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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　提供された楽曲データに対応する楽譜を、１または複数段の譜表からなり各譜表が譜表
毎に１または複数の可変長の小節からなるものとして、表示領域上に表示させる楽譜表示
データを作成する楽譜表示データ作成装置であって、
　前記楽曲データを入力し、該楽曲データに含まれる演奏データに基づいて、楽譜表示に
要する楽譜パーツを各小節毎に決定する楽譜パーツ決定手段と、
　前記表示領域上に表示される前記楽譜パーツの表示サイズを設定する表示サイズ設定手
段と、
　前記表示領域上に表示される前記楽譜の横幅を設定する楽譜横幅設定手段と、
　前記表示サイズの設定値に応じて、前記小節毎に決定された前記楽譜パーツの内、少な
くとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく配置されるための最小横幅
を前記小節毎に算出し、算出された小節毎の最小横幅と前記楽譜の横幅の設定値に基づい
て、各小節毎の楽譜パーツが各小節を単位として前記最小横幅以上で前記各段の譜表上に
配置されるように、前記各小節を前記各段の譜表に割り当て、前記各段の譜表毎に、前記
各小節の最小横幅の和を前記楽譜の横幅の設定値に一致させるための前記各段の倍率を計
算し、前記各小節の前記最小横幅に前記倍率を掛けることにより前記各小節の幅を決定す
る小節割当手段と、
　前記各小節毎に決定された楽譜パーツの配置を前記各段の倍率に応じて前記各小節内に
広げるとともに、前記小節割当手段による前記小節の割り当てに従って、前記各譜表上に
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表示させる楽譜表示データを出力する楽譜表示データ出力手段、
　を有することを特徴とする楽譜表示データ作成装置。
【請求項２】
　前記提供された楽曲データに対応する楽譜は、前記表示領域の頁毎に表示されるもので
あり、
　前記各頁の表示領域上に表示される楽譜の縦幅を設定する楽譜縦幅設定手段と、
　前記表示サイズの設定値に応じて、前記小節割当手段により前記各段の譜表に割り当て
られた各小節毎の楽譜パーツを前記各段の譜表上に配置するための最大縦幅を算出し、算
出された各段の譜表毎の最大縦幅と前記楽譜の縦幅の設定値に基づいて、前記各段の譜表
が該譜表を単位として当該頁内に配置されるように前記各段の譜表を前記各頁に順次割り
当てる譜表割当手段を有し、
　前記楽譜表示データ出力手段は、前記小節割当手段により前記小節が割り当てられた前
記各段の譜表上の楽譜パーツを、前記譜表割当手段による前記各段の譜表の割り当てに従
って、前記各頁の楽譜表示領域上に配置させる楽譜表示データを出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の楽譜表示データ作成装置。
【請求項３】
　提供された楽曲データに対応する楽譜を、１または複数段の譜表からなり各譜表が譜表
毎に１または複数の可変長の小節からなるものとして、表示領域上に表示させる楽譜表示
データをコンピュータに作成させる楽譜表示データ作成プログラムであって、
　前記楽曲データを入力し、該楽曲データに含まれる演奏データに基づいて、楽譜表示に
要する楽譜パーツを各小節毎に決定する楽譜パーツ決定ステップと、
　前記表示領域上に表示される前記楽譜パーツの表示サイズを設定する表示サイズ設定ス
テップと、
　前記表示領域上に表示される前記楽譜の横幅を設定する楽譜横幅設定ステップと、
　前記表示サイズの設定値に応じて、前記小節毎に決定された前記楽譜パーツの内、少な
くとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく配置されるための最小横幅
を前記小節毎に算出し、算出された小節毎の最小横幅と前記楽譜の横幅の設定値に基づい
て、各小節毎の楽譜パーツが各小節を単位として前記最小横幅以上で前記各段の譜表上に
配置されるように、前記各小節を前記各段の譜表に割り当て、前記各段の譜表毎に、前記
各小節の最小横幅の和を前記楽譜の横幅の設定値に一致させるための前記各段の倍率を計
算し、前記各小節の前記最小横幅に前記倍率を掛けることにより前記各小節の幅を決定す
る小節割当ステップと、
　前記各小節毎に決定された楽譜パーツの配置を前記各段の倍率に応じて前記各小節内に
広げるとともに、前記小節割当ステップによる前記小節の割り当てに従って、前記楽譜パ
ーツを前記各譜表上に表示させる楽譜表示データを出力する楽譜表示データ出力ステップ
、
