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テクニカル　サポート
Crescendo楽譜作成ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に
、該当するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場
合は、www.nch.com.au/notation/jp/support.html  
にて、最新のCrescendo楽譜作成ソフト

オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
Crescendo楽譜作成ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案が
ございましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソ
フトウェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お
客様の提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nch.com.au/notation/jp/support.html
www.nch.com.au
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アプリケーション検索
検索ダイアログを使ってCrescendo内のさまざまな機能やツールを検索できます。
エフェクトまたはツールを検索
検索するキーワードを入力します。

検索ボタン
ボタンをクリックして検索を開始します。

検索結果
検索キーワードに関連するすべての項目がここに表示されます。カラムのヘッダをク
リックして列を並べ替えます。アイテムをクリックすると、自動的に使用され、アク
セス先がわかります。 

● 機能のカテゴリと場所 - エフェクト、フィルタ、またはツールの名前。
● カテゴリ - 機能のカテゴリと場所。
ヘルプページで詳細を検索
リンクをクリックするとブラウザにリダイレクトされ、ヘルプページでのオンライン
検索が可能になります。
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NCHの関連ソフト一覧
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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ソフトウェアの利用規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。

2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。

3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。

4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。

6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。

9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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Windows 
XPおよびVistaでのGoogle承認プロセス
Windows XPやWindows 
Vistaで実行する場合、GoogleドライブやYouTubeにアップロードする権限をCresce
ndoに付与するには、追加の手順が必要です。 
1. ログイン... ボタンをGoogleの ログイン ダイアログを使います。 
2. ウェブサイトが開くので必要に応じてGoogleアカウントにログインします。
3. 要求された機能にCrescendoがアクセスすることを承認します。 
4. 認証コードがGoogleから発行されるので、これをコピーしCrescendoのログイン

確認ダイアログ（Crescendoの）。 
5. 準備許可が完了したことを確認します。
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基本 - はじめに
Crescendoをインストールいただきありがとうございます。Crescendoはシンプルで
使いやすい楽譜作成ソフトです。Crescendoを使うと作曲や編曲の楽譜を簡単に作成
できるだけでなく、作成した楽譜の保存や印刷も簡単に行うことができます。ページ
のレイアウト設定や音部記号、拍子、調号、小節、臨時記号、タイ、スラーの挿入な
ど、画幅の作成に必要な作業もCrescendoを使えばらくらく。誰でも簡単に美しく見
やすい楽譜を作ることができます。

主な機能
● 全音から64分音符/休符まで音符や休符を簡単に素早く挿入
● 音符や各種記号の配置を簡単に素早く変換
● 「元に戻す/やり直す」の作業を何度でも行えます
● 自動フォーマット機能を使って音符を素早く配置
● ページや譜表のレイアウトを自動化
● 記号または特定の数字の拍子記号を自由自在に楽譜に挿入
● 楽譜作成に必要な調号を全て搭載
● ト音記号、へ音記号、ハ音記号などの音部記号を簡単に挿入
● 連桁の繋ぎを自動化
● 複雑なコードも簡単に作成できます
● 2連符、3連符、4連符、5連符、6連符、7連符、8連符、9連符など様々な連符を簡

単に作成
● 強弱記号やクレッシェンドやデクレッシェンド記号、オクターブ記号、ペダル記号

などを簡単に作成、移動、挿入
● 複縦線や終止線、反復記号などを素早く配置
● セーニョやコーダなどの繰り返し記号を簡単挿入
● シャープやフラット、ナチュラルなどを音符に適用
● タイやスラー、フレーズ記号などで複数の音符を簡単に繋げられます
● 付点や複付点を挿入
● 複数の楽器と複数のパートが入った楽譜を作成
● 調号や半音を使って移調ができます
● 正確なMIDI再生機能（Windowsストア版はMicrosoftのMIDIサブシステムに不具

合があるため対応していません）
● 楽譜をクリアに美しく印刷
● 楽譜をMIDIファイルやMP3、Waveなどの音声ファイルに変換します。
● 楽譜を画像ファイルとしてエクスポート
● コンパクトなファイル形式を使って保存や読み込みをスピードアップ
● 1度に複数の楽譜を開いて編集できます
● 小節のコピー貼り付け
● 楽譜書き起こしツールを使って音楽ファイルを書き起こす
動作環境
Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 10
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基本 - 楽譜の書き方
実際に楽譜作成を行うにはまずツールボックスからツールを選択します。ツールボッ
クスには様々なツールがあります。ナビゲーションツールには選択、パン、ズーム、
小節線の挿入を行うためのツールがあります。他には文字ツール、強弱記号ツール,そ
して最も重要な音符ツールなどがあります。ツール自体をクリックするか
ショートカットキーを使ってツールを選択したら、楽譜上をクリックすると選択した
アイテムが楽譜に挿入されます。それぞれのツールについては以下に詳しく説明しま
す。連符やスラーの挿入などのツールもあります。 

ヒント：行った作業を元に戻すには戻すボタンをクリックするかCtrl+Zのショート
カットキーを押します。 
ツールボックス
ツールボックスは画面の両端に表示されている様々な機能のボタンの一覧です。画面
左側のツールボックスは様々な音符のボタンがあり、右側には文字や音部記号、強弱
記号、フレットボードコードなどのボタンがあります。ボタンをクリックするとツー
ルが選択され、その前に選択していたツールがある場合はそのツールの選択が解除さ
れます。

ツールボックスの一覧では各ツールボックスを畳んだり開いたりできるほか、ツール
ボックスの並び順を変更することもできます。またプルダウンメニューから希望のツ
ールのカテゴリを選択して特定のツールボックスに直接アクセスすることもできます
。

音符や休符を挿入する
ツールボックスから音符または休符を選択し、マウスカーソルを譜表上に移動して必
要な場所でマウスをクリックするとクリックした場所に選択した音符または休符が配
置されます。挿入後は音符メニュー（以下参照）が表示され、必要に応じて音符や休
符の変更などを行うことができます。変更が必要ない場合はそのまま同じ音符の挿入
を続け、これ以上音符を挿入する必要がなくなった時点で右クリックをするか別のツ
ールをクリックすることで、音符や休符の挿入作業を終了することができます。

ヒント：1または7のキーを押すと音符ツールを素早く選択できます。またShiftキ
ーと1または7のキーを同時押すと休符ツールを素早く選択できます。 

8分音符や16分音符を続
けて挿入する際は、自動的に連桁になります。

9
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特定のパートに何小節も休みがある場合は長休符を挿入して楽譜を見やすくすること
ができます。休符ボタン（記譜タブ内）の下向き矢印をクリックして長休符を選択す
るか、Shiftキーと0（ゼロ）キーを同時に押すことで長休符を挿入できます。長休符
の小節数は休符の上に数字で表示されます。この数字を右クリックすると数字を変更
することができます。

音符メニュー
音符や休符の挿入時、また挿入済みの音符や休符をクリックすると音符メニューが表
示されます。選択した音符/休符からマウスカーソルを移動すると音符メニューが自動
的に消えます。音符メニューを使うと音符や休符の長さを変更したり、臨時記号やア
クセント、タイの追加などを簡単に行うことができます。音符または休符ツールが選
択されている状態で、音符メニューを使って音符や休符を変更すると、ツールの選択
も選択した音符（または休符）と同じものに変わります。

ヒント:音符メニューはキーボードを使って簡単に選択できます。音符の横にある番
号のキーを押して音符を選択したり、Esc 
キーを押してメニューを閉じたりすることができます。またマウスを右クリックする
ことで現在行っている作業をキャンセルすることもできます。
音符名
Crescendoでは音符やピッチの名称を音符の符頭の部分に表示することができます。
音楽を教えている方や学ばれている方に便利な機能です。特定の音符のみ、または指
定した範囲内の音符を右クリックして「音符名を表示」のオプションを選択します。

和音
和音を作成する場合は同じ長さの音符を複数同じ場所に挿入します。2個目以降の音
符は最初に挿入した音符に繋がって表示されます。

フレット
ボードのツールボックスにはコードマークの一覧があり、良く使われるコードを素早
く楽譜に挿入できます。
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コードマークをクリックしてコードを選択し、楽譜をクリックして挿入します。ツー
ルの選択を解除する場合は選択ツールボタンをクリックするか、別のツールボタンを
クリックします。音符ツールを選択している場合は楽譜上で右クリックすると選択が
解除されます。
コードの挿入時は特定の位置に挿入できるためのガイド線が表示されます。
Crescendoには一般的なコードの一覧が搭載されています。一覧内に必要なコードが
無い場合は新しいコードを作成することもできます。
ギターコードの表示方法は以下のいずれかから選ぶことができます： 名前のみ表示、

 、名前と図を表示。挿入したコードを右クリックすると表示方法を選択で
きます。また以下のメニューから同様の選択を行うこともできます： ファイル->画面
表示->ギターコード。 
● 右クリックメニューでは選択した特定のコードの表示方法を指定できます。
● 画面表示->ギターコードメニューを使うとデフォルトの表示方法を選択することが

できます。
● 画面表示->ギターコード->デフォルトを選択するとデフォルトで表示する方法の一

覧が表示されるのでここから選択してください。
● スタイルをデフォルトに設定を右クリックメニューから選択すると、右クリックし

たコードの表示方法がデフォルトの表示方法として選択されます。
声部
複数の声部がある楽譜を作成する場合は音声のトピックをご覧ください。 
装飾音符
装飾音符を作成するには、挿入した音符を右クリックし装飾音符を選択します。 
装飾音符の位置を変える場合は、装飾音符を右クリックして装飾音符メニューからチ
ェックを外します。音符を希望の位置に移動した後、再度上記の手順で装飾音符に変
換します。 
連符
連符を作成するには、まずツールボックスの連符ツールボタンをクリックし、次に連
符の最初の音符と最後の音符をクリックします。
Crescendoでは3連符がデフォルトで作成されますが、簡単に変更することもできま
す。
連符をデフォルトから変更する場合は、連符の番号をクリックするか、連符となって
いる音符を右クリックして「連符」を選択します。 
メニューが表示されるので必要な項目を変更します。 詳しくは 連符のダイアログ 
のページをご参照ください。

ヒント：連符は拍子の設定にかかわらず常に連桁として表示されます。

ヒント：連符の比率を「番号:番号」に設定して複数の音符を強制的に繋ぐようにす
ることで、連符以外の一般的な音符のグルーピングを行うことができます。

ヒント：連符内に休符がある場合、休符の上をまたいで音符を繋ぐことができます
。

ヒント：連符は他の連符内/上に作ることができます。
タイ
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隣り合った音符をタイで繋ぐには、タイで繋ぐ最初の音符をクリックして音符メニュ
ーを表示し、メニューから「タイ」を選択します。
また、音符を右クリックしてタイを選択することでもタイを挿入できます。

スラー

音符にスラーを挿入する場合は、ツールボックスの「スラー」ツールボタンをクリッ
クし、スラーを挿入する最初の音符と最後の音符をクリックします。

ヒント：スラーとタイは形状は同じですが異なる音楽記号です。
フレーズ記号
フレーズを作成するには、まず記譜タブの「音符を繋ぐ」ボタンをクリックして「フ
レーズ記号」を選択します。次にフレーズの最初の音符と最後の音符を順にクリック
します。

臨時記号
音符に臨時記号を挿入するには、臨時記号を挿入する音符をクリックして音符メニュ
ーを表示し、希望の臨時記号を選択します。
また、音符を右クリックして臨時記号を選択することでも挿入することができます。
臨時記号はクリックしてドラッグすることで左右に動かすことができますが、他の音
符や臨時記号との混乱を招かないため、小節外には移動できません。

