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シート式オルガニート ２０弁/３０弁/３３弁 楽曲カード編曲/作成ツール 

楽々オルガニート Ver. 2.03  説明書 

 

オルガニートで演奏したい曲を編曲し、楽曲カードをプリンターに出力するツールです。 

Ver. 2.00 では、新たに「33 弁オルガニート」に対応し、MIDI ファイルから音符をインポートする機

能も搭載しました。バグ修正（20 ページ参照）も含まれています。Ver. 2.01 では音符を入力するとき

に音が鳴るようになりました。Ver. 2.02 では 33 音用のカードの幅を選択できるようになりました。

Ver. 2.03 では 20 音/33 音用のカードの幅を 69.5mm にしました。 

 

使用環境 

Windows 7/Windows 8.1/Windows 10、Excel 2010/2013/2016 または Office 365 から PC にインスト

ールした Excel、プリンター 

 

対応しているオルガニート 

◇ 日本製シート式 20 弁オルガニート 

入手先 オルゴール屋総本店 https://www.orugoru.jp/   

（楽天で見る、Yahoo 店あり） 

 

 

 

◇ 日本製シート式 33 弁オルガニート「33 弁αオルゴール」 

入手先 音のキャンバス http://www.01.246.ne.jp/~ttha/   

 

 

 

◇ 中国製シート式 30 弁オルガニート 

入手先 アマゾン (Pursuestar) 30 ノート手回し DIY 音楽 創作オルゴール機械 ムーブメント 

    → Amazon で見る  

入手先 アマゾン (Wingostore) 30 弁手回しオルゴール音楽ボックス Movement 銅製ギア 

    → Amazon で見る  

入手先 アマゾン (Pursuestar) 30 ノート手回し DIY 電動 音楽ム

ーブメント 

    → Amazon で見る 

 

インストールする方法 

① 「楽々オルガニート」のインストール用パッケージをダウンロードします。 

② ダウンロードしたパッケージをダブルクリックして実行し、表示される手順に従って必要なファ

https://www.orugoru.jp/
https://a.r10.to/hvEdSY
http://www.01.246.ne.jp/~ttha/
https://amzn.to/2Ph8vom
https://amzn.to/2onH4hp
https://amzn.to/2Z2smfn
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イルを PC にコピーします。 

 

アンインストールする方法 

① Windows 10 の「設定」の中にある「アプリと機能」を開きます。 

② アプリ リストの下の方にある「楽々オルガニート」をクリックし、表示された「アンインストー

ル」ボタンをクリックします。 
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使用方法の概略 

「楽々オルガニート」は、Microsoft Excel の VBA マクロを組み込んだ「Excel マクロ有効ブック（.xlsm）」

として提供されます。オリジナルの「マスターブック」は、C:ドライブのプログラムフォルダーにイ

ンストールするようにしましたので、通常はマスターブックの存在を意識する必要はありません。 

オリジナル楽曲を作成するときの手順は次のとおりです。 

 