　を有することを特徴とする楽譜表示データ作成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、楽曲データに対応する楽譜をディスプレイに表示させる楽譜表示データを作成
する技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
楽曲データを入力し、これに対応する楽譜をディスプレイに表示させるための楽譜表示デ
ータを作成する楽譜表示データ作成装置が、例えば、特許文献１で知られている。
楽譜表示は、「五線」上に各種の「楽譜パーツ」を配置することにより行われる。本明細
書でいう「楽譜パーツ」とは、音部記号（ト音記号、ヘ音記号、ハ音記号）、小節線、調
記号、拍子記号、音符、休符、強弱記号、反復記号など、「五線」上に表記される各種音
楽記号の表示要素である。「五線」もまた「楽譜パーツ」に含めてよい。
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楽譜パーツのサイズとは、楽譜パーツを楽譜の表示要素としてディスプレイや紙に表示し
たりする際の、楽譜パーツの大きさを示す。上述した特許文献１（００８７段落参照）に
記載の技術においては、「音符表示領域サイズ」（縦サイズ）VWを五線譜の段数nで割っ
た値、すなわち、「小節サイズ」（縦サイズ）VMの1/10をフォントサイズ（楽譜パーツの
サイズ）としている。
【０００３】
本明細書では、楽譜表示領域において、１段分の表示を譜表という。例えば、五線および
その上下の加線を配置する領域をいう。低音部と高音部とからなる大譜表など、複数のパ
ートからなる譜表の場合もある。
例えば、特許文献１（図４，図６，図１３等の説明事項参照）には、譜表の各段に表示す
る小節数と、楽譜の１頁に配置する譜表の段数とを設定し、その設定値に基づいて、シー
ト楽譜をディスプレイに表示させる楽譜表示データ作成装置が開示されている。
上述した特許文献１（図１４，図１９等の説明事項参照）には、小節数と楽譜パーツのサ
イズとを指定するものが開示されている。また、上述した特許文献１（図２０，図２６等
の説明事項参照）には、小節数と段数と楽譜パーツのサイズとを指定するとともに、小節
，段数，楽譜パーツのサイズのいずれを優先するかを指定するものが開示されている。
【０００４】
また、パーソナルコンピュータ用のシーケンサ・ソフトウエアである、ヤマハ株式会社製
の製品（非特許文献１の第11-20頁等を参照）では、楽譜表示ウインドウにおいて、楽譜
パーツのサイズを４段階（大，中，小，最小）のランクに変更できる。楽曲データの自動
演奏中においては、演奏の再生時刻が現在の表示範囲を超えると、次の演奏区間の表示領
域に切り替わる。
一方、表示画面上のスクロールバーがマウス操作されたときには、楽譜の表示領域がスク
ロール表示される。小節の長さ（横幅）は、楽譜パーツのサイズに関わりなく一定である
。
【０００５】
いずれの従来技術においても、１小節内に配置すべき音符等の楽譜パーツの数は、各小節
ごとに変動する。しかも、配置すべき楽譜パーツはそれぞれ横幅が異なる。そのため、１
小節内に配置すべき楽譜パーツの数が多くなると、１小節内の楽譜パーツが横方向に重な
り合う場合があることから、楽譜を視認しにくくなる。
このような場合、上述した特許文献１に記載の技術では、小節数の指定を変更したり、楽
譜パーツのサイズを小さくするほかない。また、上述した非特許文献１に記載の技術では
、「水平方向ズームインボタン」をマウスでクリックして、水平方向の表示倍率を拡大す
るほかなかった。
すなわち、譜表上の楽譜パーツを視認しやすくする調整は、自動的には行われないという
問題があった。
また、上述した特許文献１（図１５，図１７等の説明事項を参照）に記載の技術のように
、１頁のシート楽譜に複数段の譜表を配置させる場合に、楽譜パーツのサイズが大きくな
ると、上下の譜表の音符パーツが重なってしまうので、設定をやり直さなければならない
という問題もあった。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１０－１９８３５２号公報
【非特許文献１】
XGworks V4.0取扱説明書（c)1999
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した問題点を解決するためになされたもので、楽譜パーツの表示サイズ等
に応じて、譜表上の楽譜パーツが視認しやすくなるように楽譜パーツの配置を自動調整す
る楽譜表示データ作成装置および楽譜表示データ作成プログラムを提供することを目的と
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するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明においては、提供された楽曲データに対応する楽譜を、１または