付点音符
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音符を付点音符にするには、点を挿入する音符をクリックして音符メニューを表示し
、希望の数の点を選択します。
アクセント
マルカートやマルテラート、スタッカート、スタッカティッシモ、テヌートなどのア
クセントを挿入する場合は、挿入する音符をクリックして音符メニューを表示し、希
望のアクセントを選択します。

装飾音
音符に装飾音（トリル、モルデント、ターン）を挿入する場合は、挿入する音符をク
リックして音符メニューを表示し、希望の装飾音を選択します。

音部記号
音部記号を変更するには、既存の音部記号を右クリックし、音部記号にカーソルを合
わせて、サブメニューから目的の 音部記号 を選択します。 
拍子記号
拍子記号を右クリックします。拍子記号の無い小節に拍子記号を挿入する場合は、小
節内で右クリックし、拍子記号 から希望の拍子記号を選択します。 
調号
調号を右クリックします。調号の無い小節に調号を挿入する場合は、小節内で右クリ
ックし、調号 から希望の調号を選択します。 
強弱記号
強弱記号のツールボックスに表示されているものがCrescendoを使って挿入できる強
弱記号です。
挿入する強弱記号のボタンをクリックし、譜表上の希望の位置でクリックすると選択
した強弱記号が挿入されます。強弱記号の選択を解除する場合は画面を右クリックす
るか、選択ツールをクリックします。
強弱記号ツールが選択された状態でカーソルを譜表上に移動すると、記号の挿入をし
易くするための点線が表示されます。横線は同じ段にある他の記号と位置を揃えるた
めに使います。縦線は記号が適用される場所を示します。縦線が符頭に繋がった状態
で記号を挿入すると、記号と音符が繋がり、音符を移動すると記号も一緒に移動しま
す。

記号は特定の位置にロックされるようデフォルト設定されていますが、Shiftキーを押
しながら動かすことで自由に動かせるようになります。

クレッシェンド/デ
クレッシェンド（松葉）

13



クレッシェンド/デクレッシェンド記号（松葉）を挿入するには、まずツールボックス
でそれぞれの記号をクリックします。
次に開始位置と終了位置を譜表上でクリックします。
強弱記号や文字のみによる強弱指定と違い、クレッシェンド記号は強弱2か所を指定
して入力する必要があります。クレッシェンドを行う位置にクレッシェンドの始点を
置き、クレッシェンドを終了する位置に終点を置きます。
オクターブ記号
オクターブ記号（8va、8vb、15ma、15mb）は特定の音符を1オクターブ高く/低く
演奏するよう指示するための記号です。こうした記号を使う事で余計な加線を書き加
える必要が無くなり、より美しく読みやすい楽譜を作ることができます。
オクターブ記号を挿入するには、画面右側のツールボックスから「オクターブ記号」
を選択します。
次に開始位置と終了位置を譜表上でクリックします。
強弱記号などと違い、オクターブ記号は始点と終点の2点を指定する必要があります
。オクターブ上げる/下げる最初の音符の上に始点を置き、そのまま終点までマウスを
ドラッグしてください。
ペダル記号
ピアノなどペダルが付いた楽器用の楽譜にはペダル記号を挿入することができます。
ペダル記号を挿入するには、画面右側のツールボックスから「ペダル記号」を選択し
ます。
次に開始位置と終了位置を譜表上でクリックします。
ペダル記号もオクターブ記号と同じくペダルを踏む場所と離す場所の2か所を設定す
る必要があります。オクターブ上げる/下げる最初の音符の上に始点を置き、そのまま
終点までマウスをドラッグしてください。
ペダル記号は様々な種類があり、いずれもCrescendoのツールボックスから選ぶこと
ができます。
グリッサンドとポルタメント
グリッサンド（略：gliss）は1つの音から次の音へ素早く等速変化で滑らせるように
する演奏技法です。変化に動きがあるポルタメント（略：port）とは微妙に異なりま
す。
グリッサンドを挿入するには、画面右側のツールボックスから「グリッサンド」を選
択します。
グリッサンドを行う始点となる音符をクリックした後、終点となる音符をクリックす
ると、この2つの音符の間にグリッサンドが挿入されます。
また、始点となる音符上で右クリックし、「グリッサンド」を選択すると次の音符と
の間にグリッサンドが挿入されます。既存のグリッサンドの始点を右クリックして「
グリッサンド」を選択することで、線の種類やポルタメントへの変更を行うことがで
きます。

文字
曲のテンポや表現方法、歌詞、フィンガリングの番号など、楽譜に文字や数字を挿入
することができます。 
楽譜内に文字を挿入する際は右側のツールバーで文字ツールを選択し、そのまま楽譜
内の文字を挿入する位置でタップします。文字の挿入/編集画面が表示されるので文字
を入力し、必要に応じて文字のサイズやフォントなどを選択します。 挿入 
ボタンをタップすると文字が楽譜に挿入されます。挿入した文字を編集する場合は、
文字をタップして文字の編集画面を開き、必要な編集を行います。編集完了後は 挿入
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ボタンをタップすると楽譜上の文字の編集が完了します。選択カーソルを使って文字
をタップすると、文字をドラッグして移動できるほか、文字を右クリックすると文字
の切り貼りや編集、削除などを行うことができます。 
強弱記号と同様、文字も挿入位置を揃えるためのガイド線が表示されます。

文字ツールは一般的な文字入力用のツールですが歌詞の入力にはあまり適していませ
ん。歌詞の入力には歌詞ツールをお使いください。詳しくはLyricsをご覧ください。
リタルダンドとアッチェレランド
「Rit.とAccel.」のツールボックスは、リタルダンドやアッチェレランドなどのダイナ
ミックテンポを挿入するために使います。リタルダンドはテンポを徐々に落とし、ア
ッチェレランドはテンポを徐々に上げます。
ダイナミックテンポを作成するには、「Rit.とAccel.」のツールボックスから必要なツ
ールを選択し、音符や小節をクリックして挿入します。
ダイナミックテンポは小節の最初の線にのみ配置できます。マウスポインタを置いた
位置がダイナミックテンポの挿入が可能な位置の場合に記号が有効になります。正し
く配置するための縦線と横線が表示されます。

15
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反復番号括弧（1番括弧、2番括弧）
反復時に異なる場所で終了する場合にこの括弧（ボルタ）を使って各終了地点を設定
します。 
小節にボルタを挿入する場合は、小節を右クリックして「小節」メニューを選択し以
下を選択します： ボルタを挿入。
また「記譜」タブから「ボルタ」ボタンをクリックするか、キーボードの V 
キーを押して小節上をクリックすることでもボルタを挿入することができます。
ボルタの括弧番号を変更する場合はボルタを右クリックしてボルタを編集を選択しま
す。
楽譜を編集する
音符の位置を調整する

自動フォーマットはCrescendoに搭載されている最も便利な機能の1つです。自動
フォーマットを使うと小節内の音符を自動的に正しく配置することができます。各音
符はそれぞれ手動で動かすことができますが、自動フォーマットを使えば一瞬で全て
の音符の位置を調整することができます。 

ヒント:手作業で音符を動かす際は、Shiftを押しながらドラッグすることで音符が
上下に動かなくなり、誤って音程を変えてしまうことを防げます。
音符や記号を削除する
音符や休符、各種記号を削除する場合は、削除するアイテムをクリックして選択した
状態で「編集」タブの「削除」ボタンをクリックします。削除したアイテムを元に戻
す場合は元に戻すボタンをクリックするか、キーボードのCtrl+Zキーを押します。
小節内の音符の削除にはDeleteキーを使う事もできます。
音符や小節線を移動する
音符や休符はマウスでドラッグして動かすことができます。譜表より上や下に移動し
た場合、自動的に加線が挿入されます。
小節線をドラッグして小節の位置を変更することも可能です。
記号や文字を移動する
強弱記号や文字を小節や音符に挿入することができます。挿入するアイテムを選択す
ると挿入されるポイントが画面に表示されます。
記号や文字の位置を調整するだけの場合は記号や文字自体をドラッグして動かします
。ロックされている位置や音符を調節する場合は赤い丸をドラッグして動かします。
赤い丸は小節線を越えられないようデフォルト設定されています。小節線を越えて移
動する場合は、Ctrlキーを押しながら赤い丸をドラッグしてください。
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基本 - 基本操作

手のひらツール 

画面左側のツールバーから手のひらツールを選択して画面をクリックすると、楽譜を
上下左右にスクロールすることができます。

手のひらツー
ルが選択されていない場合でも楽譜上をクリックしてドラッグすることでいつでも画
面をスクロールすることができます。 
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また、選択ツールや音符ツールを使用中でも、左クリックが作業に影響を与えないツ
ールであれば画面をドラッグしてスクロールすることができます。 

ズーム 

画面左側の
ツールボックスのズームツールを選択し、マウスホイールを動かすか、画面をクリッ
クまたはCtrlキーを押しながらクリックすることで画面を拡大縮小することができま
す。 
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下部にズームバーがあります。ズーム 
メニュー項目を選択するか、バーをドラッグしてズームの程度を変更できます。 画面
に合わせるは楽譜の幅がパソコン画面の幅に合うようにズームの程度を自動調整しま
す。
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基本 - 円形メニュー
円形メニューは楽譜に音符や記号などをより素早く簡単に挿入することができるCres
cendoだけで使える便利なツールで、音符や休符の種類を変換したりと言った作業が
超高速でできます。
● 楽譜内で変更したい音符や記号をクリックするだけ 
● クリックした音符や記号の円形メニューは、変更する音符や記号を囲むカラフルな

円形で表示されます。
● 円内には記号のショートカットキーに対応する小さな数字が書かれています。Alt

キーを押しながらこの記号の番号を押すと他の円形メニューに切り替えることがで
きます。

各円形メニューの中央には「+」記号があります。この「+

円形メニューを使うことでツールバーから各記号をドラッグせずに音符の長さの変更
や、休符や装飾音符などの挿入など様々な作業が素早く行えるので結果として楽譜を
より素早く直感的に作成することができるようになります。
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基本 - 楽譜の設定

新規楽譜を作成する 

以下のいずれかの方法で新規楽譜画面を開きます： 
● 新規ボタンを楽譜タブでクリックする
● 新規をファイルメニューから選択する
● キーボードのCtrl+Nキーを押す
曲名を設定する
楽譜の曲名は以下のいずれかの方法で変更します： 
● 曲名を右クリックし編集を選択するか
● 曲名を設定を楽譜メニューから選択する。
「文字を編集」画面が開くので、曲名を入力し、必要に応じてフォントや文字サイズ
などを設定してください。 

楽譜の設定 

楽譜の設定ダイアログを開くにはツールバーの 設定 ボタンをクリックするか、 設定 
を楽譜メニューから選択する。 
● 譜面のサイズ：プルダウンメニューから譜面のサイズを選択し、縦または横を選択

します。
● 譜面の並び：縦並び（縦にスクロール表示）または横並びから選択します。
● 譜表設定： 

●

譜表の高さ：譜表自体の高さを指定します 

●

段の間隔：各段の間隔を設定します 

●

譜表の間隔：各譜表の間の間隔を指定します メモ：1本の譜表のみの楽
譜では段の間隔を使って譜表と譜表の間隔を変更します。

● 繰り返し：音部記号や調号、拍子、パート名などが表示される頻度を指定します。
● 小節番号：小節番号を表示する頻度を設定します。
● テンポ：音符の長さを指定し、選択した楽譜の再生速度を設定します。テンポ記号

を表示
● 音符名：Crescendoでは音符やピッチの名称を音符の玉の部分に表示することが

できます。このオプションにチェックを入れると新しく挿入した音符の玉の部分に
音符名が自動的に 
表示されます。一部の音符にのみ音符名を挿入する場合は音符の右クリックメニュ
ーを使って個別に挿入してください。 

