らMIDIメッセージを受信する。

出力

整数 受信したMIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを、バイトご
とに出力する。

利用例

MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージは lib オブジェクトによって解釈することができる。

参照

midiin 生のMIDIデータを受信する
sxformat MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを用意する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）

433

sysexin MIDIシステム・エクスクルーシブ・
メッセージを受信する



入力

リスト 第1インレット：リストの2番目の数値はtableオブジェクトに格納され
るが、その場所は1番目の数値によって指定されるアドレス（インデ
ックス）となる。

整数 第1インレット：tableオブジェクト内のアドレスを指定する。アドレ
スに格納されている数値は第1アウトレットから出力される。しかし、
第2インレットに数値が入力される場合は、tableオブジェクトは指定
されているアドレスへ数値を格納するが、出力はしない。

第2インレット：tableオブジェクト内に格納する数値を指定する。第1
インレットに入力された数値の次のアドレスに数値は格納される。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：quantileメッセージと同じ働きをする。その場合、0か
ら32,768までのランダムな数値のアーギュメントを伴うものとして扱
われる。

cancel 第1インレット：第2インレットに入力された数値を忘れる。それによ
って第1インレットに次のアドレスを示す数値が入力されると、その
アドレスに入力された数値ではなく、もともと格納されていた数値を
出力する。

clear 第1インレット：tableオブジェクト内のすべての数値をすべて0に設定
する。

const 第1インレット：数値を伴ったconstメッセージは、tableオブジェクト
内のすべてのアドレスへ、その数値を格納する。

dump 第1インレット：tableオブジェクト内に格納されているアドレス0から
のすべての数値を、瞬時に第1アウトレットから出力する。

flags 第1インレット：tableオブジェクトのインスペクター（下記参照）に
見られる保存オプションを切り替える。flagsメッセージは2つのアー
ギュメントを伴う。1つ目のアーギュメントはSave with patcherオプシ
ョンに関連し、2つ目のアーギュメントはDon’t Save オプションに関連
する。アーギュメントが0以外の時オプションはチェックされ、アー
ギュメントが0ならばオプションはチェックされない。例えば、flags 1 1と
いうメッセージならばtableオブジェクトの内容はパッチの一部として
保存され、Maxはtable内の内容に変化が加えられても保存するかどう
かを確認しない。

434

table 数値の配列をグラフィカルに
編集、格納する



fquantile 第1インレット：0から1の間の数を伴ったfquantileメッセージは、table
オブジェクト内に格納されているすべての数値の合計とその数値とを
掛け算する。そして、tableオブジェクトは格納されているすべての数
値を順に加算し、先ほど求めた結果より大きいかまたは等しくなった
時点でそのアドレスを出力する。

getbits 第1インレット：tableオブジェクト内に格納された1つまたはそれ以上
の数値のビットを得て、第1アウトレットから出力する。getbitsは3つ
のアーギュメントを持つ。最初のアーギュメントはアドレスを示し、
2番目のアーギュメントはそのアドレスに格納されている数値の最初
のビット位置（ビット位置は最も小さいビットから大きなビットまで
を0から31の数で示す）を示し、3番目のアーギュメントは最初のビッ
ト位置からどのくらいビットを出力するかを示す。これによって特定
されたビットはアウトレットから10進法の整数として出力される。

例えば、getbits 61 4 3というメッセージはtableオブジェクトのアドレ
スで61を探し、ビット位置を4から始め（右から5番目のビット）、そ
してその位置から3ビット分に対応する10進法の数値を出力する。こ
のアドレスが61の場所に87という数値が格納されているとする。87は
バイナリー形式で1010111である。ビット位置4から始めて3ビットを
とると101であり、このバイナリー形式は10進法で5にあたるので、
アウトレットからは5が出力される。

goto 第1インレット：数値を伴うgotoメッセージはポインターを数値に対応
するアドレスに設定する。ポインターは通常tableオブジェクトの最初
のアドレスに設定されている。

inv 第1インレット：数値を伴うinvメッセージは、その数値より大きいか
または同じ数値を探し、最初のアドレスを第1アウトレットから出力
する。

length 第1インレット：第1アウトレットからtableオブジェクトの長さ（サイ
ズ）を出力する。

load 第1インレット：tableオブジェクトをloadモードにする。loadモードの
時は、第1インレットに入力されるすべての数値をtableオブジェクト
内に格納する。これはアドレス0から始まってtableオブジェクトが満
たされるまで（あるいはnormalメッセージが送られ、loadモードから
抜け出すまで）続けられる。tableオブジェクトの容量より多くの数値
が入力されるとすると、超過した数値は無視される。

max tableオブジェクト内に格納されている数値の最大値を、第1アウトレ
ットから出力する。
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min tableオブジェクト内に格納されている数値の最小値を、第1アウトレ
ットから出力する。

next 第1インレット：gotoメッセージで第1アウトレットから出力されるポ
インターのアドレスと、そこに格納されている数値を出力し、ポイン
ターを次のアドレスに設定する。ポインターがtableオブジェクトの最
後のアドレスにあれば、ポインターは最初のアドレスに移動する。

normal 第1インレット：loadメッセージを無効にする。つまり、tableオブジェ
クトはloadモードを抜けて通常の状態に戻る。

open 第1インレット：tableオブジェクトのグラフィック・エディター・ウ
ィンドウを開き、それを最前面に表示する。tableオブジェクトをダブ
ル・クリックしても同じ効果が得られる。

prev 第1インレット：nextメッセージと同じ出力をするが、ポインターは進
むのではなく減少してゆく。ポインターがtableオブジェクトの最初の
アドレスにあれば、ポインターは最後のアドレスに移動する。

quantile 第1インレット：数値を伴ったquantileメッセージは、tableオブジェク
ト内に格納されたすべての数値の合計とその数値を掛ける。その結果
を215（32,768）で割る。そして、tableオブジェクトは格納されている
すべての数値を順に加算し、先ほど求めた結果より大きいかまたは等
しくなった時点でそのアドレスを出力する。

read 第1インレット：名前を伴ったreadメッセージはテキストかMaxバイナ
リー形式のファイルを開き、データを読み込む。アーギュメントがな
い場合、標準ファイル・ダイアログを開いて、どのファイルを開くか
を選ぶことになる。そのファイルが有効なデータを持っていた場合、
tableオブジェクト内のすべての情報はそのデータに置き換えられる。

refer 第1インレット：他のtableオブジェクトの名前を伴ったreferメッセー
ジは、その名前のtableオブジェクトからデータを読み込むように設定
する。

send receiveオブジェクトの名前とアドレスの数値を伴ったsendメッセージ
は、そのアドレスに格納されている数値を、名前の一致するすべての
receiveオブジェクトに対して、tableオブジェクトのアウトレットを使
わずに送信する。

set 第1インレット：数値のリストを伴ったsetメッセージは、指定された
アドレスへ数値を格納する。setメッセージの後にくる最初の数値はア
ドレスを指定する。その次の数値は指定されたアドレスへ格納する数
値であり、その後の数値は順次、次のアドレスへ格納される。
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setbits 第1インレット：tableオブジェクトに格納されている数値の1つあるい
はそれ以上のビットを変化させる。setbitsは4つのアーギュメントを持
つ。最初のアーギュメントはアドレスを示し、2番目のアーギュメン
トはそのアドレスに格納されている数値の最初のビット位置（ビット
位置は最も小さいビットから大きなビットまでを0から31の数で示す）
を示し、3番目のアーギュメントは変更するビットを、指定されたビ
ット位置から何ビットにするかをを示し、そして4番目のアーギュメ
ントはそれらのビットを変更する数値（10または16進法で表される）
を示す。

例えば、setbits 47 5 3 6というメッセージはtableオブジェクトのアドレ
スで47を探し、ビット位置を5から始め（右から6番目のビット）、そ
してその位置から3ビット分にあたる範囲を110（10進法の整数で6に
相当するバイナリー表記）に置き換える。アドレスが47の場所に87と
いう数値が格納されているとする。87はバイナリー形式で1010111で
あり、ビット位置5から始めて3ビット分を110に置き換えると、数値
は1110111に変わる。このバイナリー形式は10進法の整数で119にあ
たる。こうしてアドレス47に新しく格納される数値は119となる。

size 第1インレット：数値を伴ったsizeメッセージは、tableオブジェクトを
その数値のサイズに設定する。

sum 第1インレット：第1アウトレットからtableオブジェクト内に格納され
たすべての数値の総和を出力する。

wclose 第1インレット：tableオブジェクトに関連付けられているグラフィッ
ク・エディター・ウィンドウを閉じる。

write 第1インレット：tableオブジェクトのデータを保存するために、標準
ファイル保存ダイアログを開く。ファイルはテキスト形式かMaxバイ
ナリー形式で保存できる。

（マウス） tableオブジェクト内に格納される数値は、マウスを使ってグラフィカ
ルに入力や編集ができる。パッチ内にtableオブジェクトが作られると、
tableオブジェクトのグラフィック・エディター・ウィンドウが開か
れ、マウスをその中でドラッグすることで数値を入力できる。このグ
ラフィック・エディター・ウィンドウは編集ツールのパレットを持っ
ている。

パッチ・ウィンドウがロックされている時、tableオブジェクトをマウ
スでダブル・クリックすることで、グラフィック・エディター・ウィ
ンドウを開くことができる。
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tableデータは新しいTableウィンドウを開き、FileメニューからSaveを
選ぶことで、独立したファイルを作ることができる。また、新しい
Textファイルを開き、tableという言葉から始まる独立したファイルか
らもtableデータを作ることができる。このtableという言葉の後には、
空白文字で区切られた数値が続くが、これはtableオブジェクト内に格
納される数値を示す。

独立したファイルとして保存されたtableデータは、Fileメニューの
Open as Text...を選ぶことでテキスト・ファイルとして表示や編集が
できる。このテキスト形式のファイル内にある数値に、captureオブジ
ェクトのエディター・ウィンドウや、または別のワープロ・ソフトで
書かれたものをペーストすることができる。また、captureオブジェク
トからのテキストは、tableオブジェクトのグラフィック・エディタ
ー・ウィンドウへ直接ペーストすることができる。

インスペクター

tableオブジェクトの振舞はインスペクターを使用して、表示、編集す
ることができる。WindowsメニューからShow Floating Inspectorを選
択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、任意
のtableオブジェクトを選択することで、panelオブジェクトのインス
ペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができる。
tableオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択するこ
とでも、インスペクターを表示することができる。

Table Sizeはtableオブジェクトに格納される数値の数を決定する。
tableオブジェクトが新たに作られた時、128個の数値が割り当てられ
ている。これは0から127で示される。

Table Rangeはエディター・ウィンドウに表示されるy軸の範囲を決定
する。tableオブジェクトが新たに作られた時、128が割り当てられて
いて、これは0から127で示される。
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Save Table with Patcherがチェックされると、tableオブジェクト内の数
値はパッチの一部として保存される。そうでなければ、tableオブジェ
クトの数値は独立したファイルに保存されることになる。

Don’t Saveがチェックされると、tableオブジェクトを持つパッチが閉
じられる時に、Maxはtableの変更を保存するかどうか、確認しないよ
うになる。

Use Note Name Legendがチェックされると、y軸の数値を数値の代わり
にMIDIノート・ネームとして表示する。

Signed Valuesがチェックされると、tableオブジェクトは正の数と同様
に負の数も表示する。この時、0から上下方向へRangeの値が割り当て
られ、表示される数値の範囲が決定される。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

任意のシンボル オプション。tableオブジェクトに名前を付ける。Maxは同じ名前の独
立したファイルを探す。2つまたはそれ以上のtableオブジェクトが同
じ名前を共有していれば、それらはまた同じ数値を共有する。Maxが
ファイルを見つけられなかった時も同様である。

出力

整数 tableオブジェクトのすべての数値が第1アウトレットから出力される。

bang グラフィック・エディター・ウィンドウでtableオブジェクトの内容が
変更されると、bangが第2アウトレットから出力される。
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利用例

任意のサイズと範囲の配列を格納し、呼び出し、修正ができる

参照

capture 数値を格納し、表示・編集する
coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する
funbuff xとyの数値のペアを対にして格納する
Histo 受け取った数値のヒストグラムを生成する
multiSlider 複数のスライダーとスクロール表示
Text 数値をテキスト・ファイルとしてフォーマットする

Tutorial 32 The table object（英文PDF参照）
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入力

実数または整数 タンジェント関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値のタンジェント値を計算す
る。アーギュメントがない場合は、tanへの初期値は0である。

アーギュメント

実数または整数 オプション。タンジェント関数への初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値のタンジェント値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
tanh 双曲線タンジェント関数
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入力

実数または整数 双曲線タンジェント関数への入力。

bang 第1インレット：現在格納されている数値の双曲線タンジェント値を
計算する。アーギュメントがない場合は、tanhへの初期値は0である。

アーギュメント

実数または整数 オプション。双曲線タンジェント関数への初期値を設定する。

出力

整数または実数 入力された値の双曲線タンジェント値。

利用例

参照

acos アーク・コサイン関数
asin アーク・サイン関数
atan アーク・タンジェント関数
atan2 アーク・タンジェント関数（2変数）
cos コサイン関数
cosh 双曲線コサイン関数
sin サイン関数
sinh 双曲線サイン関数
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入力

bang 第1インレット：tempoオブジェクトを始動させる。tempoオブジェク
トが動作中であれば、再始動させる。

stop 第2インレット：tempoオブジェクトを止める

整数 第1インレット：数値が0でない場合は、bangと同じ動作をする。0の
場合はstopと同じ動作をする。

整数または実数 第2インレット：数値は、1分ごとの拍数（BPM、1分ごとの4分音符の
数）のテンポとして格納される。テンポは1分間に5から300までに制
限される。

第3インレット：数値は1拍の時間を決める乗数である。乗数によって、
テンポは遅くなる。例えば、乗数が2であれば、tempoオブジェクトの
出力の早さは1/2になる。

第4インレット：数値は全音符の分割数を示し、tempoオブジェクトが
出力するリズム値になる。例えば、この数値が8であれば、指定され
たテンポに対して、8分音符の間隔で出力が行われる。アウトレット
からは、0から全音符の分割数より1小さい数までの数値が、繰り返し
て出力される。この全音符の分割数は1から96まででなければならな
い。

tempo 第1インレット：tempoメッセージに続く実数によって、現在のテンポ
を設定する。

clock 既存のsetclockオブジェクトの名前が続くclockメッセージは、Maxの
内部クロックでなく、指定されたsetclockによって、tempoオブジェク
トを制御するように設定する。clockメッセージだけであれば、Maxの
内部クロックによって、tempoオブジェクトを制御するように設定す
る。

アーギュメント

整数または実数 オプション。第1アーギュメントでは、5から300までの範囲で、テン
ポ（BPM）の初期値を設定する。アーギュメントを指定しない場合は、
初期値は120BPMである。第2アーギュメントには、1拍の時間を決め
る乗数を指定する。初期値は1である。第3アーギュメントでは、全音
符の分割数の初期値を指定する。数値は全音符（1）から64分音符の3
連符（96）までの範囲である。アーギュメントを指定しない場合は、
初期値は16である。
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出力

整数 tempoオブジェクトが始動すれば、0から全音符の分割数より1小さい
数までの数値が繰り返し出力される。出力される速度は、テンポの値
（1分ごとの4分音符の数）と全音符の分割数によって決まる。

利用例

テンポ（60）は1分ごとの4分音符数を指定し、分割数は出力される拍数を指定する

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
metro 一定の時間間隔でbangメッセージを出力する
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コント

ロールする
timein 外部ソースのタイム・コードを出力する

Tutorial 31 Using timers（英文PDF参照）
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入力

clear Textオブジェクトの内容を消去する。

cr 新しい行にするために、Textオブジェクトの内容の最後に改行を入れ
る。Textオブジェクトの最後が空白文字であれば、空白文字を取り除
いて、改行する。

line lineメッセージに続く数値によって、その行番号にあたるTextオブジェ
クトの内容を、setというメッセージを最初に付けて、出力する（最大
256文字）。行番号は1から始まる。1未満の数値は1に変換され、存在
しない行番号が指定された場合は、何も出力されない。

open オブジェクトの内容を編集するためにテキスト・ウィンドウを開く。
パッチがロックされた状態で、オブジェクトをダブルクリックしても、
同じ動作になる。テキスト・ウィンドウが開いている状態では、その
テキストを変えるメッセージを入力しても、無視される。captureオブ
ジェクトとは違い、テキスト・ウィンドウの内容を変えれば、Textオ
ブジェクトの内容も変更される。

read ファイル名を表すシンボルが続くreadメッセージは、そのテキスト・
ファイルの内容を、最大32,000文字までTextオブジェクトに読み込む。
ファイル名もパス名も指定しない場合は、readメッセージによって標
準ファイル・ダイアログが開き、読み込むテキスト・ファイルを指定
できる。

settitle settitleに続く任意の単語によって、テキスト・ウィンドウの名前を設
定する。1単語以上をデフォルトのタイトルとして指定したい場合は、
シングル・スマート・クォート（‘はoption-[、’はshift-option-[として
入力する）によって単語を囲み、空白文字の前にバック・スラッシュ
（\）を挿入する。

symbol symbolメッセージに続く任意の単語によって、その単語をTextオブジ
ェクトの内容の最後に格納する。これは特定のメッセージを単語とし
てTextオブジェクトに格納するために役立つ。例えば、symbol clearと
入力すると、Textオブジェクトの内容は消去されず、clearという単語
が格納されることになる。

tab tabメッセージはTextオブジェクトの内容の最後にタブ文字を入れる。
最後の文字が空白文字であれば、空白文字を取り除いて、タブ文字を
入れる。

wclose テキスト・ウィンドウを閉じる。

write ファイル名を表すシンボルが続くwriteメッセージは、Textオブジェク
トの内容をテキスト・ファイルに保存する。フル・パス名を指定しな
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ければ、テキスト・ファイルは現在のデフォルト・ディレクトリに保
存される。ファイル名もパス名も指定しない場合は、標準ファイル保
存ダイアログが開き、Textオブジェクトの内容をテキスト・ファイル
として保存することができる。

その他任意のメッセージ
メッセージはTextオブジェクトに格納される。メッセージは以前に格
納されたメッセージの後に置かれ、その後に空白文字が格納される。

（マウス） パッチ・ウィンドウがロックされた状態で、Textオブジェクトをダブ
ルクリックすれば、テキスト・ウィンドウが開き、内容の確認や編集
ができる。テキスト・ウィンドウが開いている状態では、そのテキス
トを変えるメッセージを入力しても、無視される。captureオブジェク
トとは違い、テキスト・ウィンドウの内容を変えれば、Textオブジェ
クトの内容も変更される。

アーギュメント

シンボル オブジェクトが読み込まれた時に、同時に読み込むテキスト・ファイ
ルの名前を指定する。

出力

set lineメッセージを受け取れば、指定された行番号の内容が、setメッセ
ージを先に付けて、出力される。出力される内容は、そのままメッセ
ージ・ボックスを設定するように利用できる（または、setメッセージ
が利用できる、他のオブジェクトに入力することができる）。

利用例

他へペーストしたり、テキスト・ファイルに保存するために、テキストとしてメッセージを格納する

参照

capture 数値を格納し、表示・編集する
filein ファイルからバイナリー・データを読み出す
spell 入力をASCIIコードに変換する
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する
textedit パッチ内でユーザ入力できるテキスト
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入力

（キーボード） texteditオブジェクトがハイライト状態の時に、テキスト表示領域に直
接キーボードから入力することができ、その内容を変更できる。
texteditオブジェクトがread-onlyモード（readonlyメッセージを参照の
こと）に設定されている場合は、キーボード入力はできない。入力さ
れた文字のアスキー値は、第2アウトレットから出力される。

（マウス） パッチ・ウィンドウがロックされている状態で、texteditオブジェクト
をマウスでクリックすれば、texteditオブジェクトの文字か単語が第3
アウトレットから出力される。これはclickモードによって動作が異な
る。（clickmodeメッセージを参照のこと）

bang キーボード入力や格納されたtexteditオブジェクトのバッファーの内容
を出力する。

append appendに続くメッセージによって、texteditオブジェクトのバッファー
にそのメッセージを追加する。この時、出力は行われない。

autoscroll autoscrollメッセージに続く0または1の数値で、テキスト表示領域の自
動スクロールを切り替える。autoscroll 1メッセージは、行数が1であり、
ワード・ラップ（wordwrapメッセージを参照のこと）が無効であるテ
キスト表示領域に表示されるテキストを、カーソル・キーやマウスの
操作でスクロールできるようにする。デフォルト値は0である（自動
スクロールしない）。

clear texteditオブジェクトのバッファーの内容を消去する。

clickmode clickmodeメッセージに続く0か1の数値によって、texteditオブジェクト
がテキスト表示領域をクリックした時の動作を指定する。clickmode 0
メッセージは、テキスト表示領域をクリックした位置にある文字のア
スキー値を、第3アウトレットから出力するように設定する。
clickmode 1メッセージは、テキスト表示領域をクリックした位置にあ
る単語を、第3アウトレットから出力するように設定する。デフォル
ト値は0である（文字をクリックしたことになる）。

keymode keymodeメッセージに続く0または1の数値によって、テキスト表示領
域でキーボード入力中にreturnキーを押した時の動作を設定する。
clickmode 0メッセージは、テキスト入力が可能であり、通常の改行と
して表示するよう設定する。keymode 1メッセージなら、returnキーに
よって、現在のバッファーの内容を出力するよう設定する。デフォル
ト値は0である。
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lines linesメッセージに続く数値によって、texteditオブジェクトに表示する
テキストの最大行数を指定する。line 0なら、行数の制限がなくなる。
数値入力やダイアログで用いるような単語入力のためにtexteditオブジ
ェクトを用いる場合は、line 1を指定すると良い。デフォルトでは行数
制限はない。

outputmode outputmodeメッセージに続く0か1の数値によって、texteditオブジェク
トがその内容をテキストとして出力するか、1つのシンボルとして出
力するかを指定する。outputmode 0メッセージなら、バッファーの内
容をメッセージとして出力する。outputmode 1メッセージなら、バッ
ファーの内容を1つのシンボルとして出力する。初期値は0である（メ
ッセージとして出力）。

readonly readonlyメッセージに続く0か1の数値によって、texteditオブジェクト
のread onlyモードを切り替える。readonly 1メッセージは、テキスト・
ボックスへのユーザーの入力を不可能に設定する。texteditオブジェク
トのバッファーの内容を操作するclear、append、separatorなどのメッ
セージは、readonlyメッセージの影響を受けない。デフォルト値は0で
ある（read onlyモードはオフ）。

set setメッセージに続くあらゆるメッセージは、出力することなく、
texteditオブジェクトのバッファーの内容を設定する。

select テキストをハイライト状態にする。read onlyモードがオフであれば、
キーボード入力をtexteditオブジェクトへ受け取るように設定する。

separator separatorメッセージに続く任意のシンボルによって、そのシンボルを
行を区切る文字に設定し、バッファの内容を出力する時に、そのシン
ボルを改行文字として扱う。例えば、バッファーの内容が「red green
blue」であり、オブジェクトがseparateor greenを受け取ると、次にbang
を受け取った時に、「red （改行）blue」と出力される。

wordwrap wordwrapメッセージに続く0か1の数値によって、テキストがtexteditオ
ブジェクトのテキスト表示領域を超えた場合の表示方法を設定する。
wordwrap 0メッセージは、テキスト表示領域の境界における単語のワ
ード・ラップ（自動改行）を行うよう設定する（デフォルト）。
clickmode 1メッセージは、ワード・ラッピングを無効にする。

（Fontメニュー） Fontメニューからフォントやサイズを選択することによって、textedit
オブジェクトに表示する文字のフォントとサイズを変更できる。
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インスペクター

texteditオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のtexteditオブジェクトを選択することで、texteditオブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。texteditオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

Muximum Linesと表示されているナンバー・ボックスに数値を入力す
ると、テキスト表示領域に表示するテキストの最大行数を設定できる。
デフォルト値は0である。Optionにはtexteditオブジェクトの振る舞い
と出力を設定するチェック・ボックスがある。デフォルトでは、それ
らはチェックされていない。Read onlyをチェックすれば、オブジェク
トをテキストを表示するだけの状態になる。Return Enters Textをチェ
ックすれば、returnキーの入力によって、現在のバッファーの内容を
出力するようになる。Output as One Symbolをチェックすれば、textedit
オブジェクトはバッファーの内容をメッセージではなく、1つのシン
ボルとして出力する。Word wrap aroundオプションをチェックすれば、
テキスト表示領域の境界にある単語のワード・ラップを行なう。そし
て Automatic scrolling オプション（デフォルトではオン）は、選択さ
れたテキストを自動的にスクロールさせる。また、texteditオブジェク
トの出力の動作はWhen Clicked....チェック・ボックスによって設定さ
れる。これはテキストをクリックした時に、文字か単語のいずれを出
力するかを設定できる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。
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出力

メッセージ 第1アウトレット：bangメッセージを受け取った時に、texteditオブジ
ェクトのバッファーに現在格納されている内容を出力する。texteditオ
ブジェクトにkeymode 1メッセージが入力されている場合、returnキー
を入力すれば、入力したテキストとバッファーの内容が出力される。

数値 第2アウトレット：キーボード入力された文字のアスキー値を出力す
る。

メッセージ 第3アウトレット：テキスト・ボックスをクリックした位置の文字ま
たは単語を出力する。

利用例

collオブジェクトにテキストを格納する

参照

dialog テキスト入力のためのダイアログ・ボックスを開く
Text 数値をテキスト・ファイルとしてフォーマットする
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thispatcherオブジェクトは操作したいパッチ内に置かれる。thispatcherオブジェクトは、
それを含むパッチに対してメッセージを送る。

入力

loadbang thispatcherオブジェクトにloadbangメッセージを送ると、同じパッチ内
にある任意のloadbangオブジェクトはbangを出力する。そのほかのオ
ブジェクトでも（たとえばpresetオブジェクトのように）内部に初期
化のためのloadbangメッセージを使用しているものは同様に、このメ
ッセージを受信する。

front パッチ・ウィンドウを前面に表示させる。パッチが非表示のサブ・パ
ッチの時は、サブ・パッチのウィンドウを開き、さらに前面に表示す
る。

wclose パッチ・ウィンドウを閉じる。そのパッチが編集されている場合は、
変更内容を保存するか尋ねられる。

clean パッチ・ウィンドウのdirtyフラグをリセットする。これによりウィン
ドウを閉じる時に、変更内容を保存するか尋ねられることはなくな
る。

dirty パッチ・ウィンドウにdirtyフラグを設定する。これによりウィンドウ
を閉じる時に、変更内容を保存するか尋ねられるようになる。

dispose パッチ・ウィンドウを完全に閉じて、そのメモリーを解放する。
pcontrolオブジェクトへのloadメッセージと併用することで、パッチの
開閉を自動化することができる。パッチが編集されているなら、変更
内容を保存するか尋ねられる。

offset （bpatcherオブジェクトを使用することで）ボックス内にあるパッチ
に対して、offsetメッセージはボックス内にあるパッチの表示部分の左
上部の隅の位置を設定する。offsetメッセージは2つの数値を伴わなけ
ればならない。最初の数値は左のオフセットを（ピクセル単位で）、2
番目の数値は上部のオフセットを設定する。デフォルトでbpatcherボ
ックス内のパッチはオフセット値が0, 0の地点に表示される。
command＋shiftキー（Macintosh）あるいはCtrl＋shiftキー（Windows）を押
したままbpatcherオブジェクトのボックスをドラッグすれば、オフセ
ットはその移動に従って変更される。そして、最新のオフセットは
bpatcherオブジェクトを含むウィンドウのアシスタンス・エリアに表
示される。この数値はオフセット・メッセージのアーギュメントを確
定するのに利用できる。
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path パッチ・ウィンドウがファイルとして保存されているなら、pathメッ
セージでこのパッチ・ファイルのあるフォルダーのフル・パス名を
thispatcherオブジェクトの第2アウトレットから出力させる。

write パッチが名前を持っているなら、そのパッチを保存する。名前がない
場合、標準ファイル保存ダイアログを開く。

（その他） thispatcherオブジェクトは、新しいオブジェクトを作るためのメッセ
ージに反応する。このようなメッセージの形式は隠され、変更される
可能性があるが、パッチ・ファイルをテキスト形式で開き、その内容
を調べて#Pから始まるメッセージを試すことから、さまざまなアイデ
ィアを得ることはできる。#Pの部分を取り除き、残りのメッセージ部
分をthispatcherに送れば良い。thispatcherオブジェクトを、新しいオブ
ジェクトを作るために使うことはサポート外である。

patcher 任意のテキストを伴ったpatcherメッセージは、タイトル・バーに表示
される名前を置き換える。この新しいウィンドウ名はカッコでくくら
れているが、これは実際のファイル名ではないことを示し、実際のフ
ァイル名は変更されていない。

window window notitleメッセージはパッチ・ウィンドウのタイトル・バーを隠
す。window titleメッセージはタイトル・バーを表示する。window flags
nocloseメッセージは通常パッチ・ウィンドウのタイトル・バーにある
クローズ・ボックスを隠す。window flags closeメッセージはクロー
ズ・ボックスを表示する。window flags nozoomメッセージは通常タイ
トル・バーの右端にあるズーム・ボックスを隠す。window flags
nogrowメッセージはスクロール・バーと通常ウィンドウの右下にある
グロー・ボックスを隠す。window flags growメッセージはスクロー
ル・バーとグロー・ボックスを表示する。window sizeメッセージは4つ
の数値を伴うが、それぞれ左端、上部、右端、下部のウィンドウ領域
に対応させた正確なスクリーン座標を（スクリーンの左上からの距離
をピクセル単位で）設定する。左端と上部の座標はタイトル・バーの
ところではなくてウィンドウ内部の左上に対応する。

fllscreen 1メッセージはメニュー・バーを隠し、パッチ・ウィンドウを
スクリーン全体に表示させる。その場合、タイトル・バーとスクロー
ル・バーは表示しない。window fullscreen 0メッセージはメニュー・バ
ーを表示し、パッチ・ウィンドウを以前のサイズとアピアランスに戻
す。

上記のwindowメッセージは、window execメッセージを送るまで効果を
生じない。
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window getsize、window getflags、そしてwindow gettitleメッセージによ
って、thispatcherオブジェクトは第1アウトレットから現在のウィンド
情報を出力する。

savewindow 0以外の数値を伴ったsavewindowメッセージは、window flagsメッセー
ジによって設定された特別なウィンドウ設定を、パッチの一部として
次回から保存するようになることを示す。savewindow 0メッセージは、
window flagsメッセージによるウィンドウ設定の変更内容を、パッチが
保存される時に一緒に保存しない。この場合、以前のパッチ・ウィン
ドウの設定が保存されることになる。

スクリプト・メッセージ

thispatcherオブジェクトへスクリプト・メッセージを送ることで、オブジェクトの生成、
削除、大きさ変更、位置変更、そしてパッチングに渡るダイナミックな操作を可能にする。
スクリプト・メッセージは機能を表すキーワードを伴って使われる。キーワードの次にく
るものはアーギュメントで、これはメッセージがオブジェクトにどのような影響を与える
かを指定する。

下記で説明する各スクリプト・メッセージに関する記述の中で、シンタックスの部分では
そのメッセージに必要とされるアーギュメントを、キーワードの後にくる山形カッコの中
に示してある。各メッセージの例もまた用意されている。

variable-nameは新しいオブジェクト名か、または既にあるオブジェクト名を表すシンボル
である。variable namesはObjectメニューのName...から設定することができる。または、
newやselectといったスクリプト・メッセージによっても設定できる。

オブジェクトの生成と削除

new 新しいオブジェクトをパッチ内に生成し、名前を付ける。

シンタックス：script new <variable-name> <creation message>

例：script new footog toggle 101 93 15 0

toggleオブジェクトを15ピクセルで101 93の位置に、footogという
variable nameを付けて生成する。

Maxオブジェクトの保存形式は文章ではないので、求めるオブジェク
トを生成する適切なメッセージを決定するには、テキスト形式のMax
パッチを調べる必要がある。ほとんどのオブジェクトは下記の標準的
な形式で保存されている：
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#P クラス名アーギュメント; (internal UI object)

#P newex クラス名アーギュメント; (normal internal or external object)

#P user クラス名アーギュメント; (external UI object)

#Pとセミコロンを削除して、残りのメッセージを新たに生成するオブ
ジェクトのvariable nameの後に置けばよい。

delete パッチ・ウィンドウ内のオブジェクトを削除する。

シンタックス：script delete <variable-name>

例：script delete footog

footogというvariable nameであるオブジェクトを削除する。

オブジェクトにVariable Nameを割り当てる

class アーギュメントの一致する特定のクラスで最初のインスタンスへ
variable nameを割り当てる。

シンタックス：script class <variable-name> <class-name> <arguments
(optional)>

例：script class rubadub + 4

パッチ内でアーギュメントを4にもった+オブジェクトに、rubadubと
いうvariable nameを割り当てる。

nth 特定のクラスでn番目のインスタンスに対してvariable nameを割り当て
る。

シンタックス：script nth <variable-name> <class-name> <index>

例：script nth yoyo toggle 1

パッチ内で最初のtoggleオブジェクトに対して、yoyoというvariable
nameを割り当てる。

パッチ内のオブジェクトの順番は前面背面の並びによって決定され
る。他のオブジェクトの背後に表示される背面のパッチは選択される
順番としては一番早い。
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selected 選択されているオブジェクトで最初のオブジェクトに対してvariable
nameを割り当てる。

シンタックス：script selected <variable-name>

例：script selected impo

選択されたオブジェクトで最初のオブジェクトにimpoというvariable
nameを割り当てる。言うまでもなく、パッチがロック状態の時はオブ
ジェクトを選択できないので、このスクリプト・メッセージはパッチ
がロックされていない状態の時にしか機能しない。

オブジェクトの接続と切断

下記の3つの接続メッセージすべてに対して言えることであるが、インレットとアウトレ
ットはインデックスで指定される。0は第1インレットまたは第1アウトレットを意味する。

connect 2つのオブジェクトをパッチ・コードで繋ぐ。

シンタックス：script connect <outlet-variable-name> <outlet-index> <inlet-
variable-name> <inlet-index>

例：script connect fooboo 0 bobo 0

オブジェクトのvariable nameがfoobooの第1アウトレットと、variable
nameがboboの第1インレットを繋ぐ。

disconnect パッチ・コードで繋がれている2つのオブジェクトを切断する。

シンタックス：script disconnect <outlet-variable-name> <outlet-index>
<inlet-variable-name> <inlet-index>

例：script disconnect fooboo 0 bobo 0

このメッセージはfoobooの第1アウトレットと、boboの第1インレット
の間の繋がりを解く。

connectcolor 存在するパッチ・コードのカラーを変更する。カラーはMaxの16種の
標準カラーの内から設定する。

シンタックス：script connectcolor <outlet-variable-name> <outlet-index>
<inlet-variable-name> <inlet-index> <color>

例：script connectcolor rover 0 dover 2 12



roverの第1アウトレットとdoverの第3インレットとの間に結ばれたコ
ードのカラーを、12番目の標準カラーに変更する。

オブジェクトのプロパティを変更する

hide 表示されているオブジェクトを隠す。

シンタックス：script hide <variable-name>

例：script hide visigoth

visigothという名のオブジェクトを隠す。

show 隠れているオブジェクトを表示する。

シンタックス：script hide <variable-name>

例：script hide visigoth

visigothという名のオブジェクトを表示する。

ignoreclick マウス・クリックに反応しないようにオブジェクトを設定する。

シンタックス：script ignoreclick <variable-name>

例：script ignoreclick visigoth

visigothという名のオブジェクトがマウス・クリックを無視するよう
になる。

respondtoclick オブジェクトをマウス・クリックに反応するようにする。

シンタックス：script respondtoclick <variable-name>

例：script respondtoclick visigoth

visigothという名のオブジェクトがマウス・クリックに反応するよう
になる。

bringtofront オブジェクトを現在あるレイヤーの前面に持ってくる。

シンタックス：script bringtofront <variable-name>

例：script bringtofront visigoth
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visigothがforegroundのレイヤーにある時、このメッセージはオブジェ
クトをforegroundのレイヤーの最前面に移動させる。そうでなければ、
オブジェクトをbackgroundのレイヤーの最前面に移動させる。

sendtoback オブジェクトを現在のレイヤーの最背面へ移動させる。

シンタックス：script sendtoback <variable-name>

例：script sendtoback visigoth

visigothがforegroundのレイヤーにある時、このメッセージはオブジェ
クトをforegroundのレイヤーの最背面に移動させる。そうでなければ、
オブジェクトをbackgroundのレイヤーの最背面に移動させる。最背面
にあるオブジェクトは、nthやclassの変数割り当てメッセージによっ
て、最初に見つけ出されるオブジェクトである。

size オブジェクトのサイズを変更する。サイズに制限のあるオブジェクト
もいくつかあるが、一般にそれらは不適切なサイズから守られている
わけではないので、このメッセージを使うには注意が必要である。例
えば、toggleオブジェクトは正方形であることが通常である。長方形
に作ろうとすれば、適切に表示できないであろう。

シンタックス：script size <variable-name> <width> <height>

例：script size togipoo 30 30

togipooという名のオブジェクトの幅と高さを、それぞれ30ピクセルに
変更する。

オブジェクトへメッセージを送信する

send 1つのオブジェクトへメッセージを送信する。このメッセージはセミ
コロンを使ったメッセージ・ボックスやsendオブジェクトを使うのと
同じであるが、メッセージを受け取るオブジェクトをvariable-nameで
特定し、スクリプトを使ってそのオブジェクトへ伝達するのに使える。
このメッセージは、thispatcherオブジェクトのあるパッチ内のオブジ
ェクトに対してのみ、メッセージを送信する。

シンタックス：script send <variable-name> <message>

例：script send foobert 666

foobertという名のオブジェクトへ整数666を送信する。foobertがナンバー
・ボックスならば、表示は666に変更される。
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sendbox オブジェクト・ボックスへメッセージを送信する。このメッセージは
ボックスに参照されるオブジェクトに対してというよりも、オブジェ
クトのボックスそのものへメッセージを送るためのものである。現在
のところこのようなオブジェクトはbpatcherのみであり、この場合オ
ブジェクト・ボックスとその中身は異なるオブジェクトになってい
る。ボックスはbpatcherであり、オブジェクトはその中のパッチとい
うことになる。では、bpatcherオブジェクトにどのようなメッセージ
を送ることができるだろうか。1つの例は、boxborderメッセージで、
これはbpatcherオブジェクト内のパッチに置かれたthispatcherオブジェ
クトへborderメッセージを送るのと同じである。他のアイディアを得
るために、bpatcherオブジェクトのインスペクターの中を覗くと良い。

シンタックス：script sendbox <variable-name> <message>

例：script sendbox bpbp boxborder 0

bpatcherオブジェクトがbpbpという名前だとすると、このスクリプ
ト・メッセージは境界線を描画しないように設定する。

オブジェクトの移動

move パッチ・ウィンドウの左上の位置からの距離として、オブジェクトの
位置を移動させる。0, 0はアイコン・バーのちょうど下の位置である。

シンタックス：script move <variable-name> <top> <left>

例：script move molly 0 100

mollyという名のオブジェクトをウィンドウの左端で、最上部から100
ピクセル下の位置に移動する。

offset オブジェクトの現在の位置から一定の距離だけ移動させる。距離の値
が正の時、オブジェクトは右下に移動し、負の時は左上に移動する。

シンタックス：script offset <variable-name> <delta-x> <delta-y>

例：script offset molly 30 - 40

mollyという名のオブジェクトを30ピクセル右、40ピクセル上に移動
させる。

offsetfrom オブジェクトを他のオブジェクトから一定の距離に移動させる。
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シンタックス：script offsetfrom <variable-name-to-move> <target-variable-
name> <delta-x> <delta-y> <top-left-flag>

距離をオブジェクトの左上の端から指定する時、top-left-flagは1であ
る。右下から指定する時、top-left-flagは0である。

例：script offsetfrom molly panther -100 -120 1

mollyという名のオブジェクトをpantherという名のオブジェクトに対
して、100ピクセル左、120ピクセル上の位置に移動させる。

アーギュメント

なし。

出力

window 第1アウトレット：window getsizeメッセージを受け取る時、thispatcher
オブジェクトはwindow sizeという言葉の後に、ウィンドウのスクリー
ン座標（スクリーンの左上からの距離をピクセル単位で表したもの）
を左、上、右、下の順で出力する。window gettitleメッセージを受け取
る時、ウィンドウがタイトル・バーを持つかどうかによって、window
titleかwindow notitleメッセージを出力する。window getflagsメッセージ
を受け取る時、hispatcherオブジェクトはwindow flagsという言葉の後
に、スクロール・バーとグロー・ボックスの状態（growまたはnogrow）、
クローズ・ボックスの状態（closeまたはnoclose）、そしてズーム・ボ
ックスの状態（zoomまたはnozoom）を出力する。

symbol 第2アウトレット：pathメッセージを受け取った時に、パッチのファイ
ルがあるフォルダー、またはボリュームのフル・パス名を出力する。
パッチがまだ保存されていない時、何も出力されない。

利用例

自動化されたウィンドウ操作、ファイルの保存、パッチのリセットは thispatcherオブジェクトで行える
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パッチのウィンドウは任意のサイズ、位置、アピアランス、を独自に設定できる

参照

bpatcher ボックス内に埋め込まれた可視型のサブ・パッチ
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
patcher パッチの中でサブ・パッチを作る
pcontrol パッチ内のサブ・ウィンドウを開いたり、閉じたりする
sprintf 単語や数値のメッセージをフォーマットする

Tutorial 46 Basic Scripting（英文PDF参照）
Tutorial 47 Advanced Scripting（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ thisTimelineオブジェクトがアクション・パッチ内にあり、そのアクシ
ョン・パッチがtimelineに使用されている場合、timelineが受け取るこ
とができるあらゆるメッセージを、thisTimelineオブジェクトに入力す
ることができ、そのメッセージはtimelineに送られる。

bang アクション・パッチにthisTimelineオブジェクトを含むtimelineの現在
時刻を出力する。

アーギュメント

なし。

出力

（timelineへ） インレットに受け取ったメッセージは、thisTimelineオブジェクトを含
むアクション・パッチを持つtimelineに伝えられる。

整数 インレットにbangを受け取ると、アクション・パッチを含むtimeline
の現在時刻がミリ秒単位で、thisTimelineオブジェクトのアウトレット
から出力される。

利用例

アクション・パッチ内の thisTimelineを通して、timelineは実際に自分自身をコントロールすることができる

参照

thisTrack タイムライン・トラックへメッセージを送る
tiCmd timelineオブジェクトからメッセージを受け取る
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア

Tutorial 41 Timeline of Max messages（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ thisTrackオブジェクトがアクション・パッチ内にあり、そのアクショ
ン・パッチがtimelineに使用されている場合、thisTrackオブジェクトが
受け取るメッセージは、アクション・パッチを呼び出している
timelineのトラックに送られる。

mute 0以外の数値が続くmuteメッセージは、thisTrackオブジェクトを含むア
クション・パッチのtimelineトラックの動作をミュートする。mute 0メ
ッセージは、ミュートを解除する。

name nameメッセージに続く任意のシンボルによって、アクション・パッチ
を含むtimelineのトラック（timelineのグラフィック・エディター・ウ
ィンドウ内）の名前を設定する。

height heightメッセージに続く0以上の数値で、timelineのグラフィック・エ
ディター・ウィンドウに表示されるトラックの高さを、ピクセル単位
で設定する。

アーギュメント

なし。

出力

（timelineへ） インレットに受け取ったメッセージは、thisTrackオブジェクトを含む
アクション・パッチのtimelineトラックに送られる。

利用例

timelineのアクション・パッチは、thisTrackオブジェクトによって、
そのトラックの動作をミュートすることができる

参照

thisTimeline タイムラインへメッセージを送る
tiCmd timelineオブジェクトからメッセージを受け取る
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア

Tutorial 41 Timeline of Max messages（英文PDF参照）
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入力

整数または実数 第1インレット：ある時間内に数値を受け取ると、それぞれの数値が
リストとしてまとめられる。数値を受け取る時間間隔が、設定した値
を超えると、アウトレットからリストが出力され、新しいリストを作
り始める。

第2インレット：数値をまとめてリストとして出力する時間間隔をミ
リ秒単位で設定する。設定した時間を超えても第1インレットに新し
い数値が入力されない場合に、アウトレットからリストが出力され、
新しいリストを作り始める。

リスト 第1インレット：受け取ったリスト全体が、threshオブジェクトが格納
しているリストに追加される。

アーギュメント

整数 オプション。時間間隔の初期値を設定する。アーギュメントを指定し
なければ、初期値は10ミリ秒となる。

実数 整数に変換される。

出力

リスト 第1インレットに受け取った数値をリストに追加し、格納する。指定
した時間が経過しても、新しい数値を受け取ることがない場合は、リ
ストが出力され、新しいリストを作り始める。

利用例

一定時間を超えても、新たな数値を受け取ることがない場合、threshは格納しているリストを出力する
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参照

bondo 一群のメッセージを同期する
buddy 入力されたデータを同期させ、それらを同時に出力する
iter リストを数値ごとに分解する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
zl 多目的なリスト処理

Tutorial 37 Data structures（英文PDF参照）
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入力

tiCmdオブジェクトは、timelineオブジェクトのトラックとして読み込
まれているアクション・パッチ内に置かれるものである。tiCmdオブ
ジェクトは、timelineのトラックの中で同じ名前のイベント・エディ
ターから入力情報を受け取る。受け取ることのできるメッセージのタ
イプはアーギュメントとして書き込まれるi、f、l、b、sあるいはaなど
によって決まる。

整数 2番目の（そして最後の）アーギュメントにiが入力されると、tiCmdオ
ブジェクトはtimelineのイベント・エディターから整数を受信するよう
になり、その数値を第2アウトレットから出力する。timelineオブジェ
クトのトラックに置かれるイベント・エディターで整数を送信するも
のは、次の3タイプである。int、etable、efunc。

intイベント・エディターは外観も機能もパッチ内のナンバー・ボック
スに似ている。timelineオブジェクトが再生され、intイベント・エデ
ィターに到達すると、そのナンバー・ボックス内の数値を適切な
tiCmdオブジェクトへ送信し、数値はtiCmdオブジェクトの第2アウト
レットから出力される。

etableイベント・エディターはtableオブジェクトとよく似ており、グ
ラフィカルに整数の配列を編集できる。timelineオブジェクトが再生
されetableイベント・エディターに到達すると、timeline上でetableが占
有している割合に比例してすべての数値を1つずつ出力する。例えば、
128の数量を持つetableがtimelineのトラック内に1000から9000（ミリ秒
で）の範囲を占有しているとすると、timelineがこの8秒間を進行する
間、tiCmdオブジェクトは1秒間に16の割合で整数を受信することにな
る。

efuncイベント・エディターはx軸、y軸の数値ペアの二次元配列をグラ
フィカルに編集できる。timelineオブジェクトが再生され、efuncイベ
ント・エディターに到達すると、（x値の最大値に関係してくる）x値
と、timeline上でefuncが占有している割合に比例して決められる時間
でtiCmdオブジェクトへefuncのy値を送信する。例えば、efuncのx値の
最大範囲が1000で、そのefuncが1000から9000（ミリ秒）の範囲を占め
ているとする。そして、x軸、y軸のペアが500、127とすると、（y値で
ある）127は時間が（1000から9000の長さの500 /1000 の位置にあたる）
5000の時にtiCmdに送信される。

実数 2番目の（そして最後の）アーギュメントにfが入力されると、tiCmdオ
ブジェクトはtimelineのイベント・エディターから実数を受信するよう
になり、その数値を第2アウトレットから出力する。floatイベント・エ
ディターは外観も機能も、パッチ内のフロート・ナンバー・ボックス
に似ている。
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リスト 2番目のアーギュメントにlが入力されるか、2つ以上のアーギュメント
が入力された場合、tiCmdオブジェクトはtimeline内のメッセンジャ
ー・イベント・エディターからリストを受信する。メッセンジャーは
イベントの名前（送信先のtiCmdオブジェクトの名前）が最初に書か
れている以外は、メッセージ・ボックスに似ている（名前は送信され
るメッセージには含まれない。ただ、どこにメッセージを送るかを示
すだけである）。

bang 2番目の（そして最後の）アーギュメントにbが入力されると、tiCmd
オブジェクトはtimelineのメッセンジャーからbangを受信する。これは
メッセンジャー内のメッセージのタイプには関係しない。

シンボル 2番目の（そして最後の）アーギュメントにsが入力されると、tiCmd
オブジェクトはtimelineのメッセンジャーからシンボルを受信する。メ
ッセンジャー内に1つ以上の言葉が入力されている時、最初の言葉だ
けがtiCmdオブジェクトへ送られる。1つより多くの言葉を含んだメッ
センジャーがあり、そしてそれらの言葉すべてを1つのシンボルとし
てtiCmdオブジェクトへ送信する時は、バックスラッシュ（\）を言葉
の前に置く。

任意のメッセージ 2番目の（そして最後の）アーギュメントにaが入力されると、tiCmd
オブジェクトはtimelineのメッセンジャーから任意のメッセージを受信
し、何も変えることなく第2アウトレットから出力する。

アーギュメント

シンボル 必須。最初のアーギュメントはtiCmdオブジェクトの名前であり、こ
れによりtimelineトラック内に使用可能なイベントが現れる。1つ以上
のtiCmdオブジェクトが同じ名前を持っていると、受け取る順番は未
定義となるが、各tiCmdは同じメッセージを受信する。同じアクショ
ン・パッチに同じ名前で存在しているtiCmdオブジェクトは異なった
タイプのアーギュメントを持つ（異なったタイプのメッセージを期待
する）ことができる。しかし、timelineオブジェクトに現れるイベン
ト・エディターは、最初に読み込まれたtiCmdオブジェクトのアーギ
ュメントのタイプによって異なる（このため、いつも同じものとは限
らない）。

i、f、s、l、bまたはa オプション。最初のアーギュメントの後にある、これらの追加アーギ
ュメントは（常に存在している第1アウトレットと最後のアウトレッ
トに加え）新たなアウトレットを作り、そのアウトレットから指定さ
れたメッセージのタイプが出力される。iは整数、fは実数、lはリスト、
bはbang、sはシンボル、aは任意のメッセージを表す。このタイプに
関するアーギュメントがなければ、真ん中のアウトレットは作られな
い。しかし、イベントはtimeline内にメッセンジャーとして配置するこ
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とができ、tiCmdオブジェクトは第1と第2アウトレットからbangを出
力する。タイプのアーギュメントがfのみならば、timelineトラックの
イベント・エディターはフロート・ナンバー・ボックスとなる。タイ
プのアーギュメントがiのみならば、timelineトラックのイベント・エ
ディターはナンバー・ボックスとetableとefuncになる（上記入力メッ
セージの整数を参照のこと）。タイプのアーギュメントが他のものか、
または1つ以上のタイプが記されるなら、timelineトラックのイベン
ト・エディターはメッセンジャーになる（上記入力メッセージのリス
トを参照のこと）。

出力

bang 第1アウトレット：timeline上でtiCmdオブジェクトと同じ名前を持つイ
ベントに達すると、tiCmdオブジェクトは第1アウトレットからbangを
出力する。

第2アウトレット：アウトレットがbのアウトレットとして指定されて
いる時、bangはtimelineでそのイベントに達した時に（第1アウトレッ
トがbangを出力したすぐ後に）出力される。sのアウトレットでbang
という言葉が出力された時も同じである。

第3アウトレット：timeline上でtiCmdオブジェクトと同じ名前を持つメ
ッセンジャーの最後に達すると、tiCmdオブジェクトは第3アウトレッ
トからbangを出力する。

整数 第2アウトレット：アウトレットがiのアウトレットとして指定されて
いる時、整数はtimelineでそのイベントに達した時に（第1アウトレッ
トがbangを出力したすぐ後に）出力される。（sのアウトレットで）整
数がシンボルとして出力された時も同じである。

実数 第2アウトレット：アウトレットがfのアウトレットとして指定されて
いる時、実数はtimelineでそのイベントに達した時に（第1アウトレッ
トがbangを出力したすぐ後に）出力される。（sのアウトレットで）小
数点を含む数値がシンボルとして出力された時も同じである。

リスト 第2アウトレット：アウトレットがIのアウトレットとして指定されて
いる時、リストはtimelineでそのイベントに達した時に（第1アウトレ
ットがbangを出力したすぐ後に）出力される。

アーギュメントが2つより多い（名前のアーギュメントに加えて2つ以
上の）時、timelineからのリストは分けられて、リストの各項目は異
なるアウトレットから出力される。
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シンボル 第2アウトレット：アウトレットがsのアウトレットとして指定されて
いる時、シンボルはtimelineでそのイベントに達した時に（第1アウト
レットがbangを出力したすぐ後に）出力される。しかし、シンボルと
して送られてくるものが数値やbangの時は、整数、実数、またはbang
として出力する。

任意のメッセージ 第2アウトレット：アウトレットがaのアウトレットとして指定されて
いる時、そのメッセージはtimelineでイベントに達した時に（第1アウ
トレットがbangを出力したすぐ後に）出力される。

利用例

timelineは tiCmdオブジェクトを介してアクション・パッチと繋がっている

参照

thisTimeline タイムラインへメッセージを送る
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア

Tutorial 41 Timeline of Max messages（英文PDF参照）
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timeinオブジェクトは利用時にOMS（そしてOMS Timing）を必要とする。OMSがインス
トールされていなければtimeinオブジェクトは機能しない。

入力

整数 第1インレット：0以外の数値はtimeinオブジェクトをスタートさせる。
一定の間隔で、timeinオブジェクトはOMS Timingから得た現在の時間
を出力する。OMS Timingを動かすためには、それをサポートするア
プリケーションによってスタートされなければならない（これは
timeoutオブジェクトにstartメッセージを送ることで、Max自体でも行
える）。0はtimeinオブジェクトを停止させる。

第2インレット：この数値はtimeinオブジェクトが出力するタイム・コ
ードの形式を指定する。タイム・コードは下記の番号に対応する：

0 ミリ秒
1 beats
2 24 frames/sec bits
3 25 frames/sec bits
4 30 frames/sec Drop bits
5 30 frames/sec bits
6 24 frames/sec
7 25 frames/sec
8 30 frames/sec Drop
9 30 frames/sec
10 29.97 frames/sec Drop bits
11 29.97 frames/sec Drop
12 29.97 frames/sec bits
13 29.97 frames/sec

第3インレット：この数値はtimelineオブジェクトが時間を出力する時
間間隔であり、ミリ秒として扱われる。5より小さい数値は5に設定さ
れる。第3インレット新たな数値が入力されても、次の出力が送られ
るまで影響はない。

実数 整数に変換される。

bang 第1インレット：OMS Timingから得られる現在の時間を出力する。

format 第1インレット：数値を伴ったformatメッセージは、OMS Timingのタ
イム・コードを設定し、現在の時間を出力する。タイム・コードの形
式に対応する数値は上記を参照のこと。

beats 第1インレット：timeinオブジェクトがbeats形式で出力するようにな
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る。この形式では、時間はティックスとして知られる数値で出力され
る。ティックスは、通常OMS Timingのテンポで四分音符にあたる長
さに対して、480ティックスとなる。

smpte 第1インレット：timeinオブジェクトがOMSによって扱われるフレー
ム・レートであるSMPTE形式で出力される。qfメッセージが先に入力
されていなければSMPTE形式はデフォルトでビットとして扱われる。

qf 第1インレット：このメッセージの後にsmpteメッセージが入力される
時、（ビットではなく）クオーター・フレーム形式で表示される。

bits 第1インレット：このメッセージの後にsmpteメッセージが受け取られ
る時、ビット形式で表示される。

アーギュメント

整数 オプション。最初のアーギュメントはtimeinオブジェクトが時間を示
すタイム・コードの形式を指定する。アーギュメントがない場合、ミ
リ秒形式に設定される。

整数 2番目のアーギュメントはtimeinオブジェクトが時間を出力してゆく時
間間隔の初期値を設定する。アーギュメントがない場合、初期時間間
隔は100ミリ秒になる。1より小さい数値は100に設定される。

出力

整数 第1アウトレット：現在の時間が一定の間隔で出力される（この間隔
は第3インレットに受け取られた数値によって特定される）。時間は
（第2インレットによって特定される）タイム・コードの形式によって、
ミリ秒、ティック、SMPTEビット形式などで出力される。ビットでな
いSMPTE形式では、時間は時、分、秒、そしてフレームで出力される。
この時、第1アウトレットは時を出力する。

第2アウトレット：timeinオブジェクトがビットでないSMPTE形式の
時、このアウトレットからは分が出力される。

第3アウトレット：timeinオブジェクトがビットでないSMPTE形式の
時、このアウトレットからは秒が出力される。

第4アウトレット：timeinオブジェクトがビットでないSMPTE形式の
時、このアウトレットからはフレーム数が出力される。
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利用例

OMS Timing は、Max と他のアプリケーションを同期させるための単一クロックを提供する

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
tempo メトロノームのようなテンポで数値を出力する
timeout 現在の時間をOMSに書き出す
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入力

clock 存在するsetclockオブジェクトの名前を伴ったclockメッセージは、
timelineに対してMaxの内部ミリ秒クロックではなく、setclockオブジ
ェクトによって操作されるように設定する。clockメッセージのみの場
合、timelineオブジェクトは通常のミリ秒クロックを扱うように設定
する。

locate 数値を伴ったlocateメッセージは、timelineの時間をミリ秒で特定し、
timelineオブジェクト内のポインターをその時間に合わせる。timeline
オブジェクトがすでに再生状態にあり、locateメッセージを受け取っ
た時、ポインターの位置は変更されるが、再生は続けられる。

markers timelineオブジェクトのアウトレット番号を伴ったmarkersメッセージ
は、timeline内の各マーカー・イベントの最初の言葉を特定のアウトレ
ットへ出力するが、これはumenuオブジェクトのアーギュメントのメ
ッセージとして扱われる（指定されたアウトレットがない場合、エラ
ー・メッセージがMaxウィンドウに表示され、timelineオブジェクトか
らは何も送信されない）。なぜなら、markersメッセージは各マーカー
をumenuオブジェクト内に格納するように意図されたものだからで、
このメッセージの最初にはclearメッセージが送信され、umenuオブジ
ェクトが現在格納している内容を消去することになる。そのすぐ後に
一連のappendメッセージが送信され、各マーカーの最初の言葉が
umenuオブジェクト内に加えられる（こうしてumenuオブジェクトが
出力するテキストは、prepend searchオブジェクトと一緒に用いて、
それをtimelineオブジェクトのインレットに戻すことにより、ポイン
ターをマーカーの位置に置くことができる。利用例を参照のこと）。

mute timelineオブジェクト内のトラック番号を伴ったmuteメッセージは、
そのトラックをミュートし、アクション・パッチにイベントが送られ
るのを防ぐ。

open timelineオブジェクトのウィンドウを表示状態にする。ウィンドウは
最前面に表示される。timelineオブジェクトをダブルクリックしても
同様の効果が得られる。

play timelineオブジェクトに含まれる時間軸を再生する。

read timelineファイルの名前を伴ったreadメッセージは、timelineオブジェ
クトにそのファイルを読み込む。readメッセージだけの時は、標準フ
ァイル・ダイアログを呼び出して、timelineファイルを読み込むことが
できる。
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search シンボルを伴ったsearchメッセージは、timelineオブジェクト内のマー
カー・イベントでシンボルと正確に一致するものを探す。一致するも
のがあれば、timelineオブジェクトのポインターはそのマーカーの位
置に移動する。

stop timelineの再生を止める。

timeFormat 0から4の整数を伴ったtimeFormatメッセージは、timelineオブジェクト
のエディター・ウィンドウに表示される時間の表示方法を設定する。
数値0はミリ秒、1はMIDIクロック、2は24fps（フレーム毎秒）、3は
25fps、4は30fpsを表す。他の数値が入力されても、0から4の範囲に制
限される。

unmute timelineオブジェクト内のトラック番号を伴ったunmuteメッセージは、
そのトラックのミュートを解除し、アクション・パッチにイベントが
送られるのを許す。

wclose timelineオブジェクトのウィンドウを閉じる。

write 標準ファイル保存ダイアログを呼び出し、timelineオブジェクト内の
情報のみをファイルとして保存することができる。

zoomLevel 整数の0から10を伴ったzoomLevelメッセージは、timelineオブジェクト
のエディター・ウィンドウが表示する時間軸を拡大する。0は最大縮
小（1インチ＝ 40秒）の意味で、10は最大拡大（1インチ = 0.04秒）と
なる。timelineのウィンドウのデフォルトは4（1インチ = 4秒）である。
0から10の範囲を超える数値が入力されても、この範囲に限定される。

timelineオブジェクトが作られると、時間軸でMaxメッセージを扱う
timelineオブジェクトのエディター・ウィンドウが開かれる。timeline
オブジェクトの中に独立したトラック（これはマルチ・トラック・シ
ーケンサーのトラック、または楽譜の譜表に類似している）として他
のパッチも読み込むことができる。そして、メッセージはこのトラッ
クの中に配置して各パッチへ特定の時間にメッセージを送信できる。
timelineオブジェクトに読み込まれたパッチは、timelineオブジェクト
からメッセージを受け取るために、少なくとも1つのtiCmdオブジェク
トを含んでいなければならない。そのようなパッチはアクション・パ
ッチといわれる。timelineトラックの中のメッセージはイベントと呼
ばれ、それはトラック内に特別なエディター・オブジェクトを配する
ことで生じる。
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Timeline Editor window

timelineオブジェクトが再生されると、トラック内のイベントは指定されたアクション・
パッチの tiCmdへ送信され、イベントのメッセージはtiCmdオブジェクトのアウトレット
から出力される。

アーギュメント

シンボル オプション。最初のアーギュメントはtimelineオブジェクトが読み込
むtimelineファイルの名前を指定する。その名前のファイルが見つから
ないとしても、timelineオブジェクトが作られた時にタイトル・バー
にその名前が表示された状態で空のエディター・ウィンドウが開かれ
る。

整数 2番目に置かれるアーギュメント（または最初のアーギュメントなし
でこの整数だけでも良い）は、timelineオブジェクトが持つアウトレ
ットの数を設定する。1より小さい数は0に設定される。

出力

任意のメッセージ timelineオブジェクトが正の整数のアーギュメントを持つ場合、オブ
ジェクトはその数分のアウトレットを持つことになる。アクション・
パッチ（またはtimelineオブジェクト自身を含んでいるパッチ）がtiOut
オブジェクトを含んでいる時、tiOutオブジェクトが受け取った任意の
メッセージは、timelineオブジェクトの特定のアウトレットへ送信さ
れる。timelineオブジェクトがアウトレットを持っていないならば、
tiOutオブジェクトが読み込まれた時点でMaxウィンドウにエラー・メ
ッセージが表示される。なぜなら、どのようなメッセージもtimeline
オブジェクトに送信することができないからである。
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（動作） timelineオブジェクトがplayメッセージを受け取る時、timelineオブジ
ェクトのエディター・ウィンドウに置かれているイベントのタイムラ
インは独自に進行する。タイムライン中のイベントに遭遇すると、そ
のイベントを特定のtiCmdオブジェクト（timelineオブジェクトが読み
込んだ他のパッチ内にある）に送信し、tiCmdオブジェクトは自分自
身のアウトレットからそのメッセージを出力する。

利用例

timeline のスピードをsetclockオブジェクトで操作する。markersメッセージを使ってtimeline の特定の場所に進む

参照

mtr マルチ･トラック･シーケンサー
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コント

ロールする
thisTimeline タイムラインへメッセージを送る
thisTrack タイムライン・トラックへメッセージを送る
tiCmd timelineオブジェクトからメッセージを受け取る
tiOut timelineオブジェクトにメッセージを送る

Tutorial 41 Timeline of Max messages（英文PDF参照）
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timeoutのオブジェクトが動作するためには、OMS（およびOMS Timing）が必要である。
OMSがインストールされていない場合は、timeoutは何も行わない。

入力

start 第1インレット：OMSタイミング・クロックを開始する。

stop 第1インレット：OMSタイミング・クロックを停止する。

整数 第1インレット：OMSタイミングの現在時刻を設定する。アーギュメ
ントとして指定したタイム・コードのフォーマットに従って、ミリ秒
か、ティックス（4分音符の分数値）か、SMPTEフォーマットでの80
フレーム・ビットとして時刻を指定する。timeoutの設定がSMPTEビ
ット・フォーマットでない場合は、第1インレットは現在時刻の時間
を設定する。

第2インレット：timeoutがSMPTEビット・フォーマットでない場合
に、現在時刻の分を設定する。

第3インレット：timeoutがSMPTEビット・フォーマットでない場合
に、現在時刻の秒を設定する。

第4インレット：timeoutがSMPTEビット・フォーマットでない場合
に、現在時刻のフレーム数を設定する。

format formatに続く数値によって、OMS Timingとtimeoutのタイム・コードの
フォーマットを設定する。タイム・コードのフォーマットは、0から
13までの数値として以下のように表される。

0 ミリ秒
1 ビート
2 24フレーム／秒・ビット
3 25フレーム／秒・ビット
4 30フレーム／秒・ドロップビット
5 30フレーム／秒・ビット
6 24フレーム／秒
7 25フレーム／秒
8 30フレーム／秒・ドロップ
9 30フレーム／秒
10 29.97フレーム／秒・ドロップビット
11 29.97フレーム／秒・ドロップ
12 29.97フレーム／秒・ビット
13 29.97フレーム／秒
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tempo 第1インレット：tempoに続く数値（整数でも実数でも構わない）によ
って、OMS Timingのビート・テンポ（1分間のビート数、BPM）を設
定する。timeoutがビートのタイム・フォーマットを用いている場合、
第1インレットに受け取る数値は、指定したテンポでのビートの分数
値（ティックス）を表す。

granularity 第1インレット：granularityに続く数値によって、4分音符あたりのティ
ックス数を設定する。これは、timeoutがOMS Timingに時刻を出力す
る時に用いられる。granularityとして用いることができる値は、12、24、
48、96、120、160、192、240、320、384、480、640、960、1920である。
これら以外の値では、エラー・メッセージが表示され、設定されない。

アーギュメント

整数 オプション。時刻を出力する時に用いるタイム・コードのフォーマッ
トを指定する。タイム・コードは先に挙げた0から13までの数値とし
て指定する。アーギュメントを指定しない場合は、デフォルトのタイ
ム・コードとしてミリ秒が用いられる。

出力

timeoutはアウトレットを持たない。timeoutは、受け取った時刻によ
って、OMS Timingのクロックをコントロールする。OMS Timingのク
ロックは、Maxと他のアプリケーション（外部クロック・モードに設
定する必要がある）を同期するために用いることができる。

利用例

timeoutは、マスター・テンポを設定するために、あるいは任意の時刻にジャンプするために用いることができる

参照

timein 外部ソースのタイム・コードを出力する
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入力

bang 第1インレット：timerオブジェクトを始動または再始動させる。

第2インレット：timerオブジェクトを始動してからの時間を出力させる。

clock 第1インレット：既存のsetclockオブジェクトの名前が続くclockメッセ
ージは、Maxの内部クロックでなく、指定されたsetclockオブジェク
トによって、timerオブジェクトを制御するように設定する。clockメッ
セージだけであれば、Maxの内部クロックによって、timerオブジェク
トを制御するように設定する。

出力

実数 timerオブジェクトが始動してから、第2インレットにbangを受け取る
までの間の経過時間を、ミリ秒単位で出力する。

利用例

bangを受け取る時間感覚を出力する ひとつのイベントで時間を出力し、timerを再始動させる

参照

clocker 一定の間隔で経過時間を出力する
delay bangを遅らせて出力する
setclock タイミング関連のオブジェクトのクロック速度をリモート・コント

ロールする

Tutorial 20 Using the computer keyboard（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ tiOutオブジェクトはアクション・パッチにおいて使用するように設計
されている。アクション・パッチのtiOutオブジェクトに受け取られた
あらゆるメッセージは、アクション・パッチを使用しているtimeline
オブジェクトのアウトレットから出力される。

アーギュメント

整数 オプション。timelineオブジェクトのどのアウトレットへメッセージ
を送るかを指定する。アーギュメントを指定しない場合は、tiOutオブ
ジェクトのメッセージはtimelineオブジェクトの第1アウトレットへ送
られる。

出力

（timelineへ） tiOutオブジェクトが受け取った任意のメッセージは、そのtiOutオブジ
ェクトをアクション・パッチに持つtimelineオブジェクトの指定した
アウトレットへと送られる。timelineオブジェクトにアウトレットが
存在しなければ、tiOutオブジェクトを読み込んだ時点でエラー・メッ
セージがMaxウィンドウに表示され、tiOutオブジェクトからtimelineオ
ブジェクトへ何のメッセージも送られない。

利用例

メッセージは tiOutに入り、timelineの指定したアウトレットから出力される

参照

tiCmd timelineオブジェクトからメッセージを受け取る
timeline Maxメッセージを時間軸で扱うスコア

Tutorial 41 Timeline of Max messages（英文PDF参照）
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入力

整数 数値はTogEdgeオブジェクトに格納される。入力する数値が0以外で、
以前に入力された数値が0の場合は、TogEdgeオブジェクトは第1アウ
トレットからbangを出力する。入力する数値が0で以前に入力された
数値が0以外の場合は、TogEdgeオブジェクトは第2アウトレットから
bangを出力する。それ以外の場合には、何も出力しない。

実数 TogEdgeオブジェクトは実数を無視する。

bang TogEdgeオブジェクトに格納されている数値を0から0以外へ、あるい
はその逆に変化させ、その変化に応じて、いずれかのアウトレットか
らbangを出力する。

アーギュメント

なし

出力

bang 第1アウトレット：格納している値が0から0以外の数値に変わった時
に、bangを出力する。

第2アウトレット：格納している値が0以外の数値から0に変わった時
に、bangを出力する。

利用例

オン・オフ状態の検出や、2つのトリガーでスイッチを切り替えるために利用する

参照

change 数値の反復を取り除く
led 色によって、オン/オフの状態を表示する
toggle オンとオフ（1と0）を切り替える
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入力

整数 数値はアウトレットから出力される。この数値が0でない場合には、
toggleオブジェクトは×印を表示し、オンであることを表す。それが0
の場合は、toggleオブジェクトは空白を表示し、オフであることを表
す。

実数 整数に変換される。

bang toggleオブジェクトがオフの場合にはオンに切り替え、オンの場合に
はオフに切り替える。

toggleオブジェクト上でマウスのクリックは、そのインレットにbang
を受け取った時と同じ効果を持つ。

set アウトレットから出力せずに、toggleオブジェクトのオン・オフを切
り替える。0でない値の続くsetメッセージはtoggleオブジェクトをオン
に設定し、set 0メッセージはオフにする。

（マウス） toggleオブジェクトをクリックすれば、bangメッセージの入力と同じ
ように動作する。

アーギュメント

なし。

出力

整数 インレットに受け取った数値は、アウトレットから出力される。bang
かマウスのクリックは、toggleオブジェクトがオンまたはオフへ変化
した状態に従って、1か0をアウトレットから出力する。

利用例

画面上のコントローラ、または、通過する数値のオン・オフの状態を表示するために使用する
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参照

led 色によって、オン/オフの状態を表示する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
radiogroup ラジオ・ボタンやチェック・ボックスのユーザー・インターフェー

ス・オブジェクト
TogEdge 0と0以外の数値の変化を出力する

Tutorial 5 toggle and comment（英文PDF参照）
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入力

任意のメッセージ tosymbolオブジェクトは入力に、任意のメッセージ、数値、リストを
受け付け、1つのシンボルを出力する。シンボルは最大2048キャラク
ターの長さまで可能である。

separator separatorは、連結するために用いられる区切り文字を指定する。アー
ギュメントを持たないseparatorメッセージはすべてのスペースを取り
除き、1つのシンボルを生成する（例えば、1 2 3 4は1234となる）。
separatorメッセージはパス名を構成するのに用いることができる（例
えば mylaptop max mujunkというメッセージをmylaptop:Max:myjunkとす
る）。デフォルトの区切り文字は1つのスペースである。