① デスクトップ上の「楽々オルガニート」アイコンをダブルクリックするか、Windows の

「スタート」メニューの下のほうにある「楽々オルガニート」をクリックします。 

または、今までに作成して保存してあった楽々オルガニート Excel ブックをダブルクリッ

クして開く、という方法もあります。 

② 「楽々オルガニートへようこそ」パネルが表示されます。この中から必要な処理内容のボ

タンをクリックします。 

新しく作る楽曲の保存先としては、インストール時に「ドキュメント」→「楽々オルガニ

ート」→「マイブック」フォルダーが作成されますので、ご利用ください。 

③ ファイルを開いたとき、ブックの上部に黄色い帯が表示され「セキュリティの警告 マクロ

が無効にされました」というメッセージが表示された場合は、「コンテンツの有効化」ボタ

ンをクリックします。 

④ ブックと一緒に「楽々オルガニート」パネルが表示されていない場合は、Excel の「譜面」

シートの左上にある「楽々オルガニート」ボタンをクリックします。 

⑤ 「楽々オルガニート」パネルの「譜面作成」タブで、作成する楽曲に関する情報を設定し

ます。 

⑥ 設定が終わったら、「譜面作成」タブ内の「譜面を準備する」ボタンをクリックします。 

⑦ 表示された「譜面」シートに、曲の音符を入力します。 

⑧ 「楽々オルガニート」パネルの「MIDI で試聴」タブを使って、入力した曲が想定どおりで

あることを確認します。 

⑨ 「楽々オルガニート」パネルの「楽曲カード作成」タブを使って、印刷用の Excel シート

を作成します。 

⑩ 作成した Excel シートをプリンターで A4 サイズの用紙に印刷します。印刷は、Excel の

「ファイル」→「印刷」メニューから行います。 

A4 サイズで厚みが 0.22～0.29mm 程度のケント紙がお勧めです。印刷のオプションで「ふ

ちなし印刷」は必ずオフにしてください。印刷後の寸法が不正確になるからです。 
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ブックを開いたとき、左のようなメッセージが

表示されることもあります。 

 

「ファイルのパス」に楽々オルガニートのイン

ストール先が正しく表示されていれば問題ない

はずです。 

 

「マクロを有効にする」ボタンをクリックして

ください。 

 

 

 

 

 

使用方法の詳細説明 

 

「② 「楽々オルガニートへようこそ」パネル」の使い方 

 

楽々オルガニートを起動すると、最初に右のようなパネルが表

示されます。 

◇「このブックの曲を編集する」ボタンは、既に作成して保存

してあったオリジナル曲の Excel ブックをダブルクリック

して開いた場合に使用可能になります。 

◇「新しい曲を作る」は、新しい曲の楽譜を入力するときに使

います。マスターブック（またはオリジナル曲の Excel ブッ

ク）のコピーに新しい名前を付けて保存したうえで、その新

しいブックを編集することができます。 

◇「前に作った曲を開いて編集する」は、今開いているのとは

別の、以前に作成して保存してある曲の Excel ブックを開

く場合に使用します。 

◇「説明書」ボタンをクリックすると、楽々オルガニートの説明書（PDF ファイル）が表示されます。 

◇「Update」ボタンでは、旧バージョンのマクロの入った楽曲ブックのマクロを最新バージョンに置

き換えることができます。 

 

※注意： 「ようこそ」パネルが開いている間は、Excel ブックを編集できません。 

必要な処理内容のボタンをクリックすると、「ようこそ」パネルが消えて、Excel で楽譜を入力で

きるようになります。 
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メモ： オリジナル曲の入った Excel ブックは、Excel の機

能を利用して自由に保存したり、名前を変えて保存したり

することができます。このような操作に慣れていない場合

は、Excel ブックの編集中に「ファイル操作」タブを使って

「ようこそ」パネルに戻ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

「③ ブックの上部に黄色い帯が表示された場合」 

 

楽々オルガニートの楽曲ファイルを初めて開いた場合は、Excel ウィンドウの上のほうに次のような

黄色い帯が表示されます。 

 

この場合は、必ず「コンテンツの有効化」ボタンをクリックしてください（クリックすると、黄色い

帯が消えます）。このボタンをクリックしない場合、楽々オルガニートが機能しなくなりますので、ご

注意ください。 

 

「マクロが使用できない」というメッセージが出る場合 

楽々オルガニートの Excel ブックを開いたとき (1)「楽々オルガニートへようこそ」パネルが表示さ

れず、(2) 画面左上の「楽々オルガニート」ボタンをクリックすると、次のような「マクロが使用で

きない」というメッセージが表示されることがあります。 

 
 

この場合は、Excel のマクロ実行に関する設定を調整する必要があります。その方法は： 

1) Excel で何かのブックを開いた状態にする。 

2) 「ファイル」→「オプション」とクリックし、表示されたダイアログの左端のリストから「セ

キュリティ センター」をクリックする。 

3) 画面の右側にある「セキュリティ センターの設定」ボタンをクリックする。 

4) 画面の左側から「マクロの設定」をクリックする。 
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5) 「マクロの設定」の下で、「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」を選択する。 

6) 画面の右下にある「OK」ボタンをクリックする。 

7) いったん Excel を終了してから、もう一度 Excel ブックを開く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「⑤ 楽々オルガニートの「譜面作成」タブ」 

 

※このパネルが表示されていない場合は、Excel の「譜面シート」の左上にある「楽々オルガニート」

ボタンをクリックしてください。 

 

a) オルガニートの種類を選びます。 

b) 曲のタイトルを入力します。 

c) 調号（楽譜の左端に記載されている♯または♭の数）

を入力します。 

d) 拍子を入力します。 

e) 小節数を入力します。 

f) 弱起（シンコペーション）の拍数を入力します。 

g) 譜面のサイズを「大/中/小」から選びます 

 

