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五線譜作成ソフト MuseScore 0.9.6.1 メモ（2010.7.30 版）
この文書は、http://www-b.uec.tmu.ac.jp/shakuhachi/MuseScoreMemo.pdf
MuseScore は、優れた五線譜を作成できるソフトウェアで、ソースリストの公開されたオープンソー
スのフリーウェア（GNU GPL 準拠）で Web 上で多くの人の協力で開発が続けられています。
Windows, MacOS, Linux で動作します。
MuseScore 日本語ホームページ
http://musescore.org/ja/

バージョンが、0.9.6 と正式版の 1.0 未満であるため、多少の不具合も残っています。
0.9.6 から追加・変更された機能は、http://musescore.org/en/node/4697

※ 頻繁に保存しながら使って下さい。※ （自動保存機能でデフォルト設定では２分毎に保存されます。）
MusicXML や MIDI の入出力ができるので、これらを介して他のソフト(Finnale 等)とのデータ交換も可能です。
・以下、Windows と MacOS でのキー操作の相違

Win では、control キー、

ツールバーで、再生等ができ、入力した譜面を音で確認できます。

MacOS では command ⌘ キー

音を出す

戻る, 再生/停止 繰返しの実行

音楽記号を入力するパレットの表示は、メニューから［表示］→［パレット］
パレットをフローティングパレットにして、別ウィンドウで表示するのも便利です。
楽譜の表示領域は、［ナビゲーター］で移動できます。
表示されていないときは、［表示］→［ナビゲーター］

○音符の入力
1.

音符を入力するには、

対応するキー

n

N ボタンまたは、キーボードから n キーを押して入力モードにした後、
パレットからマウスで選択、または、キーボードの cdefgab(ドレミファソラシ)
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入力モードへ

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.
付点

慣れると 234567、cdefgab、スペース、↑↓、control(⌘)↑↓

2.

9

space
..

タイ

休符

のキーボード入力が便利です！

５が四分音符

前後に移動するには、
←
１音符分左へ
→
１音符分右へ
Ctrl ← (Mac: ⌘←): １小節左へ移動
Ctrl → (Mac: ⌘→): １小節右へ移動
選択するには、
音符の頭をクリック、さらに別の音符を shift クリックで範囲を選択。パートをまたいだ選択も可。
Shift ←
現在の位置から左へ１音符まで青□で囲って選択する。
Shift →
現在の位置から左へ１音符まで青□で囲って選択する。
音程を上下するには、

音符を選択して↑↓キーで半音上下
control(⌘)↑↓でオクターブ上下
♭や♯を付けるには、 音符を選択して↑↓キーで
和音を入力するには、 control(⌘)マウス or シフトキーを押しながらキーで.
休符を入力するには、 長さを音符で決めてから休符をパレットで、または、スペースキーで.
付点音符を入力するには、 パレットから . を選択、または、ピリオドキー
二重付点は、パレットから
タイを入力するには、 前側の音符が選択された状態で、マウスで + または、+ キー
スラーを入力するには、 パレットの Lines から
三連符を入力するには、 三連符の合計長さ分の音符を選択してから control(⌘)3
または、 メニューから［音符］→［連符］→［３連符］
赤く表示された音符とは？ 楽器の音域を外れた音に対する警告です。
音符を削除するには、 delete キー（メニュー内にこの機能はありません）
削除された音符と同じ長さの休符が残ります。
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音符を削除してから（一時的に小節内の音符の数が足りない状態を経て）新たな音符を入力するという操作はできません。

14.

音符をコピー＆ペーストするには、 音符をクリックしてコピー＆ペースト
※ 範囲の場合、 音符をクリックしてからシフトキーを押しながら２つ目の音符をクリック、
ペーストしたい位置の先頭部位の音符を選択してからペーストする。

15.
16.

旗の上下を入れ替えるには、 パレットから または、x キー
(旗の左右を入れ替えるには、 シフト x キー)
旗のつなぎ方を変更するには、 パレットの［符尾のプロパティー］

17.

→
装飾音（小節内の長さに含まれない小さい音符）を入力するには、

or
パレットの[装飾音符] からドラッグして

装飾したい音符の上にドロップする。
18.
19.