出力時にウォーターマークを挿入する
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出力した画像ファイルやPDFファイルにウォーターマーク（透かし画像や文字）を挿
入することができます。透かし画像や文字の設定を行うには 設定 
メニューから以下を開きます： 透かし タブ。 
透かし文字オプション： 
● チェックボックスにチェックを入れると透かし文字の挿入がオンになり、チェック

を外すとオフになります。
● 文字入力：透かし文字として表示しする文字を入力します。
● フォント：プルダウンメニューから希望のスタイルを選択します。
● 太字、斜字、下線ボタン：文字の協調方法を設定します。
● サイズ：文字のサイズを設定します。
● 配置ボタン：譜面のどの位置に透かし文字を入れるかを設定します。
● 透過度：文字の透明度を設定します。
透かし画像オプション： 
● チェックボックスにチェックを入れると透かし画像の挿入がオンになり、チェック

を外すとオフになります。
● 参照ボタン：透かし画像に使う画像を参照するダイアログが開きます。選択した画

像のディレクトリが読み取り専用の文字ボックスの隣に表示されます。
● サイズ変更：挿入する透かし画像のサイズを設定します。
● 配置ボタン：譜面のどの位置に透かし画像を入れるかを設定します。
● 透過度：画像の透明度を設定します。

パートと譜表を設定する 

以下のいずれかの方法でパート画面を開き、各パートと譜表の挿入や削除、並び順の
変更、またパート名の変更を行います。 
● パートボタンを楽譜タブでクリックする
● パートと譜表を楽譜メニューから選択する
● 以下のショートカットを使う： Alt+P 
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基本 - パートと譜表
パートと譜表はパート画面（下図参照）で編集することができます：

各パートや譜表はパート画面でそれぞれの項目をクリックすることで選択します。
パート/譜表の名前を変更するには画面左側のツリー表示欄でパート/譜表を選択して
右側の入力ボックスに新しい名前を入力するか、ツリー表示欄でラベルをクリック、
またはF2のショートカットキーを押して新しい名前を入力します。
ボタン

選択したパート/譜表を1つ上に移動します。 

選択したパート/譜表を1つ下に移動します。 
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選択したパート/譜表を削除します。 

現在選択されているパートの末尾または現在選択されている譜表の冒頭に新しい
標準譜表を作成します。 
●

新しいタブ譜を作成します。 
●

新しいドラム譜を作成します。 

パートの末尾に標準譜表で新しいパートを作成します。 
●

タブ譜で新しいパートを作成します。 
●

ドラム譜で新しいパートを作成します。 
パート名の短縮
パート名の後ろにバックスラッシュ記号（\）で区切って短縮名を挿入できます。
譜表のどの部分にパートの全体名を表示し、どの部分に短い名前を表示するかは以下
から設定することができます：
● 「楽譜」メニューの「パート名の繰り返しを設定」サブメニュー
● 楽譜タブ->設定->レイアウトタブ->繰り返し。
タブ譜とドラム譜
「タブ譜」または「ドラム譜」のラジオボタンを使って、譜表の種類を標準、タブ譜
、ドラム譜のいずれかに切り替えることができます。タブ譜の詳細についてはタブ譜

また、ドラム譜が選択されている場合、打楽器の種類や符頭、音符の位置などの設定
を行うことができます。詳しくはドラムキットの項目をご覧ください。
標準譜表
パートに挿入する全ての標準譜表の音部記号や調号を変更できます。
タブ譜
弦のチューニングは挿入した各タブ譜ごとに個別に変更できます。お好きなチューニ
ングをプルダウンメニューから選択するか、独自のチューニングを編集/作成します。
ドラム譜
タブ譜と同様にドラム譜のマップも変更できます。選択した譜表のドラムマップは

アイコンをクリックして打楽器編集ダイアログを開き編集できます。

リンクされた譜表
リンクした譜表はリンクされた譜表を模倣する譜表です。
左下部に隅に「リンクした譜表」オプションがクリックできない灰色の文字で表示さ
れているかと思います。これをクリックできるよう切り替えるには、リンクする譜表
として挿入する譜表を選択してクリックし、「標準」、「タブ譜」をリンクした譜表
のオプションから選択します。選択したものが自動的にパートと譜表の概要と楽譜上
に表示されます。

楽器またはVSTi
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全ての譜表には独自の楽器を割り当てることができます。楽器を譜表に割り当てるに
は、まず譜表を選択し、次に楽器のプルダウンメニューからこの譜表を演奏する楽器
を選択します。使う楽器ごとにこの手順を繰り返します。
また、譜表を選択して楽器のプルダウンメニューの代わりにVSTiボタンをクリックし
VSTiを割り当てることもできます。
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基本 - 拍子記号
拍子記号のダイアログを使って拍子記号を入力します。このダイアログを開くには、
既存の拍子記号もしくは譜表の空きスペースを右クリックして拍子記号->番号を選択
します。分母と分子の数字を所定の欄に入力します。

上：
1小節内の拍子の数です。

下：
1拍分の音符の種類（4分音符、2分音符など）。
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基本 - 連符
連符ダイアログでは連符の値を設定することができます。このダイアログを開くには
、既存の連符を右クリックして値を選択するか、連符になっている音符を右クリック
して連符->値を選択します。 
連符の作成方法については楽譜の書き方のページをご覧ください。 
等分する音符：
連符になっている1つ1つの音符の値（2分音符、4分音符など）です。

等分：
連符になっている音符の数です。つまり、2連符の場合は2、3連符の場合は3、4連符
の場合は4ということになります。

合計音符数：
連符が割り当てられる音符の合計数です。

28

writingmusic.html


基本 - 声部
複数の声部を使う場合、まず新しい音楽用の声部を選択します。
声部を選択するには「記譜」タブで「声部」をクリックし、メニューから新しい音符
を作る声部を選択します。また、キーボードのCtrl + 1～4の数字キーを押すことでも
同様の作業ができます。休みの声部の無音部分には休符を入れるのを忘れないように
してください。
声部のみをミュート/非表示にする必要がある場合は声部メニューから行うことができ
ます。
表示オプションを声部メニューで選択すると譜面に声部が表示され、チェックを外す
と非表示になります。
ミュートオプションを声部メニューで選択すると楽譜をMIDI再生する際に声部のみが
再生されなくなります。
楽譜上で最初に有効になっている声部は声部1なので入力した音符は声部1に入力され
ます。声部1にいくつかの音符を入力後声部2に音符を入力を行う場合、「声部2を選
択」を「音符」タブの「声部」ボタンを出クリックすると声部2が有効になります。
また既存のピッチの声部をピッチを右クリックすることで有効化された声部の変更を
せずに声部を変更することができます。

メモ：作業中の声部をミュート/非表示にすることはできません。
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基本 - 歌詞
文字ツールは用途を問わず使えるツールですが、歌詞の入力には歌詞ツールの方が効
率的です。
音符に歌詞を挿入するには、「記譜」タブの「歌詞」ボタンをクリックします。歌詞
ボタンをクリック後、歌詞を挿入する最初の音符の上にマウスを置くと音符にガイド
線が表示されるので、この状態で歌詞を挿入する位置をクリックし文字を入力します
。この方法で入力した文字は音符とペアになるので、音符の位置を左右に動かすと文
字も一緒に移動します。次の文字を入力するにはキーボードのTabキーを押します。
自動的に文字入力ボックスが次の音符とペアになった状態で開くので次の文字を入力
します。 

選択ツールを使うと歌詞を通常の文字として動かすことができます。また、歌詞の文
字を右クリックするとメニューが表示され文字の編集や文字サイズやフォントなどの
選択ができます。文字を書き直すだけの場合は文字をダブルクリックします。 
注: 
歌詞の文字の書式を変更すると同じ節の全ての歌詞にこの書式が適用されます。歌詞
は他の一般的な文字入力と違い、音符に繋げて入力します。接続用の線が表示されな
い場合はマウスポインタの周辺に歌詞を挿入できる音符が無いということを意味しま
す。

歌詞の文字も通常の文字と同様に配置アシスト線の表示や移動ロック機能が使えます
。
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基本 - MIDI再生とMIDIファイル
Crescendoで作成した楽譜は画面下部の再生ボタンまたはショートカットキーを使っ
て再生することができます。小節が選択されている場合はその部分のみが再生され、
音符が選択されている場合はその音符から楽譜の最後までが再生されます。何も選択
されていない場合は楽譜全体が再生されます。
注:マイクロソフト社のMIDIサブシステムのバグにより、Windowsストア版では再生
できません。
再生を開始する
F3キー
または再生ボタンをクリックします。 
再生を停止する
F4キー
を押すか停止ボタンをクリックします。 
再生時の反復
再生時に反復を行うかどうかを設定するには画面下部の 

アイコンをを使って行います。 

特定箇所のみ再生する
小節を選択した状態で再生を行うと、選択した箇所のみが再生されます。
メトロノーム
再生用のメトロノームを有効にするには再生パネル下部の

アイコンをクリックしてオンとオフを切り替えます。

のアイコンをクリックしてメトロノームの音量を調整します。 
MIDIファイルをインポートする
メインメニューからファイルを選択しMIDIをインポートを選択すると
MIDIのインポートダイアログが表示されます。MIDIのインポートオプションの設定
が完了するとMIDIファイルが楽譜としてCrescendoに表示され、編集を始めること
ができます。 
MIDIファイルをエクスポートする
メインメニューからファイルを選択し、MIDIをエクスポートを選択します。エクスポ
ートしたMIDIファイルは音声再生アプリを使って再生することができます。 

音声ファイルをエクスポート
メインメニューからファイルを選択し、音声をエクスポート...を選択します。音声は
MIDI以外にもWaveやMP3などの音声ファイルとしてもエクスポートできます。 
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基本 - MIDIファイルをインポートする
このページではMIDIのインポートダイアログのオプションにつき説明します。MIDI
シーケンスと一般的な楽譜には共通点がたくさんありますが、異なる部分もいくつか
あります。 MIDIのインポートダイアログにはMIDIファイルを楽譜に起こす際に必要
な設定項目があり、各項目を正しく設定することでより見やすく正確な状態で楽譜が
作成されます。 
譜表オプション
● トラックを譜表に割当て各MIDIトラックが1つの譜表に表示される形でインポー

トされます。トラック構成用の表を使って各トラック用のオプションを細かく設定
します。

● チャンネルを譜表に割当て全てのトラックが1つにまとまり、音符がチャンネルご
とに表示されます。ここにチェックを入れるとトラック構成用の表は使えません。

クオンタイズ
選択したビートのタイプに合わせて音符が並びます。これを選択することでより見や
すい楽譜を作成できます。 
ミュージシャンの演奏を元に作られたMIDIファイルの場合などは音符の位置に人間的
なばらつきが生じるので、こうしたファイルをより機械的に正確な位置に配置するこ
とができます。 

● 無し：クオンタイズ無し
● 4分音符：4分音符に合わせて配置します
● 8分音符：８分音符に合わせて配置します
● 16分音符：16分音符に合わせて配置します
● 32分音符：32分音符に合わせて配置します
● 64分音符：64分音符に合わせて配置します
以下のMIDIイベントを含む
● 調：調のMIDIメタイベントを含みます
● 拍子：拍子のMIDIメタイベントを含みます
● テンポ：テンポ変更のMIDIメタインベントを含み、メトロノームマークが作成さ

れます。
この連符に合わせる
最新版では3連符のみに対応しています。
インポートする音符
● サスティンペダル：MIDIコントローラ64番をペダルマーク用に読み込みます
トラック構成用の表
インポートされた各トラックを譜表に変換するオプションの設定を変更します。設定
可能なカラムは以下の通りです：
● インポート：トラックをインポートするかどうかを設定します。デフォルトが「無