アーギュメント

なし。

出力

シンボル メッセージ、数値、リストを連結した1つのシンボル。

利用例

任意の入力を1つのシンボルへと変換する

参照

fromsymbol シンボルを個々の数値かメッセージに変換する
zl 多目的なリスト処理
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入力

（MIDI） touchinは、MIDI入力デバイスから受信したMIDIアフタータッチ（チ
ャンネル・プレッシャー）・メッセージを受け取る。

enable enable 0のメッセージはオブジェクトを使用不能にし、受信するMIDI
データを無視するようになる。pcontrolオブジェクトやMIDIEnable/
Disableボタンによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不
可にしている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクト
を再び受信可能にする。

port portの後にaからzの文字を続けるか、MIDI入力デバイスの名前を続け
ることによって、アフタータッチを受信するポートを設定する。port
という単語はオプションで、省略することもできる。

整数 数値は、受信したMIDIアフタータッチの値として扱う。第2アウトレ
ットがある場合は、MIDIチャンネル・ナンバーとして0を出力する。
受け取った数値は第1アウトレットから出力し、0から127の範囲には
限定されない。

（マウス） touchinオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択す
るダイアログが開く。

アーギュメント

a-z オプション。アフタータッチを受信するポートを指定する。アーギュ
メントを指定しない場合、touchinはすべてのポートのすべてのチャン
ネルから受信する。

（MIDI入力デバイス名） オプション。入力ポートを指定するために、第1アーギュメントに
MIDI入力デバイスの名前を使うことができる。

a-zと整数 空白文字で区切られた文字と数値の組み合わせは、アフタータッチを
受信するポートとMIDIチャンネルを指定する。チャンネル・ナンバー
が16より大きい場合は、1から16の範囲に収まるように変換される。

整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。
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出力

整数 アーギュメントで特定のチャンネル・ナンバーを指定している場合
は、アウトレットは1個だけ存在する。この場合は、指定したチャン
ネルとポートから受信したアフタータッチの値である0から127までの
数値が出力される。

アーギュメントでチャンネル・ナンバーを指定しない場合は、touchin
は第2アウトレットを持ち、このアウトレットから受信したアフター
タッチ・メッセージのチャンネル・ナンバーを出力する。

利用例

アフタータッチ・メッセージは、どこでも受信することができ、ポートのみを指定するか、
ポートとチャンネルを指定することができる

参照

touchout MIDIアフタータッチを送信する
midiin 生のMIDIデータを受信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：数値はMIDIアフタータッチの値として扱われ、指定
されたチャンネルとポートから送信される。数値は0から127の間に制
限される。

第2インレット：数値はアフタータッチを送信するチャンネル・ナン
バーとして格納される。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：リストの1番目の数値はアフタータッチの値として、
2番目の数値はチャンネル・ナンバーとして扱われ、指定したチャン
ネルとポートから送信する。

enable enable 0メッセージはオブジェクトを使用不可にし、MIDIデータを送
信しないように設定する。MIDI Enable/Disableボタンやpcontrolオブジ
ェクトによって、パッチ・ウィンドウの全体がMIDIの使用を不可にし
ている場合でも、0ではない数値が続くenableは、オブジェクトを送信
可能にする。

port portの後に文字のaからzの文字を続けるか、MIDI出力デバイスの名前
を続けることによって、アフタータッチを送信するポートを設定する。
portという単語はオプションで、省略することもできる。

（マウス） touchoutオブジェクトをダブルクリックすれば、OMSデバイスを選択
するダイアログが開く。

アーギュメント

a-z オプション。アフタータッチを送信するポートを指定する。文字のア
ーギュメントを指定している時に、チャンネル・ナンバーが16より大
きければ、1から16の範囲に収まるように変換される。アーギュメン
トが存在しない場合は、touchoutは初期状態として、ポートaからMIDI
チャンネル1として送信する。

a-zと整数 空白で区切られた文字と数値の組み合わせによって、送信するアフタ
ータッチのポートとMIDIチャンネルを指定する。チャンネル・ナンバ
ーが16より大きければ、1から16の範囲に収まるように変換される。

（MIDI出力デバイス名） オプション。MIDI出力デバイスの名前は、ポートを指定する最初のア
ーギュメントとして用いることができる。
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整数 文字と数値の組み合わせの代わりに、数値だけを指定しても良い。チ
ャンネル・ナンバーのアーギュメントの正確な意味は、MIDI Setupダ
イアログで指定したポートごとのチャンネル・オフセットによって決
まる。

出力

（MIDI） アウトレットは存在しない。オブジェクトに指定したMIDI出力ポート
から、MIDIアフタータッチ・メッセージが送信される。

利用例

文字のアーギュメントは、送信ポートを限定する または、数値によってポートとチャンネルを指定する

参照

touchin MIDIアフタータッチを受信する
midiout 生のMIDIデータを送信する

Tutorial 16 More MIDI ins and outs（英文PDF参照）
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入力

整数または実数 数値は、入力されたアーギュメント（整数、実数、リスト、シンボル
（空の場合でも）、bangのいずれか）で指定された型に従って、それぞ
れのアウトレットから出力される。

bang bang、整数の0、実数の0.、リストの0、空のシンボルのいずれかを、
それぞれのアウトレットから出力する。

リスト リストは、1という文字によって割り当てられたアウトレットから出
力される。他のアウトレットではリストは変換され、整数の0、実数の0.、
空のシンボル、bangのいずれかとして出力される。

シンボル シンボルは、sという文字によって割り当てられたアウトレットから
出力される。他のアウトレットではシンボルは変換され、整数の0、
実数の0.、リストの0、bangのいずれかとして出力される。

アーギュメント

i、f、b、l、s オプション。アーギュメントの数はアウトレットの数を決定する。そ
れぞれのアウトレットはアーギュメントに従って整数、実数、bang、
リスト、シンボルのいずれかを出力する。アーギュメントが指定され
ていなければ、整数を出力する2つのアウトレットが作られる。

任意のメッセージ オプション。整数、実数、シンボルが指定された場合は、定数として
その値が出力される。

出力

整数または実数 インレットに受け取った数値は、右から左への順序で、アウトレット
から出力される。その数値は、アウトレットに対応するアーギュメン
トに従って、整数、実数、リスト、シンボル、bangのいずれかに変換
されて、出力される。インレットに受け取ったシンボル、リスト、
bangは、iのアーギュメントに対応するアウトレットでは整数の0に、f
のアーギュメントに対応するアウトレットでは実数の0.に変換される。

bang インレットに受け取ったすべての入力は、bのアーギュメントに対応
するアウトレットから出力される時に、bangに変換される。

リスト インレットに受け取ったリストは、11のアーギュメントに対応するア
ウトレットから、そのまま出力される。その他のすべての入力は、0
という1つの項目を持つリストに変換されて、出力される。
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シンボル インレットに受け取ったシンボルは、sのアーギュメントに対応する
アウトレットから、そのまま出力される。その他のすべての入力は、
空のシンボル（“”）に変換されて、出力される。注記：この空のシン
ボルを認識できるのはprintオブジェクトのみであり、空のメッセージ
をMaxウィンドウに正確に出力する。他のオブジェクトは、この空の
シンボルを無視するか、またはエラー・メッセージをMaxウィンドウ
に出力する。

利用例

通常、右から左への順序で処理される triggerオブジェクトによって、異なる順序を指定できる

参照

bangbang 順番に複数のbangを出力する
message 任意のメッセージを送る

Tutorial 7 Right-to-Left（英文PDF参照）
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入力

整数 第1インレット：入力値が現在Troughオブジェクトに格納されている値
より小さければ、それを新しい最小値として格納し、出力する。

第2インレット：この数値は、Troughオブジェクトに新しい最小値と
して格納され、出力される。

実数 第1インレット：Troughオブジェクトは認識しない。

第2インレット：整数に変換される。

リスト 第1インレット：2つ目の数値は、新しい最小値として格納され、出力
される。そして、1つ目の数値が、第1インレットに受け取られること
になる。

bang 第1インレット：現在格納されている最小値を、第1アウトレットから
出力する。

アーギュメント

なし。Troughオブジェクトに格納される初期値は128である。

出力

整数 第1アウトレット：新しい最小値が出力される（第2インレットに受け
取られた数値は、常に新しい最小値となる）。

第2アウトレット：受け取られた値が新しい最小値の場合は、1が出力
される。また、第1インレットに受け取った数値が新しい最小値でな
い場合は、0が出力される。

第3アウトレット：受け取られた値が新しい最小値の場合は、0が出力
される。また、第1インレットに受け取った数値が新しい最小値でな
い場合は、1が出力される。
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利用例

連続する数値の中で最小値を見つける 第2インレットに受け取られた数値は、常に新しい最小値を設定する

参照

minimum 数値のリストの中で最も小さい値を出力する
Peak 数値が直前の値より上回る時に出力する
< 2つの数値を比較し、より小さいことを判断する
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入力

bang ubuttonオブジェクトは2つのモードで操作することができる。ubutton
がボタン・モード（デフォルトのモード）であれば、インレットに
bangを受け取ると、瞬間的にハイライト状態になり、第1アウトレッ
トからbangを出力する。ubuttonがトグル・モードであれば、インレッ
トにbangを受け取ると、ハイライト状態になり、第2アウトレットか
らbangを出力する。すでにハイライト状態なら、ハイライト状態を解
除し、第1アウトレットからbangを出力する。

任意のシンボル bangに変換される。

（マウス） ボタン・モードでは、マウス・クリックによってubuttonはハイライト
状態になり、マウス・ボタンを押している間、ハイライト状態を続け
る。マウス・ボタンを押した時に、第2アウトレットからbangを出力
し、マウス・ボタンを離した時に、第1アウトレットからbangを出力
する。トグル・モードでは、マウス・クリックはbangの入力と同じよ
うに動作する。マウスをクリックした時に、マウス・カーソルが
ubuttonオブジェクトの領域内にあれば、ubuttonは第4アウトレットか
ら1を出力し、領域内になければ0を出力する。これらのメッセージは、
マウス・ボタンを離した時も、同じように出力される。ubuttonが
Track Mouse While Draggingモードであれば、クリック後にマウス・ボ
タンを押している間中、これらのメッセージを連続して出力する。

stay 0でない数値が続くstayメッセージは、ubuttonをボタン・モードに設定
し、指定した数値を待つように設定する。その数値をインレットに受
け取れば、出力は行われないが、ubuttonはハイライト状態になり、他
のメッセージを受け取るか、マウス・クリックされるまでハイライト
状態を続ける。stay 0メッセージは、ubuttonを通常のボタン・モード
に設定し、特定の数値を待たなくなる。

整数 ubuttonが特定の数値（Stay-on Valueと呼ばれる）を待っている時、受
け取った数値が一致すれば、ubuttonはハイライト状態になるが、出力
は行わない。受け取った数値が一致しない場合、ubuttonはハイライト
状態を解除する。Stay-on Valueが0であれば、整数はbangと同じように
扱われる。

実数 整数に変換される。

dragtrack 0でない数値が続くdragtrackメッセージは、Track Mouse While Dragging
モードを有効にする。このモードでは、位置と内側であるか外側であ
るかを示すメッセージ（先のマウスの項を参照のこと）を、マウス・
ボタンをクリックして、マウス・ボタンを押し続けている間、連続的
に出力する。dragtrack 0メッセージは、このモードを解除する。デフ
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ォルトでは、このモードは解除されている。このモードはubuttonのイ
ンスペクターでも設定できる。

set ubuttonがトグル・モードであれば、set 1メッセージはubuttonのトグル
を入れ（ハイライト状態にする）、set 0メッセージはトグルを切る
（ハイライト状態を解除する）。setに他の整数が続く場合は、Stay-on
Valueと比較される数値としてubuttonは扱う。この場合、出力は行わ
れない。

toggle 0でない数値が続くtoggleメッセージは、ubuttonをトグル・モードにす
る。toggle 0メッセージは、ubuttonをボタン・モードにする。

インスペクター

ubuttonオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のubuttonオブジェクトを選択することで、ubuttonオブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。ubuttonオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

ubuttonのインスペクターでは、Button Mode（デフォルト）かToggle
Modeを指定することができる。Hightlight When Clickedのチェック・
ボックスは、ubuttonオブジェクトのマウスに対する動作を設定する。
Track Mouse While Draggingのチェック・ボックスは、マウス・カーソ
ルの位置に関する出力を設定する（dragtrackメッセージを参照のこ
と）。Stay-on Valueに0でない数値を入力すれば、ubuttonがボタン・モ
ードにおいて待機する数値を指定することになる。トグル・モードを
選択するためには、Stay-on Valueを0に設定する必要がある。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、Editメニューの Undo lnspector Changesを選択することで
も、オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻す
ことができる。

アーギュメント

なし
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出力

bang 第1アウトレット：（Stay-on Valueが0の時の）ボタン・モードでは、
どのような入力があっても、ubuttonは一瞬ハイライトし、第1アウト
レットからbangを出力する。マウス・ボタンを離した時も、第1アウ
トレットからbangを出力する。

ubuttonオブジェクトがトグル・モードで、すでにハイライト状態であ
れば、どのような入力があっても、ubuttonはハイライト状態を解除し、
第1アウトレットからbangを出力する。

bang 第2アウトレット：（Stay-on Valueが0の時の）ボタン・モードでは、
ubuttonオブジェクトをマウスでクリックすれば、マウス・ボタンを押
した時に、第2アウトレットからbangを出力する。

ubuttonオブジェクトがトグル・モードであれば、どのような入力があ
っても、ubuttonオブジェクトはハイライト状態になり、第2アウトレ
ットからbangを出力する。すでにハイライト状態であれば、ハイライ
ト状態を解除するが、bangは出力しない。

リスト 第3アウトレット：マウス・ボタンをクリックしたり、離した時に、
ubuttonオブジェクトは、マウス・カーソルの位置を示す2つの数値の
リストを出力する。この位置は、ubuttonオブジェクトの領域の左上隅
からのオフセットとして、ピクセル単位で表される。インスペクター
やdragtrackメッセージによって、ubuttonオブジェクトがTrack Mouse
While Draggingモードであれば、マウス・ボタンを離すまで、マウス
の動きに応じて、新しい位置を出力する。

整数 第4アウトレット：マウス・ボタンをクリックしたり、離した時に、
マウス・カーソルがubuttonのオブジェクトの領域内にあれば、アウト
レットから1を出力する。インスペクターやdragtrackメッセージによっ
て、ubuttonオブジェクトがTrack Mouse While Draggingモードであれば、
マウス・ボタンを押している間に、マウス・カーソルがubuttonオブジ
ェクトの領域外に移動すれば、0を出力する。

利用例

コメントやピクチャの上にubuttonオブジェクトを配置すれば、それらはマウス・クリックに反応する
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参照

bangbang 順番に複数のbangを出力する
button 任意のメッセージによって動作し、bangを送信する
fpic 画像ファイルより画像を表示する
led 色によって、オン/オフの状態を表示する
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
radiogroup ラジオ・ボタンやチェック・ボックスのユーザー・インターフェー

ス・オブジェクト

Tutorial 19 Screen aesthetics（英文PDF参照）
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入力

整数 数値はメニュー項目を出力し、その項目をumenuに表示する。メニュ
ー項目の番号は0から始まる。

メニュー項目は、ポップアップ・メニューとしてマウスで選択するこ
とができる。

append appendに続くメッセージによって、メニューの最後に新しい項目を追
加することができる。

autosize autosizeに続く1か0によって、最も長い項目の横幅に合わせてポップア
ップ・メニューのサイズを変更する機能を設定または解除する。
autosizeがオフであれば、メニューの横幅はオブジェクトの領域自体の
長さになる。

bang 現時点で表示されているメニュー項目を出力する。

brgb brgbに続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
色をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は、211 211 211であ
る。

checkitem checkitemの後にメニュー番号と1か0の数値が続き、1ならばメニュー
項目にチェック・マークを付け、0ならチェック・マークを外す。

clearchecks clearchecksは、すべてのメニュー項目のチェック・マークを外す。

clear すべてのメニュー項目をumenuから消去する。

color colorに続く0から15までの数値によって、テキストの色を設定する。
この数値は、標準でプリセットされている色の番号である。

delete deleteに続く数値によって、その番号のメニュー項目をumenuから削除
する。

evalitemtext evalitemtextに続く1か0によって、Evaluate Item Textモードのオン・オ
フを切り替える。このモードがオンであれば、メッセージやマウス・
クリックによってメニューの値が変わった時に、そのアイテムのテキ
ストによるメッセージを第2アウトレットから出力する。

frgb frgbに続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
テキストの色をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は、0 0 0
である。

labelclick labelclickに続く1か0によって、Label Clickモードのオン・オフを切り
替える。このモードがオンであり、オブジェクトがLabelモードであれ
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ば、オブジェクトの領域をクリックすることで、現在のメニューの値
を第1アウトレットから出力することができる。この場合、現在のメ
ニュー項目のテキストはアンダーライン付きで表示される。

maxitems maxitemsに続く数値によって、umenuのメニュー項目の最大数を設定
する。これは、umenuオブジェクトのインスペクター（下記のインス
ペクターの項目を参照のこと）のMaximum number of itemsの設定と同
じである。

mode modeに続く1、2、3の数値によって、umenuの表示方法と動作を設定す
る。mode 1は通常のポップアップ・メニュー方式であり、mode 2では
スクロール・メニュー方式、mode 3はメニューの代わりにラベルを表
示する。この設定は、umenuオブジェクトのインスペクター（下記の
インスペクターの項目を参照のこと）でのModeの設定と同じである。

rgb2 rgb2に続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
メニュー項目の枠の上側の明るい色（3Dメニュー項目のハイライト部
分）をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は、255 255 255で
ある。

rgb3 rgb3に続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
メニュー項目の枠の上側の暗い色（3Dメニュー項目のシャドウ部分）
をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は221 221 221である。

rgb4 rgb4に続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトのメ
ニュー項目の枠の下部の明るい色（3Dメニュー項目のハイライト部分）
をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は170 170 170である。

rgb5 rgb5に続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
メニュー項目の枠の下部の暗い色（3Dメニュー項目のシャドウ部分）
をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は119 119 119である。

rgb6 rgb6に続く0から255までの3つの数値によって、umenuオブジェクトの
メニュー項目の角のドットの色をRGBフォーマットで設定する。色が
ついたオブジェクトやパネルを背景にしてumenuのオブジェクトを使
う場合、背景のオブジェクトの色に合う色を設定する必要がある。デ
フォルト値は187 187 187である。

set setに続く数値またはシンボルによって、umenuが表示するメニュー項
目を指定する。ただし、出力は行わない。setのアーギュメントがシン
ボルであれば、そのシンボルで始まるメニュー項目を探して表示する。

setcheck Macintoshのみ。setcheckに続く0から255までの数値によって、チェッ
ク・マークとして用いる文字を設定する。setcheck 0はデフォルトの文
字を使うように設定する。
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setitem setitemに続くメニュー項目の番号とメッセージによって、そのメニュ
ー項目の内容を設定する。

setrgb setrgbに続く0から255までの6つの数値によって、最初の3つの数値は
前景（テキスト）の色を、残りの3つの数値は背景の色（オブジェク
トの色）をRGBフォーマットで設定する。

showchecked 現在表示しているメニュー項目にチェック・マークが付いていれば、
何も変化しない。そうでなければ、チェック・マークが付いている最
初の項目を表示する。どの項目もチェック・マークが付いていなけれ
ば、何も変化しない。

シンボル シンボルのアーギュメントが続くsetメッセージと同じであるが、シン
ボルに一致した項目の番号を出力する（Evaluate Item Textモードであ
れば、その項目のテキストを第2アウトレットから出力する）。

インスペクター

umenuオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のumenuオブジェクトを選択することで、umenuオブジ
ェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示するこ
とができる。umenuオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet
Info...を選択することでも、インスペクターを表示することができる。

Menu Textにはメニューに表示する項目を、コンマで区切って入力す
る。Maximum Itemsはメニュー項目の最大数を指定する。32から2000
までのメニュー項目を持つことができる（デフォルト値は64）。ポッ
プアップ・メニューのModeでは、umenuオブジェクトの表示方法とユ
ーザー・インターフェースとしての動作を指定することができる。
Normal（デフォルト）モードは、クリックしている間に、すべてのメ
ニュー項目を一覧として見ることができる標準的なポップアップ・メ
ニューである。Scrollingモードでは、一度には一つの項目しか表示し
ないが、マウスを上下にドラッグすることで個々のメニュー項目をス
クロールすることができる。Labelモードは、周囲に境界線を表示せ
ずに、選択されたメニュー項目のテキストを表示し、マウスには反応
しない。Auto Sizeをチェックすれば、umenuのオブジェクトのポップ
アップ・メニューの横幅は、最も長いメニュー項目の横幅に合うよう
に調節される。Evaluate Item Textをチェックすれば、メニュー項目を
選択した時に、そのテキストを第2アウトレットから出力する。
Colorのオプションでは、swatchオブジェクトによるカラー・ピッカ
ーやRGBの数値によって、umenuのテキストや背景の色を指定できる。
Textsは表示するメッセージの色を設定し（デフォルト値は0 0 0）、
Backgroundは、選択肢として表示するメッセージの背景色を設定する
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（デフォルト値は221 221 221）。Upper Frame Light、Upper Frame Dark、
Lower Frame light、Lower Frame Darkは、メニュー項目の枠にあるハイ
ライト部分とシャドウ部分の色を設定する。デフォルト値は、枠の上
部のハイライト部分は255 255 255、枠の上部のシャドウ部分は221 221
221、枠の下部のハイライト部分170 170 170、枠の下部のシャドウ部
分は119 119 119である。Corner Dotsはメニュー項目の角のドットの色
を設定する。デフォルト値は187 187 187である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

umenuのフォントと大きさはFontメニューで変えることができる。

アーギュメント

なし

出力

整数 第1アウトレット：選択されたメニュー項目の番号を出力する。メニ
ュー項目の番号は0から始まる。

任意のメッセージ 第2アウトレット：Evaluate Item Textモードであれば、選択されたメニ
ュー項目のテキストをメッセージとして出力する。

利用例

コマンドを送るために使用する または、受け取った数値と一致するテキストを表示する

参照

coll 様々な種類のメッセージを格納し、編集する

Tutorial 37 Data structures（英文PDF参照）
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入力

クラス・シンボル universalオブジェクトは、オブジェクト・クラスの名前（例えば、
tableやdspstate~など）に続いて、メッセージの指定と、そのメッセー
ジのアーギュメントとなる任意の数値を入力することを想定してい
る。このメッセージと（もしあれば）アーギュメントは、同じパッチ
（および、そのサブ・パッチ）内の、指定したクラスのすべてのイン
スタンスへ送信される。

sendmessage 予約されているMaxメッセージ名（intやfloatのような）をクラス名と
して持つオブジェクトにメッセージを送る場合は、そのメッセージを
sendmessageで始める必要がある。sendmessageメッセージは、任意の
クラスに使うことができる。

アーギュメント

int オプション。アーギュメントとして1が指定されている場合には、
universalオブジェクトは、受け取ったメッセージを、そのuniversalオ
ブジェクトを含んでいるパッチと同じように、サブ・パッチ内のクラ
スのオブジェクトにも送信する。

出力

なし。このオブジェクトはアウトレットを持たないが、このオブジェ
クトが送信するメッセージを受信するオブジェクトは、それらのアウ
トレットから何らかの出力を生じることになる。ただし、メッセージ
がオブジェクトに送られる順序は確定できない。このことは、sendオ
ブジェクトやreceiveオブジェクトを用いた場合でも、同じである。

利用例

同じクラスのすべてのオブジェクトに、一度にメッセージを送信する

参照

forward 様々なオブジェクトにパッチ・コードなしでメッセージを送信する
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
value 他のオブジェクトと格納されている値を共有する
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入力

リスト このリストの（アウトレットの数までの）項目は、リスト内の位置に
対応するアウトレットから出力される。

整数 この数値は第1アウトレットから出力される。

実数 第1アーギュメントに実数を指定している場合以外は、整数に変換さ
れる。この数値は第1アウトレットから出力される。

シンボル このシンボルは第1アウトレットから出力される。第1アーギュメント
にシンボルを指定している場合以外は、第1アウトレットから0が出力
される。

bang 格納されているリストの項目を、対応しているアウトレットから出力
する。

アーギュメント

任意 オプション。アウトレットの数はアーギュメントの数によって決定さ
れる。アーギュメントは、整数、実数、シンボルの任意の組み合わせ
として指定できる。整数や実数のアーギュメントに対応するアウトレ
ットでは、入力された項目は、必ず常に数値の型に変換される。アー
ギュメントでシンボルが指定されたアウトレットは、入力された項目
に変化させずに出力する。アーギュメントが指定されていなければ、
unpackオブジェクトは整数のアウトレットを2つ持つ。

出力

整数 インレットに受け取ったリストの項目は、対応するアウトレットから
出力される。リストの1つ目の項目は第1アウトレットから出力され、
以下それに続くように出力される。実数やシンボルは、アーギュメン
トで整数が指定されたアウトレットから出力される時に、整数に変換
される（シンボルは整数の0へと変換される）。

実数 リスト内の整数やシンボルは、アーギュメントで実数が指定されてい
るアウトレットから出力される時に、実数に変換される（シンボルは
実数の0.へと変換される）。

シンボル 入力されたリスト内のシンボルは、アーギュメントでシンボルが指定
されたアウトレットから、対応する順序で出力される。整数や実数が
指定されたアウトレットからは、シンボルは0または0.0へと変換され
て、出力される。
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利用例

リスト内の項目は、異なる場所へと出力される

参照

iter リストを数値ごとに分解する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
zl 多目的なリスト処理

Tutorial 30 Number groups（英文PDF参照）
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入力

bang 第1インレット：0から指定された最大値より1小さい数までの、すで
に出力されていない数値を出力する。

clear 第1インレット：出力された数値のリストを消去する。

整数 第2インレット：すでに出力された数値のリストを消去して、乱数ジ
ェネレーターの最大値を指定する。出力される数値は、0から最大値
より1小さい数までの範囲である。

seed 第1インレット：seedメッセージに続く数値で、乱数ジェネレーターの
シード値を設定する。それは、疑似乱数の特定の（再現可能な）系列
を発生させる。数値が0であれば、システム起動時からの経過時間（こ
れは予測不可能な値と考えられる）をシード値として設定する。urnオ
ブジェクトが作成される時は、このシード値を初期値として用いる。

アーギュメント

整数 オプション。乱数ジェネレーターが取り得る値の数を指定する。アー
ギュメントを指定しない場合は、取り得る値の数は1である。

出力

整数 第1アウトレット：clearメッセージを受け取った以降に、現在設定さ
れている範囲で、まだ出力されていない数値があれば、urnオブジェ
クトは、0から最大値より1小さな数までのランダムな数値を出力する。

bang 第2アウトレット：現在設定されている範囲のすべての数値が出力さ
れれば、urnオブジェクトは第1アウトレットから数値を出力する代わ
りに、第2アウトレットからbangを出力する。

利用例

繰り返しのないランダムを発生させなさい
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参照

decide オンあるいはオフ（1あるいは0）をランダムに選択する
drunk ある範囲を移動するようなランダムな数値を出力する
random ランダムな数値を発生させる
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入力

整数 数値が入力されれば、グラフィカルにusliderオブジェクトが動き、ア
ウトレットからその数値が出力される。オプションとして、usliderオ
ブジェクトは、アウトレットから出力する前に、数値に一定数値を掛
け算し、オフセットを足し算することができる。

（マウス） usliderオブジェクトは、マウスのクリックやドラッグによって、数値
を出力する。

実数 整数に変換される。

bang usliderオブジェクトに格納されている現在の数値を出力する。

color colorメッセージに続く0から15までの数値によって、usliderオブジェ
クトの中央部分の色を指定する。ObjectメニューのColorから選ぶこと
でも、色を指定することができる。

local localメッセージに続く0以外の数値によって、usliderオブジェクトはマ
ウス操作が可能になる（デフォルト）。local 0なら、マウス操作は不可
能になり、インレットからの入力にのみ応じる。

min minメッセージに続く数値で、usliderオブジェクトが出力する数値の最
小値を指定する。デフォルト値は0である。

mult multメッセージに続く数値によって、usliderオブジェクトから出力す
る数値に対して掛け算を行なう乗数を指定する。掛け算は、オフセッ
トの足し算の前に行われる。乗数のデフォルト値は1である。

resolution resolutionメッセージに続く数値によって、usliderオブジェクトから出
力する数値の時間間隔をミリ秒単位で指定する。これは、usliderオブ
ジェクトの表示を更新する時間間隔でもある。

set setメッセージに続く数値によって、usliderオブジェクトの値と表示を
変えるが、出力は行わない。

size sizeメッセージに続く数値によって、usliderオブジェクトのサイズ（範
囲）を指定する。このデフォルト値は128である。サイズを1に設定する
と、usliderオブジェクトのスライダーは動かなくなる（1つの値を表示
するだけであるため）。1未満の数値を設定しても、サイズは2になる。

インスペクター

usliderオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のusliderオブジェクトを選択することで、usliderオブジ
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ェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示するこ
とができる。usliderオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet
Info...を選択することでも、インスペクターを表示することができる。

usliderオブジェクトが受け取る数値は、0からインスペクターのSlider
Rangeで設定した値より1小さい数値までに制限される。この設定値の
デフォルト値は128である。Offsetには、掛け算の後に足し算する数値
を設定する。このデフォルト値は0である。Multiplierでは、出力する
数値に掛け算をする数値を設定する。掛け算は、オフセット値を足し
算する前に行われ、そのデフォルト値は1である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

出力

整数 インレットに受け取った数値や、マウスのクリックやドラッグによっ
て設定された数値は、最初に乗数を掛け算し、次にオフセット値を足
し算した上で、アウトレットから出力される。

利用例

画面上をドラッグして出力する または、通過する数値を表示する

参照

dial ダイアル操作によって数値を出力する
hslider 画面上のスライダーを動かすことによって数値を出力する
kslider 画面上のキーボードから数値を出力する
pictctrl ピクチャーを用いたコントロール
pictslider ピクチャーを用いたスライダー・コントロール
rslider 数値の範囲を変更し、それを表示する
slider 画面上でスライダーを動かすことによって数値を出力する

Tutorial 14 Sliders and dials（英文PDF参照）
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入力

bang 第1インレット：次から次へと、bangメッセージを一気に出力させる。
出力されるbangメッセージの数は、インレットに受け取った最後の数
値によって決まる。

整数 第1インレット：bangメッセージを出力する数を設定し、その数だけ、
次から次へと、一気にbangメッセージを出力させる。

第2インレット：bangメッセージを出力する数を設定する。bangメッ
セージは出力しない。

pause 第1インレット：Uziオブジェクトの出力を途中で止める（Uziオブジェ
クトは一気にbangを出力するので、Uziオブジェクト自身の出力に従っ
て何らかの方法で、このメッセージを出力しなければならない）。Uzi
オブジェクトは、何個のbangを出力したかを記憶しているので、pause
メッセージによって、Uziオブジェクトの出力を途中で止めた後に、
resumeメッセージやcontinueメッセージによって、残りのbangメッセー
ジを出力することができる。

break pauseと同じである。

resume 第1インレット：Uziオブジェクトが、pauseメッセージによって、出力
を途中で止められている場合に、残りのbangを出力する。

continue resumeメッセージと同じである。

アーギュメント

整数 オプション。bangを出力する個数の初期値を指定する。アーギュメン
トに何も指定しない場合は、Uziオブジェクトは1つしかbangを出力し
ない。

出力

bang 第1アウトレット：Uziオブジェクトにbangまたは整数を入力された時
に、指定された数だけbangメッセージを一気に出力する。出力する
bangの数は、第1インレット、第2インレットに入力された数値によっ
て決まる。

第2アウトレット：最後のbangが出力された時に、第2アウトレットか
らbangが出力される。これはcounterオブジェクトのcarryアウトレット
に似ていて、すべてのbangが送られたという合図として使用できる。
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整数 第3アウトレット：出力されるbangの番号を出力する。整数または
bangを第1インレットに受け取る度に、出力されるbangには、1から始
まる番号が付けられる。Uziオブジェクトがresumeメッセージまたは
continueメッセージによって出力を再開する時には、最後に出力され
た番号の次から出力が始まる。

利用例

Uziを使い一気に数える Uziを使用し特定のレートで数える Uziを使用してすばやく多くの
計算を実行する

参照

counter bangメッセージをカウントし、回数を出力する
line ある値から異なる値へと、補完しながら数値を連続して出力する
metro 一定の時間間隔でbangメッセージを出力する
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入力

任意のメッセージ メッセージは格納され、他のすべての同じ名前のvalueオブジェクトと
共有される。それは、他のパッチにあっても構わない。同じ名前を持
つ他のvalueオブジェクトが受け取ったメッセージによっても、格納さ
れている内容が変化する。

bang 格納されているメッセージを出力する。

（マウス） valueオブジェクトをダブルクリックすると、同じ名前のvalueオブジ
ェクトを持つすべてのパッチ・ウィンドウが開く。

アーギュメント

symbol 必須。valueオブジェクトの名前を決める。

任意のメッセージ オプション。第2アーギュメントとして、valueオブジェクトに格納す
るメッセージを指定する。アーギュメントを指定しなければ、valueオ
ブジェクトの内容は空である。

出力

任意のメッセージ bangをインレットに受け取ると、格納しているメッセージを出力する。

利用例

1つの値または任意のタイプのメッセージが、同じ名前を持つすべてのvalueの間で共有される

参照

float 実数を格納する
int 整数を格納する
pv パッチとそのサブ・パッチ内に限定して、変数を共有する
send パッチ・コードなしでメッセージを送信する
receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する

Tutorial 24 send and receive（英文PDF参照）
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vdpオブジェクトは、Pioneer 4200または8000 standardと互換性のある、シリアル制御に対
応したビデオディスク・プレーヤーを扱う（これらは販売が終了している）。vdpオブジェ
クトが受け取ったそれぞれのコマンドは、オブジェクトの第1アウトレットから数値のス
トリームとして出力されるが、これはserialオブジェクトに入力することを意図している。
後述するそれぞれのコマンドについての説明は、コマンドがプレーヤーに対してどのよう
な効果を持つかについて述べており、vdpによって出力される文字列ストリームそのもの
に関してではない。

ビデオディスク・プレーヤーは、バッファーがほとんどないシリアル・インターフェース
を持っている。このため、vdpオブジェクトは受け取ったそれぞれのコマンドをキューに
入れ、プレーヤーが直前のコマンドの処理を終えた時だけに出力する。この仕様により、
vdpオブジェクトにコマンドが送られてから、シリアル・ポートに実際に出力されるまで
の間に時間的な遅れが生じるかもしれない。

第2インレットに受け取った任意のメッセージは、第1インレットで受け取った場合と、ま
ったく同じように振る舞うが、コマンドはキューの先頭に格納され、プレーヤーに対して
次に出力されるコマンドになる。

入力

clear 第1インレット：待機中になっているコマンドをキューから取り除き、
オブジェクトをリセットする。

control 第1インレット：1つの数値を伴うcontrolは、ビデオディスク・プレー
ヤーに、次の操作の内の1つを実行するように伝える。

数値 操作
0 プレーヤーを初期化し、リセットする
1 ディスクをイジェクトする
2 オーディオをオフにする
3 オーディオ1をオンにする
4 オーディオ2をオンにする
5 ステレオをオンにする
6 画面をオンにする
7 画面をオフにする
8 フレーム数の表示をオンにする
9 フレーム数の表示をオフにする
11 フレーム・アクセス・モード
12 タイム・アクセス・モード
13 チャプター・アクセス・モード

fps 第1インレット：再生速度を設定する。fpsメッセージは、1つの数値
（1秒あたりのフレーム数）または1つの単語を伴う。これらの単語と
数値は、（少なくともPioneer 4200に関しては）同じ意味を持つ。
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vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・
プレーヤーをコントロールする



slowest 1
slower 10
slow 15
normal 30
fast 60
faster 90
fastest 120

frame 第1インレット：プレーヤーに現在のフレーム番号を問い合わせ、第3
アウトレットから（第2インレットで受け取った）結果を出力する。

play 第1インレット：アーギュメントがない場合には、playは現在の位置か
ら現在の速度で、ディスクの最後まで（またはプレーヤーが他のコマ
ンドを受け取るまで）の再生を開始する。1つのアーギュメント（フ
レーム番号）が与えられた場合には、playは指定されたフレーム番号
を検索し、ディスクの最後に向かって再生を開始する。2つのアーギ
ュメントが与えられた場合には、playは最初の数値によって指定され
たフレーム番号を検索し、2番目のフレーム番号に到達するまで再生
する。

整数 第1インレット：指定されたフレーム番号からディスクの最後まで再
生する。

第2インレット：vdpは、serialオブジェクトが受信するプレーヤーか
らの応答を、第2インレットに入力することを想定している。プレー
ヤーが受信したことを示す応答（改行文字を伴う文字R）を、vdpが受
け取ると、待機中のコマンドのキューから、次のコマンドを出力する。
利用例にvdpオブジェクトとserialオブジェクトの接続方法を示す。

scan 第1インレット：早送り（fast forward）または巻き戻し（rewind）操作
を開始する。scan forwardであれば早送りとなり、scan backwardであれ
ば巻き戻しを行う。

search 第1インレット：最初のアーギュメントは、検索するフレーム番号を
指定する。オプションの2番目のアーギュメントは、0でなければ、検
索中に画像を表示したままにするようにプレーヤーに指示する。現在
の位置から大きく離れたフレームを検索する場合には、プレーヤーは
画面を空白のままにすることができないかもしれない。プレーヤーが
目的のフレームに到達すると、そのフレームの（静止）画像を表示す
る。

step 第1インレット：-1を伴うstepは（再生中であれば）プレーヤーを一時
停止し、前のフレームを表示する。1を伴うstepは（再生中であれば）
プレーヤーを一時停止し、次のフレームを表示する。
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vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・
プレーヤーをコントロールする



stop 第1インレット：プレーヤーを一時停止する。

cmd 第1インレット：cmdメッセージは、ASCIIコードで構成されたプリミ
ティブなコマンドを、プレーヤーに出力するために用いられる。コマ
ンドは、数値アーギュメントに続き、通常2文字のコードから構成さ
れる。例えば、フレーム5000の検索は、cmd 5000 SEというメッセー
ジになる。詳しくは、プレーヤーのオーナーズ・マニュアルを参照の
こと。特にPioneer 8000プレーヤーは、vdpオブジェクトの通常のメッ
セージではサポートされない多くの特別な機能を持つので、cmdメッ
セージが役立つだろう。

setskip 第1インレット：1つの数値を伴うsetskipは、現在のフレーム番号から
skipメッセージを用いて（順方向または逆方向に）ジャンプするフレ
ームの数を設定する。

skip 第1インレット：-1を伴うskipは、setskipメッセージで指定されたフレ
ーム数だけ巻き戻す。1を伴うskipは、setskipメッセージで指定された
フレーム数だけ先に進める。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：それぞれのコマンドに対応した、ビデオディス
ク・プレーヤーへのコード化されたコマンドの文字列。これらの数値
は、serialオブジェクトの第1インレットに入力して、シリアルポート
から送信することを想定している。

bang 第2アウトレット：第1アウトレットからコマンドを出力した後、vdp
はプレーヤーからの応答を待つために、このアウトレットから約20ミ
リ秒ごとにbangを出力することによって、serialオブジェクトの定期的
な監視を始める。これは、vdpが第2インレットに受信したことを示す
応答を受け取るまで続く（serialオブジェクトに送られたbangメッセー
ジによって、シリアル・ポートから受け取った任意の文字が、serial
オブジェクトのアウトレットから出力される）。

整数 第3アウトレット：frameメッセージによって、プレーヤーから受け取
った現在のフレーム番号。

整数 第4アウトレット：未実装。
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プレーヤーをコントロールする



利用例

vdpオブジェクトとserialオブジェクトの基本的な組み合わせ sliderまたはMIDI コントローラーによるスクラブ

参照

appledvd Apple DVD Playerアプリケーションを制御する
serial シリアル・ポートとカードから文字を送受信する

513

vdp シリアル・ポートを通じて、ビデオディスク・
プレーヤーをコントロールする



vexprオブジェクトはexprオブジェクトと同じような演算をリストに行なう。
詳細についてはexprオブジェクトを参照のこと。

入力

リスト vexprオブジェクトは、インレットにリストを受け取ることができる。
リストのそれぞれの数値は、変数のアーギュメントに代入され数式に
よって左から右へ計算される。リストが第1インレットに入力される
時、最初にリストの始めの項目を評価する。次にはそれぞれのリスト
の2番目の項目が評価される。そして、これらの評価の結果はリスト
として出力される。

整数または実数 整数や実数は1つのリストとして入力される。

bang 第1インレット：最後に入力されたリストによる演算の結果を出力す
る。

アーギュメント

必須。exprオブジェクトを参照。

出力

リスト リストを第1インレットに受け取った時、vexprオブジェクトそれぞれ
のインレットに受け取ったリストが変数のアーギュメントに代入さ
れ、リスト同士で演算をする。そして、その演算は最も短いリストの
最後の項目が計算されるまで、同様に2番目の項目から処理される。
そして、1つのリストになって出力される。

整数 インレットにリストではなく1つの整数を受け取った場合は、演算の
結果も1つの整数で出力される。

実数 インレットに1つの実数を受け取った場合は、演算の結果も1つの実数
で出力される。
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vexpr リスト同士の
算術式を評価する



利用例

入力値の全体のリストに同じ計算を実行する

参照

expr 数式の値を求める

Tutorial 38 expr and if（英文PDF参照）
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算術式を評価する



入力

整数 数値は、midiinオブジェクトやseqなどから受け取る7ビット値のMIDI
メッセージである。MIDIピッチ・ベンド・メッセージはxbendinオブ
ジェクトによって認識され、ピッチ・ベンド値は高い精度で出力され
る。

アーギュメント

整数 オプション。ピッチ・ベンド・メッセージとして認識するMIDIチャン
ネル・ナンバーを指定する。アーギュメントを指定しない場合は、全
てのチャンネルが認識され、右に追加されたアウトレットからチャン
ネル・ナンバーが出力される。

xbendin2 オプション。通常、xbendinオブジェクトは、14ビットのピッチ・ベン
ド値を第1アウトレットから出力する。オブジェクト名をxbendin2とす
ると、アウトレットが追加され、ピッチ・ベンド値の上位バイトと下位
バイトを、それぞれ第1アウトレット、第2アウトレットから出力する。

出力

整数 第1アウトレット：xbendinオブジェクトの時は14ビットでピッチ・ベ
ンド値が出力される。xbendin2の時は上位バイトが出力される。

第2アウトレット：xbendinオブジェクトでアーギュメントにチャンネ
ル・ナンバーを指定しない場合は、チャンネル・ナンバーが出力され
る。xbendin2の場合は、ピッチ・ベンド値の下位バイトが出力される。

第3アウトレット：xbendin2でアーギュメントにチャンネル・ナンバ
ーを指定しない場合は、チャンネル・ナンバーが出力される。

利用例

ピッチ・ベンド・メッセージを14ビットで出力するか、あるいは上位バイトと下位バイトに分けて出力する

参照

bendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージを受信する
midiin 生のMIDIデータを受信する
xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を作成する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ
（14ビット）を解釈する



入力

整数 第1インレット：14ビットのピッチ・ベンド値を入力すれば、xbendout
オブジェクトは完全なMIDIピッチ・ベンド・メッセージにフォーマッ
トする。

第2インレット：xbendoutオブジェクトが出力するMIDIピッチ・ベン
ド・メッセージのMIDIチャンネル・ナンバーとして格納される。数
値が16より大きい場合は、1から16までの範囲に変更される。

リスト リストの最初の値は、14ビットのピッチ・ベンド値で、2番目はチャ
ンネル・ナンバーである。それぞれの数値は内部に格納され、MIDIピ
ッチ・ベンド・メッセージとしてフォーマットされて、アウトレット
から出力される。

bang 既に格納されているMIDIピッチ・ベンド・メッセージを送信する。

アーギュメント

xbendout2 オブジェクトの名前をxbendout2とすると、3つのインレットが作られ、
第1インレットにはピッチ・ベンド・メッセージの上位バイト、第2イ
ンレットには下位バイトを入力する。

整数 オプション。ピッチ・ベンド・メッセージのMIDIチャンネル・ナンバ
ーの初期値を設定する。アーギュメントを指定しない場合の初期値は
1である。

出力

整数 ピッチ・ベンド値を第1インレットに受け取ると、完全なMIDIピッ
チ・ベンド・メッセージが、バイトごとにアウトレットから出力され
る。

利用例

14ビットのピッチ・ベンド値がMIDI メッセージとしてフォーマットされ、バイトごとに出力される
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xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ
（14ビット）を作成する



参照

bendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージを送信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
xbendin MIDIピッチ・ベンド・メッセージ（14ビット）を解釈する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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xbendout MIDIピッチ・ベンド・メッセージ
（14ビット）を作成する



入力

整数 midiinオブジェクトから送られるMIDIデータの個々のバイトを入力す
る。ベロシティが0であるノート・オンは、ほとんどの場合、ノー
ト・オフを示すものとして扱われる。しかし、xnoteinオブジェクトで
は、ノート・オフ・コマンドとそのリリース・ベロシティも認識する。

アーギュメント

整数 オプション。MIDIノート・オンとノート・オフのMIDIメッセージを
検出するチャンネル・ナンバーを指定する。チャンネル・ナンバーが
16より大きければ、1から16までの範囲に変更される。アーギュメン
トを指定しない場合は、xnoteinオブジェクトは、全てのチャンネルの
ノート・オンとノート・オフのMIDIメッセージを認識し、第4アウト
レットから、チャンネル・ナンバーを出力する。

出力

整数 第1アウトレット：ノート・オンまたはノート・オフのMIDIノート・
ナンバーの値を出力する。

第2アウトレット：ノート・オンまたはノート・オフのベロシティを
出力する。

第3アウトレット：ノート・オンの場合は1を出力し、ノート・オフま
たはベロシティ0のノート・オンの場合は、0を出力する。

アーギュメントを指定しなければ、xnoteinオブジェクトに第4アウト
レットが作られ、入力されたメッセージのチャンネル・ナンバーを出
力する。

利用例

キー・ダウンやキー・アップのベロシティとともに、ノート・オンとノート・オフのメッセージが解釈される

参照

notein MIDIノート・メッセージを出力する
midiin 生のMIDIデータを受信する
xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つMIDIノート・メッセージを作成する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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xnotein ノート・オフ・ベロシティ付きのMIDI
ノート・メッセージを解釈する



入力

整数 第1インレット：ノート・オンとノート・オフのMIDIノート・ナンバ
ーを入力し、MIDIメッセージをMIDIバイトごとに出力する。

第2インレット：数値はベロシティとして格納される。数値を受け取
っていない場合は、ノート・オンのベロシティは64、ノート・オフの
ベロシティは0となる。

第3インレット：出力するメッセージがノート・オンであるかノー
ト・オフであるかを区別する識別子として数値を格納する。数値が0
以外の場合は、xnoteoutオブジェクトはノート・オン・メッセージを
出力する。0の場合は、xnoteoutオブジェクトはノート・オフ・ベロシ
ティ付きのノート・オフ・メッセージを出力する。何も数値を受け取
っていなければ、初期状態は1（ノート・オン）である。

第4インレット：数値はxnoteoutオブジェクトが出力するMIDIメッセ
ージのチャンネルとして格納される。数値が16よりも大きい場合は、
1から16までの範囲に収まるように変換される。

実数 第1インレット：xnoteoutオブジェクトは、実数を理解しない。

その他のインレット：整数に変換される。

リスト リストの始めの値はMIDIノートナンバーである。2番目はベロシティ
である。3番目はノート・オン、ノート・オフインディケーター（ノ
ート・オンは0以外、ノート・オフは0）である。4番目はチャンネル
番号である。数値はxnoteoutオブジェクトに格納され、MIDIノート・
オンまたはノート・オフメッセージが出力される。

bang 現在xnoteoutオブジェクトに格納されているMIDIメッセージを出力す
る。

アーギュメント

整数 オプション。メッセージが送信されるMIDIチャンネルの初期値を設定
する。16より大きい数のチャンネル番号は1～16の範囲に変換される。
アーギュメントに何も指定しなければ、デフォルトのチャンネル番号
は1である。
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xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つ
MIDIノート・メッセージを作成する



出力

整数 MIDIノート・ナンバーを受け取った時に、完全なMIDIノート・オ
ン・メッセージ、またはノート・オフ・メッセージをMIDIバイトごと
にアウトレットから出力する。ベロシティが0であるノート・オン・
メッセージをノート・オフを示すために用いるのが一般的であるが、
xnoteoutはノート・オフのコマンドを出力し、ノート・オフ・ベロシ
ティも出力する。

利用例

数値はMIDI ノート・オンまたはノート・オフ・メッセージにフォーマットされ、MIDI バイトごとに出力される

参照

noteout MIDIノート・メッセージを送信する
midiout 生のMIDIデータを送信する
xnotein ノート・オフ・ベロシティ付きのMIDIノート・メッセージを解釈する

Tutorial 34 Managing raw MIDI data（英文PDF参照）
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xnoteout ノート・オフ・ベロシティを持つ
MIDIノート・メッセージを作成する



zlオブジェクトはいくつかの種類のリスト処理関数を実行する。キーワードとなるアーギ
ュメントによって機能を設定でき、また、modeメッセージによって実行する機能を変更
できる。zlオブジェクトのインレットやアウトレットの振る舞いや、期待されるあるいは
処理されるメッセージのタイプは、zlオブジェクトのモードによって異なる。続く説明で
簡潔になるように、任意のMaxメッセージ、整数、シンボルおよび実数のような単一の要
素、およびシンボルから始まるメッセージをリストと呼ぶ（Maxでのリストは数から始ま
るメッセージである）。

入力

mode modeには、group、iter、join、len、reg、rev、rotate、sect、slice、union、
これらのうち1つのシンボルが続き、zlオブジェクトの現在のモードを
設定する。いくつかのモードでは、設定されたモードの機能を指定す
るために第1インレットに受け取られたリストをアーギュメントとし
て扱う。出力するのに十分な長さでないメッセージの項目は、格納さ
れたリストに加えられる。そして、格納されたリストが十分な長さを
持った時、第1アウトレットから出力される。

mode groupはリストの要素のサイズを指定する1つの数値のアーギュ
メントを持つ。第1インレットに受け取られたリストは格納され、リ
ストの長さは第2インレットに受け取られた数値、またはzlオブジェク
トのアーギュメントと比較される。リストの項目が第2インレットま
たはアーギュメントによって決められた数値より長くなれば、その決
められた数の項目のリストは第1アウトレットから出力される。その
他の残ったシンボル、またはリストの要素は格納される。

mode iterはリストの要素のサイズを指定する1つの数値のアーギュメン
トを持つ。第1インレットに受け取られたリストは格納され、アーギ
ュメント、または第2インレットに受け取られた数値によって指定さ
れた項目数で構成されたリストの連なりとして第1アウトレットから
出力される。zlオブジェクトに格納された内容次第で、最後のリスト
の出力は指定された項目数より少なくなることもある。

mode joinは両方のインレットからリストを受け取り、両方から入力さ
れたリストを結合した1つのリストを第1アウトレットから出力する。

mode lenは第1インレットからリストを受け取り、リストの要素数を第
1アウトレットから出力する。

mode regはリストを保持するレジスタとして機能する。第1インレット
に受け取られたリストは直ちに第1アウトレットから出力される。第2
インレットから受け取られたリストは格納される。bangで、格納され
たリストを第1アウトレットから出力する。

522

zl 多目的なリスト処理



mode revは第1インレットからリストを受け取り、第1アウトレットか
ら逆順にしたリストを出力する。

mode rotateはリストの内容を回すために使われる。アーギュメントは
回されるリストの項目の場所の数-正の値はリストを右に、負の値は
リストを左に回す-を指定するために使われる。この値はこのモード
の時の第2インレットからの入力によっても指定できる。

mode sectは両方のインレットから入力を受け取り、第1アウトレット
から両方のリストに共通して含まれる値のリストを出力する。

mode sliceは1つのリストを2つのリストに分割するために使われる。
このモードはリストの要素のサイズを指定する1つの数値のアーギュ
メントを持つ。この値はこのモードの時の第2インレットからの入力
によっても指定できる。第1インレットに受け取られたリストは2つの
リストに分割される。この時、1つ目のリストはアーギュメントによ
って指定された項目数に抑えられ、第1アウトレットから出力される。
その他の残ったリストの要素はオブジェクトの第2アウトレットから
出力される。注記：リストは第2アウトレットからはじめに出力され
る。

mode unionは両方のインレットからリストを受け取り、入力されたリ
スト両方を含んだ1つのリストを第1アウトレットから出力する。第1
および第2インレットが任意の共通する項目を含む場合、1つのシンボ
ルだけが出力される。

リスト 第1インレット：zlオブジェクトが第1インレットにリストを受け取っ
た時の振る舞いは、上記のmodeメッセージの説明で述べたように、zl
オブジェクトのmodeによって異なる。

リスト 第2インレット：zlオブジェクトのいくつかのモードは第2インレット
からのリストの入力を受け付け、以下のように振舞う。

モード 振舞い

join このリストは第1インレットに受け取ったリストと結合さ
れ、第1インレットにbangかリストが受け取られた時に出
力される。

reg このリストは格納され、第1インレットにbangが受け取ら
れた時に第1アウトレットから出力される。

sect このリストは格納される。bangかリストが第1インレット
に送られた時、両方のリストに共通の要素が、第1アウト
レットから出力される。
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union このリストは格納される。bangかリストが第1インレット
に送られた時、両方のリストに共通する要素の繰り返しを
除いた、一つの結合されたリストが第1アウトレットから
出力される。

bang 第1インレット：第1または第1および第2アウトレットから
以下の様にリストを出力する。

モード 振舞い

group 最も最近に格納されたN個の項目を第1アウトレットから出
力する。ただし、Nはアーギュメントか、第2インレットに
受け取られた数値によって指定される。

iter 最も最近に格納された項目のアーギュメントか、第2イン
レットに受け取られた数値によって指定されたサイズのグ
ループを出力する。

join 第1および第2インレットに受け取られたリストの結合を、
第1アウトレットから出力する。

reg 現在格納されているリストを第1アウトレットから出力す
る。

rev 現在格納されているリストを逆順にして第1アウトレット
から出力する。

rotate 現在格納されているリストをN個分内容を循環させ第1アウ
トレットから出力する。ただし、Nはアーギュメントか、
第2インレットに受け取られた数値によって設定される。

sect 第1および第2インレットかに受け取られたリストの共通す
る項目を第1アウトレットから出力する。

slice 現在格納されているリストを2つに分割し、はじめのN個の
項目を第1アウトレットから出力する。また、残りの項目
は第2アウトレットから出力する。ただし、Nはアーギュメ
ントか第2インレットに受け取られた数値によって設定さ
れる。

union 第1および第2インレットに受け取られた両方のリストで共
通する項目の繰り返しを除いた、両方のリストの項目から
なる1つのリストを出力する。
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整数 第2インレット：zlオブジェクトのいくつかのモードは第2インレット
からの整数の入力を受け付け、以下のように振舞う。

モード 振舞い

group 最も最近に格納されたリストの出力する項目数を指定す
る。

iter zlオブジェクトに現在格納されている内容は、この値によ
って指定された項目数から成るリストの連なりとして出力
される。zlオブジェクトに格納された内容次第で、最後の
リストの出力は指定された要素の数より少なくなることも
ある。

rotate 現在格納されているリストを回す位置を指定する。正の値
はリストを右に回させ、負の値は左に回させる。

slice zlオブジェクトの第1アウトレットから出力するリストの項
目数を指定する。このインレットにより指定された数値を
超えた残りのリストの要素は、第2アウトレットから出力
される。

アーギュメント

シンボル オプション。group、iter、join、len、reg、rev、rotate、sect、slice、ま
たはunionという単語はzlオブジェクトのモードを設定する任意のアー
ギュメントとして使われる。上記の異なるモードについてのmodeメッ
セージの説明を参照のこと。

整数 オプション。いくつかの操作のmodeでは、設定されたmodeの機能を
指定するために第2インレットに受け取られたリストをアーギュメン
トとして扱う。

モード 振舞い

group 最も最近格納されたリストの出力する項目数を指定する。

iter zlオブジェクトに現在格納されている内容は、この値によ
って指定された項目数から成るリストの連なりとして出力
される。zlオブジェクトに格納された内容次第で、最後の
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リストの出力は指定された要素の数より少なくなることも
ある。

rotate 現在格納されているリストを回す位置を指定する。正の値
はリストを右に回させ、負の値は左に回させる。

slice zlオブジェクトの第1アウトレットから出力するリストの項
目数を指定する。このインレットにより指定された数値を
超えた残りのリストの要素は、第2アウトレットから出力
される。

出力

リスト 第1アウトレットの出力：

group モードでは、アーギュメントで指定された要素数からなる
リスト。

iter モードでは、アーギュメントで指定された要素数をもつ複
数個のリスト。zlオブジェクトに格納された内容次第で、
最後のリストの出力は指定された要素の数より少なくなる
こともある。

join モードでは、両方のインレットから受け取ったリスト、す
べての要素からなるリスト。

len モードでは、リストの項目数と一致する数値。

reg モードでは、入力のリストか、第2インレットに受け取っ
たもっとも最近の値。

rev モードでは、逆順にした入力のリスト。

rotate モードでは、入力のリストはアーギュメントで指定された
正、または負の値に従って、右、または左に回転させられ
る。

sect モードでは、両方のインレットで受け取られたリストで共
通する要素からなるリスト。

slice モードでは、アーギュメントで指定された要素数からなる
リスト。
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union モードでは、両方のリストで共通する項目の繰り返しを除
いた、両方のリストの項目からなる1つのリスト。第1およ
び第2インレットからの入力が任意の共通する項目を含む
場合、1つのシンボルだけが出力される。

リスト 第2アウトレットの出力：sliceモードでは、アーギュメントで指定され
た要素数を超えたリスト要素からなるリスト。

利用例

zlオブジェクトはリストに対する万能ナイフ

参照

fromsymbol シンボルを個々の数値かメッセージに変換する
maximum 数値のリストの中で最も大きい値を出力する
minimum 数値のリストの中で最も小さい値を出力する
pack 数値やシンボルをひとつのリストに結合させる
swap 2つの数値の一連の順番を逆にする
thresh 短時間に受け取った数値をリストとしてまとめる
tosymbol メッセージ、数値、リストを1つのシンボルに変換する

zl 多目的なリスト処理
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注記：このオブジェクトは、Max 4.1以前のバージョンでは使用できない

入力

整数 実数に変換される。

実数 第1インレット：入力値は、アーギュメントあるいは他のインレット
から受け取られた数値により指定されたマッピングに基づいて拡大縮
小される。

第2インレット：入力値の下限を設定する。もしこの値が第3インレッ
トの値よりも大きい場合は、上限／下限の関係が逆転し、正しく範囲
を指定するように変更される。

第3インレット：入力値の上限を設定する。もしこの値が第2インレッ
トの値よりも小さい場合は、上限／下限の関係が逆転し、正しく範囲
を指定するように変更される。

第4インレット：出力値の下限を設定する。もしこの値が第5インレッ
トの値よりも大きい場合は、上限／下限の関係が逆転し、正しく範囲
を指定するように変更される。

第5インレット：出力値の上限を設定する。もしこの値が第4インレッ
トの値よりも小さい場合は、上限／下限の関係が逆転し、正しく範囲
を指定するように変更される。

アーギュメント

整数または実数 オプション。１つ目のアーギュメントは入力値の最小値を、２つ目の
アーギュメントは入力値の最大値を表す。同様に３つ目と４つ目のア
ーギュメントはそれぞれ出力値の最小値と最大値を表す。もし、最小
値に最大値より大きな値を入力した場合（あるいはその逆）は、これ
ら２つの値は入れ替わり、上限／下限の関係を保つように変更される。

出力

実数 第1インレットに値を受け取ると、その値は指定された出力範囲内で
呼応するポジションになるように変換され、出力される。

zmap 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、
指定した出力範囲に再マッピングして出力する
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利用例

整数のスライダー値を、実用的な実数に変換し、また元の数値に戻した利用例

参照

scale 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、指定した出力範囲に
拡大縮小および再マッピングして出力する

expr 数式の値を求める

zmap 入力値を指定した数値の範囲にマッピングし、
指定した出力範囲に再マッピングして出力する
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-~オブジェクトのように機能するが、インレットの順序が逆になっている。

入力

シグナル 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルまたは定数の
値からこのシグナルを減算する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルまたは定数値
をこのシグナルから減算する。

実数または整数 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルから、この数
値を減算する。第1インレットにシグナルが入力された場合は、この
数値は無視される。

第2インレット：この数値から、第1インレットから入力されたシグナ
ルを減算する。第2インレットにシグナルを入力した場合は、この数
値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第2インレットから入力されたシグナルから減算する初
期値をセットする。第1インレットからシグナルが入力された場合は、
アーギュメントは無視される。アーギュメントが存在せず、第1イン
レットにシグナルが入力されない場合は、デフォルトとして初期値は
0になる。

出力

シグナル 2つの入力の差。

利用例

-~オブジェクトとはインレットの順序が逆

参照

+~ シグナルの加算
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!/~オブジェクトは/~オブジェクトのように機能するが、インレットの順序が逆になってい
る。

注記：除算は、計算的に効率的な演算ではない。/~オブジェクトは、最初のアーギュメン
トか、第1インレットに受け取った整数または実数の逆数と、第2インレットに受け取った
シグナルを掛けるように最適化されている。しかし、両方のインレットにシグナルが入力
された場合は、!/~は、著しく非効率的な除算方法をとる。

入力

シグナル 第1インレット：このシグナルは除数として使われ、第2インレットか
ら入力されたシグナルまたは定数の値をこのシグナルで除算する。

第2インレット：このシグナルは、第1インレットから入力されたシグ
ナルまたは定数の値に除算される。

実数または整数 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルを除算する
数。第1インレットにシグナルが入力された場合は、実数または整数
は無視される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルに除算される
数。第2インレットにシグナルが入力された場合は、実数または整数
は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルを除算する初期
値をセットする。第2インレットからシグナルが入力された場合は、
アーギュメントは無視される。アーギュメントが存在せず、第2イン
レットにシグナルが入力されない場合は、デフォルトとして初期値は
1になる。

出力

シグナル 2つの入力の比、すなわち、第2インレットを第1インレットで割った
もの。
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利用例

/~オブジェクトとはインレットの順序が逆

参照

*~ シグナルの乗算
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入力

シグナル 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルか定数値と、
このシグナルを比較する。第2インレットの値と等しくない場合は1、
等しい場合は0を出力する。

第2インレット：このシグナルを、第1インレットから入力されたシグ
ナルと比較する。

実数または整数 第2インレット：この数値は、第1インレットから入力されたシグナル
と比較される。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
数値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。シグナルがアーギュメントと等しくない場合は1、等
しい場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力された場合
は、このアーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しない
か、第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初
期値として0が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルと第2インレットの値が等しくない場合は1、
等しい場合は0を出力する。

利用例

!=~を用いて、シグナルやエンベロープの値が0になるのを検出する

534

!=~ 2つのシグナルの比較を行い、
等しくなければ1を出力する



参照

==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
change~ シグナル値の変化方向を出力する
edge~ シグナルの論理的変化を検出する
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入力

シグナル 第1インレット：このシグナルを第2インレットから入力されたシグナ
ルか定数値で割り、その余りをアウトレットから出力する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルか定数値を、
このシグナルで割る。

実数または整数 第1インレット：この数値を、第2インレットから入力されたシグナル
で割る。第1インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は
無視される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルを、この数値
で割る。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は
無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルを除算する初期
値を指定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、アー
ギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、第2イン
レットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値として1
が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルを第2インレットで割った余りをアウトレッ
トから出力する。%はモジュロ演算子と呼ぶ。

利用例

参照

!/~ シグナルの除算（インレットが逆）
/~ シグナルの除算

Tutorial 8 Doing math in Max（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：このシグナルに、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値を掛ける。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルか定数値に、
このシグナルを掛ける。

実数または整数 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルに掛ける乗
数。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は無視
される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルに掛ける乗
数。第2インレットにシグナルが入力された場合は、アーギュメント
は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルに乗算する初期
値を指定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
アーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、第2
インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値とし
て0が用いられる。

出力

シグナル 2つの入力の乗算の結果。

利用例

シグナルの振幅に、定数値や変化する値、他のオーディオ・シグナルをかける

参照

/~ シグナルの除算
!/~ シグナルの除算（インレットが逆）

Tutorial 2 Fundamentals: Adjustable oscillator（英文PDF参照）
Tutorial 8 Synthesis: Tremolo and ring modulation（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：このシグナルから、第2インレットから入力されたシ
グナルか定数値を減算する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルか定数値か
ら、このシグナルを減算する。

実数または整数 第1インレット：この数値から、第2インレットから入力されたシグナ
ルを減算する。第1インレットにシグナルを入力した場合は、この数
値は無視される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルから、この数
値を減算する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
数値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルから減算する初
期値を指定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、ア
ーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、第2イ
ンレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値として
0が用いられる。

出力

シグナル 2つの入力の差。

利用例

負の値のDCオフセット加算前に、シグナルを反転するために減算する

参照

+~ シグナルの加算
!-~ シグナルの減算（インレットが逆）
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注記：シグナルの入力を受け付けるMSPオブジェクトのインレットは、そのインレットに
入力されたすべてのシグナルを自動的に加算するようになっている。しかし、+~オブジ
ェクトは、シグナルの加算を視覚的に明示したり、実数や整数のオフセットをシグナルに
加算するために必要となる。

入力

シグナル 第1インレット：このシグナルを、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値に足す。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルか定数値に、
このシグナルを足す。

実数または整数 第1インレット：この数値（オフセット）を、第2インレットから入力
されたシグナルに足す。第1インレットにシグナルを入力した場合は、
この数値は無視される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルに、この数値
を足す。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は
無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルに加算する初期
値を指定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
アーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、第2
インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値とし
て0が用いられる。

出力

シグナル 2つの入力の和。

利用例

複数のシグナルをミックスする、またはシグナルにDCオフセットを加える
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参照

+=~ 結果を格納し、シグナルの加算
-~ シグナルの減算
!-~ シグナルの減算（インレットが逆）

540

+~ シグナルの加算



入力

シグナル 入力されたそれぞれのサンプル値は、現在の加算合計の値に加算され、
出力される。例えば、合計値が0である時に、シグナルが1,1,1,1と入力
された場合、出力は1, 2, 3, 4となる。

bang 合計値を0にリセットする

set setメッセージに数値を続け、合計値を設定する。

アーギュメント

実数 オプション。合計値の初期値を指定する。デフォルト値は0である。

出力

シグナル これまでに入力されたすべてのサンプル値の合計の値が出力される。

利用例

参照

+~ シグナルの加算
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注意：除算は計算的に効率のよい演算ではない。/~オブジェクトは最適化されており、第
1インレットに入力されたシグナルに、アーギュメントで指定した初期値か、第2インレッ
トに入力された整数または実数の逆数を乗算している。また、2つのシグナルが入力され
た場合、/~オブジェクトは大幅に非効率的な除算処理を行うことになる。

入力

シグナル 第1インレット：このシグナルを、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値で割る。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルか定数値を、
このシグナルで割る。

実数または整数 第1インレット：この数値を、第2インレットから入力されたシグナル
で割る。第1インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は
無視される。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルを、この数値
で割る。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は
無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルを除算する初期
値を指定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
アーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、第2
インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値とし
て1が用いられる。

出力

シグナル 2つの入力の比、すなわち、第1インレットの入力を第2インレットの
入力で割った結果が出力される。

利用例

可能な場合は、乗算を用いた方が、より効率的に計算を行うことができる

542

/~ シグナルの除算



参照

!/~ シグナルの除算（インレットが逆）
*~ シグナルの乗算
%~ 2つのシグナルの除算を行い、余りを出力する
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/~ シグナルの除算



入力

シグナル 第1インレット：このシグナルは、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値と比較される。第2インレットの値よりも小さければ1を、
そうでなければ0を出力する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと、このシグ
ナルを比較する。

実数または整数 第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと比較される
数値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。シグナルがアーギュメントより小さい場合は1を、そ
うでない場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力された
場合は、アーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しない
か、第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初
期値として0が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルが第2インレットの値よりも小さい場合は1
を、そうでない場合は0を出力する。

利用例

どのようなシグナルも、1か0の値に変換される

参照

<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
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<~ 2つのシグナルの比較を行い、
小さければ1を出力する



入力

シグナル 第1インレット：このシグナルは、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値と比較される。第2インレットの値以下であれば1を、そ
うでなければ0を出力する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと、このシグ
ナルを比較する。

実数または整数 第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと比較される
数値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。シグナルがアーギュメント以下の場合は1を、そうで
ない場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力された場合
は、アーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しないか、
第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初期値
として0が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルが第2インレットの値以下の場合は1を、そ
うでない場合は0を出力する。

利用例

参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
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<=~ 2つのシグナルの比較を行い、
小さいか等しければ1を出力する



入力

シグナル 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナルか定数値と、
このシグナルを比較する。第2インレットの値と等しい場合は1、等し
くない場合は0を出力する。

第2インレット：このシグナルは、第1インレットから入力されたシグ
ナルとの比較に利用される。

実数または整数 第2インレット：この数値は、第1インレットから入力されたシグナル
と比較される。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この
数値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。シグナルがアーギュメントと等しい場合は1、等しく
ない場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力された場合
は、このアーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しない
か、第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初
期値として0が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルと第2インレットの値が等しい場合は1、等
しくない場合は0を出力する。

利用例

シグナルが特定の値であるか、または2つのシグナルが同じ値であるか、を検出する
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==~ 2つのシグナルの比較を行い、
等しければ1を出力する



参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
change~ シグナル値の変化方向を出力する
edge~ シグナルの論理的変化を検出する
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==~ 2つのシグナルの比較を行い、
等しければ1を出力する



入力

シグナル 第1インレット：このシグナルは、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値と比較される。第2インレットの値よりも大きければ1を、
そうでなければ0を出力する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと、このシグ
ナルを比較する。

実数または整数 第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと比較される
数値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。アーシグナルがアーギュメントより大きい場合は1を、
そうでない場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力され
た場合は、このアーギュメントは無視される。アーギュメントを設定
しないか、第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォル
トの初期値として0が用いられる。

出力

シグナル 第1インレットのシグナルが第2インレットの値よりも大きい場合は1
を、そうでない場合は0を出力する。

利用例

どのようなシグナルも、1か0の値に変換される

参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
sah~ サンプル＆ホールド
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>~ 2つのシグナルの比較を行い、
大きければ1を出力する



入力

シグナル 第1インレット：このシグナルは、第2インレットから入力されたシグ
ナルか定数値と比較される。第2インレットの値以上であれば1を、そ
うでなければ0を出力する。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと、このシグ
ナルを比較する。

実数または整数 第2インレット：第1インレットから入力されたシグナルと比較される
数値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、この数値は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットから入力されたシグナルと比較する初期
値を指定する。シグナルがアーギュメント以上の場合は1を、そうで
ない場合は0を出力する。第2インレットにシグナルが入力された場合
は、このアーギュメントは無視される。アーギュメントを設定しない
か、第2インレットにシグナルを入力しない場合は、デフォルトの初
期値として0が用いられる。

出力

第1インレットのシグナルが第2インレットの値以上の場合は1を、そ
うでない場合は0を出力する。

利用例

参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
sah~ サンプル＆ホールド
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>=~ 2つのシグナルの比較を行い、
大きいか等しければ1を出力する



入力

シグナル 第1インレット：0から1へ連続的に変化するシグナルを入力して、
buffer~オブジェクト内の特定範囲のサンプルを読み出す。phasor~の
出力シグナルを2d.wave~をオシレーターとしてコントロールするのに
使えるほか、buffer~をウェーブテーブルとする場合に読み出すサンプ
ル範囲を調整することなどに使える。しかし、2d.wave~の第1インレ
ットに接続しているphasor~の周波数を変更した時は、注意が必要で
ある。その場合、複数の波形や繰り返し波形をウェーブテーブルとし
て利用していると、2d.wave~から出力されるシグナルのピッチが
phasor~の設定周波数に完全に同期しているとは限らないからだ。
phasor~の出力シグナルを正負反転させたものを2d.wave~に入力すれ
ば、波形の逆再生が行える。

