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Sibelius 5は、世界中で人気のある音楽ソフ
トウェアの中でも最新の技術進歩をお届けし
ます。
これまで、Sibeliusのユーザーが何を求めて
いるのかに耳を傾け、音楽制作における最高
の機能強化を目指して何ヶ月も努力を重ねて
きました。その結果、VSTやAudio Unitsな
どの最新テクノロジーを駆使した機能の強化、
そしてアイデアハブのような画期的な新機能
を提供しています。
Sibeliusをご愛用者の皆様、音楽を創る人、
教える人、楽しむ人に関わらず、ぜひアップ
グレードを。Sibelius 5はこれまでにも増して
さらに使いやすくなりました。一度お試しいた
だければ、必ずやその違いを楽しんでいただ
けます。

Sibelius 5
•	アイデアハブ
•	150以上の高音質音源
•	VSTとAudio	Units
•	パノラマ
•	インスタントキュー
•	楽器変更
•	空白ページの挿入
•	高度な小節番号
•	RepriseTMとその他の音楽フォント
•	実行の取り消し可能なプラグイン、
	 および新しいプラグイン
	 など、さらに多数！

“Sibeliusが私のインスピレーションだ。”
Esa-Pekka Salonen（エサ-ペッカ・サロネン）: 
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団音楽監督

乗り遅れないで－
最高にエキサイティングな
新バージョンへアップグレードを！

新機能



“これだ！思いつきを封筒の裏に
走り書きする必要は、もうない。
Sibelius 5は私のアイデアの全
てを捕らえ、私は一瞬のうちに
奇跡的に再びそれらを見つけ出
すことができる。”
Howard Goodall

（ハワード・グッドール）: 
作曲家

アイデアハブはユニークな新機能で、
ちょっとした音楽の断片を取り入れたり、
モチーフとして利用、再利用することを
可能にします。独自のアイデアに加え、
Sibelius 5には2000以上のアイデアが
すでに内蔵されており、音楽教育には理
想的なものと言えるでしょう。

アイデアハブ

プロの音楽家によって作成されたシベリウス付属のアイデア
をご利用ください。広範囲にわたるスタイルをカバーしてい
ます。

アイデアにキーワードのタグを付ければ、瞬時に見付ける
ことができます。

気に入ったアイデアが見つかったら、アイデアハブにキャプ
チャーしよう。

アイデアの活用
音楽を書いているとき、使えそうなメロディや、
リズム、伴奏、コード進行などを断片的に思い
つくことがよくあります。そこで、思いついたア
イデアをどうしようかと悩む代わりに、ボタンひ
とつでアイデアハブに記憶させることができます。
クリップボードから貼り付けるように、後からこ
のアイデアを色々なスコアで再利用できます。さ
らにSibeliusは、そのアイデアを正しいキーや
音域に合わせて移調してくれます。

タグ付け、整理、検索
ひとつのアイデアとなるパッセージの長さや、使
用する楽器の種類や数に制限はありません。一
旦アイデアをキャプチャーすると、それを編集し
たり、オリジナルのキーワード（例えば、カノン、
リリカル、リフなど）によるタグを付けて後から
検索しやすくしたり、色分けすることもできます。
アイデアウィンドウでは、全てのアイデアをキー
ワード、楽器、拍子記号、調などをブラウズし
て検索ができ、それらを再生することもできます。
さらに、アイデアをエクスポートして他の人とあ
なたのアイデアを共有することができます。

学生向けの付属アイデア
クラシックやジャズ、バンドからワールドミュー
ジック、ロック、そしてヒップホップまでにわた
る広いスタイルをカバーした2000以上もの付属
のアイデアが学生向けに用意されています。こ
れらのアイデアを使うことで、才能あふれる学生
たちは、メロディー、ハーモニー、リズムによる
組み合わせがいかにして様々なテクスチャーやス
トラクチャーを創り上げるかを発見していくこと
ができるのです。