し」になっている場合はトラック内にノートがありません。
● 音部記号：「自動」になっている場合はプログラムが検出した音部記号が自動的に

使われます。 
自動を選択しない場合はここで選択した音部記号が楽譜全体に使われます。タブ譜
やパーカッション用には音部記号の自動検出は使えません。 

● 分割：大譜表内の音符を特定の分割位置、または自動設定で分割します。「無し」
が選択されている場合は処理が行われません。
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● 並び順の変更：各項目の順序をドラッグアンドドロップで変更します。
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基本 - 楽譜の印刷とエクスポート
楽譜を印刷する
全てのページを印刷する場合はファイル->印刷を選択するか、印刷ボタンを「ホーム
」タブのツールバーでクリック、またはキーボードのCtrl+Pキーを押します。 
楽譜のみが印刷され、画面上のツールや色などは印刷されません。
画像ファイルをエクスポート
作成した楽譜を画像ファイルとしてエクスポートする場合は、ファイルメニューから
「画像を出力」を選択します。次にエクスポート後の画像の解像度を指定し、保存場
所と保存フォーマットを選択します。保存できる画像フォーマットは以下の通りです
： 
.bmp、.jpg、.png、.psd、.tga、.gif（windows版のみ）、.jp2、.pcx、.pnm、.pgf（
Windows版のみ）、.ras、.tifおよび.wbmp。 

PDF形式でエクスポート
PDF形式でエクスポートする場合は「ファイル」メニューから「PDFファイルにエク
スポート」を選択します。ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力します。 
MIDIをエクスポートする
MIDIファイルへのエクスポートは以下で行いました： 
● メニュー > 「ファイル」メニューをクリックし > MIDIをエクスポート... 

保存する場所を参照し保存するファイル名を入力するか、
● 「楽譜」タブのツールバーで「エクスポート」ボタンをクリックし、「MIDIをエ

クスポート」をクリックする。保存する場所を参照し保存するファイル名を入力し
ます。

音声をエクスポート中
音声ファイルへのエクスポートは以下で行いました： 
● メニュー > 「ファイル」メニューをクリックし > 音声をエクスポート... 

保存する場所を参照し保存するファイル名を入力するか、
● 「楽譜」タブのツールバーで「エクスポート」ボタンをクリックし、「音声をエク

スポート」をクリックする。保存する場所を参照し保存するファイル名を入力しま
す。

デフォルトの音声フォーマットはWAVですが、「音声をエクスポート」画面で「名前
を付けて保存」を選択する際にMP3を選択することもできます。 
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基本 - クラウドサポート
Crescendoで作成した楽譜をDropboxやGoogleドライブにそのまま素早くアップロ
ードしたり、DropboxやGoogleドライブから音声や楽譜を直接Crescendoにダウン
ロードすることができます。
Dropbox
楽譜をアップロードする： 
1. 「楽譜」タブのツールバーで「クラウド」のプルダウンボタンをクリックします。
2. 「Dropboxに楽譜を保存」を選択します。
3. 楽譜が保存されていない場合は楽譜をローカルフォルダに保存するためのダイアロ

グが表示されます。
4. クラウドファイル一覧のダイアログでアップロード先を選択します。
5. 「アップロード」をクリックします。
楽譜をダウンロードする： 
1. 「楽譜」タブのツールバーで「クラウド」のプルダウンボタンをクリックします。
2. 「Dropboxから楽譜をダウンロード」を選択します。
3. ファイル一覧のダイアログから楽譜を選択し「ファイルを読み込む」をクリックし

ます。
4. 楽譜をローカルフォルダに保存すると楽譜が自動的にCrescendo内に開きます。
Googleドライブ
楽譜をアップロードする： 
1. 「楽譜」タブのツールバーで「クラウド」のプルダウンボタンをクリックします。
2. 「Googleドライブに楽譜を保存」を選択します。
3. 楽譜が保存されていない場合は楽譜をローカルフォルダに保存するためのダイアロ

グが表示されます。
4. クラウドファイル一覧のダイアログでアップロード先を選択します。
5. 「アップロード」をクリックします。
楽譜をダウンロードする： 
1. 「楽譜」タブのツールバーで「クラウド」のプルダウンボタンをクリックします。
2. 「Googleドライブから楽譜をダウンロード」を選択します。
3. ファイル一覧のダイアログから楽譜を選択し「ファイルを読み込む」をクリックし

ます。
4. 楽譜をローカルフォルダに保存すると楽譜が自動的にCrescendo内に開きます。
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基本 - 自動保存と復元
自動保存
Crescendoで作業中に何らかの変更を行う度にファイルが自動保存フォルダ内に保存
されます。特に問題無く楽譜の編集作業を終えてCrescendoを閉じた場合は、こうし
た自動保存ファイルは自動的に削除されます。 

クラッシュ時の復旧
Crescendoがクラッシュした場合など、通常の方法で楽譜が閉じられなかった場合、
作成中のファイルが自動保存フォルダに保存され、次回Crescendoを開いた際に自動
的に開きます。自動的に開いた自動保存ファイルは、自動的に開いた後に閉じた段階
で自動保存ファイルから削除されます。復元されたファイルを消さずに保存する場合
は、「ファイル」メニューから名前を付けて保存を選択して、保存先となる別のフォ
ルダとファイル名を指定して保存を行います。 
自動保存フォルダは、ユーザーの「ドキュメント」フォルダ内の「Crescendo」フォ
ルダ内にあります。自動保存されたファイルのファイル名には「autosave」という文
字が挿入されます。自動保存されたファイルを復元するには、自動保存されたファイ
ルを自動保存フォルダから別のフォルダへ移動して新しいファイル名を付け、Cresce
ndo用のファイル拡張子（.cdo）を付けて保存します。自動保存ファイルは自動保存
フォルダ内で開いて作業をしないようにしてください。自動保存フォルダ内で開いた
ファイルは、Crescendoを通常通り閉じた時点で削除されますのでご注意ください。 
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基本 - キーボードのショートカット
記号または作業 ショートカットキー 

新規 Ctrl+N
 新規譜表 Ctrl + Shift + B
 新しい空の大譜表 Ctrl+G
 新規タブ譜 Ctrl+T
 新規ドラム譜 Ctrl+D
 開く Ctrl+O
 閉じる Ctrl+WまたはCtrl+F4
 次のタブへ移動 Ctrl+Tab
 1つ前のタブへ移動 Ctrl+Shift+Tab
 保存 Ctrl+S
 名前を付けて保存 Ctrl+Shift+S
 印刷 Ctrl+P
 印刷プレビュー Ctrl+Shift+P
 終了 Alt+F4
 切り取り Ctrl+X
 コピー Ctrl+C
 貼り付け Ctrl+V
 ズームイン Ctrl+ Num+またはCtrl++
 ズームアウト Ctrl+ Num-またはCtrl+-
 画面の大きさに合わせる Ctrl+0
 現在行っている作業をキャンセル Esc
 削除 削除 
選択した音符の符幹の方向を変更 X
 選択されている音符の音符メニューを開く Enter
 全てのメニューを表示 Alt
 音符を移動 Shift + 矢印キー
 

小節線 B
 

歌詞ツール L
 文字ツール T
 

全音符 1
 2分音符 2
 4分音符 3
 8分音符 4
 16分音符 5
 32分音符 6
 64分音符/Hemidemisemiquaver  7
 

長休符 Shift + 0
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 全休符 Shift + 1
 2分休符 Shift + 2
 4分休符 Shift + 3
 8分休符 Shift + 4
 16分休符 Shift + 5
 32分休符 Shift + 6
 64分休符/Hemidemisemiquaver  Shift + 7
 

反復番号括弧 V
 スラー S
 フレーズ記号 Shift + P
 

パート Alt+P
 自動フォーマット Ctrl + L
 小節を追加 Ctrl + B
 

声部1を選択 Ctrl + 1
 声部2を選択 Ctrl + 2
 声部3を選択 Ctrl + 3
 声部4を選択 Ctrl + 4
 声部1を表示 Ctrl + 5
 声部2を表示 Ctrl + 6
 声部3を表示 Ctrl + 7
 声部4を表示 Ctrl + 8
 

元に戻す Ctrl + Z
 やり直す Ctrl + Y
 パン 手のひらツール（マウスを長押し）
 再生を開始する F3キー 
再生を停止する F4キー 
VSTiを設定  F5 
再生用の楽器を設定 F6 
再生を開始または停止 スペースバー
 マニュアルを表示 F1
 

「パート」ダイアログ内の作業 ショートカットキー 

選択個所の名前を変更 F2
 

文字ツール ショートカットキー 

フラット(♭)記号を挿入 Ctrl + Shift + F
 ナチュラル記号(♮)を挿入 Ctrl + Shift + N
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 シャープ記号(♯)を挿入 Ctrl + Shift + S
 

楽譜書き起こし ショートカットキー 

音声ファイルを読み込む Ctrl + O
 CDトラックを読み込む  Ctrl + L
 開始/停止 スペースバー
 スクラブ Ctrl + スペースバー
 早送り 右矢印
 早戻し 左矢印
 ループを切り替え L
 先頭へ戻る Homeキー
 ヘルプ F1
 終了 Esc
 

オンスクリーンキーボード ショートカットキー 

C音符を入力 A
C#/Db音符を入力 W
D音符を入力 S
D#/EB音符を入力 E
E音符を入力 D
F音符を入力 F
F#/Gb音符を入力 T
G音符を入力 G
G#/Ab音符を入力 Y
A音符を入力 H
A#/Bb音符を入力 下
B音符を入力 J
オクターブを下げる Z
オクターブを上げる X
 

歌詞操作 ショートカットキー 

次の歌詞に移動 スペースバー、Tabキー、またはCtrl + 
右矢印キー

 前の歌詞に移動 Ctrl + 左矢印キー
 次の番の歌詞に移動 Enter
 メリスマを挿入 Shift ＋ 下線
 ハイフンを挿入 マイナス記号
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弦 - タブ譜
タブ譜（TAB譜）は音符ではなく指の動きを文字や数字で表示する、弦楽器等に使わ
れる楽譜です。 
新規タブ譜は以下のいずれかの手順で開きます： 
● 「楽譜」タブのツールバーで「新規楽譜」ボタンをクリックし、「新規タブ譜」を

クリックする。
● > 「ファイル」メニューをクリックし > 「新規タブ譜」を選択する。
● 以下のショートカットキーを使う： Ctrl+T
以下の手順で新規楽譜ウィザードを使って開くこともできます： 
● 「楽譜」タブの「新規」ボタンをクリックするとウィザード画面が開くので、「空

の楽譜」から「空のタブ譜」を選択し「次へ」ボタンをクリックし、ウィザードの
指示に従って作業を完了します。

● 「楽譜」タブの「新規」ボタンをクリックするとウィザード画面が開くので、「ソ
ロ譜」から「空のタブ譜」を選択し「次へ」ボタンをクリックし、ウィザードの指
示に従って作業を完了します。

● > 「ファイル」メニューをクリックし > 
「新規...」を選択すると新規楽譜ウィザードが開くので上記の通り作業を行うか、

● Ctrl+N  
のショートカットキーを使って「新規楽譜ウィザード」を開き上記の通り作業を進
めます。

既存の楽譜にタブ譜を挿入するには、以下のいずれかの手順で「譜表とパート」ダイ
アログを開きます： 
● 「楽譜」タブで「パートの設定」ボタンをクリックする。
● 「メニュー」ボタンをクリックし > 「楽譜」から > 