第2インレット：0から1へ連続的に変化するシグナルを入力して、
r o w sメッセージで分割された列のどれを利用するかを決める。
phasor~の正負反転した出力シグナルによって、再生する列の順番を
逆転することができる。

第3インレット：buffer~オブジェクトのサンプル・メモリに対し、読
み出す開始位置を波形の先頭からのオフセット値としてミリ秒単位で
指定する。

第4インレット：buffer~オブジェクトのサンプル・メモリに対し、読
み出す終了位置を波形の先頭からのオフセット値としてミリ秒単位で
指定する。

実数または整数 第3および第4インレット：シグナルの代わりに波形の開始点と終了点
をコントロールするのに使う数値を入力できる。これらのインレット
にシグナルのパッチコードが接続されていない場合のみ、数値を受け
付ける。

rows rowsに続いて整数を指定する。これはbuffer~に保持されるサンプル・
データを分割する数であり、分割された各サンプル・データは、2次
元行列の各列として扱われる。第2インレットに入力するシグナルは
どの列のデータを再生するかを決定する。デフォルト値は0である。

set setに続いて2d.wave~がウェーブテーブルとして利用するbuffer~の参照
名をシンボルで指定する。この参照名のシンボルに続き、読み出し開
始および終了位置の数値をオプションとして指定することができる。
これらの値が指定されていない場合、デフォルトの開始および終了位
置（buffer~内の最初と最後のサンプル）が使われる。第3および第4イ
ンレットにシグナルのパッチコードが接続されていると、setメッセー
ジでのこれらの数値は無視される。
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2d.wave~ 2次元の
ウェーブテーブル



アーギュメント

シンボル 必須。ウェーブテーブルとして利用するbuffer~の参照名を指定する。
2d.wave~はbuffer~内のデータのコピーしたものを出力するわけではな
いため、buffer~内のデータが変更されると、2d.wave~の出力も変化す
ることに注意が必要である。buffer~内部に複数チャンネルのデータが
ある場合、2d.wave~は常にbuffer~内の最初のn個のチャンネルのデー
タを読み出す。このnの数値は2d.wave~オブジェクトの出力チャンネ
ル数である。デフォルトの出力チャンネル数は1だが、第3アーギュメ
ントでチャンネル数を指定することができる。

実数または整数 オプション。buffer~の参照名に続き、波形の読み出し開始および終了
位置を指定することができる。どちらの値も、buffer~オブジェクト内
のサンプル・メモリの先頭からミリ秒単位のオフセット値として指定
する。デフォルトでは開始位置は0、終了位置はサンプル・データの
最後の位置となる。開始位置を0でない値、終了位置をサンプル・デ
ータの最後のサンプルとする場合、アーギュメントはbuffer~の後ろに
1つの数値だけを指定する。第3インレットにシグナルのパッチコード
が接続されている場合は、アーギュメントでのbuffer~参照名の後の開
始位置の指定は無視される。同じく、第4インレットにシグナルのパ
ッチコードが接続されていると、終了位置のアーギュメントは無視さ
れる。追加オプションとして、これらの数値の後にbuffer~内のチャン
ネル数を指定することができる。

整数 オプション。出力チャンネル数を設定する。これは2d.wave~オブジェ
クトが持つアウトレットの数となる。8チャンネルまでチャンネル数
を指定することができる。デフォルト値は1である。再生するオーデ
ィオ・ファイルのチャンネルが2d.wave~で設定したチャンネル数より
多い場合、余ったチャンネルのデータは再生されない。オーディオ・
ファイルのほうがチャンネル数が少ない場合、2d.wave~オブジェクト
の余分なアウトレットについては無音出力となる。

出力

シグナル 2d.wave~オブジェクトで設定された読み出し開始位置と終了位置に相
当するbuffer~内の一部のデータを、2d.wave~の第1インレットに入力
された0から1の範囲のシグナルで走査する。そして、そのbuffer~内の
相当するデータを2d.wave~のアウトレットから出力する。2d.wave~へ
の入力シグナルがphasor~オブジェクトが出力するノコギリ波のよう
な繰り返し波形である場合、それに対する出力波形は入力シグナルに
対応する周波数で繰り返すものとなる（1波形自体はbuffer~内の一部
のデータである）。
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2d.wave~ 2次元の
ウェーブテーブル



利用例

サンプルの一部を利用することで、可変サイズのウェーブテーブルとして繰り返し波形を出力

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
groove~ 速度可変のループ再生
phasor~ ノコギリ波の生成
play~ ポジション・ベースのサンプル再生
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 15 Sampling: Variable-length wavetable（英文PDF参照）

552

2d.wave~ 2次元の
ウェーブテーブル



入力

シグナル 任意のシグナル。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力されたシグナルの絶対値（つまり、負ではない値）であるサンプ
ル値から成るシグナル。

利用例

負のシグナル値を正のシグナル値に変換

参照

avg~ シグナルの平均値
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abs~ シグナルの絶対値



入力

シグナル アーク・コサイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル ラディアン単位での入力のアーク・コサイン値。

利用例

acos~を使ってラディアン単位（-π―π）の逆リニア・ランプをつくる

参照

asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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acos~ シグナルのアーク・コサイン関数



入力

シグナル 双曲線アーク・コサイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の双曲線アーク・コサイン値。

利用例

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
asinh~ シグナルの双曲線アーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atanh~ シグナルの双曲線アーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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acosh~ シグナルの双曲線アーク
・コサイン関数



入力

整数 0でない数は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオン
にする。0は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフ
にする。

open DSPステータス・ウィンドウを開く。

set setに二つの数を続ける。最初の数は、アウトレットのナンバーを定義
するものであり、1であれば一番左のアウトレットから出力する。2番
目の数は、論理チャンネル数（1から512）であり、0にした場合はア
ウトレットからはゼロ・シグナルが出力される。

start 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオンにする。

stop 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフにする。

startwindow adc~オブジェクトの置かれたパッチと、そのパッチのサブパッチのオ
ーディオ処理をオンにする。また、その他のパッチのオーディオ処理
をオフにする。

wclose DSPステータス・ウィンドウが開いている場合は閉じる。

（マウス） adc~オブジェクトをダブルクリックすれば、DSPステータス・ウィン
ドウが開く。

アーギュメント

整数 オプション。adc~オブジェクトは、1つ以上、512までのオーディオ入
力チャンネルを持つことができる。これらのチャンネル・ナンバーは、
対応する論理チャンネルであるが、DSPステータス・ウィンドウのI/O
マッピング、またはinputというアーギュメントを持ったadstatusオブ
ジェクトで、ドライバの物理デバイス・チャンネルに、ダイナミック
に割り当てを変更することができる。Sound Managerを使用している
場合は、2つの入力チャンネルをもつ。その他のオーディオ・ドライ
バを使用している場合は、それ以上のチャンネル数に対応することも
できるだろう。adc~がアーギュメントを持たない場合、最初に2つの
アウトレットが作られ、入力の論理チャンネルは1と2にセットされる。

出力

シグナル コンピュータに入力されたシグナルを出力する。1つのアウトレット
につき1チャンネル分が出力される。アーギュメントがない場合は、
チャンネルは1と2となり、左のアウトレットから右のアウトレットへ
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adc~ オーディオの入力とそのオン/オフ



と番号付けられる。アーギュメントがある場合は、チャンネルはアー
ギュメントで指定された順番に出力される。

利用例

オーディオの入力処理とレコーディング

参照

adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
ezadc~ オーディオの入力とオン/オフ・ボタン
dac~ オーディオ出力とオーディオ処理のオン・オフ

Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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入力

set 2つの数値が後に続くsetは、あるオーディオ・ドライバーの出力チャ
ンネルを、adoutput~オブジェクトのシグナル・アウトレットの1つに
割り当てる。最初の数値はアウトレットのインデックス番号で、1と
いう値は左のアウトレットにあてはまる。2番目の数値はオーディ
オ・ドライバーの出力デバイス・チャンネルで、1は最初のチャンネ
ルにあてはまる。2番目の数値が0の場合には、指定されたアウトレッ
トは機能せず、無音を出力する。

アーギュメント

整数 オプション。アーギュメントは、カレントのオーディオ・ドライバー
の出力チャンネルを指定する。指定することのできるチャンネル数に
は制限がない。デフォルトでは、adoutput~は2つのアウトプットを生成
し、カレントのオーディオ・ドライバーのチャンネル1と2からのオー
ディオ出力をアサインする。注意すべきことは、これらのチャンネル
番号は、dac~とadc~オブジェクトで使用される論理的なチャンネル番
号ではなく、いかなる再割当が行われた後でも、ドライバーの物理的
な出力チャンネルを表す、ということである。dac~での論理的なチャ
ンネルとオーディオ・ドライバーの実際のチャンネルの間の関連は、
DSP StatusウィンドウのI/O Mappingsサブ・ウィンドウで設定を行う。

出力

シグナル adoutput~のそれぞれのアウトレットは割り当てられたオーディオ・ド
ライバーのチャンネルからのシグナルを出力し、カレントのシグナ
ル・ベクター・サイズのサンプル数分だけ遅れる。

利用例

パッチの出力を録音（あるいは再処理）するために、物理的なDACチャンネルの出力を取得する

参照

adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
dac~ オーディオ出力とオーディオ処理のオン・オフ
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adstatusオブジェクトは、アーギュメントを利用し、様々なオーディオの設定を行うこと
ができる。使用できるアーギュメントは、後記のアーギュメントのセクションにリストア
ップされている。

入力

bang 第1インレット：現在の設定の状態を出力する。多くの場合、adstatus
オブジェクトの第1アウトレットからメッセージが出力される。この
メッセージは、menuオブジェクトのポップアップ・メニューに現在の
状態を表示させるためのsetメッセージを伴っている。このような場合
には、第2アウトレットから設定の数値が出力される。詳しい動作に
ついては、後述の出力の項目を参照のこと。

override 第1インレット：override 1は、adstatusオブジェクトに対応する設定の
オーバーライド・モードをオンにする。オーバーライド・モードがオ
ンの場合は、設定を変更しても、MSP Preferencesファイルに保存され
ない。overrride 0は、オーバーライド・モードをオフにする。デフォル
トでは、すべての設定に対してオーバーライド・モードはオフになっ
ている。しかし、いくつかの設定はオーディオ・ドライバー特有のも
のであり、ドライバーにより保存されない場合がある。

整数 第1インレット：設定を変更する。ほとんどの場合、この数値はmenu
オブジェクトのインデックス値に対応しており、そのインデックス値
はadstatusへのbangメッセージにより設定される。

第2インレット：adstatusオブジェクトで、input、iovs、output、sigvs、
srを設定する場合、第2インレットに整数を入力することにより、設
定ができる。これは第1インレットのようにメニューのインデッス値
として設定を行うものではない（次のresetまたはloadbangメッセージ
を参照）。その他の設定を行う場合は、第2インレットは第1インレッ
トと同じように機能する。

set 第1インレット：setに1から512の数字を続け、adstatus inputまたは、
adstatus outputオブジェクトに対応する論理チャンネルの変更をする。
現在物理的に使用しているオーディオ・ドライバーの入出力チャンネ
ルが、オブジェクトのアウトレットから出力される。これは新しい論
理チャンネルの設定に用いられる。

float 整数に同じ。

resetまたはloadbang
adstatusオブジェクトは、ポップアップ・メニューとともに使われる
が、resetまたはloadbangメッセージは、adstatusオブジェクトをコント
ロールするためのポップアップ・メニューを作るのに必要なメッセー
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ジを出力する。clearメッセージが最初に出力され、続けてそれぞれの
メニューのアイテム、さらに続けて、設定の現在の値をもとにしたメ
ニューの値の表示をセットするためのsetメッセージが出力される。

アーギュメント 動作

cpu なし。

cpulimit 最大CPU占有率を設定する。CPU占有率が最大CPU
占有率を上回った場合は、オーディオ処理を一時停
止する。0を設定した場合は、最大CPU占有率を設
けない。

driver adstatus driverによって作られた使用可能なオーディ
オ・ドライバーのメニューのインデックス値として
扱われる値。この値により、メニューのインデック
ス値に対応するドライバーをロードする。

info なし。

input adstatus inputによって作られた、使用可能なオーデ
ィオ入力チャンネルのメニューのインデックス値と
して扱われる値。オブジェクトに割り当てられた論
理チャンネルを、メニューのインデックスに対応す
るチャンネルからの入力を受け入れるために、この
値で設定をする。

iovs adstatus iovsによって作られた利用可能なI/Oベクタ
ー・サイズのメニューのインデックス値として扱わ
れる数値。この数値を使って、ドライバーのI/Oベ
クターサイズを、メニューのインデックスにより指
定されたアイテムの値に設定する。

latency なし。

numinputs なし。

numoutputs なし。

optimize 0を受け取ると最適化モードをオフ、1を受け取ると
オンにする。

option adstatus optionによって作られた特定のオプション
を選択するためのメニューのインデックスとして扱
われる数値。この数値を使って、オプションをメニ
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ューのインデックスに対応する値に設定する。

optionname なし。

output adstatus outputによって作られた利用可能なオーデ
ィオ・アウトプット・チャンネルのメニューのイン
デックス値として扱われる値。オブジェクトに割り
当てられた論理チャンネルを、メニューのインデッ
クスに対応するチャンネルからの出力を受け入れる
ために、この値で設定をする。

overdrive 0を受け取るとオーバードライブ・モードをオフ、1
を受け取るとオンにする。

sigvs adstatus sigvsによって作られた利用可能なシグナ
ル・ベクター・サイズのメニューのインデックス値
として扱われる値。この数値を使って、現在のシグ
ナル・ベクター・サイズをメニューのインデックス
により指定されたアイテムの値に設定する。

sr adstatus srによって作られた利用可能なサンプリン
グ・レートのメニューのインデックス値として扱わ
れる値。この数値を使って、現在のサンプリング・
レートをメニューのインデックスにより指定された
アイテムの値に設定する。

switch 0を受け取るとDSPをオフ、1を受け取るとオンにす
る。

takeover 0を受け取るとオーディオ・インタラプト・モード
をオフ、1を受け取るとオンにする。

timecode 0を受け取るとタイムコードの出力をオフ、1を受け
取るとオンにする。

アーギュメント

様々なアーギュメント最初のアーギュメントはシンボルであり、これでadstatusオブジェク
トで何を設定するかを定義する。設定によっては、他にもアーギュメ
ントを必要とする場合がある。設定することができるものを以下に挙
げる。

cpu 現在のCPU占有率を得る。
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cpulimit パーセンテージ（0から100）として、最大CPU占有
率を制限、取得する。

driver 現在使用可能なオーディオ・ドライバー をリスト
アップする。また、使用するオーディオ・ドライバ
ーを変更することができる。

info トップレベルのDSPチェーンで使われている関数と
シグナルの数を得る

input inputに続けて論理チャンネル（これはadc~オブジ
ェクトで使用される）を定義するアーギュメント
（1から512）を必要とする。利用可能なオーディ
オ・ドライバーの入力チャンネルをリストアップし
たり、現在の設定を変更することができる。

iovs 現在使用しているオーディオ・ドライバーのI/Oベ
クター・サイズを取得、変更する。

latency オーディオ・ドライバーがサポートしている場合、
ドライバーの入出力のレイテンシーを得る。

numinputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの入力チ
ャンネルの数を得る。

numoutputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの出力チ
ャンネルの数を得る。

optimize 最適化をオン／オフにする。Macintoshでは、これ
はAltivec（G4のプロセッサー）の最適化をコント
ロールするのに用いられる。

option オプション番号を指定する第2アーギュメントを必
要とする（オプション番号は0から始まる）。現在の
オーディオ・ドライバーが、番号のつけられたオプ
ションを利用する場合は、オプションの値の設定と
して利用可能な選択肢を出力する。

optionname オプション番号を指定する第2アーギュメントを必
要とする（オプション番号は0から始まる）。現在の
オーディオ・ドライバーが、番号のつけられたオプ
ションを利用する場合は、オプションの名前を出力
する。

output outputに続けて論理チャンネル（これはdac~オブジ
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ェクトで使用される）を定義するアーギュメント
（1から512）を必要とする。利用可能なオーディ
オ・ドライバー の出力チャンネルをリストアップ
したり、現在の設定を変更することができる。

overdrive オーバードライブ・モードの設定を行う（オーバー
ドライブ・モードは、割り込み優先度が高い）。

sigvs 現在のシグナル・ベクター・サイズを取得、設定の
変更をする。

sr 現在使用可能なサンプリング・レートを取得、設定
の変更をする。

switch DSPのオン/オフを切り替える。

takeover オーディオ・インタラプト・モードにおけるスケジ
ューラーの設定を行う。

timecode オーディオ・ドライバー にサポートされている場
合、現在のタイムコード値を得る。

出力

様々なメッセージ 第1アウトレット：多くの設定においては、resetまたはloadbangメッセ
ージをadstatusオブジェクトに受け取った時に、ポップアップ・メニ
ューオブジェクトを設定するためのメッセージが、第1アウトレット
から出力される。詳しくは、入力の項目のresetメッセージを参照のこ
と。driver、input、iovs、optimize、output、sigvs、sr、switch、takeover
の設定では、メニュー形式で出力される。

set 第1アウトレット：bangメッセージを受け取った場
合や、メニューとしての設定の値を変更した時に、
setに続けてメニューのアイテムのインデックス値
（0から始まる）が出力される。特定の設定時に第1
アウトレットから出力される、メニュー形式の出力
の詳細は下記の通りである。

driver 現在選択可能なすべてのオーディオ・ドライバーの
リスト。

input 現在使用しているオーディオ・ドライバーのオーデ
ィオ入力チャンネルのリスト。
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iovs 現在使用しているオーディオ・ドライバーのI/Oベ
クター・サイズのリスト。

optimize 最適化モードのオン／オフを切り替えるための
On/Offメニューを作る。

option 特定のオプションの為の選択肢のリストを作る。

optionname ラベル・モードのポップアップ・メニューオブジェ
クトと利用する場合のために、特定のオプションの
名前のメニューをセットする。

output 現在使用しているオーディオ・ドライバーのオーデ
ィオ出力チャンネルのリスト。

overdrive オーバードライブ・モードのオン／オフを切り替え
るためのOn/Offメニューを作る。

sigvs 現在使用しているオーディオ・ドライバーのシグナ
ル・ベクター・サイズのリスト。

sr 現在使用しているオーディオ・ドライバーのサンプ
リング・レートのリスト。

switch DSPのオン/オフを切り替えるためのOn/Offメニュー
を作る。

takeover オーディオ・インタラプト・モードにおけるスケジ
ューラーのオン/オフを切り替えるためのOn/Offメ
ニューを作る。

整数または実数 第1アウトレット：次に挙げるオブジェクトは、メニュー・スタイル
の出力を取らず、それぞれの設定の現在の値を第1アウトレットから
出力する。

cpu 現在のCPU占有率をパーセンテージ（通常は0から
100）として得る。

cpulimit 最大CPU占有率の制限値を得る。

info トップレベルのDSPチェーンで使われている関数と
シグナルの数を得る。

latency オーディオ・ドライバー にサポートされている場
合、ドライバーの入力のレイテンシーを得る。
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numinputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの入力チ
ャンネルの数を得る。

numoutputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの出力チ
ャンネルの数を得る。

timecode オーディオ・ドライバーにサポートされている場
合、現在のタイムコード値を得る。タイムコードは
下記のフォーマットのリストとして出力される。

1. 速度（実数、デフォルトでは1）
2. タイムコードのサンプルカウントの最上位ワード
（整数）
3. タイムコードのサンプルカウントの最下位ワード
（整数）
4. タイムコードのサブフレーム（整数、80ビット/
秒）
5. LTCと実際のサンプル値との間のサンプルオフセ
ット（整数）
6. タイムコード・フラッグ
7. フレーム・レート（整数、下記にリストアップさ
れた値）

0 (24 fps)
1 (25 fps)
2 (30 fps drop)
3 (30 fps)
4 (29.97 fps drop)
5 (29.97 fps)

整数または実数 第2アウトレット：次に挙げるオブジェクトは、オブジェクトのアウ
トレットから何らかの値を出力する。

info トップレベルのDSPチェーンで使われている関数と
シグナルの数を得る。

iovs 現在のI/Oベクター・サイズを得る。

sigvs 現在のシグナル・ベクター・サイズを得る。

option オプションの現在の値のメニュー・アイテムのイン
デックスを得る。

switch 現在、DSPがオンかオフかを得る。

takeover 現在、テイク・オーバー・モードの設定がオンかオ
フかを得る。
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input 特定の論理チャンネルの現在のインプット・チャン
ネルを得る。

output 特定の論理チャンネルの現在のアウトプット・チャ
ンネルを得る。

overdrive 現在、オーバードライブ・モードの設定がオンかオ
フかを得る。

sr 現在のサンプリング・レートを得る。

numinputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの入力チ
ャンネルの数を得る（第1インレットと同じ）。

numoutputs 現在使用しているオーディオ・ドライバーの出力チ
ャンネルの数を得る（第1インレットと同じ）。

利用例

adstatusオブジェクトを使用すれば、パッチからオーディオのパラメーターを変更したり、モニターすることができる

参照

dspstate~ 現在のDSPの設定を出力する
adoutput~ オーディオ・ドライバー設定の出力とコントロール
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入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理を行う任意のシグナル。このフィル
ターは次の式に従って現在の入力サンプルを以前の出力サンプルとミ
ックスする：
yn= -gxn + xn-(DR/1000) +gyn-(DR/1000)

Rはサンプリング・レートで、Dはミリ秒単位でのディレイ時間であ
る。

第2インレット：過去の出力サンプルを現在の出力に加算する場合の
ミリ秒単位でのディレイ時間（D）

第3インレット：入力と出力のサンプルの総計を出力に送る場合にス
ケーリングするためのゲイン係数（g）

実数または整数 第2と第3のインレットのフィルター・パラメーターは、シグナルでは
なく実数または整数で指定することもできる。そのインレットにシグ
ナルが入力されている場合は、実数または整数での指定は無視される。

clear allpass~オブジェクトの以前の出力のメモリーをクリアーして、0にリ
セットする

アーギュメント

実数 オプション。最大で3つの数値で、最大ディレイ時間とディレイ時間D
とゲイン係数gの初期値を設定する。いずれかのインレットにシグナ
ルが入力されている場合には、そのインレットにアーギュメントとし
て与えられた係数は無視される。アーギュメントが存在しない場合に
は、最大ディレイ時間はデフォルト値の10ミリ秒となる。

出力

シグナル フィルター処理を行ったシグナル

利用例

フィードバック付きの短いディレイは入力サウンドをぼやけさせ、長いディレイは離散的なエコーになる
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参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
comb~ コム・フィルター
lores~ レゾナンス付きローパス・フィルター
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
teeth~ フィードフォワードとフィードバックにディレイ・コントロールが

付いたコム・フィルター
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入力

シグナル アーク・サイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル ラディアン単位での入力のアーク・サイン値。

利用例

asin~を使って、ラディアン単位で範囲が-π/2～π/2のリニア・ランプをつくる

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル 双曲線アーク・サイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル ラディアン単位での入力の双曲線アーク・サイン値。

利用例

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
acosh~ シグナルの双曲線アーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル アーク・タンジェント関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力のアーク・タンジェント値。

利用例

atan~を用いて、シグナルのアーク・タンジェント関数を計算する

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル 第1インレット：アーク・タンジェント関数へ入力するx値。

第2インレット：アーク・タンジェント関数へ入力するy値。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力のアーク・タンジェント値（つまり、y/xのアークタンジェント値）。

利用例

原点(0, 0)の周りの2点の角度をラディアン単位で計算する

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ アーク・タンジェント関数
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル 双曲線アーク・タンジェント関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の双曲線アーク・タンジェント値。

利用例

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
acosh~ シグナルの双曲線アーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
asinh~ シグナルの双曲線アーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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タンジェント関数



入力

シグナル 平均化しようとするシグナル

整数 シグナル平均化の3つのモードで用いられるインターバルをサンプル
単位で設定する

bipolar バイポーラー平均化モード（デフォルト）に設定する。バイポーラ
ー・モードではサンプルの数値が平均化される。

absolute 絶対値平均化モードに設定する。このモードは入力されるサンプルの
絶対値を平均化する。

rms 二乗平均平方根（RMS）平均化モードに設定する。このモードはサン
プルの値を二乗した平均の平方根を計算する。average~オブジェクト
のRMSモードはバイポーラーや絶対値モードと比較してよりCPUの負
荷が高い。RMSの値はシグナルのレベルを計測するためによく用いら
れるが、多くのレベル検出タスクにおいて絶対値モードもRMSモード
と同じように適した機能を果たす。

アーギュメント

整数 オプション。最大の平均化インターバルをサンプル単位で設定する。
デフォルト値は100である。

symbol オプション。上記のように平均化モードを設定する。デフォルトは
bipolarである。

出力

実数 指定された数のサンプルを通して平均化された入力信号の実行平均値

利用例

nサンプルに渡るシグナルの実行平均

参照

avg~ シグナルの平均値
meter~ 視覚的なピーク・レベル・インジケーター
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average~ マルチ・モードのシグナル平均化



入力

bang 前回にbangを受け取った時から現在までに入力されたシグナルの振幅
の平均値（絶対値）を出力する。また次の平均値の出力に備えて、
avg~オブジェクトのメモリを消去する。

シグナル 平均値を求めるシグナル。

アーギュメント

なし。

出力

実数 インレットにbangを受け取ると、前回にbangを受け取った時から現在
までに入力されたシグナルの振幅の平均値を出力する。

利用例

シグナルの振幅の平均値（絶対値）を出力する

参照

average~ マルチ・モードのシグナル平均化
meter~ 視覚的なピーク・レベル・インジケーター
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入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル begin~は値が0である一定のシグナルを出力するオブジェクトで、不
必要な時に処理を止めたいシグナル・ネットワークの一部分の開始部
分を定義するために用いる。begin~のアウトレットをオブジェクトの
シグナル・インレットに接続することで、シグナル・ネットワークの
開始部分が定義され、gate~またはselector~まで続くことになる。1個
のbegin~は、gate~またはselector~のシグナル・インレットに対して有
効である。gate~やselector~に入ってくるシグナルが遮断されると、
begin~とgate~またはselector~の間のシグナル・ネットワークにあるす
べてのオブジェクトの処理は行われなくなる。

利用例

参照

selector~ 複数の入力を切り替えて、1つのアウトレットから出力する
gate~ 複数アウトレットの1つへシグナルを切り替える

Tutorial 5 Fundamentals: Turning signals on and off（英文PDF参照）

576

begin~ シグナル・ネットワークの
切り替え可能な部分を定義する



入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理を行うシグナル。このフィルターは
現在の入力サンプルと、2つの以前の入力サンプルと、2つの以前の出
力サンプルを次の計算式に従ってミックスする。

計算式：yn = a0xn + a1xn-1 + a2xn-2 - b1yn-1 - b2yn-2

第2インレット：出力にダイレクトに通過させる現在の入力の量をス
ケーリングするための振幅係数a0

第3インレット：出力に加算される1つ前の入力サンプルの量をスケー
リングするための振幅係数a1

第4インレット：出力に加算される2つ前の入力サンプルの量をスケー
リングするための振幅係数a2

第5インレット：現在の出力に加算される1つ前の出力の量をスケーリ
ングするための振幅係数b1

第6インレット：現在の出力に加算される2つ前の出力サンプルの量を
スケーリングするための振幅係数b2

実数 インレット2からインレット6までの係数は、シグナルのかわりに実数
でも指定することができる。そのインレットにシグナルが入力されて
いる場合は、実数での指定は無視される。

リスト 5つの係数は第1インレットにリストとして入力することもできる。リ
ストの最初の数値はa0、次はa1というようになる。いずれかのインレ
ットにシグナルが入力されている場合は、そのインレットに対してリ
ストで与えた係数は無視される。

clear biquad~オブジェクトの以前の入力と出力のメモリーを消去し、xn-1、
xn-2、yn-1そしてyn-2を0にリセットする。

アーギュメント

実数 オプション。最大で5つの数値で、係数a0、a1、a2、b1そしてb2の初期
値を設定する。いずれかのインレットにシグナルが入力されている場
合は、そのインレットに対してアーギュメンとして与えられた係数は
無視される。
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biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター



出力

シグナル フィルター処理を行ったシグナル。

利用例

フィルター係数は、数値または変動するシグナルとして指定することができる

参照

buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
comb~ コム・フィルター
filtergraph~ グラフィカル・フィルター・エディター
lores~ レゾナンス付きローパス・フィルター
onepole~ 単極のローパス・フィルター
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
teeth~ フィードフォワードとフィードバックにディレイ・コントロールが

付いたコム・フィルター
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biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター



bitand~オブジェクトは、2つの入力される浮動小数点シグナルに対して、生の32ビット・
データまたは整数値として、ビット単位のAND演算を行う。出力は両方の数値で1である
ビットからなる浮動小数点シグナルである。

入力

シグナル 第1インレット：バイナリー形式で第2インレットからの浮動小数点シ
グナルと比較される浮動小数点シグナル。このシグナルは浮動小数点
シグナルとしても整数としても扱うことができる。

第2インレット：第1インレットのシグナルと比較される浮動小数点シ
グナル。このシグナルは浮動小数点シグナルとしても整数としても扱
うことができる。

生の浮動小数点シグナルのビットの値は次の形式で表現される。

<1符号ビット> <8 指数ビット> <23 仮数ビット>

整数 第2インレット：適当なモードが設定されると、bitand~オブジェクト
の第2インレットに入力された整数値は、ビットマスクとして用いら
れる。

bits 第1インレット：32個の1または0を含むリストを伴うbitsは、bitand~で
用いられるビットマスクを指定する。この代わりに、ビットマスクの
値は、第2インレットに入力された整数値を用いて設定することもで
きる。

mode 第1インレット：0から3までの数値を伴うmodeは、ビット単位での演
算を行う場合に、浮動小数点シグナルまたは浮動小数点の値を、生の
32ビット浮動小数点の値と変換された整数値のどちらとして処理する
のかを指定する。演算のモードは以下の通り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。
2 第1インレットの浮動小数点シグナルを生の32ビッ

ト値として扱い、第2インレットの値を整数値とし
て扱う

3 第1インレットの浮動小数点シグナルを整数値に変
換し、第2インレットを生の32ビット値として扱う。

注記：浮動小数点シグナルを整数に変換した後で元に戻した場合に
は、結果の浮動小数点の値は24ビット分の整数分解能しか持つことが
できない。

579

bitand~ 浮動小数点シグナルに対する
ビット単位のAND演算



アーギュメント

整数 オプション。bitand~で用いられるビットマスクを設定する。デフォル
ト値は0である。整数値はモードに関係なくビットマスクとして用い
ることができる。この場合、整数値のバイナリー表現がビットマスク
となる。

整数 オプション。ビット単位での演算を行う場合に、浮動小数点シグナル
または浮動小数点の値を、生の32ビット浮動小数点の値と変換された
整数値のどちらとして処理するのかを指定する。演算のモードは以下
の通り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。
2 第1インレットの浮動小数点シグナルを生の32ビッ

ト値として扱い、第2インレットの値を整数値とし
て扱う。

3 第1インレットの浮動小数点シグナルを整数値に変
換し、第2インレットを生の32ビット値として扱う。

出力

シグナル インレットの2つの浮動小数点シグナルまたは整数は、ビットごとに
比較される。あるビットが両方の数値で1であれば、出力の数値の該
当ビットも1になり、そうでない場合には出力の浮動小数点シグナル
の該当ビットは0になる。

利用例

参照

bitshift~ 浮動小数点シグナルに対するビット・シフト
bitor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のOR演算
bitxor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のXOR演算
bitnot~ 浮動小数点シグナルに対するビットのNOT演算
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bitand~ 浮動小数点シグナルに対する
ビット単位のAND演算



bitnot~オブジェクトは、入力される浮動小数点シグナルに対して、生の32ビット・データ
または整数値としてビットのNOT演算を行う。値が1であるすべてのビット値は0になり、
逆もまた同様である。

入力

シグナル bitnot~オブジェクトは浮動小数点シグナルまたは整数としてビットの
NOT演算を行う。

浮動小数点シグナルのビット値は次の形式で表現される。

<1符号ビット> <8 指数ビット> <23 仮数ビット>

mode 0または1を伴うmodeは、ビットのNOT演算の場合に浮動小数点シグナ
ルまたは浮動小数点の値を、生の32ビット浮動小数点の値または変換
された整数値のどちらとして扱うかを指定する。演算のモードは以下
の通り。

モード 説明
0 浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値として

扱う（デフォルト）。
1 浮動小数点シグナル入力を、整数値に変換する。

注記：浮動小数点シグナルを整数に変換した後で元に戻した場合に
は、結果の浮動小数点の値は24ビット分の整数分解能しか持つことが
できない。

アーギュメント

整数 オプション。ビットのNOT演算の場合に、浮動小数点シグナルまたは
浮動小数点の値を、生の32ビット浮動小数点の値または変換された整
数値のどちらとして扱うかを指定する。演算のモードは以下の通り。

モード 説明
0 浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値として

扱う（デフォルト）。
1 浮動小数点シグナル入力を、整数値に変換する。

出力

シグナル ビットのNOT演算後の浮動小数点シグナル
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ビットのNOT演算



利用例

bitnot~の例

参照

bitshift~ 浮動小数点シグナルに対するビット・シフト
bitor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のOR演算
bitxor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のXOR演算
bitand~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のAND演算
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ビットのNOT演算



bitor~オブジェクトは2つの入力される浮動小数点シグナルを、生の32ビット値または整数
値として。ビット単位のOR演算を行う。両方の入力シグナルはビットごとに比較され、2
つビットのうちどちらかの値が1であれば1が出力となる。出力は結果のビット・パターン
からなる浮動小数点シグナルである。

入力

シグナル 第1インレット：第2インレットの浮動小数点シグナルとバイナリー形
式で比較される浮動小数点シグナル。シグナルは浮動小数点シグナル
としても整数としても扱うことができる。

第2インレット：第1インレットのシグナルと比較される浮動小数点シ
グナル。シグナルは浮動小数点シグナルとしても整数としても扱うこ
とができる。

生の浮動小数点シグナルは次の形式で表現される。

<1符号ビット> <8 指数ビット> <23 仮数ビット>

整数 第2インレット：適当なモードが設定されると、bitor~オブジェクトの
第2インレットに入力された整数値はビットマスクとして用いられる。

bits 第1インレット：32個の1または0を含むリストを伴うbitsは、bitor~で
用いられるビットマスクを指定する。この代わりに、ビットマスクの
値は、第2インレットに入力された整数値を用いて設定することもで
きる。

mode 第1インレット：0から3までの数値を伴うmodeは、ビット単位での演
算を行う場合に、浮動小数点シグナルまたは浮動小数点の値を生の32
ビット浮動小数点の値と変換された整数値のどちらとして処理するの
かを指定する。演算のモードは以下の通り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。
2 第1インレットの浮動小数点シグナルを生の32ビッ

ト値として扱い、第2インレットの値を整数値とし
て扱う。

3 第1インレットの浮動小数点シグナルを整数値に変
換し、第2インレットを生の32ビット値として扱う。

注記：浮動小数点シグナルを整数に変換した後で元に戻した場合に
は、結果の浮動小数点の値は24ビット分の整数分解能しか持つことが
できない。
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bitor~ 浮動小数点シグナルに対する
ビット単位のOR演算

アーギュメント

整数 オプション。bitor~で用いられるビットマスクを設定する。デフォル
ト値は0である。整数値はモードに関係なくビットマスクとして用い
ることができる。この場合、整数値のバイナリー表現がビットマスク
となる。

整数 オプション。ビット単位での演算を行う場合に浮動小数点シグナルま
たは浮動小数点の値を生の32ビット浮動小数点の値と変換された整数
値のどちらとして処理するのかを指定する。演算のモードは以下の通
り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。
2 第1インレットの浮動小数点シグナルを生の32ビッ

ト値として扱い、第2インレットの値を整数値とし
て扱う。

3 第1インレットの浮動小数点シグナルを整数値に変
換し、第2インレットを生の32ビット値として扱う。

出力

シグナル インレットの2つの浮動小数点シグナルまたは整数は、ビットごとに
比較される。数値のうちのどちらか一方のビットが1であれば、出力
の数値の該当ビットも1になり、そうでない場合には出力の数値の該
当ビットは0になる。出力は結果のビット・パターンからなる浮動小
数点シグナルである。

利用例

参照

bitshift~ 浮動小数点シグナルに対するビット・シフト
bitand~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のAND演算
bitxor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のXOR演算
bitnot~ 浮動小数点シグナルに対するビットのNOT演算



入力

シグナル bitshift~オブジェクトは浮動小数点シグナルに対して、生の32ビット
データまたは整数値としてビット・シフトを行う。

浮動小数点シグナルのビットの値は次の形式で表現される。

<1符号ビット> <8 指数ビット> <23 仮数ビット>

mode 第1インレット：0または1を伴うmodeは、ビット・シフトを行う場合
に、浮動小数点シグナルまたは浮動小数点の値を、生の32ビット浮動
小数点の値と変換された整数値のどちらとして処理するのかを指定す
る。演算のモードは以下の通り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。

注記：浮動小数点シグナルを整数に変換した後で元に戻した場合に
は、結果の浮動小数点の値は24ビット分の整数分解能しか持つことが
できない。

shift 第1インレット：正または負の数値を伴うshiftは、入力される浮動小数
点シグナルを何ビットシフトするかを指定する。正の数値はビット数
分だけ左にシフトすることに相当する（すなわち数値を左にn桁シフ
トすることは2 を掛けるのと同じ）。負の数値はビット数分だけ右に
シフトすることに相当する（すなわち右にn桁シフトすることは2nで
割るのと同じ）。

アーギュメント

整数 オプション。入力される浮動小数点シグナルを何ビットシフトするの
かを設定する。正のシフト値は数値のビットを左にシフトすることに
相当し、負のシフト値は数値のビットを右にシフトすることに相当す
る。

整数 オプション。ビット・シフトを行う場合に、浮動小数点シグナルまた
は浮動小数点の値を生の32ビット浮動小数点の値と変換された整数値
のどちらとして処理するのかを指定する。演算のモードは以下の通り。

585

bitshift~ 浮動小数点シグナルに対する
ビット・シフト



モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。

出力

シグナル ビットシフトを行った浮動小数点シグナル

利用例

参照

bitand~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のAND演算
bitor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のOR演算
bitxor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のXOR演算
bitnot~ 浮動小数点シグナルに対するビットのNOT演算
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bitxor~オブジェクトは、2つの入力される浮動小数点シグナルに対して、生の32ビット・
データ、または整数値として、ビット単位のXOR演算を行う。両方の入力シグナルは比
較され、相当する出力ビットは、2つのビットの値が異なる場合には1に、2つの値が等し
い場合には0に設定される。出力は結果のビット・パターンからなる浮動小数点シグナル
である。

入力

シグナル 第1インレット：バイナリー形式で第2インレットの浮動小数点シグナ
ルと比較される浮動小数点シグナル。このシグナルは浮動小数点シグ
ナルとしても整数としても扱うことができる。

第2インレット：第1インレットのシグナルと比較される浮動小数点シ
グナル。このシグナルは浮動小数点シグナルとしても整数としても扱
うことができる。生の浮動小数点シグナルのビットの値は、次の形式
で表現される。

<1符号ビット> <8 指数ビット> <23 仮数ビット>

整数 第2インレット：適当なモードが設定されると、bitxor~オブジェクト
の第2インレットに入力された整数値は、ビットマスクとして用いら
れる。

bits 第1インレット：32個の1または0を含むリストを伴うbitsは、bitxor~で
用いられるビットマスクを指定する。この代わりに、ビットマスクの値
は、第2インレットに入力された整数値を用いて設定することもできる。

mode 第1インレット：0から3までの数値を伴うmodeは、ビット単位での演
算を行う場合に、浮動小数点シグナルまたは浮動小数点の値を生の32
ビット浮動小数点の値と変換された整数値のどちらとして処理するの
かを指定する。演算のモードは以下の通り。

モード 説明
0 両方の浮動小数点シグナル入力を、生の32ビット値

として扱う（デフォルト）。
1 両方の浮動小数点シグナル入力を、整数の値に変換

する。
2 第1インレットの浮動小数点シグナルを生の32ビッ

ト値として扱い、第2インレットの値を整数値とし
て扱う。

3 第1インレットの浮動小数点シグナルを整数値に変
換し、第2インレットを生の32ビット値として扱う。

注記：浮動小数点シグナルを整数に変換した後で元に戻した場合に
は、結果の浮動小数点の値は24ビット分の整数分解能しか持つことが
できない。
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出力

シグナル インレットの2つの浮動小数点シグナルまたは整数はビットごとに比
較される。2つのビットの値が異なれば1が出力となり、同じであれば
0が出力となる。出力は結果のビット・パターンからなる浮動小数点
シグナルである。

利用例

参照

bitshift~ 浮動小数点シグナルに対するビット・シフト
bitand~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のAND演算
bitor~ 浮動小数点シグナルに対するビット単位のOR演算
bitnot~ 浮動小数点シグナルに対するビットのNOT演算
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入力

clear buffer~オブジェクトに格納されたデータを消去する。

filetype 第1インレット：filetypeに続き、読み込むオーディオ・ファイルのフォ
ーマット名を表すシンボルを指定する。フォーマットのデフォルトは
AIFFである。サポートされているファイル・タイプは次の通りである。

aiff Apple Interchange File Format 形式のファイル（デフ
ォルト）

sd2 Sound Designer II 形式のファイル（Macintoshのみ）
wave WAVE 形式のファイル
raw raw 形式のファイル
au  NeXT/Sun で利用されてきた au 形式のファイル

import QuickTimeの機能を利用して、オーディオ・メディアを含むファイル
（MP3を含む）から、オーディオ・データをbuffer~のメモリへ読み込
む。importに続いてbuffer~に読み込むファイル名を指定した場合、フ
ァイルがMaxのサーチ・パス内にあれば即座にデータが読み込まれ
る。importに続いてファイル名を指定しない場合、標準ファイル・ダ
イアログが表示されるので、それに従ってファイルを選択する。イン
ポートされたデータは元のファイルが持つサンプリング・レートとワ
ード・サイズ（量子化ビット数）を保持するが、ループ・ポイントや
マーカーなどのデータはインポートされない。ファイル名を指定した
時には、それに続いて実数を指定することで、データを読み込む開始
点をミリ秒単位で指定することができる（ファイルの先頭位置は0）。
但し、importメッセージはQuickTimeの機能を利用して内部的に1/600
秒時間単位で処理されるため、ミリ秒単位で設定した開始位置のオフ
セットが保証されるわけではない。データの開始点に続いてミリ秒を
表す1つの実数を設定することもできる。この値はbuffer~に読み込む
データの開始点からのデュレーション（時間長）となる。このデュレ
ーションは現在のオブジェクトが確保しているサンプル用のメモリ・
サイズを上書きする。デュレーション値を負の数で設定した場合、
buffer~はファイルのすべてのデータを読み込み、サンプル用のメモリ
をそのサイズに合わせて確保し直す。デュレーション値が0または与
えられなかった場合は、読み込むオーディオ・ファイルのサイズが、
現在のbuffer~内部のメモリサイズより大きくても、サイズ変更はしな
い。デュレーション値の後には、読み込むチャンネル数を指定するこ
とができる。チャンネル数を指定しない場合、オーディオ・ファイル
のヘッダに示されているチャンネル数でファイルを読み込む。readメ
ッセージにてチャンネル数を指定するかしないかに関わらず、元々
buffer~で設定されていたチャンネル数は変更され、新しいファイルに
従ったチャンネル数となる。

name nameに続き、buffer~を参照する時の名前となるシンボルを指定する。
これはbuffer~に関連するオブジェクト（例：cycle~、groove~、
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lookup~、peek~、play~、record~、wave~など）が、参照先のbuffer~を
区別するためのシンボルとなる。buffer~側でシンボルを設定し直した
場合、古いシンボルでbuffer~を参照していたオブジェクトはbuffer~へ
の繋がりを失う。それぞれのbuffer~オブジェクトは、個別の参照名を
設定すべきである。仮に既に存在するbuffer~と同じ名前のシンボルを
設定しても、そのbuffer~は既に存在するbuffer~と関連付けられるわけ
ではない。

open buffer~内のサンプル・データの波形表示ウィンドウが開く。既に波形
表示ウィンドウが開かれている場合は、一番手前に表示される。

read サポートするサウンド・ファイル（AIFF形式、Sound DesignerII形式
（Macintoshのみ）、NeXT/Sun形式（au形式）、WAV形式）をbuffer~オ
ブジェクト内部のサンプル・メモリへ読み込む。readに続いて読み込
むファイル名を指定でき、Maxのサーチ・パスにそのファイルが存在
すれば、即座に読み込まれる。ファイル名を指定しない場合は、標準
ファイル・ダイアログが開くので、そこでファイルを選択する。その
ファイル名を指定する場合は、その後に実数を指定し、データを読み
込む開始点をミリ秒単位で指定することができる（ファイルの先頭位
置は0）。そのデータ開始点に続いてミリ秒を表す1つの実数を設定す
ることもできる。この値はbuffer~に読み込むデータの開始点からのデ
ュレーション（時間長）となる。このデュレーションは現在のオブジ
ェクトが確保しているサンプル用のメモリ・サイズを変更する。デュ
レーション値を負の数で設定した場合、buffer~はファイルのすべての
データを読み込み、サンプル用のメモリをそのサイズに合わせて確保
し直す。デュレーション値が0または与えられなかった場合は、読み
込むオーディオ・ファイルのサイズが現在のbuffer~内部のメモリサイ
ズより大きくてもサイズ変更はしない。デュレーション値の後には、
読み込むチャンネル数を指定することができる。チャンネル数を指定
しない場合、オーディオ・ファイルのヘッダに示されているチャンネ
ル数に従ってファイルを読み込む。readメッセージによってチャンネ
ル数を指定するかしないかに関わらず、元々buffer~で設定されていた
チャンネル数は変更され、新しいファイルに従ったチャンネル数とな
る。

readagain 一番最近に読み込んだファイルからサウンド・データを読み込む（ここ
ではreadまたはreplaceメッセージで1つ前に読み込まれたデータとなる）。

replace 負の数でデュレーションを指定したreadメッセージと同様の働きをす
る。replaceの後にシンボルを指定することで、それをファイル名とす
るファイルがMaxサーチ・パス内にあれば、そのファイルを読み込む。
シンボルの記述がない場合、標準ファイル・ダイアログが開き、選択
可能なオーディオファイルを表示する。開始点、デュレーション、チ
ャンネル数の指定などはreadメッセージと同様に利用できる。

samptype 第1インレット：samptypeに続きサンプルのデータ型を表すシンボルを
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指定する。このデータ型はオーディオ・ファイルのサンプル・データ
をどのように解釈するかを表すものとなる（実際のサンプル・データ
型を無視することになる）。

次のサンプル・データ型を表すシンボルがサポートされている。
int8 8bit 整数型
int16 16bit 整数型
int24 24bit 整数型
int32 32bit 整数型
float32 32bit 浮動小数点型
float64 64bit 浮動小数点型
mulaw 8bit μ-law 符号型
alaw 8bit a-law 符号型

set setに続き、buffer~を参照する時の名前となるシンボルを指定する。こ
れはbuffer~に関連するオブジェクト（例：cycle~、groove~、lookup~、
peek~、play~、record~、wave~など）が、参照先のbuffer~を区別する
ためのシンボルとなる。buffer~側でシンボルを設定し直した場合、古
いシンボルでbuffer~を参照していたオブジェクトはそのbuffer~への繋
がりを失う。それぞれのbuffer~オブジェクトは個別の名前を設定すべ
きである。仮に既に存在するbuffer~と同じ名前のシンボルを設定して
も、そのbuffer~は既に存在するbuffer~と関連付けられるわけではない。

size sizeに続いてミリ秒単位で表したデュレーション（時間長）を指定す
る。このデュレーション値は、buffer~が確保するサンプル・メモリの
サイズを設定する。これは1つのbuffer~オブジェクトで格納できるデ
ータ量を制限するものである。この制限は、replaceメッセージを入力
するか、readメッセージでのデュレーション値設定が行われるまで有
効となる。

sr srに続いてbuffer~内部で処理されるサンプリング・レートの数値を指
定する。デフォルトではサンプリング・レートはその時点での出力サ
ンプリング・レート、または一番最近に読み込んだオーディオ・ファ
イルのサンプリング・レートとなる。

wclose サンプル・データの波形表示ウィンドウが表示されている場合に、そ
れを閉じる。

write buffer~内に格納されているデータをオーディオ・ファイルにセーブす
る。writeの後にシンボルが指定されていない場合は、標準ファイル保
存ダイアログが表示され、カレント・ディレクトリを示して、保存す
るファイル名を問い合わせてくる。その標準ファイル保存ダイアログ
で保存するファイルのフォーマットを特に指定しない限り、セーブさ
れるのはfiletypeメッセージでもっとも最近に設定されたフォーマット
か、もっとも最近に開いたオーディオ・ファイルのフォーマットとな
る。デフォルトではbuffer~はAIFF形式でセーブする。
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writeaiff buffer~内に格納されているデータをAIFFファイルとして保存する。
writeaiffに続いてファイル名となるシンボルを指定しない場合は、標準
ファイル保存ダイアログが開く。シンボルを指定した場合は、現在の
デフォルト・ディレクトリに指定したファイル名で保存される。

writeau buffer~内に格納されているデータをNeXT/Sun形式として保存する。
writeauに続いてファイル名となるシンボルを指定しない場合は、標準
ファイル保存ダイアログが開く。シンボルを指定した場合は、現在の
デフォルト・ディレクトリに指定したファイル名で保存される。

writeraw buffer~内に格納されているデータをヘッダ情報のないraw形式として
保存する。セーブするデータ型のデフォルトは16bitだが、samptymeメ
ッセージで出力のデータ型を指定することができる。writerawに続いて
ファイル名となるシンボルを指定しない場合は、標準ファイル保存ダ
イアログが開く。シンボルを指定した場合は、現在のデフォルト・デ
ィレクトリに指定したファイル名で保存される。

writesd2 Macintoshのみ。buffer~内に格納されているデータをSound Designer II
形式として保存する。writesd2に続いてファイル名となるシンボルを指
定しない場合は、標準ファイル保存ダイアログが開く。シンボルを指
定した場合は、現在のデフォルト・ディレクトリに指定したファイル
名で保存される。

writewave buf fer~内に格納されているデータをWAV形式として保存する。
writewaveに続いてファイル名となるシンボルを指定しない場合は、標
準ファイル保存ダイアログが開く。シンボルを指定した場合は、現在
のデフォルト・ディレクトリに指定したファイル名で保存される。

（remote） peek~オブジェクトやrecord~オブジェクトによって、データを変更す
ることができる。

（マウス） buffer~オブジェクトをダブルクリックすると、波形表示ウィンドウが
開き、そのデータの中身を見ることができる。

アーギュメント

シンボル 必須。第1アーギュメントは、他のオブジェクトがbuffer~を区別する
ための参照名を指定する。

シンボル オプション。第1アーギュメントの参照名に続き、buffer~オブジェク
トが生成された時点で読み込むオーディオファイルを指定することが
できる。

実数または整数 オプション。オプションのファイル名を指定した後に、ミリ秒で表さ
れるデュレーション値を指定することができる。この値はオブジェク
ト内で格納するデータの量を制限するものとなる（新しいデュレーシ
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ョン値は、readメッセージで設定し直すこともできる）。デュレーショ
ン値を指定しない場合、buffer~オブジェクトはサンプル用のメモリを
確保しないが、読み込むオーディオ・ファイルのサイズを制限するも
のではない。

整数 オプション。デュレーション値に続いてbuffer~に格納するオーディ
オ・チャンネル数を指定することができる（これはbuffer~オブジェク
トにどれだけのメモリを初期的に確保するかを伝えるものだが、読み
込むオーディオ・ファイルがより多くのチャンネルを持っていた場
合、そのチャンネル数に応じたメモリを割り当てる）。チャンネル数
の最大値は4、デフォルト値は1である。

出力

実数 buffer~オブジェクトの波形表示ウィンドウ上でマウス・クリックかド
ラッグをすることで、カーソルのある位置が時間軸で、どの位置にあ
るかをミリ秒単位でアウトレットから出力する。

利用例

buffer~はオシレータとして利用するための波形テーブルとして、またはサンプル用バッファとして利用できる

参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
cycle~ テーブル参照可能なオシレーター
groove~ 速度可変のループ再生
lookup~ buffer~を利用したテーブル参照機能
peek~ サンプル値の読み出しと書き込み
play~ ポジション・ベースのサンプル再生
record~ サウンドをbuffer~のサンプル・メモリへ録音する
sfplay~ ディスクからオーディオ・ファイルを再生する
sfrecord~ ディスクへオーディオ・ファイルとして録音する
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 3 Fundamentals: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
Tutorial 12 Synthesis: Waveshaping（英文PDF参照）
Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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buffir~オブジェクトは有限インパルス応答（FIR：Finite Impulse Response）フィルターを
実装したもので、buffer~内に格納されたフィルター係数のセットと入力シグナルとの畳み
込み積分を行う。その畳み込み積分は次の式で示される。

yn = b0xn + b1xn-1 + b2xn-2 + ... + bqxn-q

入力

シグナル 第1インレット：フィルター係数と畳み込む（フィルター処理する）
入力シグナル。

第2インレット：buffer~内のフィルター係数を読み出す開始位置のオ
フセット・サンプル数。

第3インレット：buffer~からフィルター係数として利用するサンプル
の数（係数の数に相当）。最大値は128。

整数および実数 第2インレット：buffer~内のフィルター係数を読み出す開始位置のオ
フセット・サンプル数。

第3インレット：フィルター用buffer~から係数として利用するサンプ
ル数（係数の数に相当）。最大値は128。clearフィルター処理の内部状
態データを消去する（0にする）。

set setに続きbuffer~オブジェクトの参照名、オフセット・サンプルの整数
を指定する。オプションとして、それらに続いてbuffer~のチャンネル
を整数で指定することもできる。

アーギュメント

シンボル 必須。フィルター係数として利用するシグナルが格納されている
buffer~の参照名。

整数および実数 オプション。buffer~内のフィルター係数を読み出す開始位置のオフセ
ット・サンプル数。

整数および実数 オプション。フィルター用buffer~から係数として利用するサンプル数
（係数の数に相当）。デフォルト値は0である。
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出力

シグナル 入力シグナルとbuffer~のフィルター係数とを畳み込み積分したシグナル。

利用例

buffir~は、buffer~オブジェクトをFIRフィルターのためのインパルス応答のデータ格納場所として利用する

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
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入力

シグナル シグナルの一部を、閲覧、編集、ファイル保存するためにテキスト形
式で格納する（格納するデータ・サイズはオブジェクトのアーギュメ
ントとして指定することができる）。

write capture~内に格納されたデータをテキスト・ファイルとして保存する。
ファイル名を指定するために、標準ファイル保存ダイアログが開く。
writeに続いて保存ファイル名のシンボルを指定すれば、そのファイル
名でデータが保存される。その時、保存されるフォルダはcapture~オ
ブジェクトが含まれるMaxパッチのあるフォルダとなる。パッチが保
存されていない場合、capture~内のデータはMaxのアプリケーション
があるフォルダに保存される。

clear capture~内のデータを消去する。

open capture~が格納するデータを閲覧および編集するために、ウィンドウ
を開く。ウィンドウはフロント・ウィンドウとして開かれる。

wclose capture~オブジェクトに関連付けられているウィンドウを閉じる。

（マウス） capture~オブジェクトをダブル・クリックすることで、オブジェクト
に格納されているデータを閲覧、編集するためのウィンドウが開く。
編集ウィンドウに表示される数字列は、コピーしてbuffer~の波形編集
ウィンドウにペーストすることができる。

アーギュメント

f オプション。第1アーギュメントにfを指定した場合、capture~は受け
取ったシグナルの最初のサンプルを格納していく。格納バッファーが
いっぱいになれば、その後のサンプルは無視され、格納されない。fを
指定しない場合、capture~は最近に入力されたシグナルのデータを格
納していき、必要であれば古いデータを捨てる。

整数 オプション。capture~で格納するサンプル数の容量を制限する。数字
を指定しない場合、capture~は4096個のサンプルを格納する。サンプ
ル数の最大数は、Maxのアプリケーションが確保しているメモリ量に
のみ制限される。2つめの数値のアーギュメントによって、データ編
集ウィンドウで表示される各サンプルの正確さ（小数点以下第何位ま
でか）を指定することができる。

出力

なし。
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利用例

シグナルの一部を閲覧、保存、コピー&ペーストなどできるようテキスト・データとして格納する

参照

scope~ シグナル・オシロスコープ
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入力

シグナル 第1インレット：周波数領域でのシグナルの実数部分（例えばfft~、ま
たはfftin~オブジェクトで作られるもの）を入力し、振幅と位相のから
なるペアの極座標のシグナルに変換される。

第2インレット：周波数領域でのシグナルの虚数部分（例えばfft~、ま
たはfftin~オブジェクトで作られるもの）を入力し、振幅と位相のから
なるペアの極座標のシグナルに変換される。アーギュメントなし。

出力

シグナル 第1アウトレット：現在の入力シグナルから求められた周波数ビンご
との大きさ（振幅）。

第2インレット：現在の入力シグナルから求められた周波数ビンごと
の位相で、ラディアン単位で表される。第1インレットだけにパッチ
コードが繋がれている場合は、計算の負荷を減らすために位相計算は
無視される。

利用例

fftin~オブジェクトからペアで出力される実数／虚数データから振幅／位相を求めるために、cartopol~オブジェクトを使用する

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換

598

cartopol~ シグナルについて直交座標を
極座標に変換する



pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）

599

cartopol~ シグナルについて直交座標を
極座標に変換する



注記：このオブジェクトは、Max/MSP4.2以降のバージョンでは使用されない

MSPのcd~オブジェクトは、Maxのcdオブジェクト（CD-ROMドライブに入れたオーディ
オCDを再生する）と似ているが、cd~はMSPを通してオーディオCDを再生する。これは、
外部のDSP機器やオーディオカードを通すことで、CDをデジタル再生できることを意味
する。または、内部の不十分なD/Aコンバーターの使用を避けて、CDの高品質なアナロ
グ再生ができることを意味する（cdオブジェクトを利用すると、一旦アナログへ変換され
たCDのオーディオがサウンド・マネージャーを通して入力され、再びデジタルへ再変換
されることになり、結果的に再現性に劣る音質となる）。

cd~オブジェクトは、sfplay~オブジェクトのように、サンプル単位で正確にトリガーする
ためのキューを定義できる。sfplay~と同じく、cd~は各キューの始まりのオーディオ・デ
ータをあらかじめ読み込んでおくことができ、CDの続きのデジタル・データは、キュー
があらかじめ読み込んだデータ（約1秒分）から読み込まれる。また、sfplay~のように、
キュー番号のリストをcd~に送ることで、即座に変化する再生の連なりを作り出すことも
可能である。

入力

init オーディオCDドライバーの再初期化を行う。このメッセージまたは
tocメッセージは、CDドライブに新たにオーディオCDを挿入した後、
cd~オブジェクトにCDの認識をさせるために利用する必要がある。

整数 0は現在再生しているすべてのトラックまたはキューを停止する。1は
CDの最初のトラックを始めから再生する。1より大きな数字は、その
数字のキューを再生する。

リスト 2つ以上の整数から成るリストで、再生するキューの順番を指定する。

toc オーディオCDドライバーの再初期化を行う。オーディオCDがドライ
ブにあれば、そのCDの内容に関する情報が第2アウトレット以降から
4つの項目からなるリストとして出力される。そのリストはトラック
番号に続いて、CDの開始点からのそのトラックの開始分、開始秒、
ブロック（1/75秒）から成る。

trackdurs トラック番号とその時間的な長さをミリ秒単位の実数で表した、2つ
の項目からなるリストを出力する。

pause 現在再生中のトラックまたはキューを一時停止する。

resume 一時停止している場合に、再生を再開する。

preload トラック情報を用いずキューを定義する。第1アーギュメント（必須）
はキュー番号を表し、2以上の数字を指定する必要がある。第2アーギ
ュメント（オプション）ではCDの再生開始時間をミリ秒単位で定義
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する。第2アーギュメントが与えられない場合、キューはCDの最初か
ら開始することになる。第3アーギュメント（オプション）はキュー
の長さをミリ秒単位で定義する。第3アーギュメントが与えられない
場合、デュレーションはオーディオCDの再生時間すべてとなる。

preloadtrack トラック情報を用いてキューを定義する。第1アーギュメント（必須）
はキュー番号を表し、2以上の数字を指定する必要がある。第2アーギ
ュメント（必須）はトラック番号である。第3アーギュメント（オプ
ション）はキューの指定トラック中での再生開始時間をミリ秒単位で
定義する。第3アーギュメントが与えられない場合、キューは指定ト
ラックの最初から再生開始となる。第4アーギュメント（オプション）
はキューの長さをミリ秒単位で定義する。第4アーギュメントが与え
られない場合、そのキューの長さは指定トラックの開始点からの残り
時間となる。

clear キューの定義を消去する。clearに続くアーギュメントがない場合は、
すべてのキューの定義を消去する。clearの後に1つ以上の数字が指定
されている場合は、その指定番号のキューが消去される。

注記：clearメッセージはオーディオ処理がオンでないと機能しない。

stitch stitchに続いて1か0の数値を指定し、サウンドのブロック・ステッチ機
能のオン・オフを切り替える。いくつかの古いCD-ROMドライブやポ
ータブルCD-ROMドライブなどでは周期的なノイズが見られることが
あり、このブロック・ステッチ機能はこのノイズを除去する機能であ
る。キューの開始時や終了時のサンプル単位の正確さに対しては重要
なものとなる。デフォルトではこの機能はオンとなっている。利用す
るドライブにこの機能が必要かどうか、オン・オフを切り替えて試し
てみるべきである。

bang キューまたはトラックの再生中にbangメッセージを入力すると、現在
再生中のトラック番号とミリ秒単位の再生位置をリストとして一番右
側のアウトレットから出力する。

eject ドライブ中にあるCDに対し、使用中でなければドライブからイジェ
クトする。この機能はすべてのドライブで機能するとは限らない。

embed embedに続いて1か0を指定することで、cd~オブジェクトがキューの定
義をパッチ内部に保存するかどうかを定義する。デフォルトではキュ
ーの定義はパッチ内に保存されない（embed 0）。

play あるトラック中の特定の箇所からCDの再生を行う。第1アーギュメン
ト（必須）はトラック番号を指定する。第2アーギュメント（オプショ
ン）は再生開始位置をトラック先頭からの時間としてミリ秒で指定す
る。第2アーギュメントが与えられない場合、開始位置はトラックの先
頭となる。第3アーギュメント（オプション）は再生する長さをミリ秒
で指定する。これを指定しない場合はトラック全体が再生される。
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アーギュメント

整数 cd~オブジェクトは2つのアーギュメントを指定することができ、その
両方ともオプションである（ただし、第2アーギュメントを記述する
には両方とも記述する必要がある）。第1アーギュメントはドライブの
デバイスIDである。使用マシンにCDドライブが1つしかない場合は、
0から7までのどの数値をIDとして指定しても、cd~はドライブを特定
できる。第2アーギュメントは、cd~オブジェクトがどの程度の頻度で
再生中のドライブの時間位置を取得するかを決める。第2アーギュメ
ントに0を指定した場合、cd~オブジェクトにbangメッセージを入力す
るまで、再生中のドライブの時間情報を取得しない。

出力

シグナル 第1および第2アウトレット：CDの左右のチャンネルがそれぞれ出力
される。オーディオ・データはCDから直接デジタル・データとして
読み出される。cd~はサンプリング・レートの変換を行わないため、
サンプリング・レートが44.1kHzの時のみ、正しいピッチとしてデー
タが利用できる、という点に注意が必要である。

list 右側から3つ目のアウトレット：bangメッセージに対して、再生中の
トラック番号およびそのトラックの先頭からの再生位置をミリ秒で出
力する。

list 右側から2つ目のアウトレット：tocメッセージに対して、CDの内容に
関する情報を4つの項目からなるリストを出力する。リストはトラッ
ク番号、CDの先頭からのトラックの開始分、秒、およびブロック
（1/75秒単位）からなる。

list 右側から2つ目のアウトレット：trackdursメッセージに対して、トラッ
ク番号とそのトラックのミリ秒単位のデュレーションの2つの項目か
らなるリストを出力する。

bang 一番右のアウトレット：preloadtrackまたはpreloadメッセージの処理が
終了した時に、bangメッセージを出力する。

参照

cd オーディオCDをコントロールする
sflist~ オーディオ・ファイルのキューを格納する
sfplay~ ディスクからオーディオ・ファイルを再生する
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入力

シグナル 任意のシグナル。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 現在のサンプルがひとつ前のサンプルよりも大きい場合、サンプル値
として1を出力する。現在のサンプルがひとつ前のサンプルと同じ値
の場合、サンプル値として0を出力する。現在のサンプルがひとつ前
のサンプルより小さい場合、サンプル値として-1を出力する。

利用例

シグナルの値が増加したか、減少したか、または同じ値のままか、を検出

参照

edge~ シグナルの論理的変化を検出する
thresh~ 設定したレベルよりも大きなシグナルを検出する
zerox~ ゼロ地点の通過を検出する
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入力

bang click~オブジェクトのアウトレットからインパルスを出力する。デフ
ォルトでは、インパルスは1.0の値の後に0.0が続くサンプルから成る。

set setに続けて、0.0から1.0までの範囲の実数値から成るリストをもつ。
このリストは、言い換えれば、インパルスを小さなウェーブ・テーブ
ルとして定義するものである。ウェーブ・テーブルの長さは、リスト
の要素の数により決定される。リストの項目の最大数は、256である。

アーギュメント

リスト オプション。インパルスのウェーブ・テーブルを定義することができ
る（setメッセージを参照のこと）。アーギュメントの最大値は256であ
る。

出力

シグナル インパルス。

利用例

インパルス・シグナルを出力する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
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入力

シグナル 第1インレット：入力シグナル。このシグナルは、第2インレットおよ
び第3インレットに入力された振幅の最小値と最大値によって制限を
かけられる。

第2インレット：出力シグナルの振幅範囲の最小値

第3インレット：出力シグナルの振幅範囲の最大値

実数または整数 第2および第3インレットは、シグナルの代わりに実数か整数で振幅最
小値および最大値を入力することができる。

アーギュメント

実数 オプション。出力シグナルの振幅範囲に対し、その最小値および最大
値の初期値を指定する。アーギュメントで指定しない場合は、最小
値・最大値ともに0に設定される。第2インレットまたは第3インレッ
トに数値が入力された場合は、それらに対応するアーギュメントは無
視される。

出力

シグナル 入力シグナルの各サンプルに対し、設定された振幅範囲で制限のかか
ったシグナルが出力される。入力シグナルで範囲を超えた値は、すべ
てその制限値として出力される。

利用例

入力に対してクリップされたシグナルを出力する

参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
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入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理を行うシグナル。フィルターは現在
の入力サンプルを以前の入力サンプルと出力サンプルのどちらか、ま
たは両方と、次の式に従ってミックスする：

yn = axn + bxn-(DR/1000) + cyn-(DR/1000)

Rはサンプリング・レートでDはミリ秒単位のディレイ時間

第2インレット：現在の出力に加算する過去のサンプル用のミリ秒単
位のディレイ時間（D）。

第3インレット：出力に送る入力サンプルの量をスケーリングするた
めの振幅係数（a）。

第4インレット：出力に送る遅らせた過去の入力サンプルの量をスケ
ーリングするための振幅係数（b）。

第5インレット：出力に送る遅らせた過去の出力サンプルの量をスケ
ーリングするための振幅係数（c）。

実数または整数 第2インレットから第5インレットまでのフィルター・パラメーターは
シグナルの代わりに実数で指定することもできる。シグナルがインレ
ットに入力されている場合には、実数での指定は無視される。

リスト 3つのパラメーターは第1インレットにリストとして与えることもでき
る。リストの1番目の数値はディレイ時間D、次の数値は係数a、そして
3番目の数値は係数bである。シグナルがインレットに入力されている
場合には、リストでそのインレットに与えられた係数は無視される。

clear comb~オブジェクトの以前の出力のメモリーを消去し、0にリセット
する。

アーギュメント

実数 オプション。5つまでの数値で最大ディレイ時間とディレイ時間Dと係
数a、b、cの初期値を設定する。シグナルがインレットに入力されて
いれば、そのインレットにアーギュメントとして与えられた係数は無
視される。何もアーギュメントがなければ、最大ディレイ時間はデフ
ォルトの10ミリ秒になり、他の値はデフォルトの0になる。

出力

シグナル フィルター処理を行ったシグナル。
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利用例

フィルター・パラメーターは実数またはシグナルとして与えられる

参照

allpass~ オールパス・フィルター
delay~ サンプル単位のディレイ・ライン
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
teeth~ フィードフォワードとフィードバックにディレイ・コントロールが

付いたコム・フィルター
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入力

シグナル コサイン関数への入力。入力は一周期の割合い（一般的には、範囲は
0から1）として表される。入力に2πを掛けた値がコサイン関数で用
いられる。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力値を2π倍にすることで得るコサイン値。このオブジェクトで使
われている、コサインを直接計算する方法は、通常は、cycle~オブジ
ェクトに格納されているコサインを使うよりも、非効率的である。

利用例

（一周期の割合いの）入力のコサイン値を計算し、出力する

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
cycle~ テーブル参照可能なオシレーター
phasor~ ノコギリ波の生成
asinh~ シグナルの双曲線アーク・サイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
trapezoid~ 台形波のウェーブテーブル
triangle~ 三角波のウェーブテーブル
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生
2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
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入力

シグナル 双曲線コサイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の双曲線コサイン値。

利用例

cosh~オブジェクトを用いて、面白い波のような形のオーディオ・コントロール・シグナルをつくる

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル コサイン関数の出力。cos~オブジェクトとは違い、cosx~オブジェク
トは実際に円周率を元にした関数である。cos~オブジェクトの出力は
1周期を元にしており、phasor~オブジェクトを用い、参照テーブルと
して使用するためのものである。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力のコサイン値。

利用例

cosx~を用いて、より振幅が浅く、より隆起の激しいオーディオ・コントロール・シグナルを作ることができる

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
atanh~ シグナルの双曲線アーク・タンジェント関数
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数

610

cosx~ シグナルのコサイン関数



入力

bang オーディオ処理がオンの時、現在の最小値からシグナルのサンプル数
をカウントし始める。既にシグナルをカウントしている場合は、最小
値にリセットしてカウント・アップし続ける。

整数 第1インレット：新しい最小値を設定する。出力シグナルはこの値か
らカウント・アップしていく。

第2インレット：最大値を設定する。カウント値がこの値まで来た場
合、次のサンプルで最小値からカウントし直す。0（デフォルト値）
を指定した場合、最大値は設定されず、リセットなしにカウント・ア
ップし続ける。

リスト 第1インレット：4つの数字から成るリストで、count~オブジェクトの
振る舞いを指定することができる。1つ目と2つ目の数字はカウンター
の最小値および最大値を指定する。3つ目の数字はcount~がオフ（0）
であるかオン（1）であるかの初期状態を指定する。4つ目の数字はオ
ート・リセットのフラグ（autoresetの欄を参照）を設定する。

実数 任意のインレット：整数に変換される。

autoreset 第1インレット：autoresetに続いて0でない数値を指定することで、オ
ーディオ処理をオンにした時にカウンターを最小値にリセットする。

min 第1インレット：minに続く数値を指定して、次のループでの最小値を
設定する。ただし、出力はすぐに変更されるわけではない。

set 第1インレット：setに続く数値を指定して、次のループでの最小値を
設定する。ただし、出力はすぐに変更されるわけではない。

stop 第1インレット：count~内の現在の最小値をシグナルとして出力する。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはカウンターの最小値の初期値を設
定する。そのデフォルト値は0である。第2アーギュメントはカウンタ
ーの最大値の初期値を設定する。そのデフォルト値は0で、それは最
大値がないことを意味する。第3アーギュメントはcount~オブジェク
トがオフ（0）であるかオン（1）であるかの初期状態を指定する。第
4アーギュメントはオート・リセットの状態（上記autoresetメッセージ
を参照）を設定する。
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count~ シグナル・サンプル・
カウンター