複数段の譜表からなり各譜表が譜表毎に１または複数の可変長の小節からなるものとして
、表示領域上に表示させる楽譜表示データを作成する楽譜表示データ作成装置であって、
する楽譜を、１または複数段の譜表からなり各譜表が譜表毎に１または複数の可変長の小
節からなるものとして、表示領域上に表示させる楽譜表示データを作成する楽譜表示デー
タ作成装置であって、前記楽曲データを入力し、該楽曲データに含まれる演奏データに基
づいて、楽譜表示に要する楽譜パーツを各小節毎に決定する楽譜パーツ決定手段と、前記
表示領域上に表示される前記楽譜パーツの表示サイズを設定する表示サイズ設定手段と、
前記表示領域上に表示される前記楽譜の横幅を設定する楽譜横幅設定手段と、前記表示サ
イズの設定値に応じて、前記小節毎に決定された前記楽譜パーツの内、少なくとも一部の
種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく配置されるための最小横幅を前記小節毎
に算出し、算出された小節毎の最小横幅と前記楽譜の横幅の設定値に基づいて、各小節毎
の楽譜パーツが各小節を単位として前記最小横幅以上で前記各段の譜表上に配置されるよ
うに、前記各小節を前記各段の譜表に割り当て、前記各段の譜表毎に、前記各小節の最小
横幅の和を前記楽譜の横幅の設定値に一致させるための前記各段の倍率を計算し、前記各
小節の前記最小横幅に前記倍率を掛けることにより前記各小節の幅を決定する小節割当手
段と、前記各小節毎に決定された楽譜パーツの配置を前記各段の倍率に応じて前記各小節
内に広げるとともに、前記小節割当手段による前記小節の割り当てに従って、前記各譜表
上に表示させる楽譜表示データを出力する楽譜表示データ出力手段を有するものである。
　従って、少なくとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく、各段の譜
表における各小節が次段の譜表にまたがらないように、楽譜パーツの配置が自動調整され
るので、譜表上の楽譜パーツが視認しやすくなる。楽譜パーツの表示サイズが変更されて
も構わない。
【０００９】
請求項２に記載の発明においては、請求項１に記載の楽譜表示データ作成装置において、
前記提供された楽曲データに対応する楽譜は、前記表示領域の頁毎に表示されるものであ
り、楽譜縦幅設定手段と、前記表示サイズの設定値に応じて、前記小節割当手段により前
記各段の譜表に割り当てられた各小節毎の楽譜パーツを前記各段の譜表上に配置するため
の最大縦幅を算出し、算出された各段の譜表毎の最大縦幅と前記楽譜の縦幅の設定値に基
づいて、前記各段の譜表が該譜表を単位として当該頁内に配置されるように前記各段の譜
表を前記各頁に順次割り当てる譜表割当手段を有するものである。
従って、楽譜パーツが各段の譜表の縦幅内に配置され、かつ、各段の譜表が次頁にまたが
らないように、楽譜パーツの配置が自動調整されるので、譜表上の楽譜パーツが視認しや
すくなる。楽譜パーツの表示サイズが変更されても構わない。
【００１０】
　請求項３に記載の発明においては、提供された楽曲データに対応する楽譜を、１または
複数段の譜表からなり各譜表が譜表毎に１または複数の可変長の小節からなるものとして
、表示領域上に表示させる楽譜表示データをコンピュータに作成させる楽譜表示データ作
成プログラムであって、前記楽曲データを入力し、該楽曲データに含まれる演奏データに
基づいて、楽譜表示に要する楽譜パーツを各小節毎に決定する楽譜パーツ決定ステップと
、前記表示領域上に表示される前記楽譜パーツの表示サイズを設定する表示サイズ設定ス
テップと、前記表示領域上に表示される前記楽譜の横幅を設定する楽譜横幅設定ステップ
と、前記表示サイズの設定値に応じて、前記小節毎に決定された前記楽譜パーツの内、少
なくとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく配置されるための最小横
幅を前記小節毎に算出し、算出された小節毎の最小横幅と前記楽譜の横幅の設定値に基づ
いて、各小節毎の楽譜パーツが各小節を単位として前記最小横幅以上で前記各段の譜表上
に配置されるように、前記各小節を前記各段の譜表に割り当て、前記各段の譜表毎に、前
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記各小節の最小横幅の和を前記楽譜の横幅の設定値に一致させるための前記各段の倍率を
計算し、前記各小節の前記最小横幅に前記倍率を掛けることにより前記各小節の幅を決定
する小節割当ステップと、前記各小節毎に決定された楽譜パーツの配置を前記各段の倍率