インスピレーションを得るために一つ二つのアイ
デアからはじめたり、一方でいくつかのアイデ
アを積み木のように構築して使い、1曲の完成
作品をつくり上げることもできます。Sibeliusは、
スコア上でアイデアが使用されている箇所にマー
クを付けてくれるので、作品の制作過程を管理
することができます。

望みに応じて、目的を絞り込んだ学習のために、
用意されているシベリウス付属のアイデアを全て
利用不可にしたり、あるいは、いくつか特定の
アイデアだけを学生に与えることも可能です。



新しいサウンドと再生機能
強化されたリアル感
アーティキュレーション、ライン、トレモロやシ
ンボルなどの表現も、確実に再生することがで
きます。たとえばアクセントやスタッカートの長
さや強弱の変更、トレモロのスピード、あるい
はアルペジオ和音の波線によって音の広がるス
ピードなどです。ヘアピンは自動的に強弱を読
み取り、終了時の強弱を調節します。また持続
音はヘアピンに沿って連続的に強まったり、弱
まったりして再生されます。

常に最良のサウンドを選択
革新的なサウンドの分類方法「SoundWorldTM」
は、Sibeliusが利用可能なデバイスから最もふ
さわしいサウンドを選び出すことをお約束します。
機材の交換による再設定ももう必要ありません。
例えば、ストリングスは���でピアノはS�n����でピアノはS�n�でピアノはS�n�S�n�
thog� Ivor�というように、特定のサウンドに�というように、特定のサウンドに�
してどのデバイスを使いたいのかをSibeliusに指
示して一度設定すれば、あとは心配いりません。

150以上もの高音質内蔵音源
Sibelius 5には、オーケストラ、ロック、ポップ、
ジャズ、マーチングバンドなどの楽器をカバーし
た150以上のピッチ付きサウンドとその他多数の
ピッチなしパーカッション・サウンド、さらに全
�M音源（�eneral MIDI）を装備したSibelius 
Sounds Essentialsが同梱されています。こ
れらの音源は、高音質な再生、またオーディオ
ファイルやCDの作成に欠かせない一流のサウン
ドライブラリ（�arritan �ersonal �r�hestra、�arritan �ersonal �r�hestra、、
�arritan Jazz& Big Band、�arritan Con�、�arritan Con��arritan Con�
�ert & Mar�hing Band、M�Audio Session、、M�Audio Session、M�Audio Session、、
Tapspa�e VirtualDrumlineなど）から�選さなど）から�選さ
れています。

Sibelius Sounds Essentialsは、大幅に性能アッ
プしたKontakt �la�er 2の最新バージョンを使
用して再生を行います。Kontakt �la�er 2では、
同時再生できるサウンドの数に制限はなく（ご
使用のコンピュータの許す限り）、ほとんど瞬時
に音源を読み込むことができ、さらに付属のエ
フェクトが装備されています。他のSibeliusサウ
ンド（例えば、Kontakt �old、��� Sibelius 
edition）も今まで以上に良好に動作します。

World Music
キューバの打楽器や和太鼓アン
サンブルなどを含む、世界中の
打楽器による高音質サンプル

Choral  新発売！
高音質オルガンやピアノサウン
ドを伴うソプラノ、アルト、テ
ノール、バスの独唱および合唱
サンプル

Rock & Pop
様々なギター、キーボード、ド
ラムスを含んだロック、ポップ、
ジャズを作曲するのに必要な全
サウンド

その他好評発売中のサウンド・ライブラリ
Tapspace	Virtual	Drumline		マーチングバンド用のピッチ付き、ピッチなしパーカッションのサウンド
Garritan	Personal	Orchestra		オーケストラサウンドの卓越したコレクション
Garritan	Concert	&	Marching	Band		バンド音楽のための木管・金管・打楽器サウンド
Garritan	Jazz	and	Big	Band		スクリーム・トランペットを含む50以上のジャズ・ビッグバンド用楽器