出力

シグナル オーディオ処理を最初にオンにした時、count~は常に現在の最小値を
出力する。bangか整数が入力されると、現在の最小値からカウント・
アップし始める。

利用例

通過したサンプル数を与えた数からカウントして出力する

参照

index~ 補間機能なしのサンプル・プレイバック
mstosamps~ ミリ秒をサンプル数に変換
sampstoms~ サンプル数をミリ秒に変換
+=~ 結果を格納し、シグナルの加算

Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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count~ シグナル・サンプル・
カウンター



入力

リスト 最初の数値は目標値を指定する。2番目の数値はその値に到達するの
にどれだけの時間がかかるかをミリ秒単位で指定する。そして最後の
オプションである3番目の数値は曲線のパラメーターを指定する。そ
のパラメーターが0から1までの場合は指数曲線を作り出し、-1から0
の場合は対数曲線を作り出す。曲線のパラメーターが0に近付くにつ
れて、曲線はより直線に近ついていく。また、曲線のパラメーターが
0から離れるにつれて、曲線は階段の形に近づいていく。指定された
時間の値の中では、curve~オブジェクトは現在の格納された値から目
標値へ指数勾配を持つシグナルを生成する。curve~オブジェクトは連
続する指数勾配を生成するために、目標と時間に関する3個1組のパラ
メーターを最大で42個受け取ることができる。（例えば、0 1000 .5 1
1000 -.5というメッセージは現在の値から1秒間かけて0に到達、次の1
秒間で1に到達する。） 勾配の中の一つが目標値に到達すると、次の
ものがスタートする。新たに第1インレットからリスト、実数、また
は整数が入力された場合は、まだ生成されていないすべての勾配は消
去される。

実数、または整数 第1インレット：第2インレットから入力される数値によって指定され
た時間内に到達する目標値。最後の目標値への時間が指定されない場
合は、到達時間は0と考えられて、出力シグナルは即座に目標値とな
る。

第2インレット：出力シグナルが目標値に到達する時間をミリ秒で指
定する。

第3インレット：曲線のパラメーターを設定する。0から1の数値は指
数曲線を作り出し、-1から0の数値は対数曲線を作り出す。曲線のパ
ラメーターが0に近付くにつれて、曲線はより直線に近づいていく。
また、曲線のパラメーターが0から離れるにつれて、曲線は階段の形
に近づいていく。

アーギュメント

実数、または整数 オプション。最初のアーギュメントは出力シグナルの初期値を設定す
る。二番目のアーギュメントは曲線のパラメーターの初期値を設定す
る。出力シグナルと曲線のパラメーターの初期値はデフォルト値では
0である。

出力

シグナル 第1アウトレット：現在の目標値、または最も最後に受信した目標値、
到達時間、曲線のパラメーターによって目標値に向かって変化する指
数曲線の値を出力する。
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curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・
ジェネレーター



bang 第2アウトレット：curve~オブジェクトがすべての勾配を生成し終え
た時、bangを出力する。

利用例

曲線の勾配を、周波数と振幅のシグナルをコントロールするために使用する

参照

line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
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curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・
ジェネレーター



cycle~オブジェクトは、512サンプルのウェーブテーブルを一波形として繰り返し読み出
すことで、補間機能のあるオシレーターとして働く。デフォルト波形はコサイン波形だが、
buffer~オブジェクトを利用することで、他のオシレーターとして動作することができる。
ウェーブテーブル（buffer~）上の513番目のサンプルデータは512番目のサンプルの次のサ
ンプルへの補間に使われる。波形を繰り返すことを考慮すると、513番目のサンプルは波
形の終わりから次の始まりにかけての不連続点がないことから1番目のサンプルと同じ値
であることが望ましい。512個のサンプルしか有効でない場合、513番目のサンプルは1番
目のサンプルと同じであるとみなして動作する。これはcycle~のデフォルト波形であるコ
サイン波形などがあてはまる。他の波形に適用しようとする場合、513番目の値は512番目
の値と同じにするか、または513番目を省略するべきである。

入力

シグナル 第1インレット：オシレーターとしての周波数を指定する。負の数も
入力可能である。

第2インレット：0から1の値によって、1波形を移動させる位相を入力
する。0から1の範囲外の数値の場合はその範囲に丸め込まれる。オシ
レーターとして機能させるもうひとつの方法は、周波数を0として、
このインレットにphasor~を入力することである。周波数が0以外の場
合に、このインレットにcycle~や他の周期的なオブジェクトを入力す
れば、周波数変調に似た形で位相変調を作り出すことができる。

実数または整数 第1インレット：オシレーターの周波数を設定する。このインレット
にシグナルが入力される場合は、この数値は無視される。

第2インレット：0から1の範囲の値でオシレーターの位相を設定する。
この範囲以外の数値を入力した場合は、その範囲内に丸め込まれる。
周波数の設定が同じである他のcycle~やphasor~オブジェクトがあり、
周波数が固定のままである場合は、それらオブジェクトと同期して動
作するよう位相変化は一定に保たれる。このインレットにシグナルが
入力される場合は、この数値は無視される。

set setに続き、buffer~オブジェクトの参照名を指定する。このbuffer~は
cycle~が利用するウェーブテーブルの参照先として使われる。オプシ
ョンとして、この参照名に続いてbuffer~内でのサンプル・メモリの読
み出すオフセット・サンプル数を整数で指定することができる。マル
チ・チャンネルを持っているbuffer~については、ウェーブテーブルと
して1つ目のチャンネルしか使うことができない。

setに続いてアーギュメントがない場合は、デフォルトのコサイン波形
を出力する。
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cycle~ テーブル参照可能な
オシレーター



アーギュメント

実数または整数 オプション。オシレーターとしての周波数の初期値を与える。このア
ーギュメントがない場合、周波数の初期値は0に設定される。

シンボル オプション。オシレーターが利用するウェーブテーブルを格納する
buffer~オブジェクトの参照名を指定することができる。実数または整
数による周波数のアーギュメントがある場合は、その後にbuffer~参照
名を指定する。buffer~参照名が指定されない場合は、内部に持つコサ
イン波形が利用される。

整数 オプション。buffer~参照名が与えられている場合、その後に最後のア
ーギュメントとしてbuffer~のサンプル・メモリから読み出すサンプル
のオフセット値を指定することができる。

出力

シグナル 指定した周波数および位相で繰り返し波形（デフォルトはコサイン波
形）を出力する。

利用例

連続したコサイン波形またはその他の波形の出力

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
phasor~ ノコギリ波の生成
trapezoid~ 台形波のウェーブテーブル
triangle~ 三角波のウェーブテーブル
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生
2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル

Tutorial 2 Fundamentals: Adjustable oscillator（英文PDF参照）
Tutorial 3 Fundamentals: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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cycle~ テーブル参照可能な
オシレーター



入力

シグナル dac~のインレットに入力されたシグナルは、対応した出力チャンネル
からオーディオ出力される。シグナルは-1から1の間の値でなければ
ならず、その範囲外の値はクリッピングされる。

open DSPステータス・ウィンドウを開く。

set 任意のインレット：setに続いて数字を指定することで、setメッセー
ジを入力したインレットに論理的な出力チャンネル番号を割り当て
る。例えば、set 3 というメッセージをdac~の第1インレットに入力し
た場合、第1インレットに入力したシグナルは論理出力チャンネル3に
設定される。

ただし、MSPのオーディオ処理がオンの間は論理チャンネルを使うた
めに、dac~にsetメッセージを入力してもすぐさま反映はされず、指
定チャンネルからは無音が出力されるのみである。オーディオ処理を
一度オフにして、再度オンにした時に初めて設定が反映される。1 2 3
4というアーギュメントを持つdac~オブジェクトがある場合、シグナ
ルのパッチ・コードが第1および第2インレット（チャンネル1および2）
のみに接続されている場合、set 1 3というメッセージは、オーディオ
処理がオンの時には、左端のチャンネルが即座に論理チャンネル3と
して出力の経路変更が反映されるわけではない。これを即座に反映で
きるよううまく処理するには、setメッセージを使う予定のdac~の各
チャンネルに対してsig~ 0の出力シグナルを接続しておく方法がある。
しかし、これについては、dac~にオーディオ・シグナルのデータを入
力する前に、matrix~やswitch~などのオブジェクトを利用してシグナ
ルの経路変更を行うほうが良い。

start 読み込まれているすべてのパッチのオーディオ処理をオンにする。

startwindow 入力するdac~オブジェクトが存在するパッチおよびそれに含まれるサ
ブパッチのみ、オーディオ処理をオンにする。それ以外の他のパッチ
はすべてオーディオ処理をオフにする。

stop 読み込まれているすべてのパッチのオーディオ処理をオフにする。

wclose DSPステータス・ウィンドウが開かれていれば、それを閉じる。

整数 0でない数字の場合はstartメッセージと同様に働き、0の場合はstopメ
ッセージと同様に働く。

（マウス） dac~をダブル・クリックすることでDSPステータス・ウィンドウが開
く。
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dac~ オーディオ出力と
オーディオ処理のオン・オフ



アーギュメント

整数 オプション。1から512の間の数字を指定して、1つ以上の出力チャン
ネル番号を持つdac~オブジェクトを作成できる。これらの番号は論理
チャンネルとして扱われ、物理デバイスのチャンネルとの割り当てに
ついては動的に変更可能である。物理デバイスのチャンネルはDSPス
テータス・ウィンドウのI/O Mappingsサブウィンドウ、またはadstatus
オブジェクトの出力キーワード・アーギュメントで、個々のドライバ
ーに対して割り当てられるものである。サウンド・マネージャーを使
う場合は2つの出力チャンネルのみ利用可能である。他のオーディ
オ・ドライバーを使う場合には、それ以上のチャンネル数を使うこと
ができる場合がある。dac~に対して何もアーギュメントを指定しない
場合、インレットは2つとなり、それらは出力チャンネル1と2に割り
当てられる。

出力

なし。インレットに入力されたシグナルは、対応する論理的な出力チ
ャンネルに送られ、DSPステータス・ウィンドウでその論理チャンネ
ルに対して割り当てられた物理デバイスの出力チャンネルから出力さ
れる。

利用例

オーディオ処理のオン・オフを切り替え、オーディオ出力へシグナルを出力する

参照

adc~ オーディオの入力とそのオン/オフ
adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
ezadc~ オーディオの入力とオン/オフ・ボタン
ezdac~ オーディオの出力とオン/オフ・ボタン

Tutorial 1 Fundamentals: Test tone（英文PDF参照）
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dac~ オーディオ出力と
オーディオ処理のオン・オフ



入力

シグナル 第1インレット：品質を落とすためのシグナルを入力する。

実数 第2インレット：入力シグナルのサンプリング・レートを落としてリ
サンプルする周波数比を指定する。この周波数比はシステムのサンプ
リング・レートで割られるリサンプリング・レートとなる。例えば、
MSPのサンプリング・レートが44100Hzで、周波数比が0.75である場
合、出力シグナルとして処理されるサンプリング・レートは33075Hz
となる。

整数 第3インレット：入力シグナルに対する量子化ビット数を指定する。
この値は1から24の範囲内でなければならない。より少ないビット数
はシグナルの品質低下を意味する。

アーギュメント

実数 オプション。第1アーギュメントは上で述べたリサンプルの周波数比
を設定する。アーギュメントがない場合はデフォルトの1.0となる。

整数 オプション。第2アーギュメントは入力シグナルに対する量子化ビッ
ト数を設定する。アーギュメントがない場合はデフォルトの24となる。

出力

シグナル 出力シグナルは、リサンプルおよび量子化された後の入力シグナルで
ある。このオブジェクトはリサンプリング時に故意に補間処理は行わ
ず、量子化時についてもディザリングは行わない。ローファイなエフ
ェクトを作り出すものと見るべきである。

注記：量子化ビット数が少ないとやかましいノイズ的なシグナルとな
るため、このオブジェクトの出力を聞く場合は注意が必要である。

利用例

シグナルのサンプリング・レートや量子化ビット数を変更する

参照

downsamp~ シグナルのダウンサンプル
round~ 入力されたシグナル値の端数の切り捨て／切り上げを行う
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degrade~ シグナルの品質を
低下させる



入力

シグナル 第1インレット：ディレイ処理を行うシグナル。

整数 第2インレット：サンプル数によるディレイ時間。ディレイ時間は0
（ディレイなし）未満でもアーギュメントで指定した数字より大きく
てもいけない。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはサンプル数による最大ディレイ時
間を設定する。これによってディレイ処理のために確保されるメモリ
量が決まる。デフォルト値は512である。第2アーギュメントはサンプ
ル数によるディレイ時間の初期値を設定する。デフォルト値は0であ
る。

出力

シグナル 指定されたサンプル数だけディレイ処理された入力シグナルが出力さ
れる。delay~とtapin~/tapout~の違いについては、まずdelay~のディレ
イ時間はミリ秒ではなくサンプル数で指定するという点が挙げられ、
サンプリング・レートが変更されるとディレイの時間長が変わること
になる。次に、delay~オブジェクトはベクター・サイズよりも小さな
サンプル数でのディレイ処理が可能な点が挙げられる。さらに、
delay~にはtapin~およびtapout~のような入力シグナルによるフィード
バック処理ができないという点が挙げられる。ショート・ディレイで
のフィードバック処理を行いたい場合は、comb~オブジェクトを利用
することが考えられる。

利用例

シグナルに対するサンプル数単位でのディレイ処理によるエコー処理やフィルター・エフェクト

参照

comb~ コム・フィルター
tapin~ ディレイ・ラインへの入力
tapout~ ディレイ・ラインからの出力
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delay~ サンプル単位の
ディレイ・ライン



入力

シグナル 任意のシグナルを入力する。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 現在のサンプルと1つ前のサンプルとの差を値とするシグナルを出力
する。入力シグナルが 1、0.5、2、0.5 というデータを含んでいるとす
れば、その部分に対する出力は 1、-0.5、1.5、-1.5 となる。

利用例

あるサンプルとその直前のサンプルとの差を計算する

参照

average~ マルチ・モードのシグナル平均化
avg~ シグナルの平均値
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delta~ シグナルのサンプル間の
変化量



deltaclip~は入力シグナルのサンプル間の変化量に制限をかける。clip~オブジェクトと似
た動作だが、振幅値そのものに制限をかけるのではなく、振幅の変化量に制限をかける働
きをする。

入力

シグナル 第1インレット：入力シグナル。

実数または整数 第2インレット：出力シグナルの振幅変化量の最小値を指定する。最
小値は一般的には負の数を用いる。

第3インレット：出力シグナルの振幅変化量の最大値を指定する。最
大値は一般的には正の数を用いる。

アーギュメント

実数 オプション。出力シグナルの振幅変化量に対する最小値および最大値
の初期値を指定する。アーギュメントで指定しない場合は、最小値と
最大値はともに0に設定される。第2インレットまたは第3インレット
に数値が入力された場合は、それらに対応するアーギュメントは無視
される。

出力

シグナル 入力シグナルの各サンプル変化量に対して、制限のかかったシグナル
が出力される。

利用例

シグナルの変化量に対して制限をかける

参照

clip~ シグナルの振幅に制限をかける
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入力

シグナル 第1インレット：ダウンサンプルするシグナル。downsamp~オブジェ
クトは第1インレットに入力したシグナルに対して、アーギュメント
として設定した値、または第2インレットに入力した値をサンプル数
として扱い、サンプル＆ホールド処理を行う。出力に対する補間処理
は行わない。

第2インレット：入力シグナルの値をサンプル数として扱い、ダウン
サンプルする場合のサンプリング・レートとする。

整数または実数 第2インレット：第1インレットに入力するシグナルに対してダウンサ
ンプルするサンプル・レートを設定する。実数でサンプル数を指定す
ることもできるが、downsamp~はできるだけ現在のサンプリング・レ
ートでサンプルしようとする。

アーギュメント

整数または実数 オプション。サンプル・レートを設定する。

出力

シグナル アーギュメントまたは第2インレットで指定したサンプリング・レー
トでリサンプルした入力シグナルを出力する。

利用例

あるサンプルごとのサンプル＆ホールド処理

参照

degrade~ シグナルの品質を低下させる
sah~ サンプル＆ホールド
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入力

bang dspstate~オブジェクトのアウトレットから、オーディオがオンかオフ
かどうか、現在のサンプリング・レート、シグナル・ベクター・サイ
ズ、I/Oベクターサイズを出力する。

（オン/オフ） オーディオがオンまたはオフになった時に、DSPの設定情報を出力す
る。

シグナル dspstate~オブジェクトにシグナルを入力した場合は、シグナルのサン
プリング・レート、ベクター・サイズが出力される。これは、グロー
バルなサンプリング・レートやシグナル・ベクター・サイズと異なる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：オーディオがオンである場合、またはオンになっ
た場合、1が出力される。オーディオがオフである場合、またはオフ
になった場合、0が出力される。

実数 第2アウトレット：入力されたシグナルのサンプリング・レート、ま
たはグローバル・サンプリング・レート。

整数 第3アウトレット：現在のDSPシグナル・ベクター・サイズ

整数 第4アウトレット：現在のI/Oシグナル・ベクター・サイズ

利用例

オーディオ処理をオンまたはオフにした時に、サンプリング・レートを用いてタイミングの計算をする

参照

sampstoms~ サンプル数をミリ秒に変換
mstosamps~ ミリ秒をサンプル数に変換

Tutorial 20 MIDI control: Sampler（英文PDF参照）
Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
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入力

bang dsptime~にbangを入力した時点で、それまでに処理したオーディオ・
サンプル数から求めた処理時間を、ミリ秒単位で出力する。

アーギュメント

なし。

出力

実数 それまでに処理されたオーディオ・サンプル数から求めた処理時間
を、ミリ秒単位で出力する。値は処理されたオーディオ・サンプル数
から計算されるものであり、実際のミリ秒単位でのタイマー出力では
ない。これは、非リアルタイムのオーディオ・ドライバーに対して一
種の連動クロックとして用いることができる。

利用例

オーディオ処理開始40秒後に自動的に処理を停止する

参照

adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
dspstate~ 現在のDSPの設定を出力する
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入力

シグナル 比較演算オペレータの出力シグナルのような、0値と非0値の間で変化
するシグナルを入力する。

アーギュメント

なし。

出力

bang 第1アウトレット：入力シグナルが0から非0の値へ変化した時に出力
する。bangメッセージ間の最小時間はMSPのスケジューラの最小イン
ターバルより短くはならない。その最小インターバルは一般的にはシ
グナル・ベクター・サイズと同じであるが、スケジューラのオーディ
オ割り込みモードが無効になっている場合はシグナル・ベクター・サ
イズより大きくなることもある。

第2アウトレット：入力シグナルが非0から0へ値が変化した時に出力
する。I/Oベクター・サイズで設定されたサンプル数よりも短い間隔
で出力は起こらない。

利用例

シグナルの特定の瞬間でトリガーとなるMaxメッセージを出力する

参照

change~ シグナル値の変化方向を出力する
thresh~ 設定したレベルよりも大きなシグナルを検出する
zerox~ 0地点の通過を検出する
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入力

（マウス） ezadc~をクリックすることで、オーディオ処理のオン/オフを切り替え
る。オーディオがオンの場合は、ezadc~オブジェクトは反転表示され
る。

整数 0でない数は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオン
にする。0は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフ
にする。

local local 1メッセージを送り、ezadc~をクリックしてオンにした場合は、
startwindowメッセージを送った時と同じように動作する。local 0メッ
セージを送ると、ezadc~はデフォルト・モードに戻る。ezadc~をクリ
ックしてオンにした場合は、startメッセージを送った時と同じように
動作する。

open DSPステータス・ウィンドウを開く。このウィンドは最前面に表示さ
れる。

start 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオンにする。

startwindow ezadc~オブジェクトの置かれたパッチと、そのパッチのサブパッチの
オーディオ処理をオンにする。また、その他のパッチのオーディオ処
理をオフにする。

stop 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフにする。

wclose DSPステータス・ウィンドウを閉じる。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1インレット：チャンネル1から入力されたオーディオを出力。

第2インレット：チャンネル2から入力されたオーディオを出力。
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利用例

オーディオ入力の処理、レコーディング

参照

adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
ezdac~ オーディオの出力とオン/オフ・ボタン
adc~ オーディオの入力とそのオン/オフ
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入力

シグナル 第1インレット：オーディオ出力チャンネル1から出力されるシグナ
ル。デジタル・オーディオ・コンバータのクリッピングを避けるため、
それぞれのインレットのシグナルは、-1から1の範囲でなければなら
ない。

第2インレット：オーディオ出力チャンネル2から出力されるシグナ
ル。

（マウス） ezdac~をクリックし、オーディオ処理のオン/オフを切り替える。オー
ディオがオンの場合は、ezdac~オブジェクトは反転表示される。

整数 0でない数は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオン
にする。0は、読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフ
にする。

local local 1メッセージを送り、ezdac~をクリックしてオンにした場合は、
startwindowメッセージを送った時と同じように動作する。local 0メッ
セージを送ると、ezdac~はデフォルト・モードに戻る。ezdac~をクリ
ックしてオンにした場合は、startメッセージを送った時と同じように
動作する。

open DSPステータス・ウィンドウを開く。このウィンドは最前面に表示さ
れる。

start 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオンにする。

startwindow ezdac~オブジェクトの置かれたパッチと、そのパッチのサブパッチの
オーディオ処理をオンにする。また、その他のパッチのオーディオ処
理をオフにする。

stop 読み込まれたすべてのパッチのオーディオ処理をオフにする。

stopwindow ezdac~オブジェクトの置かれたパッチと、そのパッチのサブパッチの
オーディオ処理をオフにする。

wclose DSPステータス・ウィンドウを閉じる。

アーギュメント

なし。
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出力

なし。インレットに受け取ったシグナルを、対応するオーディオ出力
チャンネルに送る。

利用例

オーディオのオン/オフの切り替えと、シグナルのオーディオ出力

参照

adstatus オーディオ・ドライバーの出力チャンネルにアクセスする
ezadc~ オーディオの入力とオン/オフ・ボタン
adc~ オーディオの入力とそのオン/オフ

Tutorial 3 Fundamentals: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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fffb~オブジェクトはバンドパス・フィルター・オブジェクトのバンクを実装するが、それ
ぞれのフィルターはreson~フィルター・オブジェクトに類似したものである。入力シグナ
ルは、すべてのフィルターに適用され、それぞれのフィルターの出力は独立して利用でき
る。このオブジェクトは、数多くのreson~オブジェクトを使うよりも効率的であるが、ス
ピードを重視するためにパラメーター変更のためのシグナルを受け付けない。

入力

シグナル 第1インレットのシグナルは、すべてのフィルターに送られる

freq 第1インレット：1つの整数と1つ以上の実数からなるリストを伴うfreq
は、最初の数値によって与えられたインデックスのフィルターから始
まるフィルターの中心周波数を設定する。このフィルターの周波数は
リストの2番目の数値に設定される。リストの中のその後に続く任意
の数値は、最初に指定されたものに続くフィルターの周波数を設定す
る。インデックスは0から始まる。

例えば、freq 3 1974.0 333.0 1234.0というメッセージは4番目のフィルタ
ーの周波数を1974Hzに、5番目のフィルターを333Hz、6番目のフィル
ターを1234Hzに設定する。

freqAll 第1インレット：実数を伴うfreqAllは、すべてのフィルターの中心周波
数を与えられた浮動小数点の値に設定する。

freqRatio 第1インレット：2つまたはそれ以上の数値からなるリストを伴う
freqRatioは、最初のフィルターの中心周波数をリストの中の最初の値
に設定し、残りのフィルターの周波数を最初の値に2番目の値を繰り
返しかけ算した値に設定し、後に続くフィルターの周波数の比が2番
目の値になるように設定する。例えば、freqRatio 440. 2.というメッセ
ージは、最初のフィルターの周波数を440Hzに、2番目の周波数を
880Hzに、3番目の周波数を1760Hzに設定する。

gain 第1インレット：1つの整数と1つまたはそれ以上の実数からなるリス
トを伴うgainは、最初の数値で与えられたインデックスのフィルター
から始まるフィルターのゲインを設定する。フィルターのゲインはリ
ストの2番目の数値に設定される。リストの後に続く任意の数値は、
最初に指定されたフィルターの後に続くフィルターのゲインを設定す
る。インデックスは0から始まる。

gainAll 第1インレット：実数を伴うgainAllは、すべてのフィルターのゲインを
与えられた浮動小数点の値に設定する。

Q 第1インレット：1つの整数と1つまたはそれ以上の実数からなるリス
トを伴うQは、最初の数値で与えられたインデックスのフィルターか
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ら始まるフィルターのQを設定する。フィルターのQはリストの2番目
の数値に設定される。リストの後に続く任意の数値は、最初に指定さ
れたフィルターの後に続くフィルターのQを設定する。インデックス
は0から始まる。

QAll 第1インレット：実数を伴うQAllは、すべてのフィルターのQを与えら
れた浮動小数点の値に設定する。

アーギュメント

整数 必須。最初のアーギュメントはフィルターの数を指定する。

実数 オプション。追加の3つの実数アーギュメントは最初のフィルターの
周波数、後に続くフィルターの周波数の比、そして、すべてのフィル
ターのQ係数を設定するのに使われる。

出力

シグナル 個々のアウトレットに割り当てられたそれぞれのフィルターの出力。
第1アウトレットが最初のフィルターの出力となる。

利用例

基本周波数と周波数比を変えることで、ステレオに広げる

参照

reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
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入力

シグナル 第1インレット：高速フーリエ変換される複素数シグナルの実部。

第2インレット：高速フーリエ変換される複素数シグナルの虚部。

第1インレットおよび第1アウトレットのみに、シグナルのパッチ・コ
ードが接続されている場合、実部のみのFFT（高速フーリエ変換）が
実行される。それ以外の場合では複素数FFTが実行される。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントは、FFT処理を行うサンプル・ポイン
ト数を指定する。この数値は2の累乗数でなければならない。デフォ
ルト値は512サンプルである。第2アーギュメントは、次のFFT処理フ
レームまでのサンプル数を指定する。この数値も2の累乗のサンプ
ル・ポイント数を指定する。デフォルトの間隔は512サンプルである。
第3アーギュメントは、FFT処理を実行するシグナル・ベクター内での
処理の開始地点を、サンプル数のオフセット値として指定する。この
数値は0またはシグナル・ベクター・サイズの倍数の、どちらかを指
定する。fft~は間違ったアーギュメントを指定した場合、訂正を行う
が、fft~オブジェクトを作成した後にシグナル・ベクター・サイズや
オフセット値を変更した場合は、ベクター・サイズの倍数ではなくな
る可能性があるので、オーディオ処理を開始しても、正常に動作しな
いことがある。

出力

シグナル 第1アウトレット：入力シグナルに対するフーリエ変換後の実部デー
タを出力する。この出力はFFT処理すべき入力シグナルが、すべて入
力された時点で出力される。

第2アウトレット：入力シグナルに対するフーリエ変換後の虚部デー
タを出力する。この出力はFFT処理すべき入力シグナルがすべて入力
された時点で出力される。

第3アウトレット：0で始まりFFT出力ポイント数より1小さい数字ま
での数値列を、シグナル・データとしてFFT出力に同期して出力する。
このシグナルはindex~に入力して利用することで、周波数領域での計
算に利用することができる。FFTの結果が出力されない場合（FFTを
実行する時間間隔がFFT処理サイズより大きい場合など）は、このシ
グナルは0として出力される。
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利用例

オーディオ・シグナルに対する高速フーリエ変換

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
index~ 補間機能なしのサンプル・プレイバック
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
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入力

シグナル begin~オブジェクトから繋ぐためのダミーのインレット。fftin~のシグ
ナル入力は、そのオブジェクトを含むサブパッチがpfft~で読み込まれ
た場合、そのpfft~でのインレットとなる。

アーギュメント

整数 必須。pfft~において対応するインレット番号を指定する。pfft~のイン
レットに入力されたシグナルのFFT処理結果は、該当番号のfftin~オブ
ジェクトから出力される。インレットの割り当ては1から始まり、1は
pfft~の第1インレットに対応する。fftin~オブジェクトを複数個作成す
る場合は、明示的に異なる番号を割り当てる必要がある。

シンボル オプション。入力シグナルに対してオーバーラップしたFFT処理を行
う場合に、オーバーラップに用いる窓関数を指定できる。ここでは、
square（矩形窓、窓処理を行わない）、hanning（ハニング窓、デフォ
ルト）、hamming（ハミング窓）が窓関数として利用できる。ただし、
nofft というシンボルを指定した場合は、fftin~はFFT処理結果を出力せ
ず、pfft~への入力シグナルそのものを出力する。これによって、pfft~
を通して親パッチからの生のコントロール・シグナルを入力すること
ができる。

出力

シグナル 第1アウトレット：対応するpfft~のインレットに入力されたシグナル
に施された、FFT処理結果の実部が出力される。fft~オブジェクトと同
様に、fftin~も解析の窓サイズに従った出力の遅れが生じる。この解析
の窓サイズは、パッチを読み込んだpfft~オブジェクトで指定した数値
である。

第2アウトレット：対応するpfft~のインレットに入力されたシグナル
に施された、FFT処理結果の虚部が出力される。fft~オブジェクトと同
様に、fftin~も解析の窓サイズに従った出力の遅れが生ずる。この解析
の窓サイズは、パッチを読み込んだpfft~オブジェクトで指定した数値
である。このfftin~の第1アウトレットにのみシグナルが入力されてい
る場合は、実部のみのFFTが実行されて、その結果が出力される。こ
の場合は、複素数FFTの処理に比べ、計算にかかるCPUの負荷が減る
ことになる。

第3アウトレット：第1および第2インレットから出力される現在の周
波数データ列に対応したサンプルのインデックス番号が出力される。
数値としては、0からFFTサイズより1小さい値までが順に並んだもの
となる。
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利用例

fftin~は、周波数領域のシグナルのペア（実部および虚部）と、ビン番号を示す同期シグナルを出力する

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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入力

bang FFTフレーム・サイズ、その半分のサイズ（すなわち、シグナル・ベ
クター・サイズ）、そしてFFTのホップ・サイズを各アウトレットから
出力する。

アーギュメント

なし

出力

整数 第1アウトレット：pfft~オブジェクトで設定された現在のFFTフレー
ム・サイズ。

第2アウトレット：現在のFFTフレーム・サイズの半分のサイズ。

第3アウトレット：現在のFFTホップ・サイズ。

利用例

fftinfo~は、それが含まれるFFT処理サブパッチに関する情報を出力する

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換

637

fftinfo~ pfft~で読み込まれるパッチに
関する情報の出力



pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft̃（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：周波数領域から時間領域のデータへ逆変換するシグ
ナルの実部。ifft~オブジェクトと同様に、fftout~は解析の窓サイズに
従った遅れが生じる。この窓サイズはパッチを読み込んだpfft~で指定
した数値である。

第2インレット：周波数領域から時間領域のデータへ逆変換するシグ
ナルの虚部。ifft~オブジェクトと同様に、fftout~は解析の窓サイズに
従った遅れが生じる。この窓サイズはパッチを読み込んだpfft~で指定
した数値である。第1インレットのみにシグナルが入力されている場
合は、実部のみのIFFTが実行される。この場合は、複素数のIFFTの実
行に比べて計算にかかるCPU負荷が減ることになる。

アーギュメント

整数 必須。pfft~において対応するアウトレット番号を指定する。fftout~に
入力されたシグナルはIFFT処理され、pfft~の対応するアウトレットか
ら出力される。アウトレットの割当は1から始まり、1がpfft~の第1ア
ウトレットとなる。fftout~オブジェクトを複数個生成する場合は、明
示的に異なるアウトレット番号を割り当てる必要がある。

シンボル オプション。オーバーラップしたIFFT処理を行う場合、オーバーラッ
プに用いる窓関数を指定できる。ここでは、square（矩形窓、窓処理
を行わない）、hanning（ハニング窓、デフォルト）、hamming（ハミン
グ窓）が窓関数として利用できる。ただし、nofft というシンボルを指
定した場合は、IFFT処理を行わず、fftout~へ入力されたシグナルがそ
のままpfft~から出力される。これによって、pfft~を通して親パッチへ
生のコントロール・シグナルを出力することができる。

出力

シグナル fftout~オブジェクトは周波数領域のデータを時間領域のデータに変換
し直す。fftout~オブジェクトが含まれるサブパッチを読み込んだpfft~
オブジェクトの、対応するアウトレットからデータが出力される。
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利用例

fftout~は、周波数領域でのシグナルのペア（実部および虚部）を、時間領域のシグナルに変換して pfft~へ送る

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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filtergraph~オブジェクトはシグナル・オブジェクトではなく、それ自体でオーディオ・シ
グナルに対して処理を行うことはないが、MSPの現在のサンプリング・レートに従って、
周波数、振幅、レゾナンス（Q）といった高水準のパラメーターから、biquad~オブジェ
クトのためのフィルター係数を生成する。

filtergraph~オブジェクトは、biquad~オブジェクトを用いて実装される様々な種類の2次フ
ィルター（2つの極と2つの零を持つ）のための表示とグラフィカル・ユーザー・インター
フェースの両方として設計されている。filtergraph~オブジェクトの横軸は周波数（これは
リニアまたは対数スケールで表示することができる）を表し、縦軸は振幅を表す。表示さ
れた曲線は現在のフィルター・モデルの周波数特性を表す。周波数特性は、本質的にはオ
ーディオ・シグナルの中にあるそれぞれの周波数成分を、フィルターが増幅または減衰さ
せる量である。biquad~オブジェクトは、filtergraph~が計算してリストとして出力する係
数に基づいて実際のフィルター処理を行う。係数そのものと直接関わる必要はないかもし
れないが、高水準のパラメーターとの関係を記述するために、数学の方程式も用意されて
いる。

カットオフ周波数は、フィルターの活動の中心周波数である。その明確な意味はフィルタ
ー・タイプごとに異なるが、一般的にはグラフの曲線の転換点と見なすことができる。カ
ットオフ周波数は色付きの矩形として表示されるが、その幅はフィルターのバンド幅に相
当する。バンド幅とはフィルターの効果の範囲であり、その中心がカットオフ周波数であ
る。Qはフィルターの幅と同じパラメーターのための別の用語であるが、別の単位（単な
るHzの代わりにオクターブの逆数として）で記述される。さらにレゾナンス、スロープ、
S、transitional bandといった名前がバンド幅を参照するのに用いられる。ほとんどの部分
において、filtergraph~はバンド幅またはQを用いるが、これはお互いに反比例の関係とな
る。

ゲイン・パラメーターの解釈はフィルターのタイプによって異なるが、一般的にはフィル
ター・バンドまたはスペクトラムの全体に渡るリニア・スケーリングを意味する。

高水準のフィルター・パラメーターは、オブジェクトの上でクリック＆ドラッグすること
で変えることができる。デフォルトでは、水平方向のマウス・ドラッグはカットオフ周波
数に割り当てられ、垂直方向のマウス操作は（gainmodeが有効であれば）ゲインに割り当
てられる。しかしながら、カーソルがフィルター・バンドの端にちょうど位置していれば、
バンドの矩形がハイライトされ、クリック＆ドラッグによって、x方向の動きがカットオ
フ周波数の代わりにフィルターのバンド幅の調整に割り当てられることを示す。

特に小さなfiltergraph~オブジェクトでは、エディットのためにバンド幅のラインを選択す
ることができず、クリックするには幅が狭すぎるような高いQ値を作り出してしまうこと
もあるだろう。こうした場合などのため、クリックやドラッグの操作をしている間のマウ
スの働きを、ダブル・クリックによって反転できるようになっている。従って、狭いフィ
ルターのバンド幅のラインをダブルクリックすれば、レゾナンスではなくカットオフ周波
数を、マウスを使って設定できる。
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入力

実数 第1から第5インレット：表示のみモードにおいて、最初の5つのイン
レットの実数は対応するbiquad~のフィルター係数（それぞれa0、a1、
a2、b1、b2）の現在の値を変更し、これらの値に基づいてフィルター
の周波数特性を再計算し、そのフィルター係数を第1インレットから
リストとして出力する。

第6インレット：フィルターの中心またはカットオフ周波数パラメー
ターを設定し、フィルター係数を出力する。

第7インレット：フィルターのゲイン・パラメーターを設定し、フィ
ルター係数を出力する。

第8インレット：フィルターのQ（レゾナンス）またはS（スロープ）
を設定し、フィルター係数を出力する。

注記：任意の1つのインレットに対する入力は、現在のフィルターの
グラフを再計算し、フィルター係数を出力する。

整数 実数に変換される。

リスト 第1インレット：biquad~のフィルター係数に対応する5つの整数値か
らなるリストは、filtergraph~オブジェクト内部のフィルター係数の値
を設定し、第1アウトレットからリストを出力する。filtergraph~が表
示のみモードであれば、これらの係数から得られるフィルターの周波
数特性を表示する。

bang 第1インレット：表示のみモードであれば、bangは、filtergraph~オブ
ジェクトの内部に格納されているbiquad~用のフィルター係数を、第1
アウトレットから出力する。さらに、インタラクティブ・フィルタ
ー・モードであれば、bangによって現在のフィルター・パラメーター
を、それぞれのアウトレットから出力する（出力の項を参照のこと）。

aconstrain 第1インレット：2つの実数を伴うaconstrainは、指定した範囲内に振幅
値を制限する。これはクリック＆ドラッグによって得られる値を制限
するために有効である。aconstrain 0. 0.と指定することで、制限は取り
除かれる。

amp 第1インレット：ampメッセージは周波数振幅表示を設定する。これは
spectrum 0と同義である。

autoout 第1インレット：読み込み時に自動的に出力する機能を切り替える。
autoout 1はfiltergraph~にパッチが読み込まれた時に、自動的にその係
数とパラメーターを出力するよう設定する。filtergraph~は現在の状態
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をパッチに保存する。autoout 0はこの機能を無効にする。デフォルト
値は1である。

bandpass 第1インレット：bandpassは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをバンドパス・モードに設定する。これはmode 3メッセージと
同じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、また
はカットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）の3つのパラメータ
ーに基づく。

bandstop 第1インレット：bandstopは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをバンドストップ・モードに設定する。これはmode 4メッセー
ジと同じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、
またはカットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）の3つのパラメ
ーターに基づく。

brgb 第1インレット：0から255までの3つの数値を伴うbrgbは、filtergraph~
オブジェクトの背景（すなわちフィルター曲線よりも上の部分）の色
を、RGBフォーマットで設定する。デフォルト値は210 210 210である。

cascade 第1インレット：cascadeメッセージは、表示のみモードだけで動作す
る。24グループまでのフィルター係数に対応する5つの実数値を伴う
cascadeは、biquad~フィルターのグループをカスケードに接続した複
合フィルターの特性を表示する。

color 第1インレット：0から15までの数値を伴うcolorは、filtergraph~オブジ
ェクトのカラーを、ObjectメニューのColorサブメニューと同じ16個の
オブジェクト・カラーの中の1つに設定する。

display 第1インレット：displayはfiltergraph~オブジェクトのフィルター・タイ
プを表示のみモードに設定する。これはmode 0メッセージと同義であ
る。表示のみモードでは、filtergraph~は単に1組の5つのbiquad~フィル
ター係数の周波数特性を表示する。

displaydot 第1インレット：0または1を伴うdisplaydotメッセージは、表示のみモ
ードでの2つの赤丸の表示を切り替える。これはfiltergraph~を、独自
のフィルターの設計と表示のためのインターフェースとして使用した
い時に、とりわけ役に立つだろう。デフォルト値は1である。

domain 第1インレット：Hz単位で周波数を表した2つの整数値を伴うdomainメ
ッセージは、filtergraph~の周波数表示の範囲を変更することができる。
デフォルトの表示範囲は0 Hzからサンプリング・レート（ナイキスト
周波数）の半分までである。
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fgrb 第1インレット：0から255までの3つの数値を伴うfrgbは、filtergraph~
オブジェクトの前景（すなわちフィルター曲線よりも下の部分）の色
をRGBフォーマットで設定する。デフォルト値は170 170 170である。

fconstrain 第1インレット：2つの実数を伴うfconstrainは、周波数の値を指定した
範囲に制限することができる。これはクリック＆ドラッグによって得
られる周波数の値を制限したい場合に有効である。fconstrain 0. 0.を入
力すれば、制限は解除される。

fullspect 第1インレット：0または1を伴うfullspectは、ハーフ・スペクトラム表
示かフル・スペクトラム表示のどちらかを選択することができる。
fullspect 0（デフォルト）は、0 Hzからナイキスト周波数（サンプリン
グ・レートの半分）までのハーフ・スペクトラムを指定する。
fullspect 1は、-ナイキスト周波数から+ナイキスト周波数まで（スペク
トラムは0 Hzで左右対称になる）のフル（左右対称）スペクトラムを
指定する。フル・スペクトラム・モードでは、DC（0 Hz）に赤いマー
カーが表示される。

gainmode 第1インレット：0または1を伴うgainmodeは、ローパス、ハイパス、バ
ンドパス、そしてバンドストップ・フィルターのためのゲイン・パラ
メーターを切り替える。これらのフィルターの伝統的な定義ではゲイ
ンは1.0に固定されているが、ゲインを有効にすることにより、フィル
ターの出力にシグナルのかけ算を追加することなく、振幅特性に倍率
を掛けることができる。デフォルト値は0（無効）である。

highorder highorderメッセージは表示のみモードだけで動作する。nグループの
biquad~フィルターのa係数と、n-1グループのbiquad~フィルターのb係
数を伴うhighorderは、n次フィルターの特性を表示する。

highpass 第1インレット：highpassは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをハイパス・モードに設定する。これはmode 2メッセージと同
じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、または
カットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）の3つのパラメーター
に基づく。

highshelf 第1インレット：highshelfは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをハイシェルビング・モードに設定する。これはmode 7メッセ
ージと同じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、
またはカットオフ周波数）、ゲイン、S（スロープ）の3つのパラメー
ターに基づく。

lin 第1インレット：linメッセージはリニアな周波数表示スケールに設定
する。これはscale 0メッセージと同じである。
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linmarkers 第1インレット：64個までの整数のリストを伴うlinmarkersは、リニア
な周波数表示（markersメッセージを参照のこと）のマーカーを設定す
る。デフォルトでは、マーカーは±サンプル・レート/4、サンプル・
レート/2、(3 * サンプル・レート)/4に設定されている。

log 第1インレット：logメッセージは、対数的な周波数表示スケールに設
定する。これはscale 1メッセージと同じである。

logamp 第1インレット：0または1を伴うlogampメッセージは、振幅表示スケー
ルを設定する。scale 0はリニアな振幅表示（デフォルト）に設定し、
scale 1は対数的な振幅表示スケールに設定する。

logmarkers 第1インレット：64個までの整数値のリストを伴うlogmarkersは、対数
的な周波数表示（markersメッセージを参照）のマーカーを設定する。
デフォルトでは、マーカーは±50Hz、500Hz、5kHzと44.1kHzに設定
されている。これらの値は任意のサンプル・レートで±0.007124、
0.071238、そして0.712379ラディアンに対応する。

lowpass 第1インレット：lowpassは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをローパス・モードに設定する。これはmode 1メッセージと同
じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、または
カットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）の3つのパラメーター
に基づく。

lowshelf 第1インレット：lowshelfは、filtergraph~オブジェクトのフィルター・
タイプをローシェルビング・モードに設定する。これはmode 6メッセ
ージと同じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、
またはカットオフ周波数）、ゲイン、S（スロープ）の3つのパラメー
ターに基づく。

markers 第1インレット：64個までの周波数の値のリストを伴うmarkersは、グ
ラフの後ろのこれらの周波数に視覚的マーカー（垂直線）を配置する。
markersメッセージはリニアと対数の両方の周波数表示で使用されるマ
ーカーを設定する。

mode 第1インレット：0-7の数値を伴うmodeは、現在のフィルター・タイプ
を設定する。数値とそれに対応するフィルター・タイプは以下の通り
である。

数値 フィルター・タイプ
0 display only（表示のみ）
1 lowpass（ローパス）
2 highpass（ハイパス）
3 bandpass（バンドパス）
4 bandstop（バンドストップ）
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5 peaknotch（ピーク／ノッチ）
6 lowshelf（ローシェルビング）
7 highshelf（ハイシェルビング）

表示のみモードでは、filtergraph~は5つのbiquad~フィルター係数の1
組の周波数特性を表示する。他のモードでは、cf（中心周波数、また
はカットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）またはS（スロープ
―シェルビング・フィルターの場合に用いられる）の3つのパラメー
ターに基づくフィルターの周波数特性をグラフ表示する。

mousemode 第1インレット：2つの整数を伴うmousemodeは、水平と垂直のマウス
の動きの解釈を指定する。アーギュメントが1つの場合には、水平方
向のマウス・モードだけに影響する。マウス・モードの値は両方の軸
に対して同じであり、0=オフ、1=ノーマル、2=オルタネートである。

（第1アーギュメントで指定された）水平方向の動きに関しては、通常
の振る舞いはフィルター・バンドの上でクリックして水平方向にドラ
ッグすると、フィルターのカットオフ周波数を変更することを意味す
る。オルタネート・マウス・モード（2）に設定すると、水平方向の
動きはQまたはレゾナンスに影響する。オフ（0）に設定すると、マウ
スのx軸に関する動きは効果を持たない。

（第2アーギュメントで指定された）垂直方向の動きに関しては、通常
の振る舞いはクリック＆ドラッグ操作をしている間はy軸がゲインに
割り当てられることを意味する。オルタネート・マウス・モード（2）
に設定すると、垂直方向の動きは代わりにQ（レゾナンス）設定を変
更する。オフ（0）に設定すると、垂直方向のマウスの動きは効果を
持たない。

params 第1インレット：周波数、ゲイン、Qを指定する3つの数値を伴う
paramsは、フィルターのパラメーターを設定して出力を行う。

peaknotch 第1インレット：peaknotchは、filtergraph~オブジェクトのフィルタ
ー・タイプをピーク/ノッチモードに設定する。これはmode 5メッセー
ジと同じである。このフィルターの周波数特性は、cf（中心周波数、
またはカットオフ周波数）、ゲイン、Q（レゾナンス）の3つのパラメ
ーターに基づく。

phase 第1インレット：phaseメッセージは周波数位相表示を設定する。これ
はspectrum 1メッセージと同じである。

qconstrain 第1インレット：2つの実数値を伴うqconstrainは、指定した範囲にQ
（レゾナンス）の値を制限することができる。これは特定の状況にお
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いて不適切になり得るQの設定を防ぐために有効である。最小値と最
大値を同じ値に設定すれば（例えばqconstrain 0.4 0.4）、Qを特定の値に
固定することができる。qconstrain 0. 0.を入力すれば、制限は解除され
る。

query 第1インレット：実数を伴うqueryは、現在のフィルターのその周波数
での振幅と位相特性を、filtergraph~オブジェクトの第6アウトレット
からリストとして出力する。

range 第1インレット：0より大きな実数を伴う r a n g eメッセージは、
filtergraph~の振幅表示幅を設定する。振幅はグラフの垂直軸にそって
0から範囲として設定した値（デフォルト値は2.0）まで表示される。

rgb 第1インレット：0から255までの3つの数値を伴うrgbは、filtergraph~の
表示の色を設定する。オブジェクト表示の背景色は自動的に選択され
る。brgb、frgb、rgb2、rgb3、そしてrgb4メッセージでfiltergraph~オブ
ジェクトの表示の個々の部分の色を設定することができる。

rgb2 第1インレット：0から255までの3つの値を伴うrgb2は、filtergraph~オ
ブジェクトの曲線ライン（すなわちフィルター・カーブの上と下の部
分に分けるライン）の色を、RGBフォーマットで設定する。デフォル
ト値は0 0 0（黒）である。

rgb3 第1インレット：0から255までの3つの値を伴うrgb3は、filtergraph~の
表示マーカーの色を、RGBフォーマットで設定する。デフォルト値は
0 0 0（黒）である。

rgb4 第1インレット：0から255までの3つの値を伴うrgb4は、filtergraph~オ
ブジェクトの外枠の色を、RGBフォーマットで設定する。デフォルト
値は0 0 0（黒）である。

scale 第1インレット：0または1を伴うscaleメッセージは、周波数表示スケ
ールを設定する。scale 0はリニアな周波数表示（デフォルト）に設定
し、scale 1は対数的な周波数表示スケールに設定する。

set 第1インレット：biquad~フィルター係数に対応する5つの実数値を伴
うsetは、filtergraph~オブジェクト内部のフィルター係数の値を設定す
るが、出力は行わない。filtergraph~が表示のみモードの時、これらの
係数から得られたフィルターの周波数特性を表示する。

spectrum 第1インレット：0または1を伴うspectrumは、周波数に対して振幅と位
相のどちらを表示するのかを指定する。spectrum 0は周波数振幅表示
（デフォルト）に設定し、spectrum 1は位相周波数表示に設定する。
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（loadbang） 第1インレット：filtergraph~はパッチが読み込まれた時に、filtergraph~
に送られたloadbangメッセージに反応する（autooutメッセージを参照
のこと）。

（Get Info...） filtergraph~オブジェクトのインスペクター・ウィンドウを開く。

（preset） presetオブジェクトを用いて、filtergraph~の設定を保存したり、呼び
出したりすることができる。

インスペクター

filtergraph~オブジェクトの振る舞いは、インスペクターを使用して、
表示、編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる場合は、任意のfiltergraph~オブジェクトを選択することで、フロ
ーティング・ウィンドウにfiltergraph~のインスペクターを表示するこ
とができる。filtergraph~オブジェクトを選択して、Objectメニューか
らGet Info...を選ぶことでも、インスペクターを表示することができ
る。

filtergraph~のインスペクターは、以下のアトリビュートを設定するこ
とができる。

Filter Typeポップアップ・メニューは、filtergraph~オブジェクトによ
って表示されるフィルター・タイプを設定する。フィルター・タイプ
はDisplay（表示のみ、デフォルト）、Lowpass（ローパス）、Highpass
（ハイパス）、Bandpass（バンドパス）、Bandstop（バンドストップ）、
Peak/Notch（ピーク／ノッチ）、Low Shelf（ローシェルビング）、そし
てHigh Shelf（ハイシェルビング）である。表示のみモードの時には、
Display Dot Enabledチェックボックスで、2つの赤丸を有効にすること
ができる。他のフィルター・モードの場合には、Gain-Enabledチェッ
クボックスで表示のゲイン・スケーリングを有効にすることができ
る。

Frequency Displayオプションで、表示の最小と最大周波数の範囲を設
定することができ（デフォルト値は0 Hzと22050 Hz）、リニア（デフ
ォルト）と対数表示スケール、そしてフル・スペクトラム表示を選択
することができる。

Amplitude Displayオプションでは、最小と最大の表示幅（デフォルト
値は0.0625と16.0）を設定することができる。また、ラジオ・ボタン
でAmplitude Response（振幅特性、デフォルト）またはPhase Response
（位相特性）を選択することもできる。振幅表示を選択している場合
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には、値の表示をLinear（リニア、デフォルト）とLogarithmic（対数）
から選択することもできる。

Output Coefficients on Loadチェックボックスをチェックすると、フィ
ルターを設定するメッセージをオブジェクトが受け取った時に、
filtergraph~オブジェクトがbiquad~フィルターの係数を出力するように
設定する。
Colorsポップアップ・メニューは、swatchカラー・ピッカーまたは
RGB値を用いて、filtergraph~オブジェクトの表示で用いられる色を指
定することができる。これらは入力の項で説明されている。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

リスト 第1アウトレット：biquad~オブジェクトのための5つの浮動小数点の
フィルター係数のリスト。これらの係数は、マウス・クリックされた
時や、フィルター・パラメーターのインレットに入力があった時に出
力される。このリストはオーディオ処理が開始された時にも出力され、
自動出力のオプションが有効である場合（autooutメッセージを参照の
こと）にも出力となる。

第6アウトレット：2つの浮動小数点の値（振幅、位相）のリストで、
queryメッセージが入力された時に出力される（queryメッセージを参
照のこと）。

実数 第2アウトレットから第5アウトレットまで：filtergraph~オブジェクト
のクリックに反応して周波数、ゲイン（直線）、レゾナンス（Q）とバ
ンド幅を出力する。
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利用例

filtergraph~オブジェクトは、biquad~オブジェクトの設定を大幅に単純化する

参照

allpass~ オールパス・フィルター
biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
delay~ サンプル単位のディレイ・ライン
lores~ レゾナンス付きローパス・フィルター
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
teeth~ フィードフォワードとフィードバックにディレイ・コントロールが

付いたコム・フィルター
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入力

シグナル 累積計算するデータを入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル frameaccum~オブジェクトは、入力されるシグナル・ベクターのデー
タ位置ごとに加算をし続けることで、その時点での位相を計算する。
言い換えれば、出力シグナルの1サンプル目は、それまでに入力され
たシグナル・ベクターの1サンプル目をすべて加算した結果であり、
同じように2サンプル目は、それまでのすべての加算結果に2サンプル
目が加算されたものである。残りのサンプルも同様に処理される。
pfft~オブジェクト内部のサブパッチでframeaccum~を利用する場合、
FFT処理サイズがシグナル・ベクター・サイズと同じであるため、
FFTにおけるその時点での位相を計算し続けることとなる。

利用例

frameaccum~は、周波数データのフレーム間からその時点の位相を計算する

参照

framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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入力

シグナル 変化量を計算したいシグナルを入力する。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル framedelta~オブジェクトは、現在のシグナル・ベクターから、1回前
に入力されたシグナルル・ベクターを減算することで、その時点での
位相変化を計算する。言い換えれば、出力シグナルの1サンプル目は、
現在のシグナルル・ベクターの1サンプル目から、1回前に入力された
シグナルル・ベクターの1サンプル目を引き算し、2サンプル目は2サ
ンプル目同士で引き算をする、という具合にシグナル・ベクター間で
の差分処理が行われる。pf f t~オブジェクト内部のサブパッチで
framedelta~を利用する場合は、FFT処理サイズがシグナル・ベクタ
ー・サイズと同じであるため、FFTフレーム間のその時点での位相変
化を計算することとなる。

利用例

framedelta~は、連続したFFTデータのフレーム間から差分を計算する

参照

frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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入力

実数または整数 周波数の値。対応するMIDIノート・ナンバー（音高値、0から127）が、
アウトレットから出力される。

アーギュメント

実数 オプション。実数値をアーギュメントとしている場合は、ftomオブジ
ェクトは実数を出力する。デフォルトでは、整数値を出力する。

出力

整数または実数 入力された周波数に対応するMIDIでの音高値。入力された周波数が、
平均律の音程でちょうど2音の中間になる場合、デフォルトの整数モ
ードの場合は、近い整数値に四捨五入される。ftomがオプションの実
数モードの場合、端数部分は小数として表される。端数部分を利用し
て、MIDIピッチ・ベンドで付加的にピッチ補正をすることができる。

利用例

MSPのオシレータと同じ高さの音を演奏するためにMIDIキーナンバーを調べる

参照

expr 数式の値を求める
mtof MIDIノート・ナンバーを周波数に変換
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入力

（マウス） マウスを用いて線分関数の中に点を描画することができる。また、描
き終わった関数はMSPのコントロール・シグナルとして、line~オブジ
ェクトに送ることができる。functionオブジェクトの中の空白部分を
クリックするとブレークポイントが追加され、そのブレークポイント
はドラッグするとすぐに動かしはじめることができる（functionオブ
ジェクトにclickadd 0メッセージを送らない限り）。ブレークポイント
をクリックするとドラッグによって動かすことができる（functionオ
ブジェクトにclickmove 0メッセージを送らない限り）。ブレークポイン
トのXとYの値はオブジェクトのボックスの上の部分に表示される。
ブレークポイントをシフトを押しながらクリックすると、関数からそ
のポイントを削除する。ブレークポイントをcommandキー（Macintosh）
あるいはCtrlキー（Windows）を押しながらクリックすれば、ポイント
のサスティーン特性を切り替えることができる。サスティーン・ポイ
ントは白で縁取りされる。マウスでの編集操作が完了した時には、常
にbangが第2アウトレットから出力される。

Yの値が0のポイントは縁取り付きの円で、他のポイントは黒べたで
ある。これによって、一目でY = 0で開始または終了しているかどう
かを判別することができる。

実数または整数 値はXの値として解釈され、対応するYの値が第1アウトレットから出
力される。Yの値は関数のリニア浮動小数点補間によって求められる。
Xの値が最初または最後のブレークポイントよりも外側であれば、Y
の値は0になる。

bang 第2アウトレットから現在のブレークポイントのリストを、line~オブ
ジェクトで使用する形式で出力する。例えば、X = 1, Y = 0、X = 10, Y
= 1、そしてX = 20, Y = 0というブレークポイントを含む関数の場合に
は、出力は0 1 9 0 10となる。オプションのoutput modeが有効であれば、
出力は0 0 1 9 0 10になる。

関数の中に1つでもサスティーン・ポイントがあれば、bangはサステ
ィーン・ポイントまでのすべのポイントのリストを出力する。次に続
くサスティーン・ポイントまたは最後のポイントまでの残りのポイン
トは、nextメッセージが入力された時に、出力される。詳しくはnext
とsustainメッセージの説明を参照のこと。

clear clearはそれだけで既存のブレークポイントを消去する。clearの後に1つ
またはそれ以上のブレークポイント・インデックス（0から始まる）
を続けて、選択したブレークポイントだけを消去することもできる。

clickmove clickmove 0メッセージは、ユーザーが既存のブレークポイントをマウ
スでドラッグすることによって移動することを禁止する。clickmove 1
はユーザーがブレークポイントをドラッグできるようにする。デフォ
ルトの振る舞いは、ユーザーがブレークポイントをドラッグすること
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を許可する。現在の設定はパッチが保存された時にオブジェクトとと
もに保存される。

color 0から15までの数値を伴うcolorは、表示されるブレークポイントの色
を指定したカラーに設定する。インデックスに対応するカラーはMax
メニューのColor...ダイアログに表示される。

（Color...） アンロックされたパッチ・ウィンドウでfunctionオブジェクトを選択
して、MaxメニューからColor...を選択することで、ブレークポイント
のカラーを変更することができる。

domain 実数または整数の値を伴うdomainは、最大表示X値を設定する。最小
値は常に0である。ブレークポイントの実際の値は変更されないので、
このメッセージによって新しい最大表示X値よりも大きなX値のブレ
ークポイントが見えなくなるかもしれない。

dump それぞれのブレークポイントのXとYの値を含む一連の2つのアイテム
からなるリストを、functionオブジェクトの第2アウトレットから出力
する。

clickadd clickadd 0メッセージはユーザーがクリックによって新しいブレークポ
イントを追加することを禁止する。clickadd 1はユーザーが新しいブレ
ークポイントを追加することを許可する。デフォルトの振る舞いは、
ユーザーが新しいブレークポイントを追加することを許可する。現在
の設定はパッチが保存された時にオブジェクトとともに保存される。

fix ポイントのインデックスを指定する数値と0または1を伴うfixは、2番
目の数値が1の場合には、ユーザーがポイントを変更することを抑制
し、2番目の数値が0の時には、ユーザーがポイントを変更することを
許可する。デフォルトでは、すべてのポイントの移動を無効にするた
めに、clickmove 0が送られていない限り、すべてのポイントは移動可
能である。

リスト リストが2つの値を含んでいれば、新しいポイントが関数に追加され
る。1番目の値がXで2番目の値がYとなる。

リストが3つの値を含んでいれば、関数の中の既存のポイントが変更
される。1番目の値は変更するブレークポイントのインデックス（0か
ら始まる）、2番目はそのブレークポイントの新しいX値、そして3番目
がそのブレークポイントの新しいY値である（リスト中のインデック
スの数値が存在しないブレークポイントを参照している場合には、そ
のメッセージは無視される）。

next nextメッセージは、最後のbangまたはnextメッセージによる出力が終わ
ったサスティーン・ポイントから、リスト出力を再開する。例えば、
関数が(a) X = 1, Y = 0、(b) X = 10, Y = 1、(c) X = 20, Y = 0というブレ
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ークポイントを含んでいて、ポイントbがサスティーン・ポイントだ
とすると、bangメッセージは0, 1 9を出力し、それに続くnextメッセー
ジは1, 0 10を出力する。nextメッセージが最終ポイントに到達すると、
それに続くnextメッセージはbangメッセージと同等になる。他にもnext
メッセージがbangメッセージと同等になる時があるが、それはサステ
ィーン・ポイントに到達するまでのbangメッセージが送られたことが
ない時か、関数がサスティーン・ポイントを含まない時である。

nth 数値を伴うnthは、数値をブレークポイントのインデックス（0から始
まる）として用い、そのブレークポイントのY値を第1アウトレットか
ら出力する。指定したインデックスのブレークポイントが存在しない
場合には、何も出力されない。

outputmode 1または0を伴うoutputmodeはオプションのoutput modeを有効（1の場合）
または無効（0の場合）にする。オンであれば、オブジェクトがbang
を受け取った時に、0を伴う1番目のY値の後に、残りのY値を伴う単
独のリストを出力する。オフの時には、bangメッセージの説明で先述
したような数値を出力する。オプションのoutput modeはデフォルトで
オフである。

range 2つの実数または整数値を伴うrangeは、Y値の最小と最大の表示範囲
を設定する。ブレークポイントの実際の値は変更されないため、この
メッセージによってビューからブレークポイントが見えなくなること
があるかもしれない。

setrange 2つの実数または整数値を伴うsetrangeは、Y値の最小と最大の表示範
囲を設定し、新しく与えられた範囲で同じ場所に表示されるようにY
値を変更する。

setdomain 実数または整数値を伴うsetdomainは、最大表示X値を設定し、新しく
与えられたドメインで同じ場所に表示されるように、すべてのブレー
クポイントのX値を変更する。

sustain ポイントのインデックスを指定する数値と0または1を伴うsustainは、
2番目の数値が1であればポイントをサスティーン・ポイントに変え、
2番目の数値が0であれば通常のポイントに変える。デフォルトでは、
ポイントは通常（非サスティーン）である。サスティーン・ポイント
の振る舞いは、bangメッセージの説明を参照のこと。commandキー
（Macintosh）あるいはCtrlキー（Windows）を押しながらクリックするこ
とでも、ポイントのサスティーン特性をトグルすることができる。

（プリセット） presetオブジェクトを用いてfunctionのブレークポイントの設定を保存
したり、呼び出したりすることができる。
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アーギュメント

なし。

出力

実数 第1アウトレット：インレットが受け取った実数または整数のX値に反
応して補間されたY値が出力される。または、nthメッセージに反応し
て保存されているY値が出力される。

リスト 第2アウトレット：bangを受け取ると、保存されているY値の最初のも
のとして1つの実数が出力され、後に続く保存されているY値のインデ
ックスとトランジション時間（Xと直前のXの間の違い）を示す数値
のペアからなるリストが続く。

第3アウトレット：dumpメッセージを受け取ると、functionオブジェク
トのブレークポイントのそれぞれのX値とY値を含む一連の2つのアイ
テムのリストが出力される。

bang 第4アウトレット：マウスによる編集操作が完了すると、bangが出力
される。

利用例

線分の情報を line~に出力する、または個々のY値を参照（そして補間）する

参照

line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター

Tutorial 7 Synthesis: Additive synthesis（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：スライダーでスケーリングする入力シグナル。

整数 第1インレット：スライダーの値を設定し、指定された変化時間で新
しい値に対応したレベルに出力シグナルをリニアに変化させ、スライ
ダーの値を第2アウトレットから出力する。

実数 第1インレット：整数に変換される。

第2インレット：変化時間をミリ秒単位で指定する。デフォルト値は
10ミリ秒である。

bang 現在のスライダーの値を第2アウトレットから出力する。

color 第1インレット：0から15までの数値を伴うcolorは、gain~のストライ
プ模様の中心部分の色を、16のオブジェクト色の1つに設定する。こ
の色は、MaxメニューのColor...から選択することでも設定できる。

inc 実数を伴うincは、入力値に基づいて出力倍率を計算するのに用いられ
る増分値を設定する。デフォルト値は1.071519である。計算方法の説
明については、インスペクターの項を参照のこと。

resolution 数値を伴うresolutionは、サンプリング間隔をミリ秒単位で設定する。
gain~オブジェクトのアウトレットから出力される数値の時間間隔と
同時に、表示が更新される時間間隔も設定する。

scale 実数を伴うscaleは、入力値に基づいて出力倍率を計算するのに用いら
れる基準出力値を設定する。デフォルト値は7.94231である。計算方法
の説明については、インスペクターの項を参照のこと。

set 第1インレット：数値を伴うsetは、スライダーの値を設定し、指定さ
れた変化時間で新しい値に対応したレベルまで出力シグナルをリニア
に変化させるが、スライダーの値を第2アウトレットから出力しない。

size 第1インレット：数値を伴うsizeは、gain~の範囲をその数値に設定す
る。スライダーの値は0からレンジの値引く1までの値になる。デフォ
ルト値は158である。

インスペクター

gain~オブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のgain~オブジェクトを選択することで、gain~オブジェクトのイ
ンスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
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る。gain~オブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

gain~インスペクターでは、4つのパラメーター―Range（範囲）、Base
Value（基準値）、そしてIncrement（増分）を設定することができる。
入力値に基づいて出力倍率を計算する次の計算式で、範囲はa、基準
値はb、増分はc、入力はx、eは自然対数の底（約2.718282）、出力はy
である。

y = b e-a log c e xlog c

これらのパラメーターに関するさらに詳しい情報は、linedriveオブジ
ェクトを参照のこと。

範囲（158）基準値（7.94231）増分（1.071519）というデフォルト値
の場合は、スライダーが128でフル・スケール（1.0で掛算）になり、0
は無音を生成し、1は値が127の場合の75.6 dB下になる。スライダーで
10変わると、出力で6 dBの変化を生成する。加えて、範囲が158であ
るため、129から157までのスライダーの値は、17.4 dBのヘッドルーム
を生成する。スライダーが157の時、出力シグナルは入力シグナルよ
りも17.4 dB大きくなる。

Interpolation Timeに数値を入力すると、gain~オブジェクトの補間時間
を設定することができる。デフォルト値は10ミリ秒である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1アウトレット：入力シグナルを、現在のスライダーの値を上に示
した計算式のxとしてスケーリングしたシグナル。

整数 第2アウトレット：スライダーをマウスでドラッグした時や、整数ま
たは実数を第1インレットに入力した時の現在のスライダーの値。
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利用例

シグナルを指数的または対数的にスケーリングするために特化したフェーダー

参照

linedrive line~で用いるために指数的に数値をスケーリングする
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入力

整数 第1インレット：第2インレットに入力されたシグナルを出力するアウ
トレットを指定する。0または負の数を指定した場合、第2インレット
は閉じられて、無音が出力される。アウトレットの数より大きな数を
指定した場合、シグナルは一番右側のアウトレットから出力される。
シグナルが第1インレットに入力されている場合、gate~は整数および
実数の入力を無視する。

実数 整数に変換される。

シグナル 第1インレット：シグナルが第1インレットに入力されている場合、そ
のシグナルの値が第2インレットに入力されたシグナルを出力するア
ウトレットを決定する。第1インレットに入力されたシグナルが0か負
の数の場合、第2インレットは閉じられて、無音が出力される。第1イ
ンレットの値が1以上2未満の値である場合は、第2インレットの入力
シグナルは第1アウトレットへルーティングされ、出力される。第2イ
ンレットの値が2以上3未満の値である場合は、第2インレットの値は
第2アウトレットへルーティングされ、それ以降も同様の動作となる。
第1インレットの値がアウトレットの数より大きい場合は一番右側の
アウトレットへルーティングされる。

第2インレット：アウトレットのどれかへ流れるシグナルを入力する。
出力されるアウトレットは、第1インレットに入力された整数か実数、
またはシグナル値で決定される。

begin~オブジェクトを含むシグナルのネットワークがgate~の第2イン
レットに接続され、第1インレットにはシグナルが接続されていない
場合、begin~のアウトレットからgate~までの間のMSPオブジェクトは
gate~が閉じている間は処理されない。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはアウトレットの数を指定する。デ
フォルト値は1である。第2アーギュメントは入力シグナルが出力され
るアウトレットの初期値を指定する。デフォルト値は0であり、シグ
ナル入力は閉じた状態で、すべてのアウトレットからは無音が出力さ
れる。第1インレットにシグナルが入力されている場合、第2アーギュ
メントは無視される。
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出力

シグナル 第1インレットの値（シグナルまたは数値）によって、複数のアウト
レットのうち、ひとつのアウトレットから入力シグナルが出力され、
残りは無音の出力となる。または、インレットが閉じられていた場合、
すべてのアウトレットから0値のシグナルを出力する。

利用例

gate~は、入力シグナルをアウトレットのいずれかへ流すか、すべてを閉じる

参照

selector~ 複数の入力を切り替えて、1つのアウトレットから出力する
begin~ シグナル・ネットワークの切り替え可能な部分を定義する

Tutorial 4 Fundamentals: Routing signals（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：buffer~内のサウンドに対する再生速度を指定する。
この値が0の場合は再生停止を表し、1の場合は通常速度での再生
を、-1の場合は通常速度での逆再生を行う。2は通常の倍の速度を表
し、0.5は通常の半分の速度による再生を表す。この再生速度を変化さ
せることで、ビブラートやその他の速度変化による音響エフェクトと
して利用することができる。

ループ開始点と終了点を指定し、かつloopingがオンの場合は、サウン
ドの再生位置がループ終了点まで来ると次の再生位置をループ開始点
に設定することで、現在の再生速度で連続的にループ再生を行う。

第2インレット：ループ開始点をミリ秒単位で指定する。

第3インレット：ループ終了点をミリ秒単位で指定する。

整数または実数 第1インレット：サンプル再生位置をミリ秒単位で指定する。0はサン
プル・データの最初の位置を表す。

第2インレット：ループ開始点をミリ秒単位で指定する。このインレ
ットにシグナルが入力されている場合は、整数や実数を入力しても無
視される。

第3インレット：ループ終了点をミリ秒単位で指定する。このインレ
ットにシグナルが入力されている場合は、整数や実数を入力しても無
視される。

loop loop 1 を入力することでループ再生をオンにする。loop 0 はループ再生
をオフにする。デフォルトではループ再生はオフとなっている。

loopinterp loopinterp 1 を入力することで、サンプル間の補間を行うループ再生を
オンにする。loop 0 を指定することで、ループ再生補間をオフにでき
る。デフォルトでは、ループ再生補間はオフである。

reset ループの開始点および終了点をクリアする。

set setに続きgroove~が再生に利用するbuffer~の参照名をシンボルで指定
する。

setloop setloopに続き、ループの開始点および終了点の2つの数値をミリ秒単
位で指定する。

startloop ループ開始点からループ再生を開始する。ループが指定されていない
場合は、データの最初から再生する。
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（マウス） groove~オブジェクトをダブルクリックすると、波形表示ウィンドウ
が開き、参照名で関係付けたbuffer~オブジェクトの中身を見ることが
できる。

アーギュメント

シンボル 必須。groove~がループ再生に利用するbuffer~の参照名を指定する。

整数 オプション。第2アーギュメントで出力チャンネル数（1、2、4）を指
定することができる。デフォルトのチャンネル数は1である。指定し
たチャンネル数よりbuffer~が持つチャンネル数のほうが少ない場合、
余分なチャンネルは無音出力となる。buffer~側のほうがチャンネル数
が多い場合は、チャンネルをミックスして力される。

出力

シグナル 第1アウトレット：サンプル再生のシグナルが出力される。2つまたは
4つの出力チャンネルを持つ場合、第1インレットは左チャンネルのシ
グナルが出力される。

中間のアウトレット：サンプル再生のシグナルが出力される。2つま
たは4つの出力チャンネルを持つ場合、第2インレットは左チャンネル
以外のシグナルが出力される。

右端のアウトレット：同期シグナルが出力される。ループ再生が行わ
れている間、この同期シグナルはループ開始点を0、終了点を1とする
値でその間の値となる。

利用例
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参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
play~ ポジション・ベースのサンプル再生
record~ サウンドをbuffer~のサンプル・メモリへ録音する