「パートと譜表」を選択するか
● 以下のショートカットキーを使います： Ctrl+P
「譜表とパート」のダイアログが開くので以下の手順でタブ譜を挿入します： 
● パートを選択し、ダイアログ株にある「新規譜表」のプルダウンメニューからタブ

譜を選択して既存のパートに追加するか、
● パートを選択し、ダイアログ株にある「新規パート」のプルダウンメニューから「

タブ譜の新規パート」を選択して新しいパートとして挿入します。”
タブ譜にフィンガリングを挿入する方法は以下の通りです： 
1. 譜表に音符を挿入するのと同じ方法で音符ツールを使います。
2. タブ譜の線をギターの弦とみなし、どの弦を弾くかを音符ツールを使って指定しま

す。
3. 弦を指定後、音符上にカーソルを置いたままShiftキーを押しながらマウスホイー

ルをスクロールして番号を挿入するか、数字をタイプ入力して番号を挿入します。
「0」は開放弦を弾くことを意味します。「１」はチューニングキーに一番近い位
置にあるブリッジの隣のフレットを弾きます。

フレット番号が楽器の領域外にある場合は半透明の赤い線がフレット番号の下に表示
されます。 
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弦 - 調弦データ
調弦はチューニングとも呼ばれ、弦楽器の音程を正しい高さに設定する作業です。各
弦を鳴らし1つ1つの音程を確かめます。通常、音符は最も低い音の弦から最も高い音
の弦の順に並んでいます。
Crescendoの調弦（調弦データ機能）はタブ譜のカスタマイズを助ける便利なツール
です。
調弦データ設定には以下の手順でアクセスします：
● タブ譜の音部記号を右クリックして以下を選択します： 「調弦を編集...」。 
● 五線とパートのダイアログを以下のボタンをクリックして開きます： パートの設

定ボタンをホームタブでクリックし、いずれかの譜表を選択します。「調弦」で以
下のアイコンをクリックします：

弦ごとにピッチ名と半音を変更するには:
● ピッチ名: 

変更する弦の実際のピッチ名をクリックし、プルダウンから置き替える名前を選択
します。 

● 半音： 
弦の番号とピッチ名に平行な半音の番号をクリックします。テキストボックスに切
り替わるので、必要な半音を手入力するかプルダウンメニューから選択します。 

弦とフレットの数を増やす/減らすには:
● 調弦データを開くと表示される画面ではハイライト下タブ譜の現在の弦とフレット

の数が右側に表示されます。
● テキストボックスの横にある上矢印と下矢印を使って減の数を増減します。フレッ

トも同様の手順で増減できます。
● カスタマイズが完了したら、OKボタンをクリックすると新しい調弦データ設定が

自動的にタブ譜に適用されます。
また、変更設定を使ってタブ譜の音符にシャープやフラットを表示するかしないかを
決めることができます。
カスタマイズ中の調弦データを保存するには画面右下部にある名前を付けて保存..ボタ
ンをクリックします。
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弦 - ギターフレットボード編集
このダイアログを使ってフレットボードのコードの編集を行います。どの弦を演奏す
るのか、 どの弦を押さえるのかなどを指定しコードの名称を付けます。 
コード名： 
お好きなコード名を入力します。コード名にはいくつかのルールがあります。 
ルールに沿った形でコード名を作成することでより覚えやすく演奏しやすいコードに
なります。 
フレットボードの図を表示する： 
どの弦を演奏し、どの弦を押さえるかを図で示します。 
コード名だけで十分な場合はコード名のみを表示するよう表示方法を切り替えます。 
フレットボード図: 
● バツ印（X）が付いている弦： この弦は弾きません。 
● 丸（〇）が付いている弦： この弦を押さえずに弾きます。 
● 黒点が付いている弦： 弦を押さええた状態で弾きます。 
弦の上やフレット上などをクリックしてバツ印や 丸 、黒点を切り替えます。 
複数の弦を一度に押さえる場合は複数の弦の上に横線を弾くことができます。最初の
弦と最後の弦に黒点を入れた状態で、画面左横にあるボックスにチェックを入れると
横線が挿入されます。 
5本目以降のフレットを使う場合は、フレットボード編集ツール画面上でマウスホイ
ールをスクロールして一番上のフレットの番号を変更します。 
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ドラム - ドラムキット/ピッチの無い打楽器
ドラム譜は様々な打楽器用の楽譜です。打楽器にはピッチがあるものと無いものがあ
ります。ピッチがある打楽器の楽譜は通常の五線譜を使って作成できますが、ピッチ
がが無い打楽器（ドラムなど）の楽譜はドラム譜を使って作成します。 
ピッチの無い打楽器の棋譜方法には様々あります。 
新規ドラム譜は以下のいずれかの手順で開きます： 
● 「楽譜」タブのツールバーで「新規楽譜」ボタンをクリックし、「新規ドラム譜」

をクリックする。
● 「メニュー」ボタンから > 「ファイル」メニューをクリックし > 

「新規ドラム譜」選択する。
● 以下のショートカットキーを使う： Ctrl+D
以下の手順で新規楽譜ウィザードを使って開くこともできます： 
● 「楽譜」タブの「新規」ボタンをクリックするとウィザード画面が開くので、「空

の楽譜」から「空のドラム譜」を選択し「次へ」ボタンをクリックし、ウィザード
の指示に従って作業を完了します。

● 「楽譜」タブの「新規」ボタンをクリックするとウィザード画面が開くので、「ソ
ロ譜」から「ドラム譜」を選択して「次へ」ボタンをクリックし、ウィザードの指
示に従って作業を完了します。

● 「メニュー」ボタンから > 「ファイル」メニューをクリックし > 
「新規...」を選択すると新規楽譜ウィザードが開くので上記の通り作業を行うか、

● 以下のショートカットキーを使う： Ctrl+N  
のショートカットキーを使って「新規楽譜ウィザード」を開き上記の通り作業を進
めます。

既存の楽譜にドラム譜を挿入するには、以下のいずれかの手順で「譜表とパート」ダ
イアログを開きます： 
● 「楽譜」タブで「パートの設定」ボタンをクリックする。
● 「メニュー」ボタンをクリックし > 「楽譜」から > 

「パートと譜表」を選択するか
● 以下のショートカットキーを使います： Alt+P
「譜表とパート」のダイアログが開くので以下の手順でドラム譜を挿入します： 
● パートを選択し、ダイアログ株にある「新規譜表」のプルダウンメニューからドラ

ム譜を選択して既存のパートに追加するか、
● パートを選択し、ダイアログ株にある「新規パート」のプルダウンメニューからド

ラム譜の新規パートを選択して新しいパートとして挿入します。
ドラム譜にはパーカッション系の楽器の演奏用マップを使って表示します。演奏する
楽器は譜表上の位置と符頭の形で示します。符頭は通常の音符と同じ形のものの他、
バツ印が入ったもの、ひし形、上向き三角形、下向き三角形があり、1つの5線上に最
大5種類の打楽器の楽譜を表記できます。ドラムのマッピングが行われていない場合
は音符を使ってドラムの演奏位置を挿入することができません。Crescendoには楽譜
のマッピングがデフォルト設定されています。マッピングの変更方法は 

ドラムマップ画面 をご覧ください。 
ドラム譜にパーカッション用の楽器を挿入する方法は以下の通りです： 
1. 譜表に音符を挿入するのと同じ方法で音符ツールを使います。
2. 音符の一覧から必要な楽器用の音符を選択し、楽譜内に挿入します。
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3. 同じ位置に複数の楽器がマッピングされており音符を別の楽器のものに変える場合
は音符をクリックし、スムーズメニューから必要な音符を選択するか、音符を指定
した状態でShiftキーを押しながらマウスホイールを動かして別の音符を選択しま
す。

音符自体を削除し新しく音符一覧から選択して挿入しなおすこともできます。 
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ドラム - ドラムキットマップ
このダイアログを使ってドラムマップの編集を行います。このダイアログでは、ドラ
ム譜に使う打楽器の種類などの詳細を設定することができるほか、各打楽器の名称や
符頭の形、譜表上の位置などの設定も行うことができます。 
楽器名： 
お好きな楽器名を入力できます。各打楽器の音はMIDIの統一規格で指定された音色が
割当されています。MIDI音声にはGeneral 
MIDI（ジェネラル・ミディ：GM）という統一規格があり、MIDIノート番号を使っ
て各楽器に特定の音色を割り当てることで、常に正しい音色でMIDI再生が行う事がで
きるようになっています。 

● General 
MIDIレベル1（GM1）は35番（アコースティックバスドラム）から81番（オープ
ントライアングル）までの割り当てが行われています。

● General 
MIDIレベル2（GM2）はGM1をベースにした拡張規格で、27番（高Q値）から8
7番（オープンスルド）までの割り当てが行われています。

多くのMIDIノート番号はGMによる割り当てが行われていないため、こうしたノート
名は空になっています。必要に応じてこうしたノートをお使いください。ドラムキッ
トに使われる打楽器の数はそれほど多くないため、一般的にはドラムマップでそれほ
ど多くのノートの割り当てを行う必要がありません。楽譜に挿入する必要が無い楽器
名は消去することができます。 

消去：楽器名を簡単に消すことができます。
リセット： 変更/消去した楽器名をデフォルトの楽器名に戻すことができます。
符頭：どの楽器用の音符であるかが一目でわかるよう、音符の符頭の形を変えること
ができます。 
メモ：ドラムには標準の符頭が使われることが多く、シンバルにはバツ印、その他の
楽器には三角などの符頭が使われます。 
譜表上の位置： 
特定の楽器の音符を特定の線上に配置することで楽譜を見やすくすることができます
。 
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編集 - 元に戻す/やり直す
Crescendoの「元に戻す」「やり直す」機能は何度でも無制限に使う事ができます。
元に戻す
Ctrl + Z
編集タブの元に戻すボタンをクリックします。 
やり直す
Ctrl + Y
編集タブのやり直すボタンをクリックします。 
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編集 - 譜表貼り付けオプション
複数の小節を貼り付ける際、貼り付け先の小節数が貼り付ける小節数より少ない場合
にこのダイアログが表示されます。

X個の小節のみ貼り付け
貼り付け先の小節数と同じ数の小節のみが貼り付けられます。

既存の小節を上書きして全ての小節を貼り付ける
貼り付け先として選択した小節とその後の小節を上書きする形で、貼り付け用に選択
した小節全てが貼り付けられます。

全ての小節を既存の小節内に貼り付ける
貼り付け先として選択した小節が、貼り付け用に選択した全ての小節で上書きされ、
貼り付け先の小節の後続の小節は後ろに移動します。

キャンセル
貼り付けが行われません。必要に応じて新しい貼り付け項目の選択を行います。
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編集 - 小節と段

小節（小節線）を作成する 
楽譜の末尾に小節を挿入するには以下のいずれかの手順で行います： 
● ツールボックスから小節線を選択し、新しく小節線を挿入する位置でマウスをクリ

ックする。
● 小節を追加ボタンを編集タブでクリックする。
● 小節を追加を楽譜メニューから選択する。
● 以下のショートカットキーを使う： Ctrl+B  
小節線を挿入する
小節線を挿入する手順は以下の通りです： 
● 小節線ツールを選択して小節線を挿入する位置へカーソルを移動し、マウスを左ク

リックする。

ヒント：小節線を挿入するには、挿入できるだけのスペースが必要です。必要に応
じて音符を移動することでスペースを作ることができます。
小節を挿入する
選択した小節の前に空の小節を挿入することができます。特定の小節をクリックして
選択します。次に以下のいずれかの作業を行います： 
● 小節を挿入ボタンを編集タブでクリックする。
● 小節を挿入を楽譜メニューから選択する。

