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Android プラットフォーム用の高度な楽譜リーダーソフトウェアである、MobileSheetPro へようこそ。
このユーザーガイドでは各画面と機能を詳細に解説することで、MobileSheetsPro を最大限活用すること
をお手伝いします。すべてのユーザーへ、このドキュメントのすべてに目を通すことを推奨しますが、
MobileSheetsPro を使い始めるのに最低限必要な基本的な情報は次のセクションにまとめました。すぐに
お気づきになると思いますが、MobileSheetsPro には莫大な機能とオプションがありますので、アプリケ
ーションをしばらくさわった後でこのガイドに立ち戻って確認したくなることでしょう。最初の目次ペー
ジから必要なセクションへスキップしたり、本書の最後のインデックスページも活用してください。

このセクションではライブラリーに曲を保管して表示するまでに必要な基本的な機能をおおまかにカバー
します。アプリケーション上の(ここでは解説しない)どんなエリアででも情報が必要になったら、そのエ
リアに対応したマニュアルの詳細セクションを見てください。目次ページや、以下の各サブセクションの
中にあるリンクからたどることができます。
MobileSheets からのアップグレード
もともと MoblieSheets を使用している方がライブラリーを MobileSheetsPro へ移行する手順は、とても
シンプルです。最初のステップはオリジナルの MoblieSheets でライブラリーのバックアップです。これ
には、まずライブラリー画面の下にある Option(オプション)ボタンをタップして Settings(設定)を開きま
す。続いて、横にある Utilities(ユーティリティ)セクションをタップし、Backup Library(ライブラリーの
バ ッ ク ア ッ プ ) オ プ シ ョ ン を 選 択 し ま す 。 MobileSheets で の バ ッ ク ア ッ プ 手 順 は 、 基 本 的 に は
MobileSheetsPro でのバックアップと同じです。タブレットの SD カード中に .msb ファイルを作成した
ら、MoblieSheetsPro で読み込んでライブラリーのリストア機能で .msb ファイルをリストアします。リ
ストアが完了したら、ライブラリー中の全ソングの、すべてのアノテーション書き込み、ブックマーク、
リンクポイント、ファイル、へアクセスできるようになります。もしタブレット上の SD カードに十分な
空き容量が無く、ライブラリーのサイズの問題でバックアップファイルが作成できないときは、オリジナ
ル の MobileSheets コ ン パ ニ オ ン ア プ リ で MobileSheets ラ イ ブ ラ リ ー を バ ッ ク ア ッ プ し 、
MobileSheetsPro コンパニオンアプリでライブラリーをリストアしてください。
ライブラリーの画面
最初に MobileSheetsPro を起動したときには、ライブラリーはからっぽで、このマニュアルへのリンクが
含まれるヘルプウィンドウが表示されます。このウィンドウを閉じると、インポートしたファイルを
MobileSheetsPro 自身で管理させるかどうか確認するプロンプトが表示されます。これは重要な設定で、
MobileSheetsPro がインポートしたファイルを独自に管理する保管場所へコピーするか、ファイルのあっ
た場所でファイルを利用するかを決定づけるからです。もしファイルやフォルダーをご自身で管理される
のであれば「No」を選び、そうでなくファイル管理に手間を取られたくないのであれば「Yes」を選んでく
ださい。この設定は、後からいつでも Settings(設定)画面で変更することができます。詳細については、
ストレージのセクションを参照してください。

プロンプトを閉じると、メインライブラリー画面が表示されます。下の画像は、画面上のソングを表示す
るのに知っておくべきエリアに対応する数字を四角で囲んだものです。

図１－ライブラリー画面
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Library(ライブラリー)タブ：このタブで、ライブラリー中のデータのいろいろなリストを切り替
えます。このイントロダクションでは、Songs(ソング)タブにだけ気を使っていれば大丈夫です。
いろいろなタブや順番についての詳細は、タブ設定や、ライブラリー管理のセクションを参照し
てください。
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Import(インポート)：このボタンで、ソングを構成する１つ以上のファイルをシンプルに登録し
ます。アイテムのインポート操作ではいくつかの方法でファイルをインポートできますが、今の
時点では、Local File (ローカルのファイル)オプションだけ注目します。インポートのドロップダ
ウンセクションを利用してファイルをインポートすることは、ソングの作成に非常に手早い方法
ですが、詳細な情報を追加したりオーディオ・MIDI などをセットアップすることができません。
詳細については、インポートとバッチインポートの項目を参照してください。

３．

Active List (アクティブ・リスト)：このリストは、現在指定しているフィルター条件に一致する
アクティブタブに対応した全アイテムが表示されます。リストにソングが表示されていれば、ソ
ングをタップするとそのソングが読み込まれます。

ライブラリー画面の基本的な配置を理解したところで、次のステップはソングの作成です。右上にある
Quick Import (クイックインポート)ボタンをタップし、Local File (ローカルファイル)をタップします。
MobileSheetsPro ファイルブラウザーが開き、タブレットの SD カード中にある全ファイルとフォルダー
が表示されます。Android デバイスでストレージがどのように動作するのか完全に説明するのはこのセク
ションの範疇を超えていますので、ここでは Windows7/8/10 が動作する PC にあるファイルを、どのよ
うにして取り出して MobileSheetsPro で確認するかの手順例を説明します。ファイルが(タブレット上の)
どこにあるかご承知であれば、「ソングの読み込み」のセクションまで読み飛ばしてください。
ファイルのインポート
この例では、サムスンの Galaxt Tab2 デバイスと、Windows10 コンピューターを使います。デバイスを
USB で接続すると、Windwos 上にデバイス上のファイルの表示を開始するオプションが表示されます。
この結果、Windows エクスプローラーに「Internal Storage(内部ストレージ)」が表示されます。ダブル
クリックすると、フォルダーのリストが表示されます。「mspro」という名前の新規フォルダーを作成し、
PC にある PDF ファイルをそのフォルダーへドラッグ＆ドロップします。タブレットの操作に戻り、ファ
イルブラウザーの画面を表示します。フォルダーの一覧から「mnt」をタップし、表示されるリストから
「sdcard」フォルダーをタップします(sdcard が見つからなければ、sdcard0 を選択します)。PC で作成
した mspro フォルダーをタップします。PDF がフォルダー中にあることが確認できます。ファイルをタッ
プして選択し、画面の一番下にある「OK」ボタンをタップします。Import Settings(インポート設定)ダイ
ア ロ グ が 表 示 さ れ ま す 。 MobileSheetsPro が ド キ ュ メ ン ト の 余 白 を 切 り 取 る の が 嫌 で あ れ ば 、
Automatically crop Pages (自動でページを切り取り) のチェックをはずし(いつでも切り取り設定は後か
ら変更することができます。オリジナルのファイルは変更されません)、OK をタップして完了です。読み
込んだソングがライブラリー画面のリストへ表示されます。
ソングの読み込み
ライブラリーへ追加された新しいソングをタップします。ライブラリー画面が外へスライドして PDF が表
示されます。ページをめくるには、画面の右側か左側をタップします。オーバレイを表示するには、画面
の中心をタップします。以下に重要な機能の概略を説明します。

図２
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ソングのオーバレイ表示

ページスライダー：ソング中の任意のページをプレビューしたりページへジャンプしたりします。
右側にある数字をタップして、ページ番号を入力することもできます。

２．

表示モードボタン：タップすると４つの表示モードからひとつを選択できます。
a.

Single Page (シングルページ)：一度に一ページを表示し、水平方向にスクロールします。

b.

Two Pages (２ページ：横置き表示のみ)：２ページを横に並べて表示します。選択すると、
「１」
と書かれたアイコンがオーバレイの左下へ追加されます。一度に何ページを先読みするかを意味
します。このモードは、タブレットをランドスケープ表示(横長)に置いたときにだけ表示されま
す。

c.

Half Page (ハーフページ)：一度に半ページずつ先読みされます。現在のページの下のほうを演
奏中に次のページの冒頭をプレビューしてくれます。都合のいいタイミングでページをめくるこ
とができます。

d.

Vertical Scrolling (垂直スクロール)：ページは上から下へスクロールし、横にあるスクロール

バーをタップすると次のセクションがビューに表示されます。
３．

ページスケールボタン：このボタンで、ファイルの現在のページをどのように画面いっぱいに引
き伸ばすか指定するオプションが表示されます。デフォルトの Fit Screen (スクリーンにあわせ
る)オプションでは、アスペクト比(縦横比)を変えずに(画像をゆがませずに)可能なかぎり大きく
表示します。他のオプションを選択すると、指定したフィット方法でスクリーン上へページが引
き伸ばされます。

以上でソング作成とソング表示の基本は終了です。この MobileSheetsPro の機能のさらっとさわりだけで
すので、利用可能なほかのさまざまな機能について引き続きさらに学んでください。

ライブラリーを最大限活用するには、どの曲が、どのような基準でグループ化され、必要なソングを見つ
けるもっとも早い方法はなにかを理解することが重要です。このセクションでは、ライブラリーを秩序だ
てるのに役立つ様々な補助的なタブとライブラリー画面に着目します。まず、ソングは、ひとつ以上のフ
ァイル(画像、PDF、テキスト、コードプロファイル)と、メタデータ(タイトル、アーティスト、アルバム
名など)、オーディオトラック、MIDI コマンドで構成されます。タイトルとファイルひとつ以外はすべて
オプションです(必須ではありません)。ソングは、アーティスト・作曲者・アルバム・ジャンルなどの属性
(メタデータ)でグループ分けすることができ、同様にセットリスト(順番に並べられたリスト)やコレクシ
ョン(クイックフィルターで利用します)にもまとめられます。同一のソングが複数の異なるグループ上に
存在することができます。制限はありません。ソングにオプションとしてより多くの詳細情報を追加し、
フィルターをかけたり、迅速に見つけることができます。デフォルトでは、ライブラリー画面の一番上に
以下のタブが並んでいます。
[Recent(最近)] [Songs(ソング)] [Setlists(セットリスト)] [Collections(コレクション)] [Artists(アーテ
ィスト)] [Albums(アルバム)] [Genres(ジャンル)]
これらはもっともよく使われるタブですが、Composers(作曲者)、keys(キー)、bookmarks(ブックマー
ク)などのタブが他にもサポートされています。どのタブをどの順番で表示するかは、設定(configuring)タ
ブを利用します。それぞれのタブがどのようなデータを管理するかを含め、以下に説明します。
・ Recent (最近) - 最近、作成したり読み込んだりしたすべてのソングとセットリストを表示します。
最近アクセスしたソングやセットリストを容易に追いかけて、もう一度プレイしたいときにそれらの
アイテムを手早く読み込むメカニズムです。
・ Songs (ソング) - ライブラリーにある全ソングを表示します。デフォルトでは、ソングはアルファベ
ット順に並べられ、頭文字ごとに分けられます(並べ替えとフィルターについては後で説明します)。
アルファベット順のリストと同様、フィルターを使ってリスト中からソングを見つけることができま
す。
・ Setlists (セットリスト) - ライブラリーにある全セットリストを表示します。セットリストとは、ソ
ングを順番に並べたリストです。セットリストが読み込まれると、構成するすべてのソングも同時に
ロードされ、それらのソング間で途切れることなくページをめくれます。演奏するソングの順番が判
っており、一度にそれらへアクセスできるようにするライブ演奏の際に、完璧なものです。
・ Collections (コレクション) - ライブラリーにある全コレクションを表示します。コレクションは主
にフィルター目的で使われるソングのリストですが、他のグループ種別と同様、ソングのリストを構
築するためだけに使うこともできます。表示したいソングの種類に応じてライブラリーを分類する目
的にも使えます。例えば、複数のバンドに参加しているなら、それぞれのバンドごと用のソングだけ
を含むミニライブラリーの作成に、コレクションが利用できます。何回かのタップだけで、表示され
るべきソングのリストを切り替えられるようにする機能です。コレクションを使ったフィルターにつ
いては、フィルターの項目で説明します。
・ Artists/Albums/Genres/Composers/Source Types/Keys/Signatures/Years - これらすべてのタ
ブは、特定のフィールドをもとにソングをグループ分けするのに使われます。これらひとつあるいは
複数のタイプでソングを分類できます。例えば、必要であればソングは複数のアーティストと関連付
けられますし、ソング中のフィールド情報がなければアーティストなしとすることもできます。これ

らのリストのエントリーをタップすると、そのエントリーに関連付けられたソングのリストが表示さ
れます。Load All (すべてロード) をタップすると全ソングを一度にロードし、それぞれのエントリー
をタップするとそのソングだけがロードされます。
・ Custom Group (カスタムグループ) - 自由な名前をつけられる特別なタブです。例えば、ソングを楽
器別にまとめたいなら、カスタムグループの名前を settings(設定)で「Instrumens(楽器)」に変更す
れば、このタブは「Instruments(楽器)」の情報を読み込んでくれます。カスタム名をつけたら、上記
で説明したグループリストとまったく同じように働きます。
・ Bookmarks (ブックマーク) - これまでに作成したすべてのブックマークを表示しライブラリースク
リーン上に見えるようにします。ブックマーク上でタップすると、そのブックマークが設定されてい
るソングがロードされ、ブックマークしたページへジャンプします。詳細はブックマークのセクショ
ンを参照してください。
MobileSheetsPro は各ソングごとに必要なだけ情報を入力できます。この柔軟性で各ユーザーはライブラ
リーを秩序だてるのに重要と思われる情報を自由に決定できます。もっとも重要な情報は、必要なソング
を手早く見つけ出せる情報です。次のセクションではソングをフィルターしたり特定するさまざまな方法
を説明します。
フィルター
ライブラリースクリーンの一番上に、次のようなコントロール画面があります。

図 3 さまざまなフィルター

これらのコントローラーでライブラリー画面上の一覧リストをフィルターするさまざまな方法が提供され
ます。以下にいろいろなフィルター機能を説明します。
・ Search (検索): サーチ欄は検索フレーズと一致するエントリーだけをリストするフィルターです。デ
フォルトのサーチタイプは「All Fields (全フィールド)」で、各ソングの全フィールドで検索フレーズ
を比較することを意味します。つまり、もし「abc」とタイプ入力すれば、タイトルに「abc」が含ま
れるソングが表示され、またアーティスト名に「abc」が含まれるソングも表示されます。例えば
「Album(アルバム)」のようにサーチ対象として特定のフィールドを選んだら、そのフィールドで一
致したものだけが見つけられます。グループを選ぶと、検索フレーズはグループとその中にあるソン
グすべての両方で比較され、タイトルが一致するものと、一致するソングを少なくとも一曲でも含む
グループと、両方が表示されます。
・ Source (ソース): ひとつ以上の一致するソースタイプがフィルターされます。
・ Key (キー): ひとつ以上のキーの一致でフィルターされます。
・ Collection (コレクション): コレクションをもとにフィルターします。以下の 4 つのモード、
Include(含める)、Exclude(除く)、Unassigned(アサインなし)、Assigned(アサインあり)、がありま
す。



Include - 選択したコレクションのいずれかに含まれる全ソングが表示されます。



Exclude - 選択したコレクションのどこにも所属しないソングだけが表示されます。



Unassigned - どのコレクションにも追加されていないソングが表示されます。



Assigned - どこかのコレクションに追加されたソングだけが表示されます。

・ Diff (難易度): 難易度でフィルターします。一致する難易度のソングのみが表示されます。
・ Genre (ジャンル): ひとつ以上のジャンルが一致するソングをフィルターします。
・ Rating (評価): 評価でフィルターします。評価が一致するソングのみを表示します。
・

追加フィルターとして、keywords(キーワード)、custom(カスタム)、custom2(カスタム 2)、
metronome(メトロノーム)、audio(オーディオ) といったリストを表示します。最初の 3 つはテキス
トで入力し、先ほど説明した検索フレーズと同様に、ソング中の対応するフィールドにマッチするも
のが表示されます。その他のフィールドは composers(作曲者)などのグループタイプで、これまで説
明したものと同様に働きます。Metronome(メトロノーム)はソングにテンポ設定(メトロノーム指定)
があるかどうかのチェックに使えます。Audio(オーディオ)はソングに対応するオーディオファイルが
あるかどうかの確認に使えます。「Clear additional filters (追加フィルターをクリア)」ボタンでこの
ダイアログ上で作成したあらゆる選択をクリアします。フィルターが追加されているときは、丸いア
イコンの色は緑色になります。

・

ボイスサーチを実行します。話しかけた単語に一致するすべてのエントリーがポップアップウィ
ンドウ上に表示されます。エントリーをタップすることで選択決定です(リスト上のそのエントリーを
タップするのと同じです)。ウィンドウの外側をタップすると、ボイスサーチをキャンセルします。

・

フィルターをクリアします。

アルファベットリスト
これまで説明したフィルターに加えて、もうひとつの重要なツールがアルファベットリストです。ライブ
ラリー画面の各リストの右側に頭文字のリストが表示されます。このリストは「Alphabet list (頭文字リ
スト)」と呼ばれ、リストの各エントリーの最初の一文字ごとにまとめたものです。アルファベットリスト
の「?」をタップすると、リスト中のランダムなアイテムが選ばれます。リストへフィルターを適用してア
イテムを減らしているときは、アルファベットリストの文字群はフィルター後のリストに対応して変化し
ます。
これでエントリーをフィルターするツールの説明が終わりましたので、それらのエントリーに対するアク
ションをこれから説明します。
アクションバー
ライブラリー画面の一番上に、並んだアイコンと青い背景に書かれたテキストがあります。このセクショ
ンを「Action Bar (アクションバー)」と呼びます。アクションバーは選択中のタブに応じて変化し、アイ
テムが選択されればそのアイテムで操作可能なアクションに変化します。リスト中のアイテムを長押しす
ると、複数選択モードとなり、各アイテムの横に選択状態を示すチェックボックスが表示されます。この
場合、それらのアイテムに対して可能な操作がアクションバーに表示されます。ソングタブであれば、

「Copy Song (ソングのコピー)」
「Edit Song (ソングの編集)」のような操作が含まれます。何も操作せず
に複数選択モードを終えるには、タブレットの戻るボタンを押すか、アクションバーの左側にあるチェッ
クマークをタップします。アクションがスクリーンの一番上からはみだしたり、あまり使われない操作だ
ったりすると、スクリーンの一番右上にある

アイコンでオーバーフローメニューにそれらの操作が表示

されます。このアイコンをタップして出てくるドロップダウンメニューにコマンドが表示されます。
いろいろな操作が各タブに散らばっているため、多くのアクションは、似たタイプのタブに対しては共通
しています(例えばアーティストやアルバムのようなグループ)。ソング、グループ、セットリストに共通の
アクションをまず最初に説明し、特定のタブに固有のアクションを続いて説明します。
共通のアクション (未選択時)
・ New (新規) - 選択したタブで指定されたタイプのインスタンスを新規に作成します。Songs(ソング)
か Recent(最近使用)が選択されているときにこのアクションをタップすると、ソングエディターが表
示され、新規ソングの作成となります。セットリスト、アーティスト、アルバムなど他のタブでこの
アクションをタップすると、選択したタイプの新しいグループを作成しグループエディターが表示さ
れます。
・ Import (インポート/取り込み) - ファイルからソングを作成するいくつかの方法が提供されます。ソ
ングを作成するもっとも簡単な方法で、ほとんどのメタデータ情報やオーディオファイル、MIDI コマ
ンドなしでソングを作成します。これらのフィールドの情報は後からソングエディターを使ってソン
グへ追加することになります。インポートではタブレットの SD カード、ドロップボックス、Google
ドライブおよび外部アプリケーションをサポートします。また、特定のディレクトリーおよびそのサ
ブディレクトリーから全ファイルをインポートするバッチインポート機能と、オーディオファイルか
ら楽譜がブランクのソングを作成するためのバッチオーディオインポート機能があります。さらに、
CSV および PDF ブックマークのインポート機能で、大きな PDF ファイルから比較的簡単にソングの
リストを取り込むことができます。これらのオプションの詳細はインポートのセクションで説明しま
す。インポート操作は、Recent(最近使用)、Songs(ソング)、Setlists(セットリスト)、Collections(コ
レクション)でだけ可能です。セットリストタブでアクティブなセットリスト(セットリストのソング
一覧を表示している状態)に対して使用すると、新しいソングはアクティブなセットリストへ追加され
ます。同じことがコレクションタブ使用時のコレクションについても言えます。
・ Add Placeholder (プレースホルダーの追加) - 指定したタイトルでブランク(空白)ページを持つソン
グが作成されます。あとからブランクページをファイルで置き換えるようなソングをあらかじめ作成
し準備しておくのに使います。
・ Sync to PC (PC と同期) - MobileSheetsPro コンパニオンアプリと接続します。コンパニオンアプリ
は、Windows PC 上でタブレットのライブラリーを管理するのに利用します。
・ Manual ( マ ニ ュ ア ル ) - 最 新の バ ー ジョ ン のマ ニ ュ アル を (必 要 で あれ ば) ダ ウ ンロ ー ドし、
MobileSheetsPro 画面の中で開きます。
・ Settings (設定) - MobileSheetsPro の設定画面を開きます。アプリケーションの動きを変更すること
で、MobileSheetsPro を最大限活用できるようにします。

グループに関するアクション (未選択時)
・ Edit (編集) - グループがタップされていない(グループのリストが表示されている状態)ときにこのア
クションをタップすると、現在選択中のタブに応じたグループ編集画面が表示されます。グループが
タップされている(グループ中のソングが表示されている状態)ときにタップすると、選択されている
グループが編集されます。
・ Sort (ソート) - タブに応じたグループのリストが表示されている時に、リストを「A-Z 順」「作成日
順」
「更新日順」などで並べ替えることができます。ソングを表示するためにグループがタップされて
いると、グループの中でソングのリストを同様にソートできます。ソングのソートのオプションには
「Manual(マニュアル)」
「A-Z(アルファベット順)」
「Shuffle(シャッフル)」
「Date Created (作成日)」
「Date Modified (更新日)」があります。マニュアルソートはソングの並び順をユーザーが指定し、
A-Z ソートはアルファベット順で、シャッフルはソングの順番がランダムになることを意味します。
ソート指定はグループごとに保存されます。MobileSheetsPro を終了すると、シャッフルが指定され
たグループの順番は次回アプリケーションを起動したときに再び変更されます。


Reshuffle (再シャッフル) - ソートモードが「Shuffle(シャッフル)」のとき、リストを混ぜなお
します。

タブに固有のアクション (未選択時)
・ Recent (最近) タブ
➢

Clear List (リストのクリア) - 最近使用したエントリーのリストをすべてクリアします。

・ Songs (ソング) タブ
➢

Sort (ソート) - タブ上のソングの並び順を変更します。「A-Z (アルファベット順)」「Date
Created (作成日)」「Date Modified (更新日)」と、Custom などソングの任意のフィールドで
のソートから選びます。ソートの昇順・降順(A-Z と Z-A のように)を切り替えることもできま
す。

選択したソングに対するアクション
共通 (ソングを一曲だけ選択している時)
・ Edit Song (ソングの編集) - 選択したソングを編集するソングエディターを表示します。
・ Copy Song (ソングのコピー) - 選択したソングのコピーを作成しソングエディターを表示します。
コピーをライブラリーへ登録する前に編集することができます。
・ Swap File (ファイルのスワップ) - ソングのファイルのうち１ファイルをほかと交換します。
「ファイ
ルのスワップ処理」の項目で詳しく説明します。
・ View/Edit Notes (メモの表示・編集) - そのソングへのメモが書かれたダイアログを表示します。こ
のメモはソング表示スクリーン上のボタンでも見ることができます。
・ Load Start of Song (ソングを読み込んで開始) - そのソングを読み込んで最初のページから開始し
ます。普通はこれがデフォルトの動作ですが、「Always Load Last Viewed Page (常に最後に見たペ

ージを表示)」を有効にしているときは、ソングの最初のページを開きたいときに便利な方法です。
・ Load Last Viewed Page (最後に表示したページを読み込み) - 前回、最後に表示したソングのペー
ジを読み込みます。
共通 (ひとつ以上のソングを選択した時)
・ Edit (編集) - バッチ編集ダイアログを表示して、複数のソングのメタデータを一度に変更します。
・ Delete Song (ソングを削除) - 選択されたソングをライブラリーから削除し、必要な場合は関連する
ファイルも削除することができます。ソングは、参照されているすべてのグループから削除されます。
詳細は「ソングの削除」の項目を参照してください。
・ Share (シェア) - このアクションをタップすると、選択したソングをシェア(共有)したりエクスポー
トする方法の一覧が表示されます。「Bluetooth」や「クリップボードへコピー」をはじめ、シェアに
対応した全アプリがリストされます。詳細については「ソングのシェア」「msf ファイル」「ソングと
セットリストのエクスポート」の各項目を参照してください。
・ Add to Setlist (セットリストへ追加) - セットリストの一覧が表示され、選択されている全ソングを
指定したセットリストへ追加します。
・ Remove from Setlist (セットリストから除外) - セットリストの一覧が表示され、指定されたセット
リストから選択されている全ソングを取り除きます。
・ Add to Collection (コレクションへ追加) - コレクションの一覧が表示され、選択されている全ソン
グを指定したコレクションへ追加します。
・ Remove from Collection (コレクションから除外) - コレクションの一覧が表示され、指定されたコ
レクションから選択されている全ソングを取り除きます。
・ Create Setlist From Songs (ソングからセットリストを作成) - 新規にセットリストを作成し、選択
されているソングをそこへ追加します。新規セットリストの名前を入力しなければなりません。
・ Create Collection From Songs (ソングからコレクションを作成) - 新規にコレクションを作成し、
選択されているソングをそこへ追加します。新規コレクションの名前を入力しなければなりません。
・ Print (印刷) - デバイスにインストールされているプリントサービスを使って、選択されたソングを
印刷します。詳細は「印刷」の項目を参照してください。
グループのソング一覧を表示しているときに、ひとつ以上ソングを選択すると、一番上のメニューは
「Delete Songs (ソングの削除)」ではなく、「Remove (除外)」になることに注意してください。このア
クションは選択されたソングを現在表示されているリストから取り除きます。そうではなく、ソングを削
除したい場合には、オーバーレイメニューの一番後ろに「Delete Songs from Library (ライブラリーから
ソングを削除)」アクションがあります。さらに、上で説明した「Add To Setlist (セットリストへ追加)」
から下のアクションはグループのソング一覧を表示して何も選択していない時でも実行できます。この場
合、グループの全ソングがアクションの対象となります。