設定が終わったら、「譜面を準備する」ボタンをクリッ

クしてください。楽譜を入力するための「譜面」タブで

小節区切りや小節番号などの体裁が整えられます。 

 

 

【メモ】 「１マス = ４分音符」という表示は、このタブでは変更できません。 

「楽曲カード作成」タブで選択してください。 

これが「１マス = ８分音符」という表示になっている場合は、楽曲カードを印刷するときに

カード上の「１マス」の長さを「８分音符」と見なして印刷します。この場合、譜面上の「８

分音符の幅」を「４分音符」の幅に拡張して印刷されます（詳しくは 9 ページで後述）。 
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「⑦ 楽々オルガニートの「譜面シート」」 

 

 

a) 五線譜を模した入力画面に音符を記入していきます。 

Excel 上の 1 セルは 16 分音符の長さを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 入力画面では、セルをダブルクリックすると、音符が入力されます。

音符の入力されているセルをダブルクリックすると、音符が消えま

す。 

 

c) セルをクリックして、表示された灰色の ▼アイコンを 

クリックすると、入力できる音符の種類が表示されます。 

そのいずれかをクリックすると、音符を入力できます。 

「♯」は、シャープの臨時記号が付いた音符の場合に入力します。 

「♭」は、フラットの臨時記号が付いた音符の場合に入力します。 

「N」は ♮(ナチュラル)記号の付いた音符の場合に入力します。 

※通常の楽譜とは違い、臨時記号の効力はその１音のみです。 
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d) 楽譜上では、音符を自由に「コピー & ペースト」できます。 

 

まず、範囲を選択して Ctrl + C キーを押すか、右クリックして「コピー」を選びます。 

 

次に、貼り付け先をクリックして、右クリックし、「貼り付けのオプション」から「値」を選びま

す。 

 

普通に Ctrl + V キーを押して貼り付けると、オレンジ色の罫線なども一緒にコピーされて、五線

譜の表示が乱れます。もし、表示が乱れてしまっても「実害」はありませんが、「譜面作成」タブ

の「譜面を準備する」ボタンをクリックすると、罫線が再描画されて綺麗な状態に戻ります。 

 

e) 音符を入力する際、前後の音と近すぎる場合と、その音程は鳴らせない場合に、警告メッセージが

出て、音符は消去されます。 

   
 

「⑧「楽々オルガニート」パネルの「MIDI 機能」タブ」 

 

a) テンポを指定し、再生ボタンをクリックすると、曲が再

生されます。 

b) 譜面シート上で、特定の譜面位置をクリックして選択し

てから「再生」ボタンをクリックすると、その位置から

曲の再生が始まります。 

c) 再生中に「再生」ボタンをクリックすると、その位置で

再生がストップします。 

d) 「先頭へ」ボタンをクリックすると、再生の開始位置が

曲の先頭に戻ります。 

e) 「確認音を鳴らす」を選んでおくと、「譜面」シートで楽譜や音符をクリックしたときに、その音

程の音が鳴ります。なお、同じ箇所を続けて 2 回以上クリックしたときには音が鳴りません。 

f) 「MIDI をインポート」ボタンは、MIDI ファイルから楽譜を楽々オルガニートにインポートす

るときに使用します。詳しい使用方法は 14 ページの「MIDI ファイルを楽々オルガニートにインポ

ートする方法」で説明しています。 
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「⑨「楽々オルガニート」パネルの「楽曲カード作成」タブ」 

「１マスを８分音符にする」手法とは 

 

a) 「上余白の微調整」は、「30 音オルガニート」の場合

にのみ使用できます。ムーブメントに個体差があって

音程がずれる場合に、印刷するときの「上余白」を増

減して調整することができます。 

 

b) 「33 音用のカード幅」は、「33 音オルガニート」の場

合にのみ使用できます。標準は「69.5mm」ですが、

高音域の音が鳴らない場合に「69mm」を試せます。 

 

c) 「1 マス（実線の長さ）」では、 

「４分音符」か「８分音符」を選ぶことができます。 

 

「８分音符」を選ぶと、譜面上の８分音符の幅が４分

音符に引き延ばされて印刷されます。 

 