Tutorial 14 Sampling: Playback with loops（英文PDF参照）
Tutorial 20 MIDI control: Sampler（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：逆高速フーリエ変換される複素数シグナルの実部。

第2インレット：逆高速フーリエ変換される複素数シグナルの虚部。

第1インレットおよび第1アウトレットのみにシグナルのパッチ・コー
ドが接続されている場合、実部のみのIFFT（逆高速フーリエ変換）が
実行される。それ以外の場合では複素数でのIFFTが実行される。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントは、IFFT処理を行うサンプル・ポイ
ント数を指定する。この数値は2の累乗数でなければならない。デフ
ォルトは512サンプルである。第2アーギュメントは、次のIFFT処理フ
レームまでのサンプル数を指定する。この数値も2の累乗のサンプ
ル・ポイント数を指定する。デフォルトは512サンプルである。第3ア
ーギュメントは、IFFT処理を実行するシグナル・ベクター内での処理
を開始する地点を、サンプル数のオフセット値として指定する。この
数値は0またはシグナル・ベクター・サイズの倍数のどちらかを指定
する。ifft~は間違ったアーギュメントを指定した場合、訂正を試みる
が、ifft~オブジェクトを作成した後にシグナル・ベクター・サイズや
オフセット値を変更した場合は、ベクター・サイズの倍数ではなくな
る可能性があるので、オーディオ処理を開始しても、正常に動作しな
いことがある。

出力

シグナル 第1アウトレット：入力シグナルに対する逆フーリエ変換後の実部を
出力する。この出力はIFFT処理すべき入力シグナルが、すべて入力さ
れた時点で出力される。

第2アウトレット：逆フーリエ変換後の虚部データを出力する。この
出力はIFFT処理すべき入力シグナルが、すべて入力された時点で出力
される。

第3アウトレット：0で始まりFFT出力ポイント数より1小さい数字まで
の数値列を、シグナルデータとしてIFFT出力に同期して出力する。
IFFTの結果が出力されない場合（IFFTを実行する時間間隔がIFFT処理
サイズより大きい場合など）は、このシグナルは0として出力される。
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利用例

fft~とifft~の利用による解析と再合成

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
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入力

なし。

アーギュメント

整数 必須。それぞれのinオブジェクトは、重複しないインデックス番号に
よって区別され、poly~オブジェクトのどのインレットへのメッセージ
に対応するかを決定する。1つ目のインレットの番号は1である。

出力

メッセージ poly~オブジェクトに読み込まれたパッチ内のそれぞれのinオブジェク
トは、poly~オブジェクトの上部のインレットとして表れる。poly~オ
ブジェクトの1つ目のメッセージ・インレットに受け取られたメッセ
ージは、読み込まれたパッチ内の1つ目のinオブジェクト（つまり、in
1オブジェクト）に送られる。他の場合でも、同じように処理される。
poly~オブジェクトの全体のインレットの数は、読み込まれたパッチ内
のin~オブジェクトかinオブジェクトのアーギュメントのより大きな値
によって決定される（例えば、読み込まれたパッチが3つのin~オブジ
ェクトと、2つのinオブジェクトを持っていた場合、そのpoly~オブジ
ェクトは3つのインレットを持ち、2つのインレットがシグナルとメッ
セージの両方を受け付け、3つ目のインレットがシグナルの入力のみ
を受け付けることになる）。

利用例

poly~オブジェクトのメッセージのインレットは、読み込まれたパッチ内の inオブジェクトに対応する

参照

in~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの入力
out poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの出力
out~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの出力
poly~ パッチのポリフォニック処理とオーディオ処理を管理する
thispoly~ poly~オブジェクトのボイス割当とミュートのコントロール

Tutorial 21 MIDI control:Using the polỹ object.（英文PDF参照）
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入力

なし。

アーギュメント

整数 必須。それぞれのin~オブジェクトは、重複しないインデックス番号
によって区別され、poly~オブジェクトのどのインレットへのシグナル
に対応するかを決定する。1つ目のインレットの番号は1である。

出力

シグナル poly~オブジェクトに読み込まれたパッチャ－内のそれぞれのin~オブ
ジェクトは、poly~オブジェクトの上部のインレットとして表れる。
poly~オブジェクトの1つ目のメッセージ・インレットに受け取られた
シグナルは、読み込まれたパッチャ－内の1つ目のin~オブジェクト
（つまり、in~ 1オブジェクト）に送られる。他の場合でも、同じよう
に処理される。poly~オブジェクトの全体のインレットの数は、読み込
まれたパッチ内のin~オブジェクトかinオブジェクトのアーギュメント
のより大きな値によって決定される（例えば、読み込まれたパッチ
ャ－が3つのin~オブジェクトと、2つのinオブジェクトを持っていた場
合、そのpoly~オブジェクトは3つのインレットを持ち、2つのインレッ
トがシグナルとメッセージの両方を受け付け、3つ目のインレットが
シグナルの入力のみを受け付けることになる）。

利用例

poly~オブジェクトのシグナルのインレットは、読み込まれたパッチ内の in~オブジェクトに対応する

参照

in poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの入力
out poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの出力
out~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの出力
poly~ パッチのポリフォニック処理とオーディオ処理を管理する
thispoly~ poly~オブジェクトのヴォイス割当とミュートのコントロール

Tutorial 21 MIDI control:Using the poly~ object.（英文PDF参照）
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in~ poly~オブジェクトによって読み込まれる
パッチのためのシグナルの入力



入力

シグナル 第1インレット：参照名で関連付けたbuffer~に記録されたサンプル・
データをサンプル番号に従って読み出す。

整数 第2インレット：buffer~から取り出すデータのチャンネルを指定する。
デフォルトは対応するbuffer~の1つめのチャンネルとなる。

set setに続いてbuffer~オブジェクトに付けられた参照名を与えて、読み出
すbuffer~を指定する。

（マウス） index~オブジェクトをダブル・クリックすると、波形編集ウィンドウ
が開き、参照名で関連付けたbuffer~オブジェクトの中身を見ることが
できる。

アーギュメント

シンボル 必須。サンプルの保管場所として用いるbuffer~オブジェクトの参照名
を指定する。

整数 オプション。buffer~参照名に続いて記述することで、そのbuffer~の読
み出すチャンネルを指定する。デフォルトはチャンネル1となる。

出力

シグナル インレットに入力されたシグナルの数値をインデクス番号として、
buffer~から読み出したサンプルを出力する。入力サンプルが整数でな
い場合、サンプルの補間は行わない。

利用例

index~を利用した buffer~内の特定サンプルの参照

参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
cycle~ テーブル参照可能なオシレーター
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
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index~ 補間なしのサンプル・
プレイバック



buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
fft~ 高速フーリエ変換
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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index~ 補間なしのサンプル・
プレイバック



入力

bang 第1インレット：参照名で関連付けたbuffer~に格納されたサンプル・
データに関する情報を出力する。

（マウス） info~オブジェクトをダブル・クリックすると、波形表示ウィンドウが
開き、参照名で関連付けたbuffer~オブジェクトの中身を見ることがで
きる。

アーギュメント

シンボル 必須。サンプルの保管場所として用いるbuffer~オブジェクトの参照名
を指定する。

出力

info~オブジェクトが出力する情報の大半は、関連付けされたbuffer~で
最も最近に読み込まれたオーディオ・ファイルに関する情報である。
この情報が得られない場合であっても、サンプリング・レートだけは
第1アウトレットから出力される。何も出力されない場合は、サウン
ド・ファイルの情報を失ったこととなる。

実数 第1アウトレット：サンプリング・レートを出力。

第3アウトレット：サステイン・ループの開始位置をミリ秒単位で出
力。

第4アウトレット：サステイン・ループの終了位置をミリ秒単位で出
力。

第5アウトレット：リリース・ループの開始位置をミリ秒単位で出力。

第6アウトレット：リリース・ループの終了位置をミリ秒単位で出力。

第7アウトレット：関連付けされたbuffer~オブジェクトの内部データ
の総時間をミリ秒単位で出力

第8アウトレット：最も最近に読み込んだオーディオ・ファイルのフ
ァイル名を出力。

リスト 第2アウトレット：サンプルに関する次の楽器情報を、リストとして
出力。

1. MIDIピッチ情報。

672

info~ buffer~内のサンプル・データに
関する情報の出力



2. MIDIのピッチベンドにおけるベース・ノート・ナンバーからの
デチューン量（ピッチベンド量）。

3. サンプルを再生する場合の最低MIDIノート・ナンバー。

4. サンプルを再生する場合の最高MIDIノート・ナンバー。

5. サンプルを再生する場合の最低ベロシティ値。

6. サンプルを再生する場合の最高ベロシティ値。

7. サンプルのゲイン値（0から127）。

利用例

サンプル・レートの確認 ; サンプル・データに含まれる他の情報の利用

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
mstosamps~ ミリ秒をサンプル数に変換
sfinfo~ オーディオ・ファイルの情報を出力する

Tutorial 14 Sampling: Playback with loops（英文PDF参照）
Tutorial 20 MIDI control: Sampler（英文PDF参照）
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info~ buffer~内のサンプル・データに
関する情報の出力



入力

シグナルまたは実数 第1インレット：現在インデックスで参照されているオシレーターに
対して、周波数を設定する。デフォルト値は0である。

第2インレット：現在インデックスで参照されているオシレーターに
対して、振幅を設定する。

第3インレット：framesync 1メッセージによってフレーム同期機能が
有効である場合、現在インデックスで参照されているオシレーターに
対して、0から1.0の値で位相を設定する。

第4インレット：参照するオシレーターのインデックスを設定する。

実数 第3インレット：現在参照されているオシレーターに対して、0から1
の範囲の実数で位相を設定する。

clear すべてのオシレーターに対して周波数を0Hzに、振幅を0に設定する。

copybuf 第1インレット：copybufに続いてbuffer~の参照名のシンボルを指定す
ることで、そのbuffer~から4096サンプルを内部ウェーブテーブルとし
てコピーする。オプションとして、参照名に続く整数のアーギュメン
トを指定することで、読み込み位置をサンプル単位で（オフセットと
して）指定できる。

framesync framesyncに続けて0でない数値を指定することで、フレーム同期処理
を有効にする。フレーム同期処理が有効である場合、インデックスで
参照されているオシレーターの出力は、入力シグナルの値が0の場合
（またはN個のサンプルずつのフレームごとに）に変化（または次の値
に対するリニアな補間値の計算を開始）する。デフォルトではこの機
能はオフである。

freqsmooth freqsmoothに続いて1つの数字を指定し、周波数変化のスムーシング処
理を何サンプルで行うか決める。デフォルト値は1（スムーシングな
し）である。

magsmooth magsmoothに続いて1つの数字を指定し、振幅変化のスムーシング処理
を何サンプルで行うか決める。デフォルト値は0（振幅のスムーシン
グなし）である。

set setに続いて2つの実数を指定することで、オシレーター・バンク中の1
つのオシレーターに対して、周波数と振幅を設定する。n対の実数を
リストとして入力することで、ioscbank~中の最初のn個のオシレータ
ーに対して設定を行い、残りのオシレーターの振幅を0にすることが
できる。
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silence すべてのオシレーターの振幅を0にする。

size sizeに続いて1つの数字を指定し、オシレーターの数を設定する。デフ
ォルト値は64である。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはオシレーターの数を指定する。デ
フォルト値は1個である。

整数 オプション。第2アーギュメントは周波数変化のスムーシング処理を
何サンプルに渡って行うかを指定する。

整数 オプション。第3アーギュメントは振幅変化のスムーシング処理を何
サンプルに渡って行うかを指定する。

出力

シグナル 周波数および振幅を設定した各オシレーター出力の総和となる波形が
出力される。

利用例

ioscbank~によって、1つのオブジェクトで補完機能付きの複数のオシレーターによるサウンドを扱うことができる

参照

oscbank~ 補間機能なしのオシレーター・バンク
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ioscbank~ 補間機能付きの
オシレーター・バンク



入力

シグナル 第1インレット：kink~への入力は、phasor~オブジェクトからの、0か
ら1まで繰り返し変化するノコギリ波の出力であるのが一般的である。

第2インレット：出力（Y）値が0から0.5までに変化する間の出力のス
ロープに影響を与える乗数。出力が0.5に達すると、波形は入力と同じ
周期の時間で0から1まで全体のアウトプットが変化するように、残り
の時間で1まで増加する。スロープ乗数1（デフォルト値）はいかなる
歪みも生じさせない。1より小さいスロープ乗数では、入力よりも0.5
まで到達するのがゆっくりになり、1より大きなスロープ乗数では入
力よりも速く0.5まで到達するようになる。

実数 第2インレット：シグナルと同じ。シグナルが第2インレットに入力さ
れていれば、実数の入力は無視される。

アーギュメント

実数 オプション。デフォルトのスロープ乗数を設定する。シグナルが第2
インレットに入力されていれば、アーギュメントは無視される。

出力

シグナル kink~の出力は、歪んだサイン波を生成する（フェーズ・ディストー
ション・シンセシスとして知られるテクニック）ために、cycle~（周
波数0）の第2インレットに入力することができる。kink~の第2インレ
ットのスロープ乗数が1から離れるにつれて、倍音がcycle~の波形出力
に加わる。line~を用いてスロープ乗数が急激に増加した後で減少する
と、cycle~の出力は楽器音のアタック部分に似たものになるだろう。

利用例

典型的な kink~の用法で、phasor~とcycle~の間で使う。
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kink~ ノコギリ波を歪ませる



参照

phasor~ ノコギリ波の生成
triangle~ 三角波のウェーブテーブル
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kink~ ノコギリ波を歪ませる



入力

リスト 最初の数値は目標値を指定する。2番目の数値はその値に到達するた
めにどれだけの時間がかかるかをミリ秒単位で指定する。指定された
時間の中で、line~オブジェクトは現在の格納された値から目標値へ勾
配を持つシグナルを生成する。line~オブジェクトは複合の勾配を生成
するために、目標値と到達時間のペアのリストを最高で64個受け取る
することができる。（例えば0 1000 1 1000というメッセージは現在の値
から1秒間かけて0に到達し、次の1秒間で1に到達する。）勾配の中の
ひとつが目標値に到達すると、次のものがスタートする。新たに第1
インレットからリスト、実数、または整数が入力入力された場合は、
まだ生成されていないすべての勾配は消去される。

実数、または整数 第1インレット：第2インレットから入力される数値によって指定され
た時間内に到達する目標値。最後の目標値への時間が指定されない場
合は、到達時間は0と考えられて、出力シグナルは即座に目標値とな
る。

第2インレット：出力シグナルが目標値に到達する時間をミリ秒で指
定する。

アーギュメント

実数、または整数 オプション。出力シグナルの初期値を設定する。

出力

シグナル 第1アウトレット：現在の目標値、または現在格納されている値と目
標時間に従って目標値に向かって変化する勾配を出力する。

bang 第2アウトレット：line~オブジェクトがすべての勾配を生成し終えた
時、bangを出力する。

利用例

直線的に変化するシグナル、またいくつかの直線の断片からなる関数
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line~ シグナル・ランプ・
ジェネレーター



参照

click~ インパルスの生成
curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・ジェネレーター

Tutorial 2 Fundamentals: Adjustable oscillator（英文PDF参照）
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line~ シグナル・ランプ・
ジェネレーター



入力

整数または実数 第1インレット：次式に従った値を計算する。

y = be-alogc exlogc

ここで、xは入力する数値、yは出力する数値、a、bおよびcはアーギ
ュメントで指定する数値、eは自然対数の底（およそ2.718282）である。

出力は2つの項からなるリストで、上式の計算結果であるyの値、およ
び第2インレットへ最も最近に入力されたディレイ時間の数値を出力
する。

整数 第2インレット：出力リストでの上記のスケーリングされた数値に続
いて出力するディレイ時間を設定する。このオブジェクトに接続され
たline~オブジェクトの出力シグナルは、ここで指定したディレイ時間
をかけて、新しい目標値まで徐々に変化する。

アーギュメント

実数 必須。第1アーギュメントは入力の最大値を、第2アーギュメントは出
力の最大値を指定する。第3アーギュメントは尺度曲線の性質を指定
する。第3アーギュメントが小さな値（0から1の間の値）の場合、尺
度曲線はより対数的なものとなり、大きな値（1より大きい値）の場
合、指数関数的により急峻な変化をする曲線となる。この第3アーギ
ュメントは正の数のみが受け付けられる。第4アーギュメントはミリ
秒単位で表したディレイ時間の初期値である。この値は第2インレッ
トへの数値入力で変更できる。

出力

リスト 整数か実数が第1インレットに入力された時、上式による計算結果と
その時点で設定されているディレイ時間をリストとして出力する。
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linedrive line~で用いるために指数的に
数値をスケーリングする



利用例

linedriveの利用例

参照

expr 数式の値を求める
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
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linedrive line~で用いるために指数的に
数値をスケーリングする



入力

シグナル 第1インレット：log~はアーギュメント、または最も新しく第2インレ
ットに入力された値を底として、入力シグナルの対数を出力する。入
力シグナルの値が0以下場合、log~オブジェクトは0.00000001の値を出
力する。

実数、または整数 第2インレット：対数の底を設定する。デフォルト値は0で、それは自
然対数（底がeまたは2.71828182）と同値である。底が1の対数は常に0
である。

アーギュメント

実数、または整数 オプション。対数の底を設定する。デフォルト値は0である。

出力

シグナル アーギュメント、または最も新しく第2インレットに入力されている
値を底として、入力シグナルの対数を出力する。

利用例

曲線を作り出すのに、底を指定したシグナルの対数が使われている

参照

pow~ シグナルの累乗計算をする
curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・ジェネレーター
sqrt~ シグナルの平方根
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log~ シグナルの対数計算をする



入力

シグナル 第1インレット：buffer~内部のデータに対し、振幅値へマッピングさ
れるシグナルを入力する。入力シグナルの各サンプルは-1から1の間
の値で、現在のbuffer~内部のサンプル・データに対応するようマッピ
ングされる。-1から0の値はbuffer~のサンプルオフセット後のデータの
前半と、0から1はbuffer~の後半のデータとマッピングされる。入力シ
グナルの振幅値が-1から1の範囲を超える場合は、出力は0となる。

第2インレット：第1インレットに入力されるシグナルにマッピングさ
れるbuffer~内のサンプルに対し、マッピング位置のオフセット値を設
定する。設定したオフセットの位置は、第1インレットのシグナルで
の-1に対応する。

第3インレット：参照テーブルとして利用するbuffer~オブジェクトの
サンプル数を指定する。第1インレットに入力される-1から1の範囲の
シグナルは、ここで設定されたサンプル数に相当する範囲にマッピン
グされる。このサンプル数のデフォルトは512である。lookup~オブジ
ェクトは各シグナルベクターに対して参照処理を行う前にテーブルサ
イズを変更する。この場合、第3インレットに入力されるシグナル・
ベクターの1つ目のサンプルが、テーブル・サイズとして利用される。

整数または実数 参照テーブルのオフセットとテーブル・サイズの設定は、第2インレ
ットと第3インレットに数値を入力することで変更することができる。
これらのインレットにシグナルのパッチ・コードが接続されている場
合、そのインレットへの数値入力は無視される。

set setに続き、参照テーブルとして関連付けるbuffer~オブジェクトの参照
名シンボルを指定する。

（マウス） lookup~オブジェクトをダブル・クリックすることで、波形描画ウィ
ンドウが開き、参照テーブルであるbuffer~内のデータを見ることがで
きる。

アーギュメント

シンボル 必須。lookup~オブジェクトがテーブルとして参照するbuffer~の参照
名を指定する。

整数 オプション。buffer~の参照名の後に、buffer~内でのサンプル・オフセ
ット値を指定する。指定されたオフセットの位置が、テーブル参照時
の-1の位置となる。デフォルトのオフセット値は0である。オフセッ
ト値の後にはテーブル・サイズの数値を指定することもできる。この
テーブル・サイズのデフォルトは512である。buffer~に複数のチャン
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ネルのデータがある場合、lookup~は常に1つめのチャンネルのデータ
を参照する。

出力

シグナル 第1インレットに入力された-1から1の範囲のシグナルに対し、関連付
けたbuffer~内の指定した範囲を参照テーブルとして、各サンプル毎に
値を読み出して出力する。

利用例

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
peek~ サンプル値の読み出しと書き込み

Tutorial 12 Synthesis: Waveshaping（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理が行われるシグナル。

第2インレット：ローパス・フィルターのカットオフ周波数を設定す
る。

第3インレット：0（最小のレゾナンス）から1（最大のレゾナンス）
のレゾナンス係数を設定する。1に非常に近い値は、ある特定の種類
の入力シグナルではクリッピングを生じるかもしれない。

整数または実数 整数または、実数メッセージはカットオフ周波数、またはレゾナンス
を変化させるために第2、または第3インレットに入力される。インレ
ットにシグナルが接続されている場合は、そのインレットに入力され
る数値は無視される。

clear フィルターのメモリをクリアする。lores~オブジェクトは再帰的フィ
ルターであるため、このメッセージが暴走状態から回復するために必
要になる場合がある。

アーギュメント

整数または実数 オプション。数値はカットオフ周波数とレゾナンスの初期値を設定す
る。デフォルトは両方とも0である。シグナルが第2インレット、また
は第3インレットに接続されている場合は、インレットからの入力と
一致しているアーギュメントは無視される。

出力

シグナル フィルター処理が行われたシグナルが出力される。フィルターの式は

yn = scale * xn - c1 * yn-1 + c2 * yn-2

である。scaleとc1とc2は、カットオフ周波数とレゾナンス係数によっ
て計算されるパラメーターである。

685

lores~ レゾナンス付きローパス・
フィルター



利用例

ローパス・フィルターのカットオフ周波数とレゾナンスを指定する

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
comb~ コム・フィルター
filtergraph~ グラフィカル・フィルター・エディター
onepole~ 単極のローパス・フィルター
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
teeth~ フィードフォワードとフィードバックにディレイ・コントロールが

付いたコム・フィルター
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matrix~オブジェクトはシグナルのコネクターとミキサー（加算器）の配列であり、任意
のインレット数およびアウトレット数を持つことができる。各インレットに入力されたシ
グナルは、可変量によるゲイン調整をされるとともに、1つ以上のアウトレットへ経路接
続される。1つのアウトレットが複数のインレットと経路接続されている場合、そのアウ
トレットの出力は経路接続されたインレットへの入力シグナルの和となる。

matrix~オブジェクトは処理に「一対モード」と「非一対モード」の2つのモードを持って
いる。「一対モード」では、インレットとアウトレットとの間の経路接続が単純なスイッ
チとして働き、常に単一ゲインで動作する。このモードは動作が速いが、このオブジェク
ト内の経路接続を切り替えるたびに、出力シグナルには「カチッ」というような音が混入
してしまう。「非一対モード」では、経路接続の時点で0でも1でもない値でゲイン調整が
される。また、ゲインの値が変化した場合、ゲインの変化にかかる傾斜の時間も与えられ
る。これによってシグナルの切り替え時の「カチッ」という音が抑えられる。

入力

シグナル 任意のインレット：インレットに入力されたシグナルは、そのインレ
ットから経路接続されたアウトレットへ送られ、経路ごとにゲイン調
整が行われる。

リスト 第1インレット：matrix~が一対モードの場合、3つの整数からなるリス
トはインレットとアウトレットを経路接続する。リストの1つ目の整
数はインレットを、2つ目の整数はアウトレットを、3つ目の整数は経
路の接続か切断を表すのに用いられる。3つ目の整数が0でない場合、
指定したインレットとアウトレットを接続する。0の場合はインレッ
トとアウトレットとの間の接続を切断する。

matrix~オブジェクトが非一対モードである場合、2つの整数と1つの
実数からなるリストで経路接続を行う。このリスト中の3つ目の実数
値は指定経路で調整されるゲインを指定する。注記：各経路接続のゲ
インを設定するには、connectメッセージではなく、3つの要素からな
るリストを用いる必要がある。connectメッセージによる経路接続は、
通常はmatrix~オブジェクト生成時の第3アーギュメントで指定したゲ
インの初期値を用いる。しかし、その後にリストの入力があった場合
は、そのリストのゲインがconnectメッセージで指定した経路に適用さ
れる。

print 第1インレット：入力したmatrix~オブジェクト内で設定されているす
べての経路接続を、接続ごとのリストとしてMaxウィンドウに表示す
る。このリストはインレットとアウトレットを表す2つの数値、およ
びその接続に適用されるゲインの実数からなる。
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ミキシングのためのマトリックス処理



dump 第1インレット：入力したmatrix~オブジェクト内で設定されているす
べての経路接続の現状を、接続ごとのリストとして一番右側のアウト
レットから出力する。このリストはインレットとアウトレットを表す
2つの数値、およびその接続に適用されるゲインの実数からなる。

clear 第1インレット：すべての経路接続を切断する。

connect 第1インレット：connectに続いて1つ以上の整数の対を指定すること
で、1つ目の整数が指すインレットと2つ目の整数が指すアウトレット
とを経路接続する。複数の経路接続は、そのメッセージに続いて追加
で対の整数を指定すれば良い。インレットおよびアウトレットは左か
ら右の順に0から始まる数で表される。例を挙げると、connect 1 0 1 1
というメッセージは第2インレットから第1および第2アウトレットへ
の経路接続を行う。

disconnect 第1インレット：disconnectに続いて1つ以上の整数の対を指定すること
で、1つ目の整数が指すインレットと2つ目の整数が指すアウトレット
の経路を切断する。複数の経路切断は、そのメッセージに続いて追加
で対の整数を指定すれば良い。

ramp 第1インレット：非一対モードの場合、rampに続いてミリ秒単位の時
間を表す数を指定することで、ゲイン調整にかける時間を変更できる。
デフォルト値は10ミリ秒となっている。

アーギュメント

整数 必須。第1アーギュメントはインレット数を指定する。

整数 必須。第2アーギュメントはアウトレット数を指定する。

実数 オプション。第3アーギュメントとして実数を指定した場合、matrix~
は非一対モードとして動作する。アーギュメントは接続された経路に
対するゲインの値を設定する。

出力

シグナル 各アウトレットから出力されるシグナルは、各々のアウトレットに経
路接続されたインレットへ入力されたシグナルの総和で、ゲイン調整
されたものである。
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利用例

マルチ・チャンネルのオーディオ・シグナルの経路設定

参照

gate~ 複数アウトレットの1つへシグナルを切り替える
matrixctrl マトリックス状のスイッチ・コントロール
receive~ パッチ・コードなしでシグナルを受信する
selector~ 複数の入力を切り替えて、1つのアウトレットから出力する
send~ パッチ・コードなしにシグナルを送信する
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入力

シグナル 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナル、または定数
と比較されるシグナル。2つの値のうち、より大きい方がアウトレッ
トから出力される。

第2インレット：第1インレットに入力されたシグナルとの比較に使わ
れるシグナル。

実数または整数 第2インレット：第1インレットに入力されたシグナルと比較される数
値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、実数や整数は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットに入力されたシグナルと比較する初期値
を設定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、アーギ
ュメントは無視される。

出力

シグナル 第1インレットと第2インレットに入力されたシグナルを比較し、より
大きい方を出力する。

利用例

2つのシグナルを比較し、より大きい方を検出する

参照

<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
minimum~ 2つのシグナルの比較を行い、小さい方を出力
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maximum~ 2つのシグナルの比較を行い、
大きい方を出力



入力

シグナル 入力されるシグナルのピーク振幅は、スクリーン上のレベル・メータ
ーのLEDで表示される。

brgb 0から255までの数値を伴うbrgbは、meter~オブジェクトの背景色のた
めのRGB値を設定する。デフォルト値はbrgb 104 104 104で設定される
色である。

frgb 0から255までの数値を伴うfrgbは、meter~オブジェクトの低いレベル
のLED色のためのRGB値を設定する。デフォルト値はfrgb 0 68 0で設定
される色である。

interval 数値を伴うintervalは、meter~オブジェクトの更新時間間隔をミリ秒単
位で指定する。最小の更新間隔は10ミリ秒、最大は2秒、デフォルト
値は100ミリ秒である。このメッセージはmeter~がピーク値を出力す
る時間間隔も同時に設定する。

rgb2 0から255までの数値を伴うrgb2は、meter~オブジェクトの高いレベル
のLED色のためのRGB値を設定する。デフォルト値はrgb2 255 153 0で
設定される色である。

rgb3 0から255までの数値を伴うrgb3は、meter~オブジェクトのレベル・オ
ーバー時のインジケーターのLED色のためのRGB値を設定する。デフ
ォルト値はrgb3 255 0 0で設定される色である。

（マウス） パッチ・ウィンドウがアンロックされている時、リサイズ・エリアを
ドラッグして形状を変更することで、meter~オブジェクトを水平から
垂直に置き換えることができる。

インスペクター

meter~オブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のmeter~オブジェクトを選択することで、meter~オブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。meter~オブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

meter~インスペクターでは、Intervalボックスに数値を入力することで、
表示の更新時間間隔をミリ秒単位で設定することができる。デフォル
ト値は100ミリ秒である。
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Colorポップアップ・メニューでは、swatchカラー・ピッカーまたは
RGB値を用いてmeter~オブジェクトで使用される色を指定することが
できる。Backgroundはmeter~オブジェクトの背景色を設定する。デフ
ォルトの背景色は104 104 104である。Foregroundはmeter~オブジェク
トの低いレベルの色を設定する。デフォルト値は0 168 0である。
Warningはmeter~オブジェクトの高いレベルのLEDの色を設定する。
デフォルト値は255 153 0である。Overloadはmeter~オブジェクトのレ
ベル・オーバーのインジケーターのLEDの色を設定する。デフォルト
値は255 0 0である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

実数 前の更新間隔の間に受け取ったシグナルのピーク（絶対）値は、オー
ディオ処理がオンの時に、アウトレットから出力される。

利用例

meter~はシグナルのピーク振幅を表示し、出力する

参照

average~ マルチ・モードのシグナル平均化
scope~ シグナル・オシロスコープ

Tutorial 23 Analysis: Viewing signal data（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：第2インレットから入力されたシグナル、または定数
と比較されるシグナル。2つの値のうち、より小さい方がアウトレッ
トから出力される。

第2インレット：第1インレットに入力されたシグナルとの比較に使わ
れるシグナル。

実数または整数 第2インレット：第1インレットに入力されたシグナルと比較される数
値。第2インレットにシグナルが入力された場合は、実数や整数は無
視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。第1インレットに入力されたシグナルと比較する初期値
を設定する。第2インレットにシグナルが入力された場合は、アーギ
ュメントは無視される。

出力

シグナル 第1インレットと第2インレットに入力されたシグナルを比較し、より
小さい方を出力する。

利用例

2つのシグナルを比較し、より小さい方を検出する

参照

<=~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
>=~ 2つのシグナルの比較を行い、大きいか等しければ1を出力する
==~ 2つのシグナルの比較を行い、等しければ1を出力する
!=~ 2つのシグナルの比較を行い、等しくなければ1を出力する
maximum~ 2つのシグナルの比較を行い、大きい方を出力
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minimum~ 2つのシグナルの比較を行い、
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入力

シグナル 入力されたシグナルの最小値と最大値を計算する。

bang シグナルの最小値と最大値に対応する値を、実数として、それぞれ3、
4番目のアウトレットから出力する。

reset 現在の最小値、最大値をデフォルト値（0）にリセットする。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1アウトレット：処理を開始した時、または最後にresetメッセージ
を受け取った時点から、最も小さい値であるシグナル値。

第2アウトレット：処理を開始した時、または最後にresetメッセージ
を受け取った時点から、最も大きい値であるシグナル値。

実数 第3アウトレット：minmax~オブジェクトにbangメッセージを受け取
ると、処理を開始した時、または最後にresetメッセージを受け取った
時点から、最も小さい値である実数値を出力する。

第4アウトレット：minmax~オブジェクトにbangメッセージを受け取
ると、処理を開始した時、または最後にresetメッセージを受け取った
時点から、最も大きい値である実数値を出力する。

利用例

シグナルの最大／最小のピークを検出する

参照

meter~ 視覚的なピーク・レベル・インジケーター
peakamp~ 入力シグナルのピーク値を出力する
snapshot~ シグナルの値を数値に変換する
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minmax~ シグナルの最小値と
最大値を計算する



入力

実数または整数 入力されたミリ秒数を、現在のサンプリング・レートにもとづきサン
プル数に変換し、第2アウトレットから出力する。出力するサンプル
数は、小数部分を含むことができる。例えば、サンプリング・レート
が44.1kzの場合、3.2ミリ秒は、141.12サンプルに変換される。

シグナル シグナルとして入力されるミリ秒値。現在のサンプリング・レートに
もとづきサンプル数に変換し、第1インレットから出力する。出力す
るサンプル値は、小数部分を含むことがある。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1アウトレット：入力されたシグナルのミリ秒値に対応するサンプ
ル数から成るシグナル。

実数 第2アウトレット：インレットに実数または整数として受け取ったミ
リ秒値に対応するサンプル数。

利用例

ミリ秒単位で表されている時間をサンプル数として出力する

参照

dspstate~ 現在のDSPの設定を出力する
sampstoms~ サンプル数をミリ秒に変換
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入力

実数または整数 0から127のMIDIノート・ナンバー。対応する周波数の値が、アウトレ
ットから出力される。

アーギュメント

なし。

出力

実数 入力されたMIDIでの音高値に対応する周波数。

利用例

MIDIノート・ナンバーを周波数に変換し、オシレータに与える

参照

expr 数式の値を求める
ftom 周波数をMIDIノート・ナンバーに変換
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入力

整数 1は、mute~オブジェクトのアウトレットに接続されたサブパッチに含
まれるすべてのオブジェクトの信号処理を停止させ、0は再び開始す
る。

アーギュメント

なし。

出力

mute~オブジェクトのアウトレットを、コントロールしたいと思うサ
ブパッチの任意のインレットに接続する。mute~は好きなだけ多くの
サブパッチに接続することができる。しかし、mute~はbpatcherオブジ
ェクトの内部のパッチには作用しない。

利用例

任意のパッチやサブパッチのすべての処理をミュートすることができる

参照

begin~ シグナル・ネットワークの切り替え可能な部分を定義する
pass~ ミュートされたサブ・パッチでのノイズを取り除く

Tutorial 5 Fundamentals: Turning signals on & off（英文PDF参照）
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mute~ サブパッチのオーディオ
処理を停止する



入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル noise~オブジェクトは、-1から1の値を一様にランダムに分散した値か
らなるシグナルを生成する。

利用例

ホワイト・ノイズによって作られるランダムの例。様々な方法でフィルター処理を行うことができる

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
pink~ ピンク・ノイズを発生させるジェネレータ
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター

Tutorial 3 Analysis: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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noise~ ホワイト・ノイズ・
オシレーター



入力

シグナル 第1インレット：入力シグナルはノーマライズされる。つまり、ピー
ク振幅が指定された最大値になるように伸縮される。

第2インレット：出力の総合的なスケーリングのための最大出力振幅。

実数 第2インレット：最大出力振幅はシグナルの代わりに実数として送ら
れることもある。シグナルが第2インレットに入力されていると、第2
インレットで受け取った実数は無視される。

reset 第1インレット：数値を伴うresetは最大入力振幅をその数値にリセッ
トする。resetが数値を伴わない、または数値が0であれば、最大入力
振幅は0.000001に設定される。

アーギュメント

実数 オプション。最大出力振幅の初期値。デフォルト値は1である。

出力

シグナル 入力シグナルは最大入力振幅で割られた最大出力振幅によって伸縮さ
れる。

利用例

正確な倍率が変化する時や分からない時は、normalize~がピーク振幅を設定する

参照

*~ シグナルの乗算
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normalize~ 最大振幅に基づいて
スケーリングする



number~には異なる2つの表示モードがある。シグナル・モニター・モードでは第1インレ
ットで受け取ったシグナルの値を表示する。シグナル出力モードでは第1インレットで最
も最近受け取った、または直接number~ボックスに入力した実数または整数の値を表示す
る（シグナルは第1アウトレットから出力される）。

入力

シグナル 任意のシグナルで、その値は一定の間隔でサンプリングされて、第2
アウトレットから出力される。number~がシグナル・モニター表示モ
ードの時、シグナルの値が表示される。

実数 第1インレット：このインレットに与えた値は、第1アウトレットから
一定値のシグナルとして出力される。number~がSignal Output表示モー
ドの時は、その値が表示される。現在の変化時間が0でなければ、出
力シグナルは前の値と新しく設定された値の間でリニアに変化する。

第2インレット：変化時間をミリ秒単位で設定する。デフォルトの時
間は0である。

整数 実数に変換される。

リスト 最初の数値は第1アウトレットから出力されるシグナルの値を設定し、
二番目の数値が変化時間をミリ秒単位で設定する。

（マウス） number~の左側の三角形の部分をクリックすると、number~はシグナ
ル・モニター表示モード（緑色の波形）とシグナル出力モード（黄色
または緑色の下向きの矢印）の間でトグルさせる。シグナル出力表示
モードでは、数値を表示する部分でクリックすることでnumber~の第1
アウトレットから出力されるシグナルの値を変える。また、マウス・
クリックによって、number~を選択し、キーボードから数値を入力す
ることもできる。

（キーボード入力） number~がハイライト表示されている時（黄色の下向きの矢印が点灯
している時）、数値のキーボード入力はその値を変更する。マウスを
クリックしたり、returnキーまたはenterキーを押したりすると、保留
中のタイプされた数値を格納し、第1アウトレットから新しい値とし
て出力する。

allow 数値を伴うallowは、使用することのできる表示モードを設定する。
allow 1はnumber~をシグナル出力表示モードに制限する。allow 2は
number~を入力モニター表示モードに制限する。allow 3は両方のモー
ドを許可し、ユーザーがnumber~の左側の三角形の部分をクリックす
ることで、2つのモードの間で切り替えることができるようにする。
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number~ シグナル・モニターと
一定の値のジェネレーター



brgb 0から255までの3つの数値を伴うbrgbは、number~ボックスの背景色の
ためのRGB値を設定する。デフォルト値は白（brgb 255 255 255）であ
る。

frgb 0から255までの3つの数値を伴うfrgbは、number~ボックスの数値表示
のためのRGB値を設定する。デフォルト値は黒（brgb 0 0 0）である。

rgb2 0から255までの3つの数値を伴うrgb2は、number~ボックスのハイライ
ト中または更新中の数値表示のためのRGB値を設定する。デフォルト
値は黒（brgb 0 0 0）である。

rgb3 0から255までの3つの数値を伴うrgb3は、number~ボックスのハイライ
ト中または更新中の背景色のためのRGB値を設定する。デフォルト値
は白（brgb 255 255 255）である。

mode 数値を伴うmodeは、現在そのモードが許可されていれば（allowメッセ
ージを参照のこと）現在の表示モードを設定する。mode 1はシグナル
出力表示モードに設定する。mode 2はシグナル入力表示モードに設定
する。

min オプションの数値を伴うminは、number~のシグナル出力のための最小
値を設定する。フロート・ナンバー・ボックスと異なり、number~の
最小値は整数値に制限されないことに注意が必要である。minが数値
を伴わない場合には、任意の最小値は削除される。

max オプションの数値を伴うmaxは、number~のシグナル出力のための最
大値を設定する。フロート・ナンバー・ボックスと異なり、number~
の最大値は整数値に制限されないことに注意が必要である。minが数
値を伴わない場合には、任意の最大値は削除される。

interval 数値を伴うintervalは、サンプリング間隔をミリ秒単位で設定する。こ
れによりnumber~が入力モニター表示モードの時には、表示が更新さ
れる時間間隔だけでなく、オブジェクトの第2アウトレットから数値
が出力される時間間隔も設定される

flags 数値を伴うflagsはnumber~の外観の特性と振る舞いを設定する。特性
（アーギュメントの項で後述する）は、次のように目的のオプション
を指定する値を互いに加算することで設定される。4=ボールド・タイ
プ、64=マウス・アップの時のみ出力する、128=マウスでは変更でき
ない。例えば、flags196は、これらのオプションのすべてを設定する。
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インスペクター

number~オブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のnumber~オブジェクトを選択することで、number~オブジェク
トのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することが
できる。number~オブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...
を選択することでも、インスペクターを表示することができる。

number~インスペクターでは次の属性を設定することができる。

格納し、表示し、タイプし、通過させる値をRange Min.とMax.ボック
スに数値を入力することで設定できる。No Mix.とNo Max.のチェック
ボックスがチェックされていると（デフォルトの状態）、number~オブ
ジェクトは最小値と最大値をNone（なし）に設定する。これらのボッ
クスのチェックを外すと、最小値を最大値は0に設定される。

インスペクターのOptionsセクションでは、number~オブジェクトの表
示属性を設定することができる。インスペクターにあるオプションは
以下の通り。Bold（太字で表示する）、Draw Triangle（数値を指定す
る三角形を表示し、それに独特の外観を与える）、Output Only on
Mouse-up（常にではなくマウスボタンが離された時だけ数値を出力す
る）、Can’t Change（マウスまたはコンピュータのキーボードによる変
更を許可しない）、Transparent（ナンバー・ボックスがcommentオブジ
ェクトのようになるように、number~オブジェクトの中に数値だけを
表示してボックスは表示しない）。

Display Styleポップアップ・メニューでは、どのように数値を表すの
かを設定する。Decimalは数値を表示するためのデフォルトの方法で
ある。Hexは数値を16進数で表示し、MIDI関連の用途に有効である。
Roland Octalはいくつかのハードウェア・デバイスで用いられている
フォーマットのように、それぞれの桁を1から8までの範囲で表示する。
例えば、11は0で88は63である。Binaryは数値を1と0として表示する。
MIDI Note Namesは60をC3として表示するMIDIピッチの値に対応した
数値を表示する。ノート・ネームC4は60をC4として表示するMIDIノ
ート名と同じである。すべての表示モードで、数値はそれが表示され
るフォーマットでタイプされなければならない。

Modeでは、チェックボックスでシグナル・モニター・モードかシグ
ナル出力モードかを選択することができる。デフォルトでは両方のモ
ードがチェックされているが、少なくとも1つのモードはチェックさ
れていなければならない。
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Intervalはサンプリング間隔をミリ秒単位で設定する。これはnumber~
が入力モニターモードの時に表示が更新される時間間隔だけでなく、
オブジェクトの第2アウトレットから出力される時間間隔も設定する。
デフォルト値は250ミリ秒である。

Colorオプションでは、swatchカラー・ピッカーまたはRGB値で、
number~ボックスと、その背景の通常時とハイライト時に使用される
色を設定できる。Numberは数値表示のための色（デフォルト値は 0 0
0）を設定し、Backgroundはnumber~ボックス・オブジェクト自身のた
めの色（デフォルト値では 221 221 221）を設定し、Highlighted
Numberはナンバー・ボックスが選択されているか、値が更新中の時
の数値表示のための色（デフォルト値は 0 0 0）を設定し、Highlighted
Backgroundはハイライト中または更新中のnumber~ボックスの色（デ
フォルト値は221 221 221）を設定する。

number~ボックスのフォントの種類とサイズは、Fontメニューで変更
することができる。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第2アウトレット：オーディオ処理がオンの時、number~オブジェクト
は第1インレットで最も最近受け取った（またはユーザーによって入
力された）数値に等しい一定のシグナルを出力する。そのシグナル入
力に関係なくこの値を出力し、それはシグナル出力表示モードである
か否かには関係ない。第2インレットで最も最近受け取った変化時間
が0でなければ、出力は前の値と新しい値の間で指定された時間をか
けて補間する。

実数 第2アウトレット：intervalメッセージで指定された時間間隔で出力さ
れる入力シグナルのサンプル。
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利用例

number~オブジェクトのいくつかの使用方法

参照

line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
sig~ 一定の値のシグナル
snapshot~ シグナルの値を数値に変換する

Tutorial 23 Analysis: Viewing signal data（英文PDF参照）
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onepole~オブジェクトは、以下のような単純なフィルター式を実装している。

output = previous input + cf * (input - previous input)

この式のcfはラジアン単位で表されるフィルターのカットオフ周波数を表している。cfの
値は-1.0～0の範囲にある。これは6dB毎のオクターブ減衰を持つ単極のローパス・フィル
ターを作り出し、これは耳障りな広域成分（例えばダウンサンプリングによるデジタル的
な障害）をなだらかに丸めるのに役立つ。onepole~オブジェクトは係数を持つbiquad~オ
ブジェクトに等しい。

[a0 = 1 + cf, a1 = 0, a2 = 0, b1 = cf, b2 = 0]

これらの値をbiquad~オブジェクトの式に代入すれば、onepole~オブジェクトのアルゴリ
ズムが得られる。しかしbiquad~オブジェクトはその式の中で使用されない部分も計算す
るので、onepole~オブジェクトはそれと比べてかなり早く実行することができる。

入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理が行われるシグナル。

第2インレット：シグナルはフィルター処理を行う周波数の値を設定
する。実数も同様である。このインレットにシグナルが接続された場
合、その値はシグナル・ベクター毎にサンプルされる。

実数 第2インレット：（シグナルが接続されていない場合）フィルター処
理を行う周波数を設定する。デフォルトでは、周波数はヘルツ単位で
表される。設定する値の許容範囲は0から現在のサンプリングレート
の4分の1までである。便宜のために、onepole~オブジェクトは追加の
2つの入力モードを備えている。それはより慣習的な入力範囲、0～1
を使用するものである（詳細はlinear及びradiansのメッセージを参照の
こと）。

clear 各インレット：onepole~の内部状態をクリアする。onepole~オブジェ
クトは他のフィルターのタイプに見られる固有の不安定性を持たない
ので、これは必ずしも必要ではない。

Hz 各インレット：周波数の入力モードをヘルツ単位に設定する（デフォ
ルト）。

linear 各インレット：周波数の入力モードをリニアに設定する（0～1）。リ
ニア・モードは標準のHzモードの比率を単純に変更したものなので、
0～1の範囲以外の値は全周波数範囲を超えることになる。
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radians 各インレット：周波数の入力モードをラディアン単位に設定する（0
～1）。ラディアン・モードは式の中心の周波数を直接設定できる。入
力シグナルが同じ範囲（0～1）を持つ場合は、出力は人間の耳が持つ
指数的なピッチ・スケールに近い曲線的な周波数レスポンスを持つ。

アーギュメント

実数 オプション。先に述べたようにフィルター処理の中心の周波数を設定
する。

Hz オプション。周波数の入力モードをヘルツ単位に設定する（デフォル
トのモードである。従って、アーギュメントを与えない場合も、同じ
である）。

liner オプション。周波数の入力モードをリニアに設定する（0～1）。

radians オプション。周波数の入力モードをラディアン単位に設定する（0～1）。

出力

シグナル フィルター処理が行われたシグナル。

利用例

onepole~オブジェクトは、単純なサンプル・プレイヤーに効果的なフィルター処理を行う

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
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入力

シグナルまたは実数 第1インレット：現在のインデックス番号で参照されているオシレー
ターに対して、周波数を設定する。デフォルト値は0である。

第2インレット：現在のインデックス番号で参照されているオシレー
ターに対して、振幅を設定する。

第3インレット：framesync 1メッセージによってフレーム同期機能が
有効である場合、現在インデックスで参照されているオシレーターに
対して、0から1.0の値で位相を設定する。

第4インレット：参照するオシレーターのインデックス番号を設定す
る。

実数 第3インレット：現在参照されているオシレーターに対して、0から1.0
の範囲の実数で位相を設定する。

clear すべてのオシレーターに対して周波数を0Hzに、振幅を0に設定する。

copybuf 第1インレット：copybufに続いてbuffer~の参照名のシンボルを指定す
ることで、そのbuffer~から4096サンプルを内部ウェーブテーブルとし
てコピーする。オプションとして参照名に続く整数のアーギュメント
を指定することで、読み込み位置をサンプル単位で（オフセットとし
て）指定できる。

framesync framesyncに続けて0でない数値を指定することで、フレーム同期処理
を有効にする。フレーム同期処理が有効である場合、インデックスで
参照されているオシレーターの出力は、入力シグナルの値が0の場合
（またはN個のサンプルずつのフレームごとに）に変化する。デフォル
トではこの機能はオフである。

freqsmooth freqsmoothに続いて1つの整数を指定し、周波数変化のスムーシング処
理を何サンプルで行うか決める。デフォルト値は1（スムーシングな
し）である。

magsmooth magsmoothに続いて1つの整数を指定し、振幅変化のスムーシング処理
を何サンプルで行うか決める。デフォルト値は0（振幅のスムーシン
グなし）である。
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set setに続いて2つの実数を指定することで、オシレーター・バンク中の1
つのオシレーターに対して周波数と振幅を設定する。n対の実数をリ
ストとして入力することで、oscbank~中の最初のn個のオシレーター
に対して設定を行い、残りのオシレーターの振幅を0にすることがで
きる。

silence すべてのオシレーターの振幅を0にする。

size sizeに続いて1つの数字を指定し、オシレーターの数を設定する。デフ
ォルト値は64である。

tabpoints tabpointsに続いて1つの整数を指定し、oscbank~内部に持つウェーブテ
ーブルのサンプル数を設定する。デフォルト値は4096である。ウェー
ブテーブルのサンプル数は2の2乗から16乗の間の、2の累乗の数でな
ければならない。その他の値の場合は、最も近い2の累乗数に丸めら
れる。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントはオシレーターの数を指定する。デ
フォルトでは1個である。

整数 オプション。第2アーギュメントは周波数変化のスムーシング処理を
何サンプルに渡って行うかサンプル数を指定する。

整数 オプション。第3アーギュメントは振幅変化のスムーシング処理を何
サンプルに渡って行うかサンプル数を指定する。

整数 オプション。第4アーギュメントで内部サイン波の参照テーブルのサ
ンプル・サイズを設定する。デフォルト値は4096である。oscbank~の
オシレーターは補間処理を行わないため、CPUパワーを多量に消費す
るような大きなサイズのサイン波テーブルを使うこともできる。

注記：oscbank~内には1つだけウェーブテーブルがあり、すべてのオ
シレーターはそれを参照する。

出力

シグナル 周波数および振幅を設定した各オシレーター出力の総和となる波形が
出力される。
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利用例

oscbank~によって、1つのオブジェクトでオシレーター・バンクの制御ができる

参照

ioscbank~ 補間機能付きのオシレーター・バンク
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入力

メッセージ poly~オブジェクトに読み込まれたパッチ内のそれぞれのoutオブジェ
クトは、poly~オブジェクトの下部のアウトレットとして表れる。読み
込まれたパッチ内のoutオブジェクトに受け取られたメッセージは、
poly~オブジェクトの対応するアウトレットから出力される。poly~オ
ブジェクトの同じアウトレットを通じて、パッチのすべてのインスタ
ンスからのメッセージが出力される。

出力

なし。

アーギュメント

整数 必須。それぞれのoutオブジェクトは、重複しないインデックス番号に
よって区別され、poly~オブジェクトのどのアウトレットへメッセージ
を出力するかを決定する。1つ目のアウトレットの番号は1である。

出力

（パッチ） 読み込まれたパッチ内のoutオブジェクトに受け取られた任意のメッセ
ージは、そのoutオブジェクトのアーギュメントに対応するpoly~オブ
ジェクトのアウトレットから出力される。poly~オブジェクトの同じア
ウトレットを通じて、パッチのすべてのインスタンスからのメッセー
ジが出力される。

利用例

poly~オブジェクトのメッセージのアウトレットは、読み込まれたパッチ内の outオブジェクトに対応する
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参照

in poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの入力
in~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの入力
out~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの出力
poly~ パッチのポリフォニック処理とオーディオ処理を管理する
thispoly~ poly~オブジェクトのヴォイス割当とミュートのコントロール

Tutorial 21 MIDI control:Using the poly~ object.（英文PDF参照）
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入力

シグナル poly~オブジェクトに読み込まれたパッチ内のそれぞれのout~オブジェ
クトは、poly~オブジェクトの下部のアウトレットとして表れる。読み
込まれたパッチ内のout~オブジェクトに受け取られたシグナルは、
poly~オブジェクトの対応するアウトレットから出力される。poly~オ
ブジェクトからのシグナルの出力は、パッチのすべてのインスタンス
の出力をミックスしたシグナルになる。

出力

なし。

アーギュメント

整数 必須。それぞれのout~オブジェクトは、重複しないインデックス番号
によって区別され、poly~オブジェクトのどのアウトレットへシグナル
を出力するかを決定する。1つ目のアウトレットの番号は1である。

出力

（パッチ） 読み込まれたパッチ内のout~オブジェクトに受け取られた任意のシグ
ナルは、そのout~オブジェクトのアーギュメントに対応するpoly~オブ
ジェクトのシグナルのアウトレットから出力される。poly~オブジェク
トからのシグナルの出力は、パッチのすべてのインスタンスの出力を
ミックスしたシグナルになる。

利用例

poly~オブジェクトのシグナルのアウトレットは、読み込まれたパッチャ内のout~オブジェクトに対応する

参照

in poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの入力
in~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの入力
out poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの出力
poly~ パッチのポリフォニック処理とオーディオ処理を管理する
thispoly~ poly~オブジェクトのヴォイス割当とミュートのコントロール

Tutorial 21 MIDI control:Using the poly~ object.（英文PDF参照）
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overdrive~オブジェクトはウェーブ・シェーピング・ファンクションを使用して、オーデ
ィオ・シグナルに歪ませる。シグナルを増幅し、シグナルの最大値を±1に制限する。こ
の範囲外の値は、真空管回路によってオーバードライブされるような、ソフト・クリッピ
ングを使ってカットされる。

入力

シグナル 第1インレット：歪ませるシグナル。

実数 第2インレット：overdrive~オブジェクトは浮動小数点のドライブ係数
を受け取る。ドライブ係数は通常1.0-10.0の範囲内でなくてはならな
い。係数1.0を使用すると、歪みを引き起こさずにリニアな対応関係と
なる。1より大きな値は歪みを増やす。負の値を含む1より小さな値は、
非常に激しく歪んだシグナルを生成する。この機能は注意して使用し
たほうがよい。このふるまいは、オブジェクトの開発者がoverdrive~
オブジェクトが持つ特徴で、そのままにするべきだと主張するまでは、
元々バグだと考えられていた。

整数 実数に変換される。

アーギュメント

実数 オプション。ひとつの数値がドライブ係数に与えられる。アーギュメ
ントが与えられない場合は、ドライブ係数は1.0に設定される。

出力

シグナル 歪ませられたシグナル。

利用例

オーバードライブによる増幅のようなシグナルのウェーブ・シェープ

参照

kink~ ノコギリ波を歪ませる
lookup~ buffer~を利用したテーブル参照機
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overdrive~ ソフト・クリッピング
させてシグナルを歪ませる



入力

シグナル シグナルを扱うすべてのオブジェクトのアウトレットにpass~オブジ
ェクトを使用する。サブ・パッチ内のオーディオが使用可能の時、
pass~オブジェクトはインプットからアウトプットにシグナルを通過
させる。しかしmute~オブジェクトを使用しているか、または、enable 0
メッセージをpcontrolに送ることで、サブ・パッチ内のオーディオが使
用停止になる時、pass~オブジェクトは値が0のシグナルをアウトレッ
トから出力する。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル pass~オブジェクトを含むサブ・パッチ内のオーディオが使用可能の
時、出力は入力と同じである。mute~オブジェクトを使用しているか、
または、enable 0メッセージをpcontrolに送ることで、サブ・パッチ内
のオーディオが使用停止になる時、pass~オブジェクトは値が0のシグ
ナルをアウトレットから出力する。

利用例

pass~オブジェクトは、ミュートされたシグナルを確実に無音にする

参照

mute~ サブパッチのオーディオ処理を停止する

Tutorial 5 Fundamentals: Turning signals on & off（英文PDF参照）
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pass~ ミュートされたサブ・
パッチでのノイズを取り除く



入力

シグナル 第1インレット：ピークの振幅値を求めるシグナル。

bang 第1インレット：前回の出力時から計測して、最も大きなシグナルの
振幅値（絶対値）を出力する。

整数 第2インレット：入力シグナルの振幅のピーク値を自動的に出力する
場合の内部時計の時間間隔を設定する。時間間隔が0であれば、内部
時計は停止する。正の整数であれば、時間間隔はデータを出力する割
合を設定する。シグナル・ベクターの時間よりも短い時間間隔が指定
された場合は、シグナル・ベクターごとに一度だけ振幅のピーク値が
求められる。

実数 第2インレット：整数と同じ。

アーギュメント

整数 オプション。ミリ秒単位でpeakamp~オブジェクトの内部時計の時間
間隔を設定する。時間間隔が0の場合、内部時計は使用されない。よ
ってpeakamp~はbangメッセージを受け取った時だけデータを出力す
る。時間間隔が0でない場合は、peakamp~は入力されるシグナルの振
幅のピーク値を時間間隔で設定した時間ごとに出力する。時間間隔の
デフォルト値は0である。

出力

実数 peakamp~オブジェクトがbangメッセージを受け取った時、または内
部時計がオンになっている時、入力シグナルのピークの絶対値をアウ
トレットから出力する。

利用例

シグナルの絶対値の最大値を出力する

参照

meter~ 視覚的なピーク・レベル・インジケーター
snapshot~ シグナルの値を数値に変換する

715

peakamp~ 入力シグナルの
ピーク値を出力する



peek~オブジェクトはオーディオ処理が開始されていなくても機能する。そのため、
peek~を利用することでシグナル処理ではないアプリケーションで、Maxのtableオブジェ
クトと同様にbuffer~を浮動小数点用のデータ・テーブルとして利用することができる。

入力

整数 第1インレット：関連付けられたbuffer~オブジェクトのサンプル・メ
モリの位置を示すインデックス番号。この値によってbuffer~のインデ
ックス位置に格納された数値がpeek~オブジェクトのアウトレットか
ら出力される。しかし、第2インレットにも同時に数値が入力された
場合は、peek~から数値が出力されるのではなく、第2インレットへ入
力した数値がbuffer~内のインデックス番号の示す箇所に格納される。
buffer~オブジェクト内で確保された領域に存在しないインデックスを
入力した場合には、何も起こらない。

第2インレット：実数に変換される。

第3インレット：関連付けられたbuffer~が複数チャンネルを持つ場合
に、読み込みおよび書き出しを行うチャンネルを1から4で指定する。

実数 第1インレット：整数に変換される。

第2インレット：関連付けられたbuffer~に格納するサンプル値を入力
する。第1インレットにサンプル・インデックス番号を受け取った時
に、その位置にサンプル値が書き込まれる。

第3インレット：整数に変換される。

clip 第1インレット：clipに続いて0でない値を指定した場合、-1.0～1.0の範
囲でのデータ・クリッピングを有効にする。デフォルトでクリッピン
グは有効となっている。clip 0 というメッセージを入力することで無
効となる。

リスト 第1インレット：関連付けられたbuffer~に対し、1つ目の値をインデッ
クス番号として、2つ目の数値を格納する。リストデータが3つ目の数
値を持つ場合は、マルチ・チャンネルのbuffer~にデータを格納するべ
きチャンネルを指定する。それがない場合、最も最近に指定したチャ
ンネルが利用される。

set 第1インレット：setに続き、関連付けるbuffer~の参照名を指定する。

（マウス） peek~オブジェクトをダブル・クリックすることで、関連付けらた
buffer~オブジェクトの波形表示ウィンドウが開かれる。
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peek~ サンプル値の読み出しと
書き込み



アーギュメント

シンボル 必須。データの読み書きを行うbuffer~オブジェクトの参照名を指定す
る。

整数 オプション。buffer~が複数チャンネルを持っている場合、buffer~名に
続いて、読み書きするチャンネルを指定できる。デフォルトのチャン
ネルは1である。

整数 オプション。上のbuffer~名、チャンネル番号に続いて第3アーギュメ
ントを指定した場合、クリッピングを設定する。1を指定した場合、
-1.0～1.0のクリッピング設定となる。この設定はclipメッセージで変
更可能である。

出力

実数 第1インレットで入力したインデックス値に対応するbuffer~内部のサ
ンプル値がpeek~のアウトレットから出力される。

利用例

buffer~にあるサンプル値を読み出す例とサンプル値を書き込む例

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
poke~ インデックス番号によるサンプル値の書き込み
table 数値の配列をグラフィカルに編集し、格納する
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peek~ サンプル値の読み出しと
書き込み



入力

シグナル pfft~内部のサブパッチに含まれるfftin~オブジェクトの数によって、シ
グナル用の入力の数が決定される。

mute muteと、それに続く1か0の数値によって、pfft~に対するミュートまた
はミュート解除を指定する。これはpfft~内で実行されるサブパッチの
シグナル処理の停止・実行を指定することになる。

open open 1によって、pfft~に読み込まれているサブ・パッチを表示する。
open 0の場合は、pfft~があるパッチへ戻る。

wclose pfft~に読み込まれているサブ・パッチが開かれていた場合に、それを
閉じる。

アーギュメント

シンボル 必須。第1アーギュメントはpfft~に読み込まれ、シグナル処理を行う
サブ・パッチの名前を指定する。

整数 オプション。高速フーリエ変換におけるフレーム・サイズをサンプル
数で指定する。デフォルト値は512である。第2アーギュメントは、
pfft~オブジェクトが実行するFFTのフレーム・サイズをサンプル数で
指定する。これは2の累乗数でなければならず、デフォルト値は512で
ある。

整数 オプション。第3アーギュメントは、FFTの窓におけるオーバーラップ
数を定義する。FFT処理で実行されるホップ・サイズは、FFTのフレ
ームサイズをオーバーラップ数で割った数に等しい（例：フレームサ
イズが512、オーバーラップを2とした場合、ホップサイズは256サン
プルとなる）。数値は2の累乗数でなければならず、デフォルト値は2
である。

整数 オプション。第4アーギュメントは、シグナルに対してFFTが実行され
る開始位置をサンプル数として指定する。現在のシグナル・ベクタ
ー・サイズの倍数として指定しなければならない。デフォルト値は0
である。

出力

シグナル FFTベースでシグナル処理を行ったサブパッチの結果が出力される。
出力の数は、読み込まれるサブパッチに含まれるfftout~オブジェクト
の数による。pfft~に読み込まれるパッチのアウトレットは、そのパッ
チ内でのfftout~オブジェクトによってのみ設定できる。詳しくは
fftout~の項を参照のこと。
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pfft~ 周波数領域処理を行う
パッチの管理



利用例

pfft~は、周波数領域での処理のために、特別に作成されたサブパッチを読み込む

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 25 Analysis: Using the FFT（英文PDF参照）
Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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pfft~ 周波数領域処理を行う
パッチの管理



入力

シグナル 位相をシフトするシグナル。

実数 第2インレット：180度シフトされるシグナルの周波数を設定する。こ
の周波数以下のシグナルはより小さくシフトされ、この周波数以上の
シグナルはより大きくシフトされる。最高360度までシフトされる。

第3インレット：係数Qの値を設定する。または、オブジェクトが位
相をシフトする0度から360度までの段階数を設定する。一般的に、Q
の有用な範囲は0.から10.である。

アーギュメント

実数 オプション。アーギュメントが1つ与えられた場合は、phaseshift~オブ
ジェクトの周波数のパラメーターを設定する。アーギュメントが2つ
与えられた場合は、1つ目が周波数のパラメーターを設定し、2つ目が
係数Qを設定する。

出力

シグナル 入力シグナルの周波数の構成要素と倍音成分は0から360度まで位相を
シフトされる。そのシフトは、入力シグナルの周波数とオブジェクト
で設定される周波数とQの値に依存する。

利用例

phaseshift~オブジェクトとLFOを使用して、アナログ的なフェーズ・シフターをシュミレートする

参照

allpass~ オールパス・フィルター
comb~ コム・フィルター
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phaseshift~ 入力シグナルの位相を
シフトさせる



入力

シグナル シグナルの範囲が変更される。入力シグナルの値がπ（3.14159）を超え
る時、出力シグナルは下の限界値が-π（3.14159）となる範囲に変更され
る。従って、上昇するシグナルは-πとπを下限値と上限値とするノ
コギリ波となる。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 変更された入力シグナルを出力する。

利用例

シグナルが-πから+πまでのラディアン値にするために phasewrap~を用いる

参照

cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
pong~ 可変範囲でのシグナルの折り返し処理
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phasewrap~ シグナルを-π(-3.14159)から
π(3.14159)に変更する



入力

シグナル 第1インレット：ノコギリ波形の周波数を指定する。

実数または整数 第1インレット：ノコギリ波形の周波数を指定する。このインレット
にシグナルが入力される場合、実数または整数を入力しても無視され
る。

第2インレット：0から1の範囲の値で波形の位相を指定する。出力シ
グナルはこの位相での値から続けて出力される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。ノコギリ波形としての周波数の初期値を与える。このイ
ンレットにシグナルが入力される場合、このアーギュメントによる設
定値は無視される。

出力

シグナル 指定した周波数で0から1に周期的に増加するノコギリ波形を出力す
る。

利用例

オーディオ処理および周波数処理に傾斜波形の繰り返しは便利である

参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
cycle~ テーブル参照可能なオシレーター
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
trapezoid~ 台形波のウェーブテーブル
triangle~ 三角波のウェーブテーブル
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 3 Analysis: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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phasor~ ノコギリ波の生成



入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル pink~オブジェクトは1オクターブあたりのエネルギーが均等であるよ
うな、-1.0から1.0の範囲にあるランダムな値によるシグナルを生成す
る。このようなエネルギーの分布を持つノイズはピンク・ノイズとし
て知られている。noise~オブジェクトによって生成されるホワイト・
ノイズはすべての周波数帯において均等なエネルギーを持っている。
知覚的には、ホワイト・ノイズは明るく荒く聴こえる。一方、ピンク
ノイズはより均等で自然な音を持つ。

利用例

pink~オブジェクトは1オクターブあたりのエネルギーが均等となる周波数のランダムな値を生成する

参照

noise~ ホワイト・ノイズ・オシレーター
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pink~ ピンク・ノイズを発生させる
ジェネレータ



入力

シグナル 第1インレット：buffer~オブジェクトに保持しているサンプル・メモ
リの再生位置をミリ秒で表した値を持つシグナルを入力する。シグナ
ルが時間に沿って増加する場合、通常方向へサンプルを再生する。シ
グナルの値が減少する場合は、時間の逆方向へ再生する。シグナルが
同じ値で続く場合は、同じサンプルを繰り返し出力する。これはサン
プル値のDCオフセットと同じである。

set setに続いて再生データを持つbuffer~オブジェクトの参照名を指定す
る。

アーギュメント

シンボル 必須。play~がサンプルの再生に用いるbuffer~の参照名を指定する。

整数 オプション。参照名のアーギュメントに続いて、出力チャンネル数を
1、2、4で指定することができる。デフォルトのチャンネル数は1であ
る。buffer~側のチャンネルがplay~での設定チャンネル数より少ない場
合、play~側で余分に存在するチャンネルは無音での出力となる。
buffer~のほうがチャンネル数が多い場合は、チャンネルがミックスさ
れて出力される。

出力

シグナル buffer~から読み出したサンプルを出力する。play~が2つか4つの出力チ
ャンネルを持つ場合は、第1アウトレットはサンプル・データの左チ
ャンネルを出力し、残りのアウトレットには、その他のチャンネルが
割り当てられる。

利用例

play~ は通常は line~からの傾斜シグナルによって動作するが、
他のシグナルを利用することで変わったエフェクト出力が可能でる
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play~ ポジション・ベースの
サンプル再生



参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
groove~ 速度可変のループ再生
record~ サウンドをbuffer~のサンプル・メモリへ録音する

Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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play~ ポジション・ベースの
サンプル再生



plugconfigオブジェクトは、プラグインの振る舞いをスクリプトを用いて設定する。この
スクリプトは、envやmenubarオブジェクトのスクリプトと同じである。plugconfigオブジ
ェクトをダブル・クリックすることで、スクリプトを編集することができる。プラグイン
のパッチについて、plugconfigオブジェクトは1つに限定するべきである。なぜなら、1つ
以上のplugconfigオブジェクトがある場合には、最後に読み込まれたplugconfigオブジェク
トがランタイム・プラグイン環境で使用される。この場合、どのオブジェクトが使用され
るのかを確定させるのは簡単ではないため、1つのplugconfigオブジェクトだけを使用する
のが良い。

plugconfigをダブル・クリックすると、既に適当な位置に短いスクリプトがあることがわ
かる。これらはデフォルトの設定で、パッチに全くplugconfigオブジェクトが含まれてい
ない場合の設定と同じものである。

plugconfigがランタイム・プラグイン環境で使われる場合には、読み出しのみのオブジェ
クトとなる。ランタイム・プラグイン環境は、オブジェクトのスクリプトから設定を読み
出し、それに従って設定を行う。メッセージ・ビューとオフセットを送って、パッチを新
しい位置にスクロールさせることもできるが、ほとんどのプラグインではプラグイン・イ
ンターフェースの上に現れるViewメニューを使って、ユーザーが設定できるようになっ
ている。

入力

プラグイン内部に組み込まれるプリセットの集合を作るためには、
captureとrecallメッセージを用いる。

capture プログラム番号（1から始まる）とオプションのシンボルを伴う
captureは、plugconfigを含むパッチとそのサブパッチのすべてのppオブ
ジェクトとplugmultiparamオブジェクトの現在の設定を格納する。設
定はplugconfigオブジェクトのスクリプトに追加されたsetprogramメッ
セージを用いて格納される。ppとplugmultiparamオブジェクトのパラ
メーター番号は、setprogramメッセージの中の値の順序を決定する。
captureはランタイム・プラグイン環境では動作しない。

recall プログラム番号（1から始まる）を伴うrecallは、すべてのppオブジェ
クトとplugmultiparamオブジェクトを、plugconfigオブジェクトのスク
リプトの中のsetprogramメッセージに格納されている値に設定する。
ppとplugmultiparamオブジェクトのパラメーター番号は、setprogramメ
ッセージの中身をどのように割り当てられるかを決定する。

read オプションのシンボルを伴うreadは、Cubaseフォーマットで保存され
たエフェクト・プログラムを読み込み、plugconfigオブジェクトに
setprogramメッセージとして保存する。あるプラグインのためのエフ
ェクト・プログラムが、plugconfigオブジェクトの中の1つと同じ重複
しないIDコードを含んでいるか否かを確かめるチェックは行われな
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plugconfig プラグインの振る舞いを
設定する



い。また、plugconfigパラメーターの相手の数を確保するためのチェ
ックも行われない。アーギュメントとしてシンボルを指定すると、
plugconfigはその名前のファイルを探す。そうでない場合には、エフ
ェクト・プログラム・ファイルを選択するために、標準ファイル・ダ
イアログが表示される。

view plugconfigオブジェクトのスクリプトで定義されるビューの名前のシ
ンボルを伴うviewは、そのビューに割り当てられた座標オフセットに、
plugconfigオブジェクトを含むパッチをスクロールする。

offset XとY座標の数値を伴うoffsetは、plugconfigオブジェクトを含むパッチ
を指定された座標にスクロールする。

スクリプト・メッセージ

Viewの設定のためのメッセージ

Viewはプラグインのエディット・ウィンドウの特定の環境設定であ
る。plugconfigは、どのビューを見たいかをコントロールできるよう
にし、メニューで選択できる様々なピクセル・オフセットに、プラグ
イン・パッチのビューを追加する。これらはユーザーに提供するコン
トロールの「ページ」に相当する。

usedefault アーギュメント：なし

このメッセージがスクリプトに現れると、プラグイン・エディット・
ウィンドウはなくなる。代わりに、ホスト環境のパラメーター編集機
能が使用される。デフォルトでは、usedefaultはスクリプトにないため、
プラグインのエディット・ウィンドウが現れる。

useviews アーギュメント：次に説明するように、1または0の組み合わせでビュ
ーの表示を指定する。

useviewsは、どのプラグイン・エディット・ウィンドウをユーザーに
見せるかを決定する。ビューは次の順序で指定される：Parameters
（卵形スライダー）、Interface（Maxパッチ・ベースのインターフェー
ス）、Messages（プラグイン開発に有用な、Maxウィンドウと同じ出力）、
Plug-in Info（自分のプラグインについて自慢できるところ）。エディ
ット・ウィンドウが目に見える場合には、Pluggo Info ビューが常に表
示される。