選択されたグループに対するアクション
共通 (グループが一つだけ選択されている時)
・ Edit (編集) - 選択されているグループに対してグループエディターが表示されます。
・ Copy (コピー) - 名前の入力が促され、選択されているグループに含まれる全ソングが指定した名前
の新しいグループへコピーされます。
・ Rename (リネーム) - 選択したグループの名前を変更します。
共通 (ひとつ以上のグループが選択されている時)
・ Delete (削除) - 選択された全グループを削除します。それらに含まれているソングは削除せず、単に
ソングからグループへの参照関係だけが除去されます。
・ Share (シェア) ※セットリストのみ - 選択されたセットリストを.mss や.msf ファイルでシェアま
たはエクスポートするオプションが表示されます。シェアオプションの中からアプリをひとつ選ぶと、
選択したアプリを使って作成されたファイルをシェアできます。詳細は「ソングとセットリストのシ
ェア」を参照してください。シェアオプションの中からエクスポートを選ぶと、選択されているセッ
トリストはタブレットの SD カード上の.mss か.msf ファイルへ保存されます。詳細は「ソングとセ
ットリストのエクスポート」の項目を参照してください。
・ Add Songs to Setlist (ソングをセットリストへ追加) - 選択された全グループ中のソングを、指定し
たセットリストへ追加します。
・ Add Songs to Collection (ソングをコレクションへ追加) - 選択された全グループ中のソングを、指
定したコレクションへ追加します。
・ Remove Songs from Setlist (セットリストからソングを除外) - 選択された全グループ中のソング
を、指定したセットリストから取り除きます。
・ Remove Songs from Collection (コレクションからソングを除外) - 選択された全グループ中のソン
グを、指定したコレクションから取り除きます。
・ Create Setlist From Songs (ソングからセットリストを作成) - 選択されているソングから新規にセ
ットリストを作成します。
・ Create Collection From Songs (ソングからコレクションを作成) - 選択されているソングから新規
にコレクションを作成します。
Setlist (セットリスト) タブ
・ Generate Song List (ソングリストを作成) - セットリスト中のソングのリストを、指定したプログ
ラムへテキスト形式で送ります。.msf ファイルを使ったシェア機能と異なり、この機能はメールやド
キュメントでそのまま引用できるリストを作成します。テキスト中に書き出される各ソングの書式は、
「Generate Song List Format (ソングリスト作成時の書式)」でコントロールできます。
・ Load Start of Setlist (セットリストの開始をロード) - 選択したセットリストの、最初のソングの最
初のページを読み込みます。

・ Load Last Viewed Page (最後に表示したページをロード) - 指定したセットリストが読み込まれた
ときに最後に表示していたページを読み込みます。
フローティング・ツールバー
ライブラリー画面の右下隅には、アイコンを含むフローティングツールバーが表示されます。図４のよう
に表示されます。

図 4 - フローティングツールバー

並んでいるアイコンを左から右へ順に説明します。
・ View Previous (前へ戻る) ボタン - リスト上でグループを選択したことでソングが表示されたので
あれば、このボタンをタップするとグループのリストの表示へ戻ります。
・ Performance Mode (パフォーマンスモード) - パフォーマンスモードボタンをタップすると、演奏時
の状態(パフォーマンスモード)になり、ボタンがオレンジ色になります。パフォーマンスモードでは、
ページめくりとクイックアクションボックス以外のほとんどの機能が無効になります。
「ソングの表示」
「パフォーマンスモード」の各項目を参照してください。
・ Enable/Disable Filters (フィルターの有効・無効) - このボタンをタップすると、ライブラリー画面
の一番上のフィルターを表示したり隠したりします。
・ View Last Song (最後のソング) - ソングがロードされている時にこのボタンをタップすると、ライ
ブラリー画面からソング表示画面へ戻ってソングの表示を継続します。
必要ならばライブラリー設定でツールバーの表示を隠すことができます。
設定 (Configuring) タブ
MobileSheetsPro の設定画面であり、表示するタブの数とその並び順のどちらも設定できます。タブの並
び順ダイアログを表示するにはアクションバーのオーバーフローメニューから Settings (設定)を選んで、
「Library Settings (ライブラリー設定)」の「Tab Order (タブ順序)」をタップします。下のようなダイ
アログが表示されます。

図 5 - タブ順のダイアログ

左側に、ライブラリー画面上に表示されるタブの一覧が表示されます。右のリストは現在表示されていな
いタブがすべてリストされます。右のリストのエントリーをタップしても、右のリストのタブの名前を左
のリストへドラッグしても、どちらでもタブを追加できます。タブは、左のリストの上下矢印の四角を上
下にドラッグして並べ替えできます。現在表示中のタブを削除するには、左のリストのタブの名前の次に
ある「×」をタップします。タブ順の編集が終わったら、ダイアログの一番下にある OK ボタンをタップし
ます。
ソングタイトルのフォーマット(形式)
ソングがライブラリー画面に表示されると、通常はフィールド情報のうちタイトル名が一番上に表示され、
その下に「アーティスト - アルバム名」の形式でキャプション(注記)が表示されます。この表示へは、ど
んなフィールドもどのような形式でも設定できます。またソングあたり表示を一行だけにしたい場合には
キャプションを隠すこともできます。ソングタイトル部分の形式を変更するには、Settings (設定) >
Library Settings (ライブラリー設定)で、「Song Title Formatging (ソングタイトルのフォーマット)」を
タップします。下のようなダイアログが表示されます。

図 6 - ソングタイトルのフォーマットダイアログ

タイトルの形式欄があり、表示したい任意のフィールド名を「%」文字ではさみます。％文字の外側にあ
るテキストはそのまま表示されます。したがって、例えば「%TITLE% - [%KEYS%]」と形式を指定して、
タイトルに「New Song [Gb]」のように表示させることができます。タイトルの下にキャプションを表示
したくないときは、「Show Caption (キャプションの表示)」チェックボックスを解除します。「Use
formatted title for sorting (ソート時に書式適用後のタイトルを使用)」チェックボックスは、ソングをソ
ートする際にソングのもともとのタイトルを使うか、このダイアログで指定した書式を使うか、決定しま
す。タイトル書式の最初でタイトル以外のフィールドを参照している際に非常に重要です。
「Title Format
(タイトル形式)」「Caption Format (キャプション形式)」のいずれも、タップすると次のようなダイアロ
グ画面が表示されます。

図 7 - タイトル形式のダイアログ

このダイアログで形式を簡単に指定できます。表示したいフィールドをタップして、それらを仕切る文字
に対応するボタンをタップします。その形式指定でライブラリー画面上にどのように出力されるか、サン
プル例が表示されます。OK をタップして形式の編集を終了すると、最初のダイアログのタイトル形式欄へ
変更が反映されます。
高度なソングのタイトル形式
ソングタイトルの形式で、対応するフィールドに情報がない場合を考慮したり条件に応じて異なるコンテ
ンツを表示したい場合は、さらに高度な構文を利用したくなるかもしれません。高度な構文の基本構成は
以下のようになっています。
%FIELD: フィールドが空でない時のテキスト | フィールドが空のときのテキスト%
FIELD へは、図 7 に表示されている、ARTISTS/ALBUMS/GENRES/COMPOSERS/KEYS などの値が使え
ます。
「フィールドが空でない時のテキスト」は任意の単語や記号、他のフィールドや、FILED でリストし
た フ ィ ー ル ド の 値 を 意 味 す る 特 別 な キ ー ワ ード 「 ${VALUE} 」 が 使 え ま す 。 例 え ば 、 こ の 部 分 を
「_${VALUE}_」としてフィールドの値が「Bach」だったとすると、
「_Bach_」のように表示されます。
各フィールドは複数の値を持つことができるので、それらはデフォルトではコンマで区切られます。例え

ばフィールドに「Bach」
「Chopin」の両方が入っていれば、
「_Bach, Chopin_」と表示されます。複数の
値を分ける区切り文字は、VALUE キーワードの「VALUE」の後の「}」の前に置くことで指定することが
できます。区切り文字としてコンマではなくスラッシュを使いたい場合は、
「${VALUE/}」とします。他の
フィールド(や、さらに複雑な条件構文)を「フィールドが空でない時のテキスト」
「フィールドが空の時の
テキスト」の両方へさらに指定できる点に注意してください。これは「VALUE」の代わりに「${}」の中へ
フィールドを指定することで行います。もし ARTIST(アーティスト)が設定されている時に KEYS(キー)を
表示し、設定されていない時に GENRES(ジャンル)を表示するには、以下のように指定します。
%ARTISTS:${KEYS}|${GENRES}%
さらに、アーティストが設定されている時にキーを表示し、キーが定義されていない時は SIGNATURES(シ
グネチャ)を表示する場合は、以下のように指定できます。
%ARTISTS:${KEYS:${VALUE}|${SIGNATURES}}|${GENRES}%
複雑な構文を入れ子にして、必要なら非常にダイナミックな動作にできることを意味しています。テキス
ト構文の各パート指定は任意であることに注意してください。フィールドが空でない時の動作だけを指定
したいのであれば、最初のセクションだけを利用して、例えば「$FIELD:[text if not empty]|」のように
します。
高度な構文を使うありふれたシナリオは、最初の値が空だったときに区切り文字を隠すものです。例えば、
デフォルトの「%ARTISTS% - %ALBUMS%」では、アーティスト情報がない場合にアルバム名の前に「-」
が表示され、アルバム情報もない場合は「-」だけが表示されます。このような状態は以下のような形式構
文で回避できます。
%ARTISTS:${VALUE} - %%ALBUMS%
この形式では、アルバム情報が空でもアーティスト名のあとに「-」が表示されます。こうすると、どのフ
ィールドの情報がないのかすぐ判断できます。両方の値がある場合にのみ区切り文字を表示したいのであ
れば、次のような構文でなければなりません。
%ARTISTS:${VALUE}${ALBUMS: - ${VALUE}}|${ALBUMS}%
ほとんどのユーザーにとって高度な構文形式の機能は不要ですが、ライブラリー画面上に表示されるタイ
トルを完全にコントロールしたい場合にパワフルな機能を提供してくれます。
ソングリストの形式の構成
ソングリストを構成するのにセットリストを使う場合、その印刷リストにソングがどう表現されるかをコ
ントロールできます。ソングタイトル形式のダイアログと同様、どのフィールドをどのような書式で含め
るかを決定するソングリスト形式の構成ダイアログがあります。このダイアログは、Settings (設定) >
Library Settings (ライブラリー設定) > Generate Song List Format (ソングリスト形式の構成)にあり
ます。以下のようなダイアログが表示されます。

図 8 - ソングリスト形式の構成ダイアログ

リスト中にセットリストのタイトルを含めたい場合は、「Show Setlist Title (セットリストのタイトルを
表示)」にチェックを入れます。ソングタイトルの形式を変更したい場合は、
「Title Format (タイトルの形
式)」の隣にあるテキストフィールドをタップします。タイトル形式のダイアログが表示されます(ソング
のタイトル形式のダイアログと同じもの)。ソングタイトルの形式では指定できなかった追加フィールドが
２つあります。
・ %PAGE_ORDER% - ソングの最初のファイルのページの順序
・ %CAPO% - ソングにテキストまたは chord pro ファイルが含まれている場合に、使われているカポ
の値
OK をタップして編集を終了し、ライブラリースクリーンへ戻ります。
ライブラリー表示の設定
ライブラリーの見栄えや動作に影響する、以下のようないくつかの設定があります。
・ Alphabet letter size (頭文字のサイズ)
・ Song title formatting (ソングタイトルの形式)
・ Custom Tab Name (カスタムタブの名前)
・ Alternate Row Color (交互に列の色)
・ Library Text Size (ライブラリーのテキストのサイズ)
・ Tab Order (タブの順序)
・ Ignoring Articles While Sorting (and the articles to ignore) (ソート時に冠詞を無視、と、無視す
る冠詞)
・ Initial Library Tab (ライブラリーの開始タブ)
・ Text Alignment (テキスト揃え)
・ Show Floating Toolbar (フローティングツールバーを表示)
・ Normalize Characters (文字を正規化)

・ Show Number of Songs (ソング数を表示)
・ Skip Viewing Groups with One Song (一曲しかソングのないグループの表示をスキップ)
「ライブラリーの表示設定」ですべての設定を説明します。利用できるいろいろな設定について勉強する
ことを推奨します。
バッチ編集/まとめ編集
ライブラリー画面上で複数のソングが選択されているときに「Edit (編集)」がタップされると、下の図の
ようなバッチ編集ダイアログが表示されます。このダイアログで複数のソングのメタデータを同時に変更
することができます。選択されたソングごとに違う値を持つフィールドは赤色で強調されます。

図 9 - 複数のソングに対するバッチ編集

印刷
ソングが選択されている時にアクションバーのオーバーフローメニューから print(印刷)が選択されると、

新しい印刷画面が表示されます。下のような画面です。この印刷機能は Android OS のバージョン 5.0 で
追加されたので、4.4 (KitKat)が動作しているタブレットでは少し違った表示になりますが、設定項目はお
おむね一緒です。画面の左上にあるドロップダウンから印刷サービスを選択できます。この印刷サービス
の指定で、ドキュメントをどうやってプリンターへ送るかが決定されます。いくつかのプリントサービス
はイーサネット経由をサポートし、クラウドプリントのみをサポートするものもいくつかあります。印刷
オプションの情報は画面の一番上に表示されるので、変更を反映するたびに全ページが再表示されます。
一番上のセクションの真ん中にある下向きの矢印をタップすると、詳細設定項目が表示されます。すべて
指定し終わったら、一番右上にある印刷ボタンをタップしてプリントを完了します。

図 10 - プリント画面 (Android 5.0 以降)

ファイルの保管とアクセスは非常に重要ですが、MobileSheetsPro の中で複雑な部類に入ります。このセ
クションでは以下の詳細説明を目的としています。
・ ファイルのストレージ設定とインポートしたファイルへの影響
・ サポートされるファイル形式
・ さまざまなファイルインポート方法とソングの作成
・ ソングの共有
・ ソングとファイルの削除
・ ライブラリーのバックアップとリストア
ファイルのストレージ
ファイルのストレージに関して最初に説明しておかなければいけなのは、名付けて「MobileSheets にファ
イルを管理させる」の巻きです。この設定は、Storage (ストレージ)セクションの settings (設定)画面に
あります。この設定をチェックすると、MobileSheetsPro はインポートしたファイルのコピーを作成しス
トレージ中のディレクトリーへ保管します。
「Set the MobileSheets Storage Location (MobileSheets の
ストレージの場所を指定)」をタップしてこのディレクトリー指定できます。ストレージの場所を指定する
ダイアログは下のようになっています。

図 11 - ストレージの場所のダイアログ

フォルダーアイコンをタップするとファイルブラウザーが表示され、ライブラリーを保管するフォルダー
を選択できます。ファイルブラウザーの詳細は「ファイルのインポート」のセクションで説明します。SD
カードアイコンをタップするとデバイス上の取り出し可能なすべての SD カードの間を MobileSheetsPro
が切り替えます。SD カードアイコンを繰り返しタップすることで利用可能な選択肢を切り替えていき、最
後に選択できるのがタブレットの内臓 SD カードです。MobileSheetsPro が外部 SD カードを正しく認識
できないときは、ファイルブラウザーを使って場所を指定しなければならないかもしれません。
ストレージの場所が決まって「Let MobileSheets Manage My Files (MobileSheetsPro にファイルを管
理させる)」をチェックしたら、選択が正しいかどうか再確認した後で、以前のストレージの場所にあった
ファイルはすべて新しい場所へ移動されます。
「Manage My Files」のチェックをオフにした状態でストレ
ージの場所を選択することもできますが、通常は推奨されず、MobileSheetsPro は古いファイルを正しく
管理することができなくなってしまいます。
MobileSheetsPro にファイルを管理させたくないときは、ご自分でファイルとフォルダーを管理しなけれ

ばなりません。この際に MboleSheetsPro がファイルをコピーしたり移動することはありません。
MobileSheetsPro のストレージの場所は以下のいくつかの理由から重要であることを忘れないでください。
・ 電子メールや Dropbox などのオンライン上やクラウドからファイルをインポートする際はストレー
ジの場所へコピーされます。これにより、MobileSheetsPro はソングのロード時にインターネット接
続は不要で、また演奏時にもインターネット接続が不要です。この利点を享受するには、ファイルは
SD カード(内部と外部とを問わず)になければなりません。
・ MobileSheetsPro は全ソングのメタデータ(書き込みも含む)をデータベースファイルで保管します。
データベースファイルはデフォルトではアプリケーションのプライベートストレージに保管されます
が、
「Expose Database Files (データベースファイルを見せる)」にチェックすると、データベースは
MboleSheetsPro のストレージの場所へ保管されます。
ファイルストレージに関して最後にもうひとつ重要なことは、MobileSheetsPro がファイルを管理してい
る間にファイルのパスが競合する可能性があることです。「Create Subdirectories For Songs (ソングご
とにサブディレクトリーを作成)」を有効にすると、各ソングごとに別々の名前をつけることでファイルの
競合を避けることができます。さもなければ、インポートしたファイルはすべて別々の名前でなければな
りません。これはインポートされた全ファイルがすべて同じ場所にコピーされるため、もし名前がユニー
ク(別々)になっていなければファイルが上書きされてしまいます。
外部 SD カード
Android 4.3 以下のタブレットで MobileSheetsPro を実行すると、外部 SD カードの利用は内部 SD カー
ドの場合とまったく一緒です。外部 SD カード上にファイルやフォルダーを作ることができ、なんの制約
もなく編集することができます。Android 4.4 (KitKat)より新しい OS が動作しているタブレットでは、
Google はアプリケーションの外部 SD カードへのアクセスへ制限を設けています。以下のようなディレク
トリーしか書き込めなくなっています。
<外部 SD カードのパス>/Android/data/com.zubersoft.mobilesheetspro/files
「MobileSheets Storage Location (MobileSheetsPro のストレージの場所)」ダイアログで SD カードア
イコンをタップすると、外部 SD カードが見つかったら自動的にこのディレクトリーが選択されます。こ
の制限は書き込み時だけである点に注意が必要です。外部 SD カードのファイルの読み込みだけであれば、
どのディレクトリーを使うかの制限はありません。
Google は Android5.0 以降でこの制限を変更しています。外部 SD カード上のディレクトリーを選択しよ
うとすると、まず Google のファイル選択ウィンドウで外部 SD カードを選択するよう(アクセス許可を与
えるために必須)、ファイルブラウザーが指示してきます。以下のような手順が必要です。

図 12 – 外部 SD カードの選択手順

手順はとても簡単です。オーバーフローメニューをタップし、必要であれば SD カードを表示させた後で、
SD カードをタップして選択し、「Select (選択)」ボタンをタップします。あなたの SD カードは「36813764」ではなく他の名前かもしれませんが、これは各デバイスごとに別々の名前であることに注意が必要
です。いったん場所を選択して SD カードへのアクセスが許可されれば、SD カード上のどのディレクトリ
ーであっても選択可能になります。ストレージの場所だったり、ファイルのエクスポート先だったり、バ
ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル の 作 成 先 な ど で す 。 外 部 SD カ ー ド へ の 書 き 込 み が 「 < 外 部 SD カ ー ド
>/Android/data/com.zubersoft.mobilesheetspro/files」以外のフォルダーへの場合、さらに遅い点に注
意してください。これは、特別な経路を使わずに MobileSheetsPro が直接アクセスすることができるディ
レクトリーだからです。その他のディレクトリーへは、さらに遅い Google のストレージアクセスフレー
ムワークを通じて行われます。
MobileSheetsPro が外部 SD カードを認識できず、ファイルブラウザーが外部 SD カード上のディレクト
リーが読み出し専用であると判断すると、SD カードへのアクセスをマニュアルで設定しなければなりませ
ん。このためには、ファイルブラウザーの右上にあるオーバーフローメニューをタップして、
「Set SD Card
(SD カードをセット)」を選択します。その後で、上に書いてあるのと同じ手順をふみます。SD カードを
Google のファイル選択画面で選択したら、SD カード上のフォルダーが選択できるようになっているはず
です。
ファイルのインポート
MobileSheetsPro はファイルのインポート方法をいくつかサポートします。すべてのオプションを眺める
前に、どのようなファイルがサポートされるかを説明します。
サポートされるファイルの種類
４つの基本的な種類のファイルがサポートされます。
・ 画像 - .jpg, .gif, .png, .bmp, .webp を含む。

・ PDF - .pdf ファイル
・ テキスト - .txt ファイル
・ Chord Pro - .cho, .crd, .chordpro, .chopro, and .pro
フリーハンドファイル(.fh)もサポートされますが、インポート処理の途中で「.png」ファイルに変換され
ます。テキストと Chord Pro (コードプロ)ファイルとは、画像や PDF ファイルとは大きく異なる点に注
意が必要です。
・ テキストやコードプロファイルが MobileSheetsPro 上でどう表示されるかは、テキストファイルの表
示設定で設定できます。これは画面上にファイルがどう表示されるかに大きく影響します。イメージ
や PDF ではこのような設定はできません。
・ テキストとコードプロファイルは、MobileSheetsPro の中では決まったサイズやページ数がありませ
ん。フォントサイズやほかのプロパティを変更すると、ページ数も変化し、コンテンツは別の広さで
表示されます。イメージと PDF ファイルはページ数が決まっており、フォントサイズなどのプロパテ
ィを変更することはできません。
・ テキストとコードプロファイルはソングのキーを変更するのに移調とカポの両方をサポートします。
イメージと PDF では移調やカポはサポートされません。
・ テキストとコードプロファイルを回転することはできず、ページの順番も変えられません(ページ数を
変えられないのと同様)。これらの機能は画像や PDF ではどちらもサポートされています。
複数のイメージファイルをインポートすると、クイックインポートであれバッチインポートであれ、画像
をひとつの曲に結合するのか複数のソングに分けるのか、インポート時に決定するためにはファイル名が
非常に重要です。複数の画像をひとつのソングにまとめるなら、ファイル名は最後に違う番号を付けただ
けのおおむね同じ名前(例えば MySong1.png、MySong2.png、など)にしなければなりません。
MobileSheetsPro では新しいカスタムファイルフォーマットである「.msf (MobileSheets Song File)」
を導入しました。.msf ファイルはソングのリストかセットリストを構成します。各ソングごとに、そのソ
ングが参照する全ファイルがデータベース中の情報ともども.msf ファイル中へ埋め込まれます。いわば、
ライブラリー中のあるソングについてその全設定も含めた直接のコピーです。セットリストでは、参照す
る全ソングが一緒にパッケージされます。このおかげで.msf ファイルはバンドメンバー間でソングをシェ
アしたり引き渡すのにとても便利なフォーマットです。.mfs ファイルはクイックインポートで簡単にイン
ポートできますが、埋め込まれた PDF やそのほかのファイルを MobileSheetsPro 以外の環境で取り出す
方法はないことを覚えておいてください。
MobileSheetsPro では、また「.mss(MobileSheets Setlist Songs)」という、必要であればテキストエデ
ィターで見たり編集したりすることのできる XML 準拠のファイル形式も導入しました。このファイルフォ
ーマットにはセットリスト中のソングのリストと各ソングが参照するファイルについての情報だけが入っ
ています。このファイルを別のデバイスへインポートすると、そのライブラリー中で見つかったソングで
リストが作られます。もし一致するソングがないと、スキップしてセットリストへは追加されません。
ファイルブラウザー
デバイス上のファイルやフォルダーを選択する方法として、MobileSheetsPro では多くのさまざまな機能

を必要とします。これらを処理するために、MobileSheetsPro では独自のファイルブラウザーを持ってい
ます。ブラウザーは以下のようにいくつかの異なるエリアで構成されます。

図 13 - ファイルブラウザー

ブラウザーの一番上にアイコンが並ぶアクションバーがあります。これらのアイコンはそれぞれ次のよう
な機能です。
現在表示されているリストやフォルダーをフィルターするテキスト入力フィールドを表示
します。文字をタイプ入力すると、その検索フレーズに一致するファイルとフォルダーだ
けにリストが限定されます。
タブレットの DS カード上のファイルとフォルダーをファイルブラウザーの対象に切り替
えます。SD カードのファイルおよびフォルダーを表示中にこのアイコンをタップしても何
も変化しません。

Dropbox 上のファイルとフォルダーをファイルブラウザーは見に行きます。Dropbox への
接続許可とログインに利用するアカウントの入力が求められます。この情報は保存される
ため、Dropbox へ接続する都度毎回入力する必要はありません。アカウントを変更したい
場合はストレージ設定画面で行うことができます。
Google ドライブのファイルをファイルブラウザーは見に行きます。接続に使用する
Google アカウントの入力が求められます。このアカウント情報は保存され次回以降利用さ
れます。

オーバーフローメニューには以下の追加アクションがあります。
・ Home (ホーム) - ロードした際に最初に見ていたフォルダーへファイルブラウザーは移動します。フ
ァイルを選択した最後のフォルダーをファイルブラウザーが覚えている点に注意してください。常に
そのフォルダーが最初に表示されます。
・ Reload (再読み込み) - 現在のフォルダー中のファイル一覧を読み込みなおします。
・ Sort (ソート) - 並べ替えにどのプロパティ(名前、サイズ、日付)を基準にして、昇順か降順のどちら
かを指定します。
・ Grid view (グリッド表示) - ファイルブラウザーの表示をグリッド(格子)表示に切り替えます。リス
トは画面上でいくつかの列に分けられます。選択後にはこのオプション表示が「List View(リスト表
示)」に変更されます。「リスト表示」を選択するとデフォルトの表示に戻ります。
・ New folder (新規フォルダー) - 現在表示しているフォルダーの中に新規フォルダーを作成します。
注意：あらゆる場所で新規フォルダーが作成できるわけではありません。
「Root」などいくつかのフォ
ルダーは読み込み専用です。新規フォルダーを作成するには「/sdcard」など書き込み可能なフォルダ
ーへ移動しなければなりません。
・ Select None (選択の解除) - リスト中のすべてのアイテムの選択を解除します。
・ Select All (すべてを選択) - リスト中のすべてのアイテムを選択します。
ファイルやフォルダーを選択するには、リスト上のそのアイテムをタップするだけです。ファイル名の隣
にチェックボックスが表示され、選択済であることを示します。選択が完了したら、画面下にある OK ボ
タンをタップします。
インポート用のアクションアイテム
Quick Import (クイックインポート)の機能は、各ソングごとに詳細な情報を設定せず単一のディレクトリ
ーからファイルをインポートする際にもっとも迅速な方法です。ライブラリー画面のクイックインポート
メニューでは以下の７つの操作をサポートします。
・Local File (ローカルファイル)
・Dropbox (ドロップボックス)