これは、比較的スローテンポの曲の場合に８分音符の連打を可能にするための手法です。 

通常より高速にオルガニートを回す必要がありますが、同じ音程の８分音符を連打できます。 

 

楽々オルガニートでは、譜面の入力内容を変更しないまま、印刷するカードでの音符の幅を選択す

ることができます。 
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「⑩ 作成した楽曲シートを印刷する」 

 

a) 譜面の入力が終わったら、メニュー

パネルの「楽曲カード作成」タブで

「楽曲カードの作成」ボタンをクリ

ックしてください。印刷用の Excel

シートが作成されます。 

 

b) 作成された「印刷用カード(1)」「印

刷用カード(2)」… をそれぞれ印刷

します。用紙のサイズは「Ａ４、横

方向」です。 

 

c) 印刷するときは、写真を「ふちなし」

で全面プリントするオプションは

オフにしてください。このオプションをオンにして印刷すると、印刷されるカードの幅や穴マーカ

ーの位置が不正確になります。また、印刷の精度を上げるため、印刷品質は「きれい」を選んでく

ださい。 

 

d) カードの幅は、20 弁オルガニートの場合は 69.5mm、30 弁オルガニートの場合は 69mm、33 弁オ

ルガニートの場合は 69.5mm（Ver. 2.02 では 69mm も選択可）です。幅が微妙に違いますので、

ご注意ください。幅が少しでも広いと、オルガニートに入れてもシートが送られていかない状態に

なります。 

 

e) お勧めの印刷用紙： 

これまでは何種類かの「写真用光沢紙」を推薦していましたが、「33 弁αオルゴール」の製作・販

売元にアドバイスを求めたところ、光沢紙では滑りが悪いようだとのことでした。そこで、次の用

紙を試してみました。 

 「コクヨ ケント紙 A4 0.22mm セ-KP29」          → Amazon で見る  |  楽天で見る 

薄めですが、しっかりと腰がある紙で、良好な結果が得られました。 

 

https://amzn.to/2YRLsoA
https://a.r10.to/hfPGJz
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f) 印刷したカードは、青色の切り取り線の位置で切り分けてから、オルガニートに付属のパンチで穴

を開けます。 

 

g) Ａ４サイズ 1 枚に 2 段分のカードが印刷されます。4 分の 4 拍子で 16 小節分入ります。段と段を

つなぐときは、テープ（メンディングテープがお勧め）で裏と表の両面から貼り合わせます。つな

ぎ目ではカードが重ならないようにしてください。また、つなぎ目に近い位置の穴は、テープで固

定した後で穴開けをするとよいと思います。 

 

h) 穴を開けるときは、パンチの穴の中心に、穴開けマーカーが来るよ

うにします。次の写真にあるように、穴を開けた残骸の中心にマー

カーが入るようにします。 

 

縦方向の位置がずれると、音が鳴らなかったり、音程がずれて鳴っ

たりしますので、ご注意ください。 
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使用上のヒント 

 

音符シートでセルをダブルクリックしても、音符が入力されない 

 

いったん、付近の別のセルをクリックしてから、元のセルに戻ってダブルクリックしてみてください。 

 

また、Excel ファイルを最初に開いたときに表示される「黄色い帯」で「コンテンツの有効化」ボタン

をクリックしなかった場合にも、ダブルクリックによる音符入力ができなくなります。 

 

「楽々オルガニート」パネルに移ろうとすると、エラー音が鳴って移動できない 

 

Excel の「譜面」シート上で、いずれかのセルにカーソルがあり「入力中」の状態のときは、画面に表

示されている「楽々オルガニート」パネルをクリックして操作しようとしても、エラー音が鳴って、

パネルに移ることができません。 

 

この場合は、Esc キーを押してしてから、再度操作してみてください。 

 

「楽々オルガニート」パネルが邪魔で楽譜を入力しにくい 

 

最初に必要事項を設定した後は、「楽々オルガニート」パネルの右上の × アイコンをクリックして、

このパネルを消しておいて構いません。必要になったら、「譜面」シートの左上にある「楽々オルガニ

ート」ボタンをクリックすれば再表示されます。 

 

Excel で譜面を左右にスクロールするには 

 