その他サウンドライブラリ（別売）

新発売！



VST（Windows用、Ma�用）とAudio Units（Ma�用のみ）は、高
音質サウンドの最先端のスタンダードな規格です。多数のメーカーか
ら広範囲な種類のVSTまたはAudio Unitインストゥルメントが市販さ
れていますが、Sibelius 5はどれを使用しても再生が可能です。だか
ら、これまでのSibeliusサウンドに限定されずに、EastWest �uan�Sibeliusサウンドに限定されずに、EastWest �uan�サウンドに限定されずに、EastWest �uan�EastWest �uan�
tum Leap S�mphoni� �r�hestra、Vienna S�mphoni� Librar�、、Vienna S�mphoni� Librar�、Vienna S�mphoni� Librar�、、
S�nful �r�hestra�の世界的に有�なサウンドを使用できます。加え�の世界的に有�なサウンドを使用できます。加え
て、種々のKontakt �la�er 2やKontakt 2のフォーマットのサウンド
も使用できます。

サウンドを増強する多くのエフェクト（ハイクオリティなリバーブ、イコ
ライザー、フィルターなど）も利用可能で、それらを連ねて繋げたり、
混ぜ合わせることもできます。加えて、ご使用のコンピュータが�応で
きる限り、VSTまたはAudio Unitインストゥルメント、エフェクトをい
くつでも同時に使用できます。

VSTとAudio Unitsいつでも完璧な録音
たとえ、ご使用のコンピュータがスコアを完全に演奏でき
るほどパワーが無くても、Sibeliusはあなたのコンピュー
タの速度に合わせて処理を行い、完璧で継ぎ目なしのオー
ディオファイルを作成します。より高速のコンピュータでは、
リアルタイムよりも早くオーディオファイルを作成します。

“ソフトウェア、イ
ンストゥルメント、
そしてエフェクト
を自在に組み合
わせてスコアを
再生できます。”
Sound on
Sound
Magazine

（サウンド・オン・
サウンド・
マガジン）

新しいミキサーによる簡単操作
VSTおよびAudio Unit インストゥルメント、エフェクト用のフェーダー、
マスターボリュームのコントロール用フェーダーが装備され、さらに楽
器ファミリー全体（金管楽器、弦楽器など）のボリュームとパンを瞬
時に調整できます。もしあなたがM�Audioキーボードをお持ちならば、
そのキーボードに付いたフェーダーとトランスポートボタンを利用して
Sibeliusの再生をコントロールすることができます。

Kontakt Player 2で、息を呑むサウンドと効果を体験下さい。



パノラマは、Sibeliusで楽譜を見るための新
しく明快な表示方法です。大譜表やページ
によって楽譜を切り離すのではなく、切れ目
なく続くひとつの用紙上に楽譜を表示するこ
とにより、遥かに読み易く簡単にナビゲート
できるようになりました。そのため、音符の
入力に集中することができ、印刷に取り掛か
るまでページレイアウトのことは忘れても構
いません。
いつでも、パノラマと通常表示とを切り替え
ることができます。さらには、いくつかの楽
器だけを見たい場合に、パノラマを「譜表に
フォーカス」の機能と組み合わせて使用する
こともできます。

作曲をより簡単に
作曲している間にページレイアウトのことを忘れさせてくれるとともに、
パノラマは楽譜入力のすべてをより楽しいものにしてくれます。ペー
ジには1つの大譜表しか存在しないので、Sibeliusは作曲が進むに
従い左から右へとスムーズに移動します。大譜表間の行き来によっ
てあなたを混乱させることはありません。パノラマで譜表をドラッグ
しても、実際のスコアのレイアウトには影響を与えません。だからあ
なたは何にも邪魔されずに安心して楽譜に専念できます。

パノラマ

学生の創作意欲を掻き立てる
パノラマは教育支援ツールとしても貢献します。ページ
の区切りやページの終わりに行き着いたところで作曲を
諦めてしまうこともあります。パノラマはこのバリアを取
り払い、学生が作品において更なるアイデアを持ち続け、
より大きな可能性を探求するように支援します。