ヒント:小節線を右クリックすると様々な種類の小節線を素早く挿入することができ
ます。 

小節を選択する 
● 小節を選択するには、小節内の空の部分（音符や記号の上ではない五線の部分）を

クリックします。
● 選択を外す場合は、小節外の部分をクリックします。
●

ヒント：Shiftキーを押しながら選択すると複数の小節を選択することができま
す。 

切り取り、コピー、貼り付け 
選択した小節は切り取りやコピー、貼り付けなどを行うことができます。
コピー/切り取った小節は他の小節内にのみ貼り付けられます。既存の小節を消さずに
コピーした小節を貼り付けるには、貼り付け先となる空の小節をまず作成します。

小節線を移動する 
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小節線を動かす場合は線をクリックしてドラッグします。小節線を動かす際は、小節
内にある音符の数に応じて小節の大きさが制限されます。小節線を右に動かすと線の
左側の小節の幅が広がり、右側の幅が狭まります。右側の幅が狭まるにつれ、右側の
小節内の音符も右端に向かって移動し、場合によっては次の段に移動します。小節線
を左に動かすと、小節線の前の小節内の音符が左側に寄り、小節内に全ての音符が収
まりきる最小限の幅に達した段階でそれ以上は動かなくなります。 

譜表の末尾部分は動きません。 
小節線に反復記号を挿入する
繰り返しを行う小節線を右クリックし、必要な繰り返し記号を選択します。
小節や小節線を右クリックし、「繰り返し」のサブメニューからより高度な繰り返し
記号を選択することもできます。
譜表の余白

左
側の赤い線は譜表の左端の余白を表し右側の赤い線は譜表の右側の余白を表します。

左右の余白の大きさを変更する場合は小節内を右クリックして 譜表の余白を選択しま
す。 
譜表の間隔
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赤線Aは高音部譜表の
間隔を表し赤線Bは低音部譜表の間隔を表します。

譜表の間隔を調整する場合は譜表を右クリックして 譜表の間隔を選択します。 
小節のレイアウト 
特定の小節が次の段や次のページから始まるよう変更する場合は、移動する小節を右
クリックして小節のレイアウトを選択します。移動先には以下の2つがあります： 
●

次の段：選択した小節が次の段に移動します。

●

次のページ：選択した小節が次のページに移動します。

小節のレイアウトを編集する
● 挿入：
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小節を右クリックします。右クリックメニューから「小節のレイアウト」を選択し
、いずれかのレイアウトを選択するか 
メニューボタンから「楽譜」を選択し「小節のレイアウト」を選択していずれかの
レイアウトを選択します。 

● 削除：小節の左上部に表示されている小節コントロールのアイコンを右クリックし
、「削除」を選択するか、 
アイコンを選択した状態でキーボードのDeleteキーを押します。また小節を右ク
リックし、小節のレイアウトを選択し、チェックを外すことでも削除できます。 
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編集 - 音符名
音符名の表示は通常は必要ありませんが、 
音楽を教えている方や学ばれている方には便利な機能です。 
Crescendoでは音符やピッチの名称を音符の符頭の部分に表示することができます。 
手順は以下のいずれかの方法から選べます： 
● 音符の符頭を右クリックする。
● 音符名を表示を画面表示メニューから選択する。
● 音符名をデフォルト表示するを設定ダイアログの「記譜」タブで選択する。
メモ：音符名は符頭の部分にのみ表記できるため場合によっては音符名が小さすぎる
ことがあります。 こうした場合は譜表の高さを設定ダイアログで大きくすることで音
符名が見やすくなります。 
通常譜表の幅が12㎜以上になると音符名が良く見えるようになります。 
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編集 - 譜表の間隔
「譜表の間隔」ダイアログは選択した譜表と、同じ譜表内の上の譜表との間のスペー
スを調節します。このダイアログを開くには、譜表上で右クリックし、間隔 -> 
譜表の間隔を選択します。 
"全ての譜表に適用"にチェックを入れると値が譜表全体に適用され、チェックが入っ
ていない場合は現在選択されている段にのみ適用されます。
メモ：1本の譜表のみの楽譜では段の間隔を使って譜表と譜表の間隔を変更します。
譜表の間隔：
スペースはスペースを挿入した譜表とその上の譜表および上の譜表に付随する記号等
との間に挿入されます。

全ての段に適用
ここにチェックを入れると楽譜内の全ての段に選択した値のスペースが挿入されます
。
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編集 - 譜表の余白
譜表の余白ダイアログでは選択した譜表の左右の余白を設定できます。このダイアロ
グを開くには空の譜表を右クリックし譜表の余白を選択します。 
譜表の左余白：
譜表の左側の余白の値をミリ単位で指定します。

譜表の右余白：
譜表の右側の余白の値をミリ単位で指定します。
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編集 - 段の間隔
譜表の間隔ダイアログでは譜表間の間隔を設定できます。このダイアログを開くには
譜表を右クリックし「間隔」-「譜表の間隔」>を選択します。 
ヒント：同じ譜表内で譜表間の間隔を変更する方法は譜表の間隔ダイアログをご覧く
ださい。

段の間隔:
この値が段と段の間の間隔を決定します。
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編集 - 自動レイアウト
このダイアログでは楽譜全体を自動的にレイアウトする前に、行/段ごとの最大小節数
を設定できます。このダイアログを開くには、メニューから譜表->レイアウト...をク
リックするか、編集ツールバータブのレイアウトボタンをクリックします。
メモ：自動フォーマットに関する詳細は自動フォーマットのページを参照してくださ
い。

各行の最大小節数：
各段の小節数の最大値を設定します。十分なスペースがない場合は小節数を少なくし
てみてください。
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編集 - 自動フォーマット
自動フォーマット
Crescendoは音符の自動フォーマットに対応しています。自動フォーマットには楽譜
の自動フォーマット、小節の自動フォーマット、新規音符の自動フォーマットの3種
類があります。

楽譜の自動フォーマット
楽譜内の全ての音符をチェックし、音符の長さと小節の幅に応じて音符を自動的に配
置します。長い音符には短い音符より大きなスペースが割り当てられます。楽譜の自
動フォーマットは以下のいずれかの手順で行うことができます。

● 以下のキーを押す： Ctrl+L 
● 以下のボタンをクリックする： 「自動フォーマット」ボタン （編集タブ） 
● 以下を選択： 楽譜の自動フォーマット（自動フォーマット 

ボタンのプルダウンメニュー） 
● 以下を選択： メニュー->楽譜->楽譜を自動フォーマット 
小節を自動フォーマット
選択した小節のみを自動的にフォーマットします。必要な小節をクリックして選択し
、以下の手順で自動フォーマットを行います。
● 以下を選択： 小節を自動フォーマットアイテム、以下の場所にあります：自動フ

ォーマット ボタンのプルダウンメニュー） 
● 以下を選択： メニュー->楽譜->小説を自動フォーマット 
音符：小節の幅を十分確保することでより美しい請求書が作れます。幅が狭すぎる場
合音符が重なって表示されてしまう場合があります。

新規音符のフォーマット
特定の小節内に配置される新しい音符の間隔を自動的にフォーマットして配置します
。音符の配置は音符の長さや小節の幅、小節内の音符数により決定します。新規音符
の自動フォーマットのオン/オフ切り替えは以下の手順で行います。

● 以下を選択： 新規音符のフォーマットアイテム、以下の場所にあります：自動フ
ォーマット ボタンのプルダウンメニュー） 

● 以下を選択： メニュー->楽譜->新規音符を自動フォーマット 
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編集 - テンポ記号を編集
テンポ記号のダイアログで音符とBPMの値を設定することができます。
このダイアログを開くには 以下を右クリックし： 小節、以下を選択します：テンポ
記号を右クリックメニューから選択します。 
「テンポ記号を表示」にチェックを入れると小節にテンポ記号が表示され、テンポの
設定を行うことができます。 テンポにテンポ名を付ける場合は テンポ名にチェック
を入れ、プルダウンメニューからテンポ名を選択するか、テンポ名をタイプ入力しま
す。 
テンポ記号を表示しない場合はこのオプションからチェックを外してください。非表
示にした場合は記号自体はエクスポートした楽譜に表示されませんが、機能自体は無
効になりません。 

テンポ記号を非表示にする：テンポ記号ダイアログ内の「テンポ記号を表示」オプシ
ョンからチェックを外します。 テンポ設定を削除する：テンポ記号を右クリックし削
除を右クリックメニューから選択します。 
テンポ
1分間に何拍入るかを指定します。

音符の長さ：
1拍として数える音符を指定します。

テンポ名
このボックスにチェックを入れると選択した小節にテンポ名が表示されます。
テンポ名はプルダウンメニューから選択するか、お好きな名称をタイプ入力すること
ができます。

テンポ記号を表示
このボックスにチェックを入れると選択した小節にテンポ記号が表示されます。

58



編集 - 反復番号括弧を編集
反復番号括弧（ボルタ）編集ダイアログを使って、反復後に演奏される小節の指定を
行います。
このダイアログを開くには１）ボルタがある小節を右クリックし単位を右クリックメ
ニューから選択してボルタを編集を「小節」のサブメニューから選択する、２）括弧
を右クリックしてボルタを編集を選択する、３）括弧をダブルクリックする。 
括弧の番号は1、1, 3-5, 
8などの形式で挿入します。番号が挿入されていない場合や０（ゼロ）が挿入された
場合などはボルタは削除されます。

括弧の番号
カスタム：
括弧の番号を一覧から選ばず独自に指定する場合はここに入力します。

オープン
括弧から更に音楽が続く場合などに使います。

クローズ
特定の範囲を括弧で囲む場合に使います。
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編集 - 長休符の編集
長休符ダイアログを使って休みとなる小節数を設定します。
このダイアログにアクセスするには、小節を長休符で設定した後小節の上にある番号
を右クリックし、右クリックメニューから長休符を設定を選択します。 
長休符を削除するには、長さを0にするか、長さをミリクリックして休符を削除を選
択します。 

小節数：
休みとなる小節の数を入力します。
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編集 - 文字を編集
「文字を編集」ダイアログを使って文字の外観を編集できます。このダイアログを開
くには、ツールボックスの文字ツールを使って新しく文字を作成するか、既存の文字
を右クリックして編集を選択します。
文字の入力領域に必要な文字を入力します。
サイズの値を変更して文字の大きさを指定します。
フォントのプルダウンメニューから希望のフォントを選択します。
B（太字）、I（斜字）、U（下線）のボタンを使って文字のスタイルを設定します。
カラーピッカーをクリックすると文字の色を変更できます。
フラットやシャープ、ナチュラルなどの記号を文字に入力する場合は文字編集画面の
それぞれのボタンやショートカットキーを使うと素早く正確に入力することができま
す。
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編集 - 歌詞スタイル
歌詞のスタイルダイアログを使って歌詞のフォントのスタイルを設定できます。フォ
ント名やスタイル、サイズ、文字の色などを様々なパートごとに設定できます。この
ダイアログには楽譜タブの[歌詞プルダウンメニューを使ってアクセスできます。
デフォルト
このタブは、歌詞の特定の場所が設定されていない場合に歌詞全体にスタイルを適用
するために使われます。

歌詞
このタブは歌詞ごとにスタイルを適用するために使用されます。
ヴァースのプルダウンメニューを使ってそれぞれの番号の歌詞のスタイルを設定しま
す。1番から5番の歌詞を選ぶことができます。
デフォルトのスタイルをヴァースに使う場合はデフォルトのスタイルを使うにチェッ
クを入れます。 