例えば、useviews 1 0 0 0は、Parametersビューだけをエディット・ウィ
ンドウのViewメニューに配置する。ユーザーは他のビューに切り替え
ることはできない。
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defaultview アーギュメント：名前、xのオフセット、yのオフセット、および初期
ビューの表示を指定する1または0

defaultviewは、プラグインのViewメニューのInterfaceアイテムの名前を、
アーギュメントで指定した名前に変更し、ビューが表示される時に指
定されたxとyのオフセットにパッチをスクロールする。defaultviewの4
番目のアーギュメント（オプション）が0以外であれば、そのビュー
はプラグインのエディット・ウィンドウが開かれた時に表示される初
期ビューになる。（useviewsで指定された）Parametersビューがない場
合にも、このことは有効である。

addview アーギュメント：名前、xのオフセット、yのオフセット

addviewは、指定されたxとyのオフセットとして、プラグインのView
メニューに新しいInterfaceビューを追加する。これにより、インター
フェースの別の部分を見せるために、パッチをスクロールすることが
できるようになる。これはパラメーター・コントロールの「ページ」
に相当する。追加したビューの名前をアーギュメントとしてviewメッ
セージをplugconfigに送ると、パッチ・ウィンドウはxとyのオフセット
まで、そのビューをスクロールする。これはランタイム・プラグイン
環境と同様にMaxでも動作し、これによってインターフェースの設定
を試すことができる。

dragscroll アーギュメント：許可する（1）、許可しない（0）

このメッセージは、現時点ではまだ実装されていない。

meter アーギュメント：1（入力をメーターに表示する、デフォルト）、2
（出力をメーターに表示する）、3（オフ）

meterメッセージは、プラグイン・エディット・ウィンドウの上部に
表示されるレベルメーターの初期モードを設定する。現時点では固定
的にメーターを非表示にする方法はないが、幅の狭すぎるエディッ
ト・ウィンドウに設定すれば、すべてを表示するだけの十分なスペー
スがないために、非表示となる。

ウィンドウ設定のためのメッセージ

autosize アーギュメント：なし

autosizeは、すべてのパラメーターを表示するのに十分な高さと幅に
なるよう、プラグイン・エディット・ウィンドウのサイズを自動的に
設定する。デフォルトでは、この機能は有効である。
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setsize アーギュメント：幅、高さ
setsizeは、プラグイン・エディット・ウィンドウをピクセル単位で指
定したサイズにする。Parametersビューにおいて、卵形スライダーを
適切に表示するためには狭過ぎるウィンドウ・サイズを指定した場合
は、その指定は無視される。Viewメニューとレベル・メーター・パネ
ルの高さを含めるために、パッチ・ウィンドウのサイズに約30ピクセ
ルを加えなければならないことに注意。

windowsize アーギュメント：なし

windowsizeはプラグイン・エディット・ウィンドウのサイズをパッ
チ・ウィンドウのサイズに設定する。

プログラム情報のためのメッセージ

numprograms アーギュメント：プログラムの数

numprogramsは、プラグインに格納されたプログラムの数を設定する。
プログラムはppとplugmultiparamオブジェクトを用いて設定した、そ
れぞれのパラメーターの値（0から1まで）の集合である。プログラム
の数のデフォルト値は64で、最小値は1、最大値は128である。デフォ
ルトでは、すべてのプログラムで、それぞれのパラメーターは0に設
定されているが、setprogramメッセージを用いて上書きすることがで
きる。

setprogram アーギュメント：数値、名前、スタート・インデックス・オフセット、
値のリスト…

通常は、setprogramメッセージをスクリプトとして入力することはな
いだろう。なぜなら、captureメッセージを送ることで、自動的に生成
することができるからである。しかし、最後的にはそれを編集する
（例えば、プログラムの名前を変更する）ことになるため、メッセー
ジのフォーマットについて少し知っておくことは有用である。
setprogramによって特定のプログラムの名前を付けたり、オプション
として、初期値を決めたりすることができる。プログラム番号（1番
目のアーギュメント）は1から始まる。名前はシンボルであるため、
名前の中にスペースがある場合には、シングル・スマート・クオート
で括らなければならない。スタート・インデックス・オフセットは1
に加える番号を設定し、これによってメッセージの中に並べられたパ
ラメーターの値の開始パラメーター番号を決定する。このアーギュメ
ントの後に、1つまたは2つのパラメーターが続く。定義されているパ
ラメーターに対して十分な数の値を与えない場合には、残りのパラメ
ーターは0に設定される。そもそも0に設定したい場合には、値を設定
する必要がない。しかし、plugconfigスクリプトを再度開いた場合に
は、残りのパラメーターとして0が付加されているだろう。スター
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ト・インデックス・オフセットのアーギュメントは、格納されたプロ
グラムが256より多くのパラメーターを持つ場合に用いる。256はMax
メッセージの最大サイズである。

initialpgm アーギュメント：プログラム番号

initialpgmメッセージは、プラグインが最初に開かれた時に読み込まれ
るプログラムを指定する。デフォルト値は0で、何もプログラムが読
み込まれないことを意味する。この場合には、loadbangオブジェクト
を用いてプラグインのパラメーターの初期値を設定するかもしれな
い。しかし、この振る舞いは、読み込まれた時に、プログラム1から
設定すべき値を取得する（なぜならプラグインがホスト・アプリケー
ションのドキュメントの一部として呼び戻されない限り、1は常に初
期プログラムであるため）という大多数のプラグインとは一致しない。
好みの設定の組み合わせができたら、それらをplugconfig内の最初の
プログラムに格納し、initialpgm 1メッセージを追加するのが良いだろ
う。これは、パラメーターを初期化するために用いていたloadbangオ
ブジェクトが不要になる以外の恩恵もある。（最大でnumprogramsメッ
セージで指定したプラグインのプログラム数までの）任意の他のプロ
グラム番号を読み込むことができるが、ホスト・シーケンサーのウィ
ンドウに表示される現在のプログラム番号を、プラグインが変更する
ことはできず、すべてのホスト・シーケンサーが初期状態でプログラ
ム1に設定すると仮定すると、初期状態で他のプログラム番号を読み
込むことは、結果としてユーザーを混乱させることになるからである。

DSP設定のためのメッセージ

accurate アーギュメント：なし

accurateメッセージは、ランタイム・プラグイン環境において、Max
イベント（またはコントロール）スケジューラーをシグナル・ベクタ
ー・サイズと同じサンプル数の時間間隔で実行するように設定する。
32サンプルの場合には、このインターバルは1ミリ秒よりも少し短く
なるが、スケジューラーを実行すると、プラグインの全体のCPU負荷
に、いくらかの影響を与える。デフォルトでは、accurateモードは有
効になっておらず、スケジューラーはホスト環境のI/Oベクター・サ
イズと同じ（典型的には512または1024サンプル）時間間隔で実行す
る。accurateが唯一影響するのはプラグインに対するパラメーターの
更新で、例えばLFOのコントロール・レートであれば、このモードを
用いたくなるかもしれない。accurateモードの使用は、コントロー
ル・レートで実行されるplugmod処理からのパラメーターの更新の頻
度も上げる。
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sigvs default アーギュメント：なし

ランタイム・プラグイン環境において、このメッセージは現時点では
無視される。32は現時点で唯一可能なシグナル・ベクター・サイズで
ある。

oversampling アーギュメント：コード番号

ランタイム・プラグイン環境において、このメッセージは現時点では
無視される。

preempt アーギュメント：コントロール・メッセージの優先度を設定する1ま
たは0

ランタイム・プラグイン環境において、このメッセージは現時点では
無視される。

記述情報のためのメッセージ

プラグインの情報ビューの設定をする時、infotextでテキストを用いる、
infopictでピクチャーを用いる、noinfoで情報ビューを持たない、の中
から選択することができる。

infotext アーギュメント：独立した単語と数値としてのテキスト

infotextによって、エフェクトとプラグインのInfoビューに表示される
テキストを記述することができる。約256単語までの制限がある。特
別なシンボルの<P>は改行を意味する。テキスト中のコンマとセミコ
ロンの前には、バックスラッシュを付けることに注意しよう。そうし
ないと、保存時に残りのスクリプトを破壊させてしまうこともあり得
る。

infopict アーギュメント：Maxサーチ・パス中のPICTファイルのファイル名

infopictによって、プラグインのInfoビューに表示する画像を含めるこ
とができる。infopictを使う場合には、プラグインのコレクティブ・ス
クリプトに（手動で）その画像を含める必要がある。ランタイム・プ
ラグイン環境はコレクティブ中から画像を見つけることができる。

noinfo アーギュメント：なし

これはプラグイン情報のデフォルトの設定である。エフェクトに関す
る情報として、テキストも画像も用意されていない場合には、先述し
たuseviewsコマンドで有効にしたとしても、ViewメニューにPlug-in
Infoアイテムは現れない。noinfoとinfopictまたはinfotextの両方がスクリ
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プトに含まれている場合には、noinfoは無効になり、情報ビューが表
示される。

welcome アーギュメント：独立した単語と数値としてのテキスト

welcomeメッセージに続くテキストのアーギュメントは、下部のヒン
ト・エリアに表示される。これは、ユーザが最初にプラグインのエデ
ィター・ウィンドウを開いてParametersビューを見る時や、Parameters
ビューが表示されていて、マウスがウィンドウの上部に移動した時に、
表示される。nohintareaメッセージがスクリプトに含まれているなら、
Parametersビューにはヒント・エリアが含まれなくなるので、welcome
メッセージは表示されない。

nohintarea アーギュメント：なし

nohintareaがスクリプトに現れた場合には、ランタイム・プラグイン環
境はParametersビューの下の部分のヒント・エリアのためのスペース
を用意しない。しかし、windowsizeまたはsetsizeで定義されたサイズ
において、卵形スライダーの数がエディット・ウィンドウを完全に覆
い尽くさない場合には、ヒント・エリアは表示される。

swirl アーギュメント：なし

swirlメッセージは、ヒント・エリアの背景をpluggoのパッケージにイ
ンスパイアされた渦巻きに設定する。ヒント・エリアのデフォルトの
アピアランスはpainであり、渦巻きの背景ではない。渦巻きの色を設
定するにはhintfgとhintbgを用いる。ちなみに、pluggoのパッケージは、
クラシックなフランス映画「Les Demoiselles de Rochefort（邦題：ロシ
ュフォールの恋人達）」の宣伝用ポスターにインスパイアされている。

hintbg アーギュメント：16ビットの値としての赤、緑、青の成分

ヒント・エリアの黄色の背景が気に入らない場合には、他の色に変え
ることができる。例として、中間のグレーはhintbg 40000 40000 40000で
指定され、白の背景はhintbg 65535 65535 65535で指定される。

hintfg アーギュメント：16ビットの値としての赤、緑、青の成分

ヒント・エリアにswirlモードを用いる場合、hintfgメッセージで渦巻き
の暗い部分の色を指定する。最も良い結果を得るには、hintfgはhintbg
よりも暗くなっていなければならない。

uniqueid アーギュメント：id1 id2 id3（0から255まで）
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最初に開いた時に、plugconfigスクリプトにこのメッセージがあるの
を見つけるだろう。アーギュメントはランダムに生成された0から255
までの数値で、IPアドレスの4分の3のようなものである。

これらの数値は、プラグインを個別のものとして識別するためのIDコ
ードを生成するために用いられる。このコードは、パッチ間の
plugmod接続を行うために用いられるのとともに、pluggoベースのプ
ラグインを識別するために用いられる。

これらの数値には、ランダムに生成された値や、何か計画的な値の両
方を用いることができ、約1600万の可能性がある。0 0 0は予約されて
いるので使用することはできない。0の後に2つの0以外の値が続くも
のはCycling '74と登録プラグイン開発者によって予約されている。こ
のIDコードに関わる必要はないかもしれないが、この一部がplugmod
オブジェクトによる出力の浮動小数点による「パッチ・コード」の基
礎として使われていることは、知っておく必要があるかもしれない。
しかし、その浮動小数点の値は、何らかの形で、あなたの選択したID
に似ているというわけではない。

アーギュメント

なし。

出力

なし。

利用例

captureメッセージをplugconfigに送ってプリセットを生成する

参照

plugmod プラグインのパラメーター値を変更する
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plugin~とplugout~はプラグインへのシグナルの入力と出力を定義する。plugin~にテスト・
シグナルを入力し、plugout~の出力をdac~オブジェクトに接続することで、Maxにおいて
は単純なスルー・オブジェクトとして使うことができる。しかしながら、plugin~と
plugout~がランタイム環境で実行される場合は、異なる動作をする。plugin~は入力を無視
して、代わりにホストのミキサーからプラグインへ送られたシグナルを出力する。
plugout~はいかなるタイプのシグナルもアウトレットから出力せず、代わりにシグナル入
力をホストのミキサーへプラグインからのシグナルを出力する。

入力

シグナル 第1インレットと第2インレット：Max/MSPで使用される時、plugin~オ
ブジェクトへの入力を、plugin~オブジェクトから、そのまま出力する。
ランタイム・プラグイン環境で使用される時は、その入力に送られる
シグナルは無視され、代わりにプラグインへのオーディオ入力が、
plugin~オブジェクトのアウトレットから出力される。

アーギュメント

なし。plugin~は常に2つの入力と2つの出力を持つ。

出力

シグナル Max/MSPで使用される時、plugin~オブジェクトへ入力されたシグナル
が、そのまま出力される。ランタイム・プラグイン環境で使用される
時は、ホストからプラグインへ入力された左右のチャンネルのオーデ
ィオ・シグナルが出力される。プラグインがモノラルとしてインサー
トされている場合には、左のチャンネルのみオーディオ・シグナルが
出力され、右チャンネルは0であるということがあり得る。プラグイ
ンへのオーディオ入力の正確な実態は、ホスト・ミキサーによって異
なる。

利用例

734

plugin~ プラグインのオーディオ
入力を定義する



参照

plugout~ プラグインのオーディオ出力を定義する
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plugmidiinはプラグインへ送られた任意のMIDI情報を出力する。Maxのmidiinオブジェク
トに類似した機能を持ち、生のMIDIを連続したバイト・ストリームとして出力する。ア
ウトレットにmidiparseオブジェクトを接続することが多いだろう。MIDI情報は、常に
plugmidiinによって高い優先度（インタラプト）レベルで出力される。1つのパッチの中に
1つ以上のplugmidi inオブジェクトを持つこともできる。この場合は、それぞれの
plugmidiinオブジェクトは同じ情報を出力する。

入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

整数 連続したMIDIメッセージ・バイト。例えば、チャンネル1のノート番
号60でベロシティ64のノート・オン・メッセージは、144の後に60と
64が続く出力となる。

利用例

ホスト・アプリケーションから受信したMIDI メッセージは、plugmidiinオブジェクトによって出力される

参照

midiparse 生のMIDIデータを解釈する
plugmidiout プラグインのホストに対してMIDIを送信する
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plugmidioutはMIDI情報をホストに送信するが、現在の設定に従って接続先が決めらる。
プラグインはそのMIDI出力の接続に関して何の支配力も持たない。plugmidioutはmidiout
に類似した機能を持ち、連続した生のMIDIバイトを入力することになる。midiformatを用
いることで、数値を適切なMIDIメッセージに変換して、plugmidioutへ入力することがで
きる。

入力

整数 連続したMIDIメッセージ・バイト。例えば、チャンネル1のノート番
号60でベロシティ64のノート・オン・メッセージは、144の後に60と
64が続くことになる。

アーギュメント

なし。

出力

なし。

利用例

参照

midiformat MIDIメッセージの形式でデータを用意する
plugmidiin プラグインのホストからMIDIを受信する
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plugmodによって、プラグインは、他のプラグインのパラメーター値を変更することがで
きる。plugmodはすべての現在読み込まれているプラグインの、すべての目に見えるパラ
メーターをリスト化したポップアップ・メニューを生成する。このメニューの出力はオブ
ジェクトに入力され、plugmodが受け取る数値入力によって、どのパラメーターが変更さ
れるのかを知ることができる。追加のインレットとアウトレットは、エフェクトの特定の
プラグインとパラメーターに対するppオブジェクトに関連付けられる。これにより
plugmodは、シーケンサーのドキュメントが再度読み込まれた時に、ターゲットとなるプ
ラグインとパラメーターに再接続することができる。

入力

任意 第1インレット：パラメーター・インデックスを伴うプラグインの名
前は、plugmodオブジェクトがその数値入力によって変更するパラメ
ーターを設定する。このプラグインとパラメーターは、オブジェクト
のターゲットとして参照される。

No Connection 第1インレット：No Connectionを受信すると、plugmodオブジェクトは
（もしあれば）現在のターゲットとのあらゆる接続を解除し、ターゲ
ット・パラメーターに影響を与えることを止める。No Connectionシン
ボルは、ランタイム環境にプラグインが挿入または削除された時に、
plugmodオブジェクトの第1アウトレットによって生成されたメニュー
の中で、常に最初の項目となる。

整数または実数 第1インレット：0から1までの間に制約された受信した値は、ターゲ
ットのプラグインとパラメーターに割り当てられる。

第2インレット：受信した値はplugmodが変更を行う前のパラメーター
の値に加算される

第3インレット：受信した値はplugmodが変更を行う前のパラメーター
の値に乗算される

実数 第4インレット：値はターゲットとしての新しいプラグインに割り当
てられるコードとして解釈される。ppオブジェクトのアウトレットは、
通常このインレットに接続される。

第5インレット：値はターゲットとしての新しいパラメーターに割り
当てられるコードとして解釈される。ppオブジェクトのアウトレット
は、通常このインレットに接続される。

アーギュメント

なし。
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出力

任意 第1アウトレット：plugmodオブジェクトのこのアウトレットからの出
力は、新しいプラグインが挿入または削除された時に発生する。メッ
セージは、このオブジェクトが変更する潜在的なターゲットであるプ
ラグインとパラメーターの新しいリストによるメニュー・オブジェク
トを更新する。

実数 第2アウトレット：接続されたポップアップ・メニュー・オブジェク
トから、オブジェクトの第1インレットにメッセージが送られてオブ
ジェクトのターゲットが変更された時や、新しいプラグイン・コード
を第4インレットに受け取った時に、現在のプラグイン・コードを出
力する。

第3アウトレット：接続されたポップアップ・メニュー・オブジェク
トからオブジェクトの第1インレットにメッセージが送られてオブジ
ェクトのターゲットの変更された時や、新しいプラグイン・コードを
第5インレットに受け取った時に、現在のパラメーター・コードを出
力する。

利用例

参照

umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー
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plugmorphは、2つまたはそれ以上のエフェクト・プログラムの加重平均を作り出すことに
より、他のプラグインのパラメーター値を変更することを可能にする。そのような平均は
「モーフ」としても知られるが、それはしばしば（しかし常にではなく）あるエフェク
ト・プログラムと他のエフェクト・プログラムの間の連続した知覚空間を作り出す。
plugmorphは現在読み込まれているすべのプラグインのポップアップ・メニュー・リスト
を生成する。

このメニューの出力はオブジェクトの入力にフィードバックされ、plugmorphが受け取っ
た入力に従って、どのプラグインが変更されるべきかをユーザーが指定することを可能に
する。追加のインレットとアウトレットのインターフェースは、ppオブジェクトと一緒に
なって、特定のプラグインへのオブジェクトの接続を保存する。これによって、シーケン
サーのドキュメントが再度読み込まれた時に、plugmorphがそのターゲットのプラグイン
に再接続することができるようになる。

入力

任意 第1インレット：プラグインの名前は、plugmorphオブジェクトがその
入力とともに変更を加えるプラグインの名前を設定する。このプラグ
インはオブジェクトのターゲットとみなされる。

No Connection 第1インレット：No Connectionを受け取ると、plugmorphオブジェクト
は（もしあれば）現在の接続とともにその接続を切断し、それ以上プ
ラグインのパラメーターに変更を加えなくなる。No Connectionシンボ
ルは、実行環境でプラグインが挿入または削除された時に、
plugmorphオブジェクトの第1アウトレットによって生成されるメニュ
ーの中で常に最初のアイテムである。

リスト 第1インレット：接続されたプラグインのパラメーターのための新し
い値をplugmorphに計算させる。リストのフォーマットは、エフェク
ト・プログラムの番号の後に重みの割合が続くというものである。最
大128までのプログラム番号を指定することができる。重みの合計が1
に満たなければ、そのようになるように正規化される。例えば、1 0.5
2 0.5というリストはターゲットのプラグインのパラメーターをエフェ
クト・プログラム1と2の単純な平均に設定する。1 0.6 2 0.6 3 0.6 4 0.6と
いうリストは、それぞれのプログラムが均等に表現されるように最初
の4つのエフェクト・プログラムの加重平均を計算する。言い換えれ
ば、それぞれのプログラムのパラメーターの値は、モーフされた値に
25%の影響を与えている。ターゲットのプラグインの現在のエフェク
ト・プログラムが、モーフされるエフェクト・プログラムの中に含ま
れている場合には、ユーザーが1つ以上のモーフを実行することがで
きるように、そのパラメーターの値を保存しない試みがなされる。生
成されたパラメーターの値は、plugmorphへのstoreメッセージを用い
て後で保存することができる。しかしながら、multiSliderベースのプ
ラグインのいくつかは、この保存防止機構が働かないような方法での
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パラメーターの変更を行わない。これは、現在のエフェクト・プログ
ラムをモーフに関与しない番号に設定するよう、ユーザに要求するこ
とになる。

morphfixed 第1インレット：1つの数値を伴うmorphfixedは、fixedとしてマークさ
れたパラメーターがモーフに含まれるか否かを決定する。数値が0で
あれば、fixedパラメーターは含まれず、その値は変化しないまま残さ
れる。数値が0以外であれば、 f i x e dパラメーターは含まれる。
plugmorphのデフォルトのふるまいはfixedパラメーターを含む。

morphhidden 第1インレット：1つの数値を伴うmorphhiddenは、hiddenとしてマーク
されたパラメーターがモーフに含まれるか否かを決定する。数値が0
であれば、hiddenパラメーターは含まれず、その値は変化しないまま
残される。数値が0以外であれば、hiddenパラメーターは含まれる。
plugmorphのデフォルトのふるまいはhiddenパラメーターを含む。

store 第1インレット：storeはターゲットとなるプラグインのパラメーター
の現在の値を、エフェクト・プログラムに保存する。

実数 第2インレット：与えられた値はターゲットとしての新しいプラグイ
ンを割り当てるためのコードとして解釈される。通常、ppオブジェク
トのアウトレットは、このインレットに接続される。

アーギュメント

なし。

出力

すべて 第1アウトレット：plugmorphオブジェクトのこのアウトレットからの
出力は、新しいプラグインが追加または削除された時に起きる。メッ
セージは、潜在的なターゲットであるプラグインの新しいリストで結
びついているmenuオブジェクトを更新する。

実数 第2アウトレット：新しいプラグインがターゲットして選択されると、
plugmorphはエフェクト・プログラムの数をアウトレットから出力す
る。

第2アウトレット：現在のパラメーター・コードは、結びついている
ポップアップ・メニュー・オブジェクトからのメッセージ経由で、オ
ブジェクトの第1インレットにオブジェクトのプラグインのターゲッ
トが変化した時、または新しいパラメーター・コードを第2インレッ
トで受け取った時に出力される。
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利用例

参照

umenu コマンドを表示し、出力するポップアップ・メニュー

742

plugmorph プラグインのパラメーターを
プログラムから生成する



plugmultiparamオブジェクトを用いることで、単一のオブジェクトによって表示され、変
更される3つかそれ以上のパラメーターを設定することができる。しかしながら、これら
のパラメーターはプラグイン・ウィンドウのParametersビューからは隠されることになる。
これらのパラメーターは、Maxのユーザー・インターフェースを作成することによっての
み変更することができる。もともと、plugmultiparamはmultiSliderオブジェクトと共に使わ
れるように設計された。しかし、plugstoreや、うまく組み合わされた1組のpackとunpack
オブジェクトと共に動作することもできる。

入力

整数 指定されたパラメーター・インデックスの値は、オブジェクトの第2
アウトレットから出力される

リスト オブジェクトのパラメーターに割り当てられる1組の値として解釈さ
れ、最小の番号を付けられたパラメーターから始まる。オブジェクト
によって定義されたパラメーター数よりもリストが長い場合には、余
分の要素は無視される。リスト中の値は、オブジェクトのminimumと
maximumアーギュメントの間に制限される。

bang 現在格納されている値を、オブジェクトの第1アウトレットから送信
する

setmessage シンボルを伴うsetmessageは、変化が生じた時（例えば、格納された
プログラムが変更された時など）に、個々の値を設定するためのメッ
セージを設定する。デフォルトのselectメッセージはmultiSliderオブジ
ェクトと共に使う時に有効である。

アーギュメント

整数 必須。オブジェクトが扱う開始パラメーター・インデックスを定義す
る。

整数 必須。オブジェクトが扱うパラメーター・インデックスの数を定義す
る。

実数または整数 オプション。すべてのパラメーターに対する入出力の最小値を設定す
る。デフォルト値は0である。

実数または整数 オプション。すべてのパラメーターに対する入出力の最大値を設定す
る。デフォルト値は1である。

例：値の幅が1から99までの32個のパラメーターをパラメーター・イ
ンデックスの13から順に格納する場合は、plugmultiparamオブジェク
トのアーギュメントは次のようになる。

plugmultiparam 13 32 1 99
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出力

リスト 第1アウトレット：第1アウトレットはオブジェクトがbangメッセージ
を受信した時に、現在の値をリストとして出力する

任意のメッセージ 第1アウトレット：plugmultiparamオブジェクトは、次のフォーマット
に従って、個々の値を設定するためのメッセージも出力する。

<メッセージの名前> <インデックス> 値

デフォルトでは、メッセージの名前はselectであり、これはmultiSlider
オブジェクトの中の1つの値を設定するのに適している。上記のよう
にsetmessageメッセージを用いて、メッセージを他のシンボルに変え
ることができる。最初のパラメーターに対するインデックスのアーギ
ュメントは0から始まり、それに続くパラメーターごとに1づつ大きく
なる。これはplugmultiparamへの開始パラメーター・インデックスに
は影響されない。インデックスのアーギュメントの後には、現在のパ
ラメーターの値が続く。

実数 第2アウトレット：整数のメッセージを受け取った時、指定されたパ
ラメーター・インデックスの値が出力となる。

利用例

参照

plugstore 複数のプラグインのパラメーターの値を格納する
pp プラグイン・パラメーターを定義する
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plugin~とplugout~は、プラグインのシグナルの入出力を定義する。plugin~にテスト・シグ
ナルを入力し、plugout~の出力をdac~オブジェクトに接続することで、Maxにおいては単
純なスルー・オブジェクトとして使うことができる。しかしながら、plugin~とplugout~が
ランタイム環境で実行される場合は、異なる動作をする。plugin~は入力を無視して、代
わりにホスト・ミキサーからプラグインへ送られたシグナルを出力する。plugout~はいか
なるタイプのシグナルもアウトレットから出力せず、代わりにシグナル入力をホスト・ミ
キサーへプラグインからのシグナルを出力する。

入力

シグナル 第1と第2インレット：Max/MSPで使われる時、plugout~オブジェクト
へ入力されたシグナルが、そのまま出力する。ランタイム・プラグイ
ン環境で使われる時は、plugout~へ入力されたシグナルが、ホスト・
ミキサーへ出力される。

アーギュメント

整数 オプション。1つまたは2つの整数のアーギュメントによって、プラグ
インの出力チャンネルの出力先を指定する。アーギュメントがなけれ
ば、plugout~はチャンネル1と2にアサインされた2つの出力を持つこと
になる。

出力

シグナル Max/MSPで使用される時、plugout~へ入力されたシグナルが、そのま
ま出力される。ランタイム・プラグイン環境で使われる時、アウトレ
ットからシグナルは出力されず、プラグインからホスト・ミキサーへ
シグナルが出力される。

利用例

参照

plugin~ プラグインのオーディオ入力を定義する
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plugphasor~は、ホスト・シーケンサーの拍にサンプル単位で同期したオーディオ・レー
トのノコギリ波を出力する。この波形は他のオーディオ・オブジェクトに送ることができ、
それによってホストのオーディオ処理に、プラグインのオーディオ処理を同期させること
ができる。

入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル plugphasor~の出力はphasor~に似ており、1拍の時間を通して、0から
1.0まで立ち上がる。現在のホスト環境が同期をサポートしていないか、
またはトランスポートが停止している時には、plugphasor~の出力は無
音になる。

利用例

拍に同期した鋸歯状波でオシレーターを駆動する

参照

plugsync~ ホストの同期情報を出力する
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plugreceive~とplugsend~オブジェクトは、あるプラグインから他のプラグインにオーディ
オ・シグナルを送信するために使用される。これは、pluggoに含まれる、多くのプラグイ
ンのPluggoBus機能の実装としても使用されている。

入力

シグナル plugreceive~オブジェクトへの入力は、関連付けられているplugsend~
オブジェクトから送信される。最初の状態では、plugreceive~オブジ
ェクトのアーギュメントと同じ名前を持つplugsend~になる。

set p l u g s e n d ~オブジェクトの名前となるシンボルを伴う s e tは、
plugreceive~オブジェクトを指定されたplugsend~オブジェクトに関連
付け、plugsend~に入力されたシグナルが、plugreceive~オブジェクト
から出力される。このシンボルと一致するplugsend~オブジェクトが存
在しない場合は、オーディオ出力はゼロになる。

アーギュメント

シンボル 必須。1つまたはそれ以上のplugsend~オブジェクトと関連付けるため
の、plugreceive~オブジェクトの名前を指定する。

出力

シグナル このオブジェクトに関連付けられたplugsend~オブジェクトへ入力され
たシグナル。関連付けられるplugsend~オブジェクトが存在しない場合
は、オーディオ出力はゼロになる。

plugreceive~の出力と、plugreceive~が置かれているプラグインの入力
の間にはホスト・ミキサーの処理（I/O）ベクター・サイズ分の遅れ
があるかもしれない。これは、オーディオ処理の順序として、送信す
る先であるplugreceive~の処理よりも後に、plugsend~の処理が行われ
る場合に生じる。

利用例

参照

plugsend~ 他のプラグインにオーディオを送信する
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plugreceive~とplugsend~オブジェクトは、あるプラグインから他のプラグインにオーディ
オ・シグナルを送信するために使用される。これは、pluggoに含まれる、多くのプラグイ
ンのPluggoBus機能の実装としても使用されている。

入力

シグナル 同じプラグインの間でも、異なるプラグインの間でも、plugsend~オブ
ジェクトへの入力は、他のplugsend~オブジェクトへの入力とミックス
され、関連付けられた任意のplugreceive~オブジェクトのシグナル・
アウトレットに送信される。

アーギュメント

シンボル 必須。他のplugsend~とplugreceive~オブジェクトを関連づけるために
使用されるplugsend~オブジェクトの名前を与える。

出力

なし。

利用例

参照

plugreceive~ 他のプラグインからオーディオを受信する
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plugstoreオブジェクトはplugmult iparamと共に動作し、パッチ中の複数の場所で
plugmultiparamに値を格納したり、取り出したりすることを可能にする。

入力

bang 格納されたリストをオブジェクトのアウトレットから出力する

リスト （オブジェクトのサイズまでの）リストの要素を格納し、オブジェク
トのアウトレットから出力する。

select インデックスと値を伴うselectは、指定したインデックス（最初の要素
が1から始まる）に値を格納し、格納されたリストをオブジェクトの
アウトレットから出力する。

set インデックス番号と値を伴うsetは、指定したインデックス（最初の要
素が1から始まる）に値を格納するが、格納されたリストは出力しな
い。

アーギュメント

整数 必須。plugstoreオブジェクトのリストに格納される要素の数を設定す
る。

出力

リスト リスト、bang、またはselectメッセージを受け取った時は、常に格納さ
れたリストが出力される。

利用例

参照

plugmultiparam 複数のプラグイン・パラメーターを設定する
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plugsync~オブジェクトは、ホストの現在の状態についての情報を出力する。サンプル・
カウント情報はいかなるホストでも有効である。このオブジェクトによる他の情報の有効
性は、ホストがどのような同期に関する処理を実装しているかに依存する。フラグ（第9）
アウトレットからの値は、どの情報が有効であるかを告げる。plugsync~からの出力は、
スケジューラーが実行されている間は途切れない。

入力

なし。

アーギュメント

なし。

出力

整数 第1アウトレット：ホストのトランスポートが現在走行中であれば1。
停止中または一時停止中であれば0。

整数 第2アウトレット：ホスト・シーケンスの現在の小節数で、最初の小
節が1から始まる。ホストが同期をサポートしていない場合には、こ
のアウトレットからは何も出力されない。

整数 第3アウトレット：ホスト・シーケンスの現在の拍数で、最初の拍が1
から始まる。ホストが同期をサポートしていない場合には、このアウ
トレットからは何も出力されない。

整数 第4アウトレット：ホスト・シーケンスの現在の拍の小数部分で、0か
ら1.0までの値をとる。ホストが同期をサポートしていない場合には、
出力は0になる。ホストが同期をサポートしていない場合には、この
アウトレットからは何も出力されない。

リスト 第5アウトレット：現在の拍子を分子の後に分母という形式でリスト
として出力する。例えば、3/4拍子は3 4というリストとしての出力さ
れる。ホストが拍子情報をサポートしていない場合には、このアウト
レットからは何も出力されない。

実数 第6アウトレット：拍あたりのサンプル数で表した現在のテンポ。こ
の数値は次の式で1分間当たりの拍数（BPM）に変換することができ
る。（サンプリングレート/拍当たりのサンプル数）＊60。ホストが同
期をサポートしていない場合には、このアウトレットからは何も出力
されない。
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実数 第7アウトレット：1 PPQで表した現在の拍数。この数値は拍の間の分
数の部分を含む場合がある。ホストが同期をサポートしていない場合
には、このアウトレットからは何も出力されない。

実数 第8アウトレット：ホストによって定義される現在のサンプル・カウ
ント

整数 第9アウトレット：plugsync~からのその他の情報の有効性を示す数値。
次の値でマスクすることでplugsync~からの情報が有効であるかどうか
を判断する。

項目 マスクの値 補足

サンプル・カウント 1 常に真
拍数 2 第2、第3、第4、第7アウトレットが有効
拍子 4 第5アウトレットが有効
テンポ 8 第6アウトレットが有効
トランスポート 16 第1アウトレットが有効

参照

plugphasor~ ホストに同期したノコギリ波
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入力

シグナル 第1インレット：buffer~へ書き込むシグナル。

第2インレット：第1インレットに入力するシグナルを書き込む位置を
指定するインデックスとなるシグナル。-1の値を持つシグナルが入力
された場合は、何も書き込まない。

実数 peek~オブジェクトと同様、poke~も実数値をbuffer~に書き込むことが
できる。しかし、左側の2つのインレットは、peek~オブジェクトと逆
になっていることに注意が必要である。

第1インレット：buffer~に対し指定されたインデックスの位置へ書き
込む値。インデックスが-1でない場合に書き込まれる。

第2インレット：整数に変換される。

第3インレット：整数に変換される。

整数 第1インレット：実数に変換される。

第2インレット：第1インレットに入力された値を次に書き込む位置を
指定するインデックス値。このインレットにシグナルが入力されてい
る場合、実数の入力は無視される。

第3インレット：データを書き込むbuffer~のチャンネルを指定する。
数値としては、1が1つ目のチャンネルを表す。

list 第1インレット：2つ以上の値によるリストは、2つ目の値が示すイン
デックスの位置に、1つ目の値を書き込む。3つ目の値が設定されてい
る場合、それはbuffer~内でのオーディオ・チャンネルを表す。

set setに続き、関連付けるbuffer~の参照名を指定する。これにより、
poke~へ入力されるサンプルの書き込み先を変更することができる。

（マウス） poke~オブジェクトをダブル・クリックすることで、関連付けされた
buffer~オブジェクトの波形編集ウィンドウが開く。

アーギュメント

シンボル 必須。データの読み書きを行うbuffer~オブジェクトの参照名を指定す
る。

整数 オプション。buffer~が複数チャンネルを持っている場合、buffer~名に
続いて、書き込みを行うチャンネルを指定できる。デフォルトのチャ
ンネルは1である。
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出力

なし。

利用例

シグナルまたは数値によるbuffer~へのデータの書き込み

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
peek~ サンプル値の読み出しと書き込み

753

poke~ インデックス番号による
サンプル値の書き込み



入力

シグナル 第1インレット：周波数ビンの大きさ（振幅）は、ペアとなった直交
座標（実部/虚部）のシグナルに変換される。

第2インレット：周波数ビンの位相はペアとなった直交座標（実部/虚
部）のシグナルに変換される。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1アウトレット：周波数領域でのシグナルの実数部分をシグナルで
ifft~オブジェクト、またはfftout~オブジェクトに入力するのに適した
形で出力する。

第2アウトレット：周波数領域でのシグナルの虚数部分シグナルで
ifft~オブジェクト、またはfftout~オブジェクトに入力するのに適した
形で出力する。

利用例

poltocar~オブジェクトが、振幅/位相のペアを fftout~が使用する極座標に変換する
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参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
vectral~ ベクター・ベースのエンベロープ・フォロワー

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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poly~オブジェクトはpatcherオブジェクトと良く似ていて、パッチをオブジェクト・ボッ
クス内にカプセル化する。名前からも想像できるように、patcherオブジェクトはカプセ
ル化されたパッチのコピーを1つだけ持つことができるが、poly~オブジェクトは読み込ま
れたパッチのインスタンス（コピー）を1つ以上持つことができる。パッチ・ファイル名
といくつのインスタンスを作るかは、poly~オブジェクトのアーギュメントとして指定で
きる。

poly~オブジェクトは、パッチのインスタンスの内部にあるinオブジェクトやin~オブジェ
クトへのインレットに受け取ったシグナルとイベント（メッセージ）を管理する。そのパ
ッチはシグナルかイベントをpoly~オブジェクトから出力させるためにoutオブジェクトや
out~オブジェクトを含むことができる。poly~オブジェクトへのメッセージは、読み込ま
れたパッチ・インスタンス内でのオーディオ処理のコントロールや、イベントのルーティ
ングのコントロールを行う。

入力

任意 poly~オブジェクトのインレットやアウトレットの数は、読み込まれる
パッチによって決定される。poly~オブジェクトに読み込まれたパッチ
のインレットは、シグナルとイベントの入力を両方とも受け取ること
ができる。

シグナルはin~オブジェクトを、イベントはinオブジェクトを用いて、
読み込まれたパッチの内部で処理される。poly~オブジェクトの全体
のインレットの数は、読み込まれたパッチの内部のin~オブジェクト
かinオブジェクトの最も大きい数によって決定される（例えば、3の
アーギュメントを持ったin~オブジェクトと、4のアーギュメントを持
ったinオブジェクトがあれば、poly~オブジェクトは4つのインレット
を持つことになる）。すべてのインレットは、それぞれのインレット
に対応するin~オブジェクトがなくてもシグナルの接続を受け取るこ
とができる。

シグナルの入力はすべてのインスタンスに送られる。

任意のメッセージ 任意のインレット：メッセージは、poly~オブジェクトにおいて現在タ
ーゲットとなっているパッチ・インスタンスの中のinオブジェクトに
送られる。poly~オブジェクトの第1インレットに受け取ったメッセー
ジは、in 1オブジェクトに送られ、同じように、第2インレットに受け
取ったメッセージはin 2オブジェクトに送られる。

シグナル 任意のインレット：すべてのパッチ・インスタンス内の対応するin~
オブジェクトにシグナルは送られる。poly~オブジェクトの第1インレ
ットに接続されたシグナルはin~ 1オブジェクトに受け取られ、同じよ
うに第2インレットに接続されたシグナルはin~ 2オブジェクトに受け
取られる。
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リスト 任意のインレット：poly~オブジェクト自体のコントロールに使われる
単語で始まるメッセージを、poly~オブジェクトのインスタンスに送り
たい場合は、その先頭にlistという単語を加える。例えば、list target 2
というメッセージをpoly~オブジェクトの第1インレットに送ると、現
在のターゲットのインスタンスを2番目のパッチに切り替えるのでは
なく、in 1オブジェクトのアウトレットからtarget 2というメッセージ
を出力する。

down 第1インレット：downには2の累乗となる数値が続き、現在読み込まれ
ているパッチ上での処理を、その指定された2の累乗数でダウンサン
プリングするように設定する。down 2メッセージは2の因数によってダ
ウンサンプリングすることを指定する（例えばサンプリング・レート
44100Hzの環境では22050Hz）。新しくパッチに設定されたサンプリン
グ・レートは、一連のDSPのネットワークが次にコンパイルされる時
から有効になる。downメッセージは、一連のDSPのネットワークを強
制的に再コンパイルすることはない。

midinote 第1インレット：midinoteには1以上の数値が続き、読み込まれたパッ
チの1つ目のインスタンスの1つ目のinオブジェクトにデータを送る。
そのパッチは、対応するノート・オフ・メッセージなしにノート・オ
ン・メッセージを受け取る。midinoteの後の1つ目の数値はノート・ナ
ンバーとなり、ベロシティが続く。例として、midinote 60 64メッセー
ジを2つのインスタンスを持つpoly~オブジェクトに送れば、1つ目のイ
ンスタンスをビジー状態としてマークする。続くmidinote 67 64メッセ
ージは2つ目のインスタンスへと向けられる。次に、midinote 60 0メッ
セージがpoly~オブジェクトに送られると、、それは1つ目のインスタン
スへと送られる（poly~オブジェクトがノート・オン・メッセージを受
け取ったインスタンスを記憶しているので）。同じように、midinote 67
0メッセージは2つ目のインスタンスへと向けられる。

mute 第1インレット：muteには数値と0か1が続き、指定されたpoly~オブジ
ェクトに読み込まれたパッチのインスタンスのシグナル処理をオフに
する。2つ目の数値が1の時は、パッチ・インスタンスの処理をオフに
（ミュート）する。2つ目の数値が0の時はパッチ・インスタンスの処
理をオンにする。mute 0 1メッセージはすべてのインスタンスをミュー
トし、mute 0 0メッセージはすべてのパッチのインスタンスの処理をオ
ンにする。

note 第1インレット：noteには1つのメッセージが続き、パッチ・インスタ
ンスの内部のthispoly~オブジェクトに1を送ることで、ビジー状態とし
てマークされていない最初のインスタンスの1つ目のinオブジェクトに
データを送る。

open 第1インレット：openには1つの数値が続き、指定されたパッチのイン
スタンスを開く。ボイス（インスタンスと同義）の数（voicesメッセ
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ージかpoly~オブジェクトのアーギュメントによって設定される）まで、
任意のパッチのインスタンスの動作を見ることができる。このメッセ
ージを用いて、動作しているパッチ個々の様子を監視することが出来
る。アーギュメントを指定しなかった場合には、openメッセージは現
在、ターゲットになっているインスタンス（以下のtargetメッセージを
参照のこと）を開く。

steal 第1インレット：stealには0か1が続き、ボイス・スティーリングを切り
替える。ボイス・スティーリングはsteal 1メッセージを用いて設定で
き、poly~オブジェクトはビジー状態としてマークされているインスタ
ンスへ、noteメッセージやmidinoteメッセージによってデータを送る。
インスタンスでの割り込み処理の仕方によって異なるが、この操作は
クリック音を生じる場合がある。

target 第1インレット：targetには1つの数値か、数値によって構成されたリス
トが続き、poly~オブジェクトに読み込まれたパッチへ、続く行動を切
り替える。targetメッセージは、poly~オブジェクトのインレットに受
け取ったメッセージが、どのパッチ・インスタンスに受け取られるか
を設定する。あるイベントを複数のターゲットを指定して送る場合は、
targetメッセージにリストのアーギュメントを与えれば良い。

voices 第1インレット：voicesには1つの数値が続き、読み込まれたパッチの
インスタンス（コピー）の数を指定する。パッチのインスタンスは必
要に応じて読み込まれたり、削除されたりする。

up 第1インレット：upには2の累乗となる数値が続き、現在読み込まれて
いるパッチ上での処理を、その指定された2の累乗数でアップサンプ
リングするように設定する。up 2メッセージは2の因数によってアップ
サンプリングすることを指定する（例えばサンプリング・レート
44100Hzの環境では88100Hz）。新しくパッチに設定されたサンプリン
グ・レートは、一連のDSPのネットワークが次にコンパイルされる時
から有効になる。upメッセージは、一連のDSPのネットワークを強制
的に再コンパイルしない。

wclose 第1インレット：wcloseには1つの数値が続き、読み込まれたパッチの、
その数値をインデックスとして識別されるインスタンスのウィンドウ
を閉じる。これは、openメッセージに対応するものである。

vs 第1インレット：vsには2から2048までの範囲の2の累乗の数値が続き、
poly~オブジェクトに読み込まれたパッチ内でのシグナル・ベクター・
サイズを指定する。新しくパッチに設定されたシグナル・ベクター・
サイズは、一連のDSPのネットワークが次にコンパイルされる時から
有効になる。vsメッセージは、一連のDSPのネットワークを強制的に
再コンパイルしない。vs 0メッセージは、ベクター・サイズを指定し
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ない。デフォルト値は現在設定されているシグナル・ベクター・サイ
ズである。

アーギュメント

symbol 必須：1つ目のアーギュメントは、必ずパッチの名前でなくてはなら
ない。

注記：patcherオブジェクトとは異なり、poly~オブジェクトにパッチ
名のアーギュメントを指定した時に、編集のためにサブ・パッチ・ウ
ィンドウを自動的に開くことはない。このオブジェクトに含まれるパ
ッチは、既に存在しているか、Max/MSPのサーチ・パス内で見つから
なくてはならない。

整数 オプション。パッチ名のアーギュメントの後に、読み込まれたパッチ
のインスタンスの数（voicesメッセージで指定された数値と対応する）
を指定する。デフォルト値は1である。voicesメッセージを用いること
で、有効なボイス（インスタンスと同義）の数は動的に変えることが
できる。

local オプション。localには0か1が続き、poly~オブジェクトに読み込まれた
パッチのローカル・スケジューリングを切り替える。ローカル・スケ
ジューリングとは、Maxのスケジューラーではなく、オーディオ処理
が行われている間に動いているpoly~オブジェクトが保持している、そ
れ自身のスケジューラーということである。これは、複数のパッチで
生成されるイベントの精度を向上させる。しかし、ローカルであって
もなくても、オーディオ処理をオフにすればスケジューリングは発生
しない。デフォルト値は0（local 0）である。ローカル・スケジューリ
ングは、poly~オブジェクトにメッセージを送ることで変えることがで
きない。ローカルなスケジューラーは、どんなパッチを読み込もうと
も不変である。

up オプション。upには2の累乗となる数値が続き、現在読み込まれてい
るパッチ上での処理をその指定された2の累乗数でアップサンプリン
グするように設定する。up 2メッセージは2の因数によってアップサン
プリングすることを指定する（例えばサンプリング・レート44100Hz
の環境では88100Hz）。poly~オブジェクトにはupアーギュメントと
downアーギュメントの両方を指定することが許されるが、downアーギ
ュメントの方がupアーギュメントより高い優先順位を持つ。

down オプション。downには2の累乗となる数値が続き、現在読み込まれて
いるパッチ上での処理を、その指定された2の累乗数でダウンサンプ
リングするように設定する。down 2メッセージは2の因数によってダウ
ンサンプリングすることを指定する（例えばサンプリング・レート
44100Hzの環境では22050Hz）。poly~オブジェクトにはupアーギュメン
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トとdownアーギュメントの両方を指定することが許されるが、downア
ーギュメントの方がupアーギュメントより高い優先順位を持つ。

args オプション。argsは、読み込まれたパッチの初期設定の#アーギュメン
ト（例えば#1のような）として使用できる。これを使用する場合、
argsアーギュメントは使用されるアーギュメントの最後になければな
らない。argsの後にあるすべてのものが、アーギュメントの値として
扱われる。

出力

任意 poly~オブジェクトのアウトレットの数は、読み込まれたパッチの内部
のoutオブジェクトとout~オブジェクトの、最も大きいアーギュメント
の数を加算した値によって決定される。例えば、3のアーギュメント
を持ったoutオブジェクトと2のアーギュメントを持ったout~オブジェ
クトがあるとしたら、poly~オブジェクトは5つのアウトレットを持つ
ことになる。out~オブジェクトに対応するシグナルのアウトレットは
poly~オブジェクトの最も左に位置され、outオブジェクトに対応する
イベントのアウトレットが続く。

シグナルは、それぞれのパッチ・インスタンス内のout~オブジェクト
のインレットへと送られ、1つ以上のインスタンスがあればミックス
され、対応するpoly~オブジェクトのアウトレットから出力される。

利用例

poly~オブジェクトは、複数のサブパッチのインスタンスを管理する
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参照

in poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの入力
in~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの入力
out poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの出力
out~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの出力
patcher パッチの中でサブ・パッチを作る
thispoly~ poly~オブジェクトのボイス割当とミュートのコントロール

Tutorial 20 MIDI control：Sampler（英文PDF参照）
Tutorial 21 MIDI control：Using the poly~ object（英文PDF参照）
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入力

シグナルまたは実数 第1インレット：アーギュメントで指定した数値の範囲を越えるシグ
ナルか実数を入力した場合、その範囲内に値が収まるよう折り返した
値となる（例として、1より大きな値は1を越えた量だけ1より小さな
値となり折り返したような波形となる。負の値についても同様な処理
が行われる）。または、pong~オブジェクトの動作モード（modeメッセ
ージの欄参照）によっては、範囲を越えた場合は範囲の逆側の境界か
ら範囲内に出てくるような巻き取り処理を行う（例としては、1より
大きな値は2を引いた形となり、-1より小さな値は2を加えた値とな
る）。

第2および第3インレット：折り返し処理を行う範囲の下側および上側
境界値を指定する。アーギュメントがないか、または1つ指定してい
る場合、pong~オブジェクトは2つのインレットを持つ。第2インレッ
トでは折り返す範囲の上側境界値を設定する。この場合、下側境界値
は0となる。

2つのアーギュメントを指定した場合、pong~オブジェクトは3つのイ
ンレットを持つ。第2インレットは下側境界値を設定し、第3インレッ
トは上側境界値を設定する。アーギュメントがない場合、デフォルト
のオブジェクト設定として、第3インレットは上側境界値を設定する
ことになる。

低いほうの境界値が高いほうの値より大きな場合、それらの値は入れ
替えたものとして動作する。

mode modeに続いて0か1を指定することで、pong~オブジェクトの動作モー
ドを設定する。

mode 0はオブジェクトをシグナルの折り返し処理の動作に設定する。
1より大きな値は1を越えた量だけ1小さい値となり、負の数について
も同様の動作となる。これはデフォルトの動作モードである。

mode 1はオブジェクトをシグナルの巻き取り処理の動作に設定する。

アーギュメント

整数 オプション。アーギュメントでpong~の動作モードを設定することが
できる。0はシグナルの折り返し処理（デフォルト）のモードで、1は
巻き取り処理のモードとなる（上記modeメッセージの欄を参照のこ
と）。
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実数 オプション。pong~の処理を行うための下側および上側境界値をアー
ギュメントとして設定することができる。1つの実数しか与えられな
い場合、それは折り返しの上側境界値を指定することになり、下側境
界値は0.0に設定される。アーギュメントで実数を2つ与えた場合、1つ
めの実数は下側境界値を、2つめは上側境界値を指定することになる。

出力

シグナル 折り返し処理されたシグナルまたは実数値が出力される。

利用例

pong~は、設定された上側および下側境界値によって、
折り返し処理、または巻き取り処理を行い、シグナルを歪ませる

参照

phasewrap~ シグナルを-π（-3.14159）からπ（3.14159）に変更する
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pow~オブジェクトは、底（第2インレットに設定する）を累指数（第1インレットに設定
する）で累乗計算を行う。どちらのインレットも、シグナル、実数、整数を受け取ること
ができる。

入力

シグナル 第1インレット：累指数を設定する。

第2インレット：底を設定する。

実数または整数 第1インレット：累指数を設定する。第1インレットにシグナルが接続
されている時は、第1インレットからの数値は無視される。

第2インレット：底を設定する。第2インレットにシグナルが接続され
ている時は、第2インレットからの数値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。底を設定する。デフォルト値は0である。
第1インレットにシグナルが接続されている時は、アーギュメントは
無視される。

出力

シグナル 底（第2インレットからの入力）を累指数（第1インレットからの入力）
で累乗した値が出力される。

利用例

数式を計算してxy座標を対数的、または指数的な比率に変換する

参照

log~ シグナルの対数計算をする
curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・ジェネレーター
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ppオブジェクト（plug-in parameterの略語）はプラグイン・パラメーターを定義する。い
くつかのオプションのアーギュメントを持ち、パラメーターの最小値と最大値を設定する、
表示からパラメーターを隠す、対応する卵形スライダーの色を設定するなどができる。pp
オブジェクトの出力は、格納したパラメーターに従ってコントロールするオブジェクトに
入力する。プラグインがMaxパッチ・インターフェースを使用するのであれば、パラメー
ターの値を変更するインターフェース・オブジェクトを、ppオブジェクトのインレットに
接続する必要がある。ppオブジェクトは、様々な場合に新しいパラメーターの値を出力す
る。例えば、卵形スライダーを動かした時、新しいエフェクト・プログラムに切り替えた
時、ホスト・ミキサーがプラグインのパラメーターの変更をオートメーションで操作して
いる時などである。

内部的には、ppオブジェクトとランタイム・プラグイン環境は0から1.0の間で値を記憶す
る。ppオブジェクトに最小値と最大値のためのオプションのアーギュメントを指定すると、
任意の範囲の値を記憶し、出力することができ、ppオブジェクトは希望する値と内部表現
の値とを変換するようになる。何らかの理由で内部の0-1.0表現について知りたい場合には、
オブジェクトの第2アウトレットから取得することができる。内部の0-1.0表現に基づく値
を出力したい場合には、rawfloatメッセージを使う。

入力

bang 0から1.0の間の内部（スケーリングされていない）形式で、パラメー
ターの現在の値をオブジェクトの第2アウトレットから出力し、次に
オブジェクトの第1アウトレットからオブジェクトの最小値と最大値
でスケーリングされた値を出力する。

実数または整数 第1インレット：パラメーターの現在の値を設定し、次に新しい値を、
bangメッセージで説明したように、第2アウトレットと第1アウトレッ
トから出力する。入力される数値は、オブジェクトの最小値と最大値
の間に制限される。

実数または整数 第2インレット：パラメーターの現在の値を出力することなく設定す
る。入力される数値は、オブジェクトの最小値と最大値の間に制限さ
れる。

open ObjectメニューからGet Info...を選んだ場合と同じ働きをする。

text 1つのシンボルを伴うtextは、ユーザーがパラメーターに対応する卵形
スライダーの上にマウスを動かした時に、プラグイン・エディット・
ウィンドウのParametersビューに表示されるテキストを設定すること
ができる。

rawfloat 0から1.0までの数値を伴うrawfloatは、オブジェクトの最小値と最大値
によってスケーリングすることなく、現在のパラメーターの値をその
数値に設定する。その値は、bangメッセージで説明したように、オブ
ジェクトの第2と第1アウトレットから出力される。
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（Get Info...） ObjectメニューからGet Info...を選ぶと、ユーザーがパラメーターに対
応する卵形スライダーの上にマウスを動かした時に、プラグイン・エ
ディット・ウィンドウのParametersビューに表示されるパラメーター
の説明文を編集するためのインスペクターを開く。

インスペクター

ppオブジェクトの振る舞いは、インスペクターを使用して、表示、編
集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている場合
は、任意のppオブジェクトを選択することで、フローティング・ウィ
ンドウにppのインスペクターを表示することができる。ppオブジェク
トを選択して、ObjectメニューからGet Info...を選ぶことでも、インス
ペクターを表示することができる。

パラメーターの説明をDescribe Parameterテキスト・エリアの中に入力
する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

ppオブジェクトはいくつかのアーギュメントを指定することができる。これらをアーギュ
メントに現れるべき順序で説明する。

整数 必須。第1のアーギュメントはパラメーター番号を設定する。最初の
パラメーター番号は1である。パラメーター番号は連続しているはず
であり（しかしそうである必要はない）、2つのppオブジェクトは同じ
パラメーター番号を持つことはないはずである。同じパラメーター番
号を持つppオブジェクトが存在すると、ランタイム・プラグイン環境
のMessagesビューにエラーが表示される。

hidden オプション。hiddenをアーギュメントとして指定すると、そのパラメ
ーターはプラグイン・エディット・ウィンドウで卵形スライダーとし
て表示されることはなく、plugmodオブジェクトによって生成される
ポップアップ・メニューにも現れない。

fixed オプション。fixedをアーギュメントとして指定すると、パラメーター
はRandomizeとEvolveコマンドに影響されなくなる。これらのコマン
ドは、プラグイン・エディット・ウィンドウの中でユーザーが
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commandキーを押しながらインターフェースの中をクリックした時に
現れるポップアップ・メニューにある。このオプションは、ランダマ
イズが望ましい結果をもたらさないゲイン・パラメーターに適してい
る。

c2-c5 オプション。c2、c3、c4、c5をアーギュメントとして指定すると、卵
形スライダーのカラーは通常のパープルとは異なる色に設定される。
現在のc2はワイルド・チェリー、c3はターコイズ、c4はハーベスト・
ゴールド、そしてc5はピースフル・オレンジである。

シンボル オプション。任意のオプションのキーワードの後のシンボルは、パラ
メーターの名前を設定する。この名前はParametersビューのName欄と、
plugmodオブジェクトによって生成されるポップアップ・メニューに
現れる。

実数または整数 オプション。パラメーターの名前の後に続く1つの数値は、パラメー
ターの最小値を設定する。最小値と最大値はppオブジェクトに入出力
する値の範囲を設定する。最小値のタイプはオブジェクトが受け入れ
て出力するパラメーターの値のタイプを決定することになる。最小値
が整数であれば、パラメーターは整数として解釈されて出力される。
最小値が実数であれば、パラメーターは実数として解釈されて出力さ
れる。

実数または整数 オプション。最小値の後に続く1つの数値は、パラメーターの最大値
を設定する。最小値と最大値はppオブジェクトへの入出力だけでなく、
Parametersビューで表示される値の範囲も決定する。

シンボル オプション。最小値と最大値に続くシンボルは、パラメーターの単位
を表示するために用いられるラベルを設定する。例えば、周波数なら
Hz、振幅ならdB、そしてミリ秒ならms、などを指定する。

choices オプション。最小値と最大値の後にchoicesが指定されると、それに続
くシンボルのアーギュメントは、オブジェクトを個別に設定するリス
トとして取り扱われ、そのシンボルそのものがParametersビューなど
で表示される。例えばpp 1 Mode 0 3 choices Thin Medium Fatはパラメー
ターの範囲を3つに分割し、0（0.33以下のすべて）はThinに対応し、
0.5（および0.33から0.67の間も）はMediumに対応し、1（および0.67
から1.0の間も）はFatに対応する。パラメーターの実際の値ではなく、
該当する名前だけがParametersビューに表示される。

dB オプション。choicesをアーギュメントとして指定しなければ、dBとい
うシンボルによって、1.0が0dBで0.0がマイナス無限大dBに対応する
デシベル値として、パラメーターの値を表示することを指定する。
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出力

整数または実数 第1アウトレット：ランタイム環境の中で変化が起きた時、または
bang、整数、実数、rawfloatメッセージをオブジェクトのインレットで
受け取った時に、パラメーターのスケーリングされた値が出力される。
パラメーターの値はランタイム環境の中で、次のような方法で変更す
ることができる。すなわち、ユーザーが卵形スライダーを動かす、パ
ラメーターがホスト・ミキサーによってオートメーション操作され
る、ユーザーがホスト・ミキサーでプラグインのために新しいエフェ
クト・プログラムを選択する、といった場合である。

実数 第2アウトレット：ランタイム環境がパラメーターの値を変えた時、
またはbang、整数、実数、rawfloatメッセージをオブジェクトのインレ
ットで受け取った時に、スケーリングされていないパラメーターの値
が出力される。ユーザーに対して表示する値ではなく、プラグインの
計算法として違う値を使いたいのであれば、この値を使うことになる
かもしれない。

利用例

参照

plugmultiparam 複数のプラグイン・パラメーターを設定する
plugstore 複数のプラグインのパラメーターの値を格納する
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入力

bang モード・パラメーター（0から3まで）の現在の値をオブジェクトの第
2アウトレットから出力し、テンポ・パラメーターの現在の値をオブ
ジェクトの第1アウトレットから出力する。

整数 第1インレット：テンポ・パラメーターの現在の値を設定し、新しい
値を第1アウトレットから出力する。入ってくる数値はオブジェクト
の最小値と最大値の間に制約される。

第2インレット：モード・パラメーターの現在の値を設定し、新しい
値を第2アウトレットから出力する。数値は0から3までの間に制限さ
れる。モードの値は次の通り。

値 説明

0 フリー・モード。このパラメーターに関連付けられた卵形ス
ライダー表示があれば、無効にされる。その他のパラメータ
ーはミリ秒またはヘルツ単位の“テンポ”を設定すると判断
される。

1 ホスト・モード。このパラメーターに関連付けられた卵形ス
ライダー表示があれば、それは有効になるが変更することは
できない。代わりに、そのテンポはホストによって設定され
スライダーによって、ただ単に表示される。パッチは何らか
の方法（恐らくplugsync~またはplugphasor~オブジェクト）
でホストへの同期を有効にしなければならない。

2 PluggoSyncモード。このモードはホスト・モードと似たよう
な働きをし、卵形スライダーは有効だが、ユーザーが変更す
ることはできない。代わりに、テンポはホストによって設定
されスライダーによって、ただ単に表示される。パッチは何
らかの方法でPluggoSyncへの同期を有効にしなければならな
い。

3 ユーザー定義テンポ（UDT）モード。このモードでは同期は
なく、ユーザーはテンポ・スライダーを任意の求められる値
に変えることができる。パッチはこの値をある種の時間ベー
スのふるまいを計算するのに用いなければならない。

set 第2インレット：数値を伴うsetは、同期・モード・パラメーターをそ
の数値に設定するが、同期モードとテンポを出力しない。

rawfloat 第1インレット：0から1までの数値を伴うrawfloatは、その数値を最小
値から最大値までの間にスケーリングした値にテンポを設定する。例
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えば、最小テンポが100で最大テンポが200だとすると、rawfloat 0.5と
いうメッセージは、テンポを150に設定する。

第2インレット：0から1までの数値を伴うrawfloatは、同期モード・パ
ラメーターをその数値に3をかけて切り捨てた値に基づく値に設定す
る。0.33よりも小さい数値は同期モードを0（フリー）に、0.33から
0.66までの数値はホストに、0.67以上で1より小さい値はPluggoSyncに、
1に等しい数値はユーザー定義テンポに設定する。

rawlist 2つの数値を伴うrawlistは、最初の数値付きのrawfloatメッセージを第1
インレットに、2番目の数値付きのrawfloatメッセージを第2インレット
に入力したことと同じである。

（Get Info...） ObjectメニューからGet Info...を選択すると、ユーザーがカーソルを卵
形スライダーの上に動かした時に、そのパラメーターに対応するプラ
グイン・エディット・ウィンドウのParametersビューに表示されるパ
ラメーターの説明を編集するためのインスペクターを開く。

インスペクター

pptempoオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のpptempoオブジェクトを選択することで、pptempoオブ
ジェクトのインスペクターをフローティング・ウィンドウに表示する
ことができる。pptempoオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet
Info...を選択することでもインスペクターを表示することができる。

Describe Parameter（パラメーターの説明）テキスト・エリアでテキス
ト入力することで、パラメーターの説明を指定する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

整数 必須。1以上の数値はテンポ・パラメーターのパラメーター・インデ
ックスを設定する。

整数 必須。1以上の数値は同期モード・パラメーターのパラメーター・イ
ンデックスを設定する。
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hidden オプション。hiddenがアーギュメントとして現れると、パラメーター
がプラグイン・エディット・ウィンドウで卵形スライダーとして現れ
ることはなくなり、plugmodオブジェクトによって生成されたポップ
アップ・メニューにも現れなくなる。

fixed オプション。fixedがアーギュメントとして現れると、パラメーターは
ユーザーがインターフェースの中でcommandキーを押しながらクリッ
クした時に、プラグイン・エディット・ウィンドウに現れるパラメー
ター・ポップアップ・メニューのRandomizeとEvolveコマンドに影響
されなくなる。

c2からc5 c2、c3、c4またはc5がアーギュメントとして現れると、卵形スライダ
ーの色は、通常のパープル以外の何か他のものに設定される。現在は
c2はワイルド・チェリー、c3はターコイズ、c4はハーベスト・ゴール
ド、そしてc5はピースフル・オレンジである。

シンボル オプション。任意のオプションのキーワードの後に続くシンボルは、
テンポ・パラメーターを名付ける。この名前はParametersビューの
Nameカラムとplugmodオブジェクトによって生成されたポップアッ
プ・メニューに現れる。同期モード・パラメーターの名前は、modeを
伴うテンポ・パラメーターの名前になる。デフォルトのパラメーター
名はParamNで、Nはpptempoへの最初のアーギュメントによってテン
ポ・パラメーターに割り当てられたインデックスである。

実数または整数 オプション。パラメーター名に続く数値はパラメーターの最小値を設
定する。最小値と最大値はpptempoオブジェクトの第1インレットとア
ウトレットから入出力される値と同様に、プラグイン・エディット・
ウィンドウのParametersビューに表示される値の範囲を決定する。最
小値のタイプはオブジェクトが受け入れたり、出力したりするパラメ
ーターの値のタイプを決定する。最小値が整数であれば、パラメータ
ーが整数として解釈され整数として出力される。最小値が実数であれ
ば、パラメーターは実数として解釈され出力される。

実数または整数 オプション。最小値の後の数値はパラメーターの最大値を設定する。
最小値と最大値はpptempoオブジェクトの第1インレットと第1アウト
レットに入出力される値と同様に、プラグイン・エディット・ウィン
ドウのParametersビューに表示される値の範囲を決定する。

（Get Info...） ObjectメニューからGet Info...を選択すると、ユーザーがカーソルを卵
形スライダーの上に動かした時に、そのパラメーターに対応するプラ
グイン・エディット・ウィンドウのParametersビューに表示されたパ
ラメーターの説明を編集するためにインスペクターを開く。
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出力

実数または整数 第1アウトレット：実行環境の中で変化した時や、bang、整数、実数
またはrawfloatをオブジェクトのインレットで受け取った時に、テン
ポ・パラメーターのスケーリングされた値を出力する。パラメーター
の値は次のような方法で実行環境で変更される。これは、ユーザーが
卵形スライダーを動かした、ホスト・ミキサーによってパラメーター
がオートメーションされた、またはユーザーがホスト・ミキサーでそ
のプラグインのために新しいエフェクト・プログラムを選択するなど
の場合である。

第2アウトレット：パラメーターが実行環境で変化した時や、整数、
実数またはrawfloatメッセージをオブジェクトの第2インレットで受け
取った時、またはbangメッセージをオブジェクトのインレットで受け
取った時に、0から3までの同期モード・パラメーターの値を出力する。
モードは入力の項で説明されている。

利用例

pptempoは pptimeにテンポや同期の情報を提供する

参照

pp プラグイン・パラメーターを定義する
pptime 時間ベースのプラグイン・パラメーターを設定する
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pptimeオブジェクトは、ホスト・シーケンサー・アプリケーションとの同期を提供するプ
ラグインで使用するための、時間ベースのプラグイン・パラメーターを設定する。ppオブ
ジェクトのように、pptimeは多数のオプションのアーギュメントによってパラメーターを
設定し、一般的なプラグイン・インターフェースを用いる場合のアピアランスのコントロ
ールを可能にする。

pptimeはホスト同期の4つのモードをサポートする。オブジェクトの機能はオペレーショ
ンのモードによって変化する。Free（フリー）モードでは、ms/Hzパラメーターのために
pptimeはppのように動作し、第1インレットとアウトレットを使う。Host Sync（ホスト同
期）モードとPluggo Sync（Pluggo同期）モードでは、卵形スライダー表示は、より小さな
スライダーと単位ポップアップ・メニューに変化する。スライダーかメニューに変化が起
きると、ビート値の出力（最も右のアウトレット）は、rate~オブジェクトに与えること
ができるような値を生成する。User-Defined Tempo（ユーザー定義テンポ）モードは、
tempoメッセージ（このためにpptempoを用いることができる）で、pptimeに与えられるテ
ンポの値を要求する。次にpptimeは現在のテンポ、単位乗数と単位に基づいてms/Hzでの
値を計算し、その値を第1アウトレットから出力する。

入力

実数または整数 第1インレット：ms/Hzの値のためのパラメーター・インデックスを設
定する。

第2インレット：単位乗数の値を設定する。値の範囲は0.0から15.0ま
でである。

第3インレット：単位インデックスを設定する。単位インデックスは0
から18までの実数または整数で表現される、それぞれの数値は音楽的
な再分割の単位を表す。

単位インデックスは以下のように定義されている。

単位インデックス 音符 値

0 1
1 1/2
2 1/2. （付点二分音符）
3 1/2t （二分音符の三連符）
4 1/4
5 1/4. （付点四分音符）
6 1/4t （四分音符の三連符）
7 1/8
8 1/8. （付点八分音符）
9 1/8t （八分音符の三連符）
10 1/16
11 1/16. （付点十六分音符）
12 1/16t （十六分音符の三連符）
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13 1/32
14 1/32. （付点三十二分音符）
15 1/32 （三十二分音符の三連符）
16 1/64
17 1/64. （付点六十四分音符）
18 1/64t （六十四分音符の三連符）

第4インレット：単位の値の入力を設定する。

bang パラメーターの現在の値をオブジェクトの第1アウトレットから出力
する。

mode 第1インレット：0から3までの数値を伴うmodeは、ホスト同期モード
を指定する。ホスト同期モードは次のように定義されている。0=フリ
ー、1=ホスト同期、2=Pluggo同期、3=ユーザー定義テンポ。デフォル
ト値は1（フリー・モード）である。

open Object メニューからGet Info...を選択するのと同じ。

rawfloat 0から1.0までの数値を伴うrawfloatは、オブジェクトの最小値と最大値
によってスケーリングすることなく、現在のパラメーターの値をその
数値に設定する。値はオブジェクトの第1および第2アウトレットから、
bangメッセージのところで前述したように、出力される。

timesig 第1インレット：2つの数値を伴うtimesigは、拍子記号を指定するのに
用いられる。（分子と分母からなる）拍子記号は、同期モードで拍数
を計算するために、そしてユーザー定義テンポ・モードのms/Hzの値
を計算するために用いられる。このリストはplugsync~オブジェクトの
出力から与えることもできる。デフォルトは4/4（timesig 4 4）である。

tempo 第1インレット：pptimeオブジェクトがユーザー定義テンポ・モード
の時、1つの数値を伴うtempoは現在のテンポを指定し、そのテンポに
関連したms/Hzでの値が第1アウトレットから出力される。

（Get Info...） ObjectメニューからGet Info...を選択すると、対応するパラメーターの
上にユーザーがマウス・カーソルを動かした時に、プラグイン・エデ
ィット・ウィンドウのParametersビューに表示されるパラメーターの
説明を編集するためのインスペクター・ウィンドウを開く。このコマ
ンドは実行プラグイン環境では使用できない。

インスペクター

pptimeオブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のpptimeオブジェクトを選択することで、pptimeオブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
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る。pptimeオブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでもインスペクターを表示することができる。

Describe Parameter（パラメーターの説明）テキスト・エリアでテキス
ト入力することで、パラメーターの説明を指定する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

pptimeオブジェクトには3つの必須アーギュメントと、数多くのオプ
ションのアーギュメントがある。以下は、それらが出現すべき順序で
並べている。

実数 必須。3つの必須な実数アーギュメントはms/Hzの値、単位乗数、そし
て単位インデックスのためのパラメーター・インデックスである。

hidden オプション。hiddenがアーギュメントとして現れると、そのパラメー
ターがプラグイン・エディット・ウィンドウで卵形スライダーを与え
られず、plugmodオブジェクトによって生成されるポップアップ・メ
ニューに現れることもなくなる。

fixed オプション。fixedがアーギュメントとして現れると、そのパラメータ
ーはユーザーがcommandキーを押しながらインターフェースをクリッ
クした時に表示されるパラメーター・ポップアップ・メニューの中の
RandomizeとEvolveに影響されなくなる。これはランダム化によって
困った結果を起こしがちなゲイン・パラメーターに適している。

c2-c4 オプション。c2、c3またはc4がアーギュメントとして現れると、卵形
スライダーの色は通常のパープル以外の何か別の色に設定される。現
在はc2はワイルド・チェリー、c3はターコイズ、そしてc4はハーベス
ト・ゴールドである。