キーボードの「→」キーや「←」キーを押せばスクロールできますが、広い範囲を手早くスクロール

するには、Excel ウィドウの下端の右側にあるスクロールバーを使用すると便利です。 

 
 

右へスクロール      ドラッグして左右にスクロール      左へスクロール 
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Excel でタブをスクロールするには 

 

Excel ウィンドウの下端の左側に、Excel の「タブ」の名前が並んでいます。通常は「譜面」タブだけ

が見えていますが、多数の楽曲カードを作成すると一部のタブが見えなくなります。その場合は、左

端の小さな三角矢印をクリックすれば、スクロールできます。 

 
 

Excel 上で譜面入力などの動きが正常でない 

 

必要なら現在のブックを保存してから、いったん Excel を終了し、もう一度ブックを開いてみてくだ

さい。 

 

楽曲カードをモノクロで印刷する 

 

楽曲カードで穴を開ける位置には赤色のマーカーが付きます。たくさん印刷すると、赤のインクばか

り減りますので、慣れてきたら「白黒」で印刷しても構いません。印刷時にプリンターのプロパティ

で「モノクロ」のオプションをオンにしてください。 

 

30 音オルガニートの穴位置と音程 

 

a) 中国製 30 音オルガニートに付属の楽曲カードで両端に印刷されている音符は、いわゆる G コー

ドの音階になっています。これを一般的なハ長調の音階に直すと、次のような並び方になります。 

 

b) もしかしたら、C2#は、「C2♭」または「B1♯」の印刷ミスかもしれません。 

D2#も、「D2♭」または「C2♯」の印刷ミスかもしれません。 

 

c) G1 の「ド」が、ピアノのまん中の「ド」です。メロディーラインに使う音階では半音が出せるよ

うになっています。 

 

G2 G2# A2 A2# B2 C3  D3  E3   

ド ド# レ レ# ミ ファ  ソ  ラ   

G1 G1# A1 A1# B1 C2# C2 D2# D2 E2 F2 F2# 

ド ド# レ レ# ミ ファ ファ# ソ ソ# ラ シ♭ シ 

G  A  B C1  D1  E1 F1 F1# 

ド  レ  ミ ファ  ソ  ラ シ♭ シ 

     C  D     

     ファ  ソ     
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オルガニートの演奏時の工夫 

 

a) 日本製 20 音オルガニートでは、オルガニートを回す前に、楽曲コードを十分に奥まで（止まる位

置まで）差し込んでから演奏を始めます。そうしないと、演奏が始まる前に全音階が一斉に「ジャ

ン」と鳴ることがあり、驚きます。 

 

b) 中国製の 30 音オルガニートでは、この全音階の「ジャン」を鳴らさないようにすることはできな

いようです。対処策として、オルガニートに付属している標準カードと同じように、楽曲カードの

先頭を斜めに切り落としておくと、音階が 1 つずつ鳴っていくので、幾らか不快感が和らぎます。 

 

サンプルブックについて 

 

楽々オルガニートをすぐにお試しいただけるように、20 音と 30 音のサンプル Excel ブックを 1 つず

つ用意しました。「ドキュメント\楽々オルガニート\サンプル」フォルダーに入っています。 

譜面が記入済みですので、「MIDI での視聴」や「楽曲カード作成」を試すことができます。  

 

MIDI ファイルを楽々オルガニートにインポートする方法 

 

インターネット上で「オルゴール風」として公開されている MIDI ファイルや、「音のキャンバス」用

に公開されている MIDI ファイル（http://www007.upp.so-net.ne.jp/einstein/hamaji/works.htm）を、

楽々オルガニートにインポートできるようになりました。 

1) MIDI ファイルをインポートするための「楽々オルガニート」ブックを用意します。 

2) メニューパネルの「譜面作成タブ」で、オルガニートの種類を選択します。オルガニートの種類に

よって、インポートできる音符の音域や種類が異なります。 

3) メニューパネルの「MIDI 機能」タブに移り、「MIDI を

インポート」ボタンをクリックします。 

4) 画面の指示に従い、インポートする MIDI ファイルを

選択します。 

http://www007.upp.so-net.ne.jp/einstein/hamaji/works.htm
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5) 次の「MIDI トラックのインポート調整」パ

ネルが表示されたら、MIDI データをイン

ポートするときに、オクターブを上げ下げ

する量を設定します。 

 