に応じて前記各小節内に広げるとともに、前記小節割当ステップによる前記小節の割り当
てに従って、前記楽譜パーツを前記各譜表上に表示させる楽譜表示データを出力する楽譜
表示データ出力ステップを有するものである。
　従って、コンピュータにこの楽譜表示データ作成プログラムを実行させることにより、
請求項１に記載の楽譜表示データ作成装置を実現することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の一形態を示すブロック構成図である。
図中、１は楽曲データ供給部、２は楽譜表示データ作成部、３は表示装置（ディスプレイ
あるいはプリンタ）である。楽譜表示データ作成部２は、楽譜パーツ決定部４、小節割当
部５、譜表割当部６、楽譜表示データ出力部７を有する。プリンタに出力される楽譜表示
データは、図示しない記憶装置に保存される場合もある。
楽曲データ供給部１は、SMF（Standard MIDI File）形式等の楽曲データが記憶された記
憶装置である。例えば、電子楽器等の装置に内蔵されるROM（Read Only Memory）、半導
体メモリカード、ハード磁気ディスク等の記憶装置、装置の外部にある記憶装置、あるい
は、これらの記憶装置から読み出されて楽曲データが記憶されるRAM（Random Access Mem
ory）に対応する。
【００１２】
楽譜表示データ作成部２は、楽曲データ供給部１により提供された楽曲データに対応する
楽譜を表示装置３の表示領域上に表示させる楽譜表示データを作成する。
楽譜は、楽譜パーツの表示サイズの設定値、楽譜横幅設定値、楽譜縦幅設定値に応じて、
１または複数段の譜表からなりこの譜表が譜表毎に１または複数の可変長の小節からなる
。
上述した各種設定値、例えば、楽譜パーツの表示サイズの設定は、ユーザが操作子操作に
より行うことができる。また、楽譜横幅設定値や楽譜縦幅設定値については、表示装置３
の表示サイズ等に応じて予め設定された数値であってもよい。
【００１３】
図２は、表示装置３において表示される「シート楽譜」の一例を示す説明図である。
１１は１頁分のシート楽譜であって、外マージン（左横m1，右横m2，上m3，下m4）が設け
られ、この外マージンの中が楽譜表示領域１２であり、この楽譜表示領域１２内に、１段
または複数段の譜表1，譜表2，譜表3，……が、上から順次配置されている。
シート楽譜１１自体の縦幅および横幅は、固定値であったり、ユーザによって設定可能な
可変値であったりする。楽譜横幅は楽譜表示領域１２の横幅、楽譜縦幅は楽譜表示領域１
２の縦幅である。
【００１４】
各譜表には、五線領域と、その上部および下部に加線を用いて音符を表示する表示領域が
あり、１または複数の可変長の小節からなる。図示の例では、小節1～小節7が示されてい
るが、譜表1，譜表2，譜表3，…毎に、小節の長さ（横幅）および小節の数が異なる。譜
表が複数段ある場合に、譜表間に図示のようなマージンm5が設けられてもよい。
楽曲データの演奏位置が進むにつれて、演奏位置は、上段から下段に移る。１頁のシート
楽譜１１で表示しきれないときに次頁を表示させる。表示装置３の１画面に見開きの２頁
を表示させる場合もある。
シート楽譜１１において、上m3の外マージンの領域に曲名，著作権表示、下m4の外マージ
ンに頁数を表示してもよい。
シート楽譜１１が、アプリケーション・ソフトウエアが使用するウインドウ画面に表示さ
れる場合、ウインドウ画面のサイズは可変でもよいが、シート楽譜１１のサイズ自体は、
ウインドウ画面のサイズとは独立に設定されるものとして説明する。
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【００１５】
図３は、楽譜パーツの説明図である。
楽譜パーツは、従来技術の説明において述べたように、各種の音楽記号を表示する表示要
素である。楽譜パーツの表示サイズは、例えば、P1，P2，P3のように３ランク（段階）と
する。楽譜パーツの表示サイズが決まれば、全ての楽譜パーツの大きさが一律に調整され
る。
図３（ａ）には八分音符を例示している。楽譜パーツの表示サイズに応じて、横幅ａ，縦
幅ｂの長さが規定される。
図３（ｂ）に示すように、楽譜パーツの表示に要する横幅ａ，縦幅ｂの長さは、例えば、
画素の個数（dot）として設定されている。これらの値は、各楽譜パーツの表示サイズが
同じであっても、各楽譜パーツごとに異なる。
図３（ｂ）に示すような数値設定テーブルは、各楽譜パーツの種類毎に記憶しておいたり
、処理プログラムの中に予め組み込んでおいてもよい。
あるいは、楽譜パーツと表示サイズとを指定して、ビットマップファイル（.bmp）のよう
な表示用のイメージデータを取り込む際に、横幅ａ，縦幅ｂのデータを取り込んだり、イ