臨時記号がおかしい場合には、メニューの［音符］→［臨時記号の自動修正］で自動修
正できます。
音符等の位置の微調整
音符の頭をダブルクリックし、青く選択してから(エディットモード)頭だけを矢印キー
で移動し、他の場所をクリックして確定すると、
旗も後からついてきて、自由に移動することがで
きます。休符も同様です。

○文字の入力
20.

曲名を入力するには、

21.
22.
23.
24.

作曲者を入力するには、 メニューの［作成］→［テキスト］→［作曲者］
作詞者を入力するには、 メニューの［作成］→［テキスト］→［作詞者］
著作権表示をを入力するには、 メニューの［作成］→［テキスト］→［コピーライト］
楽器名を変更するには、 五線譜上の音符のない部分で右クリック［譜表のプロパティー］の［楽器を変更］
（再生時の楽器音を変更するのは、
［表示］→［ミキサー］からも可）
歌詞を入力するには、
音符を選択してから Ctrl+L
または、［作成］→［テキスト］→［歌詞］
以降、右矢印→ または、半角 Space、-ハイフン で区切って歌詞を入力できます。(右矢印では、

メニューの［作成］→[テキスト]→[タイトル]
フォントの種類、サイズ、右左寄せは自由に変更できます。
シフト←→で文字を選択して部分選択が可能です。 入力後にも位置を移動できます。
左端のキーボードマークから特殊文字が入力できます。

25.

右下に移動？？bug?)

下線̲で歌詞の音を伸ばすことができます。
左矢印←または、シフト Space で一つ前の音符に戻ることができます。
return キーや↓押すと、下に２番目の歌詞を入力することができます。（３番目以降も可）
歌詞と音符の間隔は、
［スタイル］→［テキストスタイルの編集］→［歌詞の奇/偶数行］の
Offset の Y の値を調整して下さい。
26.

コード名を入力するには、 音符を選択してから、Ctrl+K を押す.
成］→［テキスト］→［コード名］

27.

コードの表示位置を変更するには、
フォントや位置の設定
メニューの［スタイル］→［テキストスタイルの編集］の［コード名］から、コード名のフォントや五線からの距
離を変更できます。
五線譜との距離を近づけるには、Offset の Y の値を-1.00sp 等にして下さい。
コード名を個々にド
ラッグして位置を調
整することもできま
す。
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［スタイル］→［楽譜のスタイルを編集］の中にも［コード名］の設定があり［ドイツ語名称を使う］
というオプションもあります。
［Plugins］→［Create Chord Chart］からコードチャートを作成することができます。

28.

速度の表示
音符を選択してからメニューの［作成］→［テキスト］→［テンポ］から Andante 等の速度表示を入
力することができます。"♩=48"などと入力したい場合には、文字をダブルクリックして入力モードに
した後、文字設定バーのソフトキーボードから入力して下さい。速度の数値は、自動入力されません。

○小節単位の操作、ファイル操作
29.

小節を追加するには、

30.

小節を削除するには、 小節の何もないところをクリックして小節を選択する、または、２つの音符
を選択(２つ目をシフトクリック)等で選択してから［編集］→［選択された小節を削除］または、
control(⌘) delete キー (0.9.6 から)

31.

全体の音程を変えるには、 移調するには、［音符］→［移調］での移調ができます。
移調先は、調の名称(並びは上が+1、下が-1 です)、または、音程名で与えます。
前項のようにクリックで青線選択すると、その部分だけを移調することができます。
このとき［調号も連動させる］がチェックされていると調も同時に変更されます。
［コード名も連動させる］がチェックされているとコード名も同時に変更されます。

32.

調を変更するには、

33.

拍子を変更するには、

34.

繰り返しをするには、

［作成］→［小節］→［小節を挿入］または、楽譜末尾に［小節を追加］

パレットの［調号］から適当な調を選んで小節上にドロップします。
パレットの［拍子記号］から適当な調子を選で小節上にドロップします。
後から変更する場合には、56.拍子の変更を参照

再生ボタン右の

パレットの［線］から小節の上にドロップして下さい。

が押されていると、繰り返し通りに再生されます。

35.

パートを増やすには、

36.

複数パートの五線の上下を後から入れ替えるには、
同上［作成］→［楽器］の[上][下]を使います。

37.