コーラス
このタブはコーラスの歌詞のスタイルを適用するために使用されます。
デフォルトのスタイルをコーラスに使う場合はデフォルトのスタイルを使うにチェッ
クを入れます。 
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ツール - 移調
移調ツールを使うと楽譜全体の音符の音程を一度に変えることができます。移調を行
うにはツールバーの移調ボタンをクリックして移調ダイアログを開きます。移調は調
号を使った移調と音程（半音）を使った移調の2種類の方法で行うことができます。
調号を使った移調を行うと音符と調号が殆どの場合全て自動で書き換えられます。音
程を使った移調を行う場合は半音の数を指定して音程を上下させます。半音を12個動
かすと1オクターブの移調になり調号が変わらず、CからEに移調する場合は4半音上
げるといった方法です。

移調ダイアログで指定できる半音の範囲は、曲中の音符の範囲により異なります。こ
れは誤って高すぎる位置や低すぎる位置への移調を行ってしまうことを防ぐためです
。こうした制限のため希望の位置への移調ができない場合は、音部記号を変更してみ
てください。例えば、ト音記号が使われている譜表の移調が希望の低さに設定できな
いという場合は音部記号をへ音記号に変えてから移調を再度行ってみてください。

1つの調号から別の調号へ移調する場合は 移調に伴う音符の調整のページをご覧くだ
さい。希望の調号を選択することで移調を行う方法をご覧いただけます。 
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ツール - 楽譜書き起こし
楽譜書き起こしツールは音楽ファイルの楽譜書き起こしをアシストする機能です。複
数のパートからなる音楽の音符を正確に検出できる 
シンプルで使いやすいツールです。書き起しツールをより早く使いこなせるようにな
るために以下の説明を良くお読みください。 

はじめに
まず最初に、書き起しを行う音楽ファイルを読み込みます。
● 「楽譜起こし」ボタンをクリックすると楽譜起こしの画面が開きます。
● 「楽譜書き起こしツール」画面の「開く」ボタンをクリックします。
● ファイルエクスプローラが開くので読み込む音楽ファイルを選択します。楽譜書き

起こしツールには 
様々なフォーマットの音声ファイルを読み込むことができます。 

● ファイルの選択が完了したらOKボタンをクリックします。
注:パフォーマンスを向上させるには音声を48000hz/16ビットのWAVファイルに変
換してください。
ファイルが読み込まれると画面上部に音声の波形が表示されます。中央のメイン画面
には検出されたピッチが表示されます。 
ファイルの大きさによっては読み込みが完了するまでに１～２分かかる場合がありま
すが 
読み込みの完了を待たずに作業を開始することができます。読み込みが完了していな
い部分は灰色で表示されます。 
画面の左下部にステータスバーが表示され、どの程度の読み込みが完了したかを確認
することができます。 
音声が読み込まれるとメイン画面に周波数が表示されます。周波数はキー上に表示さ
れている音を示しています。 
再生ボタンをクリックすると音声の再生が始まります。音符の流れを見ながら音声を
聴くことができます。 

次の項目ではこの画面の読み方などにつき詳しくご説明します。
画面の読み方
楽譜書き起こしツールのメイン画面には書き起しを行う音楽の周波数が表示されてい
ます。鍵盤が表示されている方向には音の高さが表示され、 
数字が書かれている方向には時間の経過が表示されます。画面上に表示される点はそ
れぞれの時点で検出された周波数を表しています。 
線状に表示されている部分は長く持続している音を意味します。点の色の濃さは音量
を表しています。音が大きいほどハッキリした色で表示され 
小さいほど薄く表示されます。 

どの音が演奏されているかは、どの鍵盤に対応する線内に点が表示されているかでわ
かります。鍵盤に対応する線は 
画面上を右クリックして「音符用の線を表示」を選択するか、オプション画面でこの
機能を選択することで表示されます。 
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再生ボタンをクリックすると音声が再生され、画面がスクロールします。点が鍵盤の
縁を通過する際に 
その音が演奏されます。鍵盤の縁の線は、音声再生画面に表示されるカーソルのよう
なものとお考え下さい。点が鍵盤の縁を通過する際に実際に鍵盤を押してみることで 
鍵盤と点の関係をよりよく理解できます。画面に表示されている点（音）が演奏され
るタイミングをより正確に確認するには、時間軸の上にマウスカーソルを置きます。
カーソルとカーソルがある位置の時刻が表示されます。 

音楽を書き起こす
画面の読み方を理解したら実際に楽譜の書き起しを行ってみましょう。ここではより
効率的に書き起しを行う為のヒントなどをご説明します。
初めて音楽書き起こしツールに音声を読み込んだ際は、画面上の表示が混み入ってい
てわかりにくく感じるかと思います。設定項目を調節したり、何度か練習をすること
ですぐに画面の情報を簡単に読み取れるようになりますのでご安心ください。
音楽を読み込んだ後はまず最初に「ゲイン」の調整を行うことをお勧めします。「ゲ
イン」の調整用スライダは画面の一番下にあります。ゲインを調節することで強い音
をより強調して表示したり、弱い音を消したりすることができます。
次に画面をよく見ながら音声の再生を行います。点がどのタイミングでどの鍵盤上に
表示されるかをよく確認してください。
音楽が速すぎて確認が難しい場合は「速度」のスライダで再生速度を変更します。再
生速度を遅くすることでピッチを変更せずに再生速度だけを遅くすることができます
。
聞こえている音よりも多くの音が画面上に存在するように見えることもあります。同
じ時間に表示される複数の点は倍音を表しています。何らかの音を 
楽器が演奏する場合（例えばギターなど）、楽器は基音を演奏します。これが実際に
聞こえてくる音です。それと同時に倍音と呼ばれるいくつかの高音が現れ、 
音を生成している楽器それぞれの特徴を与えます。音楽書き起こしツールではこうし
た倍音をできる限り表示しないようになっていますが、完全に消し去ることはできま
せん。 
実際に楽譜に書き起こす音を見分ける方法としては以下のような作業が考えられます
。 

再生コントロール
様々な再生コントロールが画面の読み取りをアシストします。
再生コントロール 
再生：楽譜書き起こしツールに読み込んだ音声を再生します。
停止：楽譜書き起こしツールに読み込んで再生中の音声を停止します。
先頭に戻る：このボタンをクリックすると音声の冒頭部分に戻ります。録音にループ
を設定した場合はループの先頭に戻ります。
早戻し：音声を早戻しします。早戻しと早送りの速度を変更するには、楽譜書き起こ
しダイアログのオプション画面にあるスライダを使って行います
早送り：音声を早送りします。早戻しと早送りの速度を変更するには、楽譜書き起こ
しダイアログのオプション画面にあるスライダを使って行います
スクラブ：録音をスクラブモードにすると特定のの部分の音声を聴くことができます
。特定の箇所で音声を一旦停止してその場所の音だけを聴きたい場合に便利な機能で
す。
ループ：
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このオプションを選択してループのオンとオフを指定します。グラフを右クリックし
てループのコントロールにアクセスできます。ループする領域を指定するには、グラ
フを右クリックして始点と終点を選択します。設定が完了するとループ領域を示す2
本のバーが表示されます。
メニュー 
ファイル ==> 開く: パソコンで参照して音声を開きます。
ファイル==>CDトラックを読み込む:音声をCDから音符表示ツールに直接読み込むこ
とができます。音符表示ツールが曲情報を自動的にダウンロードするようにしたい場
合は音符表示ツールのオプションでCDDBを使ってCDトラックの情報を検索にチェ
ックを入れてください。
コントロール==>ループ、再生、停止:これらのメニュー項目は画面下部のコントロー
ルボタンと同じです。それぞれの機能については上記のコントロールボタンに関する
説明をご覧ください。
キーボード 
鍵盤をクリックすると対応する音が再生されます。書き起しに必要な音がどこにある
のかを確認する際にお使いいただけます。
画面下部には調律スライダーがあります。このスライダを使って鍵盤の調律を行うこ
とができます。音楽書き起こしツールではA440(A=440Hz）にデフォルト調律されて
います。
ゲイン：ゲインスライダを使って色表示の強度を調整します。最大音量の音符は前景
色で表示され、音量が少ない音符は背景色に溶け込みます。これらの色はメイン画面
を右クリックするか、オプションダイアログを使って変更できます。ゲインのスライ
ダを動かすと、グラフに即座に影響します。
速度：再生中の音符のピッチに影響を与えずに再生速度を変更できます。これはテン
ポが速い音符が多数あるセクションで特に役立ちます。スライダを使って速度を調整
します。
音量：再生コントロールの横には、音量スライダ、DB表示メーター、現在の再生位置
を示す時計があります。
オプション
全般 
CD トラックの検索にCDデータベースを使用する 
このオプションにチェックが入っている場合、CDから音声を読み込む際に自動で音
声情報の検出が行われます。
早送りの速度 
音楽書き起こし画面で早送りを行う際の速度を設定します。
早戻しの速度 
音楽書き起こし画面で早戻しを行う際の速度を設定します。
音声出力デバイス 
音声の再生を行うデバイスを選択します。
フォーマットの警告を表示 
音楽書き起こしツールの使用に最適なフォーマットのファイル（16khzのWAVファイ
ル）以外のファイルが読み込まれる前に警告を表示します。
表示 
方向 
以下のいずれかの方向を選択します：縦または横。縦を選択すると鍵盤が画面の下に
表示され音が上下にスクロールされます。横を選択した場合は鍵盤が画面左側に表示
され音が左右にスクロールされます。

66



キーボードに音符を表示
鍵盤上に音名を表示する場合はここにチェックを入れます。表示と非表示の切替えは
鍵盤上を右クリックすることでも行えます。
波形画面を表示 
画面上部に音声の波形を表示する場合はチェックを入れます。波形画面を右クリック
すると非表示に切り替えることができます。
時間軸を表示 
時間軸を表示する場合はチェックを入れます。時間軸を右クリックすると非表示に切
り替えることができます。
音符の線を表示 
鍵盤の幅に沿って画面上に線が表示されます。線を表示することで、周波数を表す点
がどの鍵盤上にあるかがわかりやすくなります。
音符をハイライト 
マウスが置かれている鍵盤に対応する線がハイライトされます。
前景色と背景色を設定 
それぞれのボタンをクリックし、画面に使われる色を設定します。色の設定は鍵盤上
を右クリックすることでも行えます。
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ツール - MIDI入力とスクリーンキーボード
CrescendoはMIDIデバイスを使った楽譜作成に対尾いうしています。
MIDIデバイスの接続
Crescendoは接続されているMIDIデバイスを自動検出し、楽譜作成を可能にします
。MIDIデバイスが正しく接続されるとステータスバーにデバイス名と状況が表示され
ます（例：ユーザーのデバイス：接続済み）。接続されているデバイスのキーを押す
と楽譜上に音符が入力されます。キャレットが点滅している位置が音符の位置です。

オンスクリーンキーボード
実物のMIDIデバイスが無い場合はオンスクリーンのキーボードを使えます。 
画面に表示されているピアノのキーをクリックするか、ピアノの各キーに対応するパ
ソコンのキーを押すと楽譜に音符が入力されます。 

● 「楽譜」タブのKeキーボードボタンをクリックする。
● パソコンのキーボードをオプション -> MIDI入力 -> 

デバイスのプルダウンメニューから選択する。
オンスクリーンキーボードが開いている場合、ステータスバーがパソコンのキーボー
ドが接続されましたに更新されます。 注：パソコンのキーボードを使って音符を入力
する際は、キーを押す前にオンスクリーンキーボード画面にフォーカスされているこ
とを確認してください。画面をクリックするとフォーカスされます。

メトロノーム音
メトロノームは、入力作業を支援するために有効にすることもできます。メトロノー
ムは、次の方法で有効/無効にすることができます。
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● 楽譜編集ツールの右下にあるメトロノームボタンをクリックします。
● 楽譜のツールバーで、MIDIボタンのプルダウンメニューをクリックし、「メトロ