メージデータそのものから横幅ａ，縦幅ｂを検出してもよい。
なお、五線譜の線間隔は、表示サイズに応じて変化し、音符の符頭の縦幅に一致する。
【００１６】
音楽記号フォントのセットを用いる場合には、楽譜パーツの表示サイズをフォントサイズ
（ポイント値）で指定することができる。ポイント値が設定されると、楽譜パーツの表示
サイズが一律に設定されることになるが、楽譜パーツの種類に応じて、ポイント値を微調
整したり、複数の異なるフォントセットを用いたりする場合は、各フォントセットによっ
てポイント値を調整して、異なるフォントセット間のバランスがとれるようにする。
音楽記号のフォントセットによっては、フォントの縦幅がポイント値に応じて一律に決ま
り、横幅はポイント値が同じでも個々のフォントによって異なる。音楽記号フォントの横
幅および縦幅には、それぞれ、楽譜パーツの横幅ａ，縦幅ｂに余白部（マージン）が付加
される場合が多い。
また、音楽記号フォントは、複数のフォントを組み合わせて１つの音楽記号を形成する場
合がある。例えば、音符を符頭（たま）、符尾（ぼう）、符鉤（はた）、付点（・）の合
成で作成する。このような場合、本明細書では、音楽記号として一体化されたものを楽譜
パーツという。
【００１７】
楽譜パーツ決定部４は、楽曲データを入力し、この楽曲データに含まれる演奏データに基
づいて、楽譜表示に要する楽譜パーツを小節毎に決定する。
楽曲データには、音符データ（ノートオン，ノートオフ）やメタイベント（著作権表示、
曲名、歌詞メタイベントセットテンポ、拍子、調）などの演奏データが含まれている。こ
れらは、音楽記号として楽譜上に表される。このような音楽記号に対応する演奏データに
基づいて、各音楽記号を表示させるための楽譜パーツを決定する。
上述した楽譜パーツ決定部４は、小節毎に決定するものであるため、小節の境界を知る必
要がある。入力された楽曲データに小節線を示すメタイベントが含まれている場合には、
これを検出すれば、小節の境界を知ることができる。そうでない場合には、楽曲データに
含まれている拍子情報、音符情報およびまたは休符情報から小節の境界を知ることになる
。
【００１８】
小節割当部５は、まず、前記表示サイズの設定値に応じて、楽譜パーツ決定部４により決
定された小節毎の楽譜パーツを、小節内に配置するための位置計算をする。
まず、少なくとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に密着して隣接し、すなわち、横方向
に重なり合うことなく配置されるための最小横幅を小節毎に算出する。この最小横幅が各
小節毎の最小横幅となる。
少なくとも一部の種類の楽譜パーツとは、例えば、音符、変化記号、休符、音部記号、調
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記号、拍子記号である。調記号、拍子記号を楽譜表示しない場合は、計算から当然に除外
される。
「タイ」や「スラー」は、音符と重なることがある。従って、全ての楽譜パーツが横方向
に重なることを禁止するものではない。
なお、歌詞を表示するとき、音符よりも歌詞綴りの方が横方向に長くなる場合があり得る
。このような場合は、歌詞の文字コード列についても、横方向に重なり合うことなく配置
されるための最小横幅を小節毎に算出する。次に、上述した音符等の楽譜表示パーツにつ
いて求めた最小横幅と比較して、いずれか長い方を各小節毎の最小横幅とすればよい。
【００１９】
次に、算出された小節毎の最小横幅と楽譜表示領域１２上に表示される楽譜の横幅の設定
値に基づいて、各小節毎の楽譜パーツが各小節を単位として最小横幅以上で各段の譜表上
に配置されるように、各段の譜表に小節を割り当てる。譜表は１または複数の可変長の小
節に分割される。
割り当てられた各小節毎の最小横幅の和は、譜表の横幅以下であるから、割り当てられた
各小節毎の最小横幅の和が譜表の横幅（楽譜表示領域１２の横幅）に一致するように、各
小節の横幅を拡大させる。
以上の結果、楽譜パーツを各段の譜表に割り当てて、各小節が次段の譜表にまたがらない
ように楽譜パーツの配置を自動調整することができる。
小節割当の具体的な処理については、図５を参照して後述する。
【００２０】
譜表割当部６は、まず、表示サイズの設定値に応じて、上述した小節割当部５により各段
の譜表における各小節毎に割り当てられた楽譜パーツを各段の譜表上に配置するための最
大縦幅を算出する。
次に、算出された各段の譜表毎の最大縦幅と楽譜の縦幅の設定値に基づいて、各段の譜表
がこの譜表を単位としてこの頁内に配置されるように各段の譜表を各頁に順次割り当てる
。
譜表割り当ての具体的な処理については、図６を参照して後述する。
【００２１】