シンボル オプション。任意のオプションのキーワードに続くシンボルはパラメ
ーターの名前を付ける。その名前はParametersビューのNameカラムと、
plugmodオブジェクトによって生成されるポップアップ・メニューに
現れる。

実数または整数 オプション。パラメーターの名前の後の数値はパラメーターの最小値
を設定する。最小値と最大値は、pptimeオブジェクトに入出力される
と同様に、Parametersビューに表示される値の範囲を決定する。最小
値のタイプは、オブジェクトが受け入れて出力するパラメーター値の
タイプを決定する。最小値が整数であれば、パラメーターは整数とし
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て解釈され出力される。最小値が実数であれば、パラメーターは実数
として解釈され出力される。

実数または整数 オプション。最小値に続く数値はパラメーターの最大値を設定する。
最小値と最大値は、pptimeオブジェクトに入出力されると同様に、
Parametersビューに表示される値の範囲を決定する。

シンボル オプション。最小値と最大値に続くシンボルはパラメーターの単位を
表示するラベルを設定する。例えばHzを周波数に、dBを振幅に、ms
をミリ秒にする。

出力

整数または実数 第1アウトレット：パラメーターのスケーリングされた値は、実行環
境で変化した時、またはbang、整数、実数またはrawfloatメッセージを
オブジェクトのインレットで受け取った時に出力される。実行環境で
はパラメーター値は次のような方法で変えることができる。すなわち、
ユーザーが卵形スライダーを動かす、ホスト・ミキサーによってパラ
メーターが自動制御される、またはユーザーがホスト・ミキサーでプ
ラグインのために新しいエフェクト・プログラムを選択する、といっ
た方法である。

第2アウトレット：単位乗数の値。値は0.0から15.0の範囲である。

第3アウトレット：単位インデックス。単位インデックスは0から18ま
での実数または整数で表される。

第4アウトレット：拍数の値の出力。

利用例

pptimeを用いて、拍同期や時間同期のパラメーターをコントロールする

参照

pp プラグイン・パラメーターを定義する
pptempo プラグインのテンポと同期パラメーターを設定する
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入力

シグナルまたは実数 スムース処理を施すシグナルか実数を入力する。新たな値が入力され
ると、その値に向かって指定したサンプル数の時間をかけて、リニア
に徐々に値を変化させることで、スムース処理が行われる。

ramp 第1インレット：rampに続いて数値を指定する。この数値はスムース
処理にかけるサンプル数を表す。オブジェクトは入力値が変化する毎
に、サンプル数で指定した時間をかけて、入力値へ向かってリニアに
値を変化させる。デフォルト値は0である。

rampdown 第1インレット：rampdownに続いて数値を入力する。この数値はスム
ース処理にかけるサンプル数を表すが、新しい入力値が、その時点の
値よりも小さい場合にスムース処理を行う。

rampup 第1インレット：rampupの文字に続いて数値を入力する。この数値は
スムース処理にかけるサンプル数を表すが、新たな入力値が、その時
点の値よりも大きい場合にスムース処理を行う。

アーギュメント

整数 オプション。入力値の増加方向と減少方向の、それそれのスムース処
理にかけるサンプル数を、2つの整数の組として指定する。

利用例

rampsmooth~は、入力シグナルに対するリニアなスムース処理を行う

参照

slide~ シグナルへの対数的なフィルター処理
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入力

シグナル -1から1までの新しいランダムな数値で周波数が生成される。rand~オ
ブジェクトは指定された割合で、ランダムな値を選択してリニアに補
間する。

実数または整数 シグナルと同じ。シグナルがインレットに入力されている場合は、実
数または整数メッセージは無視される。

アーギュメント

実数、または整数 周波数の初期値を設定する。デフォルト値は0である。シグナルがイ
ンレットに入力されている場合は、アーギュメントは無視される。

出力

シグナル -1から1の範囲にあるランダムな値である線分から成るシグナル。ラ
ンダムな値は、入力によって指定される周波数に従って生じる。

利用例

rand~オブジェクトを粗いバンド・リミッテド・ノイズを生成するのに使用するまたは、
ランダムなバリエーションを生成するコントロール・シグナルとして使用する

参照

line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
noise~ ホワイト・ノイズ・オシレーター
pink~ ピンク・ノイズを発生させるジェネレータ
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入力

シグナル 第1インレット：phasor~オブジェクトからの入力シグナル。rate~オブ
ジェクトは乗数の値によって、phasor~オブジェクトからの入力シグ
ナルをタイム・スケールする。乗数はアーギュメントかrate~オブジェ
クトの第2インレットに入力される実数によって指定される。

実数 第1インレット：rate~オブジェクトから出力されるシグナルの位相の
値を設定する。

第2インレット：シグナルの乗数値はphasor~オブジェクトのシグナル
の入力をスケールするのに使用される。1.0よりも小さい実数値は、い
くつかの勾配をフェーズ・サイクルごとに生成する。1.0よりも大きな
数値は、より少ない勾配を生成する。これは単独でphasor~オブジェ
クトを参照する複数のプロセスを同期させるのに役立ち、それらの比
率の関係性を保つことができる。

goto 第1インレット：実数が伴うgotoによって、rate~オブジェクトは直ち
に指定した値に設定される。オプションの2番目のアーギュメントは、
設定した値に変化する時間を指定する（例えばgoto 1.0 .5は、phasor~
オブジェクトの入力シグナルの勾配の中間地点で1.0の値を出力する）。

reset 第1インレット：resetは、次のリセット時に入力に出力を一致させる。
goto 0. 0.というメッセージと等しい。

sync 第1インレット：0から2の数値、またはcycle、lock、offが伴うsyncは、
rate~オブジェクトのシンク・モードを設定する。シンク・モードは
rate~オブジェクトが入力シグナルによる位相に従うか否かと、同期の
ために使われる方法を決定する。rate~オブジェクトの出力が“in
phase”の時、入力シグナルと出力シグナルはそれらの周期の最小公倍
数において整列する（すなわち、周期的に同時に0を通過し、新しい
サイクルを開始する）。シグナルが同じ位相で、新たな乗数値が入力
される場合は、rate~オブジェクトは出力の勾配の周波数をそれに応じ
て変化させる。しかし、乗数値による変化は2つのシグナルが同位相
ではなくなるかもしれない。rate~オブジェクトはシンク・モードに依
存する3つの方法の中から1つの状況を取り扱う。シンク・モードは以
下のようになる。

モード 説明

cycle sync 0、またはsync cycleというメッセージは、rate~
オブジェクトをcycleモードに設定する（デフォルト
のモード）。cycleモードの時、rate~オブジェクトは
現在の周期の終わりまで出力の位相を変化させな
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い。入力された勾配がそのピークに到着し、0から
始まる時、rate~オブジェクトは出力される勾配を
直ちにリスタートし、出力シグナルは不連続になる
が、ただちに位相は同期される。lock sync sync 1ま
たはsync lockというメッセージは、rate~オブジェク
トをlockモードに設定する。lockモードの時、rate~
オブジェクトは新たな乗数を受け取る時は、いつで
も同期する。rate~オブジェクトは直ちに新たな乗
数値に従って“in phase”になるよう勾配の位置を
計算して、その位置にジャンプする。

off sync 2またはsync offというメッセージは、rate~オブ
ジェクトのシンク・モードを停止する。このモード
の時、rate~オブジェクトは位相の違いにまったく
対応しない。新しい乗数が入力された時、rate~オ
ブジェクトは出力の勾配のスピードを調節しするだ
けで、中断することなく処理を続ける。このモード
は勾配シグナルの不連続なジャンプを引き起こさな
いので、位相が重要でない場合は役に立つかもしれ
ない。

アーギュメント

実数 オプション。乗数値は出力シグナルをスケールするのに使われる。

出力

シグナル タイム・スケールされたフェーズ・シグナル。
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利用例

rate~オブジェクトを使用して同期するウェーブ・フォーム、またはコントロール・ソースを生成する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
phasor~ ノコギリ波の生成
record~ サウンドをbuffer~のサンプル・メモリへ録音する
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入力
シグナル receive~オブジェクトは同じ名前を持つすべてのsend~オブジェクトか

らのシグナルを受信する。すべてのシグナルを加えた合計がアウトレ
ットから出力される。現在の名前と同じものを持つsend~オブジェク
トが存在しない場合は、receive~オブジェクトの出力は0である。
send~オブジェクトは対応するreceive~オブジェクトと同じパッチの中
に存在する必要はない。

set シンボルが後に続くsetメッセージは、receive~オブジェクトの名前を
変更し、そのシンボルを持つ違うsend~オブジェクトと接続すること
になる。同じ名前を持つsend~オブジェクトが存在しない場合、
receive~オブジェクトの出力は0である。アーギュメントシンボル
必須。receive~オブジェクトの名前を設定する。

出力

シグナル receive~オブジェクトと同じ名前を持つすべてのsend~オブジェクトに
入力された、すべてのシグナルを合成したシグナル。

利用例

シグナルはすべてのロードされているパッチからパッチ・コードなしで受信される

参照

send~ パッチ・コードなしにシグナルを送信する

Tutorial 4 Fundametals : Routing signals（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：録音がオンの時、入力シグナルは現在のサンプリン
グ・レートでbuffer~のサンプル・メモリに録音される。

第2インレット以降のインレット：複数の入力チャンネルを持ってい
る場合、追加チャンネルとしてbuffer~へ録音する。

整数 第1インレット：非ゼロ値を入力することで録音を開始し、0で録音を
停止する。録音データは追記モードがオンでないと記録開始点（下記
参照）から記録される。

整数または実数 右端のインレットの1つ左側のインレット：録音データをbuffer~へ書
き込む場合の記録の開始点をミリ秒単位で指定する。デフォルトでは
開始点は0（buffer~が確保したメモリの先頭）となる。

右端のインレット：録音の記録終了点を指定する。デフォルトでは終
了点はbuffer~オブジェクトが確保したメモリの終わりの地点となる。

append appendに続いて非ゼロ値を指定することで録音の追記モードをオンに
する。このモードでは、録音が開始されると前回の録音で終了した記
録点の続きから録音データの記録を行う。append 0 は追記モードをオ
フにし、この場合は録音データの記録は常に記録開始点から行われる。
追記モードはデフォルトでオフである。

loop loopに続いて非ゼロ値を設定することで、ループ録音が可能となる。
ループモードがオンの場合、録音データの書き込みがバッファの記録
終了点（上記参照）まで来ると記録開始点から書き込みを続けること
でループ録音が行われる。loop 0 はループ録音モードをオフにし、こ
の場合は録音データの書き込みが記録終了点まで来ると録音停止とな
る。デフォルトではループ録音モードはオフである。

set setに続いてrecord~が録音データの記録に用いるbuffer~の参照名を指
定する。

（マウス） record~オブジェクトをダブルクリックすることで、波形表示ウィンド
ウが開き、関連付けられたbuffer~内部のデータを見ることができる。

アーギュメント

シンボル 必須。record~が録音データを書き込むbuffer~の参照名を指定する。

整数 オプション。buffer~参照名に続いて入力チャンネル数（1、2、4のい
ずれか）を設定することができる。これはrecord~オブジェクトのイン
レット数を決めるものとなる。右側2つのインレットは常に録音位置
の開始点と終了点を指定するために使われる。
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出力

シグナル 同期シグナルが出力される。録音中はこのアウトレットから録音開始
を0、録音終了を1とする0から1までの間の値を持つシグナルが出力さ
れる。録音中でない時は0のシグナル出力となる。

利用例

後で利用するために一部のシグナルを記録する

参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
groove~ 速度可変のループ再生
play~ ポジション・ベースのサンプル再生

Tutorial 13 Sampling: Recording and playback（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理を行う任意のシグナル。

第2インレット：バンドパス・フィルターのゲインを設定する。この
値は一般的には1以下でなければならない。

第3インレット：バンドパス・フィルターの中心の周波数をHz単位で
設定する。

第4インレット：バンドパス・フィルターのQを設定する。それはお
およそのフィルターの鋭さを表し、Qの位置はフィルター・バンド幅
によって分けられる中心の周波数で定義される。役立つQの値は一般
的には0.01から500の間である。

整数または実数 整数または実数はフィルターのゲイン、中心の周波数、そしてQの値、
これら3つの値を変化させるために3つのインレットに入力される。こ
れらのインレットにシグナルが接続されている場合、そのインレット
に入力される数値は無視される。

リスト 最初の数値はフィルターのゲインを設定する。

2番目の数値はフィルターの中心の周波数を設定する。

3番目の数値はフィルターのQの値を設定する。これらのパラメータ
ーに対応するインレットのいずれかにシグナルが入力されている場
合、リストの中の対応している値は無視される。

clear フィルターのメモリーを消去する。reson~オブジェクトは再帰的フィ
ルターであるため、このメッセージはブローアップ（爆発的な発振状
態）から回復する場合に必要になる。

アーギュメント

整数、または実数 オプション。数値はゲイン、中心の周波数、そしてQの初期値を設定
する。デフォルト値のゲインは0、中心の周波数は0、そしてQは0.01で
ある。

出力

シグナル フィルター処理が行われたシグナルが出力される。フィルターの式は
yn = gain * (xn - r * xn-2) + c1 * yn-1 + c2 * yn-2

ここで使用される割合、r、c1そしてc2は中心の周波数とQによって計
算される。
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利用例

バンドパス・フィルターのゲイン、中心の周波数、そしてQをコントロールして、豊かなシグナルに変化させる

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
comb~ コム・フィルター
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ReWireシステムはオーディオ・アプリケーションをお互いに接続し、オーディオを生成
するプログラム（クライアント）の出力をオーディオを再生するプログラム（ミキサー）
へ送り込むことができるようにする。システムは機能拡張フォルダーにReWire共有ライ
ブラリを必要とする。Max/MSPフォルダーの中のaudio stuffフォルダーの中にMSPと互換
性のあるのReWire機能拡張があるはずだ。より新しい機能拡張（例えばシーケンサーに
よってインストールされたもの）があれば、Max/MSPインストーラーが提供したもので
はなく、それを使う方が良い。ReWire機能拡張に加えて、それぞれのReWireクライアン
トごとに共有ライブラリが必要である。MSPはReWireクライアントまたはReWireミキサ
ーとしてふるまうことができるが、同時に両方になることはできない。rewire~オブジェ
クトはMSPをReWireミキサーに変える。したがって、一度に1つのミキサーしか存在し得
ない。

reiwire~オブジェクトとMSPのReWireオーディオ・ドライバー・オブジェクトを同時に使
おうとすると、お互いのオブジェクトが他方を待つという膠着状態を作り出すことになり、
サウンドは出力されないだろう。rewire~オブジェクトは、現在使用されているオーディ
オ・ドライバー・オブジェクトがReWireであれば警告を表示する

複数のrewire~オブジェクトを使うこともできる。この時、それぞれのオブジェクトは1つ
のReWireクライアントに関連付けられる。

rewire~は他のReWire対応ソフトウェア・シンセサイザーとともに用いることを目的とし
ている。対応アプリケーションのリストはP r o p e l l e r h e a d sのウェブ・サイト
（http://www.propellerheads.se）から得ることができる。

ReWireはPropellerhead Software ASの商標である。

入力

bang 第1インレット：ReWireデバイスが読み込まれると、bangは出力チャ
ンネルの名前のリストを右から2番目のアウトレットから出力する。

整数 第1インレット：1はReWireのトランスポートをスタートし、0はスト
ップする。トランスポートをスタートしない限り音は何も出ない。

play 第1インレット：ReWireのトランスポートをスタートする

stop 第1インレット：ReWireのトランスポートをストップする

openpanel 第1インレット：現在のデバイスがユーザー・インターフェース・パ
ネルを持つのであれば、openpanelはそれを開く。

closepanel 第1インレット：現在のデバイスのユーザー・インターフェース・パ
ネルが開かれていれば、それを閉じる。
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device 第1インレット：数値を伴うdeviceは、その数値インデックスで指定さ
れるReWireデバイスに切り替える。インデックスは、右から2番目の
アウトレットに接続したポップアップ・メニュー・オブジェクトに表
示されている順序として得ることができる。

任意のシンボル第1インレット：シンボルはReWireデバイスの名前と
して解釈される。名前が有効であれば、rewire~はそのデバイスに切り
替えようとする。

tempo 第1インレット：数値を伴うtempoは、テンポを1分間あたりの拍数で
設定する。ReWireは整数テンポだけを扱うことができ、テンポが更新
されるのはクライアントからオーディオ・サンプルを返すための次の
呼び出しがあった時である。

position 第1インレット：数値を伴うpositionは、現在の再生位置を（サンプル
数で）設定する。

loop 第1インレット：3つの数値を伴うloopは、現在のループ位置とモード
を設定する。1番目の数値はループ開始位置をサンプル数で設定する。
2番目の数値はループ終了位置をサンプル数で設定する。3番目の数値
が1であれば、ループはオンになる。3番目の数値が0であれば、ルー
プはオフになる。しかしながら、ReWireクライアントはトランスポー
トまたはタイム・ベースの出力を生成しない場合には、ループを無視
するかもしれないことに注意せよ。例えば、MIDIノート・コマンドだ
けに反応するソフトウェア・シンセサイザーは、恐らくループには影
響されないだろう。

midi 第1インレット：4つまたは5つの数値を伴うmidiは、MIDIイベントを
ReWireデバイスに送信する。1番目の数値はタイム・スタンプの値で、
現状では無視される（言い換えれば、イベントはただちに送信される）。
2番目の数値はMIDIバスのインデックスである。ReWire 2は0から255
までのインデックスを付けられた256のMIDIバスを持つ。3番目の数値
はMIDIメッセージ・ステータス・バイトで、4番目と5番目の数値は
MIDIメッセージ・データ・バイトである。

map 2つの数値を伴うmapは、ReWireデバイスの出力チャンネルを、
rewire~オブジェクトのアウトレットにマッピングする。ReWireチャ
ンネルは1始まりで最大256である。rewire~オブジェクトのアウトレッ
トは第1アウトレットを1として指定され、0はReWireチャンネルをオ
フにする。例えば、map 3 2はReWireデバイスのオーディオ・アウトプ
ット・チャンネル3を、rewire~オブジェクトの左から2番目のアウトレ
ットにする。rewire~オブジェクトがReWireデバイスに接続された後
で、bangメッセージによってReWireオーディオ・アウトプット・チャ
ンネルの名前を見つけることができる。デフォルトでは、オーディ
オ・アウトレットはReWireデバイスの最初のチャンネルにマッピング

788

rewire~ ReWireデバイスをホストする



されている。言い換えれば、最も左のシグナル・アウトレットは、デ
バイスの最初のチャンネルを出力する。

アーギュメント

シンボル オプション。ReWireデバイス名を指定することができる。rewire~は
オブジェクトが初期化された時に、デバイスを開こうとする。

整数 オプション。rewire~オブジェクトが持つことになるオーディオ出力の
数を指定する。アーギュメントがない場合には、1つのオーディオ・
アウトレットが生成される。アウトレットの最大値は256である。

出力

シグナル （左から始まる）オーディオ・アウトレット：ReWireデバイスからの
オーディオ・シグナル出力は、rewire~オブジェクトのアウトレットか
ら出力される。デフォルトでは、最も左のアウトレットがデバイスの
最初のチャンネルを出力する。しかし、このマッピングはmapメッセ
ージで変更することができる。

シンボル 右から4番目のアウトレット：ReWireデバイスのトランスポートの状
態を表すメッセージ。positionメッセージに整数のアーギュメントを付
けると、トランスポート位置を15360 PPQとして出力する。playメッセ
ージとstopメッセージは、トランスポートのスタートやストップを表
す。

MIDI 右から3番目のアウトレット：ReWireデバイスから受信したMIDIイベ
ントは、このアウトレットからmidiという単語に続けて出力される。1
番目のアーギュメントは常に0（これはタイム・スタンプ）で、2番目
のアーギュメントはReWireのMIDIバスのインデックスである。3番目
のアーギュメントはMIDIステータス・バイトであり、4番目と（オプ
ションの）5番目のアーギュメントはMIDIデータ・バイトである。

シンボル 右から2番目のアウトレット：bangメッセージを受け取ると、現在利
用可能なReWireデバイスのリストが出力される。

シンボル 右のアウトレット：現在使用されているReWireデバイスの現在利用可
能なデバイス出力の名前のリスト（チャンネル順）が出力される。
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利用例

rewire~はReWire対応デバイスへのMIDIコミュニケーションと、
そのデバイスからのシグナルの出力を可能にする

参照

vst~ VSTプラグインをホストする
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入力

シグナル 第1インレット：入力されたシグナル値の端数を切り捨てる、または
切り上げる。

第2インレット：第1インレットから入力されたシグナル値の端数を、
入力されたシグナルの値を単位として切り捨てる、または切り上げる。
第1インレットに受け取ったシグナル値は、このインレットに受け取
った値の整数倍の値に絶対値として、もっとも近い値に切り捨てられ
るか、切り上げられる。または、このインレットに受け取った値と0
との間での整数倍に、もっとも近い値に切り捨てられる（後者につい
てはnearestメッセージを参照のこと）。

nearest 第1インレット：nearestと0以外の値をメッセージとして入力すると、
round~オブジェクトは、第1インレット入力されたシグナル値を、第2
インレットに入力された値の整数倍値で最も近い値にする。デフォル
トではこのモードになっている。nearest 0を入力した場合は、入力さ
れたシグナル値を、第2インレットに入力された値の整数倍値か0に切
り捨てる。

アーギュメント

整数または実数 オプション。入力されたシグナルが切り捨て、または切り上げられる
値を設定する。

出力

シグナル 入力されたシグナルを切り捨て、または切り上げたもの。

利用例

round~オブジェクトを用いて、特定の値を単位としてシグナルの小数部分を切り捨て、または切り上げる

参照

rampsmooth~ 入力シグナルにスムース処理を行う
slide~ シグナルへの対数的なフィルター処理
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入力

シグナル 第1インレット：サンプルするシグナルを入力。第2インレットに入力
するコントロール・シグナルが、現在のトリガー値と同じ値かそれよ
り小さい値から、トリガー値より大きくなった時に、第1インレット
のシグナルがサンプルされ、そのサンプル値が一定のシグナルとして
アウトレットから出力される。

第2インレット：サンプル＆ホールドのコントロール・シグナルを入
力する。sah~の出力を変化させるためには、コントロール・シグナル
が、トリガー値と同じ値またはそれより小さい値から、トリガー値よ
り大きな値になる必要がある。この変化が起こった時に第1インレッ
トに入力されたシグナルがサンプルされ、新しい出力シグナルの値と
なる。

整数または実数 第1インレット：トリガー値を設定する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。トリガー値を設定する。デフォルト値は0である。

出力

シグナル 第2インレットに入力されたコントロール・シグナルが、トリガー値
と同じかそれより小さい値から、トリガー値より大きな値へと変化し
た時に、出力シグナルは第1インレットに入力されているシグナルの
値に変化する。このシグナル値は次にコントロール・シグナルがトリ
ガー値を越えるまで出力し続ける。

利用例

次のトリガーまで一定のシグナル値を保持する

参照

phasor~ ノコギリ波の生成
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入力

実数または整数 入力されたサンプル数を、現在のサンプリング・レートにもとづきミ
リ秒に変換し、第2インレットから出力する。入力するサンプル値は、
小数部分を含んでいても構わない。例えば、サンプリング・レートが
44.1kzの場合、322.45サンプルは、7.31ミリ秒に変換される。（オーデ
ィオ処理がオフになっている時でも、実数または整数を受け取った時
に出力される。）

シグナル サンプル数を表すシグナル値。現在のサンプリング・レートにもとづ
きミリ秒に変換し、第1インレットから出力する。入力するサンプル
値は、小数部分を含んでいても構わない。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 第1インレット：サンプル数として入力されたシグナルの値に対応す
るミリ秒の値としてのシグナル。

実数 第2インレット：インレットに受け取ったサンプル数に対応するミリ
秒の値。

利用例

あるオブジェクトはサンプル単位で、あるオブジェクトはミリ秒単位で時間を扱う

参照

dspstate~ 現在のDSPの設定を出力する
mstosamps~ ミリ秒をサンプル数に変換
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入力

シグナル 第1インレット：入力シグナルをオシロスコープのX軸に沿って表示す
る。

第2インレット：入力シグナルをオシロスコープのY軸に沿って表示
する。

シグナル・オブジェクトが第1インレットと第2インレットの両方に繋
がれている場合は、第1インレット（X)に入るシグナルの値を水平位
置とし、第2インレット（Y）に入るシグナルの値を垂直位置とする点
を描画するX-Yモードとして動作する。2つのシグナルが同じであり、
位相がずれていない場合は、左から右に上昇する直線が表示される。
2つのシグナルが同じであり、位相が180度ずれている場合は、左から
右へ下降する直線が表示される。他の組み合わせでは円、楕円、リサ
ージュ図形が表示される。

整数 第1インレット：表示用バッファー内の値を集約するサンプル数を指
定する。小さな数値であれば、表示は拡大され、素早くスクロールさ
れる。この最小値は2、最大値は8092であり、デフォルト値は256であ
る。XモードまたはYモードでは、この周期における最大値または最
小値が使われる。X-Yモードでは、この周期の代表値が使われる。

第2インレット：表示用バッファーのサイズを設定する。これは、
scope~が表示のスケールと描画を更新する速度を決めることになる。
バッファー・サイズが大きいければ、シグナルのイメージは長い時間
画面に表示され、視覚的には縮小される。バッファー・サイズが小さ
ければ、シグナルのイメージが更新されるまで短い時間画面に表示さ
れ、視覚的に拡大される。

表示用バッファーを集約するサンプル数と、表示用バッファーのサイ
ズは、同じような働きをするように見えるが、それらは僅かに異なる
効果がある。最適な表示を行うパラメーターを決めるためには、それ
らをいずれも試してみる必要がある。

brgb brgbに続く0から255までの3つの数値によって、scope~オブジェクト
が表示する背景色をRGB値で設定する。デフォルト値は135 135 135で
ある。

bufsize bufsizeに続く数値によって、scope~オブジェクトが使用するバッファ
ーのサイズをサンプル数として設定する。

frgb frgbに続く0から255までの3つの数値によって、scope~オブジェクトが
表示する波形の色をRGB値で設定する。デフォルト値は102 255 51で
ある。
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range rangeに続く実数か整数の2つの数値によって、シグナルの振幅表示の
最小値と最大値を設定する。デフォルト値は-1と1である。

delay delayに続く数値によって、scope~が数値を集め始める前に待機するデ
ィレイ時間をミリ秒単位で設定する。0ではないディレイ時間の後に、
scope~はトリガー条件を待つ状態になる。トリガー条件とは、入力シ
グナルがトリガー状態（triggerメッセージで設定する）やトリガー・
レベル（triglevelメッセージで設定する）を満たす条件のことである。
デフォルトでは、ディレイ時間は0である。

trigger トリガー・モードを設定する。0ではないディレイ時間（delayメッセ
ージで設定する）の後に、scope~は、入力シグナルが指定した状態に
なってから、サンプルを集め始める。trigger 1は、シグナルがトリガ
ー・レベル（デフォルト値は0）以下から、同じかそれ以上になる増
加方向のトリガーを設定する。trigger 2は、シグナルがトリガー・レベ
ル（デフォルト値は0）以上から、同じかそれ以下になる減少方向の
トリガーを設定する。デフォルトのトリガー・モードは0で、0ではな
いディレイ時間の後、すぐにサンプルを集め始める。これは、ライ
ン・トリガー・モードとも呼ばれる。

triglevel triglevelに続く数値によって、トリガー・モード1とトリガー・モード2
で使われるトリガー・レベルを設定する。デフォルトのトリガー・レ
ベルは0である。波形表示において、トリガー・レベルを僅かに変化
させることによって、波形を左右に動かすことができる。表示を変え
ないために、トリガー・レベルを設定することもできる。

（マウス） scope~をクリックすれば、マウス・ボタンを押し続けている間、表示
が静止する。

インスペクター

scope~オブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表示、
編集することができる。WindowsメニューからShow Floating Inspector
を選択して、フローティング・インスペクターを有効にしている時、
任意のscope~オブジェクトを選択することで、scope~オブジェクトの
インスペクターをフローティング・ウィンドウに表示することができ
る。scope~オブジェクトを選び、ObjectメニューからGet Info...を選択
することでも、インスペクターを表示することができる。

scope~のインスペクターは、以下の属性を設定することができる。

Buffer per Pixelは、scope~が表示する1ピクセルあたりのバッファー数
を指定する。デフォルト値は25である。Buffer Sizeはscope~が使用す
る1バッファーあたりのサンプル数を指定する。デフォルト値は128で
ある。Rangeの数値は、表示する最小値と最大値を設定する。デフォ
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ルトのMin.は-1.0、Max.は1.0である。Delayの数値は、scope~が数値を
集め始める前のディレイ時間をミリ秒単位で設定する。Trigger Mode
のチェック・ボックスでは、Line Up（デフォルト）か、Line Downの
トリガー・モードを指定する（先のtriggerメッセージを参照のこと）。
Trigger Levelは、トリガー・モード1とトリガー・モード2で用いるト
リガー・レベルを設定する（先のtriglevelメッセージを参照のこと）。
デフォルトのトリガー・レベルは0である。

Colorsのポップアップ・メニューでは、描画色か背景色を選択し、ス
ウォッチ形式のカラー・ピッカーかRGB値によって、その色を指定す
る。Phosphorを選べば、波形の色を設定できるようになる。デフォル
トの描画色は102 255 51である。Backgroundなら、背景の色を設定す
る。デフォルトの背景色は135 135 135である。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点を、イ
ンスペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いてい
る状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし

出力

なし

利用例

シグナルを表示するか、X-Yモードで二つのシグナルを描画する

参照

meter~ 視覚的なピーク・レベル・インジケーター

Tutorial 24 Analysis: Oscilloscope（英文PDF参照）
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入力

整数または実数 第1インレット：第1インレットにシグナルが入力されていない場合、
整数または実数を入力することで、他のインレットに入力されたシグ
ナルのどれをアウトレットから出力するかを決めることができる。入
力値が0か負の数である場合、すべてのインレットが閉じられ、無音
のシグナルが出力される。入力値が1以上2未満の場合、第2インレッ
トへの入力シグナルがアウトレットから出力される。入力値が2以上3
未満の場合、第3インレットへの入力シグナルがアウトレットから出
力される。それ以降の入力値の場合も同様の動作となる。

シグナル 第1インレット：第1インレットにシグナルが入力されている場合、そ
のシグナルの値によって他のどのインレットに入力されたシグナルを
アウトレットから出力するかを決めることができる。シグナルの値が
0か負の数である場合、他のインレットは閉じられてアウトレットか
らは無音のシグナルが出力される。入力値が1以上2未満の場合、第2
インレットへの入力シグナルがアウトレットから出力される。入力値
が2以上3未満の場合は第3インレットへの入力シグナルがアウトレッ
トから出力される。それ以降の入力値の場合も同様の動作となる。

第2以降のインレット：任意のシグナルを入力する。どのインレット
の入力シグナルがアウトレットから出力されるかは、第1インレット
へ入力した整数か実数、またはシグナルの値によって決められる。そ
のインレットの指定する値については、第2インレットが1、第3イン
レットが2...という対応となっている。

第1インレットにはシグナルが接続されておらず、begin~で始まるシ
グナル・ネットワークがそれ以外のインレットに接続されている場
合、そのインレットが出力対象となっていなければ、begin~と
selector~間の処理がオフになる。

アーギュメント

整数 オプション。第1アーギュメントは入力するシグナルの数を指定する。
そのデフォルト値は1である。第2アーギュメントは出力するシグナル
の対応インレット初期値を指定する。そのデフォルト値は0であり、
すべてのインレットが閉じられて、無音シグナルが出力されることに
なる。シグナルが第1インレットに入力されている場合、第2アーギュ
メントは無効となる。

出力

シグナル 第1インレットに入力された数値かシグナルで指定された、開かれて
いるインレットへ入力したシグナルが出力される。すべてのインレッ
トが閉ざされている場合は、出力は無音となる。

797

selector~ 複数の入力を切り替えて、
1つのアウトレットから出力する



利用例

複数のシグナルから通過させるものを1つだけ選択：
必要がないシグナル処理を任意にオフにすることが可能である

参照

gate~ 複数アウトレットの1つへシグナルを切り替える
begin~ シグナル・ネットワークの切り替え可能な部分を定義する

Tutorial 5 Fundamentals: Turning signals on & off（英文PDF参照）
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入力

シグナル send~オブジェクトは入力シグナルを同じ名前を持つすべてのreceive~
オブジェクトに送信する。send~オブジェクトは対応するreceive~オブ
ジェクトと同じパッチの中に存在する必要はない。

set シンボルが後に続くsetメッセージは、そのシンボルを持つ異なる
receive~オブジェクトと接続するためにsend~オブジェクトの名前を変
更する。（同じ名前を持つreceive~オブジェクトが存在しない場合は
send~オブジェクトは何も行わない。）

アーギュメント

シンボル 必須。send~オブジェクトの名前を設定する。

出力

なし。

利用例

シグナルを send~オブジェクトへ入れ、同じ名前を持つすべての receive~オブジェクトから出す

参照

receive パッチ・コードなしでメッセージを受信する

Tutorial4 Fundameutals : Routing signals（英文PDF参照）
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入力

シグナル 値が0.から1.0の間にある入力シグナル（通常はphasor~の出力）を、
イベント・シーケンサーを動作させるために用いる。

任意のメッセージ seq~オブジェクトはメッセージを記録したり、再生することができる。
入力シグナルの現在値に従って、インレットに受け取ったすべてのイ
ベントを記録する。任意のメッセージは、seq~オブジェクト自体への
コマンドを除いて、記録することができる。後に示す利用例で、この
制限を解決する簡単な方法を示している。

注記：MIDI入力ストリームをMIDIイベントのリストに変換すれば、
seq~はMIDIデータを記録することができる。この変換は、壊れた
MIDIストリームを出力しないようにするために必要である。これは、
MIDIストリームのままの整数メッセージを個々に記録した場合、
seq~が単純に正方向にリニアに再生しなければ、MIDIストリームと
して正常ではなくなるからである。

bang seq~オブジェクトの現在のシーケンス・ナンバー、実行モード（録音、
オーバーダブ、再生）、現在のイベントの合計数についての情報を、
Maxウィンドウに表示する。

add addに続く整数と実数とメッセージは、整数によって指定するシーケ
ンス・ナンバーに対して、実数が指定する時刻に、そのメッセージに
よって指定するMaxイベントを追加する（例えば、add 2 0.5 honkなら、
シーケンス 2の中間時刻に再生されるようにhonkメッセージを追加す
る）。

dump 格納しているすべてのイベントのシーケンスの内容を、第2アウトレ
ットから出力する。dumpの後に数値が続く場合は、その数値によって
指定されるシーケンスを出力する。

erase すべてのシーケンスを消去する。

overdub overdubの後に1が続けば、seqnumメッセージによって設定されるシー
ケンスにおいて、オーバーダブ・モードでMaxイベントの記録を開始
する。この記録はループの現在地点から始まり、入力シグナルが1に
達すると最初に戻るように行われる。overdub 0メッセージは、オーバ
ーダブ・モードを停止する。

play playの後に1が続けば、入力シグナルの現在の値によって指定されるル
ープ地点から、seqnumメッセージによって指定された現在のシーケン
スのMaxイベントの再生を開始する。play 0は再生を停止する。デフォ
ルトでは、再生は停止している。
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read seq~オブジェクトのwriteメッセージによって作られたMaxイベントの
シーケンスを含むテキスト・ファイルを開き、seq~のメモリーに読み
込む。readの後にシンボルのアーギュメントがなければ、標準ファイ
ル・ダイアログを開き、読み込むことができるテキスト・ファイルを
表示する。readにシンボルが続く場合は、標準ファイル・ダイアログ
を開かずに、そのシンボルに一致する名前のファイルを開き、その内
容をseq~のメモリーに読み込む。

record recordの後に1が続けば、現入力シグナルの現在の値によって指定され
るループ地点から、seqnumメッセージによって指定された現在のシー
ケンスへの、Maxイベントの記録を開始する。record 0は記録を停止す
る。デフォルトでは記録は停止している。

seqnum seqnumに続く0から15までの数値によって、録音や再生を行う現在の
Maxイベントのシーケンス・ナンバーを指定する。

write 標準ファイル保存ダイアログが開き、ファイルの名前を指定すれば、
現在のMaxイベントのシーケンスのすべての内容を、テキスト・ファ
イルに保存する。writeの後にシンボルが続けば、seq~オブジェクトを
含むパッチと同じフォルダに、そのシンボルをファイル名としてファ
イルを保存する。パッチが保存されていない場合は、seq~はMaxアプ
リケーションと同じフォルダにファイルを保存する。

アーギュメント

なし。

出力

任意のメッセージ 第1アウトレット：play 1メッセージによって再生を行っている時、
seq~オブジェクトは、入力シグナルによって指定される時刻に記録さ
れたすべてのイベントを出力する。

リスト 第2アウトレット：dumpメッセージによって、seq~は指定されたシー
ケンスの内容をリストとして出力する。このリストには、シーケン
ス・ナンバーを指定する整数、時刻を指定するシグナルの値である実
数、そして、その時刻に出力する整数、実数、シンボル、リストのい
ずれかが含まれる。
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利用例

参照

phasor~ ノコギリ波の生成
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入力

open オーディオ・ファイル名を伴うopenは、その名前のファイルがMaxの
サーチ・パスの中に存在する場合に、そのファイルを開く。ファイル
名がない場合は、標準ファイル・ダイアログを開き、ファイルを選択
させる。ファイルが開かれた後、sfinfo~オブジェクトはファイルに問
い合わせて、チャンネル数、サンプル・サイズ、サンプリング・レー
ト、ミリ秒単位でのファイルの長さ、サンプル・タイプ、そしてファ
イル名を出力する。

bang openメッセージまたはsfinfo~オブジェクトのアーギュメントによって
指定されて、既にファイルが開かれている場合、bangはそのファイル
のチャンネル数、サンプル・サイズ、サンプリング・レート、ミリ秒
単位でのファイルの長さをsfinfo~オブジェクトのアウトレットから出
力する。

getnamed 第1インレット：sfplay~オブジェクトの名前を指定するシンボルを伴
うgetnamedは、指定された名前のsfplay~オブジェクトに問い合わせて、
チャンネル数、サンプル・サイズ、サンプリング・レート、ミリ秒単
位でのファイルの長さ、サンプル・タイプ、そしてファイル名をアウ
トレットから出力する。

アーギュメント

シンボル オプション。sfinfo~がその後にbangメッセージを受け取った時、
sfinfo~が出力するファイルの名前を付ける。このファイルはMaxのサ
ーチ・パスの中に存在しなくてはならない。

出力

整数 第1アウトレット：オーディオ・ファイルのチャンネル数。

第2アウトレット：ビット単位でのオーディオ・ファイルのサンプ
ル・サイズ（一般的には16）。

実数 第3アウトレット：オーディオ・ファイルのサンプリング・レート。

第4アウトレット：ミリ秒単位でのオーディオ・ファイルの長さ。

シンボル 第5アウトレット：オーディオ・ファイルのサンプル・タイプ。

以下のサンプル・データの方がサポートされる。

int8 8-bit intege
rint16 16-bit integer
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int24 24-bit integer
int32 32-bit integer
float32 32-bit floating point
float64 64-bit floating point
mulaw 8-bit μ-law encoding
alaw 8-bit a-law encoding

第6アウトレット：オーディオ・ファイルのファイル名。

利用例

指定したオーディオ・ファイルの情報を出力する

参照

info~ buffer~内のサンプルデータに関する情報の出力
sflist~ オーディオ・ファイルのキューを格納する
sfplay~ ディスクからオーディオ・ファイルを再生する

Tutorial 16 Sampling: Record and play audio files（英文PDF参照）
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入力

open openに続いてAIFF形式やSound Designer II形式（Macintoshのみ）、
WAV形式、NeXT/Sun形式のオーディオ・ファイル名を指定すること
で、Maxのサーチ・パス内にその名前のファイルがあれば読み込む。
ファイル名を指定せずにopenメッセージのみを入力した場合、標準フ
ァイル・ダイアログが開き、ファイルを選択する。ファイルを開くと、
次に別のファイルが開かれるまではメモリ内にデータが読み込まれ、
そのオーディオ・データの先頭がキュー1として定義される。その後
のキューについては、ファイル名の記述なしでpreloadメッセージを使
うことで、既に読み込んだファイルに対して指定することができる。
openメッセージが新たに入力された場合、これまで読み込んでいたフ
ァイルに対してであっても、preloadメッセージで以前のファイル名を
指定することで、そのファイルに対するキューを定義することができ
る。以前に読み込んだファイルで定義したキューは、別のファイルが
現在のファイルになったとしても、その定義は有効である。

clear clearに続くアーギュメントがない場合、すべてのキューの定義をクリ
アする。clearメッセージが入力されても、1番のキューだけは再生で
きる（既に一度はファイルが開かれた場合）。clearに続いて1つ以上の
数字が指定された場合は、そのsflist~オブジェクトが格納している指
定番号のキューを削除する。

embed embedに続いて0でない整数が指定された場合、パッチを保存する時に、
sflist~は格納しているすべてのキューの定義と現在の読み込みファイ
ル名を保存する。embed 0というメッセージは、パッチの保存時に
sflist~の内部情報を保存しないという指定となる。デフォルトの設定
では、パッチ保存時に現在のファイル名およびキューの情報は保存さ
れない。sflist~オブジェクトが格納しているキューとともに保存され
た場合、その保存されたパッチが読み込まれると、その時点で保存さ
れたキューに対応するオーディオ・ファイルなども読み込まれ、キュ
ーの情報が設定される。

fclose fcloseに続いて既に開かれたファイル名を指定することで、そのファ
イルを閉じるとともに、そのファイルに対するキューの情報すべてを
消去する。fcloseのみを指定した場合は、現在のファイルを閉じるだ
けとなる。

openraw openrawメッセージはopenと全く同じ機能を持つが、任意のファイルを
開いて現在のファイルとすることができる。指定したファイルは
44100Hzのサンプリング・レートを持つ16ビットのステレオで、ヘッ
ダ情報がない（ファイル先頭から実際のサンプル・データまでのオフ
セットが0）ファイルとみなして読み込まれる。samptype、offset、
srateやsrchansのメッセージによってファイル・タイプが明示的に指定
されている場合は、それらの情報に従って読み込まれる。
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preload 2以上の整数とともに指定することで、ファイル中の指定領域に対す
るキューを定義する。キュー番号がsflist~で定義された後、sfplay~オ
ブジェクトにそのキュー番号を指定すると、対応するファイルの領域
が再生される。キュー番号1は常に現在のファイル（最も最近openメ
ッセージで開いたファイル）の先頭であり、preloadメッセージで変更
することはできない。

preloadメッセージには多くの入力形式がある。preloadに続いて2から
32767のキュー番号を指定することは必須である。そのキュー番号の
後ろに再生するファイル名を指定する。そのファイルは現在既に開い
ているファイルか、またはMaxのサーチ・パス上にあるファイルを指
定し、キュー定義後はそのキュー番号にそのファイルが対応付けられ
る。ここで、キューで使うためにopenメッセージによって明示的に開
かれたファイルについては、preloadメッセージでのファイル指定は必
要ないことに注意が必要である。その場合、ファイル名の指定がなけ
れば、現在開かれているファイルが使われることになる。

オプションとしてファイル名を指定した後は、そのファイルの再生開
始位置をミリ秒単位で指定することができる。再生開始位置が指定さ
れない場合、キューの再生位置はファイルの先頭に設定される。再生
開始位置の後には、再生終了位置をミリ秒単位で指定することができ
る。再生終了位置を指定しない場合、または0を指定した場合、キュ
ーはファイルの最後まで再生する。再生終了位置が開始位置より前の
時刻を指定している場合、キューは定義できても再生されない。将来
的にはそれで逆再生のキューが指定できるようになるかもしれない。

開始・終了位置のアーギュメントの後には定義したキューを逆再生で
きるように双方向バッファ・フラグをオプションとして指定すること
ができる。このフラグを1にすると逆再生が可能なキューとなる。デ
フォルトの設定では0である（双方向バッファリングはオフ）。

最後のオプションであるアーギュメントは再生速度を設定するのに使
われる。sfplay~オブジェクトでのspeedメッセージで設定されたオブ
ジェクト全体の再生速度に対する相対速度を、1つの実数で設定する。
デフォルト値は1である。

定義した各キューには、sfplay~でのチャンネルごとにおおよそ40Kバ
イトのメモリが必要で、双方向バッファリングがオフの時にはデフォ
ルトのバッファ・サイズ（40,320バイト）である。双方向バッファリ
ングがオンの場合は、各キューのメモリ量は倍になる。

print 現時点で定義されたすべてのキューのリストを表示する。

samptype samptypeに続いて、サンプル・タイプを表すシンボルを指定する。こ
のサンプル・タイプはオーディオ・ファイルのサンプル・データを解
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釈する時に使われる（実際のサンプル・タイプを解釈する上で非常に
重要な値である）。これは時には“header munging”（ヘッダー情報の
書き換え）と呼ばれる。openrawメッセージによってファイルが読み
込まれる場合、特に指定しないと16ビット整数のサンプル・タイプと
して読み込もうとする。samptypeメッセージによるサンプル・タイプ
の指定はディスク上のファイルを修正するわけではない。

サンプル・タイプとしては次に示すものがサポートされている。

int8 8ビット整数
int16 16ビット整数
int24 24ビット整数
int32 32ビット整数
float32 32ビット浮動小数点
float64 64ビット浮動小数点
mulaw 8ビットμ-lawエンコード
alaw 8ビットa-lawエンコード

srcchans srcchansに続いてチャンネル数の数値を指定する。この数値はオーデ
ィオ・ファイル中のサンプル・データを解釈する時に使われる（実際
のチャンネル数を解釈する上で非常に重要な値である）。これは時に
は“header munging”（ヘッダー情報の書き換え）と呼ばれる。
openrawメッセージによってファイルが読み込まれる場合、特に指定
しないとチャンネル数は2として読み込もうとする。srcchansメッセー
ジによるチャンネル数の指定はディスク上のファイルを修正するわけ
ではない。

アーギュメント

シンボル 必須。sflist~の参照名を設定する。sfplay~オブジェクトはこの名前を
使ってsflist~に格納されたキューを参照する。

整数 オプション。あらかじめ読み込んでおくオーディオ・ファイルに用い
るバッファ・サイズを設定する。そのデフォルトのサイズは16384バ
イトで、最小サイズでもある。このあらかじめ用意しておくバッファ
は、オーディオ・ファイルの各チャンネルごとにバッファ・サイズの
4倍のサイズとなる。

出力

なし。
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利用例

sfplay~オブジェクトが使うキュー全体のリストを格納する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
groove~ 速度可変のループ再生
play~ ポジション・ベースのサンプル再生
sfinfo~ オーディオ・ファイルの情報を出力する
sfplay~ ディスクからオーディオ・ファイルを再生する
sfrecord~ ディスクへオーディオ・ファイルとして録音する

Tutorial 16 Sampling: Record and play audio files（英文PDF参照）
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入力

実数 第2インレット：オーディオ・ファイルの再生速度を定義する。1.0は
オーディオ・ファイルを通常の速度での再生を表す。-1は通常の速度
での逆再生を表す。2は通常の2倍の速度で、0.5は通常の半分の速度で
の再生を表す。

シグナル 第1インレット：入力シグナルはあらかじめ格納されたキューに対し、
正確なトリガーに基づく再生を行うのに使うことができる。シグナル
が第1インレットに入力されると、そのシグナルの整数部分がチェッ
クされる。そしてその整数部分の値がキューのインデックス番号と同
じ値になった時、その該当キューをトリガー再生する。負の数は無視
される。

第2インレット：オーディオ・ファイルの再生速度も、シグナルによ
って定義できる。これによって、再生速度を時間とともに変化させて
ビブラート効果を作り出したり、その他の再生速度に基づくエフェク
トをかけることができる。実数値を用いて行えるような再生速度の設
定もシグナルの値によって可能である。

整数 第1インレット：openメッセージによってファイルが開かれている場
合、1は（最も最近に開かれたファイルの）再生、0はその停止を表す。
1より大きな値については、preloadメッセージであらかじめ設定され
たキューに対してトリガーをかける。または、sfplay~オブジェクトの
保存状態を定義することになる。ファイルが再生されている時は、そ
のファイル中のオーディオ・データはオブジェクトが持つチャンネル
の数に対応したアウトレットから出力される。キューの再生が完了、
または0を入力して再生を停止した時、一番右側のアウトレットから
はbangが出力される。sfplay~オブジェクトがsflist~を参照するよう設
定されている場合（setメッセージかアーギュメントで設定）、入力さ
れる整数は、sfplay~内部ではなくsflist~に格納されたキューに対する
トリガーとして利用される。sfplay~内部に持つキューをリセットする
には、アーギュメントのないsetメッセージを入力する。

anything 第1インレット：sflist~の参照名と、それに続く数字がsfplay~に入力さ
れると、指定したsflist~にキューが存在するならば、そのキューを再
生する。

clear 第1インレット：アーギュメントのないclearメッセージは定義された
すべてのキューをクリアーする。clearメッセージが入力された後でも、
1の定義だけは再生できる（該当するオーディオ・ファイルを開くこ
とができる場合）。clearに続いて1つ以上の数字が指定された場合は、
その数字に該当するsfplay~内のキューが削除される。

embed 第1インレット：embedに続いて0でない任意の整数が入力されると、
sfplay~はパッチ保存時に、保持しているキューの定義と現在開いてい
るファイル名を保存するようになる。embed 0というメッセージは、パ
ッチ保存時にsfplay~の内部情報を保存しないという指定となる。デフ
ォルトの設定では、パッチ保存時に現在のファイル名とキューの情報
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は保存されない。sfplay~オブジェクトが格納しているキューとともに
保存された場合、その保存されたパッチが読み込まれると、その時点
で保存されたキューに対応するオーディオ・ファイルなども読み込ま
れ、キューの情報が設定される。

fclose 第1インレット：fcloseに続いて既に開かれたファイル名を指定するこ
とで、そのファイルを閉じるとともに、そのファイルに対するキュー
の情報すべてを消去する。fcloseのみを指定した場合は、現在のファ
イルを閉じるだけとなる。

リスト 第1インレット：sfplay~に対して再生するキューの順序列をリストと
して与えると、その順に再生する。次のキューは現在再生中のキュー
が終了してから再生される。キューのリストの最大数は128である。
リスト中のキュー番号が定義されていなかった場合は、その番号は無
視して、その次のキューの再生を試みる。sfplay~がsflist~オブジェク
トを参照する設定となっている場合は、リストは参照先のsflist~内に
格納されたキューを再生する。参照先が指定されていない場合は、
sfplay~内に格納されたキューを再生する。

loop 第1インレット：loopに続いて1を指定するとループ再生をオンにし、
loop 0はオフにする。デフォルト設定ではループ再生はオフである。

name nameに続いてsfInfo~などのオブジェクトがsfplay~を参照する際に用い
る参照名のシンボルを指定する。参照名を変更した場合、古い参照名
を指定していたオブジェクトからの参照は断たれる。各sfplay~の参照
名はひとつに限るべきであり、既に他のsfplay~オブジェクトが持つ参
照名を指定した場合、その名前を持っていた元々のsfplay~はその名前
では参照されなくなる。

offset 第1インレット：offsetに続いて数値を1つ指定することで、サンプル単
位での再生開始点を設定する。デフォルト値は0である。この値はサ
ンプルの整列に有効であるとともに、ファイルのヘッダー情報にあた
る部分をサンプル・データとして再生することを回避するのに有効で
ある。

open 第1インレット：AIFF、Sound Designer II（Macintoshのみ）、WAV、
NeXT/Sun、rawフォーマットのオーディオ・ファイルの名前を指定す
ることで、再生するファイルとして開き、現在のファイルとする。フ
ァイル名はopenの後に続けて指定し、Maxのサーチ・パス内に存在す
れば、そのファイルを開く。ファイル名を指定せずにopenメッセージ
が入力された場合は、標準ファイル・ダイアログが開くので、ファイ
ルを選択する。あるファイルが開かれた場合、別のファイルが開かれ
るまで、その内容がメモリ内に読み込まれ、sfplay~に1を入力するこ
とで、データの先頭から再生することができる。openメッセージが入
力されると、それまで読み込まれていたファイルは開かれたままであ
り、preloadメッセージでキューを指定する時に、ファイル名前を指定
して参照することができる。どのキューも直前のファイルに対して定
義されたものである場合、新しいファイルが開かれた後でも、それら
キューの定義は有効である。
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openraw 第1インレット：openrawメッセージはopenと全く同じ機能を持つが、
任意のファイルを開いて、現在のファイルとすることができる。指定
したファイルは44100Hzのサンプリング・レートを持つ16ビットのス
テレオで、ヘッダ情報がない（ファイル先頭から実際のサンプル・デ
ータまでのオフセットが0）ファイルとみなして読み込まれる。
samptype、offset、srateやsrchansのメッセージによってファイル・タイ
プが明示的に指定されている場合は、それらの情報に従って読み込ま
れる。

pause 第1インレット：pauseメッセージは、オーディオ・ファイルの再生を
その時点の再生位置で一時停止にする。再生の再開はresumeメッセー
ジで行える。

preload 第1インレット：2以上の整数とともに指定することで、ファイル中の
指定領域に対するキューを定義する。キュー番号が定義された後、そ
のキュー番号を指定すると、対応するファイルの領域が再生される。
キュー番号1は常に現在のファイル（最も最近openメッセージで開い
たファイル）の先頭であり、preloadメッセージで変更することはでき
ない。

preloadメッセージには多くの入力形式がある。preloadに続いて2から
32767のキュー番号を指定することは必須である。そのキュー番号の
後ろに再生するファイル名を指定する。そのファイルは現在既に開い
ているファイルか、またはMaxのサーチ・パス上にあるファイルを指
定し、キュー定義後はそのキュー番号にそのファイルが対応付けられ
る。ここで、キューで使うためにopenメッセージによって明示的に開
かれたファイルについてはpreloadメッセージでのファイルの指定は必
要ないことに注意が必要である。その場合、ファイル名の指定がなけ
れば、現在開かれているファイルが使われることになる。

オプションとしてファイル名を指定した後は、そのファイルの再生開
始位置をミリ秒単位で指定することができる。再生開始位置が指定さ
れない場合、キューの再生位置はファイルの先頭に設定される。再生
開始位置の後には、再生終了位置をミリ秒単位で指定することができ
る。再生終了位置を指定しない場合、または0を指定した場合、キュ
ーはファイルの最後まで再生する。再生終了位置が開始位置より前の
時刻を指定している場合、キューは定義できても再生されない。将来
的にはそれで逆再生のキューが指定できるようになるかもしれない。

開始・終了位置のアーギュメントの後には定義したキューを逆再生で
きるように双方向バッファ・フラグをオプションとして指定すること
ができる。このフラグを1にすると逆再生が可能なキューとなる。デ
フォルトの設定では0である（双方向バッファリングはオフ）。

最後のオプションであるアーギュメントは再生速度を設定するのに使
われる。オブジェクト全体に設定された再生速度に対し、相対速度を
1つの実数で設定する。デフォルト値は1である。

定義した各キューには、sfplay~でのチャンネルごとにおおよそ40Kバ
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イトのメモリが必要で、双方向バッファリングがオフの時にはデフォ
ルトのバッファ・サイズ（40,320バイト）である。双方向バッファリ
ングがオンの場合は、各キューのメモリ量は倍になる。

preloadメッセージは、常に低い優先順位として実行される。pauseや
resume、整数のメッセージはそうではない。オーバードライブ・モー
ドでこれらのメッセージを利用しようとして問題がある場合（最も最
近のキューが事前に設定される前に再生される場合など）は、deferオ
ブジェクトを使うと良い。

print オブジェクトの状態を表示すると同時に、現時点で定義されたすべて
のキューのリストを表示する。

resume 再生が一時停止状態にある場合、一時停止位置から再生を再開する。

samptype 第1インレット：samptypeに続けてサンプル・タイプを表すシンボルを
指定する。このサンプル・タイプはオーディオ・ファイルのサンプ
ル・データを解釈する時に使われる（実際のサンプル・タイプを解釈
する上で非常に重要な値である）。これは時には“header munging”
（ヘッダー情報の書き換え）と呼ばれる。openrawメッセージによって
ファイルが読み込まれる場合、特に指定しないと16ビット整数のサン
プル・タイプとして読み込もうとする。samptypeメッセージによるサ
ンプル・タイプの指定はディスク上のファイルを修正するわけではな
い。

サンプル・タイプとしては次に示すものがサポートされている。

int8 8ビット整数
int16 16ビット整数
int24 24ビット整数
int32 32ビット整数
float32 32ビット浮動小数点
float64 64ビット浮動小数点
mulaw 8ビットμ-lawエンコード
alaw 8ビットa-lawエンコード

seek 第1インレット：seekに続けて再生開始位置をミリ秒単位で指定するこ
とで、現在のファイル上で指定された地点から再生が始められる。再
生開始位置の後にオプションとして再生終了位置も指定して、再生を
停止する位置を設定することができる。seekメッセージはキューの開
始および終了位置を確認したり、正確な位置合わせをすることに使わ
れたりする。

注記：seekメッセージは常に低い優先順位として実行される。オーバ
ードライブ・モードでこのメッセージを利用しようとして問題がある
場合（新たな地点を探し終える前に他の処理が始まる場合など）は、
deferオブジェクトを使うと良い。
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set 第1インレット：setに続けてsflist~オブジェクトの参照名を指定するこ
とで、sfplay~オブジェクトに整数またはリストを入力した場合に、参
照先のsflist~に格納されたキューを再生するようにする。参照名の記
述なしでsetメッセージをsfplay~に入力した場合は、それまで設定され
ていたsflist~への参照をリセットし、そのsfplay~オブジェクトで定義
されたキューを利用して再生処理が行われるようになる。

speed 第1インレット：speedに続けて1つの数値を指定し、オブジェクト内
のすべてのキューに対して再生速度の乗数を設定する。値が1.0（デフ
ォルト値）の場合はすべて通常の速度で再生し、-1は通常速度での逆
再生を意味する。2は本来の倍の速度での再生を表し、0.5は本来の半
分の速度ということになる。例えば、あるキューのその時点での再生
速度が2だった場合、次にspeedメッセージで3を設定すると、そのキ
ューは通常の6倍の速度で再生することになる。

srate srateに続けてサンプリング・レート（Hz:ヘルツ）の数値を設定する。
この数値はこの数値はオーディオ・ファイル中のサンプル・データを
解釈する時に使われる（実際のサンプリング・レートを解釈する上で
非常に重要な値である）。これは時には“header munging”（ヘッダー
情報の書き換え）と呼ばれる。openrawメッセージでファイルを読み
込む場合、特に指定しない限りサンプリング・レートは44,100Hzとし
て読み込もうとする。srateメッセージによるサンプリング・レートの
設定は、ディスク上のファイルを修正するわけではない。

srcchans srcchansに続いてチャンネル数の数値を指定する。この数値はオーデ
ィオ・ファイル中のサンプル・データを解釈する時に使われる（実際
のチャンネル数を解釈する上で非常に重要な値である）。これは時に
は“header munging”（ヘッダー情報の書き換え）と呼ばれる。
openrawメッセージによってファイルが読み込まれる場合、特に指定
しないとチャンネル数は2として読み込もうとする。srcchansメッセー
ジによるチャンネル数の指定はディスク上のファイルを修正するわけ
ではない。

アーギュメント

シンボル オプション。第1アーギュメントがシンボルである場合、sflist~の参照
名と解釈し、sfplay~は対応するsflist~で設定されたキューを再生する
ようになる。シンボルのアーギュメントがない場合は、sfplay~自身の
内部で定義されたキューを再生することとなる。

整数 オプション。出力チャンネル数を設定する。この値はsfplay~オブジェ
クトが持つシグナルのアウトレット数を定義することになる。チャン
ネルの最大数は16で、デフォルト値は1となる。読み込んだオーディ
オ・ファイルが設定したよりも多くのチャンネル数を持っている場
合、設定以上のチャンネルについては再生されない。オーディオ・フ
ァイル側のほうがチャンネル数が少ない場合、余ったアウトレットか
らは0のシグナルが出力される。
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追加オプションのアーギュメントとして、サンプル数で表すディス
ク・バッファ・サイズを指定することができる。このアーギュメント
の値が0であると、デフォルトのディスク・バッファ・サイズが利用
される。

更に追加オプションのアーギュメントとして、生成されるアウトレッ
トの表示順番の情報を指定することができる。最後のアーギュメント
に1を指定すると、1つのシグナル用アウトレットが1番右側から1つ目
の位置に生成される。1番右のアウトレットは再生終了または停止し
た場合にbangを出力するためのアウトレットであり、現在の再生位置
をミリ秒単位の数値で出力するものでもある。

MSP上のすべてのオーディオ・シグナルと同様、この再生位置の数値
は32ビット単精度浮動小数点で表されるシグナルである。より高い精
度の再生位置の数値を必要とするならば、最後のアーギュメントに2
を指定することで、2つ目のアウトレットは単精度の丸め込み誤差を
含んだ32ビット単精度浮動小数点のシグナルを出力するアウトレット
を生成する。これら2つのシグナルを一緒に使うことで、倍精度浮動
小数点に近い精度の数値を得ることができる（注記：数分後には単精
度浮動小数点の値は実際のサンプルとは合わなくなる）。これら2つの
シグナルを、ht.+~オブジェクトのように、Max/MSPは未サポートだ
が高精度なシグナル処理オブジェクトとともに利用すると、正確なフ
ァイルの位置によるサンプル位置を計算できる可能性がある。

シンボル オプション。最後のアーギュメントがシンボルである場合、その名前
は他のオブジェクトがsfplay~オブジェクトを参照してアクセスするた
めの名前として設定される。

出力

シグナル インレットにキュー番号が入力されると、オーディオ・ファイルの各
チャンネルのデータが出力される。アウトレットは、出力チャンネル
として指定された数（sfplay~自身またはアーギュメントとして設定さ
れる数）に個々に対応したものが（第1アウトレットがチャンネル1と
いう具合に）生成されたものとである。

出力位置に関するオプション・アーギュメントを指定する場合、シグ
ナル出力の表示位置の情報が1つか2つ記述されることになる。そのア
ーギュメントが1である場合、1つのシグナル用アウトレットが1番右
側から1つ目の位置に生成される。1番右のアウトレットは、再生終了
または停止した場合にbangを出力するためのアウトレットであり、現
在の再生位置をミリ秒単位の数値で出力するものでもある。最後のア
ーギュメントを2とした場合、2つ目のアウトレットが生成され、単精
度の丸め込み誤差を含んだ32ビット単精度浮動小数点のシグナルを出
力するために使われる（詳細はsfplay~のアーギュメントのアウトレッ
トの位置に関する欄を参照のこと）。

bang 一番右側のアウトレット：ファイルの再生が終了、または0メッセー
ジによって停止された場合、bangが出力される。
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利用例

オーディオ・ファイルはそのすべてが読み込まれるわけではなく、ハード・ディスクから再生される

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
groove~ 速度可変のループ再生
play~ ポジション・ベースのサンプル再生
sfinfo~ オーディオ・ファイルの情報を出力する
sflist~ オーディオ・ファイルのキューを格納する
sfrecord~ ディスクへオーディオ・ファイルとして録音する

Tutorial 16 Sampling: Record and play audio files（英文PDF参照）
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入力

open 第1インレット：録音先となるファイルを開く。デフォルトではファ
イル・タイプはAIFFであるが、Sound Designer II（Macintoshのみ）や
NeXT/Sun、WAV形式などもサポートしている。ファイル名のアーギ
ュメントなしでopenメッセージが入力された場合は、標準ファイル保
存ダイアログが開くので、そこでファイル名を設定する。オプション
のシンボルとしてaiff、au、raw、sd2（Macintoshのみ）、waveを指定する
ことで、各ファイル形式が設定される（標準ファイル保存ダイアログ
でも、ポップアップ・メニューによってファイル形式を指定できる）。
openに続いて、それらファイル形式以外のシンボルが指定された場合
は、現在のデフォルト・ボリュームにファイルを作成する。同じ名前
のファイルが既に存在していた場合は、上書きする。ファイル形式の
シンボル（sd2など）を、ファイル名のアーギュメントの後に指定す
ることもできる。

整数 第1インレット：openまたはopensd2メッセージでファイルが既に開か
れている場合は、0でない値を入力することで、録音を開始する。そ
して、0で録音を停止してファイルを閉じる。0を入力した後に、再び
録音するには、もう一度openかopensd2メッセージでファイルを指定す
る必要がある。

録音中にハードディスク容量がなくなった場合など、何らかのエラー
が起こると、録音を自動的に終了することもある。

loop 第1インレット：loopに続き1を指定することで、ループ処理をオンに
する。loop 0はオフにする。デフォルトではループ処理はオフである。

nchans nchansに続いて1から16までの整数を指定し、録音されるオーディ
オ・ファイルのチャンネル数を設定する。デフォルト値は1である。

print 録音の進行状況に関する内部情報をMaxウィンドウに表示する。

record 第1インレット：openまたはopensd2メッセージでファイルが開いてい
る場合、recordに続けてミリ秒単位の時間を指定することで、録音を
開始して指定時間後に録音を終了する。その指定時間の録音が終了す
る前にsfrecord~の第1インレットに0を入力することで録音を停止する
ことができる。

resample resampleに続き1つの実数を指定することで、ファイルのアップサンプ
ルまたはダウンサンプルを行う。変換後のサンプル・レートは浮動小
数点の値で指定する。1.0は現在のサンプル・レートであり、0.5は現
在の半分、2.0は2倍、というように指定する。

samptype 第1インレット：samptypeに続いてシンボルを指定し、録音するオーデ
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ィオ・ファイルのサンプル形式を設定する（オーディオ・ファイルへ
実際に記録するサンプル形式として非常に重要な値である）。これは
時には“header munging”（ヘッダー情報の書き換え）と呼ばれる。
openrawメッセージによってファイルが開かれる場合、特に指定しな
いと16ビット整数のサンプル・タイプとして録音する。

次に示すサンプル・タイプがサポートされている。

int8 8ビット整数
int16 16ビット整数
int24 24ビット整数
int32 32ビット整数
float32 32ビット浮動小数点
float64 64ビット浮動小数点
mulaw 8ビットμ-lawエンコード
alaw 8ビットa-lawエンコード

シグナル 各インレットはオーディオ・ファイルの各チャンネルに対応してお
り、録音が開始されるとシグナルの入力を受け付ける。

アーギュメント

整数 オプション。インレットの数である入力チャンネルの数を設定する。
チャンネルの最大数は16で、デフォルト値は1である。作成されるオ
ーディオ・ファイルは、ここで指定した数と同じチャンネルを持つこ
とになる。実際に何チャンネルまで同時録音可能かは、CPUおよびハ
ードディスクの速度によって異なる。

利用例

入力されるサウンドやMSPで作り出されたサウンドを、オーディオ・ファイルへ保存する

参照

sfplay~ ディスクからオーディオ・ファイルを再生する

Tutorial 16 Sampling: Record and play audio files（英文PDF参照）
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入力

整数または実数 一定の値のシグナルとして出力する数値

シグナル 一般のシグナルの入力は受け付けない。唯一begin~の出力だけを接続
することができ、selector~を使ってシグナルの切り替えを行う時に、
begin~によって切り替える各シグナル処理の開始位置を宣言すること
ができる。

アーギュメント

整数または実数 オプション。出力シグナルの初期値を指定する。

出力

シグナル アーギュメントで指定した数値、または最も最近にインレットへ入力
した整数か実数による一定の値のシグナルが出力される。

利用例

sig~を利用することで一定の値のシグナルが扱える

参照

+~ シグナルの加算
begin~ シグナル・ネットワークの切り替え可能な部分を定義する
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター

Tutorial 4 Fundamentals: Routing signals（英文PDF参照）
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入力

シグナル 双曲線サイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の双曲線サイン値。

利用例

sinh~を用いて、オシレーターに同期した面白いオーディオ・コントロール・シグナルを作る

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン値
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル サイン関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力のサイン値。

利用例

sinx~を用いて、オーディオ・コントロール・シグナルとしてのサイクロイドを作る

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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入力

シグナル フィルター処理されるシグナル。新しい値が入力されると、slide~は
その入力シグナルに対して、次の式で表される処理を行って対数的な
フィルター処理を行う。

y(n) = y(n-1) + ((x(n) - y(n-1))/slide)

slide~から出力されるサンプル値は、入力シグナル値とその直前の出
力サンプル値の差分をスライド値（Slide）で割った値を、直前の出力
サンプル値に加えたものとなる。スライド値が1の場合、出力は入力
と同じとなる。スライド値が10の場合、出力シグナルは入力の変化に
対して速くとも1/10の変化しか表れない。この処理は特にローパス・
フィルターやエンベロープ・フォロワーの処理として有効となり得る。

実数 第2インレット：入力値が直前の値より大きい場合に、スライド値と
して使われる値（スライド・アップ値）を指定する。

第3インレット：入力値が直前の値より小さい場合に、スライド値と
して使われる値（スライド・ダウン値）を指定する。

アーギュメント

実数 オプション。スライド・アップ値を設定する。デフォルト値は1である。

実数 オプション。第2アーギュメントはスライド・ダウン値を設定する。
デフォルト値は1である。

出力

シグナル フィルター処理されたシグナル。

利用例

slide~は入力シグナルに対して対数的なスムース処理を施す

参照

rampsmooth~ 入力シグナルにスムース処理を行う
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入力

シグナル 第1インレット：シグナルの値がサンプリングされて、アウトレット
から出力される。

整数、または実数 第1インレット：すべての0でない数値はオブジェクトの内部時計をオ
ンにし、0はオフにする。正の値として内部時計の時間間隔が与えら
れている時、内部時計の初期状態はオンである。

第2インレット：入力シグナルからの値を自動的に出力するトリガー
の内部時計の時間間隔をミリ秒単位で設定する。時間間隔が0の場合、
内部時計は停止する。時間間隔が正の整数の場合、データを出力する
割合を変化させる。

bang 現在のシグナルの値を出力する。

offset 数値を伴うoffsetは、snapshot~オブジェクトがアウトレットから出力
する時に、出力されるシグナル・ベクターの中の数値を設定する。数
値は0（デフォルト）から現在のシグナル・ベクター・サイズの間の
値に強制的に整えられると。

アーギュメント

整数 オプション。最初のアーギュメントは内部時計の時間間隔を設定する。
0の場合は、内部時計は使用されない。この場合、snapshot~オブジェ
クトはbangメッセージを受け取った時にのみデータを出力する。デフ
ォルトの時間間隔は0である。2番目のアーギュメントは出力されるシ
グナル・ベクター内のサンプル番号を設定する。

出力

実数 snapshot~がbangを受け取った時、あるいは内部時計がオンの時は、入
力シグナルのサンプル値がアウトレットから出力される。

利用例

ある瞬間のシグナルのサンプル値を見る
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参照

capture 数値を格納し、表示・編集する
sig~ 一定の値のシグナル

Tutorial 23 Analysys : Viewing signal data（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：解析するシグナルを入力する。spike~オブジェクトは、
入力シグナルを解析してゼロである値からゼロでない値への変化を検
出して、その時間間隔をミリ秒単位で出力する。頻繁に変化を検出す
るような場合には、出力を行わない時間を設定することができ、その
ように設定した場合は、一定時間の後に時間間隔が出力される。

整数または実数 第2インレット：出力を行わない時間をミリ秒単位で指定する。これ
によって、シグナルの変化が検出された後、指定した時間の間はシグ
ナルの変化を出力しない。この時間が過ぎると、次にゼロである値か
らゼロでない値へ変化した時に、その時間間隔を出力する。出力を行
わない時間のデフォルト値は0である。