ノームを有効にする」を選択します。
メトロノームの音量は、次の方法で調整することができます：
● 楽譜編集ツールの右下にあるメトロノーム音量ボタンをクリックします。
● 楽譜のツールバーで、MIDIボタンのプルダウンメニューをクリックし、「メトロ

ノームの音量を調整」を選択します。
● ファイル-> 

オプションメニューを開き、「メトロノーム」タブを選択して、音量調整コントロ
ールを使います。

注:音符の長さはメトロノームを使って計算されます。例えばMIDIキーを2拍押すと半
音の長さになります。

開始小節を選択
MIDIデバイスからの入力を開始する小節を選択することができます（小説をクリック
して選択します）。小節を選択したらMIDIデバイスのキーを押すと音符が挿入されま
す。入力作業中にCrescendoは選択した小節線の後に新しい小説を挿入します。小節
線が選択されていない場合、音符は楽譜内の最後の小節から挿入され、その後も新し
い小説が挿入されます。

休符を挿入
メトロノームが有効になっている場合、休符はテンポに基づいて自動的に挿入されま
す。メトロノームが無効になっている場合、Crescendoは入力テンポを推定し、計算
されたテンポに従って休符を挿入します。Crescendoは入力作業中は入力テンポを継
続的にトラッキングし、店舗の変更に応じて必要な調整を行います。

MIDI入力設定
このダイアログボックスを使って別のMIDIデバイスとクオンタイズ音符を選択できま
す。MIDI入力設定は次の手順で開きます：
● ファイル ->オプションメニューを開き、MIDI入力タブを選択します。
● 楽譜ツールバーのMIDIボタンのプルダウンメニューをクリックし、「MIDI入力設

定」を選択します。
注:各コントロールの詳細については 、MIDI入力ダイアログ 
のヘルプページを参照してください。

メトロノームの構成
このダイアログボックスを使用して、メトロノームのテンポ、サブディビジョン、小
節ごとのビート、音量を設定できます。メトロノームの構成は以下の手順で開きます
：

● ファイル-> オプションメニューを開き、[メトロノーム] タブを選択します。
● 楽譜ツールバーのMIDIボタンのプルダウンメニューをクリックし、「メトロノー

ム設定」を選択します。
注:各コントロールの詳細については、 メトロノームのダイアログ 
のヘルプページを参照してください。
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ツール - VSTi
VSTiプラグインのサポート
この機能を使うと、バーチャルスタジオテクノロジーインストルメント（VSTi）DLL
プラグインを使って楽器を選び、楽譜を再生することができます。「パート」画面の
下部にある「VST」ボタンをクリックするとVSTi画面が開き、譜表ごとにVSTiの選択
や設定を行うことができます。この機能を使うには、必要なVSTiプラグイン（.dllフ
ァイルでなければなりません）をダウンロードし、全て同じファイルに保存します。
必要に応じて音声オプション画面でVSTiプラグインの保存場所を指定します。また、
VSTiを使って再生する譜表ごとにVSTiを選択します。

インターネットで検索いただくと
http://www.soundhouse.co.jp/category/middle/192http://www.kvraudio.com（
外部サイト）などのサイトから様々なプラグインをダウンロードいただけます。 

VSTiのプリセット名
VSTiのプリセット名を入力し現在のプリセットを別のプリセットとして保存すること
ができます。
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オプション - 全般
編集画面の背景
この機能を使うと楽譜の編集画面の背景色を変更できます。カラーコントロールをタ
ップすると、背景色をカスタマイズするための カラーピッカーダイアログが開きます
。 デフォルトに戻すボタンをクリックすると背景色がデフォルトの色に戻ります。
範囲外の音符
この機能を使うと特定の楽器の音符が小節の範囲外にある場合も楽譜上に表示するこ
とができます。この機能を使うには範囲外のチェックボックスにチェックを入れます
。色コントロールを使ってカラーピッカーを開き、範囲外の音符の色を指定します。

ボタンをクリックすると範囲外の音符の色がデフォルトの色に戻り
ます。
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オプション - 音声
VSTi音声再生デバイス
楽譜を音声再生する際に使うVSTiデバイスをここで選択します。複数のサウンドカー
ドがインストールされている場合は、音声再生デバイスのプルダウンメニューを使っ
て選択します。
また、お使いになる音声ドライバのモデルを選択することもできます。お使いのサウ
ンドカードがDirectSoundやASIOに対応している場合は、一覧から「DirectSound」
または「ASIO」を選択いただくだけで選択完了です。
VSTi プラグイン
VSTiプラグインのディレクトリ 
VSTiプラグインが保存されている場所をここで指定します。
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オプション - MIDI入力
MIDIデバイス
デバイス： このプルダウンリストからMIDIデバイスを選択します。

設定
クオンタイズ: このプルダウンメニューからクオンタイズ音符を選択します。クオン
タイズは選択したビートのタイプに基づいて音符を最も近いビートに揃えます。

メモ：MIDI入力の詳細については、MIDI入力のヘルプページを参照してください。
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オプション - メトロノーム
ビート設定
● テンポ： メトロノームのテンポを設定する。 
● 小節： このプルダウンメニューから1つ選択して、小節ごとにメトロノームのビー

トを設定します。 
● サブディビジョン： ビート間のサブディビジョンの数を設定します。各サブディ

ビジョンの最後に、サブビート音が聞こえます。 

音量設定
メトロノームの音量スライダを使用して、メトロノーム音が有効になっている際にメ
トロノームの音量をコントロールします。
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各画面について - 移調に伴う音符調整
調号の変更を選択すると、処理方法に以下のいずれかを選ぶためのダイアログが表示
されます： 
   -何も変更しない
   -音符の位置が一切変更されません。まず音符を書き込み、後から調号を合わせる場
合にはこの方法を選択します。調号を変更後に楽譜を再生すると、調号に合わせて変
更前とは音が違って聞こえる音符があるはずです。
   -臨時記号を調整し音符をそのままキープ
   -臨時記号が挿入されるため、調号変更前と同じ音が聞こえます。メロディーを変え
ずに調号だけを変えたい場合はこの方法を選択します。
   -半音を×個上げてキー変更に合わせる
   -メロディーを変えずに各音符を特定の数の半音分だけ上げます。高音に合わせてキ
ーを変更する場合はこの方法を選択します。
   -半音を×個下げてキー変更に合わせる
   -メロディーを変えずに各音符を特定の数の半音分だけ下げます。低音に合わせて移
調する場合はこの方法を選択します。
   -1つの譜表のみ
   -複数の譜表がある状態で調号が行われる場合にのみ有効になります
よりフレキシブルな移調を行う場合は移調ダイアログを使います。
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各画面について - 印刷プレビュー
このダイアログでは楽譜を出力/印刷する前に楽譜をプレビューすることができます。
また印刷/出力の各種設定も行うことができます。
用紙: 
印刷に使用する用紙を選択します。デフォルトでは楽譜のページ設定と同じ設定が使
われます。 
● サイズ: 用紙のサイズを選択します。
● 方向: 用紙の方向を縦または横から選択します。
● 楽譜ページに適用: 

用紙のサイズや方向を楽譜ページの設定と同じにする場合はこのボタンをクリック
します。楽譜ページのサイズや方向は楽譜設定ボタンをクリックして事前に設定す
ることができます。

● 各行の最大小節数: 
作業中の楽譜のレイアウトが見にくい場合、このボタンを使って各段の最大小節数
を設定することで自動的に楽譜全体のレイアウトをやりなおすことができます。レ
イアウトはこのダイアログを開く前に行うことができます。

メモ: 
このダイアログを開く前に楽譜のレイアウトを見やすくしておくことで、楽譜の編集
がやりやすくなります。 
拡大縮小：状況に応じて拡大や縮小が可能な場合があります。
● 実際のサイズ: 印刷時に拡大・縮小されません。 
● 用紙に合わせる: 現在の印刷用紙に合わせて楽譜ページを拡大縮小します。 
● 手動で拡大縮小: 拡大・縮小の割合を手動で設定します。 
メモ：用紙の設定がページ設定と一致しない場合や、拡大縮小設定が正しく行われな
かった場合、楽譜の一部が印刷されない場合があります。歌詞モード:コードと歌詞の
みが書かれた楽譜を作成する場合はここにチェックを入れると譜表や小節線が非表示
になりコンパクトな状態で楽譜を表示することができます。
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各画面について - 画像を出力
楽譜の保存先を選択する前に、「画像を出力」ダイアログが表示されます。このダイ
アログでは保存する画像の解像度を指定することができます。デフォルトでは、殆ど
のコンピュータ場面での表示に最適な解像度は72DPIに設定されています。楽譜を印
刷する際は解像度を240～300DPIと高めに設定することをお勧めします。解像度が
高い程ファイルのサイズが大きくなるのでご注意ください。

解像度（DPI）：
出力画像の解像度です。
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各画面について - 
楽譜をメールやFTPサーバー（ウェブサイト）に
送信

ファイル送信
楽譜を添付ファイルとして電子メールやFTPサーバーで送信する場合は、ホームタブ
を開き「送信」ボタンをクリックします。

このダイアログでは楽譜を添付ファイルとしてメール送信することができます。メー
ルを送信する前にメールの設定を行う必要があります。まだ行っていない場合は送信
作業を続ける前に電子メール設定の入力を求められます。

送信方法
● 電子メール（電子メールに添付して送信） 

● 送信先: 
受信者のメールアドレスを入力します。複数入力する場合は各メールアドレス
の間にカンマを入れます。

● 件名： 
このフィールドに入力されたテキストは、電子メールの件名として表示されま
す。

● メッセージ： 
このボックスに入力されたテキストは、メールの本文として表示されます。

メモ: 設定...ボタンをクリックすると電子メール設定のダイアログが開き、Crescendo
を使ってメールを送信するために必要な設定を選択できます。
● インターネットに直接接続（FTPサーバーにアップロード） 

● サーバー： FTPサーバーのアドレスを入力します(例:ftp.myftphost.com 
または123.120.11.2

● ユーザー名: 
FTPユーザ名を入力します。匿名ログインの場合は、「Anonymous」を試し
てください。

● パスワード： 
FTPユーザのパスワードを入力します。匿名ログインの場合は、メールアドレ
スを入力してください。

● ディレクトリ： ファイルのアップロード先のFTPフォルダを入力します (例: 
/var/www/html)。
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各画面について - 新規楽譜作成ウィザード ~ 
テンプレートを選択
画面左側の一覧からカテゴリを選択し、次に選択したカテゴリからテンプレートを選
択して新しい楽譜を作成します。 
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各画面について - 新規楽譜作成ウィザード ~ 記号
ウィザード画面で拍子と調号を選択します。選択したテンプレート内で使われる拍子
と調号が表示されます。
ここでの設定に従い新規譜面内の全ての拍子と調号が初期設定されます。拍子や調号
は後から設定を変更することが出来ます。
メモ：選択した楽譜テンプレート内に拍子や調号の設定が行われていない場合、拍子
や調号は何も選択されません。
拍子
上の数字：1小節内の音符の数です。
下の数字：１拍となる音符の種類です。
リセット
選択した楽譜テンプレート内の拍子や調号の設定を元の設定に戻します。
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各画面について - 新規楽譜作成ウィザード ~ 
楽譜情報
作詞、作曲、著作権の情報を指定します。これらの情報は後から編集画面で書き込み
や編集を行うことができます。
情報を入力しなかった場合、楽譜上にはこれらの情報が入力されるべき場所に「作詞
家名を入力」などのプレースホルダーが表示され、入力箇所をお知らせします。
注：情報を入力しなかった場合、プレースホルダーの文字は出力ファイルには表示さ
れません。
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