・Google Drive (Google ドライブ)
・External/Cloud (外部/クラウド)
・Batch Import (バッチインポート)
・Batch Audio Import (オーディオのバッチインポート)
・CSV or PDF Bookmarks (CSV または PDF ブックマーク)
各オプションの詳細をこれから説明します。
LOCAL FILE (ローカルファイル)
ローカルファイルオプションを選ぶと、ファイルブラウザーが起動し複数のファイルを選択できます。選
択が完了すると、次のようなダイアログが表示されます。

図 14 - インポート設定のダイアログ

最初のドロップダウンはインポートして作成されるソングへの名前の付け方を決定します。２つの方法を
選ぶことができます。
・ Guess Title From Filename (ファイル名からタイトルを決定) - ファイル名をよりわかりやすいタイ

トルへ変換します。アンダースコア(_)が空白に置き換えられ、結合した単語は「MyNewSong」から
「My New Song」のように分割されます。
・ Use Filename as Title (ファイル名をタイトルにする) - ファイル名から拡張子を除いたものがソン
グのタイトルになります(例えば、
「my_song.pdf」ならば「my_song」というタイトルのソングにな
ります)。
「Automatically crop pages (自動的にページを切り出し)」はインポートする全ファイルからマージン部
分を除外して切り取るかどうか決定します。MobileSheetsPro でのクロッピングはオリジナルのファイル
は変更しません。画面に表示するときにマージンを除くだけです。クロッピングの項目でより詳細を説明
します。
「Duplicate File Behavior (重複ファイルの扱い)」は既存のファイルとファイル名・サイズ・中身が完全
に一致するファイルがインポートされたときの動作を指定します。２つの方法から選びます。
・ Create New Song From Existing File (既存ファイルをもとに新規ソングを作成) - 選択すると、フ
ァイルのインポートで新規ソングが作成されますが、既存のファイルを再利用し重複したファイルで
上書きはしません。
・ Ignore Duplicate Files (重複ファイルを無視) - 重複するファイルはインポート時に無視されます。
このダイアログの下半分で、新しいソングをライブラリーの任意のグループへアサインできます。任意の
種類の新規グループを作成したい場合は、適切なドロップダウンの隣にある

アイコンをタップします。

「OK」をタップすると、インポートが開始され、終了すると結果がダイアログに表示されます。
DROPBOX と GOOGLE ドライブ
Dropbox と Google ドライブからクイックインポートする手順は、おおむねローカルファイルに対するも
のと一緒です。Dropbox や Google ドライブへ最初にアクセスするときは、使用するアカウントを選択し
なければなりません。必要なファイルを選択したら、MobileSheetsPro はそれらをストレージの一時的な
場所へダウンロードします。インポート設定ダイアログで選択を確認したら、それらのファイルは
MobileSheetsPro の通常のストレージの場所へコピーされます。
外部・クラウド
External/Cloud(外部・クラウド)が選択されると、ファイル選択をサポートするアプリケーション一覧を
表示するようタブレットへリクエストが送られます。Lollipop (Android 5.0)が動作するタブレットでは、
このような処理を行うために Google の新しいファイル選択画面が表示されます。

図 15 - Google の新しいファイル選択機能

このウィンドウでさまざまな場所やアプリケーションからファイルをインポートできます。Android OS の
以前のバージョンで使っているなら、選択可能なアプリケーションのリストが表示されることと思います。
選択が終わると、MobileSheetsPro に処理が戻りインポート設定のダイアログが表示されます。ここから
先は、ローカルのファイルインポート処理と同じ手順です。
バッチ (一括)インポート
バッチインポートを選択すると、次のような画面が表示されます。

図 16 - バッチインポート画面

ダイアログ上にはいくつかの設定があり、それぞれ以下のような意味を持っています。
・ Import Directories (インポート元) - ファイルをインポートするディレクトリーです。フォルダーア
イコンをタップして、ファイルブラウザー上でフォルダーを選択します。
・ File Filter (ファイルフィルター) - インポートするファイルを決定する検索フィルターです。例えば、
PDF のみをインポートするなら、ここに「*.PDF」と入力します。
・ Scan all subdirectories for files (全サブディレクトリーをスキャン) - チェックすると、インポート
元のすべての子ディレクトリーにあるファイルもスキャンされます。
・ Avoid duplicate songs (ソングの重複を防止) - チェックすると、ライブラリー上にすでに存在する
フ ァ イ ル と 重 複 す る フ ァ イ ル か ら は ソ ン グ が 作 成 さ れ ま せ ん 。 そ の ほ か の 例 え ば 「 Create
Subdirectory for Songs (ソングごとにサブディレクトリーを作成)」などの設定は、MobileSheetsPro
がどのように重複ファイルを決定するかに影響し、この設定が変更されると新規ソングはそのファイ

ルをそれぞれ異なるディレクトリーへ保管します。
・ Update songs if matching files are found (合致するファイルでソングを更新) - ファイルが重複は
しないものの、既存のファイルを上書きする可能性がある場合に、ファイルを置き換えた後で
MobileSheetsPro がソング情報を更新するかどうか(両ファイルの差分を処理するために)を決定しま
す。この設定は、既存のファイルが置き換えられると判っている時のインポート中にユーザーが行う
べき(ファイルの競合を解決するための)操作を減らしてくれます。
・ Automatically crop pages (ページを自動的にクロップ) - インポートする全ファイルでマージンを
除外するために切り取る(クロップする)かどうかを決定します。クロップの項目で詳細を説明します。
・ Populate Metadata from Directories (ディレクトリーからメタデータを抽出) - ファイルがおかれ
ているディレクトリー情報をもとにソングのメタデータを作り出すかどうかを決定します。次のセク
ションで説明するメタデータの書式に従ってソングの各フィールドが設定されます。
・ Title (タイトル): インポート設定のダイアログの説明を参照してください。
・ Keywords (キーワード): 新規の各ソングのキーワード欄に置かれるキーワードのリストです。
・ Custom (カスタム): 新規の各ソングのカスタム欄に設定する値です。
・ All groups at the bottom (登録先のグループ): ドロップダウンで選択した任意のグループへ全ソン
グが配置されます。新規グループは

アイコンのタップで追加でき、

アイコンをタップしてグル

ープを削除できます。
右上にある「start(開始)」をタップすると、現在どのファイルをインポートしているかを示す進捗ダイア
ログが表示されます。インポートするファイルの数とサイズに応じて、しばらくかかります。
「Automatically crop Pages」をオンにすると、インポート処理にもっと時間がかかる点に注意してくだ
さい。インポートが完了すると、ダイアログにインポート結果が表示されます。
ディレクトリー情報からのメタデータの抽出
バッチインポートではファイルが含まれるディレクトリーの名前をもとにソングのメタデータ情報を構成
することができます。各メタデータ文字は、その深さのサブディレクトリーから取り込むメタデータ欄を
示します。例えば、書式が「ARTIST%/%ALBUM%/%GENRE%」であれば、フォルダー中の全ファイル
のアーティスト情報に直下のサブディレクトリー名が使われます。そのフォルダー中にある各子フォルダ
ーの名前がアルバム情報に使われ、それらのフォルダーの下の各フォルダー名がジャンル情報に使われま
す。さらに下のサブディレクトリーはメタデータ情報には使われません。メタデータの書式指定と同じ深
さのサブディレクトリーがなくてもよい点に注意してください。さきほどの例では、もしサブディレクト
リーが一段階しかなければ、アーティスト情報だけが展開されます。
メタデータ形式のフィールドをタップすると、次のようなダイアログが表示され書式を編集できます。

図 17 - メタデータ書式のダイアログ

右上にある削除ボタンをタップすると現在の設定が消去されます。各フィールドをタップすることで追加
します。書式設定が終了したら「OK」をタップして完了します。

オーディオのバッチインポート
オーディオのバッチインポート画面は通常のバッチインポート画面とほぼ同じで、すべての設定が同じよ
うに働きます。唯一の違いは、オーディオのバッチインポートでは mp3 や wav などのオーディオファイ
ルだけを対象にする点です。見つかった各オーディオファイルごとに、ブランクページのソングが作成さ
れそのオーディオファイルが追加されます。 ライブラリーを将来完全なものにするまでの間は
MobileSheetsPro は単なるオーディオ再生ツールとしてだけ利用できます。

CSV または PDF ブックマークのインポート
CSV と PDF ブックマークの機能は、大量のソングが含まれている PDF を分割するための非常にパワフル
なものです。
「CSV or PDF Bookmarks (CSV または PDF ブックマーク)」をタップすると、ファイルブラ
ウザーが表示され CSV または PDF ファイルが選択できます。有効なファイルが選択されると、次のよう
なダイアログが表示されます。

図 18 - CSV または PDF ブックマークのインポートダイアログ

与えられた情報をもとに作成される複数のソングを、このダイアログで選択することができます。左下に
あるチェックボックスで表示される情報を減らしたり増やしたり、インポート中にページをクロップする
こともできます。PDF ファイルを選択すると、ファイル中のブックマークがセクション分けに使われ、各
セクションはブックマーク間のページ数になります。もしソングごとにブックマークが設定されているの
であれば、ファイルから必要なソングだけを選び出す簡単で手早い方法です。必要であれば、ソングエデ
ィターを使ってさらにページを調整できます。
CSV ファイルでは PDF ブックマークよりさらに機能が豊富です。csv ファイルとは、カンマやセミコロン
などの記号で値が区切られた単なるテキストファイル以上のものではありません。ファイルの最初の行は
展開すべきソング情報を特定し、それ以降の各行は各個のソングの詳細を指定します。図 17 の例は以下の
ような CSV ファイルを読み込んだ例です。
title;pages;composers;difficulty

SongA;1-3;ComposerA|ComposerB;8
SongB;4-5;;
この例では最初の行で、まずソングのタイトルが来て、続いて元となる PDF のページ範囲、さらに作曲者
リスト、最後に難易度、となることを教えています。値を複数指定する場合は「|」で各要素を区切らなけ
ればならず、例えば上の例では ComposerA と ComposerB です。上の例での SongB で難易度を省いて
いるように、セミコロン以外の値を指定しないことでフィールドを省略することができます。最後に説明
しておかなければいけないのは、title(タイトル)と pages(ページ)は常に必須である点です。これらは最初
の行のどこかに含めなければならず、また各ソングにその値がなければいけません。サポートされるフィ
ールド名の全リストは以下のとおりです。
CSV フィールド名

説明

title

ソングのタイトルです。

artists

アーティストのリスト。

albums

アルバム名のリスト。

genres

ジャンルのリスト。

composers

作曲者のリスト。

source types

ソースの種類のリスト。

custom groups

カスタムグループのリスト

keys

キー(調性)のリスト。

signatures

署名のリスト。

custom

custom 欄の値。

custom2

custom2 欄の値。

tempos

テンポのリスト(数字で)。

difficulty

難易度の数字。

duration

演奏時間を、「hh:mm:ss」または合計秒数で。

rating

評価。

years

年のリスト。

sort title

カスタムソート用のタイトル

audio files

オーディオファイルのパスのリスト。各パスはタブレット上の正しいパス
でなければなりません。

pages

ソースの PDF 上でのページ範囲。複数のセクションに分ける場合は、1-3,46 のようにカンマで分けます。

keywords

キーワード欄の値。

setlists

このソングを追加するセットリストの一覧。

collections

このソングを追加するコレクションの一覧。

他のアプリケーションからのファイルのインポート
電子メールクライアントやファイルエクスプローラ、画像ギャラリーなど、外部のアプリケーションでフ
ァイルを表示しているときは、ファイルをタップすることでそのファイルに対するアクションを開始する
ことができます。実行可能なアクションとして表示されるであろうひとつに、MobileSheetsPro へのイン
ポートがあり、以下のように表示されます。

「Import into MobileSheetsPro (MobileSheetsPro へインポート)」をタップすると、ソングエディタ
ーが表示されファイルが追加されます。
ソングエディターを使ったファイルのインポート
ライブラリー画面上の

アイコンがタップされると、ソングエディターが起動しファイルタブが表示さ

れます。このタブで、フォルダー、ギャラリー、カメラ、dropbox、Google ドライブ、空白ページのアイ
コンをタップして新しくファイルを追加できます。これらのファイルは右上にある「OK」ボタンがタップ
されるまではローカルのストレージ位置へはコピーされず、タップ後に新規ソングが作成されます。この
方法でソングを作成する手順の詳細は、ソングエディターの項目を参照してください。このやりかたはも
っとも時間がかかる方法ですが、新しいソングの設定をもっとも多く編集できます。
プレースホルダーのソング
プレースホルダーソングはブランクページを１ページだけ持つメタデータ情報が設定されたソングです。
このソングには実際のファイルは何も関連づけられていません。プレースホルダーソングの目的は、後日
ファイルが提供されるようなソングをあらかじめ作っておいて、ファイルが入手できたら、ブランクペー
ジと入れ替えられるようなソングです。これにより実際のファイルができるまえにメタデータ情報を設定
しアノテーション(注記)をすることができます。ライブラリー画面のアクションバーからプレースホルダ
ーソングを作成できます。ファイルの置き換えは次のセクションで説明します。
ファイルのスワップ (入れ替え)
新しいバージョンに置き換えたいファイルや、ファイルと置き換えるブランクページを持つようなソング
があるときは、ライブラリー画面上の「Swap File (ファイルのスワップ)」機能を利用します。ファイルの
スワップを開始するには、スワップしたいソングを長押しして、ライブラリー画面のアクションバーにあ
るオーバーフローメニューを開いて「Swap File (ファイルのスワップ)」を選択します。ソングに複数のフ
ァイルが含まれている場合は、置き換えるファイルを選択する画面が表示されます。続いてファイルブラ
ウザーが表示されますので、入れ替えたいファイルを選択します。ファイルを選択すると、以下のような
入れ替え用のオプション選択画面が表示されます。

図 19 - ファイル入れ替えダイアログ

ダイアログの一番上に置き換えられるファイルと、その下に新しく置き換えられるファイルが表示されま
す。「Automatically crop pages (自動でページを切り出し)」で新しいファイルをクロップしてマージン
を削るかどうかが決定されます。「Copy or Move New File (新規ファイルをコピーまたは移動)」は新規
ファイルをストレージ機能がどう処理するかを決定します。「COpy or Move New File」をチェックする
と、その下にあるドロップダウンでファイルを実際にはどうするかを選択できるようになります。チェッ
クをはずすと、新しいファイルが現在存在する場所が使われ MobileSheetsPro のストレージの場所へはコ
ピーされないので、フォルダーやファイルをご自分で管理する場合以外には推奨されません。ドロップダ
ウンでは以下のようなメニューが選択できます。
・ Copy new file to same folder as replaced file (新規ファイルを置き換えられるファイルと同じフォ
ルダーへコピー) - 新しいファイルは既存のファイルと同じフォルダーへコピーされます。ファイル
はそのままその場所にも残ります。もし既存のファイルがストレージ位置にあるなら、
「Copy new file
to MobileSheets storage」メニューと同じ動作になります。
・ Move new file to same folder as replaced file (新規ファイルを置き換えられるファイルと同じフ
ォルダーへ移動) - 新しいファイルは既存のフォルダーと同じフォルダーへ移動します。もし既存の
ファイルがストレージ位置にあるなら、「Move new file to MobileSheets storage」メニューと同じ
動作になります。
・ Copy new file to MobileSheets storage (新規ファイルを MobileSheets ストレージへコピー) - 新
しいファイルは MobileSheets のストレージ位置へコピーされ、ファイルはそのまま元の場所にも残
ります。
・ Move new file to MobileSheets storage (新規ファイルを MobileSheets ストレージへ移動) - 新し
いファイルは MobileSheets のストレージ位置へ移動します。
「OK」をタップして指定を終えたら、入れ替えが始まり、しばらくするとライブラリー画面に戻ります。
ソングのシェアとエクスポート
同じソングをライブラリー中に持っている他のユーザーとセットリストを共有するいちばん手っ取り早い
方法は、.mss ファイルの作成です。手順はシンプルです。

1.

ライブラリー画面上のセットリストを長押しして選択モードにします。

2.

アクションバーの「Share(シェア)」をタップし、
「Share song list (ソングリストのシ
ェア)」をタップしてシェア方法(Bluetooth、メール、Google ドライブなど)を選択しま
す。

3.

シェアするファイルへ名前をつけるよう MobileSheetsPro が聞いてくるので、名前を設
定します。最後に.mss を付けるかどうかは自由で、つけてなければ自動的に付加されま
す。

4.

MobileSheetsPro は.mss ファイルを作成し、シェア方法として選択したアプリケーシ
ョンが起動されます。ファイルを送る方法についてはそれぞれのアプリケーションの説
明を参照してください。

シェア先のデバイスでファイルをインポートすると、新規セットリストの作成か既存のリストの更新(名前
が一致するセットリストが見つかった場合)が行われ、.mss ファイル中にあるソングの一覧でセットリス
トが設定されます。各ソングごとに、ライブラリー上に一致するソングがなければ無視されます。
もうひとつの MobileSheetsPro の重要な機能が、ソングとセットリストを.mss ファイルを使ってバック
アップしたりシェアできる機能です。手順はとてもシンプルです。
1.

ソングのリストやセットリストのリストをシェアするには(両方を混ぜることはできません)、ラ
イブラリー画面上のアイテムを長押しして複数選択モードにし、シェアしたい各アイテムをタッ
プします。

2.

アクションバーの「Share(シェア)」をタップし、
「Share as .msf (msf ファイルでシェア)」
(ソングをシェアする場合)か、「Share songs and files (ソングとファイルをシェア)」(セット
リストをシェアする場合)を選んで、シェア方法(Bluetooth、メール、Google ドライブなど)を
選択します。

3.

シェアするファイルへ名前をつけるよう MobileSheetsPro が聞いてくるので、名前を設定しま
す。最後に.msf を付けるかどうかは自由で、つけてなければ自動的に付加されます。

4.

MobileSheetsPro は.msf ファイルを作成し、シェア方法として選択したアプリケーションが起
動されます。ファイルを送る方法についてはそれぞれのアプリケーションの説明を参照してくだ
さい。

ソングやセットリストに含まれているファイルだけをシェアしたい時は、上で説明したような方法でソン
グを選択し、
「Share files (ファイルのシェア)」をタップします。シェアするアプリケーションを指定する
と、次のようなオプションを指定可能なダイアログが表示されます。
・ Use song page ordering for shared files (シェアするファイルにソングのページ順を使用) - シェ
アするファイルの順番を、ソングでの順番と同じにしたい場合にチェックします。大きな PDF の一部
ページだけを使っている場合は、この設定は必ずチェックしなければなりません。
・ Share with cropping (クロップしてシェア) - シェアするファイルの各ページを、ソングのクロップ
設定に合わせてクロップするかどうかを決定します。
・ Share with rotation (回転してシェア) - ソングのページ回転設定にあわせてシェアするファイルの

ページも回転するかどうかを決定します。
・ Share with annotations (アノテーションもシェア) - ソングのアノテーションをシェアしたファイ
ルへすべて含めるかどうかを決定します。
テキストか chord pro ファイルをシェアしてアノテーションもシェアすると、テキストや chord pro ファ
イルはアノテーションをサポートしていないので、シェア用に新しい PDF ファイルが作成されます。ソン
グやセットリストのエクスポートも、手順はほぼ同様です。
1.

上の「1」で説明した方法でソングかセットリストを選択します。

2.

「Share->Export as .msf (msf でエクスポート)」(ソングの場合)か、
「Share->Export Songs and
Files (ソングとファイルのエクスポート)」(セットリストの場合)か、「Share->Export files (ファイ
ルのエクスポート)」をタップします。

3.

エクスポートしたファイルをどこに置くか指定するファイルブラウザー画面が表示されます。.msf フ
ァイルをエクスポートする場合は、ファイル名を指定するフィールドが一番下に表示されます。
「OK」
をタップするとディレクトリーが選択され必要であれば名前が設定されます。

4.

エクスポート設定を表示したダイアログが表示されます。ファイルのシェアの設定と同じですが、オ
ーディオファイルのエクスポート用のオプションが追加されている点が異なります。

.mfs や.mss ファイルをインポートするには、アクションバーの Import(インポート) ->Local File(ロー
カルファイル)を使って、ファイルブラウザー上でファイルを選択します。
ソングの削除
ライブラリーからソングを削除するには、ライブラリー画面上でソングを長押しして、一番上にあるアク
ションバーから「Delete Song (ソングの削除)」を選択します。以下のようなダイアログが表示されます。

図 20 - 削除確認のダイアログ

このダイアログには大事な選択箇所がひとつだけあります。そのソングで使われているファイルを削除す
るかどうかです。複数のソングが同じファイルを共有している場合は、このチェックを有効にしていても
そのファイルは削除されない点に注意してください。このため、MobileSheetsPro でファイルを管理して
いる場合はいつでもこのボックスはチェックしたままにしておいて構いません。

バックアップとリストア(復旧)
MobileSheetsPro の重要な機能のひとつに、全ファイルとアノテーションも含んだライブラリー全体を単
一のファイルへバックアップして安全に保管しておくことがあります。これらのバックアップファイルは
いつでもシンプルな操作でリストア(戻す)ことができます。つまり、タブレットを新しいものと取り換え
たときや、MobileSheetsPro を無料版から有料版に切り替えたときに、ライブラリーを簡単に移行するこ
とができます。バックアップとリストアの機能について、以下に説明します。
ライブラリーのバックアップ
ライブラリーをバックアップするには、まず設定画面の操作からです。ライブラリー画面の右上にあるア
クションバーのオーバーフローメニューをタップして、ドロップダウンの中の「Settings (設定)」をタッ
プします。設定画面で、画面左側にある「Backup and Restore (バックアップとリストア)」をタップし
ます。最後に、画面の右側にあるリストから「Backup Library (ライブラリーのバックアップ)」をタップ
します。以下のようなダイアログが表示されます。

図 21 - ライブラリーバックアップのダイアログ

このダイアログには３つしか設定箇所はありません。バックアップファイルを作成するディレクトリーの
指定、オーディオファイルをバックアップするかどうか、バックアップファイル中に MobileSheetsPro の
設定も含めるかどうか、です。ディレクトリーは、フォルダーアイコンをタップしてファイルブラウザー
を表示させて選択することができます。書き込み可能なディレクトリーを選ばなければいけない点が重要
で、ディレクトリーがロックされていてはいけません。例えば、「Root」あるいは「/」として知られるデ
ィレクトリーを選択すると、そこは読み込み専用と考えられるため許されません。ファイルをどこに置く
べきか迷う場合には、一番単純な場所はまず「sdcard」フォルダーをタップして、右上にあるオーバーフ
ローボタンをタップして「New folder (新規フォルダー)」を選択するのが簡単です。バックアップを保管
する新しいフォルダーの名前を入力して「OK」をタップし、その新しいフォルダーをタップします。続い
て画面一番下でバックアップファイルの名前を入力し、チェックマークをタップして続行します。バック
アップファイルには「.msb」という拡張子が設定されます。
進捗状況のダイアログが表示され、ソングがいくつバックアップファイルへ書き込まれたか表示します。
必要であれば、「back (戻る)」ボタンでバックアップをキャンセルすることもできます。バックアップが
終了したら、完了を知らせるダイアログが表示されます。
ライブラリーのリストア(復旧)
ライブラリーをリストアするには、まず先ほどのセクションで説明したライブラリーのバックアップ機能

を使って作成したバックアップファイルがなければなりません。先ほどと同様にまず設定画面を開きます
が、「Backup Library」ではなく「Restore Library from Backup (バックアップからライブラリーをリス
トア)」を選びます。次のようなダイアログが表示されます。

図 22 - ライブラリーのリストアのダイアログ

このダイアログの最初の選択肢はリストアされるバックアップファイルです。バックアップファイルを選
択するには、フォルダーのアイコンをタップします。ファイルブラウザーが表示され、.msb ファイルの置
かれたフォルダーまで進みます。ファイルをタップすると、ライブラリーのリストア画面へ戻ります。
「Backup File」と書かれた場所の右にバックアップファイルの名前が表示されます。続いて、バックアッ
プファイルをどこへ戻すかを決定しなければなりません。「Restore To (リストア先)」として以下を選択
できます。
・ Original File Locations (元のファイルの場所) - すべてのファイルはもともとあった場所へリストア
されます。バックアップを作成したのと同じタブレットでバックアップファイルをリストアする場合
は、このオプションが適しています。バックアップファイルを別のタブレットでリストアする際はこ
のオプションは推奨されず、なぜなら SD カードのフォルダー構成が異なっている可能性があるため
です。
・ MobileSheets Storage Location (MobileSheets の ス ト レ ー ジ ) - す べ て の フ ァ イ ル は
MobileSheetsPro のストレージディレクトリへ展開されます。これがデフォルトで、ほとんどの場合
推奨される設定です。
次の設定箇所は、ライブラリーがリストアされる前に、すべてのファイルのストレージ用の場所をクリア
するかどうかです。デバイス上に不要なファイルを残さないように、設定しておくことが推奨されます。
最後の設定は、バックアップファイル中の設定情報(もし含まれていれば)もリストアするかどうかを決定
します。この設定を有効にすると MobileSheetsPro の設定も置き換えられるため、あなたの設定とは異な
る設定を持つ別のユーザーのバックアップをリストアする際には注意してこの設定を使ってください。

ソングエディターは、その名前の示すとおり、ソングのデータと設定を管理する MobileSheetsPro の画面
です。ソングの作成と編集のどちらの目的にも利用でき、ソングに関連付けられるメタデータ、ファイル、
オーディオ、MIDI の選択ができます。ソングエディターは、フィールド、ファイル、オーディオ、MIDI
の、４つのセクションから構成されます。
フィールドタブ
ソングのメタデータを管理するメイン画面です。ソングを長押しして、アクションバーの「Edit Song (ソ
ングの編集)」を選択することでフィールドタブが表示されます。画面は以下のようになっています。

図 23 - ソングエディターのフィールドタブ

１２個ほどのフィールドが用意されていますが、必須フィールドはタイトルのみです。ほとんどのフィー
ルドへのデータの入力はとても直接的です。Rate(評価)を変更するには、設定したい評価にあった星印を
タップします。各ドロップダウンでは、ドロップダウンをまずタップして、設定ダイアログ上の選択した
いアイテムをタップすることで選択します。このダイアログはリストされる項目が多い場合にはフィルタ
ーとしても働きます。最初に検索キーワードを入力するか、右上にあるアルファベットから選択したいア

イテムの頭文字を選びます。グループへ新しい値を設定したい場合は対応するドロップダウンの隣にある
をタップして、新しい名前を入力します。ドロップダウンから選択した値を削除したい場合は

をタ

ップします。
フィールドが不要で隠しておきたい場合は、画面右上の「Configure Fields (フィールドの設定)」をタッ
プします。入力フィールドの一覧(タイトルは除く)が表示されます。必要ないもののチェックをはずし、
「OK」をタップします。
ファイルタブ
ファイルタブでは以下の４つの機能が提供されます。
1.