メニューから［作成］→［楽器］

一つの五線上に複数声部を入力するには、
一つの小節内に２声目を入れるには、
［２］を選んでから入力して下さい。

小節の途中から第２声部が始まる場合には、小節の先頭から休符を入力し、休符を右クリックして［非表示にする］
で見えないようにして下さい。薄い表示となり、印刷されません。
後から声部を入れ替えるには、音符を選択してから、メニューの［編集］→［声部］を使います。

38.

スコアからパート譜を作成するには、
［ファイル］→［パート］で［新規］ボタンを押し、ファイル名を付けて、［楽器］の中からパート譜にしたいパー
トをチェックして下さい。 ［パートを作成］ボタンを押すとパート譜ができあがります。画面の上に、楽譜選択の
タブが生じます。（注：自動的には切り替わりません）
パート譜は、別ファイルとして保存することになります。従ってスコアと連動させることはできません.

39.

保存するには、 通常は 圧縮された .mscz 形式で保存します。
PDF 形式でも保存できます。
MusicXML 形式では、他のソフトとのやりとりができます。
Standard MIDI 形式では、MIDI の音楽ファイルとできます。
Wave Audio 形式の音声ファイルでの保存もできます。
Scalable Vector Foemat では、Inkscape や Illustrator で読み込めるベクトル形
式のファイルが出力できますが、音符のフォントが表示されませんでした。

40.

保存したファイルを開くには、ウィンドウ上にファイルのアイコンをドロップ
MIDI データを読み込むには、 同上
XML 形式のファイルを読み込むには、同上
拡張子 mscz のファイルは、ダブルクリックで開けます。(0.9.6 から)
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41.

自動保存機能

メニューの［編集］→［設定］→［一般］から自動保存する時間間隔を設定できます。

デフォルト設定は２分です。

42.

起動時の「展覧会の絵」 起動時に表示されるスコアが不要な場合には、変更したり、
表示しないようにすることができます。
自動保存と同じメニューの［編集］→［設定］→［一般］から.
同［スプラッシュを表示する］のチェックを外し、起動時に MuseScore の表示が出ないようにすることもできます。

○サイズの調整、間隔、余白
43.

余白の変更は、［レイアウト］→［ページ設定］から

44.

全体のスケールを拡大縮小するには、
［レイアウト］→［ページ設定］の[Scaling]の[間隔]の値を大小して下さい。
全ての音符のサイズが（それに伴い五線の幅等も）変わります。

45.

強制的に改行するには、 パレット［折り返しと間隔］から［譜表の折り返し］マークを小節に
挿入して下さい。
強制的に改ページするには、 同上パレットから［ページの最終小節］

46.
47.

強制的に小節の横幅を広く/狭くするには、
小節単位：広げたい／詰めたい小節を、青い□で囲んで選択した後、{ または } つまり shift [ または ].
メニューから［レイアウト］→［小節内の間隔を広くする/狭くする］でも同様.
全体的に音符の間、小節の間隔を変えるには、
［スタイル］→［楽譜スタイルの編集］→［小節］

48.

五線同士の間を変えるには、
［スタイル］→［楽譜のスタイルを編集］→［ページ］の中で、
・改行幅を変えるには、 →［段落の間隔］
・同一パートの２つの五線の間を調整するには、（ピアノ譜の右手左手等）

→［大譜表の距離］

・複数パートでのパート間の五線の間を調整するには、
→［譜表の距離］

49.

タイトル部分の領域を縮小/拡大
青い□をダブルクリックして、中央下に現れる■を動かす。

50.

１行 n 小節に揃えたい場合には、［Plugins］→［Break Every X Measures］

51.

全休符の小節をまとめるには、［楽譜のスタイル］→［スコア］の［小節休
みを作成］をチェックする。
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○応用
52.

正規の長さと異なる長さの小節を作るには、（弱起小節、第１拍以外から始まる小節）
小節の音符でない部分を右クリックして［小節のプロパティー］から［事実上の拍子］の値を変更して下さい。
首都大学東京校歌の冒頭の一拍のように、４／４の小節だけを１／４にするには、下記のように操作して下さい。
ただし、小節を短くした場合には、先頭の音符が残ります。
これを、弱起の小節（pickup measre）と言います。
右クリック

53.