　楽譜表示データ出力部７は、小節割当部５による小節の割り当てに従って、楽譜パーツ
を各譜表上に表示させる楽譜表示データを作成する。
　例えば、音符に関しては演奏データから抽出された音高データに基づいて縦方向の配置
が決まる。横方向の配置については、音符などの一部の種類の楽譜パーツが横方向に重な
り合うことなく配置したとした配置データを得る。次に、各譜表に割り当てられた小節の
幅の和を譜表の横幅（楽譜表示領域１２の横幅）に一致させるため拡大されたときの拡大
率に応じて、上述した配置データを横方向に広げる（小節内の楽譜パーツの横方向ジャス
ティフィケーション）。
　次に、小節割当部５により小節が割り当てられた各段の譜表上の楽譜パーツを、譜表割
当部６による各段の譜表の割り当てに従って、各頁の楽譜表示領域１２上に配置させる楽
譜表示データを出力する。
　上述した説明では、楽譜表示データ出力部７において、楽譜パーツ決定部４、小節割当
部５、譜表割当部６に従って、楽譜データの配置を計算するようにした。しかし、小節割
当部５における計算および譜表割当部６における計算は、楽譜パーツの配置に密接に関連
している。従って、小節割当部５および譜表割当部６において、楽譜の配置の計算を部分
的に行わせてもよい。
【００２２】
図４は、本発明の実施の一形態を実現するためのハードウエア構成の一例を示すブロック
図である。
パーソナルコンピュータにおいて、アプリケーション・プログラムをインストールして楽
譜表示機能を実現する場合を説明する。
図中、２１はバス、２２はCPU（Central Processing Unit）、２３はROM、２４はRAMであ
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る。２５はキーボードやマウス等の操作子である。
楽譜表示を行うアプリケーション・プログラムにおいて、楽譜表示すべきチャンネルの指
定、楽譜表示の指定、楽譜表示領域の範囲設定等は、マウス操作等で行われる。２６は表
示回路であって、表示装置３を駆動および制御し、楽譜表示させる。
図示を省略したが、他の表示装置として楽譜を印刷するプリンタが接続される場合がある
。
【００２３】
２７は音源回路、２８はD/A変換器、２９はサウンドシステムである。
３０は外部記憶装置であって、HDD（ハード磁気ディスクドライブ）やFDD（フレキシブル
磁気ディスクドライブ）、CD-ROM（Compact Disc Read Only Memory）等の光ディスクド
ライブ、フラッシュメモリ等の半導体メモリカード等である。
３１はMIDI（Musical Instrument Digital Interface）インターフェース等のインターフ
ェースであって、外部の電子鍵盤楽器、電子鍵盤、外部音源等３２に接続される。専用の
MIDIインターフェースに限らず、RS-232C、USB（Universal Serial Bus）、IEEE1394等の
汎用のインターフェースを用いてMIDIインターフェースを構成してもよい。
【００２４】
楽曲データは、ROM２２あるいは外部記憶装置３０から読み出されたり、外部の電子鍵盤
楽器等３２から入力されて、RAM２４のワークエリアに記憶される。
楽曲データは、例えば、複数のMIDIチャンネルからなり、チャンネルが識別できるように
各演奏データが格納されている。
楽譜表示は、表示すべきチャンネルが指定されて表示される。メロディパートとコードパ
ートなど、複数のチャンネルが複数の演奏パートとして指定され、複数のパート譜の組み
合わせとして楽譜表示される場合もある。このような場合は、各パート譜の小節を一致さ
せながら、各パート譜を大譜表のように組み合わせて表示する。各パート譜の両方におい
て、少なくとも一部の種類の楽譜パーツが横方向に重なり合うことなく配置されるように
する。
【００２５】
各チャンネルの演奏データのフォーマットは、演奏イベントの発生時刻を１つ前のイベン
トからの時間で表した「イベント＋相対時間」、演奏イベントの発生時刻を曲や小節内に
おける絶対時間で表した「イベント＋絶対時間」、音符の音高と符長あるいは休符と休符
長で演奏データを表した「音高（休符）＋符長」、演奏の最小分解能毎にメモリの領域を
確保し、演奏イベントの発生する時刻に対応するメモリ領域に演奏イベントを記憶した「
ベタ方式」等、どのような形式でもよい。
上述した楽曲データには、音楽記号に対応する調情報、拍子情報等も含まれており、これ
らの情報を元に音楽記号を楽譜表示させるために、楽譜パート情報としてこれらを読み出
す。これらの情報が含まれていないときでも表示させたい場合は、音符情報や休符情報等
に基づいて楽曲データを分析して調や拍子等を推定すればよい。例えば、音符の音高の出
現頻度を調べることによって調を推定する。