紫色で表示されるテキストのうち、矢印の

左側の「0x3D-0x57」は元々の MIDI デー

タの音域を 16 進数で示しています。矢印の

右側の数字は、インポート後の音域を示し

ています。 

 

右側のテキストボックスにある「0」という

数字を矢印ボタンで増減すると、それに応

じて左側の音域の数字が変化します。このパネルの上の方に青字で表示されている「演奏可能な範

囲」に収まるように、オクターブの上下移動の数字を調整してください。 

 

このとき、“伴奏”と思われるトラックを“メロディー”と思われるトラックより 1 オクターブ下げる

と、好ましい結果が得られることがあり、工夫の余地があります。 

 

「楽々オルガニート」にインポートできるのは、先頭から 8 トラック目までです。 

 

6) インポートが終わると、右のよう

なメッセージで結果が報告されま

す。 

 

このメッセージにあるとおり、イ

ンポートが終わったら、楽々オル

ガニートで「楽曲カードの作成」

を実行してください。音符どうし

の間隔が近すぎて鳴らせない箇所が指摘されますので、必要に応じて楽譜を調整してください。 

 

MIDI データの内容によっては、「小節数」が「200」などの異常に大きい値になっていることがあ

ります。その場合は、手作業で実際の小節数に変更してください。 
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MIDI インポートに関する参考情報 

 

◇ MIDI データの中身を事前に確認できる便利なフリーウェア 

 

MuseScore 3 という無料のソフトウェア（https://musescore.org/ja）を使うと、MIDI データを楽譜

に変換できます。 

「楽々オルガニート」の制限事項として、入力できる音符の最短は 16 分音符です。また、三連符を

入力することはできません。さらに、オルガニートの一般的な制限として、同じ音を連打するには 4

分音符以上の間隔をあける必要があります。MIDI データをあらかじめ楽譜にして表示してみると、

このような制限に引っかからないかどうか確認できます。MIDI データそのものに「調号」の設定が

含まれていない場合でも、MuseScore 3 が自動的に調号を判断して楽譜に記載してくれます。 

いったん MuseScore 3 で開いた MIDI データを、改めて MIDI 形式でエクスポートすることもでき

ます。これを行うと、MIDI データがある程度「整形」されるようで、楽々オルガニートにインポー

トしたときに、音符の入力間隔が「きれいに」なるという効果があるようです。また、MIDI データ

に調号の設定を組み込んでくれるのも便利です。 

 

◇ MIDI インポートの実例 

 

たとえば、「オルゴールの音色の MIDI 素材集」（http://home.g01.itscom.net/midi/）というサイト

の「クラシックの名曲集-１」から「バッハのメヌエット」をダウンロードしてみます。bwv114.mid

というファイルです。なお、この実例では「33 音」オルガニートを使用しました。「30 音」でもまず

まずの結果が得られます。 

この MIDI ファイルを先ほどご紹介した MuseScore 3 という楽譜ソフトで開くと、32 分音符のよう

な短い間隔の音符がかなり出ています。また、調号が「♭ 3 つ」であることがわかります。 

試しに、この MIDI ファイルをそのまま「楽々

オルガニート」にインポートしてみましょ

う。ファイルを開くと、次のようなメッセー

ジが出ます。 

この MIDI データには調号が指定されていま

せんので、いったん「キャンセル」して、「楽々

オルガニート」のメニューパネルの「譜面作

成」タブで「調号」を「♭ 3 つ」に設定します。その後、もう一度 MIDI ファイルのインポートを

実行します。 

https://musescore.org/ja
http://home.g01.itscom.net/midi/index.html
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次のような「MIDI トラックのインポート調整」パ