マジックマージン
楽譜上のどこを取り組んでいようとも、パノラマのマジッ
クマージン機能は、どの譜表上で作業をしているのかを
明白にしてくれます。同じ譜表上での楽器の変更も反映
し、驚くほど簡単に設定できます。



“パノラマは、Sibeliusに楽譜を入力する方法としては間違いなく最も早い方法だ。レイアウト、改行や改ページ、ページめく
りに煩わされずに全曲を入力することができる。そしてワンクリックで、通常表示を見ながら印刷に向けて微調整に取り掛か
れるんだ。”
Doug Lebow（ダグ・レボウ）: 作曲家・編曲家・プロデューサー

改良されたスキャニング
�hotoS�ore Ultimate最新版 � Sibeliusに楽譜をスキャンする�hotoS�oreLite
の上位版 � リピート小節線や譜表をまたぐ連桁のような音楽記号をより多く読み
込むことができます。
�hotoS�oreUltimateは手書きの楽譜も認識できます。
Sibelius 5同様に、�hotoS�oreは現在インテルベースMa�で使用されるユニ
バーサルバイナリ�応のアプリケーションです。



キュー表示のカスタマイズ
Sibelius 5はキュー作成を実行してくれますが、
キューをどのように表示するかについてさらに指
示を与えることができます。貼り付け先の楽器
に�して、キューに強弱やアーティキュレーショ
ンを含めたいか、新たな音部記号やオクターブ
ラインを付けたいか、または適切な音高に移調
させたいかを選ぶことができます。

簡単な楽器変更
パーカッションやクラリネットとサキソフォーン
の掛け持ちのように、スコアには一人の演奏者
に2つ以上の楽器を持たせる場合がよくあります。
あるいは、別の楽器のためにパート全てを書き
直さなければならない場合もしばしば起こります。
このような時、Sibeliusはあなたに代わりそれ
を自動的に実行してくれます。楽譜内で楽器変
更を行うと、Sibelius 5はその箇所から楽器�、
音部記号、サウンド、移調や譜表タイプの変更
などを必要に応じておこないます。

さらに、珍しい楽器を使って作曲する場合、そ
の楽器�、音部記号、音域、サウンドなど必要
に応じてあなた独自の楽器を作り出すことができ
ます。グロッケンリンバからF♯トランペットまで、
あなたの着想次第です。

インスタントキューの作成
各パートへのキュー作成は今や瞬時の作業とな
りました。キューとして表示したいパッセージを
単純にコピーして「キューとして貼り付け」を
選ぶだけ。あとは全てSibelius 5にまかせましょ
う。キューを小さくし、適切な声部に入れ、必
要に応じて移調したり音部記号を変え、強弱や
アーティキュレーションを削除(オプション)、テ
キストラベルを追加し、スコアの中にキューを隠
し、再生しないようにします。また、複数の楽器
へのキューの追加も一度にできます。

さらに、キューの作成を簡単にしてくれる2つの
新しいプラグインが装備されています。キュー位
置の提案は、パートにおける小節休符の数ある
いは休符の長さに基づいて、スコア内でキュー
に適切な箇所を提案し、キューのチェックは、
楽譜を変更した場合に、前に追加されたキュー
がまだ正しいかを確認します。

さらに簡単になった楽器のパート
“すべての面倒を見てくれる：
変更指示、音部記号、移調、たったワンクリックで。”
David O’Rourke（デイビッド・オロルク）: 
ジャズアレンジャー・オーケストレーター・ギタリスト

「キューとして貼り付け」は、キューの作成作業を瞬時
におこないます。Sibeliusは自動的に音符を小さくし、
再生もされません。

簡単な楽器変更：
Sibeliusは自動的に楽
譜を移調し、サウンド
を変更して再生します。



空白ページの挿入
数回のクリックでどこにでも空白ページを挿入し、
テキストやグラフィックなどを追加することにより、
タイトルページや演奏指示を作成することができ
ます。空白ページは各パートにも挿入でき、ス
コアで、パートで、またはその両方で様々な空
白ページやタイトルページを作成できます。