【００２６】
３３は通信インターフェースであって、有線あるいは無線の通信ネットワーク３４を介し
てインターネット上のサーバに接続したり、LAN（ Local Area Network）等を介してサー
バに接続したりして、演奏データをリアルタイムで入力したり、楽曲データファイルを入
力（ストリーミング再生あるいはダウンロード）したりする。
音源回路２７は、演奏データに応じて楽音信号を生成する。楽音信号は、D/A変換器２８
によりアナログ波形に変換された後、サウンドシステム２９に供給されて、スピーカから
出力される。
上述した構成では音源回路２７を有している。しかし、インターフェース３１に接続され
た図示しない外部の音源装置を用いたり、CPU２２にソフトウエア音源の機能を持たせて
音源機能を実行させてもよい。
【００２７】
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CPU２２は、オペレーティングシステム・プログラムの制御下で、外部記憶装置３０の１
つであるハード磁気ディスクに記憶されたアプリケーション・プログラムをRAM２４にロ
ードし、楽譜表示データ作成を行い、楽譜表示制御を行う。同時に音源回路２７に演奏デ
ータを送って楽曲データを再生する場合もある。
楽譜表示データ作成を含む楽譜表示制御を行うプログラムは、単独で使用されるほか、シ
ーケンサー・ソフトウエア・プログラム内に組み込まれて実行されたりする。アプリケー
ション・プログラムは、CD-ROMを介して外部記憶装置３０から供給されたり、通信ネット
ワーク３４上のサーバからダウンロードされたりする。
なお、ハードウエア構成は異なるが、CPUを内蔵した電子楽器においても実現できる。操
作パネルに設けられた表示装置に音符を表示させたり、インターフェース等を介してパー
ソナルコンピュータに接続された表示装置に音符を表示する
。
【００２８】
図５は、楽譜表示データ作成プログラムにおいて、各小節の横幅を決定する動作の一例を
示すフローチャートおよび計算例を示す説明図である。５１～５５は計算例である。
５１に示すように、楽譜表示領域１２の横幅が200dotに設定されている。数値は説明用の
ものであって、実際の設定値ではない。
Ｓ４１において、各楽譜パーツの表示サイズに基づいて、各小節を表示する最小横幅を計
算する。例えば、少なくとも一部の種類（音部記号、音符、変化記号、休符等）の、楽譜
パーツについて、図３に示した各楽譜パーツの横幅を加算して行く方法で、５２に示すよ
うに各小節1，2，…毎に計算する。
Ｓ４２において、各小節毎の最小横幅を順次加算し、１つの小節が次の譜表にまたがらな
いように、各譜表に割り当てる小節を決定する。決定すれば、次の小節を先頭にして同様
の加算と決定とを繰り返す。５３に示すように、小節1～2の最小横幅を加算したときに14
8dotであり、５１に示した楽譜の横幅200dotを超えず、さらに、小節1～3まで加算すれば
楽譜の横幅を超える。従って、小節1～2を譜表1に割り当て、小節3～4は、同様な計算に
より譜表2に割り当てる。
【００２９】
Ｓ４３において、譜表毎に、各譜表に配置される各小節の最小横幅の和を、楽譜表示領域
１２の横幅に一致させるための倍率を計算する。５４に示すように、譜表１に対しては、
小節1，2の最小横幅の和が148であり、楽譜の横幅が200dotであることから、1.351…とな
る。
Ｓ４４において、各小節を表示する最小横幅に倍率を掛けて小節幅を最終決定する。５５
に示すように、小節1は、59dotに1.351…を掛けて80dotに拡大され、小節2は、89dotに同
じ1.351…を掛けて120dotに拡大され、両者を合わせれば楽譜の横幅200dotとなる。
【００３０】
図６は、楽譜表示データ作成プログラムにおいて、各譜表の高さを決定する動作の一例を
示すフローチャートおよび計算例を示す説明図である。７１～７３は計算例である。
図５に示した小節の横幅を決定する動作の後に実行される。７１に示すように楽譜表示領
域１２の縦幅が300dotに設定されている。数値は説明用のものである。
Ｓ６１において、７２に示すように、各小節を表示するために必要な最低位置と最高位置
とを計算する。各小節における、音符、その他の音楽記号の楽譜パーツの縦方向の配置に
よって計算される。最低位置，最高位置は五線譜を基準にした値とすればよい。
【００３１】
　Ｓ６２において、各譜表に割り当てられた各小節に必要な最低位置，最高位置から、各
譜表ごとに最低位置，最高位置を計算する。例えば、小節1の最低位置，小節2の最低位置
のうち、より低い位置を譜表1の最低位置とする。また、小節1の最高位置，小節2の最高
位置のうち、より高い位置を譜表1の最高位置とする。各譜表の最高位置と最低位置との