楽器音を変えるには、
初期状態では、General MIDI 規格の楽器で鳴ります。他の音で鳴らしたい場合には、サウンドフォント入手して設
定する必要があります。（0.9.5 版では、ピアノ音のみでした.）
例：下記からダウンロードしてファイルを解凍し、FluidR3̲GM.sf2 ファイ
ルを得て下さい。初期状態の音源よりもいい音です。
http://www.musescore.org/download/fluid-soundfont.tar.gz
［表示］→［シンセサイザー］の［Sound Font］欄を FluidR3̲GM.sf2f フ
ァイルへのパスへ書き換えて、MuseScore を再起動すると、新たな音で鳴る
ようになります。
試聴のお勧め例は、ベートーベンの交響曲第５番「運命」
http://musescore.org/node/4633#comment-12319

54.

打楽器譜を作成するには、
［作成］→［楽器］から[Pitched/Unpitched Percusstion]を選んで譜を作成します。
五線譜の本数を変えるには、五線の小節上で右クリック［譜表のプロパティー］→［譜線］
打楽器用の音符は、打楽器用譜面上の休符をクリックしたときにパレットに読み込まれま
す。それまでパレットは、空です。

55.

サンプル譜を入手するには、
MuseScore で入力されたデータを入手するには、MuseScore の英語版サイトの Forums
http://musescore.org/en/forum の［Made with MuseScore ］で探す.
Finale 等で作成された MusicXML ファイルを検索して入手すれば、ほぼそのまま譜面化できます。

56.

歌詞を歌わせるには、 日本語で歌詞を入力し、MusicXML 形式のファイルとして書き出して下さい。
下記の Web ページを使用します。
Sinsy(しぃんしぃ) 名古屋工業大学 徳田教授のグループによる
http://www.sinsy.jp/

［楽譜(.xml)］を［選択］し［送信］して下さい.
女性の声質などを変えることもできます。
時々"不正なファイル"と判定される場合がありますが、そのときは、楽譜が要訂正.

少し待つと、合成結果が得られ、再生及び WAV ファイルでダウンロードできます。
57.

画像ファイルを楽譜上にドロップすることにより表示することができます。
（PNG、JPEG 形式ファイルと単純な SVG 形式のみ）

58.

(全ての音符、文字等の詳細設定は、［編集］→［インスペクタ］から.)
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59.

拍子の訂正方法
拍子を後から訂正した場合、１小節の拍子を少なくした場合には、その分の音符が削除されてしまいます。多くし
た場合には、休符が挿入されてしまいます。これはバグかもしれませんが、回避できます。
いったん音符を全て選択し、コピーした後、拍子を変更します。次に、拍子を変更した先頭の音符に貼り付けると、
正常に音符が流し込まれます。（MIDI データを読み込んだときの拍子の訂正などに有効）

4/4 から 3/4 に変更すると、
1 コピー

60.

2 拍子変更

４拍目が消えてしまう.

3 貼り付け

［合奏調］（Concert Pitch の和訳）
移調楽器であるホルン、クラリネット、トランペット、サックスなど、実音と譜面上の音程が異なる楽器の譜を実
音の音程で表示することができます。

○編集のヒント
３つの操作モードがあります。

画面右下で小節や拍の位置もわかります。

・［無表示］
・［note entry mode］

Ｎボタンまたは、キーボードから n が入力されたとき

・［edit mode］ダブルクリックで入ります。
編集例１

（音符単位の移動操作）

を
と修正したい場合は？
シフトクリックで、選択してコピーする。 先頭の音符のドを選択してから貼付ける。最後のドを休符にする。

編集例２

（音符単位の挿入的な操作）

を

に訂正する楽な方法は？

MIDI データを読み込んだ場合の修正に！

そのまま使える部分を選択してコピーする。

先頭の１６分音符を選択して、８分音符に変更する。すると、このようになる。

２番目の音符を選択して貼付ければ完成。
編集例３ （音符単位の削除的な操作）
音符の長さの変更と、後ろを詰める操作。

を

１

と修正したい場合は？

先頭のドを八分音符に変更する。（すると自動的に八分休符が入る）
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２