ファイルを追加するいくつかの方法(SD カード、ファイル選択、カメラ、Dropbox、Google ド
ライブ、ブランクページ)

2.

ページ順の管理

3.

ページの回転

4.

クロップ

タブの構成は以下のようになっています。

図 24 - ソングエディターのファイルタブ

既存のソングを編集する場合は、ソングのファイルがこの画面の上にリストされます。これらのファイル
は上下の矢印のボックスを押して上下にドラッグすることで順序を変更できます。各ファイルの完全なパ
スはそのファイルを長押しすると表示されます。リストからファイルを削除するには、画面右上にある「X」
をタップします。新規ソングを作成した場合は、リストはからっぽで、新規ファイルを追加するよう求め
られます。新規ファイルを追加するには、以下の６つの方法があります。
ファイルブラウザーを開きひとつ以上のファイルを選択します。複数の PDF と画像が取り込
めますが、テキストファイルはひとつだけで、テキストや chord pro ファイルと、PDF また
はイメージとは混在できません。
外部アプリケーションを用いてファイルを取り込みます。外部・クラウドからのインポート
での説明と一緒です。
カメラを使って写真を撮影し、そのファイルをソングエディターへ取り込みます。

ファイルを Dropbox からインポートします。Dropbox からのインポートと同じです。

任意のページ数でブランクのページをソングへ追加します。実際にはファイルは追加されず、
画面サイズにあわせた白いページが表示されます。これらのページへもアノテーション(追
記)することが可能です。
ソングがファイルを持っていない場合にのみこの設定が表示され、新規のテキストまたは
chord pro ファイルが作成できます。新規のファイル名の入力が求められ、テキストエディ
ターが表示されます。

ソングへ少なくともファイルが一つ追加されると、いくつかの機能が利用可能になります。もっとも目立
つのは、画面下に表示されるファイルのプレビューです。プレビュー画面の横にある白い矢印をタップし
たり、画面の右下にあるページ番号をタップしてプレビューするページを変更できます。ファイルのプレ
ビューでは、ページの順番を変更したり、ページを回転したりクロップすることもできます。唯一の例外
はテキストや chord pro ファイルが追加された場合です。これらの機能は「サポートされるファイルの種
類」で説明したように、テキストや chord pro ファイルでは利用できません。
テキストや chord pro ファイルを含むソングが編集されると、プレビューエリアの右下にクロップアイコ
ンではなく別のアイコンが追加で表示されます。

アイコンでテキスト表示設定のダイアログが表示され、

現在のファイルを表示する際のさまざまな設定が可能です。
同じ名前でファイルが追加され、出力パスが既存のファイルと同じ場所の場合、ファイル競合を知らせる
画面が以下のように表示されます。

図 25 - ファイル競合のダイアログ

既存のファイルを置き換える(Replace File)か、コピーされる前に名前を変更する(Rename File)か、イン
ポートされるファイルの代わりに既存のものを使い続ける(Use Existing File)か、指定できます。新規フ
ァイルで既存のソングを更新したい場合は、ファイルのスワップをしなければなりません。

ページの順序
複数ページからなる PDF では、ページの順番を変更することができます。この機能は非常に便利で、ペー
ジを複数回繰り返すようなカスタムのページ順序を作成できます。繰り返しの際に、前のページへ戻るの
を省くことができます。例えば、3 ページ目から 1 ページ目へ戻るような全体で 4 ページのソングがある
ときに、ページの順序を、1-3、1、3、4 のように指定できます。ページ順序を変更するには、page order
(ページ順序)のフィールドをタップして、表示されるダイアログへ必要なページ順を設定します。
ページの回転
現在表示されているページを回転するには、画面の左下にある右回転および左回転のボタンをタップしま
す。左回転ボタンはページを左に 90 度回転させ、右回転ボタンは右へ 90 度回転させます。設定に応じて、
回転は現在のページだけか、現在のファイルの全ページか、あるいは全ファイル中のすべてのページの、
いずれかに適用されます(追加設定の項目を参照)。
ファイルのクロップ(切り取り)
ソングエディターでファイルをクロップするにはいくつかの方法があります。デフォルトでは、新規にイ
ンポートしたファイルはすべて自動的にクロップされます。クロップのアルゴリズムと、どのファイルが
クロップされるかは、
「追加設定」の項目で管理します。クロップを取り消すには、右上にある「Reset Crop
(クロップのリセット)」ボタンでドキュメントをクロップ前の状態にリセットします。ドキュメントを手
動でクロップしたい場合は、ページのプレビュー画面の右側にある

アイコンをタップします。次のセク

ションで説明する、クロップ画面が表示されます。
クロップ画面
クロップ画面には、現在のページを中心に表示したい範囲を示す 7 つの青い四角形が表示されます。以下
の画面のような表示です。

図 26 - クロップ画面

切り取られる(クロップされる)範囲の変更は、青い四角形のひとつをタップして新しい場所へ移動するだ
けです。青い四角形の外側の領域はドキュメントからは除外され、メインのソング表示には表示されませ
ん。クロップはオリジナルのファイルにはまったく影響しない点に注意してください。どの場所を表示さ
せたいかを MobileSheetsPro へ指定するだけであり、ファイルが意図せず変更されるようなことを心配す
る必要はありません。画面の一番下にある矢印をタップすると、表示しているページを切り替えることが
できます。画面上にあるアクションバーから、いくつかの機能が利用可能です。
・ Apply To (適用) - 現在のクロップ範囲でページのクロップ設定を変更します。デフォルトでは表示
中のページのみをクロップします。「All pages in selected file (選択したファイルの全ページ)」を選
択して表示されているファイルの各ページを同様にクロップしたり、「All pages in all files (全ファイ
ルの全ページ)」を選択してソング中の全ファイルの全ページをまったく同じようにクロップすること
もできます。そのソングがセットリストの一部であれば、セットリスト中の他のソングをどうするか

決定する別のオプションも表示されます。たくさんのソングを含むリストに一度にクロップ設定を行
うだけでなく、必要であればクロップ設定をすべてクリアするためにも使えます。
・ Reset (リセット) - 最初にクロップ画面が表示されたときに設定されていたクロップの状態までリセ
ットして戻します。
・ Clear (クリア) - クロップを完全に解除し、クロップ範囲がページ全体と一致します。
・ Auto-Crop (自動クロップ) - 現在のページを自動的にクロップし、「Apply to (適用先)」の設定に応
じて他のページへも反映させます。自動クリップが完了すると、クロップされた全ページで新しいク
ロップ範囲を確認することができます。
・ Auto-Crop All Pages (全ページを自動クロップ) - ソングに含まれる全ファイルの、全ページを自動
的にクロップします。設定変更を「Apply to (適用先)」せずに全ページをクロップするためのもので
す。
・ Go To (ページをジャンプ) - 目的のページを表示します。画面下の矢印を使うより不便ですが、ドキ
ュメントのページが多いときに、特定のページへアクセスする便利な方法です。
・ Enable/Disable Aggressive Cropping (アグレッシブなクロップの有効・無効) - アグレッシブなク
ロップをするかどうかを設定します。この設定については、追加設定の項目で説明します。
クロップ範囲が決まったら、「OK」をタップして適用します。変更せず中止したい場合は「Cancel」をタ
ップします。
その他の設定
ソングエディター画面の一番上にある「Settings (設定)」をタップすると、次のような画面が表示されま
す。

図 27 - ソングエディターの設定画面

「Apply Rotation (回転の適用)」と「Apply Crop (クロップの適用)」のどちらも、以下のような同じ選
択肢が用意されています。
・ Current page only (現在のページのみ) - 現在表示されているページにのみ回転やクロップを適用し
ます。

・ All pages in selected file (選択したファイルの全ページ) - 現在表示されているファイルの全ページ
に対して回転やクロップを適用します。
・ All pages in all files (全ファイルの全ページ) - そのソング中の全ファイルの全ページへ回転やクロ
ップを適用します。
「Auto-Crop Imported Files (インポートしたファイルを自動でクロップ)」で、ソングへ追加されたファ
イルをすぐにクロップするかどうかを決定します。「Aggressively Crop (アグレッシブなクロップ)」は、
クロップ時により「安全な」アルゴリズムを使うか、
「アグレッシブ(積極的)」なものを使うかを決定しま
す。大きな違いは、安全なクロップではドキュメント中のコンテンツをカットしないことを保証する点で
す。ドキュメント上のどこであっても白以外のピクセル(点)がひとつでも見つかれば、その方向へのクロ
ップはそのピクセルを超えていくことがないことを意味します。アグレッシブではドキュメントのはじっ
こに生ずる黒い部分(スキャナで読み込んだ時に見られるような)も除外しようとします。ドキュメントの
余白部分が白か白に近い色ばかりであれば、「safe」アルゴリズムがベストな選択です。
最後の「Populate Metadata When Improting Audio (オーディオのインポート時にメタデータを抽出)」
ではオーディオファイルが追加されたときにソングのメタデータも更新するかどうかを決定します。例え
ば、ソングのアーティストや年、演奏時間がブランクのときに、これらの情報をインポートしたオーディ
オから読み取って、各フィールドへ自動的に設定します。既存の値はいずれにせよ変更されない点に注意
してください。この設定が効果を発揮するにはそれらのフィールドは元々ブランクでなければなりません。
オーディオタブ
オーディオタブは、上にオーディオファイルのリストが並んでおり、それらのトラックを再生するための
プレイヤー画面と、それらのトラックへさまざまなプロパティを設定する画面から構成されます。下の図
のような画面です。

図 27 - ソングエディターのオーディオタブ

ファイルタブと同様に、ファイルを追加するには 2 つの方法があります。タブレット上の外部アプリを使
うか、SD カード上のファイルを参照するか、です。タブレット上で追加したいオーディオファイルを見つ
け現在のソングへ追加します。リストの一番上にオーディオファイルが表示されそのオーディオトラック
のタイトルがオーディオプレイヤー上に表示されます。上にあるリストの中の矢印の書かれたボックスを
ドラッグすることで順番を変更することができます。トラックのリストの右側にある「X」アイコンをタッ
プしてオーディオトラックを削除できます。
少なくともひとつでもオーディオファイルが表示されていたら、この画面の下にあるオーディオプレイヤ
ーでそのファイルを再生できます。オーディオタブにあるオーディオプレイヤーには 5 つのボタンが用意
されています。前のトラック、一時停止、再生、停止、次のトラック、です。とても便利な機能に、ソング
中での A-B ループの指定があります。まず

アイコンをタップして A-B ループを有効にします。選択後

はこのアイコンがオレンジ色になり、ループが有効であることを示します。続いて、トラック位置をルー
プの開始場所までスライダーをドラッグします。続いて、

アイコンをタップしてループの開始位置を設

定します。ループの開始位置を示すオレンジ色の垂直線が表示されます。ループの終了時点までスライダ
ーをドラッグして、

アイコンをタップします。再生ボタンを押してループを確認できます。

トラックの長さを変更したいときは、「Track Start/End」スライダーの両端を移動してトラックの開始位
置と終了位置を変更できます。オーディオトラックの特定部分のみ必要な場合に便利です。
オーディオプレイヤーは、ソング表示時のオーディオプレイヤーの持つ機能がすべて含まれているわけで
はありません。他の利用可能な機能については、ソング表示機能のオーディオプレイヤーの項目を参照し
てください。
MIDI タブ
MobileSheetsPro では、読み込まれた時に MIDI コマンドを送信したり、特定の MIDI コマンドを受信し
たときに読み込まれたり、といったことがソングへ設定できます。MIDI タブで MIDI コマンドを作成し編
集することができます。MIDI タブは以下のような画面になっています。

図 29 - ソングエディターの MIDI タブ

このマニュアルでは MIDI についての完全な説明はしませんが、サポートされる MIDI コマンドについて
概略を説明します。どの MIDI コマンドが利用可能なのかは、ご自分の MIDI デバイスのマニュアルを参
照してください。以下の MIDI コマンドを MobileSheetsPro は認識します。

・ Patch Select (パッチセレクト) - 2 つのコントロールメッセージと 1 つのプログラムチェンジを送信
し、キーボード上で選択された楽器の変更のためのものです。
・ Control Change (コントロールチェンジ) - コントローラーの番号と値を送信します。
・ Program Change (プログラムチェンジ) - コントローラーの値を送信します。
・ System Exclusive (システム・エクスクルーシブ) - MIDI デバイスへ一連のデータを送信します。も
っとも高度なコマンドで、多くの場面では必要とされません。
・ Number (番号。KORG のみ) - 3 桁または 4 桁の数字を入力とします。4 つのコントロールチェンジ
コマンドへ変換されます。
MIDI コマンドを追加するには、画面右上の

アイコンをタップします。リスト中に「Patch Select (パッ

チセレクト)」コマンドが(あるいは設定画面で MIDI デバイスを KORG に設定していれば「Number (番
号)」が)追加されます。画面下でオプションを変更すると、現在選択されているコマンドが変更されます。
ソングがロードされたときに MobileSheetsPro から MIDI デバイスへコマンドを送信させたい場合は、
「Send on Song Load (ソングのロード時に送信)」を「ON」にします。MIDI コマンドが受信されたとき
に MobileSheetsPro へソングをロードさせたいときは、「Load Song on Receive (受信時にソングをロー
ド)」を「ON」にします。両方とも有効にすると、コマンドが受信された時にソングがロードされ、続いて
同じコマンドが MIDI デバイスへ送り返されます。KORG 社のキーボードを使っていて「Number (番号)」
コマンドについてもう少し知りたいなら、KORG 社のドキュメントがこちらにあります。KORG で
「Number」コマンドを使いたいときは、MIDI 設定のところで MIDI デバイスを「KORG」に設定しなけ
ればなりません。
デフォルトでは、MobileSheetsPro は MIDI チャンネル１で MIDI コマンドを監視します。別のチャンネ
ルで送受信したい場合は MIDI 設定で変更可能です。接続されたデバイスが複数あれば、MobileSheetsPro
では複数のチャンネルへコマンドを送信することもサポートしています。MIDI 設定の「Allow Multiple
MIDI Channels (複数の MIDI チャンネルを許可)」を有効にすると、MIDI タブにチャンネル選択のドロ
ップダウンが表示されます。各コマンドが送信されるチャンネルを設定することができます。
同じ MIDI コマンドの受信で複数のソングがロードされるように設定されていると、最初にそのコマンド
を利用するよう設定したソングが最初にロードされます。MIDI コマンドが再度受信されると、その MIDI
コマンドを利用する次のソングがロードされます。同じ MIDI コマンドを設定することですべてのソング
を切り替えていくことができます。同じコマンドが再び受信される前に別の MIDI コマンドが受信される
と、順番がリセットされて最初に設定されたソングへ戻る点に注意してください。
現時点では MIDI はソングのロードと MIDI デバイスの設定にしか利用できませんが、近いうちに MIDI コ
マンドの受信で MobileSheetsPro 上のアクション起動がサポートされる予定です。

MobileSheetsPro では、ソングは以下の３つの異なるタイプのグループに分けられます。
・ Setlists (セットリスト)
・ Collections (コレクション)
・ Metadata Groups (メタデータのグループ)
セットリストはソングの順番のリストで、連続したプレイリストを作成するために使われます。全ソング
のページを連続させることを意味し、演奏時に完璧です。セットリストの順番を任意に変更したり、アル
ファベット順や、シャッフル、ソングが作成された日付や最後に変更された日付で並べられます。
コレクションは、メタデータグループに似ており、セットリストと同じようなソートオプションを持ち、
主にフィルター用に使われるソングのリストです。コレクションと他のメタデータグループとの重要な違
いは、コレクションではさらに追加のフィルターを適用できる点です。詳細については「フィルター」の
項目を参照してください。
アーティスト、ジャンル、作曲者などのメタデータグループは、ソングをグループ化してフィルターを容
易にします。指定されたグループ中の全ソングを一時的なセットリストへロードするには、グループのソ
ングが表示されているときに「Load All (すべてロード)」をタップしますが、この表示の主な目的はライ
ブラリー画面上でさらにフィルターすることで、いくつかの異なる属性でソングを配備できます。
グループエディター
ソングエディターを使って新規や既存のソングを任意のグループタイプへ配置できますが、グループを管
理するもっとも早い方法はグループエディターの利用です。グループエディターを開くには２つの手順が
あります。セットリストなどのタブが選択されているときにアクションバーの Edit(編集)ボタンをタップ
すれば、次のような画面が表示されます。

図 30 - トップレベルグループのエディター画面

この画面で２つのことができます。
1.

右上にあるボタンを使って新しいグループタイプを作成する。新しいインスタンスを作成したい
タブをタップしてからこのボタンをタップします。

2.

グループを変更するために上に並ぶタブをタップしてから、編集したいエントリーをタップし
て、既存のグループを編集する。

他のライブラリー画面と同様、リストの右側にある頭文字をタップしてその文字から始まるエントリーへ
ジャンプできます。グループタイプを長押しすると、以下のアクションのリストが表示されます。Rename
(名前の変更)、Copy (コピー)、Delete (削除)、です。セットリストを長押しすると、同様に Share (シ
ェア)、Export (エクスポート)、Generate Song List (ソングリストの作成)、が表示されます。これらの
アクションは、ライブラリーの、選択した各グループのアクションの項目で説明しています。
ライブラリー画面からグループエディターを表示する二番目の方法は、グループタブをタップして、ソン
グを表示したいグループをタップし、画面一番上にある「Edit (編集)」アクションをタップします。最初
に上の画面を表示することなく、直接特定のグループタイプの編集に切り替わります。グループエディタ
ーで編集用にグループを選択すると、次のような画面が表示されます。

図 31 - グループエディター

上の例では、画面の左上に見えている「Classical」という名前のセットリストの編集中です。セットリス
ト中のソング数がタイトル欄に表示されます。右上では、以下の３つのアクションが適用できます。
・ Sort (ソート) - グループの並び順を変更します(ソートの詳細はここで説明しています)。
・ Clear All (すべてクリア) - 現在表示されているグループから全ソングを削除します。
・ Show/Hide Filters (フィルターを表示／隠す) - リストの上に表示されている全フィルターを表示し
たり隠したりします。詳細については、フィルターの項目を参照してください。フィルターが隠され
ていても有効な場合は、フィルターアイコンは青色になります。
セットリスト以外のグループタイプを表示しているときは、「Create Setlist (セットリストの作成)」が有
効になります。このアクションで現在のグループの全ソングを新しいセットリストへ配置し、名前を設定
することができます。
グループエディターは中央に配置された主に２つのリストで構成されます。左のリストは編集中のグルー

プに含まれるソングのリストで、右側はライブラリー中の全ソングです。ソングが現在のグループへ追加
されると、右のリスト上では青色で強調表示され、追加されたことがわかります。画面の上にあるフィル
ターで右側のリストをフィルターして、追加したいソングを簡単に拾うことができます。左側のリスト中
の各エントリーの右にある「×」をタップしてソングを現在のグループから削除できます。
グループの順序をマニュアルで設定している場合、各ソングの隣にある矢印つきのボックスをドラッグす
ることで順番を変更でき、ドラッグ＆ドロップも可能で、右側のリストからソングをドラッグして左側の
リストの希望の場所へドロップすることができます。グループがアルファベット順にソートされていると
きは、タップすることでソングを追加できます。同じソングをセットリストへ複数回登録できますが、他
のタイプのグループでは、そのソングがグループに含まれているかどうかによって、ソングのタップでリ
スト中から除かれたり、その逆になったりします。
全ソングを追加したいときは、右側のリストの上にある

アイコンをタップします。全ソングを追加する

かどうか確認する画面が表示されます。右側のリストでソングをフィルターしていたのであれば、フィル
ター後のソングだけが追加され、現在のフィルターに一致するソングを一気に追加する便利な方法です。

ライブラリー画面でソングまたはセットリストがロードされると、ライブラリー画面が横にスライドして
ソングディスプレイと呼ぶ画面が表示されます。ソングディスプレイはメトロノームやオーディオプレイ
ヤーのような演奏時に便利なツールの画面と、ページを表示するいくつかのウィンドウから構成されます。
ソングディスプレイに、さまざまなファイルフォーマットからコンテンツをロードしたり、それらのファ
イルのページを画面へ表示したり、ファイル上へアノテーション(追記)を書き込む役割を担う、パワフル
なエンジンがあります。ソングのページの表示にどのエンジンを利用するかは、ディスプレイとページの
スケーリングモードの選択で決まります。ディスプレイモードでは各ページがお互いにどのように表示さ
れるか、またページ送りをどうするかを決定し、スケーリングではページを画面にどのように広げるかを
決定します。これらの設定やほかのソング表示機能はソングオーバレイと呼ぶ画面でコントロールします。
ソングオーバレイを操作する前に、まずソングディスプレイがタッチ操作をどう解釈するのかを知ること
が重要です。下の画像は、さまざまなタッチ可能な領域をあらわしたものです。

図 32 - ソングディスプレイのタッチゾーン

四隅(緑と黄色の部分)と、上下(オレンジ色)は、オーディオの開始や停止、ナイトモードの切り替え、ブッ
クマークの移動といった、演奏中のさまざまなアクション用に設定できるエリアです。タッチアクション

設定の項目で、より詳細を説明します。両横(赤色)をタップすると、ソングのページがめくられます。左側
をタップすると前のページに、右側をタップすると次のページに移動します。右下(黄色)のエリアからは、
クイックアクションボックスと呼ばれる、オーディオプレイヤーやメトロノーム、スクロールの設定に移
動できます。パフォーマンスモードが有効なときにもクイックアクションボックスは利用可能で、つねに
このツールを有用なものにしてくれます。詳細についてはクイックアクションボックスの項目を参照して
ください。必要であれば任意の四隅へクイックアクションボックスを移動でき、不要であれば隠しておく
こともできます。最後に、画面の中央をタップするとソングオーバレイが表示され、ソングディスプレイ
のその他すべての機能を呼び出すことができます。
ソングオーバレイ
画面中央をタップしてソングオーバレイを表示すると、タイトルバーが画面上から降りてきて、ページス
ライダーなどのボタンが画面下から出てきて、
（設定およびそのソングにオーディオトラックがあるかどう
かによりますが)オーディオプレイヤーが表示されます。以下のような画面です。

図 33 - ソングオーバレイ

オーバレイの左上にあるタイトルバーを最初に説明します。タイトルバーには以下のボタンがあります。
ライブラリー画面へ戻る。タブレットの「戻る」ボタンを押すのと同じ動作です。

アクティブなソングまたはセットリストのメモを編集します。メモが自動的に表示されるかど
うかをコントロールするために使われます。詳細は「メモの表示」の項目を参照してください。
現在表示されているページ用にアノテーションエディターを起動します。

現在表示されているソングをソングエディターで編集します。

現在表示されているテキストまたは chord pro ファイルを移調します(これらのファイルタイ
プの時のみ表示されます)。詳細は「移調設定」の項目を参照してください。
選択可能な２つの項目を持つドロップダウンメニューを表示します。「Text Display Settings
(テキスト表示設定)」と「Edit File (ファイルの編集)」です。最初の項目は現在表示中のテキ
ストファイルのテキスト表示設定を変更し、次の項目は現在表示中のファイルをテキストエデ
ィターで編集します。これらのオプションは現在表示中のファイルがテキストか chord pro で
なければ表示されません。

右下にあるページ番号をタップすると、画面に表示したいページ番号を入力できるダイアログが表示され
ます。
通常、オーバレイ画面を呼び出すためにスクリーン中央をタップしたときしかタイトルバーは表示されま
せん。タイトルバーをつねに表示したい場合は、ディスプレイ設定画面で「Always Show the Title Bar
(常にタイトルバーを表示)」を有効にします。この設定を使うと、タイトルバーが表示される場所の分を考
慮して楽譜が表示されます。通常、オーバレイが表示されると楽譜のサイズが縮小され、楽譜が部分的に
覆い隠されることはありません。この時のサイズの縮小は、通常のスケーリングと違って高速で低品質な
方法が用いられ、オーバレイが演奏中のソングを隠すことはありません。タイトルバーを常に表示する際
は、縮小はより高品質なスケーリングで行われるため、イメージ品質が損なわれることがありません。
画面の下には並んだボタンがあります。左側にあるボタンは設定変更やいくつかの機能を起動するための
もので、右側のボタンはオーディオプレイヤーやメトロノームといった他のツールや画面を呼び出すため
のものです。左側のボタンをまず説明します。
- 以下の項目を持つドロップダウンメニューを表示します。
・ Create Snippet (スニペットの作成) - ソングの現在表示しているページで新規ソングを作成するス
ニペットツールを起動します。この項目で詳細を説明します。
・ Find and Load Song (ソングの検索とロード) - 別のソングをロードするための検索ウィンドウを表
示します。現在表示しているソングまたはソングリストを終了し、ライブラリー画面へ戻ることなく

迅速にソングをロードすることができます。
・ Start Scrolling (スクロールの開始) - 現在表示中のソングの自動スクロールを開始します。
・ Scroll Settings (スクロール設定) - 現在表示中のソングのスクロール設定画面を表示します。詳細に
ついては自動スクロールの項目を参照してください。
- 以下のアクション項目からなるポップアップメニューを表示します。
・ Crop (クロップ) - 現在表示しているページのクロップ設定を起動し、クロップ領域を調整します。
・ Sharpen Image (イメージをシャープに) - 「Enable Sharpen (クッキリさせる)」のスイッチと、
シャープさを設定するスライダーが表示されます。
「Sharpening (シャープに)」は、
「ノイズ」が多数
含まれる画像をきれいにする MobileSheetsPro の機能です。例えば、しみや汚れた部分、不要なマー
キングなどがある本をスキャンしたページで、それらを取り除いて背景を白色にして、コンテンツを
くっきりすることができます。
「Sharpen Level (シャープさのレベル)」を大きくするとより積極的に
シャープ処理を施しますが、時には表示上のゆがみや、よりイメージがガクガクする原因になるため、
楽譜上に悪い影響を与えることなく不要な箇所を消すことができる適切な設定値を選ぶことが重要で
す。
・ Orientation (向き) - 表示の向きをロックしたり解除します。タブレットの向きが固定されていると
きは、タブレットを回転してもなんの効果もありません。
・ Show Annotations (アノテーションの表示) - アノテーションを表示したり隠したりします。
・ Night Mode (ナイトモード) - 楽譜の色を反転するナイトモードを有効にします。
・ Zoom/Pan Settings (ズームとパンの設定) - 以下のような、「ズームとパン設定」画面が表示されま
す。