差により各譜表に必要な最大縦幅が決まる。
　なお、最高位置と最低位置の計算は、Ｓ６１を省略して、直ちに譜表毎に行ってもよい
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。
　７３に示すように、譜表1に関しては、縦幅が45dot必要であり、譜表2に関しては、縦
幅が41dot必要である。
　Ｓ６３においては、n段（nは正整数）の各譜表に必要な縦幅の和とマージン（各譜表間
の間隔：(n-1)×m5）の合計が、楽譜表示領域１２の縦幅である300 dotを超えないように
、nの値を決める。さらに、縦方向の余りを分散させる（縦方向のジャスティフィケーシ
ョン）場合には、例えば、m5の値を変更して、上述したn段の各譜表に必要な縦幅の合計
とマージンが300 dotに一致するようにすればよい。以上により、各譜表の配置が決定さ
れる。
【００３２】
上述した説明では、楽譜表示を、ディスプレイのシート楽譜１１内に、頁毎に分けて表示
する場合について説明した。しかし、一続きの楽譜として各譜表が縦方向にスクロールし
て表示されるようなスクロール表示であってもよい。その場合には、表示されている楽譜
の最後の譜表等が途中切れで表示されなくなってもかまわないため、単に楽譜の横幅方向
、すなわち、譜表の横幅方向の割り当てのみを考慮すればよい。
上述した説明では、表示装置の画面上に表示される楽譜について説明したが、プリンタに
データを出力して紙面上に表示される楽譜であってもよい。
【００３３】
上述した説明では、１曲分の楽曲データを記憶したRAM等の記憶装置から楽曲データを入
力することを前提に説明したが、記憶装置に１曲分が格納される前の時点であっても、格
納された分までの演奏データに基づいて、リアルタイムで楽譜表示データを作成し、表示
装置に表示させることもできる。
その際、各譜表の小節割り当てや各頁の譜表割り当ての算出に必要な演奏データが完全に
入力されていない時点では、予め設定された所定の小節の横幅、譜表の縦幅に基づいて楽
譜表示データを作成して表示装置に表示させておき、必要な演奏データが揃った時点以降
に、逐次、あるいは楽曲データの終了後に、楽譜表示データを再作成して表示させてもよ
い。
なお、楽音や人の歌唱をマイクロフォン等で収音して得た音声信号の周波数を分析して演
奏データに変換しながら記憶装置に記憶させる場合にも、同様にして、リアルタイムで楽
譜表示データを作成し、表示装置に表示させることができる。
【００３４】
上述した説明では、楽譜表示データ作成装置が適用される対象を、パーソナルコンピュー
タあるいは電子楽器を例に説明したが、カラオケ装置、ゲーム装置、携帯電話等の携帯型
通信端末、自動演奏ピアノ等の電子音楽システムに適用することもできる。
また、鍵盤等の演奏操作子、音源装置等を内蔵した電子楽器に限らず、それぞれが別体の
装置であり、専用のMIDIインターフェース、各種通信ネットワークのインターフェース等
を用いて各装置が相互接続されて構成される電子音楽システムに適用してもよい。例えば
、機能の一部をサーバ側に持たせ、端末とサーバとからなる電子音楽システム全体として
所定の機能を実現するようにしてもよい。
【００３５】
【発明の効果】
本発明は、上述した説明から明らかなように、たとえユーザによって楽譜パーツのサイズ
が変更されたとしても、楽曲データに基づく楽譜は、各楽譜パーツが重なることなく、各
小節が次の譜表にまたがらないように自動調整されるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の一形態を示すブロック構成図である。
【図２】　表示装置において表示される「シート楽譜」の一例を示す説明図である。
【図３】　楽譜パーツの説明図である。
【図４】　本発明の実施の一形態を実現するためのハードウエア構成の一例を示すブロッ
ク図である。
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【図５】　楽譜表示データ作成プログラムにおいて、各小節の幅を決定する動作を示すフ
ローチャートおよび計算例を示す説明図である。
【図６】　楽譜表示データ作成プログラムにおいて、各譜表の高さを決定する動作を示す
フローチャートおよび計算例を示す説明図である。
【符号の説明】
１…楽曲データ供給部、２…楽譜表示データ作成部、３…表示装置、４…楽譜パーツ決定
部、５…小節割当部、６…譜表割当部、７…楽譜表示データ出力部、１１…シート楽譜、
１２…楽譜表示領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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