移動したい部分をシフトクリックで選択する。

３

八分休符を選択してから、貼付ける。

○MIDI データからパート譜などを作成する手順
MIDI データを画面にドロップして開く、または［ファイル］→［開く］から読み込むと、データを読み込む
時の分解能を聞いてくるので、［64 分音符］等を選んで下さい。
読み込んだ後、音符がおかしかった場合には破棄して分解能を変えてもう一度読み込んでみて下さい。
＃まれに、４／４なのに３．５拍の小節が生じたりすることがあります。
読み込んだ後、全てのパートが表示されます。
この中から必要なパートを取り出すには、
パート譜を作る ［ファイル］→［パート］
［新規］ボタンを押して、タイトル名を付けて、
［楽器］の中からパート譜にしたいパートをチェックして下さい。
［パートを作成］ボタンを押すとパート譜ができあがり、画面の上に、楽譜選択のタブが生じます。
（注：自動的に切
り替わりません）
パート作成時に音符の棒やタイが
※末尾の処理
MIDI ファイルを読み込んだ場合、末尾に３小節程、異常な空の小節が加わってしまいます。これを削除しようとする
と、MuseScore が異常終了してしまうというバグがあります。(0.9.5)
対処法については、
MuseScore Tips の「DownLoad した MID の末尾の処理」http://sound.jp/sycamore/musescore/
に詳しく記載されています。（0.9.5 版対応のため、小節の削除方法が異なります。）
手順を略記すると、
・末尾に１小節追加する。
・音符のある最後の小節の前に、空の小節を２小節挿入する。
・音符のある最後の小節に対してコピー＆ペーストはできないので、挿入した１つ目の小節に入力する。
・挿入した２つ目の小節と最後の小節までをクリックで、選択し、
［編集］→［選択された小節を消去］で削除する。
その他
ピッチベンド（音程を連続的に変化させるポルタメントの表現につかわれる）が使われているデータの場合、ベンドされる前の音程
のみが音符となります。従って細かく作り込まれているデータは、楽譜化には適していない場合があります。

音程を変える
［音符］→［移調］から、上下させたい値を入力して下さい。
部分的に転調したい場合には、範囲を選択してから実行して下さい。
♭♯の調号を付ける。
パレットから音程を変えないで調号のみを後から変更することもできます。
［Display］→［Palette］でパレットを開き、［Keys］で表示される調号を、変更したい小節に挿入して下さい。こ
のとき、マウスが置かれた小節が茶色になったときに、マウスボタンを離して下さい。
なお、パレット上では、マウス位置にある調号のコード名が表示されます。
音程の変更後、ダブルシャープ やダブルフラット が付く場合は［ダブルシャープ、ダブルフラットを使用しない］
を選んでやり直して下さい。移調後に♭が付く音になるべきところが、♯になっている場合などがあります。これは［音
符］→［臨時記号の自動修正］で自動修正する、または↑↓キーで一つずつ直して下さい。
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○パレット一覧 (ドラムパレットは、ドラム譜上の音符や休符をクリックした時点で読み込まれます)

○参考ページ
MuseScore 日本語ホームページ
http://musescore.org/ja/
http://musescore.org/ja/ハンドブック

（役立ちます）

同フォーラム（日）に、Ｑ＆Ａが少々あります。
http://musescore.org/ja/forum
MuseScore Tips 日本語で詳細に解説されているページ。
（役立ちます。ただし 0.9.5 版）
http://sound.jp/sycamore/musescore/index.htm

Youtube の MuseScore チャンネルに入門ビデオがあります。（英語版）
http://www.youtube.com/musescore#p/c/9C7BC6CBD1A9E128

開発者の Twitter（開発の最新の進捗状況などがわかります）
http://twitter.com/musescore
frickr
FaceBook

http://www.flickr.com/photos/musescore
http://www.facebook.com/musescore

Gutenberg:The Sheet Music Project
http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The̲Sheet̲Music̲Project
著作権フリーの文書が公開されているサイトの中に MusicXML の楽譜も少々あります。
MuseScore でそのまま読み込み可能ですが、少々修正が必要です。
http://www.gutenberg.org/browse/categories/4
Recordare:Internet music publishing and software XML 楽譜サイトへのリンク等があります。
http://www.recordare.com/xml/sites.html
多くの音楽ソフトウェア間の MusicXML によるデータの交換について 同上 http://www.recordare.com/xml.html
MusicXML について Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/MusicXML
XML（Extensible Markup Language ）JIS による訳語は「拡張可能なマーク付け言語」
※この文書は、MacOS 版 MS-WORD で作成しています。Windows では、画面上でフォントの違いを識別するのが困難なためこのような文書作成はほとんど不
可能です.
H. Tachibana
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