図 34 - ズームとパン設定の画面

この画面でピンチ操作でのズームやパンがどうページへ反映するかを決定します。デフォルトでは、全ペ
ージが同じ割合でズームされます。余白を消すためにズームしているのであれば、クロップ機能を使った
ほうがより適切です。最初のドロップダウンでどのページがズームされるかを選択でき、「Current Page

Only (表示中のページのみ)」、「All Pages in Current File (表示中のファイルの全ページ)」、「All Pages in
All Files (Current Song) (表示中のソングの全ファイルの全ページ)」、「All Pages in Setlist (セットリス
ト中の全ページ)」があります。パン設定のドロップダウンリストも、同じような設定ができます。現在の
パンやズームの設定が気に入らないときは、「Reset Pan and Zoom (パンとズームのリセット)」をタッ
プして現在設定されているパンおよびズーム設定を削除します。最後の、「Allow zoom out smaller than
100% (100%以下のズームアウトを許可)」は、画面の縦横いずれかのサイズよりページを小さくするこ
とを許すかどうか決定します。楽譜を引き延ばすことなく、できるだけスクリーンいっぱいに表示するの
が好ましいため、デフォルトでは許可しません。
パンを有効にし、現在表示されているページのどの部分を画面に表示するかを変更できるようにな
ります。この機能はページが画面よりも大きい場合にのみ動作し、それ以外の場合には楽譜上をい
ろいろ移動する必要がないためです。MobileSheetsPro では、ズームとパン設定は保存され、ソングがロ
ードされた時に自動的に適用されます。一部スクロールされた状態でページを開始したい場合は、その状
態にしておけば常にそのようにロードされることを意味します。ほとんどのユーザーにはズームとパンは
不要で、ページ上の不要な部分を除外するにはクロップ機能を使うべきです。
このアイコンで、ページをどう配置してどうページをめくるかを決定する表示モードを変更しま
す。どのモードが選択されているかに応じてアイコンも変化します。表示モードは向きとともに
保存されるので、ポートレートとランドスケープ(縦置きと横置き)のそれぞれに別々の表示モードを割り
当てられます。以下の表示モードがサポートされます。
シングルページ表示モードでは１ページ全体を縦置き表示し、ページめくりで水平
シングルページ

方向にページがスクロールします。ランドスケープ(横置き)では１ページを二つに
分ける(「Display Half Page in Landscape (横置きで半ページを表示)」設定を参
照してください)ことで画面幅をいっぱいに使うことができます。横置き時には、
「Half-Page Turns in Landscape Mode (横置きで半ページずつめくる)」設定を
使うことで一度に半ページずつめくることもできます。このモードではズームとパ
ンが可能です。
ツーページ表示モードは横向きの時のみ利用できます。一度に二ページ表示し、大

ツーページ

きなタブレットでうまく働きます。このモードを選択すると、オーバレイの左下に
アイコンが追加され、ページめくり操作をコントロールできます。以下のページめ
くりが可能です。
一度に１ページをめくり、１ページ目と２ページ目が表示され、続い
て２ページ目と３ページ目、さらに３ページ目と４ページ目、という
ぐあいです。
一度に２ページをめくり、１ページ目と２ページ目が表示され、続い
て３ページ目と４ページ目、さらに５ページ目と６ページ目、という
ぐあいです。
交互にページをめくり、１ページ目と２ページ目が表示され、続いて
３ページ目と２ページ目、さらに３ページ目と４ページ目、５ページ
目と４ページ目、というぐあいです。

ハーフページ表示モードは１ページ全体を表示しますが、一度に半ページだけ先に
ハーフページ

進みます。あるページ全体が表示されているときにページめくりが発生すると、次
のページの上半分が表示されます。次のタップで二ページ目の全体が表示されま
す。場合によってはページめくりのタイミングより前に事前にページめくりに備え
ておくことができます。
垂直スクロール表示モードは、全ページを縦方向に積み上げたように表示します。
PDF リーダーでよく使われている表示モードです。指で上下にドラッグすること

Vertical( 垂 直 ) ス

でページをスクロールしたり、サイドをタップしてスライドすることで次のページ

クロール

へ移動します。この表示モードは自動スクロール機能を使う場合に最適なモード
で、他のモードでは実現できないコンスタントにゆっくりスクロールすることがで
きるためです。

このアイコンで、現在表示されているページを画面にあわせて引き延ばすスケーリングモードを
変更します。選択されているページのスケーリングモードに応じてアイコンが変化します。表示モードと
同様、ページのスケーリングも横置き・縦置きのそれぞれごとに保存されます。ページのスケーリングオ
プションを以下で説明します。
フィットスクリーン

フィットスクリーンのスケーリングモードは縦横比を変更するこ
となくできるだけ画面いっぱいに楽譜を大きく引き延ばします。
どちらがコンテンツを切り取ることがないかに応じて、楽譜の幅
を画面の幅にあわせるか、楽譜の高さを画面の高さにあわせます。
楽譜を伸ばしたり縮めたりしてもゆがんだり引き裂かれたりしな
いことを意味します。デフォルトのモードで、ほとんどのユーザー
に推奨されるものです。

幅(width)をフィット

このスケーリングモードは楽譜を引き延ばしてページの幅を画面
の幅にあわせます。楽譜の上下部分が画面の外に出てしまうこと
があります。

高さ(height)をフィット

このスケーリングモードは楽譜の高さを画面の高さにあわせま
す。楽譜の両横部分が画面の外に出てしまうことがあります。

フル

このスケーリングモードは画面サイズに完全に一致するよう楽譜
を引き延ばします。もともとのファイルの縦横比を考慮しないの
で、もともとの画像から多少ゆがみが発生します。タブレットとほ
とんど同じ縦横比のファイルであればこのモードのゆがみはたい
したことはなく他のモードより適切かもしれません。そうでなけ
れば楽譜が読みづらくなることは確実です。

左下のアイコンのうちまだ説明していないものがあります。

こんな形の、半ページのめくり位置

のアイコンです。横置きでシングルページ表示モード、かつ

半ページめくりが有効な時にのみ表

示されます。このアイコンをタップすると各半ページの場所を別々に指定することができ、半ページめく
りの間にコンテンツがカットされることがありません。このアイコンをタップして、最初の半ページ領域
を希望の場所までスクロールして指を離し、次の半ページ領域を希望の場所までスクロールして決定しま
す。ソングのページごとに操作します。
オーバレイの右下にあるボタンは次のセクションで詳細に説明します。
セットリスト画面
セットリスト画面は現在表示中のセットリストに含まれる全ソングを表示して、一回のタップで
それらの任意のソングへスキップします。ソングの並び替えもでき、ウィンドウの下にはボタン
が並んでいます。ソングがひとつだけ読み込まれているか、セットリストかによって表示されるボタンが
異なります。以下のような画面です。

図 35 - 左側はソングのみのセットリスト画面、右側はセットリストのセットリスト画面

ソング項目を長押しすると、ソングを編集するか、セットリストからそのソングを取り除くメニューが表
示されます。画面下に並ぶボタンを説明します。
現在表示中のセットリストを中断し別のソングをロードします。セットリストが読み込まれ
ている時のみ有効です。このアクションがタップされると、ライブラリー中からソングを取
り出すための画面が表示されます。この画面では標準的なフィルター(検索ワード、コレクシ
ョン、アルファベット一覧など)が利用でき、ソングを簡単に見つけることができます。リス
トからソングを選択すると、ソングディスプレイにそのソングが読み込まれます。タブレッ
トの「戻る」ボタンを押すか、オーバレイの左上にあるバックボタンをタップすると、セット
リストの最後に表示していたページへ戻ります。観客からリクエストを受けたときに、セッ
トリストに含まれていない例外的なソングのリクエストに応えるのに便利です。
セットリストがロードされていると、現在表示中のセットリストへ追加するソングを指定す
るための検索ウィンドウが表示されます。セットリストの変更は明示的にセーブボタンをタ
ップするまでは保存されない点に注意してください。

ソングがロードされていると、ライブラリー中の全セットリストが表示され、現在表示中の
ソングをそのどれかへ追加することができます。リスト中のセットリストをタップするだけ
でソングがそこへ追加されます。
新規のプレースホルダーソングを作成し、現在表示中のセットリストへ追加します。ダイア
ログの一番上にあるスライダーで新規ソングのセットリスト上での場所を決定します。セッ
トリストがロードされている時のみ有効です。
セットリストへの変更を保存し、永続的なものにします。セットリストがロードされている
時のみ有効です。

現在のセットリストをグループエディターへ読み込みます。セットリストがロードされてい
るときのみ有効です。

ブックマークウィンドウ
後で迅速にアクセスできるようページをマーキングするために MobileSheetsPro ではブックマ
ークを利用します。ライブラリー画面にブックマークタブを表示するよう設定することもでき、
ブックマーク名で検索してソングの特定の場所へジャンプすることができます。大きなスコアを扱ったり
PDF 中に複数のソングがある場合にブックマークは便利で、各ソングごとにブックマークで印をつけて、
ブックマークタブを通じてロードすることができます。
ブックマークウィンドウは現在のソングやセットリストの全ブックマークを表示したりブックマークを作
成できます。以下のような画面です。

図 35 - ブックマークウィンドウ

とてもシンプルな画面です。リスト上にブックマークが表示され、各エントリーはウィンドウの右側にあ

る「×」ボタンをタップして削除できます。右下にある

アイコンをタップすると新しいブックマークを

作成できます。リスト上のブックマーク項目がタップされると、ソングディスプレイはそのブックマーク
のページまでスキップします。もし「Show All Songs (全ソングを表示)」にチェックが入っていると、現
在のセットリストに含まれる全ソングのブックマークが表示され、そうでない場合は現在表示されている
ソングに含まれるブックマークのみがリストアップされます。もし「Show PDF Bookmarks (PDF ブック
マークを表示)」にチェックが入っていると、見つかったすべての PDF ブックマークもリストに表示され
ます。PDF 以外のブックマークが長押しされると、ブックマークへの移動、ブックマークの編集、ブック
マークの削除、が選択可能なポップアップメニューが表示されます。
ボタンをタップして新規ブックマークを作成すると、以下のような画面が表示されます。

図 36 - 新規ブックマークの作成

一番上のテキスト領域でブックマーク名を指定し、真ん中にあるスライダーでページを設定します。現在
表示中のページがデフォルトとして利用されるので、ほとんどの場合は名前を設定するだけです。ライブ
ラリー画面のブックマークタブへこのブックマークを表示したい場合は、
「Display in Bookmarks Tab (ブ
ックマークタブで表示)」をチェックします。
リンクポイント
２つのページ間をつなぐための MobileSheetsPro の機能がリンクポイントです。楽譜上では半透
明な○記号でリンクポイントが表示されます。タップされると、あるページから他のページへジ
ャンプしリンクポイントが強調表示されるので、どこに注目すべきかわかります。これによりリンクポイ
ントを繰り返しに(D.S.や D.C.)使えます。リピートを処理する別の方法はカスタムのページ順設定でペー
ジを繰り返すことだけですので、この方法がつねに優れています。リンクポイントのリストは以下のよう
なリンクウィンドウで確認することができます。

図 37 - リンクウィンドウ

各リンクポイントの開始と終了のリンク位置は同じ色が割り当てられ、それぞれの各ペアを区別できるよ
うにすべてのペアに別の色が割り当てられます。リンクポイントは１０ペアまで設定できます。リンクポ
イントのペアを削除するには、リストの右側にある「Ｘ」をタップします。これにより既存のリンクポイ
ントの色が変更されるかもしれない点に注意してください。リスト上のエントリーをタップしてリンクポ
イントのスタートページとエンドページを確認できます(同じエントリーを複数回タップするとスタート
とエンドとが入れ替わります)。ページ上でリンクポイントは次の図のように表示されます。

図 39 - 青いリンクポイントが表示されたページ

リンクポイントを作成するには、

ボタンをタップします。ページスライダーと、画面上部に表示される

操作アイコンを除いて、オーバレイのほとんどが隠されます。いつでも左上にある「Cancel」ボタンをタ
ップしてリンク作成をいつでもキャンセルできます。まず最初にリンクしたい場所をタップし、スワイプ
して(あるいはページスライダーを使って)リンク先の場所までページをめくります。リンクのエンドポイ
ントを指定するために画面上をタップすると、楽譜上に透明な円が表示されるとともにリンクウィンドウ
に新しいエントリーが表示されます。
既存のリンクポイントを編集するには、リンクウィンドウ上のエントリーを長押しします。次のような画
面が表示されます。

図 40 - リンクポイントの編集

この画面でリンクポイントの大きさを変更できます。デフォルトのサイズは 28 です。現在選択しているリ
ンクポイントのサイズを変更するには、スライダーをドラッグするか両横の「＋」「－」をタップします。
実際のリンクポイントのサイズに変更がリアルタイムに確認できます。所望のサイズになったら、「OK」
をタップしてそのリンクポイントだけに変更を反映させるか、
「Apply To」ボタンをタップして他のリンク
ポイントへも変更を適用します。このボタンをタップすると、以下のオプションが表示されます。
・ Current Link Only (現在のリンクのみ) - 現在表示中のリンクのみ変更します。「OK」をタップする
のと同じ動作です。
・ All Link Points in Current Song (現在のソング中の全リンク) - 現在表示中のソングの全リンクポイ
ントを新しいサイズへ設定します。
・ All Link Points in Setlist (セットリスト中の全リンク) - セットリスト中の各ソングの全リンクポイ
ントが指定したサイズへ変更されます。
・ All Link Points in All Songs (全ソング中の全リンク) - ライブラリー中の全ソングの全リンクポイン
トが指定したサイズへ変更されます。新しいデフォルトサイズを設定し、既存の全リンクポイントを
それにあわせて更新したいときに、利用すべきオプションです。
今後すべてのリンクポイントへ別のデフォルトサイズを設定したいときは、「Set as Default (デフォルト
として設定)」ボタンをタップして指定したリンクポイントのサイズをデフォルトとします。
リンクポイントは今のところウィンドウ上で順番を変更することができません。リンクポイントを削除し
たいときは、削除したいアイテムを長押しして、メニューから delete(削除)を選びます。既存のリンクポ
イントの色が再更新され、リスト上の場所も変更されます。
スマートボタン
スマートボタンは、スコア上に置かれたボタンをタップすることでさまざまなアクションを引き起こすこ
とのできる MobileSheetsPro のパワフルな機能です。スマートボタンのおもな用途のひとつに、接続した
デバイスへの一連の MIDI コマンドの送信があります。ソングをロードした時点ではなく、任意の適当な

時点でデバイスを設定するのに利用できます。また、ソングの途中でデバイス設定を変更するのにも利用
できます。スマートボタンを配置するには、まずスマートボタンウィンドウを表示して、新規ボタンを作
成する「+」ボタンをタップします。次のような画面が表示されます。

ダイアログのいちばん最初の設定は、ボタン上に表示されるテキストを指定するボタンラベルです。必須
ではありませんが、ボタンに仕掛けられたプログラムが何をするかを表示できます。次の設定はアクショ
ンで、ボタンがタップされたときに何が起きるかを規定します。以下のアクションが指定できます。
MIDI コマンドの送信 (Send MIDI Commands) ボタンがタップされると、MIDI コマンドを送信します。
このコマンドを選択すると、上の図のように MIDI コマンドのリストが表示されます。「+」ボタンをタッ
プすると新規 MIDI コマンドのダイアログが表示され、既存のコマンドの鉛筆アイコンをタップするとそ
のコマンドを編集することができます。
オーディオトラックを開始または停止 (Start or Pause Audio Track) オーディオの再生を、開始または
停止します。
メトロノームを開始または停止 (Start or Stop Metronome) メトロノームを、開始または停止します。
ソングの開始位置へ移動 (Go to Start of Song) 現在表示中のソングの最初のページへ飛びます。
ソングの終わりへ移動 (Go to End of Song) 現在表示中のソングの最後のページへ飛びます。
前のソングへ移動 (Go to Previous Song) 前のソングへ飛びます。
次のソングへ移動 (Go to Next Song) 次のソングへ飛びます。

ソングをロードまたは移動 (Load or Go to Song) ライブラリーや現在のセットリスト中の別のソングを
読み込み、指定のページへ飛びます。同じソング中のページ間でしかジャンプできないリンクポイントと
異なり、ライブラリー中の別のソングのページ間でジャンプする機能を提供します。このオプションを選
択すると、ソングを選択してページ番号を入力するためのソングドロップダウンが表示されます。
選択を完了して OK ボタンをタップすると、ウィンドウの表示が消えてスマートボタンをスコア上に置く
ことができるようになります。ボタンの配置は、スマートボタンを置きたい場所をタップするだけです。
その後、スマートボタンウィンドウが再び表示されて、リスト中には新規ボタンが表示されます。既存の
ボタンを編集するには、スマートボタンウィンドウ上で対象のボタンを長押しします。スコア上にスマー
トボタンを配置した際の例を以下の図に示します。

既存のスマートボタンを移動するには、スコア上でボタンを長押しするとボタンが消えてオーバレイが表
示されます。ボタンの新しい場所をタップするとボタンが表示されます。元々の場所へボタンを戻すには、
キャンセルをタップします。
オーディオプレイヤー
楽譜のバックトラックを再生するためのオーディオプレイヤーが MobileSheetsPro には組み込

まれています。他の楽器パートのレコーディングと練習したり、ライブ演奏中に時間の一部や足りないパ
ートをオーディオトラックで埋め合わせたり、新しい曲を練習するときにどう演奏すべきかを感じ取るの
にとても便利なツールです。以下のような画面でオーディオプレイヤーは表示されます。
図 41 - オーディオプレイヤー

オーバレイ画面でオーディオプレイヤーがどう表示されるかは、このセクションの最初のほうへ立ち戻っ
てください。オーディオプレイヤーには多彩な機能がありますが、インターフェース画面はとてもシンプ
ルです。さまざまなボタンの説明を始める前に、オーディオプレイヤーには small、normal、large の３つ
のサイズがある点に注意します。数字の書かれたアイコンをタップすることで大きさを切り替えます。ア
イコンがタップされるたびに、アイコンの右下に数字が表示され、オーディオプレイヤーのサイズが変更
されます。small サイズではこのような表示になります。

図 42 - オーディオプレイヤー (small)

ボリュームのコントロールがない点を除いて、先ほどのウィンドウと一緒です。次の画面は large サイズ
のものです。

図 43 - オーディオプレイヤー (large)

large サイズでは normal サイズにはなかった追加機能があります。プレイヤーの下にトラックのプレイリ
ストが表示されタップすることでトラック間をスキップすることができ、順番を入れ替える(トラックの左
側にあるアイコンをタップしてドラッグする)こともできます。プレイリストを編集するには、

鉛筆ア

イコンをタップしてソングエディターのオーディオタブを表示させます。プレイリストを変更するには、
現在表示中のソングにあるトラックのみが対象ですが、

音符ひとつのアイコンをタップします。これが

デフォルトの動作です。現在表示しているセットリスト中の全ソングに含まれるトラックでプレイリスト
を変更するには、

３つの音符アイコンをクリックします。

次に説明すべきはオーディオプレイヤーの設定ダイアログです。この設定を表示するには、

歯車アイコ

ンをタップします。次のような画面が表示されます。

図 44 - オーディオプレイヤーの設定

最後の設定である「Automatically play audio when song is loaded (ソングがロードされたらオーディ
オ再生を開始)」を除いて、オーディオプレイヤーの全設定は全ソングに共通です。あるソングがロードさ
れたら即座にオーディオ再生を開始したい場合は、そのソングをロードした後でこのダイアログを表示し、
このチェックボックスをチェックします。その他の設定を以下説明します。
・ Fade Out (フェードアウト) - オーバレイが閉じられたらオーディオプレイヤーをフェードアウトす
るかどうかを決定します。以下の設定が選択できます。


Never (ネバー) - オーバレイが閉じられてもオーディオプレイヤーは表示されたままです。右
上にある「Ｘ」ボタンをタップしてオーディオプレイヤーを隠すことができます。この場合、ふ
たたびオーディオプレイヤーを表示するにはオーバレイで

ボタンをタップしなければなりま

せん。


With Overlay (オーバレイと同時) - オーバレイが表示されているときにオーディオプレイヤー
を表示し、オーバレイが隠されているときはオーディオプレイヤーも隠します。デフォルトの動
作です。



After 5 Seconds (５秒後) - ５秒間操作しないと、すなわち５秒間オーディオプレイヤーのコン
トロールのどこも触らないでいると、オーディオプレイヤーが隠されます。

・ Fade Out Complete (完全にフェードアウト) - フェードアウトしたときに、オーディオプレイヤー
を完全に非表示にするか、一部見えたままにしておくかを決定します。このオプションがチェックさ
れていなければ、プレイヤーがどれくらい透明になるかを指定できる Transparency (透明度) スライ
ダーが表示されます。
・ Automatically play next track (次のトラックを自動再生) - プレイリスト中の各トラックを続けて
再生するかどうかを決定します。このオプションがチェックされていなければ、現在再生中のトラッ
クを終了するとオーディオプレイヤーは再生を停止します。

・ Switch track when song changes (ソング変更でトラックを切り替え) - ソングが変更されたときに
ト再生中のトラックを切り替えるかどうかを決定します。このオプションが有効な場合、セットリス
ト中のあるソングから別のソングへ切り替えたときに、オーディオプレイヤーは再生を中止し、その
ソングの最初のトラックへ切り替わります。現在のプレイリストにひとつのソングからのトラックの
みが表示されているときは、この設定は効果がなく、他のソングがアクティブになったときに自動的
にプレイリストが更新されるからです。セットリスト中の全トラックを通じて再生したい場合はプレ
イリストの

アイコンをタップします。

・ Show artist with title (タイトルへアーティストも表示) - ソングのタイトルへアーティストを表示
するかどうかを決定します。これが動作するには、オーディオトラックにアーティスト情報が含まれ
ていなければなりません。
オーディオプレイヤーのそのほかのボタンを説明します。
このボタンをドラッグすることで画面上でオーディオプレイヤーを移動できます。オーディオ
プレイヤーの新しい位置は記憶され、次回 MobileSheetsPro を起動したときに自動的に呼び
戻されます。
a-b ループを有効にします。それまでに a-b ループが設定されていれば、オレンジ色の垂直の
バーでループの開始位置と終了位置を表示します。
a-b ループの開始位置・終了位置を設定します。まず、スライダーをドラッグしてトラックを
ループの開始位置まで移動します。

アイコンをタップしてループの開始位置をセットしま

す。オレンジ色の垂直のバーが開始位置に表示されます。スライダーでループの終了位置まで
移動して

アイコンをタップします。a-b ループを有効にしないと、開始・終了位置は表示さ

れないので、ループを確認するにはまず有効にしなければなりません。
ボリュームをミュートするかミュート解除します。このアイコンの右側にあるスライダーでボ
リュームを調整できます。ボリュームがミュートされていると、アイコンは

斜線付きで表示

されます。
前のトラックへ移動します。現在のプレイリストに曲がひとつだけの場合は何の効果もありま
せん。
トラックを巻き戻します。一度おすごとに５秒戻ります。押しっぱなしにすると連続して巻き
戻されます。
現在のトラックの再生を一時停止します。トラックが一時停止中にここをタップすると、再生
が再開されます。
現在のトラックを再生します。トラックが再生中にここを再びタップすると、トラックの最初
から再生を再開します。
現在のトラックの再生を停止します。

トラックを早送りします。一度おすごとに５秒進みます。押しっぱなしにすると連続して早送
りされます。
次のトラックへスキップします。現在のプレイリストに曲が一つしかない場合はナンの効果も
ありません。
リピートモードを設定します。ここを一度タップすると、現在のプレイリストを繰り返します。
もう一度タップすると、現在のトラックを繰り返します。もう一度タップすると、リピートが
解除されます。

メトロノームウィンドウ
オーバレイから起動が可能な完全に実装されたメトロノームが MobileSheetsPro には含まれて
います。メトロノームには複数の表示モード、サウンド効果、テンポやビートをコントロールす
るオプションがあります。メトロノームウィンドウは以下のような画面です。

図 45 - メトロノームウィンドウ

メトロノームウィンドウには、テンポ調整、拍子記号、ビート分割、サウンド効果、アクセントの有無、ボ
リュームの設定があります。音か表示のみにしたい場合に再生モードの設定もできます。一番上にはタッ
プでテンポをセットできるボタンがあり必要であればテンポをダイアルでも入力できます。テンポスライ
ダーで簡単に設定ができ、左右にある＋とーのボタンで一度に 1bpm ごとにテンポを調整できます。サウ

ンドパックを選択することでそれぞれのビートにどんなサウンド効果を適用するか指定できます。以下の
サウンドパックが含まれています。
・ Wooden Metronome (木のメトロノーム)
・ Ping (ピン)
・ Digital Metronome (デジタルメトロノーム)
・ Hi-Hat (ハイハット)
・ Kick and Hi-Hat (キックとハイハット)
・ Bongo (ボンゴ)
・ Cowbell (カウベル)
・ Metal Metronome (金属のメトロノーム)
・ Woodblock (ウッドブロック)
「Accent First Beat (最初のビートにアクセント)」がチェックされていると、小節を区別できるよう各小
節の最初の拍は別の音がなります。
左上のウィンドウには複数のアイコンがあります。最初のアイコン

はメトロノームの再生設定を表示し、

次のような画面です。
図 46 - メトロノームの再生設定

メトロノームの再生設定は各ソングごとに行います。メトロノームの動作を、ロードしたソングやセット
リストごとに変更できます。各設定を以下に説明します。
・ Auto-Start (オートスタート) - ソングがロードされたらすぐメトロノームをスタートするかどうか
を決定します。ソングがセットリストの一部であれば、そのソングが表示されたらすぐにメトロノー
ムがスタートします。
・ Count In (カウントイン) - メトロノームがどれだけカウントしてから止まるかを設定します。カウ
ント中にメトロノームが停止されると、カウントをスキップします。必要であればカウントを無視し