各ページで異なる余白
スコア全体を通して同一の余白を使用する必要
がなく、各ページに異なる余白を設定すること
ができ、タイトルや著作権記入のための余白が
確保できます。さらに、余白はパート譜でも簡
単に変更できます。

ハウススタイル
ハウススタイルをインポートしたり、スコア間で
コピーをする場合、Sibelius 5は追加のテキス
トスタイル、ラインの種類、符頭の種類、シン
ボルなどを必要に応じて追加するだけで、既存
のものと違えばそれらを書き換えることはしませ
ん。スコア間で個々のテキストスタイルと他のオ
ブジェクトのタイプを移動させることもできます。

進化したレイアウト機能
フレキシブルな番号付け
小節番号、ページ番号、リハーサルマークは、
ある種のスコアでは特別な番号付けのフォーマッ
トを使用します。

小節番号

楽譜の任意のパッセージ（イントロや挿入部な
ど）には、例えば、1a、1b、1� ... またはa、
b、� ...のように大文字や小文字で表された特別
な小節番号付け形式を使用することができます。
1new、2new ...またはalt1、alt2 ...のような独
自の表示方法を用いることもできます。10小節
ごとの代わりに8小節ごと、などのように指定の
頻度で小節番号付けをすることもできます。

小節番号付けは、様々な形式のくり返しを考慮
されるようになりました。小節番号は、他のもの
と同じように選択、移動、非表示、そしてフィ
ルタリングすることができます。全てをより簡単
にするために、主な小節番号オプションが単一
のダイアログにまとめられています。

ページ番号

Sibelius 5では、スコアのどこでもページ番号
を付け足したり、表示形式の変更、また番号の

“小節番号、ページ番号、
楽器の変更すべてが驚くほど
簡単！”
Robert Puff

（ロバート・パフ）: 
楽譜浄書家

特別な番号付け形式
とともに、小節番号
は様々なくり返しの形
式に対応します。

非表示を可能にします。例えば、スコアの序文
ページをi、ii、iii ...あるいはa、b、� ...と番号
付けし、楽譜ページを1、2、3 ...と番号付けす
ることができます。

リハーサルマーク

リハーサルマークに1A、2A、3A...のように、
自動的にプリフィックスやサフィックスを付けま
す。練習番号と小節番号が一致する箇所では、
混乱を避けるために自動的に小節番号を隠すこ
とができます。



プラグイン
プラグインを取り消すことができるようにな
りました。これで何の心配もなくプラグイ
ンを試すことができます。その上、プラグ
インの記録に使用するManuS�riptの言語
は、連音符、オブジェクトの削除、符頭の
タイプ、小節番号の変更、キューサイズの
オブジェクト、空白ページ、タイムポジショ
ン、スコアの時間、歌詞の音節分割をサ
ポートします。これにより、現在と将来のプ
ラグインの可能性はより強力なものなります。
Sibelius 5には、下記の最新プラグインを
含む、100以上のプラグインが用意されて
います。

連音符
例えば、2つの3連符を1つの6連符に、ま
た、6連符を5連符にしたり、連音符を分割、
統合、変更したりすることができます。他の
多くのプラグインが連音符に�応しています。

記譜の簡略化
音価や分割する場所、ボイシングなどを調
整することにより、フレキシタイムまたは
MIDIファイルから入力した楽譜を整えます。

フィルムスコアリング
テンポを調整することにより、楽譜のパッセー
ジを決められた時間にはめこみ、全ヒットポ
イントの正確なリズム上の位置を示します。

音階の変換
例えば、マイナースケールからペンタトニッ
クスケールへ、楽譜をある音階から他の音
階に変換します。

パワーツール

Opus	Note	Names

新�pus Note Namesフォントは、符頭内に音
符の�称を書くのに使用し、楽器、とりわけピア
ノを習い始めた学生に�し、楽譜を書く場合に最
適です。

コード記号

Arial/Helveti�aに類似した、標準と細字のサン
セリフ書体の文字を持つ2つのコード記号用の新
フォント � �pus Chords Sansと�pus Chords 
Sans Condensed � が、新たに加わりました。
さらに、様々な追加文字をコード記号に含めるこ
とができます。