ネルが表示されたら、MIDI データのオクターブを

「演奏可能な音域」に収まるように調整します。ま

ず、トラック①は「-2」がよさそうです。次にトラ

ック②は「-1」でも「演奏可能範囲」に収まります

が、伴奏パートですので、「-2」にして低音域に収

まるようにします。トラック③も「-2」がよいでし

ょう。 

「続行」ボタンをクリックすると、楽譜が「譜面」

タブにインポートされます。これを「MIDI 機能」

タブから試聴してみましょう。残念！ 音符の間隔

が正しく読み込まれていないようで、リズムが崩れています。手作業で直すことも考えられますが、

ここでは、MuseScore 3 の力を借りてみましょう。 

ダウンロードした bwv114.mid を MuseScore 3 で開き、「ファイル」→「エクスポート」メニューで

「bwv114_2.mid」という名前で MIDI ファイルをエクスポートします。これを「楽々オルガニート」

にインポートしてみてください。いかがですか? 今度はリズムが正しく再生されます。 

ここで、「譜面作成」タブの「小節数」を、実際の小節数である「32」に設定し、「譜面を準備する」

ボタンをクリックしてください。これを忘れると、楽曲カードを作成したときに、音符のないカード

がたくさんできてしまいます。 

このあと、「楽曲カードの作成」を実施します。すると、鳴らせ

ない音が検出されます。Excel の「譜面」タブを見ると、鳴らせ

ない音にマーカーが付いていますので、調整してください。 

これで完成です！ 

「33 弁αオルゴール」で実際に演奏した場面を YouTube に投

稿しました： https://youtu.be/rPVmLLa12vg 

 

  

https://youtu.be/rPVmLLa12vg
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「楽々オルガニート」マクロをバージョンアップする方法 

 

楽々オルガニートのバージョンアップ版が公開されたとき、以前に作成した楽曲ブックに入っているマ

クロをバージョンアップするには、次のように操作します。操作手順が多いのですが、メッセージに従っ

て順番に操作してください。 

 

1) デスクトップ上の「楽々オルガニート」アイコンをダブルクリックする

か、Windows の「スタート」メニューの下のほうにある「楽々オルガ

ニート」をクリックします。 

2) 「楽々オルガニートへようこそ」パネルの左下にある小さな「Update」

ボタンをクリックします。 

3) 次のメッセージボックスで「はい」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

4) マクロをバージョンアップしたい旧版

の楽曲ファイルを選択し、「このブック

をバージョンアップ」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

5) 次のメッセージボックスで「はい」をクリックします。 
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6) マクロをバージョンアップした後のファ

イル名を指定して、「保存」ボタンをクリ

ックします。 

自由に名前を指定できますが、あらかじ

め表示されるファイル名をそのまま採用

して構いません。 

 

 

 

 

7) 次のメッセージボックスで「はい」をクリックします。 

 

 

8) 楽々オルガニートの画面（「譜面」タブ）が表示された

ら、画面の左上の「楽々オルガニート」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

9) 次のようなメッセージボックスが

表示されたら、「OK」ボタンをク

リックした後、ファイルを上書き

保存してください。 

 

これでバージョンアップが完了で

す。お疲れ様でした。 
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バグ修正 

◇ 調号と臨時記号の特定の組み合わせで、楽曲カードの穴開け

位置と MIDI 試聴での音程が間違っていたのを修正しまし

た。（Ver 2.00） 

 

「楽々オルガニート Ver 1.00」では、右図で③と④に当た

る音符の実際の音程が間違っています。Ver 2.00 では、下記

のように修正しました。別の音程でも、調号と臨時記号の同

じ組み合わせの場合に、同様の間違いが発生していました。 

 Ver 1.00 Ver 2.00 (正) 

①  シ♭ シ♭ 

②  シ シ 

③  ラ シ♭ 

④  シ ド 

 

これと同様に、調号に♯がある場合、臨時記号♯または♭が付

いた音符の間違いも修正しました。下記のように修正しまし

た。別の音程でも、調号と臨時記号の同じ組み合わせの場合

に、同様の間違いが発生していました。 

 

 

 

 

 

 

臨時記号の作用について私が一部誤解していたために、このよ

うな間違いが起きてしまいました。このバグが原因でご苦労な

さった皆様にお詫び申し上げます。 

なお、通常の楽譜では、臨時記号の効力が「1 小節」にわたって持続しますが、「楽々オルガニート」の

場合は 1 音のみに効果が出ますので、ご注意ください。 

 

 

 

連絡先：                              (お手数ですがメールアドレスは手入力をお願いします) 

 

ブログ：   http://like-organito.air-nifty.com/blog/   (最新情報はこちらをご覧ください) 

 

［2019/9/21 版］ 

 Ver 1.00 Ver 2.00 (正) 

⑤  ド♯ ド♯ 

⑥  ド ド 

⑦  レ ド♯ 

⑧  ド シ 

http://like-organito.air-nifty.com/blog/