て止まることなくメトロノームを動作させ続ける便利なやり方です。


# of beats to count (カウントする拍数) - Count In が有効な場合に、メトロノームが止まる
までカウントするビートの拍数です。

・ Auto-Turn Pages (自動ページめくり) - ページに設定された拍数を過ぎたらメトロノームがページ
を自動的にめくるかどうかを決定します。
・ Apply to all songs in setlist (セットリスト中の全ソングへ適用) - オートスタート、カウントイン、
カウントする拍数、自動ページめくりの全設定を、現在のセットリスト中の全ソングへ適用します。
・ # of beats on current page (現在のページ中のビート数) - 現在表示されているページが何拍で構
成されているかを決定し、自動ページめくり設定で参照されます。メトロノームがこの拍数をカウン
トすると、ページがめくられます。ソング中の各ページごとに設定しなければなりません。
・ Apply to all pages in current song (現在のソングの全ページへ適用) - 「現在のページ中のビート
数」の設定値を全ページへ適用します。
メトロノームウィンドウの左上にある次のアイコン

は、メトロノームの表示設定を変更するの

に使います。表示設定は次のような画面です。

図 47 - メトロノームの表示設定

最初のドロップダウンで４つの表示モードを切り替えます。LEDs(LED)、Glow(光)、Metronome(メトロ
ノーム)、Circle(円)です。Metronome 以外の各モードは、その下のドロップダウンで色を変更できます。
ドロップダウンの隣にある四角をタップして任意の色を選択することもできます。４つの表示モードの違
いを理解するために、各モードの画面と一緒に説明してみます。
LED:

LEDs は四角い色の箱を画面の上に順番に並べて表示します。箱の数は現在の拍子記号の拍数に一致しま

す。「Accent First Beat (最初のビートでアクセント)」が有効なときは、最初の箱はオレンジ色で、他の
箱は指定した色で表示されます。

Glow:

Glow はビートにあわせて、スクリーン全体へ色づけした箱を表示します。LED と同様、アクセント設定が
されていれば最初のビートはオレンジ色で表示されます。

Metronome:

メトロノームは画面の左上に小さなメトロノームを表示します。メトロノームの腕が拍ごとに左右へ揺れ
ます。

Circle:

サークルでは点滅する円が画面の左上隅に表示されます。拍の頭で表示され、すぐにフェードアウトしま
す。他の表示モード同様、アクセントが設定されていれば最初のビートはオレンジ色の丸で表示されます。
メトロノームの一番上に

アイコンがあります。このアイコンをタップすると、新しいテンポ設定が現在

表示されているソングへ追加されます。ソング中に複数のテンポチェンジが含まれている場合に、現在の
ソング中でテンポを切り替えるのに利用できます。テンポラベルの右側にドロップダウンが表示され、ど
のテンポを適用するかを選択できるようになります。また、ウィンドウの上にある

アイコンをタップし

てテンポ設定を削除できます(複数のテンポが設定されているときのみ)。タッチやペダル操作へテンポ切
替を割り当てることで、テンポをすぐに変更することができます。指定された拍数を過ぎたら自動的にテ
ンポを切り替える機能は、将来追加される予定です。
Snippet (スニペット) ツール
ソングの一部を切り出して新しくソングを作り出すのに非常に便利なツールです。ソングオーバレイの左
下にあるポップアップメニュー

をクリックして起動できます。複数のソングを含んだ PDF では、同じ

PDF ファイルを共有する複数のソングへ切り分けるためにスニペットツールを利用できます。スニペット
ツールの画面はこんな感じです。

図 48 スニペットツール

この画面で、新規に作成するソングの名前と、現在表示中のソングのどのページ範囲から作成するかを指
定します。指定するページ範囲は、
「１」から隣に表示される「Pages in File (ファイル中のページ数)」ま
での間でなければなりません。範囲は連続している必要はなく、特定のページのみが必要であれば「1,3,57,9」のように指定できます。
「Copy Metadata (メタデータをコピー)」で、作成される新規ソングへ現在

のソングと同じメタデータ(アーティスト、アルバム名、ジャンルなど)を設定するかどうかを決定します。
同様に、「Copy Annotation (アノテーションをコピー)」は新規ソングへ現在のソングのアノテーション
をコピーするかどうか決定します。「Load Snippet After Creation (作成後にスニペットをロード)」をチ
ェックすると、新規ソングは作成後すぐにソングディスプレイへロードされます。「Edit Snippet After
Creation (作成後にスニペットを編集)」をチェックすると、新規ソング用にソングエディターの画面が表
示されます。
クイックアクションボックス
ソングディスプレイの右下隅(場所はこの画像を見てください)をタップすると、クイックアクションボッ
クスが表示されます。クイックアクションボックスにはオーディオプレイヤーの開始・停止、メトロノー
ム、自動スケーリング、パフォーマンスモードなどのボタンが集められています。必要に応じてアクショ
ンを選択可能なボタンもひとつ含まれています。以下のような画面です。

図 49 - クイックアクションボックス

操作しないまま数秒たつと、クイックアクションボックスは自動的にフェードアウトします。各ボタンご
とに以下のアクションが設定されています。
メトロノームをオンにする。このアイコンを長押しすると、メトロノームウィンドウが表示さ
れます。
オーディオプレイヤーにロードされているトラックの再生を開始する。このアイコンを長押し
すると、オーディオプレイヤーが表示されます。
セットリストウィンドウを表示する。このアイコンを長押しすると、アイコンのアクションを
以下のいずれかに変更できます。
・ Show setlist window (セットリスト画面の表示) - セットリストウィンドウを表示しま
す。
・ Show bookmarks (ブックマークを表示) - ブックマークウィンドウを表示します。
・ Add new song to setlist (セットリストへ新規ソングを追加) - セットリストがロードさ
れていれば、現在表示中のセットリストへ追加するソングを指定するダイアログが表示さ
れます。ソングがロードされていれば、ソングを追加するセットリストの一覧が表示され
ます。
・ Pause setlist for request (リクエストに応じてセットリストを中断) - 観客リクエストの
項目で説明しています。
・ Quick find song (ソングを探す) - ソングを探す画面を表示し、それをロードします。

・ Edit song (ソングの編集) - 現在表示中のソングをソングエディターで編集します。
・ Settings Screen (設定画面) - 設定画面を表示します。
・ Set Pedal Actions (ペダルアクションの設定) - ペダル操作を設定する画面を起動します。
・ Toggle Night Mode (ナイトモード切替) - 白地に黒ではなく、黒地に白で表示するよう
カラーを反転したナイトモードへ切り替えます。
・ Annotate Song (ソングへアノテーション) -現在表示中のページをアノテーションエディ
ターで開きます。
・ Change Text File Settings (テキストファイル設定の変更) - テキスト表示設定の画面を
起動します。テキストファイルがロードされていれば、そのテキストファイルの設定が変
更され、そうでなければテキストファイル用のデフォルト設定が変更されます。
アイコンの機能が「Show setlist window」以外に変更されているときは、カスタムのユーザ
ーアクションが設定されていることを示す

アイコンに表示が変更されます。

自動スクロールを開始する。このアイコンを長押しすると、自動スクロール設定が表示されま
す。
パフォーマンスモードのオンとオフを切り替えます。パフォーマンスモードが有効な間は、オ
ーバレイが無効になり、画面を押してもページ変更しかできません。

ライブ演奏時にはパフォーマンスモードを有効にしたいでしょうし、オーバレイとズームが無効になりま
す。パフォーマンスモードが有効な間はクイックアクションボックスが非常に重要で、それ以外の方法で
はアクセスできない機能へのアクセスを提供するからです。
自動スクロール
MobileSheetsPro のもっとも便利な機能のひとつがペダルか自動スクロール機能を使ったハンズフリーな
再生機能です。自動スクロールの設定内容は多彩で、適切なポーズを含めたスクロールやページめくりを
設定することができます。自動スクロール機能は垂直スクロール表示モードでは特に素晴らしく、ゆっく
りしたペースで連続的にスクロールさせることができます。自動スクロールはソングごとに異なった設定
ができるため、特定のふるまいに対する細かな微調整が可能です。セットリスト中で新しいソングに達す
るとスクロールは自動的に停止するため、ソングが終わった後にどんどんスクロールが遠くへ進んでしま
う危険はありません。自動スクロールはいくつかの方法で開始することができます。
・ オーバレイ上の

アイコンをタップして、「Start Scrolling (スクロール開始)」をタップする。

・ 右下隅をタップしてクイックアクションボックスを表示し、

アイコンをタップする。

・ タッチやペダル操作へ、「Start or stop scrolling (スクロールの開始と停止)」を割り当てる。
自動スクロールの設定を変更するには、オーバレイ上の

アイコンをタップして「Scroll Settings (スク

ロール設定)」をタップするか、クイックアクションボックスの
画面が表示されます。

アイコンを長押しします。次のような

図 50 - 自動スクロール設定

各設定を以下で説明します。
・ Scroll Behavior (スクロール動作) - 各ページがどのようにスクロールされるかを指定します。３つ
のモードがサポートされています。


Scroll and Pause (スクロールしてポーズ) - 「Scroll Amount」で指定した割合で各画面がスク
ロールされ、「Pause Duration」で指定された時間だけポーズします。



Scroll and Pause After Page Turn (スクロールしてページめくり後ポーズ) - 各ページが最後
までスクロールされた後、ページがめくられ、自動スクロール機能は「Pause Duration」に指定
されたセクション分だけポーズします。



Scroll Continuously To End (最後までスクロール) - 自動スクロール機能は、ソングの最後に
達するまで連続的にスクロールさせページをめくります。

・ Pause Duration (ポーズ時間) - スクロール動作の設定に従って、スクロール中のポーズ時間を秒数
で指定します。
・ Scroll Speed (スクロールスピード) - 画面がスクロールされる速さです。画面上のどれだけのぶんを
スクロールするかを決定する「scroll amount (スクロール量)」の設定と組み合わせて、どのくらいの
量を、どれだけの速さでスクロールするかを決定します。設定可能な値は以下のとおりです。それぞ
れの説明の最初の値は「Scroll and Pause」モードでのスクロールあたりの時間で、二番目の値は他
のモードを利用した際のページあたりの時間を意味します。


Slowest (もっとも遅い) - スクロールあたり６秒、ページあたり９０秒。



Slower (より遅く) - スクロールあたり５秒、ページあたり７５秒。



Slow (遅く) - スクロールあたり４秒、ページあたり６０秒。



Medium (中くらい) - スクロールあたり３秒、ページあたり４５秒。



Fast (速く) - スクロールあたり２秒、ページあたり３０秒。



Faster (より速く) - スクロールあたり１秒、ページあたり１５秒。



Fastest (もっとも速く) - スクロールあたり０．５秒、ページあたり７．５秒。



Immediate (すぐに) - スクロールは突然行われます(アニメーションしません)。



Fixed Duration (一定) - Fixed Duration (固定時間)で設定した時間でスクロールします。



Use Metronome (メトロノームを使用) - 現時点のメトロノームのテンポにしたがってスクロ
ールします。基本ルールは、四小節分の秒ごとに一回スクロールします。

・ Fixed Duration (固定時間) - スクロールスピードを「Fixed Duration」に設定したときの、スクロー
ル量あたりあるいはページあたり(スクロール動作の設定次第)の秒数です。
・ Scroll Amount (スクロール量) - 「Scroll and Pause」動作で一回あたりスクロールするページの割
合です。
・ Time Before Scrolling Starts (スクロール開始までの時間) - スクロールが始まるまで待つ秒数です。
・ Start Scrolling When Song Loads (ソングがロードされたらスクロールを開始) - ソングがロード
されたらすぐに自動スクロールを開始します。
・ Apply To (適用先) - 設定したスクロール設定を、現在のソング、現在のセットリスト中の全ソング、
ライブラリー中の全ソング、のいずれかへ適用します。
・ Set as Default (デフォルトに設定) - 現在設定中のスクロール設定を、今後の新規ソング用のデフォ
ルト値として設定します。
ページスライダー
ソングオーバレイの一番下にはページスライダーと呼ばれる、表示中のページを変更するスライダーがあ
ります。ソングがひとつだけロードされているときは、ページスライダーは現在のページ位置とソングの
合計ページ数を表示します。セットリストがロードされているときは、ページスライダーはセットリスト
中の全ソングのページ数を合計したページ数に対する現在のページ数を表示し、スライド上では現在のソ
ング上の位置を表示します。スライダーを操作するために押すとスライダー上にプレビューウィンドウが
表示され、ボタンを離す前にどのページへ切り替わるかが表示されます。プレビューウィンドウはこんな
感じです。

図 51 - ページスライダーでのプレビュー

通常、オーバレイが表示されているときしかスライダーは表示されません。常にページスライダーを表示
したい場合は、表示設定で変更することができます。反対に、ページスライダーが気に入らなければ常に
表示しないことも選べます。
移調
テキストファイルを表示しているときは、ソングオーバレイの右上に

アイコンが表示されます。このア

イコンをタップするとテキストファイルの移調用のダイアログが表示されます。こんな画面です。

図 52 - 移調ダイアログ

移調ダイアログは本来シンプルです。別のキーへ移調するには、必要なキーが表示されるまで左右の矢印
をタップするだけです。半音上のキーへ移調したい時は
移調したい時は

アイコンをタップします。逆に半音下のキーへ

アイコンをタップします。最初に表示されていたキーへリセットするには、リセットボ

タンをタップします。
現在表示中のソングのコードを移調する音程差は現在選択されている移調キーと開始時のキーとの差が適
用されます。開始キーは設定で指定するアルゴリズムで通常は判断されますが、ソングの開始キーを調整
する必要があるときは、
「Set Starting Key (開始キーの設定)」ボタンをタップして移調キーを指定するの
と同様な方法で開始キーを選択します。
テキストファイル設定
テキストファイルの表示中は、ソングオーバレイの右上に

アイコンが表示されます。このアイコンをタ

ップすると選択肢が２つ表示されます。Text Display Settings (テキスト表示設定)と Edit File (ファイル
編集)です。最初の項目は現在表示中のテキストの表示設定を変更できます。テキスト表示設定の画面は以
下のようになっています。

図 53 - テキスト表示設定 (左はシンプル、右は高度)

上に表示しているように、ダイアログにはシンプルと高度の二種類があります。画面の一番上に切り替え
ボタンがあり、デフォルトはシンプルです。ほとんどのユーザーで不要な設定が、シンプルでは表示され
ないことが唯一の違いです。設定で値を変更すると、裏側に表示されているファイルへすぐに反映されま
す。OK ボタンがクリックされるまでは変更は適用されません。各設定は以下のとおりです。
・ Font (フォント) : テキストファイル用のフォントを変更します。利用できるフォントの一覧は以下の
とおりです。すべてのフォントがすべてのデバイスで利用できるわけではありません。デバイス上で
利用可能なフォントのみが表示されます。


System Default (システムのデフォルト) - コントロールとラベルのすべてで、デフォルトのシ
ステムフォントを使います。



Monospace (モノスペース) - 固定幅のフォントを使います。美的見地からは望ましくないもの
ですが、ギターのタブ譜やそのほかの各文字が同じ幅でなければならないようなコンテンツで非
常に便利で、各行が正しく並びます。



Sans Serif (サンセリフ) - 多くのタブレットではシステムデフォルトと一緒です。



Serif (セリフ) - サンセリフよりやや幅の広いキレイなフォントです。



Light (ライト) - 通常のサンセリフよりも細いフォントです。



Condensed (コンデンス) - サンセリフよりも文字間の狭いフォントです。



Condensed Light (コンデンスライト) - 通常のサンセリフよりも細く、文字間の狭いフォント
です。



Thin (シン) - 非常に細いフォントです。



Medium (ミディアム) - サンセリフより太いフォントで、より暗くなります。



Black (黒) - ミディアムよりさらに太いフォントで、さらに暗くなります。

・ Title Size (タイトルのサイズ): chord pro 書式で指定されていない限り、ファイルの一番先頭の行を、
タイトルとして表示する際のフォントのサイズです。
・ Meta Size (メタデータのサイズ): サブタイトルやアーティストなどの情報を表示する際のフォント
サイズです。
・ Lyric Size (歌詞のサイズ): 歌詞を表示するときのフォントサイズです。
・ Chord Size (コードのサイズ): コードを表示するときのフォントサイズです。
・ Line Spacing (行間): 歌詞とコードとの間の間隔です。割合で指定します。
・ Chord Highlight (コードの強調): コードの背景に表示する色です。白以外の色を選択すると、コード
を強調するために背景に塗りつぶした四角が表示されます。
・ Chord Color (コードの色): コード用に使う色です。歌詞と区別するのに役立ちます。
・ Capo (カポ): 現在表示しているソングのカポ設定を変更します。カポは移調ととても似ており、表示
されるコードを変更します。「Modulate Capo Down (カポ分を下げる)」の設定をテキストファイル
設定中で有効にしておくと、カポで設定した音程分だけコードは低く下げられます。例えば、通常時
のコードがＣで、カポ値が３の場合、コードはＡとして表示されます。ギターの第三フレットにカポ
をつけているときにＣを演奏したいときはＡのコードを演奏しないと一緒にならないからです。
「Modulate Capo Down」が無効な時は、コードはＥｂと表示され、第三フレットにカポをつけてい
るときにＣを演奏するとカポなしの時のＥｂと同じだからです。
・ Apply To (適用先): 設定の適用先を、表示中のファイル、表示中のソングの全ファイル、セットリス
ト中の全ファイル、ライブラリー中の全ファイルから選択する、ポップアップが表示されます。
・ Set as Default (デフォルトに設定): デフォルトのテキストファイル設定を置き換えます。
・ Reset (リセット): このダイアログを表示したときの値へ全設定をリセットします。
・ Auto-Size Font (フォントの自動サイズ): 各行が重ならない範囲で最大のフォントサイズを利用しま
す。無意味に大きなフォントサイズが選択されることを避けるために、「Maximum Auto Font Size
(最大自動フォントサイズ)」はデフォルトでは３０に設定されています。計算されたフォントサイズ
が３０を超えていても、３０が使われることを意味します。
いくつかのケースではテキストファイルの表示設定は現在表示中のテキストファイルの設定ではなく、デ
フォルトのテキスト設定を変更することがあります。このような場合、カポ設定は表示されません。
CHORD PRO ファイル
Chord pro ファイルはテキストベースのファイルでプログラムへの読み込み指示(ディレクティブ)が含ま
れています。これによりプログラムは、テキストのうちタイトルを大きくしたり、コードを歌詞と同じ行
ではなく上に並べて表示したりといった処理ができるようになります。通常のテキストファイルよりもと
てもパワフルなことができます。MobileSheetsPro はテキストファイルで同じような機能(例えばコード

を歌詞の上に置く)を実現できないかトライしましたが、多くの機能は Chord Pro ファイル固有のもので
す。これが、歌詞とコードとを組み合わせたフォーマットとして MobileSheetsPro が推奨する形式が
Chord Pro ファイルである理由です。Chord Pro の書式については http://www.chordpro.org を参照し
てください。
MobileSheetsPro は通常のほとんどのディレクティブをサポートし、いくつかカスタムのものもサポート
します。以下の表はどのコマンドをサポートし、どういう効果を持つかを説明した表です。最初の列に複
数の値が含まれる場合がありますが、どれでも同じ効果です。どれでも使いたい方を使ってかまいません。
{title:text}, {t: text}

ドキュメントのタイトルを設定します。通常、一番上に大きなフォントで
表示されます(フォントサイズを変更できます)。

{subtitle:text},

サブタイトルを設定します。メタデータ用のフォントサイズを使って、タ

{st:text}, {su:text}

イトルの下へ表示されます。

{album:text}, {a:text}

アルバム名を設定します。ファイルが最初にインポートされた時点でソン
グのアルバム情報へ展開されます。

{artist:text}

アーティストを設定します。タイトルとサブタイトルの下に表示されま
す。メタデータ用のフォントサイズが使われます。最初にインポートされ
た時点で自動的にソングのアーティスト情報へ展開されます(「Use Fields
for Songs」設定の項目を参照してください)

{key:text}

ソングのキーを設定します。コードを移調する際に重要です。最初にイン
ポートされた時点で自動的にソングのコード情報へ展開されます(「Use
Fields for Songs」設定の項目を参照してください)。

{capo:number}

ソングのカポ設定です。

{tempo:number}

ソングのテンポ設定です。最初にインポートされた時点で自動的にソング
のテンポ情報へ展開されます(「Use Fields for Songs」設定の項目を参照
してください)。

{time:text}

ソングのシグネチャ日付です。最初にインポートされた時点で自動的にソ
ングのシグネチャ情報へ展開されます(「Use Fields for Songs」設定の項
目を参照してください)。

{duration:number}

ソングの演奏時間です。最初にインポートされた時点で自動的にソングの
時間情報へ展開されます(「Use Fields for Songs」設定の項目を参照して
ください)。

{comment:text},

ファイル中にコメントを記入でき、斜体で表示されます。

{c:text},
{guitar_comment:text},
{gc:text}
{start_of_chorus},

コーラス(サビ)の開始を指定します。コーラス部分は「Chorus」と上に表

{soc}

示されインデント表示されます。コーラス部分は {chorus} コマンドで
繰り返すことが出来ます。

{end_of_chorus}, {eoc}

コーラスの終了を指定します。

{start_of_tab}, {sot}

タブ譜の開始を指定します。ここから終了位置までの間のテキストはすべ
てモノスペースの(幅が一定の)フォントで表示されえます。ギターのタブ

譜のように各文字が同じ幅で表示され列を綺麗に並ばせたい場合に便利
です。
{end_of_tab}, {eot}

タブ譜の終了を指定します。

{tabsize:number}

タブ表示に使うフォントサイズを設定します。ファイルが最初にインポー
トされたときだけ処理されます。

{copyright:text}

各ページの一番下に、太い大文字で著作権表示がされます。

{footer:text}

指定したテキストが各ページのフッター領域に表示されます。

{book:text}

{album}と同じです。

{textsize:number}

使用されるフォントサイズを指定します。ファイルが最初にインポートさ
れたときだけ処理されます。

{textfont:text}

使用するフォントを指定します。ファイルが最初にインポートされたとき
だけ処理されます。以下のいずれからのみ選択できます。
・Monospace
・Sans Serif
・Serif
・Light
・Condensed
・Condensed Light
・Thin
・Medium
・Black
すべてのフォントがあらゆるタブレットでサポートされるわけではない
点に注意してください。いくつかのフォントは最新の OS バージョンで導
入されたものです。

{chordsize:number}

コード用に使用されるフォントサイズです。

{chordfont:text}

コード用に使用されるフォントです。利用可能なフォントは {textfont}
を参照してください。

{highlight:text}

与えられたテキストを、黄色い背景をつけて強調表示します。

{chorus}

{soc}から{eoc}で指定されたコーラス部分を繰り返します。サビの部分
を何度も同じファイル中でコピーしなくても繰り返せて便利です。

{chorussize:number}

コーラス部分のフォントサイズです。ファイルが最初に読み込まれたとき
だけ処理されます。

{new_page}, {np}

ページ分けが行われ、このコマンドの先の部分は新しいページに表示され
ます。

テキストファイルエディター
MobileSheetsPro には新しくテキストや chord pro ファイルを作成したり、既存のファイルを編集するテ
キストエディターが組み込まれています。新規ファイルを作成するには、まずソングエディターのアクシ
ョンバーで「New (新規)」をタップしてファイルタブにある

アイコンをタップし、ソングを最初に作っ

ておかなければなりません。新規ファイルの名前を求められ、MobileSheets ストレージの適切なフォルダ
ーへ配置されます。現在表示しているソングにファイルが何も含まれていない状態でも新規ファイルを作

成することができます。テキストか chord pro ファイルを使ったソングが編集されていれば、同じアイコ
ンで既存のファイルを編集できます。同様に、テキストか chord pro を使ったソングが表示中であれば、
ソングオーバレイにある

アイコンを使ってテキストファイルを編集できます。

テキストエディターは、画面の中央にファイルコンテンツが表示され、画面上のアクションバーにいくつ
かのアイコンが表示された状態で、次の図のような画面になります。

図 54 - テキストファイルエディター

一番上にあるオプションを説明します。
・ Move (移動) - コードの移動モードにします。chord pro ファイルを編集しているときのみ表示され

ます。このモードでコードをタップすると、全コードが選択され(括弧も含め)コードを左右に一文字
ずつ移動するスライドバーが表示されます。ファイル中のコード位置を簡単に移動できます。ツール
バーの「Ｘ」ボタンをタップすると次のコードがタップされるまでコード表示を隠します。
・ Transpose (移調) - ファイル中のコードを移調します。ソングオーバレイにある移調ダイアログと同
じ操作が可能で、矢印アイコンをタップしてキーを変更したり必要であれば半音上げ下げできます。
・ Insert (挿入) - ファイルへコードやいろいろなタグを挿入し編集を容易にします。chord pro ファイ
ルの編集時にのみ表示されます。


Chord (コード) - コード表記用の括弧を挿入しその中間にカーソルを移動させ、コード名が記
入出来る状態になります。



Comment (コメント) - {comment:}タグを挿入し、コロンの後ろへカーソルを移動させます。



Chorus Section (コーラスセクション) - {start_of_chorus}と{end_of_chorus}タグを挿入し、
カーソルをその間の行に移動します。



Tab Section (タブセクション) - {start_of_tab}と{end_of_tab}タグを挿入し、カーソルをそ
の間の行に移動します。



Repeat Chorus (コーラス繰返し) - コーラスの繰返しを意味する{chorus}タグを挿入します。

・ Save (保存) - ファイルに加えた変更をすべて保存しエディターを終了します。
・ Cancel (キャンセル) - ファイルに加えた変更をキャンセルしエディターを終了します。
・ Preview (プレビュー) - 編集したテキストや chord pro ファイルが通常のソング表示時にどのよう
に見えるかをプレビューします。
ネクストソングバー
セットリストでは、ソングの最後のページに来たときに、次になにが来るかわかると非常に便利です。こ
れを使いやすく邪魔にならないよう実現したのが、ネクストソングバーです。ソングの最後のページまで
来ると画面の一番上にネクストソングバーが表示され、次のソングのタイトルを表示します。設定次第で、
ネクストソングバーは数秒後にフェードアウトします。常に次のソングが何かを知っておきたい場合は、
ネクストソングバーを常に表示しておく設定も可能です。次の画像がネクストソングバーの表示例です。