音楽フォント
Reprise™

Repriseは、進化するSibeliusの洗練された
フォントの最新版です。Repriseは、驚くほど
リアルな手書きをシミュレートした9種類からな
るフォントファミリーです。音楽シンボルは、線
幅一定の書体（Inkpen2で使用されるイタリッ
ク体ではなく）で描かれ、タイトルやその他大
きな文字用に2つのゴムスタンプフォントを含ん
でいます。テキストやリハーサルマークに、手
書きのラインやボックスを書き加えるための特殊
文字とプラグインが含まれ、スコアにReprise
を組み込むための独自スタイルが含まれていま
す。Repriseは、伝統的な手書きを見事に復
元し、特にジャズ、リードシート、ビッグバンド、
ショーミュージックなどには最適なスタイルです。

Reprise ™ − 手書きの見事な復元

機能分析

音楽学者や学生は、新たな�pus Fun�tion 
S�mbolsフォントとテキストスタイルにより、今
やSibelius 5で和声の機能分析を書くことがで
きます。

古楽とアバンギャルド

Sibelius 5は、プロレーション（prolation）やバッ
ハの装飾記号、そしてクラスターなど、古楽と
現代音楽で使用される音楽シンボルを含んでい
ます。

楽譜への歌詞の挿入
スコアに全ての歌詞を入力する手間を省くため、
テキストファイルから自動的に歌詞を追加するこ
とができます。Sibelius 5では、それをさらに
音節に分割することもできます。即ち、ご自身で
歌詞を打ち込む場合、Sibeliusは音節がすべて
正しい位置で分割できているかをチェックします。Reprise独特のゴムスタンプフォント



ユニバーサルバイナリ対応
従来どおり、Sibelius 5は最新の技術をサポートしま
す。ユニバーサルバイナリ�応のアプリとなり、Intel
ベースのMa�でも最高のパフォーマンスを発揮します。
Leopard（Ma� �S X 10.5）にも�応し、改良され
たタブ機能、マウス、スクロールホイールもサポートし
ています。

Sibelius 2からのバージョンアップ
では、さらに多くの機能が！

ダイナミックパート
各パートの抜き出しは不要 � Sibelius
がパートを自動で作成し、スコアで
の作業を更新し、パート譜へ反映さ
せます。

ワードにコピー
選択してクリップボードにコピーすれ
ば、ワードや他のプログラムにペース
トできます。

ワークシートクリエーター
プロジェクト、練習課題、歌曲、器
楽曲、歌詞、ポスター、参考資料、
その他のリソースを含む1700以上の
教師用ワークシートおよびリソース。

SibeliusEducation.com
学習教材をオンラインで出版し、生
徒が印刷やダウンロードできたり、ま
た他の先生方とリソースを共有でき
ます。

ビデオ
スコアにビデオファイルを追加し、音
楽に合わせて再生できます。重要な
視覚イベントに目印をつけるためにス
コアにヒットポイントを追加すること
で、ビデオに合った音楽を書くのが
容易になります。

譜表にフォーカス
作業中の楽譜だけを表示 � 大編成のス
コアを書く時に大いに役立ちます。

動作環境
Windows
Sibelius 5: Window XP SP2またはWindows Vista、ハードディスク空き容量 350MB、512MB以上の
RAM推奨、DVD-ROMドライブ
Sibelius Sounds Essentials & Kontakt Player 2 使用時: トータルハードディスク空き容量 3.5GB、1GB
以上のトータルRAM推奨、ASIO互換サウンドカード推奨