アーギュメント

整数または実数 オプション。出力を行わない時間を設定できる（上記参照）。

出力

実数 ゼロである値からゼロでない値へとシグナルの値が変化した時に、そ
の時間間隔をミリ秒単位で出力する。（出力を行わない時間が設定さ
れている場合はその時間も含めた値となる）

利用例

spike~ は、入力シグナルに対してどれだけ頻繁にゼロからゼロでない値へと変化しているかを出力する

参照

change~ シグナル値の変化方向を出力する
edge~ シグナルの論理的変化を検出する
zerox~ ゼロ地点の通過を検出する
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入力

シグナル sqrt~は、入力されたシグナルの平方根であるシグナルを出力する。入
力が負の場合、解は実在しないので、0が出力される。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の平方根。

利用例

入力されたシグナルの平方根を、シグナルとして出力

参照

curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・ジェネレーター
log~ シグナルの対数計算をする
pow~ シグナルの累乗計算をする
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入力

シグナル 第1インレット：第1インレットから入力されるシグナルは録音用バッ
ファに格納される。これは再生用バッファにコピーされ、再生用の音
源として使用することができる。

第2インレット：正または負の数で指定されるトリガーとなるシグナ
ルを受け取る。シグナルが正しい方向で極性を変化させる場合、第1
インレットから録音されたサンプルが再生バッファにコピーされる。

第3インレットとその後に続くインレット：それぞれのインレットに0
から1までの範囲で入力される位相としてのシグナルは、そのインレ
ットに対応する再生バッファの出力スピードをコントロールする。

bang 第1インレット：bangによって、録音されたサンプルの最後のバッフ
ァを再生バッファにコピーする。

第2インレットのトリガーとなるシグナルの代わりに、またはそれと
共に、bangを使用することができる。

整数 第1インレット：再生バッファのサイズをサンプル単位で指定する。
これはstutter~オブジェクトの最初のアーギュメントによって決定され
る最大のメモリーまでの数値として指定できる。

polarity 0か1を伴うpolarityはstuffer~のトリガーの極性を、負と正とのそれぞれ
に変換する。

ampvar 実数を伴うampvarは、出力シグナルのランダムな振幅変化を指定する。
デフォルト値は0である（変化なし）。

dropout 実数を伴うdropoutは、再生シグナルがドロップアウト（断続的に再生
するか、再生していないこと）する可能性の割合を決定する。デフォ
ルト値は0である（ドロップアウトは起こらない）。

repeat 実数を伴うrepeatは、以前の再生バッファをリピートさせるために、
入力バッファが再生バッファにコピーされない可能性の割合を決定す
る。デフォルト値は0である（リピートされない）。

setbuf バッファ名のアーギュメント、サンプル・オフセット、チャンネルを
伴うsetbufは、サンプルを指定した名前をを持つbuffer~オブジェクト
にコピーする。

注記：stutter~オブジェクトは、常に再生バッファとして内部バッフ
ァを使用する。違う方法で使用するためには必要に応じて、コピーし
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たサンプルを、名前を付けたbuffer~オブジェクトに送るることもでき
る。指定したメモリー量からバッファにコピーするために必要となる
時間はn/mである。ここでのnはコピーするサンプルの数で、mは
stutter~オブジェクトの4つ目のアーギュメントである。

アーギュメント

整数 必須。サンプル単位でのバッファの長さの最大値。これは、入力バッ
ファのメモリ・サイズを決定する。オブジェクトがトリガーされた時
に、入力バッファの一部が再生バッファにコピーされる。

整数 必須。トリガーを受けて、録音したものから再生バッファにコピーす
るためのサンプル単位でのバッファ・サイズの初期値。

整数 必須。第2インレットに入力されるトリガー・シグナルに反応するた
めに用いる極性。アーギュメントが0以上の場合、stutter~は正のトリ
ガーを受け付ける。そうでない場合、stutter~は負のトリガーを受け付
ける。

整数 必須。オーディオ・シグナルの繰り返しを実行する場合に、入力バッ
ファから再生バッファにコピーされるサンプル数（シグナル・ベクタ
ー・サイズ）。値が大きくなるほど、stutter~オブジェクトのメモリの
負荷は減少するが、CPUの負荷は増加する。整数 オプション。5番
目のアーギュメントは、再生バッファから再生する時に、stutter~オブ
ジェクトが独立した複数のシグナルとして出力する数を設定する。デ
フォルト値は1で、最大値は30である。stutter~オブジェクトに入力す
る位相シグナルの数値も、このアーギュメントによって決まる。

出力

シグナル すべてのアウトレット：stutter~オブジェクトのアウトレットは再生バ
ッファからのシグナルを出力する。再生位置とスピードは再生用アウ
トレットに対応する位相入力によって決定される。アウトレットの数
は、stutter~オブジェクトの5番目のアーギュメントによって決定され
る。
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利用例

stutter~はトリガーを受け取った時には常に、入力している新しい音の断片を
オシレータとして用いるバッファに格納する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
phasor~ ノコギリ波の生成
record~ サウンドをbuffer~のサンプル・メモリへ録音する
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svf~オブジェクトはHal Camberlinの書籍「Musical Applications of Microprocessors」の中で
定義されている状況可変フィルターのアルゴリズムを実装したものである。このフィルタ
ー・オブジェクトのユニークな特徴はローパス、ハイパス、バンドパス、そしてバンドリ
ジェクト（ノッチ）を同時に4つすべて出力することができる点である。

入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理が行われるシグナル。

第2インレット：フィルター処理を行う中心の周波数をヘルツ単位で
設定する。

第3インレット：バンドパス・フィルターの“Q”（おおよそのフィル
ターの鋭さ）を設定する。Qは中心の周波数によって分けられるフィ
ルター・バンド幅を定義する。利用価値が高いQの値は一般的に0.01
から500の間にある。

実数 第2、第3インレット：実数はフィルターの中心の周波数とQの値を変
化させるために入力される。デフォルトでは中心の周波数はヘルツ単
位で表される。設定する値の許容範囲は0から現在のサンプリングレ
ートの4分の1までである。便宜のために、svf~ブジェクトは追加の2つ
の入力モードを備えている。それはより慣習的な入力範囲である0～1
を使用するものである（詳細はlinear及びradiansのメッセージを参照の
こと）。シグナルがインレットの内の一つに接続されている場合は、
そのインレットに入力される数値は無視される。このインレットにシ
グナルが接続される場合、その値はシグナル・ベクター毎にサンプル
される。

Hz 各インレット：周波数の入力モードをヘルツ単位に設定する（デフォ
ルト）

linear 各インレット：周波数の入力モードをリニアに設定する（0～1）。リ
ニア・モードは標準のHzモードの比率を単純に変更したものであるの
で、0～1の範囲以外の値は全周波数範囲を超えることになる。

radians 各インレット：周波数の入力モードをラディアン単位に設定する（0
～1）。ラディアン・モードは式の中心の周波数を直接設定できる。入
力シグナルが同じ範囲（0～1）を持つ場合は、出力は人間の耳が持つ
指数的なピッチ・スケールに近い曲線的な周波数レスポンスを持つ。
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アーギュメント

実数 オプション。数値は、初期のゲイン、中心の周波数、そしてQの値を
設定する。デフォルト値はそれぞれ、ゲインは0、中心の周波数は0、
そしてQは0.01である。

Hz オプション。周波数の入力モードをヘルツ単位に設定する（デフォル
トのモードである。従って、アーギュメントを与えない場合も、同じ
である）。

liner オプション。周波数の入力モードをリニアに設定する（0～1）。

radians オプション。周波数の入力モードをラディアン単位に設定する（0～1）。

出力

シグナル フィルター処理が行われたシグナル。

利用例

4つのフィルターの出力を同時にsvf~オブジェクトから出力することができる

参照

biquad~ 2ポール、2ゼロのフィルター
onepole~ 単極のローパス・フィルター
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入力

シグナル 双曲線タンジェント関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力の双曲線タンジェント値。

利用例

tanh~を用いて、周期的なコントロール・シグナルを生成する

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanx~ シグナルのタンジェント関数
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tanh~ シグナルの双曲線
タンジェント関数



入力

シグナル タンジェント関数への入力。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力のタンジェント値。

利用例

tanx~を用いて、スパイクを生成する（入力がπ/2に近付いた時に、タンジェント値は急激に増加する）

参照

acos~ シグナルのアーク・コサイン関数
asin~ シグナルのアーク・サイン関数
atan~ シグナルのアーク・タンジェント関数
atan2~ シグナルのアーク・タンジェント関数（2変数）
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
cosh~ シグナルの双曲線コサイン関数
cosx~ シグナルのコサイン関数
sinh~ シグナルの双曲線サイン関数
sinx~ シグナルのサイン関数
tanh~ シグナルの双曲線タンジェント関数
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tanx~ シグナルの
タンジェント関数



入力

シグナル シグナルはtapout~オブジェクトによって読み出されるディレイ・ライ
ンに書き込まれる

clear ディレイ・ラインのメモリーをクリアするが、これによって出力にク
リック・ノイズが生じる場合もある。

アーギュメント

実数または整数 オプション。ミリ秒単位の最大ディレイ時間で、ディレイ・ラインの
メモリー・サイズを決定する。オブジェクトが生成された後にサンプ
リング・レートが高くなった場合には、tapin~はディレイ・ラインを
リサイズしようとする。アーギュメントがない場合には、デフォルト
の最大ディレイ時間は100ミリ秒となる。

出力

tap ディレイ・ラインを機能させるためには、tapin~のアウトレットが
taoput~の第1インレットに接続されていなければならない。tapin~のア
ウトレットは、他のいかなるオブジェクトにも接続することはできな
い。

利用例

tapin~はディレイ・バッファーを生成し、そこからディレイをかけたシグナルを取り出す

参照

delay~ サンプル単位のディレイ・ライン
tapout~ ディレイ・ラインからの出力

Tutorial 27 Processing: Delay lines（英文PDF参照）
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tapin~ ディレイ・ラインへの入力



ディレイ・ラインを機能させるため、tapin~オブジェクトのアウトレットはtapout~オブジ
ェクトの第1インレットに接続されていなければならない。

tapout~は1つまたはそれ以上のインレットを持ち、1つまたはそれ以上のアウトレットを
持つ。シグナルまたは数値としてインレットに入力されたディレイ時間は、インレットの
すぐ下のアウトレットから出力される出力シグナルに影響する。

入力

シグナル シグナルがtapout~のインレットのいずれかに接続されていると、その
下のアウトレットからのシグナルは、連続ディレイ・アルゴリズムを
使用する。入力されるシグナルの値は、ミリ秒単位でのディレイ時間
を表す。シグナルが十分ゆっくりと増加した場合には、出力のピッチ
は低くなり、反対にシグナルがゆっくり減少すれば、出力のピッチは
高くなる。連続ディレイ・アルゴリズムは、tapout~のインレットにシ
グナルが接続されていない時に用いられる固定ディレイ・アルゴリズ
ムよりも、計算負荷が高くなる。

実数または整数 シグナルがtapout~のインレットに接続されていなければ、固定ディレ
イ・アルゴリズムが使用され、インレットで受け取った実数または整
数によって、対応するアウトレットから出力されるシグナルのディレ
イ時間を設定する。ディレイ時間が変化した時に出力に、クリック・
ノイズが生じる場合もある。固定ディレイはディレイ時間が大幅には
変化しない残響などの多くの用途に適しており、連続ディレイ・アル
ゴリズムよりも計算負荷が低い。

リスト 第1インレット：複数の固定ディレイ時間を同時に変更することがで
きる。リストの中の最初の数値は最初のアウトレットのディレイ時間
を設定し、その後も同様である。あるインレットにシグナルが入力さ
れていれば、対応するリストの値は無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。ミリ秒単位の1つまたはそれ以上の初期ディレイ時間で、
それぞれがディレイ（タップ）インレットとアウトレットのペアの1
つ1つに対応する。例えば、50 100 300というアーギュメントは、3つの
インレットと3つのアウトレットに対応する独立したタップを持つ
tapout~オブジェクトを生成する。シグナルがインレットに入力されて
いると、対応するインレットとアウトレットのペアの初期ディレイ時
間は無視される。

834

tapout~ ディレイ・ラインからの
出力



出力

シグナル tapout~のそれぞれのアウトレットは、tapin~オブジェクトによって書
き込まれたディレイ・ラインの、独立してコントロールされるタップ
に対応する。tapout~のアウトレットからの出力シグナルは、アウトレ
ットのすぐ上のインレットで受け取った数値またはシグナル・コント
ロールで指定されたミリ秒だけ、tapin~への入力を遅らせたものであ
る。

利用例

tapout~は tapin~に入力されたシグナルを、一定時間だけ遅らせて出力する

参照

delay~ サンプル単位のディレイ・ライン
tapin~ ディレイ・ラインへの入力

Tutorial 27 Processing: Delay lines（英文PDF参照）

835

tapout~ ディレイ・ラインからの
出力



入力

シグナル 第1インレット：フィルター処理を行うシグナル。teeth~オブジェクト
はcomb~の変形の1つであり、現在の入力サンプルを、以前の入力と
出力の両方、またはいずれかのサンプルとミックスし、入力信号を一
定の間をおいた周波数間隔で強調または減衰させるコム・フィルター
となる。comb~オブジェクトと異なり、teeth~は極端なエフェクトを
加えるフィードフォワードとフィードバックを追加する。

第2インレット：フィードフォワードとして、現在の入力に入力の過
去のサンプルが加算されるまでのディレイ時間をミリ秒単位で設定す
る。

第3インレット：フィードバックとして、現在の入力に出力の過去の
サンプルが加算されるまでのディレイ時間をミリ秒単位で設定する。

第4インレット：出力に送られる入力サンプルの量をスケーリングす
るためのゲイン係数を決める。

第5インレット：出力に送られるフィードフォワードの量をスケーリ
ングするためのゲイン係数を決める。

第6インレット：出力に送られるフィードバックの量をスケーリング
するためのゲイン係数を決める。

実数または整数 第2から第6インレットのフィルター．パラメーターはシグナルではな
く、実数でも指定することができる。シグナルがインレットに入力さ
れている場合には、実数での指定は無視される。

リスト 5個のパラメーターを、第1インレットへリストとして入力することも
できる。第1の数値はフィードフォワード・ディレイ時間、次の数値
はフィードバック・ディレイ時間、第3の数値は入力サンプルのため
のゲイン係数、第4の数値はフィードフォワード・ゲイン係数、第5の
数値はフィードバック・ゲイン係数である。シグナルが対応するイン
レットに入力されている場合には、リストでそのインレットに入力さ
れたパラメーターは無視される。

clear teeth~オブジェクトの直前の出力のメモリーを消去して、0にリセット
する。

アーギュメント

実数 オプション。5個までの数値でフィードフォワードとフィードバック
のディレイ時間、ゲイン係数、フィードフォワードとフィードバック
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teeth~ フィードフォワードとフィードバックに
ディレイ・コントロールが付いたコム・フィルター



のゲイン係数を設定する。シグナルがあるインレットに入力されてい
る場合には、そのインレットにアーギュメントとして設定された係数
は無視される。アーギュメントがない場合には、最大ディレイ・タイ
ムはデフォルト値の10ミリ秒に、他のすべての値はデフォルトの0に
なる。

出力

シグナル フィルター処理を行ったシグナル。

利用例

teeth~は可変のフィードフォワードとフィードバックディレイで、入力シグナルにコム・フィルター処理を行う

参照

allpass~ オールパス・フィルター
comb~ コム・フィルター
delay~ サンプル単位のディレイ・ライン
reson~ レゾナンス付きバンドパス・フィルター
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thispoly~オブジェクトはpoly~オブジェクトに読み込まれるパッチの内部に置かれる。こ
のオブジェクトを読み込んでいるpoly~オブジェクトからメッセージの入出力を行う。

入力

bang パッチのインスタンスの番号を出力する。1つ目のインスタンスの番
号は1である。

シグナル シグナルの入力は、パッチのインスタンスのビジー状態を設定する。
入力されるシグナルが0でなければ、パッチのインスタンスのビジー
状態は1に設定される。シグナルの入力がなければ、ビジー状態は0に
設定される。

整数 0か1の値は、パッチのインスタンスのビジー状態を切り替える。ビジ
ー状態の（つまり、1に設定されている)オブジェクトは、読み込んで
いるpoly~オブジェクトの第1インレットに受け取られたnoteメッセー
ジやmidinoteメッセージによって作り出されたメッセージを受け取ら
ない。

mute muteメッセージは読み込まれたパッチのインスタンスにおけるDSP処
理のオフ（0）とオン（1）を切り替える。このメッセージは、パッチ
のビジー状態を切り替える整数メッセージとともに用いて、音を鳴ら
す間だけ処理されるパッチのボイスを作り出すことができる。

アーギュメント

なし。

出力

整数 thispoly~オブジェクトがbangを受け取った時に、1から始まるインスタ
ンスの番号を出力する。thispoly~オブジェクトを含んでいるパッチが、
poly~オブジェクトによって読み込まれていなければ、0を出力する。

利用例

thispoly~オブジェクトは、その poly~オブジェクトのサブ・パッチのインスタンス番号を出力する
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参照

in poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの入力
in~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの入力
out poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのメッセージの出力
out~ poly~オブジェクトによって読み込まれるパッチのためのシグナルの出力
poly~ パッチのポリフォニック処理とオーディオ処理を管理する

Tutorial 21 MIDI control:Using the poly~ object（英文PDF参照）
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入力

シグナル 第1インレット：検出したいレベルを設定するシグナル。

実数 第2インレット：入力シグナルに対するロー（リセット）スレッショ
ルド・レベルを設定する。入力シグナルのサンプルがハイ（セット）
スレッショルド・レベル以上の時、thresh~は入力シグナルのサンプル
が、このリセット・レベル以下になるまで、値が1であるシグナルを
出力する。

第3インレット：入力シグナルに対するハイ（セット）スレッショル
ド・レベルを設定する。入力シグナルがこのレベル以上の時、thresh~
は値が1であるシグナルを出力する。

アーギュメント

実数 第1のアーギュメントはロー（リセット）スレッショルド・レベルを
指定する。アーギュメントがない場合には、リセット・レベルは0に
なる。第2のアーギュメントはハイ（セット）スレッショルド・レベ
ルを指定する。アーギュメントがない場合には、セット・レベルは0
になる。アーギュメントが1つしかない場合には、そのアーギュメン
トはロー（リセット）スレッショルド・レベルを意味し、セット・レ
ベルは0になる。

出力

シグナル 入力シグナルのサンプルがハイ（セット）スレッショルド・レベル以
上の時、出力は1になる。出力は入力シグナルのサンプルがロー（リ
セット）スレッショルド・レベル以下になるまで1が続く。ハイ（セ
ット）スレッショルド・レベルとロー（リセット）スレッショルド・
レベルが同じであれば、入力シグナルのサンプルがロー（リセット）
スレッショルド・レベル以下になるまで出力は1になる。

利用例

シグナルがあるレベルを超えるのを検出する

参照

>~ 2つのシグナルの比較を行い、大きければ1を出力する
change~ シグナル値の変化方向を出力する
edge~ シグナルの論理的変化を検出する
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thresh~ 設定したレベルよりも
大きなシグナルを検出する



入力

シグナル 第1インレット：ミリ秒単位で第1アウトレットから出力されるパルス
波の周期（パルス・サイクルの時間間隔）を指定する。

第2インレット：パルス幅またはデューティー・サイクルをコントロ
ールする。パルスのオンの部分（シグナルの値が1）を出し続けるパ
ルス・インターバルの割合を表すシグナル値。この値が0であれば、
最小時間だけオンであるパルス・サイズ（通常は1サンプル）で、こ
の値が1であれば最大時間（通常はインターバル全体から1サンプルだ
けを除いた）のパルス・サイズとなる。この値が.5であれば、半分の
時間が1で、残り半分の時間が0であるパルスを作る。

第3インレット：パルスのオンの部分の始まりの位相を設定する。こ
の値が0であれば、インターバルの開始部分がオンとなり、他の値（1
まで、1なら0と同じ）なら、全体のパルス間のインターバルの割合と
してオンの部分を遅らせる。

実数または整数 周期、パルス幅、位相をコントロールするシグナル・オブジェクトの
代わりに使用される数値。シグナルがインレットに入力されている場
合には、実数または整数メッセージは無視される。

アーギュメント

実数または整数 オプション。パルス間のインターバルのミリ秒単位の初期値（デフォ
ルト値は1000）、パルス幅（デフォルト値は0.5）、そして位相（デフォ
ルト値は0）を指定できる。シグナル・オブジェクトがtrain~オブジェ
クトのインレットのどれかに入力されている場合には、対応する初期
アーギュメントの値は無視される。

出力

シグナル 第1アウトレット：指定されたインターバル、幅、位相を持つパルス
（矩形）波のシグナル。

bang 第2アウトレット：パルスのオン部分が始まると、bangが第2アウトレ
ットから出力される。このアウトレットを用いると、浮動小数点（ま
たはシグナル）値として指定できるインターバルを持ったシグナル同
期のメトロノームとして、train~を使用することができる。しかしな
がら、パルスのオン部分と実際のbangメッセージの出力の間には予測
不可能な遅れがある。スケジューラーのインターバルを1ミリ秒に設
定すると、この遅れは1ミリ秒以内であることが保証される。
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利用例

シグナルのリズミックな変化のための正確なパルスを出力する

参照

<~ 2つのシグナルの比較を行い、小さければ1を出力する
>~ 2つのシグナルの比較を行い、小さいか等しければ1を出力する
clip~ シグナルの振幅に制限をかける
phasor~ ノコギリ波の生成

842

train~ パルス波ジェネレーター



入力

シグナルまたは実数 第1インレット：任意のシグナルや実数、0から1に増加するシグナル
などを入力する。これらの値はtrapezoid~オブジェクトが持つウェー
ブテーブルを走査するのに使われる。trapezoid~は繰り返し波形のウ
ェーブテーブルによるオシレーターとして働き、phasor~オブジェク
トの出力や、その他のオーディオ・シグナルでも、そのコントロール
として利用することができる。

第2インレット：台形波の立ち上がり終了位置を、一波形内での位置
として0から1.0の値を入力する。デフォルト値は0.1である。

第3インレット：台形波の立ち下がり開始位置を、一波形内での位置
として0から1.0の値を入力する。デフォルト値は0.9である。

lo 第1インレット：loに続き、オプションの数値としてtrapezoid~が出力
するシグナルの最小値を指定する。デフォルト値は0である。

hi 第1インレット：hiに続き、オプションの数値としてtrapezoid~が出力
するシグナルの最大値を指定する。デフォルト値は1.0である。

アーギュメント

実数 オプション。2つの実数値の組で、立ち上がる終了位置と立ち下がる
開始位置を指定する。アーギュメントが 0. 0. の場合はノコギリ波を生
成し、0.5 0.5の場合は三角波を生成する。

出力

シグナル t rapezoid~に入力したシグナルに対応したシグナルを出力する。
phasor~オブジェクトの出力か、その他オーディオ・シグナルが
trapezoid~の走査に使われた場合、その出力は周期的な波形となる。
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trapezoid~ 台形波のウェーブテーブル



利用例

trapezoid~は波形の変化点を設定し、台形波形を生成する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
phasor~ ノコギリ波の生成
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 2 Fundamentals: Adjustable oscillator（英文PDF参照）
Tutorial 3 Fundamentals: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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入力

シグナルまたは実数 第1インレット：任意のシグナルや実数、0から1に増加するシグナル
などを入力する。これらの値はtriangle~オブジェクトが持つウェーブ
テーブルを走査するのに使われる。triangle~は繰り返し波形のウェー
ブテーブルによるオシレーターとして働き、phasor~オブジェクトの
出力やその他のオーディオシグナルを、そのコントロールに利用する
ことができる。

第2インレット：三角波のピークを一波形内での位置として0から1.0
の値で位相オフセット値を入力する。デフォルト値は0.5（この場合は
波形の中心にピークがある三角波となる）。phasor~オブジェクトの出
力を用いて、位相オフセットを0にした場合、triangle~の出力波形は傾
斜波形となり、位相オフセットを1.0にするとノコギリ波を出力する。

lo 第1インレット：loに続き、オプションの数値としてtriangle~が出力す
るシグナルの最小値を指定する。デフォルト値は-1.0である。

hi 第1インレット：hiに続き、オプションの数値としてtriangle~が出力す
るシグナルの最大値を指定する。デフォルト値は1.0である。

アーギュメント

実数 オプション。第2インレットと同じ0から1の値で位相オフセット値を
指定する。デフォルト値は0.5である。phasor~のシグナルでtriangle~
を動作させる場合、この値が0の時は傾斜波形を出力し、1の時はノコ
ギリ波を出力する。

出力

シグナル triangle~に入力したシグナルに対応したシグナルを出力する。phasor~
オブジェクトの出力かその他オーディオシグナルがtriangle~の走査に
使われた場合、その出力は周期的な波形となる。
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利用例

triangle~は異なる折り返し点を設定して異なる傾斜波形を生成する

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
cos~ シグナル（0-1の範囲）のコサイン関数
phasor~ ノコギリ波の生成
trapezoid~ 台形波のウェーブテーブル
wave~ サイズ可変のウェーブテーブル再生

Tutorial 2 Fundamentals: Adjustable oscillator（英文PDF参照）
Tutorial 3 Fundamentals: Wavetable oscillator（英文PDF参照）
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入力

シグナル 入力されたシグナルの小数部分を切り捨てる。trunc~オブジェクトは、
小数部分を持つシグナルを、もっとも近く、小さい整数値に変換する。
例えば、1.75は1.0に、-1.75は-1.0に切り捨てられる。このオブジェク
トの機能は単純だが、コンピュータには負荷のかかる処理である。

アーギュメント

なし。

出力

シグナル 入力されたシグナルを切り捨てたもの。

利用例

trunc~に小数部分をもったシグナルを入力し、小数部分を切り捨てる

参照

clip~ シグナルの振幅に制限をかける
round~ 入力されたシグナル値の端数の切り捨て／切り上げを行う
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入力

シグナル 第1インレット：出力シグナル用のインデックスとなる同期シグナル
を入力する。一般的には、このインデックスの数値の範囲は、0から
n-1（nはシグナル・ベクター・サイズ）となる。

第2インレット：このインレットに入力される同期シグナルは、処理
されるベクターの入力時のインデックスとして用いられる。一般的に、
この同期シグナルの数値の範囲は、0からn-1（nはシグナル・ベクタ
ー・サイズ）となる。この同期シグナルの範囲と、第1インレットに
入力した出力データのインデクスの範囲が違う場合は、2つの同期シ
グナル間でインデックスが対応する位置に各データが移動する。

第3インレット：フィルター処理されるシグナル・データ。通常は、
このインレットにはfft~やfftin~オブジェクトの出力など周波数領域の
情報が入力される。

rampsmooth 第1インレット：rampsmoothとそれに続く2つの整数を指定する。これ
らは、連続したフレームのベクター・データを、どのようにリニアに
スムース処理を行うかを指定する。

slide 第1インレット：slideとそれに続く2つの実数を指定する。これらは、
時間領域処理を行うslide~オブジェクトと同様の処理を行い、連続す
るベクター間の対数的な補間を行う。

deltaclip 第1インレット：deltaclipとそれに続く2つの実数を指定する。これらは、
連続するベクターにおいて対応するデータの変化量に制限をかけるも
のである。これは時間領域で処理を行うdeltaclip~オブジェクトと同じ
機能である。

アーギュメント

整数 オプション。処理されるベクター・サイズをアーギュメントとして記
述する。デフォルト値は512だが、vectral~オブジェクトに入力するシ
グナル・ベクター・サイズに適切に合わせるべきである。

出力

シグナル 第3インレットに入力されたシグナルに対してスムース処理が施され
たシグナルを出力する。その処理結果は、オブジェクトに指定したパ
ラメーターに従う。
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利用例

vectral~は、ベクター・データ（例えばFFTシグナル）のフレーム間に対する、
異なるタイプのスムース処理を行う

参照

cartopol 直交座標を極座標に変換する
cartopol~ シグナルについて直交座標を極座標に変換する
deltaclip~ シグナルの振幅変化量に制限をかける
fft~ 高速フーリエ変換
fftin~ pfft~に読み込まれるパッチにおける入力
fftinfo~ pfft~に読み込まれるパッチに関する情報の取得
fftout~ pfft~に読み込まれるパッチにおける出力
frameaccum~ 連続した位相変化データのフレームから位相を計算
framedelta~ 連続したFFT処理フレーム間の位相変化を計算
ifft~ 逆高速フーリエ変換
pfft~ 周波数領域処理を行うパッチの管理
poltocar 極座標を直交座標に変換する
poltocar~ シグナルについて極座標を直交座標に変換する
rampsmooth~ 入力シグナルにスムース処理を行う
slide~ シグナルへの対数的なフィルター処理

Tutorial 26 Frequency Domain Signal Processing with pfft~（英文PDF参照）
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注記：vst~オブジェクトはMax/MSPで作成されたVSTプラグインを利用できない。

入力

シグナル プラグインで処理する入力。プラグインがインストゥルメンツ・プラ
グインであれば、入力は無視される。

整数 第1インレット：現在読み込まれているプラグインのエフェクト・プ
ログラムを変更する。最初のプログラム番号は1である。

実数 整数に変換される。

リスト 第1インレット：現在読み込まれているプラグインのパラメーター値
を変更する。リストの1番目の要素はパラメーター番号（1で始まる）
で、2番目の要素はパラメーター値である。2番目の数値は0から1まで
の実数であり、0がパラメーターの最小値で、1が最大値である。

任意のシンボル プラグインのパラメーターを指名するシンボルに、0から1までの実数
が続き、パラメーターの値を設定する。

bypass 0ではないアーギュメントを伴うbypassは、現在読み込まれているプラ
グインの処理をストップし、オブジェクトのシグナル入力をシグナル
出力にコピーするようにする。bypass 0はプラグインの処理を有効に
する。

disable 0ではないアーギュメントを伴うdisableは、現在ロードされているプラ
グインの処理をストップし、無音を出力する。disable 0はプラグイン
の処理を有効にする。

get 数値アーギュメントを伴うgetは、プラグインの情報をプラグインの右
から3番目のアウトレットから出力する。数値アーギュメントが、1か
ら現在読み込まれているプラグインのパラメーターの数の間であれ
ば、getメッセージは、番号で指定されたパラメーターの値を（0から1
までの数値で）出力する。アーギュメントが0またはマイナスであれ
ば、getメッセージは右から2番目のアウトレットから、以下の情報を
出力する。

1. プラグインの入力の数
2. プラグインの出力の数
3. プラグインのプログラムの数
4. プラグインのパラメーターの数
5. プラグインのcanMonoフラグが設定されているか否か。これはプラ
グインがステレオでもモノラルでも使用できることを表す。

6. プラグインが独自のエディット・ウィンドウを持っていれば1、そ
うでなければ0。
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midievent 2個から4個までの数値を伴うmidieventは、プラグインにMIDIイベント
を送信する。最初の3つの数値アーギュメントはMIDIメッセージのバ
イトである。オプションの4番目のアーギュメントはMIDIノート・メ
ッセージのディチューン・パラメーターとして使用される。この値の
範囲は-64セントから64セントで、デフォルト値は0である。

mix 第1インレット：mix 1はミックス・モードをオンにするが、このモー
ドではプラグインの出力に入力が加算される。mix 0はミックス・モー
ドをオフにする。ミックス・モードがオフの時、プラグインの出力に
入力は加算されない。つまり、プラグインの出力だけがvst~オブジェ
クトのシグナル・アウトレットから出力される。

open プラグインのエディット・ウィンドウを開く

params paramsはプラグインのパラメーターのリストを、右から4番目のアウ
トレットから出力する

pgmnames pgmnamesはプラグインの現在のプログラム名を、右のアウトレットか
ら出力する

plug plugにアーギュメントを付けない場合は、ホストに新しいプラグイン
を選択できるように標準ファイル・ダイアログを開く。シンボル・ア
ーギュメントを伴うplugは、Maxサーチ・パスだけでなく、Maxアプ
リケーション・フォルダーの中のVstPlugInsというフォルダーからも、
指定された名前を持つVSTプラグインを検索する。新しいプラグイン
が見つかり、開かると、それ以前に読み込まれたプラグイン（もしあ
れば）は廃棄されて、新しいプラグインが読み込まれる。

read アーギュメントを付けない場合は、readはバンクまたは独立したプロ
グラムのフォーマットのエフェクト・プログラム・ファイルを開くた
めに、標準ファイル・ダイアログを開く。readはオプションでシンボ
ル・アーギュメントを続けることができ、Maxサーチ・パスからバン
クまたはエフェクト・プログラム・ファイルを探索する。

set シンボルを伴うsetは、エフェクトの現在のプログラムの名前をシンボ
ルに変更する。

wclose プラグインのエディット・ウィンドウを閉じる

write アーギュメントを付けない場合は、writeはエフェクト・プログラム・
ファイルの名前とタイプ（シングル・プログラムまたはバンク）を指
定するために、標準ファイル保存ダイアログを開く。writeはオプショ
ンで、保存するファイルのフル・パス名か部分的なパス名を指定する
シンボルを、アーギュメントとして続けることができる。この場合に
は独立したプログラム・ファイルとして保存される。
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writebank アーギュメントを場合は、writebankはエフェクト・プログラム・バン
ク・ファイルの名前を指定するために、標準ファイル保存ダイアログ
を開く。writebankはオプションで、保存するファイルのフル・パス名
か部分的なパス名を指定するシンボルを、アーギュメントとして続け
ることができる。

writepgm アーギュメントを付けない場合は、writepgmは独立したエフェクト・
プログラムのファイル名を指定するために、標準ファイル保存ダイア
ログを開く。writepgmはオプションで、保存するファイルのフル・パ
ス名か部分的なパス名を指定するシンボルを、アーギュメントとして
続けることができる。

アーギュメント

整数 オプション。1番目または1番目と2番目のアーギュメントが数値であ
れば、オーディオ入出力の数を設定する。1つの数値しかなければ、
その数値はアウトレットの数を設定する。2つの数値があれば、1番目
がインレットの数を設定し、2番目はアウトレットの数を設定する。

シンボル オプション。オブジェクトが生成された時に読み込まれるVSTプラ
グ・インファイルの名前を設定する。plugメッセージによってオブジ
ェクトを生成した後で、プラグインを読み込む（または、現在使用中
のプラグインを置き換える）こともできる。

シンボル オプション。プラグインの名前の後で、プラグインのためのプリセッ
ト・エフェクトを含むファイル名を指定することができる。このファ
イルが見つかると、プラグインが読み込まれた後に、プリセット・エ
フェクトが読み込まれる。

出力

シグナル 第1アウトレットとアウトプット・アーギュメントの数で定義された
シグナル・アウトレット：プラグインからのオーディオ出力。第1ア
ウトレットが左チャンネル（またはチャンネル1）。

シンボル 右から4番目のアウトレット：paramsメッセージを受け取ると、プラ
グインのパラメーターが一連のシンボルとして出力される。

注記：一部のプラグイン、特に独自のエディターを持つものでは、パ
ラメーターの名前を得られないことがある。

整数または実数 右から3番目のアウトレット：getメッセージを受け取ると、パラメー
ター値またはプラグインの情報に関する値が出力される。
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整数 右から2番目のアウトレット：プラグインによって受信された（ただ
し、midieventメッセージを使って受信したMIDIメッセージを除く）生
のMIDIバイト

シンボル 右のアウトレット：pgmnamesメッセージを受け取ると、一連のシンボ
ルが出力される。プログラム名が無ければpgmnames: Defaultというメ
ッセージが出力される。

利用例

VSTプラグインでオーディオ・シグナルを処理する

参照

rewire~ ReWireデバイスをホストする
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入力

シグナル 第1インレット：連続的に0から1へ変化する入力シグナルは、buffer~
オブジェクト内のサンプル・データの特定範囲を読み出す目的で使わ
れる。phasor~オブジェクトの出力は、wave~をオシレーターとして制
御したり、buffer~からウェーブテーブルとして繰り返し読み出すサン
プル範囲を調整することなどに使える。しかし、wave~の第1インレッ
トに接続しているphasor~の周波数を変更した時は注意が必要で、複
数の波形や繰り返し波形をウェーブテーブルとして利用していると
wave~から出力されるシグナルのピッチが、phasor~の設定周波数に完
全に同期しているとは限らない。phasor~の出力の正負逆のシグナル
をwave~に入力することで波形の逆再生が行える。

第2インレット：buffer~オブジェクトのサンプル・メモリに対し、読
み出す開始位置をミリ秒単位で波形の先頭からのオフセット値として
指定する。

第3インレット：buffer~オブジェクトのサンプル・メモリに対し、読
み出す終了位置をミリ秒単位で波形の先頭からのオフセット値として
指定する。

実数または整数 第2および 第3インレット：シグナルの代わりに波形読み出しの開始お
よび終了位置を数値で指定することができる。ただし、シグナルのパ
ッチ・コードをこれらのインレットに接続していない場合に限り、数
値入力が有効となる。

enable 第1インレット：enable 0 というメッセージは、その後のシグナル入力
を無視して、オブジェクトの働きを無効にする。enableに続いて0以外
の数値を指定すれば、処理を再開する。

interp 第1インレット：interpに続き、0以外の数値を指定すれば、ウェーブテ
ーブルの補間処理を行うようになる。これはwave~オブジェクトのデ
フォルトの動作である。interp 0 というメッセージで補間機能を無効に
することができる。

set 第1インレット：setに続きwave~がウェーブテーブルとして利用する
buffer~の参照名を、シンボルで指定する。この参照名のシンボルに続
き、読み出し開始および終了位置の数値をオプションとして指定する
ことができる。これらの値が指定されていない場合、デフォルトの開
始および終了位置（すなわち、buffer~内の最初と最後のサンプル）が
使われる。第2および第3インレットにシグナルが入力されている場合
は、setメッセージでのこれらの数値は無視される。
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アーギュメント

シンボル 必須。ウェーブテーブルとして利用するbuffer~の参照名を指定する。
wave~はbuffer~内のデータのコピーしたものを出力するわけではない
ため、buffer~内のデータが変更されると、wave~の出力も変化するこ
とに注意が必要である。buffer~内部に複数チャンネルのデータがある
場合でも、wave~は常に1つめのチャンネルのデータを読み出す。

実数または整数 オプション。buffer~の参照名に続き、波形の読み出し開始および終了
位置を指定することができる。どちらの値も、buffer~オブジェクト内
のサンプル・メモリの先頭からミリ秒単位のオフセット値として指定
する。デフォルトでは開始位置は0、終了位置はサンプル・データの
最後の位置となる。開始位置を0でない値とし、終了位置をサンプ
ル・データの最後のサンプルとする場合、アーギュメントはbuffer~の
後ろに1つの数値だけを指定する。第2インレットにシグナルが入力さ
れている場合は、アーギュメントでのbuffer~参照名の後の開始位置の
指定は無視される。同じく、第3インレットにシグナルが入力されて
いる場合は、終了位置のアーギュメントは無視される。追加オプショ
ンとして、これらの数値の後にbuffer~内のチャンネル数を指定するこ
とができる。

整数 オプション。出力チャンネル数を指定する。これはwave~オブジェク
トのアウトレット数となる。この最大数は4である。wave~オブジェク
トが参照するbuffer~オブジェクトがwave~オブジェクトのアウトレッ
ト数より多くのチャンネルを持っている場合、その余分なチャンネル
は再生されない。buffer~オブジェクトの保持するチャンネルのほうが
少ない場合は、wave~オブジェクトの余分なアウトレットからは0が出
力される。

出力

シグナル wave~オブジェクトで設定された読み出し開始位置と終了位置に相当
するbuffer~内の一部のデータを、wave~の第1インレットに入力された
0から1の範囲のシグナルに応じて読み出す。そして、そのbuffer~内の
相当するデータを、wave~のアウトレットから出力する。wave~への
入力シグナルが、phasor~オブジェクトが出力するノコギリ波のよう
な繰り返し波形である場合、それに対する出力波形は入力シグナルに
対応する周波数で繰り返すものとなる。（出力される1波形は、buffer~
内の一部のデータである）
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利用例

サンプルの一部を利用することで、可変サイズのウェーブテーブルとして繰り返し波形を出力する

参照

2d.wave~ 2次元のウェーブテーブル
buffer~ オーディオ・サンプルの格納
buffir~ buffer~を利用したFIRフィルター
groove~ 速度可変のループ再生
phasor~ ノコギリ波の生成
play~ ポジション・ベースのサンプル再生

Tutorial 15 Sampling: Variable-length wavetable（英文PDF参照）
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入力

実数 第1インレット：表示開始時間をミリ秒単位で設定する。この値を変
えると、buffer~のサンプル・データの要求された時間が表示の左端に
揃うように、ビューをオフセットやズームする。デフォルト値は0
（ターゲットのbuffer~の始まりから表示が始まる）である。

第2インレット：表示の長さをミリ秒単位で設定する。デフォルト値
はbuffer~の長さである。

第3インレット：選択範囲の開始時間をミリ秒単位で設定する。

第4インレット：選択範囲の終了時間をミリ秒単位で設定する。

リスト 第5インレット：第5インレットは、任意の数のwaveform~オブジェク
トが開始、長さ、選択開始、選択終了の値を共有できるようにリンク
入力を提供する。これらの値の中の任意の値が変化した時はいつでも、
waveform~はそれらすべてを第2アウトレットからリストとして出力す
る。このアウトレットが他のwaveform~オブジェクトのリンク入力に
接続されていれば、そのリストを受け取った時に更新される。

回路を完結するには、2番目のwaveform~オブジェクトのリスト出力を
第1のオブジェクトのリンク入力に接続する。このようにすると、ど
ちらか一方の（マウスクリックなどによる）変化は他方にも反映され
る。これは主にwaveform~オブジェクトが同じbuffer~の異なるチャン
ネルを表示している時に有効である。任意の数のwaveform~オブジェ
クトはこのようなやり方でリンクされ、1つの長い円状のチェーンを
形成することができる。この場合にはwaveform~はフィードバックが
発生するのを防止する。

bpm 1つまたは2つの数値を伴うbpmは、waveform~の表示で用いられるリ
ファレンスのテンポと小節当たりの拍数を設定する。最初のアーギュ
メントはテンポを分あたりの拍数で設定する。デフォルト値は120で
ある。2番目のアーギュメントはオプションで、小節あたりの拍数を
指定する。デフォルト値は4である。bpmメッセージは、あたかもユー
ザーがunit bpmメッセージを送ったかのように、表示時間単位を自動
的にbpmに設定する。時間の値は浮動小数点で表示される拍の再分割
付きの小節と拍で表示される。offsetメッセージはターゲットのbuffer~
の内容についての測定基準情報をそろえるのに有用である。
waveform~はsetbpmメッセージを用いて現在の選択に基づいてテンポ
を算出することもできる。

brgb RGB形式の3つの数値を伴うbrgbは、残りの表示内容がその上に描画
される前に、オブジェクトの矩形全体を塗りつぶすのに使われる背景
色を設定する。
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clipdraw 1を伴うclipdrawは、描画モードで変更された値を（vzoomメッセージ
によって決定される）表示の範囲にクリップされるようにする。
clipdraw 0はクリッピングを無効にし、ウィンドウの範囲を超えて自由
に値をスケーリングできるようにする。デフォルト値は0で、クリッ
ピングは行われない。

constrain constrainメッセージはwaveform~インターフェースの交代のふるまい
をトグルするための、1つのアーギュメントを伴う。その効果は
（modeメッセージによって決定される）現在のモードによって変化す
るが、一般的にshiftキーを押しながらマウス操作中を行った時に期待
されるのと同じ振る舞いを起こす。例えば、Selectモードでのクリッ
クは追加選択（選択範囲の最も近い終了ポイントだけを設定する）と
して解釈される。Moveモードでのbuffer~ナビゲーションが水平方向の
パンニングだけに制限されているのであれば、ズームはない。Loopモ
ードでの選択範囲の長さは垂直方向のマウス移動に関係なく保持され
る。明らかにこのメッセージは、適切なところにこの振る舞いを実装
することを意図している。任意の0でない整数アーギュメントによっ
て、制限されたインターフェースの動きが有効になる。0またはまっ
たくアーギュメントがなければ、制限を無効にしてデフォルトの振る
舞いに戻す。

crop cropメッセージはターゲットのbuffer~のオーディオ・データを現在の
選択範囲にトリムする。それはbuffer~を選択範囲の長さにリサイズし、
選択されたサンプルをそこにコピーし、その結果をデフォルトの設定
で表示する。これは破壊編集で、元に戻すことはできない。

frgb RGB形式で3つの数値を伴うfrgbは、波形グラフとしてbuffer~のデータ
を描画する時に使われる前景色を設定する。

grid 1つの整数または実数を伴うgridは、現在の時間測定単位に関連して、
垂直グリッド・ラインの間隔を指定する。例えば、waveform~が表示
にミリ秒を用いている場合、メッセージgrid 1000は、waveform~の表示
に1000ミリ秒間隔でグリッド・ラインを表示する。ラベルが有効であ
れば、グリッド・ラインの間に表示される。0のアーギュメントまた
はアーギュメントなしは、グリッド・ラインを無効にする。

labels 1つの整数を伴うlabelsは、表示の上部の全域で時間計測の数値ラベル
を、有効（1の場合）または無効（0の場合）にする。任意の0以外の
整数は数値ラベルを表示する。0のアーギュメント、またはアーギュ
メントなしの場合には、数値ラベルを表示しない。

mode シンボルのアーギュメントを伴うmodeは、waveform~がマウスの動き
に対してどのように応答するかを決定する。有効なシンボル・アーギ
ュメントはnone、select、loop、moveとdrawである。
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none waveform~を、クリックもドラッグも効果を持たない、表
示のみモードにする。便宜上、そしてカスタムのインタ
ーフェースのふるまいを追加するために、マウスの動き
はmouseoutputモードに従って送られる。アーギュメント
なしのmodeメッセージは、mode noneと同じ働きを持つ。

select waveform~オブジェクトのデフォルトの表示モードを設定
する。Selectモードでは、カーソルはwaveform~表示エリ
アの中にIビームとして表示される。クリック＆ドラッグ
して値の範囲を選択することができる。マウスの動きは
mouseoutput設定に従って、waveform~にupdateメッセージ
を生成させる。

loop 別のループ選択スタイルに設定し、そこでは垂直方向の
マウスの動きが選択範囲の長さを拡大または縮小し、水
平方向の動きがポジションに割り当てられる。これは
waveform̃.helpファイルに見られるように、groove~オブ
ジェクトをコントロールするのに効果的である。loopモ
ードが選択されている時、表示エリアの中でカーソルを
動かすと、そのアピアランスをダブルIビームに変える。

move waveform~オブジェクトのmoveモードに設定する。この
モードはwaveform~ビューをナビゲートできるようにす
る。垂直方向のマウスの動きは、ズーム・インまたはズ
ーム・アウトできるようにし、水平方向の動きは、x軸の
時間の範囲を通してスクロールできる。グラフの中のポ
イントをクリックすると、そのポイントが残りのマウ
ス・イベントの中心リファレンス・ポイントになる（マ
ウス・ボタンが離されるまで）。これによって絶えず表示
のセンターを合わせ直す必要がなくなり、あるスポット
をグラブしてズーム・インまたはズーム・アウトするこ
とができるようになる。

draw waveform~オブジェクトのdrawモードに設定する。このモ
ードでは、ペンシル・ツールでターゲットのbuffer~の値
を編集することができる。drawモードでクリック＆ドラ
ッグすると、buffer~のサンプルを直接変更し、取り消す
ことはできない。サンプル単位を見るにはズーム・アウ
トし過ぎている場合にも、サンプル値はドラッグするに
従って、結果が連続的に変化するようにリニア補間され
る。

mouseoutput シンボル・アーギュメントを伴うmouseoutputは、マウス
の動きに対応して、いつ選択範囲の開始と終了の値が出
力されるかを決定する。選択範囲の開始と終了（第3アウ
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トレットと第4アウトレット）だけが影響される。
mouseoutputモードに関係なく、マウスの情報は常に第5ア
ウトレットから出力される。有効なシンボルはnone、
down、up、downupとcontinuousである。

none 選択範囲の開始と終了は、マウスの動きに対応して出力
されない。アーギュメントなしのmouseoutputメッセージ
はこのシンボル（none）と同じ効果を持つ。

down waveform~の中でクリックした時のみ、現在の選択範囲の
開始と終了の値を（第3アウトレットと第4アウトレット
から）出力する。

up waveform~の中でクリックした後でマウスのボタンを離し
た時のみ、選択範囲の開始と終了を出力する。

downup waveform~の中でクリックした時と、マウスボタンが離さ
れた時の両方で、選択範囲の開始と終了を出力する。

continuous クリックした時や離した時、またドラッグ操作の途中で
値が変化した時はいつでも、選択範囲の開始と終了を出
力する。

normalize 1つの実数を伴うnormalizeは、アーギュメントによって与えられた値に
最も高いピークがマッチするように、ターゲットのbuffer~のサンプル
値をスケーリングする。これはオーディオを増幅または減衰させるが、
いずれの場合にも、すべてのbuffer~の値はスケーリングされ、この働
きは取り消すことができない。

offset 1つの実数を伴うoffsetは、すべてのラベルと時間計測のマーキングを、
指定された数値のミリ秒分だけシフトする。スナップの動き具合も同
様にシフトする。offsetは、メッセージoffset 0またはアーギュメントな
しのoffsetメッセージを送ることで、取り除くことができる。

rgb2 RGB形式の3つの数値を伴うrgb2は、選択範囲を識別する選択矩形の
色を設定する。

rgb3 RGB形式の3つの数値を伴うrgb3は、オブジェクトの矩形とラベルの
エリアの周りの1ピクセルのフレームの描画に用いられるフレームの
色を設定する。

rgb4 RGB形式の3つの数値を伴うrgb4は、ラベル・テキストの色を設定する。

rgb5 RGB形式の3つの数値を伴うrgb5は、ラベルの背景色を設定する。



rgb6 RGB形式の3つの数値を伴うrgb6は、（有効であれば）チェックマーク
と計測ラインの色を設定する。

rgb7 RGB形式の3つの数値を伴うrgb7は、選択矩形のOpColorを設定する。
上で指定したように、選択矩形はrgb2を前景色として描画される。し
かし、このオペレーションの間の転送モードは、rgb7をOpColorとして
ブレンドして設定される。rgb2とrgb7の異なる組み合わせを試みると、
それらが色と不透明度に影響するかを見ることができる。グレーのシ
ェードはここでは有用である。

set buffer~オブジェクトの名前の1つのシンボルまたは整数を伴うsetは、
waveform~をbuffer~にリンクし、デフォルトの表示値で描画する。オ
プションの整数アーギュメントは、マルチ・チャンネルのbuffer~オブ
ジェクトを表示するためのチャンネル・オフセットを設定する。リン
クされたbuffer~の名前はMaxパッチに保存されないので、必要であれ
ば他に格納する必要がある。

setbpm アーギュメントなしのsetbpmは、waveform~に現在の選択範囲の基づ
いてテンポを計算させる。それはメッセージunit bpmを送信したかの
ように、自動的に表示時間の単位をbpmに設定する。選択範囲が小節
の論理にかなった倍数または分割を含むようにテンポが選択され、現
在の小節当たりの拍数を保つように、基準を満足する現在のテンポに
最も近い値を探そうとする。適切なテンポが選択された時、offsetパラ
メーターは選択範囲の開始時間が、小節線ちょうどに収まるように調
整される。

それゆえに、選択エリアは対応するテンポによって精密に枠にはめら
れるようになってしまう。この手法の1つの用途は、オーディオの一
部分に時間のラベルとティック・マークを瞬時に確立させる場合であ
る。できるだけ正確に1小節を選択した後、setbpmメッセージを送信
してsnap to labelをオンにすると、選択範囲を瞬時に測定基準値に量子
化することができるようになる。

ターゲットのbuffer~が、既に拍または小節の論理的な数値に切り落と
されたオーディオ・セグメントを含む場合に、最も良い方法は（選択
開始と選択終了インレットへのメッセージで）buffer~のすべの部分を
選択し、続いてsetbpmメッセージを送ることである。buffer~が正確に
切り落とされている場合には、結果として生じるテンポ・オーバーレ
イは極めて正確で、測定基準情報と共にテンポを明らかにする。

新しいテンポが計算されると、任意のリンクされたwaveform~オブジ
ェクトを更新するため、そして取り囲んでいるパッチに、要求された
すべての方法で利用されるように、最も右のアウトレット（リンク・
アウトレット）から出力される。
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snap シンボル・アーギュメントを伴うsnapは、waveform~の選択範囲のス
ナップ・モードを設定する。snapは選択の開始ポイントと終了ポイン
トをスナップ・モードで定義されたbuffer~の特定の部分に自動的に移
動する。可能なアーギュメントはnone、grid、zeroである。

none スナップを無効にして自由な選択をできるようにする。
これはデフォルトである。アーギュメントなしのsnapメ
ッセージも、同じ効果を持つ。

grid girdメッセージによって設定された垂直グリッド・ライン
に、選択開始と終了ポイントがスナップするように指定
する。グリッド・ラインの間隔は現在の時間計測単位と
（オフセットが指定されている場合には）オフセット値よ
って影響されるため、グリッドへのスナップは、これら
のパラメーターにも同様に影響される。

tick 選択の開始と終了を、ticksメッセージによって指定され
るティック単位にスナップする。

zero 選択を一定のグリッドにスナップさせる代わりに、この
モードではbuffer~データのゼロクロスを検索する。これ
らは正のサンプルの後に負のサンプルが続く、またはそ
の逆のポイントとして定義される。これはループや編集
ポイントを探すのに有効である。

ticks 1つの数値を伴うticksは、それぞれのグリッド・ラインの間に描画さ
れるティックスの数を指定する。デフォルトは8である。0のアーギュ
メント、またはアーギュメントなしで、ティック・マークを無効にす
る。

undo このモードはwaveform~の選択に対してだけ作用する。それは選択の開
始と終了ポイントを直前の値に戻す。これはマウスで微調整をしてい
る時に、誤って間違った場所をクリックしてしまった場合や、そうで
なくてもうっかり選択を変えてしまった時に役立つ。undoコマンドを
繰り返すと最後の2つの選択状態の間でトグルする。

unit 1つのシンボル・アーギュメントを伴うunitは、表示に用いられる時間
計測単位を設定する。有効なアーギュメントはms、samples、phaseそ
してbpmである。

ms 表示単位をミリ秒に設定する。これがデフォルトである。

samples ターゲットのbuffer~のサンプル位置として現在の位置が
表示される。offsetメッセージによってシフトされない限
り、最初のサンプルは0として番号付けられる。
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phase 0が最初のサンプルを参照し、1が最後のサンプルを参照
するように正規化されたbuffer~内の位相に基づいて、時
間を表示するようにする。このタイプの計測単位は、
phasor~やwave~といった0-1シグナル同期を用いるオブジ
ェクトと共に使う場合に特に関連性がある。

bpm そのいずれもbpmメッセージで設定できるマスター・テ
ンポと、小節あたりの拍数に比例して時間リファレンス
単位として分あたりの拍数を指定する。waveform~は
setbpmメッセージで現在の選択にフィットするテンポを
計算することもできる。

vlabels 1つの整数を伴うvlabelsは、waveform~表示の右端に沿う垂直軸のラベ
ルを有効または無効にする。任意の0でない数値は、ラベルを表示す
る。0のアーギュメント、またはアーギュメントなしは、ラベルを表
示しない。

voffset 1つの実数を伴うvoffsetは、waveform~表示の垂直オフセットを設定す
る。0の値はx軸を中心に配置し、これはデフォルトである。

vticks 1つの整数を伴うvticksは、waveform~表示の左右単に沿う垂直軸のテ
ィック・マークを有効または無効にする。任意の0でない数値は、テ
ィック・マークを表示する。0のアーギュメント、またはアーギュメ
ントなしは、ティック・マークを表示しない。

vzoom 1つの実数を伴うvzoomは、waveform~表示の垂直スケーリングを設定
する。

インスペクター

waveform~オブジェクトの振る舞いはインスペクターを使用して、表
示、編集することができる。WindowsメニューからShow Floating
Inspectorを選択して、フローティング・インスペクターを有効にして
いる時、任意のw a v e f o r m ~オブジェクトを選択することで、
waveform~オブジェクトのインスペクターをフローティング・ウィン
ドウに表示することができる。waveform~オブジェクトを選び、
ObjectメニューからGet Info...を選択することでも、インスペクターを
表示することができる。

waveform~のインスペクターでは、次のアトリビュートを設定するこ
とができる。
Unit（単位）ポップアップ・メニューは、波形表示で用いられる時間
計測単位を設定する。これは先述したunitメッセージに対応する。
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Label（ラベル）ポップアップ・メニューは、波形表示で用いられる
ラベルの種類を設定する。オプションはnone（なし）、milliseconds
（ms、デフォルト）、number of samples（サンプル数）、phase units（位
相単位）、またはbpm（分あたりの拍数）である。

Mouse Output Mode（マウス・アウトプット・モード）は、いつマウ
スの動きが表示をトリガーして選択を出力するかを決定する（先述し
たoutputメッセージを参照のこと）。デフォルトのモードはcontinuous
である。

Edit Mode（エディット・モード）ポップアップ・メニューは、
waveform~オブジェクトの表示モードを設定するのに用いられる。デフ
ォルトはselectモードである（先述したmodeメッセージを参照のこと）。

Color（カラー）ポップアップ・メニューは、swatchまたはRGB値を用
いてwaveform~オブジェクトによる表示で用いる色を指定する。

Revertボタンは、このオブジェクトに設定したすべての変更点をイン
スペクターを開いた直後の状態に戻す。インスペクターが開いている
状態で、EditメニューのUndo Inspector Changesを選択することでも、
オブジェクトの状態をそのインスペクターを開く前の状態に戻すこと
ができる。

アーギュメント

なし。

出力

実数 第1アウトレット：ミリ秒単位での波形の表示開始時間

第2アウトレット：ミリ秒単位での表示の長さ

第3アウトレット：ミリ秒単位での選択範囲の開始時間

第4アウトレット：ミリ秒単位での選択範囲の終了時間

リスト 第5アウトレット：これはマウス・アウトレットであり、waveform~オ
ブジェクトの中でクリックすることによって始まるマウスのクリッ
ク、ドラッグ、リリースというサイクルに関する情報を出力する。リ
ストは3つの数値を含む。
最初の数値は、waveform~オブジェクトに相対する0-1スケール単位の
マウスの水平（x）位置を指定する実数である。waveform~の左端では
xは常に0であり、右端では常に1.である。
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リストの2番目の数値はマウスの浮動小数点y値であり、buffer~の値に
マッチするようにスケーリングされる。デフォルトのvzoom=1.と
voffset=0.では、waveform~の上端は1、下端は-1になる。

最後に、リストの3番目の数値は、現在行われているマウス・イベン
トの部分を示す整数である。マウス・ダウンまたはクリックの場合に
は、この値は1となる。ドラッグ中は2で、マウス・アップの時は3と
なる。これらはマウス・クリックに対する独自の反応を作るのに役立
つ。マウスが動いたか否かに関わらず、ドラッグ期間が始まったこと
を示すために、ドラッグ（2）メッセージはマウス・ダウン（1）メッ
セージに続いて送信されることに注意が必要である。

第6アウトレット：waveform~は表示開始時間、表示区間の長さ、選択
開始時間、選択終了時間を含むリストを、これらの値のどれか1つが
（マウスの動作や実数入力などによって）変化した時には、いつでも
出力が行われる。詳しくは先述したリンク入力情報を参照のこと。

利用例

waveform~は、buffer~オブジェクトからのサンプル・データを表示、選択、編集できる

参照

buffer~ オーディオ・サンプルの格納
groove~ 速度可変のループ再生
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入力

シグナル 第1インレット：分析するシグナル

set 第1インレット：setに続く、0.0から1.0までの実数は、第2アウトレッ
トから出力するクリック（インパルス）の音量を設定する。

アーギュメント

実数 オプション。第2アウトレットから出力するクリックの音量を設定す
る。音量の数値は0.0から1.0までの範囲である。デフォルト値では1.0
である。

出力

シグナル 第1アウトレット：シグナル・ベクターごとのゼロ地点の通過回数を
示すシグナル。これは直前のシグナル・ベクターにおいて検出した回
数である。

第2アウトレット：ゼロ地点を通過したことを検出した時に、第2アウ
トレットからクリック（インパルス）を出力する。クリックの音量は
アーギュメントやsetメッセージで設定する。

利用例

入力シグナルにおいて、ゼロ地点を通過した回数を数えるためにzerox~を用いる

参照

change~ シグナル値の変化方向を出力する
edge~ シグナルの論理的変化を検出する
spike~ ゼロ値と非ゼロ値の間の時間間隔を計る
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zigzag~オブジェクトは、line~に類似している。line~オブジェクトのスタックベースの実
装が、出力後に情報を保持しないのに対して、zigzag~はリンク・リストの実装を用いる。
単に現在のラインを記憶するのに加えて、zigzag~オブジェクトはポイントを挿入、削除、
追加することで、リストを変更することができる。

zigzag~オブジェクトのリンク・リストのそれぞれの要素は値（y）と、ある値から他の値
への遷移が起こる時間を指定する遷移時間の値（deltax）を持つ。zigzag~オブジェクトが
リストを含む時、リストをトリガーする（開始ポイントと終了ポイントを設定したり変更
したりすることができる）、異なる速度で前や後ろに移動する、ループするといったこと
ができる。リスト中の現在の位置はジャンプしたり、保持したりすることができる。

入力

mode 0から3までの数値を伴うmodeは、zigzag~オブジェクトがメッセージ
やシグナルに反応する方法を指定する。オペレーションのモードをま
とめると、以下の通りである。

モード0はデフォルトのオペレーションのモードである。zigzag~オブ
ジェクトがbangを受け取ると、開始ポイント（または方向がネガティ
ブであれば終了ポイント）にジャンプし、そこから値の出力をはじめ
る。このジャンプについての時間の値は、bangdeltaメッセージで設定
される長さを持つ。bangdeltaのデフォルトの値は0である。このモー
ドで、zigzag~オブジェクトの第1インレットにシグナルが入力されて
いれば、リストの現在のインデックスは、そのシグナルによって決定
される。以前に設定されたspeed、loopmode、start、endメッセージは
無視される。

zigzag~のモード1の振る舞いは、bangの効果に関してはモード0とま
ったく同じである。モード1では、シグナル入力はそれとは違って扱
われる。モード1でzigzag~オブジェクトの第1インレットにシグナルが
入力されていれば、入力シグナルはトリガー・シグナルとして機能す
る。つまり、入力シグナルの傾きが負でない所から負に変化すると、
オブジェクトはbangを受け取った時と同様にリトリガーされる。

モード2はzigzag~オブジェクトをリスト中の次のインデックス（また
は現在の方向が負であれば直前のインデックス）にジャンプするよう
に設定し、そこから値を出力しはじめる。このジャンプに関連付けら
れた時間の値は、bangdeltaメッセージによって設定された長さを持つ。
bangdeltaのデフォルト値は0である。モード2でzigzag~オブジェクトの
第1インレットにシグナルが入力されていれば、入力シグナルはトリ
ガー・シグナルとして機能する。つまり、入力シグナルの傾きが負で
ない所から負に変化すると、オブジェクトはbangを受け取った時と同
様にリトリガーされる。
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bang 第1インレット：zigzag~オブジェクトは、modeメッセージを用いて設
定される振る舞いのモードに従って、bangメッセージに反応する。

zigzag~オブジェクトがモード0またはモード1に設定されていれば、
bangメッセージはzigzag~オブジェクトに開始ポイント（方向が負であ
れば終了ポイントに）に移動させ、そこから値を出力しはじめる。

zigzag~オブジェクトがモード2に設定されていれば、bangメッセージ
はzigzag~オブジェクトをリスト中の次のインデックス（または現在の
方向が負であれば直前のインデックス）にジャンプするように設定し、
そこから値を出力しはじめる。

シグナル 第1インレット：zigzag~オブジェクトは、modeメッセージによって設
定される振る舞いのモードに応じてシグナルに反応する。

zigzag~オブジェクトがモード0に設定されていれば、リストの現在の
インデックスは入力シグナルの値によって決定される。以前に設定さ
れたspeed、loopmode、start、endメッセージは無視される。

モード1でzigzag~オブジェクトの第1インレットにシグナルが入力さ
れていれば、入力シグナルはトリガー・シグナルとして機能する。つ
まり、入力シグナルの傾きが負でない所から負に変化すると、オブジ
ェクトはbangを受け取った時と同様にリトリガーされる。

モード2でzigzag~オブジェクトの第1インレットにシグナルが入力さ
れていれば、入力シグナルはトリガー・シグナルとして機能する。つ
まり、入力シグナルの傾きが負でない所から負に変化すると、オブジ
ェクトはbangを受け取った時と同様にリトリガーされる。

シグナル 第2インレット：シグナルの値は、値と時間のペアが出力されるレー
トを指定する。1.0という値はリストを通常の速度で移動する。再生レ
ート-1はリストを後ろ向き（つまり逆方向に）に移動する。.5という
値はリンク・リストを通常の速度の半分で移動する（ディレイ時間の
値を効果的に倍にする）。入力シグナルの値は、入力ベクターごとに1
回ずつサンプルされる。それゆえに、現在のサンプルレート/(2*ベク
ター・サイズ）よりも大きな任意の間隔での周期的な周波数変調では、
エイリアス効果が生じる。

実数 第1インレット：zigzag~オブジェクトのリンク・リストのそれぞれの
要素は、ターゲットの値（y）の後に、ミリ秒単位でトータルの時間
を指定する2番目の数値（デルタx）からなるペアである。その時間の
間に、現在のインデックスの値からターゲットの値までの直線として、
定期的に数値が出力される。リスト0 0 3.5 500 10 1000は、直線が時間0
で0の値から始まり、0.5秒後に3.5の値まで増加し、1秒で10の値まで
増加することを意味している。
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整数 第1インレット：実数に変換される。

整数または実数第2インレット：値と時間のペアが出力されるレート
を指定する。1.0という値はリストを通常の速度で移動する。再生レー
ト-1はリストを後ろ向き（つまり逆方向に）に移動する。.5という値
はリンク・リストを通常の速度の半分で移動する（ディレイ時間の値
を効果的に倍にする）。

append 第1インレット：ポジションを指定する1つの整数（0が最初の要素）
を伴うappendは、新しいイベントのペアを指定したインデックスの後
に挿入する。メッセージappend 0 5 500は、新しい5という値と500ミリ
秒の時間を持つ2番目のエントリーをリンク・リスト（の0インデック
ス）に生成する。

bangdelta 第1インレット：1つの実数または整数を伴うbangdeltaは、zigzag~オブ
ジェクトがbangを受け取った時に、値の間で起きる遷移の時間を指定
する。デフォルトは0（すなわち即時の遷移）である。

bound 第1インレット：2つの数値を伴うboundは、開始と終了のインデック
スを指定し（0が最初の要素）、zigzag~オブジェクトのリンクリストの
開始ポイントと終了ポイントを設定する。

delete 第1インレット：ポジションを指定する1つの整数（0が最初の要素）
を伴うdeleteは、そのインデックスに関連付けられた値と時間のペア
をリストから削除する。リストから複数のイベント・ペアを削除した
い場合には、deleteメッセージの後にリストを続けることもできる。
メッセージdelete 0は、現在の最初の値と時間のペアをリストから削除
する。つまり、2番目の値と時間のペア（すなわちインデックス1の値
と時間のペア）はリストの最初の値になる。

dump 第1インレット：dumpは現在格納されている値と時間のペアからなる
リストを、zigzag~オブジェクトの第3アウトレットから出力する。

end 第1インレット：ポジションを指定する1つの整数（0が最初の要素）
を伴うendは、bangによってトリガーされた時に、zigzag~オブジェク
トがその出力を中止するポイントを設定する。

insert 第1インレット：ポジションを指定する1つの整数（0が最初の要素）
とリストを伴うinsertは、指定されたインデックスの前に新しいイベン
トのペアを挿入する。メッセージinsert 0 5 500は値5と時間500ミリ秒の
新しい最初のエントリーを（インデックス0に）生成する。

jump 第1インレット：ポジションを指定する1つの数値（0が最初の要素）
を伴うjumpは、リンク・リストのそのポイントまでスキップし、その
ポイントから値と時間のペアを出力し始める。オプションの整数は、
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次の値までの遷移が起きる時間を、ミリ秒単位で時間を指定するのに
用いることができる（デフォルト値は0）。

jumpend jumpendはzigzag~オブジェクトにリンク・リストの最後の値（y）にた
だちにジャンプさせる。

jumpstart jumpstartはzigzag~オブジェクトにリンク・リストの最初の値（y）に
ただちにジャンプさせ、現在選択されているリストまたはリストの選
択部分を出力する。

loopmode 1を伴うloopmodeは、ルーピングをオンにする。loopmode 0はルーピン
グをオフにする。デフォルトでは、ルーピングはオフである。
loopmode 2はルーピングを“振り子”モードにし、値と時間のペアは
交代に順方向と逆方向に移動する。デフォルトではルーピングはオフ
である。

next 第1インレット：nextはリンク・リスト中の次の値と時間のペアをスキ
ップする。オプションの整数は、次の値への遷移が起きる間の時間を
指定するのに用いられる（デフォルト値は0）。

prev 第1インレット：prevはリンク・リスト中の前の値と時間のペアをスキ
ップする。オプションの整数は、前の値への遷移が起きる間の時間を
指定するのに用いられる（デフォルト値は0）。

printf 第1インレット：printはzigzag~オブジェクトの現在の状態と内容を、
Maxウィンドウに表示させる。出力は現在のモード、ループ・モード、
開始、終了、現在のリストのループ長、振り子の状態、オブジェクト
の変化しつつある値に続いて、yとデルタxの値と一緒にリンク・リス
トのそれぞれのインデックスのリストである。

ramptime 1つの数値を伴うramptimeは、出力シグナルがターゲットの値に到達す
るまでのミリ秒単位の変化時間を設定する。

setindex ポジションを指定する1つの整数（0が最初の要素）と1組の実数を伴
うsetindexは、リストの指定されたポジションのターゲットの値（y）
と遷移時間（デルタx）を設定する。

skip 第1インレット：1つの正または負の数値を伴うskipは、zigzag~オブジ
ェクトのリンク・リストの指定されたインデックスの値をスキップす
る。正の数値は準方向にスキップし、負の数値は逆方向にスキップす
る。オプションの整数を用いて、次または前の値への遷移が起こるま
での時間を指定することができる（デフォルト値は0）。

speed 第1インレット：正または負の浮動小雨数点数値を伴うspeedは数値を
時間のペアが出力されるレートを指定する。メッセージspeed 1.0はリ
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ストを準方向に通常のスピードで移動し、speed -1はリストを逆方向に
移動し、speed .5は通常のスピードの半分でリンク・リストを移動する
（効果的にディレイ時間の値を倍にする）。

start ポジションを指定する1つの整数を（0が最初の要素）伴うstartは、
bangによってトリガーされた時に、zigzag~オブジェクトが出力をはじ
めるポイントを設定する。

アーギュメント

整数または実数 オプション。zigzag~オブジェクトの初期状態のターゲット値を設定す
る。

出力

シグナル 第1アウトレット：現在のターゲットの値、または現在格納されてい
る値とターゲット時間によってターゲットの値までリニアに移動す
る。

第2アウトレット：現在のデルタxの値。

第3アウトレット：dumpメッセージに反応して、すべの現在格納され
ている値と時間のペアを、

インデックス ターゲットの値（y） デルタx

という形式で出力する。

bang 第2アウトレット：ルーピングしている場合、ループ（リトリガー）
ポイントに到達した時に、bangメッセージが出力される。bangは
zigzag~がその変化のすべてを生成し終えた時にも出力される。
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利用例

zigzag~は多目的のエディット可能なランプ・ジェネレーターとして使うことができる

参照

curve~ 指数曲線、対数曲線のランプ・ジェネレーター
kink~ ノコギリ波を歪ませる
line~ シグナル・ランプ・ジェネレーター
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