図 55 - ネクストソングバー

ネクストソングバーの設定は、バーの一番右にある

アイコンをタップします。次のような画面が表示さ

れます。

図 56 - ネクストソングバーの設定

「Show Next Song (次のソングを表示)」で、いつネクストソングバーが表示されるかを決定します。以

下から選択します。
・ Never (しない) - ネクストソングバーは表示されません。
・ On page before next song (次のソングの前のページ) - 現在表示中のソングの最後のページが表示
された時だけネクストソングバーを表示します。
・ Always (常に) - 常にネクストソングバーを表示します。
「Fade Out (フェードアウト)」設定はネクストソングバーがフェードアウトするまで何秒間表示するかを
決定します。以下から選択します。
・ Never (しない) - ページをめくるまでバーはずっと表示されます。
・ After 2 Seconds (２秒後) - ２秒後にバーがフェードアウトします。
・ After 3 Seconds (３秒後) - ３秒後にバーがフェードアウトします。
・ After 4 Seconds (４秒後) - ４秒後にバーがフェードアウトします。
・ After 5 Seconds (５秒後) - ５秒後にバーがフェードアウトします。
・ After 10 Seconds (１０秒後) - １０秒後にバーがフェードアウトします。
「Text Size (テキストサイズ)」設定はネクストソングバーで使われるフォントサイズで、
「Text Color (テ
キストカラー)」は色を指定します。最後の、
「Background Color (背景カラー)」はネクストソングバーの
背景色に使われるカラーです。
ネクストソングバーを見たことがなければ、おそらく無効にされています。ディスプレイ設定で、「Show
Next Song Indicator (ネクストソング情報を表示)」を選択します。「Show Next Song (ネクストソング
を表示)」ダイアログで上と同じ設定が可能です。
セットリストとソングのノート(メモ)を表示
ソングオーバーレイの左上にある

アイコンをタップすると、次のような画面が表示されます。

図 57 - ノート画面

ノートはそれぞれのソングやセットリストごとに保存できます。どちらの場合も、「Show notes when
loaded (ロード時にノートを表示)」を有効にしておけば、ソングやセットリストが読み込まれたときに含
まれているノートが表示されます。このボックスをチェックすると、ドロップダウンが表示され、どれく
らいの時間ノートのポップウィンドウを表示するかを指定できます。ポップはタップされるか指定した時
間が経過するまで表示されます。セットリストが読み込まれている状態でノート画面を表示させると、現
在表示中のセットリストのノートか、表示中のソングのノートか、どちらを編集するのか選ぶ「Type (種
類)」のドロップダウンが表示されます。個別のソングを読み込んでいるときは一番上のドロップダウンは
表示されず、表示中のソングのノートが編集されます。「Text Size (テキストサイズ)」と行揃えも、ソン
グとセットリストの両方のノートで指定できます。テキストサイズをタップすると次のような画面が表示
され、テキストサイズの変更と、複数のソングへの反映や、デフォルト値の変更などができます。

図 58- ノートのテキストサイズ設定

パフォーマンスモード
ライブ演奏時は、アクシデントの原因になるような MobileSheetsPro の不要な要素はできるだけ無効にし
ておきたいものです。このためにパフォーマンスモードが用意されました。パフォーマンスモードを有効
にすると、オーバレイとズーム機能が無効になり、ページをタップするとオーバレイを表示するのではな
くページめくりをします。コーナー部分や上下へのタッチ操作は通常どおり可能で、オーディオプレイヤ
ーやメトロノームを稼働させるクイックアクションボックスも利用可能です。パフォーマンスモードにす
るには、右下をタップしてクイックアクションボックスを開き、
ー画面に戻ってフローティングツールバーにある

アイコンをタップするか、ライブラリ

アイコンをタップします。パフォーマンスモードを

有効にすると、通常ライブ中にファイブラリーに変更を加えることはないのでライブラリー画面のアクシ
ョンバーが隠されます。

MobileSheetsPro の重要な機能のひとつに様々な方法で音楽へ記入できるものがあります。アノテーショ
ンエディターと呼ぶ画面を通じて実現されています。ソングがロードされると、三本指でタップするかソ
ングオーバレイの

アイコンをタップすることでアノテーションエディターを起動できます。このよう

な画面です。

図 59 - アノテーションエディター

アノテーションエディターを初めて起動すると、どのツールが選択されているかに応じたオプション画面
が表示されます。上の例では、ペンが選択されているためペン設定のウィンドウが表示されています。ハ
イライトツールが選択されていれば、ハイライト設定ウィンドウが表示されます。アノテーションエディ
ターでは以下のツールが利用できます。
選択モードを有効にし、各アノテーションをタップするか、ボックス選択することで１
つ以上のアノテーションを選択できます。アノテーションが選択されると、このモード
中でそれらを移動したりリサイズすることができます。押して離すことでポップアップ
メニューが表示される唯一のモードでもあり、アノテーションのコピー＆ペーストに便
利です。
パンを有効にします。楽譜が画面サイズより大きい場合(ズームインしていることを意
味します)にこのツールでページのどの部分を表示するか簡単に変更できます。ページ

をドラッグするだけで移動します。直前まで選択していたツールとパンツールとを切り
替えるには、二本指でタップします。元のツールに戻るには再び二本指でタップします。
ズームはピンチ操作で行います。
ドローモードにし、フリーフォーム、直線、四角、円を描くことができます。ドローモ
ード固有のオプションが多数あり、あとで説明します。
ハイライトモードになり、楽譜の上に透明なカラーで描くことが出来ます。必要であれ
ばハイライトカラーと透明度を変更することができます。
テキストボックスモードになり、画面上にテキストをタイプすることができます。テキ
ストを表示するだけでなく、テキストボックスは枠線をつけて塗りつぶすこともできま
す。
スタンプモードになり、楽譜上にさまざまな音楽記号を置くことができます。近い将来
に、これらの画像はフォントベースの高品質なスタンプに置き換えられる予定です(ど
んなサイズへも綺麗に拡大縮小できることを意味します)。さらに、ユーザー定義のカス
タムスタンプもサポートされる予定です。
スポイトツールで、楽譜上や任意のアノテーションから色をピックアップできます。タ
ップした場所の色が前景色に設定されます。
消しゴムモードです。四角で囲んだ範囲に応じて、描画の一部を消したり、アノテーシ
ョン全体を消すこともできます。

これらのツールに加え、画面一番上には他にもアイコンがあります。
で行った操作のアンドゥー(取消し)とリドゥ(実行)です。

と

と

のアイコンは、エディター

のアイコンは前のページや次のページ

へ切り替えるのに使います。エディター上で編集操作を行った後にこれらのアイコンをタップすると、変
更を保存するか確認を求められますが、後で説明する「Auto-saved on Page Turn (ページめくりで自動
保存)」を有効にしておくこともできます。最後の

アイコンは追加設定を表示するもので、以下のような

項目を含んでいます。
・ Show Pen Settings (ペン設定を表示) - 有効にしておくと、ペンツールが選択されたときにペン設定
画面が表示されます。ペン設定ウィンドウを閉じた後でウィンドウを再び表示するにはこのオプショ
ンをタップしなければなりません。
・ Show Highlight Settings (ハイライト設定を表示) - ペン設定のウィンドウと同様ですが、ハイライ
トツール用です。
・ Show Stamp Settings (スタンプ設定を表示) - ペン設定のウィンドウと同様ですが、スタンプツー
ル用です。
・ Show List (リストを表示) - 現在表示されているページ上の全アノテーションをリスト表示し、後で
説明するアノテーショングループを作成することができます。選択モードの時のみこのリストは表示
されます。

・ Show Toolbox (ツールボックスを表示) - ページの一番上に表示されているツールアイコンをすべて
含んだ移動可能なツールボックスを表示します。矢印アイコンをドラッグしてツールボックスを移動
できます。
・ Show Nudge with Select Tool (選択ツールのナッジを表示) - 選択ツールの利用時にナッジツール
を表示します。ナッジツールは４つの矢印アイコンを持つシンプルなウィンドウです。矢印をタップ
したり押し続けると、選択されたアノテーションが矢印の方向へ移動します。楽譜上のアノテーショ
ンの位置決めを厳密に行うことができます。
・ Show Nudge with Other Tools (他のツールでナッジを表示) - 選択ツール以外がアクティブな時に
ナッジツールを表示します。
・ Grid Settings (グリッド設定) - グリッド(格子)に関連する、アノテーションのグリップへのスナッ
プ(くっつける)、グリッドの表示、グリッド間隔を調整するスライドが表示されます。アノテーション
を整列するのに便利な機能です。
・ Stylus Mode (スタイラスモード) - スタイラスペンでのタッチ操作のみを処理し、手で触った操作を
無視するスタイラスモードを有効にします。スマートペンを使っている場合以外はこのオプションを
有効にすべきでなく、タッチ処理が正しく動作しなくなってしまいます。
・ Auto-save on Page Turn (ページめくりで自動保存) - 有効にしておくと、エディター上でのすべて
の変更は他のページへ移動する際に自動的に保存されます。
グループ
アノテーションエディターでは、各ページごとに複数のグループを設定できます。各グループは楽譜上に
おいたアノテーションのセットです。グループの主な利用例は楽譜上に表示された歌詞の間の素早い切り
替えです。まず楽譜上に最初のグループを表示しておき、ソングが繰り返されたら二番の歌詞を表示した
次のグループに切り替える、といったことができます。あるページ上に表示されるアノテーションの一覧
を切り替える必要があるときはいつでも、グループ機能が利用できます。
グループを表示するには、まず選択ツールをアクティブにします。選択リストが表示されないときは、先
ほどの設定で説明した「Show List (リストを表示)」を有効にします。アノテーションリストの画面はこ
んな感じです。

図 60 - グループ画面とツールボックス

上の画面キャプチャでわかるように、楽譜上に書かれたすべてのアノテーションがリスト上に表示されま
す。グループウィンドウのドロップダウンはすべて「１」を表示しており、最初のグループがアクティブ
であることを意味します。別のグループへ切り替えるには、ドロップダウンをタップして、別の数字を選
びます。新しいグループを追加するには

アイコンをタップします。現在のグループ(とそこに含まれるす

べてのアノテーション)を削除するには、リストウィンドウの右上にある

アイコンをタップします。

アノテーションの選択は、リスト上のアイテムをタップすることで手早く切り替えることができます。タ
ップするごとに選択状態が切り替わり、チェックの有無で表示されます。全アノテーションを選択すると
きは、

すべてを選択ボタンを使います。逆に、全アノテーションの選択を解除するには、

すべてを

解除ボタンを使います。選択されたすべてのアノテーションを削除するには、リストウィンドウの右下に
ある

アイコンをタップします。

設定ウィンドウ
ドロー、ハイライト、テキスト、スタンプのいずれかのツールがアクティブな時は、それぞれの設定ウィ
ンドウが表示されます(設定で有効にされている限り)。これらのウィンドウで、線の幅、カラー、テキスト
サイズなどのアノテーションのプロパティを変更できます。設定ウィンドウで値を変更すると、選択され
ているすべてのアノテーションへその変更が反映されます。line width (線の幅)、text size (テキストサ

イズ)、stamp size (スタンプサイズ)をタップすると、値を簡単に設定できるダイアログ画面が表示され
ます。このポップアップウィンドウには新しいサイズでどのように見えるかプレビューも表示されます。
設定ウィンドウ中の「＋」と「ー」のアイコンをタップしてこれらのサイズを変更することもできます。カ
ラー値を変更するには、よく使われるカラーをドロップダウンから選んだり、ドロップダウンの横にある
四角いカラーをタップして自由にカラーを選ぶこともできます。最後に使ったカスタムカラーに戻す場合
はドロップダウンからこの設定を選択します。楽譜や既存のアノテーションから色をピックアップするの
にスポイトツールも利用できます。
同じ種類の複数のアノテーションが選択されていると、設定ウィンドウにはその種類に一致する最初のア
ノテーションの値が表示され、異なる設定値を持つアノテーションがある場合にはその設定値のラベルが
緑色に変化します。
ドローモード
アイコンを選択すると、ページ上に絵を描けます。アクティブなドローモードに応じて何が描かれる
かが決まります。ドローモードを変更するには、ペン設定ウィンドウを有効にし、「Mode (モード)」ドロ
ップダウンをタップします。以下のドローモードがアノテーションエディターではサポートされています。
フリーフォームドローモード。指の移動した軌跡が楽譜上に描かれます。
四角形ドローモード。最初に押した場所から指を離した場所に対応する四角形が描かれま
す。
サークルドローモード。最初に押した場所を中心に指を離した場所までの半径を持つ円が
描かれます。
ラインドローモード。最初に押した場所から指を離した場所まで直線が描かれます。
ドロー中は、ドローモードに応じた設定が適用されます。Line Width (線の幅)はすべてのドローモードに
有効で、描かれる線の太さを決定します。Color (カラー)も同様にすべてのドローモードに有効で、線の色
を決定します。Fill Color (塗りつぶしカラー)は四角形ドローモードとサークルドローモードでのみ有効で、
形状の内側の色を決定します。
「Smooth (スムーズ)」は線のなめらかさの度合いを決めるもので、フリー
フォームドローモードでのみ有効です。ペンタイプのドロップダウンには描かれる線のスタイルに影響す
る複数のオプションがあります。以下のペンタイプがサポートされています。
デフォルトのペンモード。各操作の最後でそのまま終わります。
丸ペンモード。各操作の最後は、半円状の端になります。
角ペンモード。各操作の最後は四角い形状になります。
点線モード。各操作は破線として描かれます。
Pen Alpha (ペンのアルファ値)は各描画ごとの透明度を決定します。小さい値ほど透明になり、高い値ほ
ど透明度が低くなります。既存のフリーフォーム描画を編集するには、フリーフォームを押しっぱなしに
してポップアップメニューを表示させ、編集オプションを選択します。この操作で追加した描画は元々の
もの別々のアノテーションに分離されることなく一緒に単一のアノテーションとして処理されます。

テキストボックス
ツールが選択されると、楽譜上に印刷文字を追加できます。新規テキストボックスを追加するには、テ
キストを配置したい場所で楽譜上に四角形を描きます。デフォルトでは、ボックスの高さはテキストと完
全にぴったりするよう自動調整されます。この機能が余計なときは、自動サイズ機能を無効にすることが
できます(後で説明します)。テキストボックを描いたら、ポップアップ画面が表示されテキストボックス
中に表示したいテキストをタイプすることができます。このウィンドウでテキストボックスのプロパティ
を変更することもできます。ポップアップ画面はこんな感じです。

図 61 - テキストボックスの追加

ポップアップウィンドウでテキストを変更すると、楽譜上でその変更が反映されます。Font (フォント)や
Size (サイズ)、位置揃え、太字、斜体を変更することもできます。

ボタンをタップすると、そのほかの

設定(上の画像で表示されているような)が追加表示されます。
これらの設定には、text color (テキストのカラー)、fill color (塗りつぶしカラー)、auto-size (自動サイ
ズ)設定、border (枠)を表示するかどうか、boder size (枠幅)、border color (枠のカラー)と、opacity
(不透明度)があります。「Auto-size Textbox (テキストボックスの自動サイズ)」はテキストボックスの高
さを表示するテキストに応じて自動的に変更するかどうかを決定します。このオプションを無効にしても
入力したテキストをすべて表示するのに十分な大きさまでリサイズされますが、高さを自分の好きな大き
さまで高くすることができます。Opacity (不透明度)はテキストボックスの透明度を決定します。高い値
ほど透明度が低くなり、低い値ほど透明になります。
既存のテキストアノテーションを編集するには、選択ツールを使ってタップします。複数を一度に編集す
るために、四角で囲んで選択することもできます。複数のテキストアノテーションを編集するときは、テ
キストそのものは変更できず、その他の設定のみが編集できます。

スタンプ
ツールを選択すると、楽譜上へさまざまな画像を置くことができます。現時点では、サポートされるス
タンプは MobileSheetsPro と一緒に提供されるもののみです。将来のバージョンではユーザー定義のスタ
ンプが、組み込み済みスタンプと同様にサポートされる予定です。スタンプの選択を変更するには、画面
下の設定ウィンドウの一番右にあるスタンプのドロップダウンをタップします。たくさんのスタンプのリ
ストが表示されます。使いたいスタンプをタップして、そのスタンプを押したい楽譜上の場所をタップし
ます。スタンプのサイズを変更したい時は、設定ウィンドウの stamp size (スタンプサイズ)の値を変更し
ます。現時点では、楽譜上に押したスタンプの種類を変えることはできず、削除した後で新しいものと置
き換えることしかできません。
アノテーションの移動とサイズ変更
アノテーションを移動したりリサイズするには、まず画面一番上にある

を押して選択モードにします。

アノテーションの移動は、アノテーションの上で指を押し、新しい位置までスライドします。複数のアノ
テーションを一度に移動するには、複数のアノテーションをまず選択しておき、そのうちのひとつを新し
い位置までドラッグすると他の選択されたアノテーションは同じ量だけ移動します。アノテーションをリ
サイズしたい時は、リサイズしたいアノテーションを選択して、そのうちのどれかのリサイズハンドル(小
さな円)を選択し、指をすべらせてサイズを変更します。
アノテーションのコピー
アノテーションをコピーするには、まず画面一番上にある

を押して選択モードにします。続いて、ター

ゲットのアノテーションを押し続けてポップアップメニューを表示させます。コピーを選択します。これ
をペーストするには、楽譜上の貼り付けたい場所を長押ししてポップアップメニューを表示させて、ペー
ストを選択します。
アノテーショングループの切り替え
楽譜を表示しているときに簡単にアノテーショングループを切り替えられるように、アクティブなグルー
プを切り替えるのにタッチとペダル操作の両方ともサポートされます。例えば、左上のコーナー部分に
「Previous Annotation Group (前のアノテーショングループ)」を、右上のコーナー部分に「Next
Annotation Group (次のアノテーショングループ)」を割り当てて、それらのコーナーを押すたびにアノ
テーショングループを切り替えることができます。アノテーショングループを利用する際は、これらの機
能を活用することも考えてみてください。

MobileSheetsPro では、ソングを表示するエリアはアクションを引き起こすいくつかに分けられたタップ
ゾーンとして使われます。これらのゾーンの分けられ方はここで確認できます。それぞれのゾーンごとの
アクションを指定する画面は設定画面を表示して、「Touch & Pedal Settings (タッチとペダル設定)」の
中の「Touch Actions (タッチアクション)」で開きます。次のような画面が表示されます。

図 62 - タッチアクション設定

５つの設定可能なゾーンと、二本指でのタップ、三本指のタップへ、それぞれ以下のオプションが設定可
能です。
・ None (なし) - 何もアクションを起こしません。
・ Previous Annotation Group (前のアノテーショングループ) - 前のアノテーショングループが選択
されます。
・ Next Annotation Group (次のアノテーショングループ) - 次のアノテーショングループが選択され
ます。
・ Start or Pause Audio Player (オーディオプレイヤーの再生・停止) - 停止中であればオーディオプ
レイヤーの再生を開始し、再生中であれば停止します。
・ Show or Hide Audio Player (オーディオプレイヤーを表示・隠す) - 表示されていればオーディオプ
レイヤーを隠し、隠されていれば表示します。
・ Skip to Previous Audio Track (前のオーディオトラックへスキップ) - オーディオプレイヤーで前の
オーディオトラックを再生します。もしプレイリストにひとつしかオーディオトラックがなければ、
何もしません。
・ Skip to Next Audio Track (次のオーディオトラックへスキップ) - オーディオプレイヤーで次のオー
ディオトラックを再生します。もしプレイリストにひとつしかオーディオトラックがなければ、何も

しません。)
・ Start or Stop Metronome (メトロノームの開始・停止) - 停止中であればメトロノームを開始し、開
始していれば止めます。
・ Go to Previous Song (前のソングへ移動) - アクティブなセットリスト中の前のソングへ戻ります。
単一のソングが読み込まれているときは何もしません。
・ Go to Next Song (次のソングへ移動) - アクティブなセットリスト中の次のソングへ戻ります。単
一のソングが読み込まれているときは何もしません。
・ Toggle Night Mode (ナイトモード切替) - 暗い照明の時に白黒を反転する、ナイトモードを切り替え
ます。
・ Go to Start of Song (ソングの頭へ戻る) - 現在表示中のソングの開始位置へ戻ります。
・ Go to End of Song (ソングの終わりへ飛ぶ) - 現在表示中のソングの最後のページへ飛びます。
・ Go to Next Metronome Tempo (次のメトロノームテンポへ飛ぶ) - 現在のメトロノームのテンポか
ら、リスト上の次のテンポへ切り替えます。
・ Annotate Song (アノテーション) - 現在表示中のページをアノテーションエディターで開きます。
・ Go to Previous Bookmark (前のブックマークへ移動) - 現在表示中のページから一番近い前にある
ブックマークへページを切り替えます。
・ Go to Next Bookmark

(次のブックマークへ移動) - 現在表示中のページから一番近い後ろにある

ブックマークへページを切り替えます。
・ Start or Stop Scrolling (スクロールの開始・停止) - 停止中であれば自動スクロールを開始し、ペー
ジがスクロール中であれば停止します。
・ Reset Pan and Zoom (パンとズームをリセット) - 表示中のソングまたはセットリストのパンとズ
ームをリセットします。
・ Create Snippet (スニペットの作成) - 現在表示宙のソングを抜き出してスニペットを作成するスニ
ペットダイアログを呼び出します。
選択が終わったら、戻るボタンを押してタッチアクション設定のページを終了します。
ペダルアクションの設定は、設定画面を表示して、「Touch & Pedal Settings (タッチとペダル設定)」の
中の「Pedal Actions (ペダルアクション)」で開きます。次のようなペダル設定画面が表示されます。

図 63 - ペダルアクション設定

最初の設定である「Debounce (跳ね防止)」は、ペダルが踏まれてから実際に働くまでの時間を設定しま
す。設定可能なのは、Disable(無効)、Quater Second (1/4 秒)、Half Second (1/2 秒)、One Second (１
秒)、Two Second (２秒)です。一度にたくさんのページがめくられてしまわないように、Disable 以外を
設定しておくことが推奨されます。
次の設定である「Scroll Speed (スクロールスピード)」は、ペダルアクションでスクロールした場合にど
のくらいの速さで画面をスクロールするかを決定します。ペダルを踏むたびにページを何パーセントだけ
スクロールするかを決定する「Scroll Amount (スクロール量)」と組み合わせて使います。例えば、Medium
スピードが一秒で、スクロール量が 20%に指定されていると、ペダルを踏んだ後でページの 20%が一秒
かけてスクロールされます。以下の値がサポートされています。
・ Slowest - ５秒。
・ Slower - ３秒。
・ Slow - ２秒。

・ Medium - １秒。
・ Fast - ０．７５秒。
・ Faster - ０．５秒。
・ Fastest - ０．２秒。
・ Immediate - ページはすぐに移動します(アニメーションなし)。
・ Fixed Duration - 「Fixed Duration (固定時間)」で指定した秒数がスクロールに使われます。
・ Use Metronome - その時点のメトロノームのテンポがスクロールの速さを決めるのに使われます。
Fixed Duration の項目は上で説明したように、スクロールスピードに「Fixed Duration」指定されている
ときにスクロールの秒数を決定します。
画面の真ん中あたりに、ペダルひとつずつに対応した４つのセクションがあります。MobileSheetsPro で
は４つまでペダルをサポートし、必要な数だけのペダルを利用できます。ペダルでなくともよく、Bluetooth
や USB キーボードの情報を送信できるデバイスであればなんでも利用できます。ここでつけられているペ
ダル１から４までの名前は純粋に管理上のものであって、どんなペダルやデバイスであっても、実際のペ
ダル番号が何であれ、それぞれの番号は MobileSheetsPro へアクションを起こさせる一つ以上のキーボー
ドの組み合わせに対応している点に注意してください。あるペダルへアクションを設定するには、「Pedal
#」のボタンの一つをタップして、最初に「Keys (キー)」ドロップダウンで監視するキーアクションを設
定し、Action (アクション)ドロップダウンで実際のアクションを指定します(ペダル番号ごとにひとつず
つ設定します)。
Keys ドロップダウンをタップすると、次のような画面が表示されます。

図 64 - キーマッピング画面

このダイアログが表示されている間、MobileSheetsPro はデバイスからのコマンド入力の受信を待ちます。
ペダルをつないでいるときは、ペダルを踏むと「Keys」欄に値が表示されます。まず「CLEAR (クリア)」
をタップして値を全部消してから、値を設定したいペダルだけを踏んで追加します。「OK」をタップして
アクションへ割り当てる一連のキー操作を設定します。ペダルや他のデバイスを押しても何も追加されな
いときは、Bluetooth や USB で正しく接続されているか確認してから、再び試してみてください。
キーを設定したら、ペダルアクションをアサインできます。アクションドロップダウンをタップすると、
以下のペダルアクションから選択できます。
・ None (なし) - 何もアクションを起こしません。
・ Go to Previous Page (前のページ) - １ページ戻ります。
・ Go to Next Page (次のページ) - １ページ進みます。
・ Scroll to Top of Page (ページのトップへ) - 現在表示中のページの一番上に向かってスクロールしま

す。
・ Scroll to Bottom of Page (ページのボトムへ) - 現在表示中のページの一番下に向かってスクロール
します。
・ Activate Link Point or Turn Page - ページ上にリンクポイントがあれば飛び、そうでなければ次の
ページへめくります。
・ Scroll Down or Turn Page if at Bottom (下へスクロールか次のページ) - 現在表示中の一番下へ向
かってスクロールし、もし一番下まで来たら次のページへめくります。
・ Scroll Up or Turn Page if at Top (上へスクロールか前のページ) - 現在表示中の一番上へ向かって
スクロールし、もし一番上まで来たら前のページへめくります。
・ Predictive Scroll Down and Turn (下へ予測スクロールしめくる) - ページ中のコンテンツを判断し
て次の小節までスクロールし、表示中のページの一番下まで来たら次のページへめくります。
・ Predictive Scroll Up and Turn (上へ予測スクロールしめくる) - ページ中のコンテンツを判断して
前の小節までスクロールし、表示中のページの一番上まで来たら前のページへめくります。
・ Activate Previous Link (前のリンクを実行) - リンク先ページへ飛ぶ機能である、前のリンクを実行
します。最初のリンクがまだ実行されていなければ、何もしません。
・ Activate Next Link (次のリンクを実行) - リンク先ページへ飛ぶ機能である、次のリンクを実行しま
す。全リンクを実行済みであれば、何もしません。
・ Activate Previous Link or Go to Previous Page (前のリンクを実行するか前のページへ飛ぶ) - 現
在のページ上に前に実行したリンクがあれば実行し、そうでなければ前のページへめくります。詳細
についてはこのセクションの最後で説明します。
・ Activate Next Link or Go to Next Page (次のリンクを実行するか次のページへ飛ぶ) - 現在のペー
ジ上に次のリンクがあれば実行し、そうでなければ前のページへめくります。詳細についてはこのセ
クションの最後で説明します。
・ Previous Annotation Group (前のアノテーショングループ) - 前のアノテーショングループへ切り
替えます。
・ Next Annotation Group (次のアノテーショングループ) - 次のアノテーショングループへ切り替え
ます。
・ Show or Hide Audio Player (オーディオプレイヤーを表示・隠す) - オーディオプレイヤーを表示す
るか隠します。
・ Previous Audio Track (前のオーディオトラック) - 前のオーディオトラックへスキップします。
・ Next Audio Track (次のオーディオトラック) - 次のオーディオトラックへスキップします。
・ Start or Pause Audio Track (オーディオトラックの再生・停止) - 停止中であればオーディオプレイ
ヤーの再生を開始し、再生中であれば停止します。
・ Start or Stop Metronome (メトロノームの開始・停止) - 停止中であればメトロノームを開始し、開
始していれば止めます。
・ Go to Previous Song (前のソングへ移動) - アクティブなセットリスト中の前のソングへ戻ります。
単一のソングが読み込まれているときは何もしません。