Mac
Sibelius 5: Mac OS X 10.4以降、ハードディスク空き容量 350MB、512MB以上のRAM推奨、DVD-
ROMドライブ
Sibelius Sounds Essentials & Kontakt Player 2 使用時: トータルハードディスク空き容量 3.5GB、1GB
以上のトータルRAM推奨、G5またはインテル・プロセッサー推奨

Sibelius 5 体験版が
ダウンロード可能です。
www.sibelius.jpテキスト

• 単純および囲みテキストのテキストスタイル（スコアや
パート譜で表示する指示用）

• タイトルページ上の作曲者やタイトルのテキストスタイル
• テキストをキューサイズにすることが可能
• 分割された2つの大譜表間の小節も正しく番号付け
• 「さらに選択」を使用して大譜表上の全小節番号を選択
• 小節番号がセンタリングされている場合は、小節番号の
変更も自動的にセンタリング

• 新しく改良された様々な文字やフォント
• 最初のページのまたは現在のページの余白に合うようにテ
キストの配置を調整

ルック&フィール
• ページの高さをズームレベルに合わせる（パノラマで有効）
• 主な新機能をカバーするチュートリアルビデオ
• 早く開けて読みやすい�DFフォーマットのオンスクリーンリ
ファレンス

• テキストスタイルの編集や再生辞書のような改良されたダ
イアログ

• 追加キーボードショートカット
• 新しいテクスチャー
• アイデア編集時に別のテクスチャーを使用
• テクスチャーのプレビュー

再生とMIDI
• MIDIファイルのインポート時に空の譜表を表示／非表示
• タイプ0のMIDIファイルをエクスポート
• エクスポートするMIDIファイルの分解能を設定
• MIDIファイルのエクスポート時にサウンドセットを選択
• 複数の入力デバイスではどれを使用するか選択不要
• 同じ譜表上でのピッチ付きパーカッション／ピッチなし
パーカッションの再生を切替え

その他の改良機能
• 標準Windowsインストーラ（.msi）使用による簡単な
ネットワークインストール

• WindowsでもMa�でもS�or�hのFirefox完全互換
• より軽いSibeliusファイル−約20Kバイト＋1Kバイト程度
／ページ

• Sibelius 4フォーマットにエクスポート可能

パワーツール
• 実音スコアと移調スコアの切り替えの場合に必要な箇所で
音部記号を変更

• 指定された調への移調（音程の指定によるのではなく）
• 次のページ（左または右）まで空白ページの挿入が可能
（複雑なパート譜でのページめくりのためなど）
• 小節に移動は、同じ小節番号が複数の楽章やソングで再
現される場合に、そのつどその小節番号の小節まで進む

• 改行および改ページ、その他のレイアウト記号の選択と削除
• �N�フォーマットのグラフィックをエクスポート、Ma�では
BM�フォーマットも可

• キューサイズのグラフィックス
• 小さな譜表上でのグラフィックのスケール
• 400以上の楽器
• 小節を削除のメニュー項目

プラグイン
• ピアノ連弾レイアウト: 楽譜を左手と右手のページへ分割
• カポコード記号の追加: カポ付きギター用
• 連続調整変更の追加: サンプルライブラリーへの特別な
MIDIエフェクト

• �roov� Musi�マークアップ: �roov� Musi�教育ソフト
ウェアに楽譜をエクスポート

• その他改良されたプラグイン: 臨時記号のプラグイン、統
計の計算、音高マッピング、音階とアルペジオ

浄書
• ヘアピンの片側の開口を編集
• もはや改行によってヘアピンが不必要にクロスすることは
なく、常に改行／改ページ後に表示

• 非表示の楽譜は表示された音符の符尾や休符の位置に影
響を及ぼさない

• 非表示オブジェクト（例えばキューなど）が存在しても空
の譜表として非表示

• 標準およびキューサイズの声部が混在するときは臨時記号
はそれぞれ正しく適したサイズで表示

その他の新機能
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