・ Go to Next Song (次のソングへ移動) - アクティブなセットリスト中の次のソングへ戻ります。単
一のソングが読み込まれているときは何もしません。
・ Go to Start of Song (ソングの頭へ戻る) - 現在表示中のソングの開始位置へ戻ります。
・ Go to End of Song (ソングの終わりへ飛ぶ) - 現在表示中のソングの最後のページへ飛びます。
・ Go to Previous Bookmark (前のブックマークへ移動) - 現在表示中のページから一番近い前にある
ブックマークへページを切り替えます。
・ Go to Next Bookmark

(次のブックマークへ移動) - 現在表示中のページから一番近い後ろにある

ブックマークへページを切り替えます。
・ Start or Stop automatic scrolling (スクロールの開始・停止) - 停止中であれば自動スクロールを開
始し、ページがスクロール中であれば停止します。
・ Go to Previous Page or Loop to End of Song (前のページかソング終わりへループ) - ソングの開
始ページでなければ１ページ戻り、そうでなければソングの最後のページへ飛びます。このループの
仕組みはソングごとに働き、全体設定のリピートモードに依存しません。
・ Go to Next Page or Loop to Start of Song (次のページかソング頭へループ) - ソングの最終ペー
ジでなければ１ページ進み、そうでなければソングの最初へ戻ります。
・ Annotate Song (アノテーション) - 現在表示中のページをアノテーションエディターで開きます。
いくつかのペダルモードでは、前や次のリンクを実行するものがあります。ソングが読み込まれると、最
後に実行したリンクポイントがどこであるかを判断するカウンターが設定されます。ソング中にリンクポ
イントが４つあり、最初のリンクを実行すると、次のリンクはソング中の二番目のリンクポイントになり
ます。「Activate Previous Link or Go to Previous Page (前のリンクを実行するか前のページへ飛ぶ)」
と「Activate Next Link or Go to Next Page (次のリンクを実行するか次のページへ飛ぶ)」では、この順
番でリンクが実行されていく点に注意してください。リンクを実行しないでリンクポイントを通り過ぎる
と、ソングを再読み込みするまではそれ以降のリンクポイントをペダルで実行することはできません(ある
いはリンクポイントが含まれているページまで戻ってそれを再実行する)。このようにモードが設計されて
いるため、ページの順序を 1,2,3,1,2,5,6 のように組み立てて、ペダルを使ってそれらのページを進める
ことができます。まず 3 から 1 へのリンクポイントを設定し、続いて 2 から 5 へのリンクポイントを設定
することで実現できます。この状態で「Activate Next Link or Go to Next Page (次のリンクを実行する
か次のページへ飛ぶ)」モードを割り当てれば、ペダルを踏んでいくことで各ページが順番に表示されます。
これを他の方法で実現するには、カスタムページ順序の設定しかありません。

MobileSheetsPro のとても強力な機能のひとつに、接続されたスレーブデバイスをコントロールするマス
ターデバイス機能があります。他のタブレットへソングやセットリストをロードしたり、ページをめくっ
たりペダルアクションを送信するよう、マスターのタブレットを設定することができます。デバイスを接
続するには、ライブラリー画面上のオーバーフローメニューから「Connect Devices (デバイスの接続)」
をタップして、次のような画面を表示させます。

図 65 - デバイス接続の画面

デバイスを接続するには、WiFi と Bluetooth の２つの方法があります。「Connect Using (接続方法)」の
ドロップダウンをタップすることで切替えることが出来ます。どちらの接続タイプも、その他のさまざま
な設定画面と同様、以下のセクションで説明します。
WiFi を使ったデバイスの接続
デバイス同士を WiFi で接続するには、全デバイスが接続可能な共通のアクセスポイントがなければなりま
せん。また、アクセスポイントでは各デバイス間でメッセージを送信することができなければなりません
(通常の公開アクセスポイントでは禁止されています)。もし利用できるアクセスポイントがなければ、ほ
とんどのスマホで他のデバイスを接続できるようにするホットスポットアクセスポイント設定をサポート
していますので、それを MobileSheetsPro で利用することもできます。
デバイスを接続する前に、マスターになるデバイス上で「New Master (新規マスター)」ボタンをタップ
しなければなりません。以下のような設定画面が表示されます。

図 66 - 新規グループの設定画面

スレーブデバイスがグループに参加するときに入力する、グループ名を指定します。同じアクセスポイン
ト上に複数のグループがある場合に備えて、他とかぶらない名前を背邸すると便利です。また、マスター
がページをめくるかどうか、ソングやセットリストをスレーブデバイスへロードするかどうかも設定しま
す。ソングがロードされるには、一致するタイトルのソングやセットリストがスレーブデバイス上になけ
ればなりません。
「OK」をタップすると、マスターデバイスはグループ情報をスレーブデバイスへブロードキャスト(一斉
通知)します。この通信が行われると、以下の画面のようにグループ設定画面が表示されます。

図 67 – マスターのグループを検出し、参加可能になった状態

この例では、
「Group 1」がタップ可能になっており、選択されているため、グループ名が緑色で表示され、
上の図のように「Join Group (グループへ参加)」ボタンが有効になっています。「Join Group」をタップ
すると、スレーブデバイスは選択したグループへ参加しようとします。参加できると、このリスト上の一
覧は「Group 1 (Connected)」に変化し、マスターデバイス上の一覧に、接続されたスレーブデバイスが
表示されます。この時点で、マスターはソングやセットリストをロードでき、スレーブデバイスには同じ
ソングやセットリストがロードされます(一致するタイトルがみつかることを前提に)。設定を有効にして
いれば、マスターがページをめくるとスレーブデバイスでも一緒にページがめくられます。スクロールな

どのペダルコマンドもマスターデバイスから接続されているスレーブデバイスへ送られますが、ページタ
ーン送信を有効にしている場合だけである点に注意してください。
Bluetooth を使ってデバイスを接続
Bluetooth を使ってデバイスを接続する場合、お互いに電波の届く範囲にあり、Bluetooth が有効になっ
ていなければなりません。Bluetooth をドロップダウンから選択したときに Bluetooth 機能が有効になっ
ていないと、MobileSheetsPro は有効にするよう訪ねてきます。Bluetooth が選択されて有効になってい
れば、下のような「Search (サーチ)」とラベルのついた画面が表示されます。

図 68 – Bluetooth が選択され、デバイスを探している画面

スイッチが「ON」の間は、タブレットは接続可能な近くにある Bluetooth デバイスを探します。デバイス
の電池と処理リソースを非常に消費するため、探索は１２秒間しか行われません。もし作成済みのグルー
プがあれば、その１２秒間の探索の間にリストへ表示されます。探索が終了しても、マスターがグループ
を作成したらまた ON にすることができます。
新規グループを作成するには、マスターデバイスで「New Master (新規マスター)」ボタンをタップしな
ければならず、先ほどのセクションでの説明と同様、名前を指定しなければなりません。唯一の違いは、
「OK」をタップすると他のデバイスから探されることを許可する画面が表示される点です。デバイスは二
分間のあいだ探される状態になり、「Search (サーチ)」は「Discoverable (探される)」に変わります。二
分が経過して、さらに接続されることが必要な他のスレーブデバイスがある場合は、「Discorverable」ス
イッチをまた ON にすることができます。
スレーブデバイスが Bluetooth を使って接続しようとすると、２つのデバイス間でペアリングが開始され
ます。デバイス同士が今までペアになったことがなければ、両方のデバイス上にペアリングしてよいかユ
ーザーへ確認を求める画面が表示されます。ペアリングが完了すると、２つのデバイスが接続され、リス
トへ反映されるのがわかります。接続されたスレーブデバイスを、マスターがコントロールできるように
なります。
スレーブの接続設定
デバイスの接続画面で「Settings (設定)」ボタンをタップすると、スレーブデバイス上で設定を変更する

ことのできる、以下のような画面が表示されます。

図 69 - スレーブデバイスでの接続設定

この設定では、マスターのデバイス上で簡単にスレーブを識別できるようユニークな(他とかぶらない)名
前をつけることができます。また、マスターデバイスによるソングやセットリストのロードや、ページめ
くりを許すかどうかを、スレーブデバイス側で設定できます。これによりマスター側では全スレーブに共
通のデフォルト設定をしておき、各デバイスが必要に応じてその設定を無視することができます。

MobileSheetsPro のデフォルト設定はほとんどのユーザーに適していますが、みんな少し違ってみたいも
のです。これがアプリケーションの動作に影響する設定を MobileSheetsPro が変更できるようにしている
理由です。設定画面を開くには、ライブラリー画面の右上にあるオーバーフローメニューをタップして
settings (設定)を選択するか、オーバレイの右下にある

アイコンをタップします。設定画面は次のよう

な感じです。

図 70 - 設定画面

ライブラリー画面から設定を開いた時は、最初に「Library Settings (ライブラリー設定)」セクションが
表示されます。ソングオーバレイから設定を開いたときは、
「DIsplay Settings (ディスプレイ設定)」セク
ションが最初に表示されます。
ほとんどの設定は書かれているとおりですが、いくつかは説明を読んだだけでは明快ではないかもしれま
せん。このため、以下に全設定を説明します。
ABOUT
・ Version (バージョン) - MobileSheetsPRo のバージョンを表示します。

・ Email Zubersoft Support (サポートへメール) - Zubersoft のサポート用メールアドレスへ電子メー
ルを送るダイアログが表示されます。タブレットに関する情報があらかじめ収集されます。
・ Release Notes (リリースノート) - このリリースに対するすべてのリリースノートが表示されます。
STORAGE
・ Let MobileSheets Manage My Files (MobileSheets がファイルを管理) - MobileSheetsPro がイン
ポートしたファイルを独自のストレージにコピーして保管するか、元々インポートしたところにある
ものを使うかを決定します。ストレージの項目を参照してください。
・ Set the MobileSheets Storage Location (MobileSheets ストレージの場所) - MobileSheetsPro が
インポートしたファイルをどこへコピーするか設定します。
・ Expose Database File (データベースファイルを見せる) – データベースファイルをストレージと同
じ場所へ置くか、アプリケーションのプライベートなデータディレクトリへ置くかを決定します。デ
ータベースファイルを見せることを選択した場合は、常にアクセス可能な場所でなければなりません。
・ Delete Original After Copy (コピー後にオリジナルを削除) - 「Manage My Files」を有効にすると、
ファイルを MobileSheetsPro のストレージへインポートしてコピーした後でファイルを削除するか
どうかを決定します。SD カードにあるファイルを MobileSheetsPro へインポートした後は不要であ
れば、このオプションを有効にします。
・ Create Subdirectories For Songs (ソングごとにサブディレクトリーを作成) – 各ソングごとに別々
のフォルダーをストレージ上で作成します。ファイル名が重なって競合することを防ぐことができま
す。「Manage My Files」が有効なときだけ働きます。
・ Copy Audio Files (オーディオファイルをコピー) - ソングへオーディオファイルを追加したときに
MobileSheetsPro のストレージへオーディオファイルをコピーするかどうかを決定します。
「Manage
My Files」が有効なときだけ働きます。
・ Add Unique Id to Filenames (ファイル名にユニークな ID を追加) - MobileSheetsPro のストレー
ジへファイルをコピーするときに、必ず番号をファイル名に追加するかどうかを決定します。ファイ
ル名の競合は絶対に発生しなくなります。以前の MobileSheets と同じ動作です。
「Manage My Files」
が有効なときだけ働きます。
・ Switch Dropbox Account (Dropbox アカウントの切り替え) - 設定されている Dropbox アカウント
を変更できます。複数の Dropbox アカウントを持っていて、MobileSheetsPro を利用している間に
切り替えたい時は、ここでしかできません。
LIBRARY SETTINGS
・ Use Large Letters For Alphabet Jump (頭文字に大きい文字を使用) - ライブラリー画面の右側に
表示するアルファベット順リストに大きなフォントを使います。このオプションを指定すると全部の
文字は一度に表示できないかもしれず、リストをスクロールする必要があります。
・ Left Hand Alphabet List (アルファベット順を左に) - 指定した文字から始まるエントリーの場所ま
で手早くスクロールするためのアルファベット順のリストを、画面右側ではなく左側へ表示します。

・ Song Title Formatting (ソングタイトルの書式) - ソングタイトルの書式設定を呼び出し、ライブラ
リーリストにソングがどう表示されるかを設定します。詳細についてはタイトル書式の項目を参照し
てください。
・ Generate Song List Format (ソングリストの書式を構成) - セットリストからソングリストを作成
したときにソングがどのように印刷されるかを決定します。ソングリスト書式の生成の項目を参照し
てください。
・ Custom Category Name (カスタムカテゴリーの名前) - カスタムグループのカテゴリーへ表示され
る名前を決定します。
・ Use Dark Theme (ダークテーマを使用) - リストの色を反転し、黒地に白い文字で表示します。
・ Alternate Row Color (行ごとに反転) - ライブラリー画面のリスト上で行ごとに色を変えます。設定
可能なのは、none (なし)、light gray (明るいグレー)、gray (グレー)、dark gray (暗いグレ－)で
す。
・ Library Text Size (ライブラリーのテキストサイズ) - ライブラリー画面の各エントリーの表示に使
われるフォントサイズを決定します。
・ Text Alignment (テキストの揃え) - ライブラリーのリストを、左揃え、中央そろえ、右揃えのいずれ
かで決定します。
・ Tab Order (タブ順序) - どのタブをどの順番で表示するかを指定する、タブ順序画面を起動します。
・ Show Number of Songs (ソング数を表示) - グループごとに、ソングがいくつ含まれているかがそ
の名前の横に表示されます。「My Setlist (8)」のように表示されます。
・ Clear Filters After Load (ロード後にフィルターをクリア) - ソングやセットリストが読み込まれた
ら、適用されていた全フィルターを自動的にクリアします。
・ Show Floating Toolbar (フローシングツールバーを表示) - ライブラリー画面の左下にフローシング
ツールバーを表示するかどうかを決定します。
・ Ignore Articles While Sorting (ソートで冠詞を無視) - 「Articles to Ignore (無視する語)」で指定
した文字をソート時に無視するかどうかを決定します。
「A」
「An」
「The」などの語を無視するのに通
常は使われ、例えば「The Best Song」は「T」ではなく「B」のところへ表示されます。
・ Articles to Ignore (無視する語) - 「Ignore Articles While Sorting」が有効なときに、ソングの頭
にあるどの語を無視するかを指定します。各語ごとにカンマで区切らなければなりません。
・ Normalize Characters (文字を正規化) - ソート時には文字につけられた発音符を除外して適当な他
の文字へ置き換えます。例えば、Č は C に、Å は A に、Ö は O に置き換えられます。
・ Automatically Load Next Song (自動的に次のソングをロード) - ライブラリーリスト中のソングを
通じてページめくりするときに使います。例えば、ソングタブに個別のソングが読み込まれていると
きに、この設定で最初にロードしたソングから全部のソングを通じてページめくりすることができる
ようになります。ソングがセットリストとして読み込まれている必要はなく、現在表示中のソングの
最後のページに来たところで MobileSheetsPRo は自動的にリストの次のソングをロードします。

・ Always Load Last Viewed Page (常に最後に表示したページをロード) - この設定を有効にすると、
MobileSheetsPro はソングやソングリストで最後に表示されたページを自動的にロードします。楽曲
を扱っているときに、いつでも最後に離れた場所へ戻ることができます。
・ Initial Library Tab (最初のライブラリータブ) - MobileSheetsPro が起動されたときに、どのタブを
最初に表示するかを決定します。
・ Always Load Whole Setlist (常にセットリスト全体をロード) - ライブラリー画面上で、セットリス
トのうちの個別のソングがタップされたときに、リスト全体をロードするか(そのソングのページから
始まる)、そのソングだけをロードするかを決定します。
・ Skip Viewing Groups with One Song (ソングが１つだけのグループ表示をスキップ) - ソングがひ
とつだけのグループをタップすると、グループを表示するのではなくそのソングをロードします。か
らっぽのグループはグレー色でタイトルが表示されます。グループのソング数表示が有効なときは、
ソングがひとつしかないグループでは数字は表示されません。
DISPLAY SETTINGS
・ Language (言語) - MobileSheetsPro で使う言語を切り替えます。
・ Allow Zoom Out Past 100% (100%を超えたズームを許す) - MobileSheetsPro でピンチ操作でズ
ームを行う場合、通常は楽譜を画面の大きさよりも小さくズームすることはできません。可能な限り
利用できる画面エリアを使うためです。もし楽譜を画面よりも小さい状態で表示したい場合は、この
オプションを有効にします。
・ Disable Page Turn Animation (ページめくりアニメを無効) - 単一ページ、二ページ、垂直スクロー
ルの各モードでは、次のページへタップするとページはスクロールします。この設定はスクロールア
ニメーションをなくして、ページはタップするとすぐ切り替わります。
・ Repeat Mode (リピートモード) - この設定を有効にした状態でソングやセットリストの最後のペー
ジから進むと、MobileSheetsPro はそのソングやセットリストの最初のページへジャンプして戻りま
す。
・ Display Half Page in Landscape (横置き時に半ページを表示) - シングルページ表示モードで横置
きにしたときに、半ページを表示します。ページは上下にスクロールできます。
・ Half-Page Turns In Landscape Mode (横置き時に半ページずつめくる) - 横置きでシングルページ
表示モードのときに、ページを一度に半分ずつ進めます。このモードが有効な間は、垂直スクロール
は無効になります。
・ Separate Songs in Two Page Mode (ツーページモードでソングを分離) - この設定を有効にする
と、ツーページ表示モードであっても別々のソングが同時に表示されることはなくなります。例えば
３ページあるソングを表示していて、２ページのソングが続く場合に、最初のソングの３ページ目は
二番目のソングの最初のページと一緒に表示されることはありません。必要であればシングルページ
で表示されることを意味します。
・ Link Point Default Size (リンクポイントのデフォルトサイズ) - リンクポイントのデフォルトのサイ
ズを変更します。大きくすると画面上のサイズとヒット検知エリアの両方が拡がります。

・ Background Image Color (背景色) - MobileSheetsPro で表示する楽譜の周りの余白の色を決定し
ます。黒か白を選びます(黒がデフォルト)。半透明な画像の背景の色にも使われます。半透明な画像を
置く場合は、背景色を白にしておくと楽譜が普通に見えます。
・ Night Mode (ナイトモード) - 周囲が暗いところで使えるよう黒と白とを反転します(デバイスから
発する光が顔に写りこむ量を減らせます)。
・ Center Pages (ページを中央に) - 通常、MobileSheetsPro ではタブレットの上の端にあわせてペー
ジを表示します。次のページが表示される場所を目で追いかける必要がなくなります。もし画面の中
央にページを表示したいときは、この設定を有効にします。
・ Show Formatted Song Titles (書式設定したソングタイトルを表示) - オーバレイやセットリストウ
ィンドウ、ネクストソングバーにタイトルが表示されるときに、ライブラリー画面と同じ書式を使う
かどうかを決定します。そうでなければ通常のソングタイトルが使われます。
・ Show Next Song Indicator (ネクストソングを表示) - いつネクストソング情報が表示されるかを決
定します。選択可能なのは、never(なし)、on page before next song (次のソングに移る前のペー
ジ)、always (常に)、です。詳細についてはネクストソングバーの項目を参照してください。
・ Always Show the Title Bar (常にタイトルバーを表示) - オーバレイの一番上のセクションである、
タイトルバーをソング表示中も画面の上に常に表示しておくかどうかを決定します。この設定を有効
にしても、楽譜は下へタイトルに押しやられるので、隠れる部分はありません。
・ Show Preview During Page Seek (スライド中にプレビューを表示) - ページスライダーでページを
変更しているときの小さなプレビュー表示を有効・無効にします。
・ Overlay Toggle Mode (オーバレイのモード切替) - どのアクションでオーバレイを表示するかを決
定します。選択できるのは、single tap (シングルタップ)、long press (長押し)、swipe diagonally
(対角線をスワイプ)、です(どの場合もシングルタップで閉じます)。
・ Page Slider Visibility (ページスライダーを表示) - いつページスライダーを表示するか決定します。
選択できるのは、hidden (隠す)、shown with overlay (オーバレイと一緒)、always visible (常に表
示)、です。
・ Render Preference (表示品質) - 正確性をもとめて最高品質で表示するか、できるだけ早く表示する
かを決定します。この設定で２つの異なる PDF 描画エンジンを切り替えます。PDF の読み込みが遅す
ぎたり、PDF 表示に問題があるときは、この設定を切り替えると解決することがあります。
・ Dim the Navigation Bar (薄いナビゲーションバー) - Honeycomb 以降の OS で、画面下にあるナ
ビゲーションバーの色を薄くできます(それ以外では効果はありません)。
・ Hide the Navigation Bar (ナビゲーションバーを隠す) - KitKat 以降の OS で、この設定は画面の下
にあるナビゲーションバーを完全に隠すことができます。これを有効にしたときに戻るボタンをアク
セスするには、画面の上からスワイプしなければなりません。
・ Fullscreen Mode (フルスクリーンモード) - 画面の一番上にある通知領域を MobileSheetsPro が隠
すかどうかを決定します。タブレットの通知領域が不要であれば、この設定はライブラリーや楽譜を
表示する領域を拡げてくれます。

IMPORT SETTINGS
・ Convert PDF Bookmarks (PDF ブックマークを変換) - PDF をインポートするときに PDF ブックマ
ークを MobileSheets のブックマークへ自動的に変換するかどうかを決定します。PDF 自体は変更さ
れません。
・ Automatically Add Matching Audio (オーディオを自動的にマッチング) - ファイルをインポートす
るときに、一致するオーディオファイルを自動的にソングへ追加するかどうかを決定します。
「newfile.pdf」をインポートすると、
「newfile.*」で検索され、有効なオーディオファイルの拡張子
を持つ一致したファイルが使われます(newfile.mp3 や newfile.wav など)。
・ Aggressively Crop (アグレッシブなクロップ) - ページの余白部分にあるノイズを除外するための切
り取りを、より積極的なアルゴリズムで実行します。
・ Populate Metadata When Importing Audio (オーディオのインポート時にメタデータを展開) - イ
ンポートしたオーディオファイルのメタデータをソングの情報として利用するかどうかを決定します。
TOUCH & PEDAL SETTINGS
・ Pedal Actions (ペダルアクション) - ペダル操作にアクションを割り当てるための画面が表示されま
す。ペダル操作の設定の項目を参照してください。
・ Prevent Pedal From Changing Songs (ペダル操作でのソング変更を防ぐ) - ペダル操作でページめ
くりはしたいけれど、ペダルではソング間の切り替えをしたくない時に、このオプションを有効にし
ます。スクリーンをタップすることでしかソングは切り替わりません。
・ Touch Actions (タッチアクション) - タッチ操作にアクションを割り当てるための画面が表示されま
す。タッチ操作の設定の項目を参照してください。
・ Enable USB Mouse Processing (USB マウスを有効にする) - USB マウスのクリックでページめくり
ができるようにします。
・ Swap Mouse Click Actions (マウスクリックを入れ替え) - マウスクリックの操作を入れ替えて、左
クリックで１ページ戻り、右クリックで１ページ進みます。
・ Treat Mouse Click as Pedal Press (マウスクリックをペダル操作とみなす) - この設定を有効にする
と、マウスクリックは左右のペダルを踏んだのと同じように扱われます。ペダル操作画面で、pedal #1
と pedal #2 にアクションを割り当てなければなりません。
TEXT FILE SETTINGS
・ Default Display Settings (デフォルトのディスプレイ設定) - テキストファイルに対するデフォルト
設定を変更するための設定画面を起動します。
・ Wrap Text (テキストの折り返し) - テキストファイルを表示するときに折り返すかどうかを決定し
ます。設定をしない場合、一行が画面の外側へはみだすことがあります。
・ Use Multiple Columns (複数段を使用) - 十分な幅がある場合に、テキストファイルを１ページあた
り複数の段へ表示します。

・ Place Chords Above Text (コードをテキストの上に配置) - 可能であればテキストの上にコードを
表示するか、さもなくば同じ行に表示します。
・ Use Text Fields During Song Creation (ソング作成にテキストフィールドを利用) - ソング作成時
に、chord pro ファイルから抽出したメタデータを使用するかどうかを決定します。詳細については
chord pro ファイルの項目を参照してください。
・ Modulate Capo Down (カポでキーを下げる) - ソング中のカポ情報でキーを下げるかどうかを決定
します。例えば、通常コードがＣのときにカポ値に３を設定すると、コードはＡと表示されます。ギ
ターの第三フレットにカポをはめてＣを演奏しようとすると、Ａのポジションを演奏しなければ同等
にならないためです。もし「Modulate Capo Down」を無効にすると、カポを第三フレットにはめた
状態でＣを演奏すると実際には Eb になるように、Ｅｂがコードとして表示されます。
・ Process Output Directives (出力方針を処理) - 歌詞のフォント名やサイズ、コードのフォント名や
サイズ、タブ譜のサイズなどを処理するかどうかを決定します。
・ Detect Key By (キーを検出) - テキストや chord pro ファイルからどうキーを取り込むかを指定し
ます。以下のオプションが利用できます。
➢

First Chord － ソングに最初にあらわれるコードをキーとします。

➢

Last Chord - ソングの最後にあらわれるコードをキーとします。

➢

Chord Progression - MobileSheetPro はソング中のコード進行を観察し、各種類ごとのコード
の数を数えることでキー情報を判別します。

・ Display File Encodings (ファイルのエンコードを表示) - ファイルのエンコード設定を、テキストの
表示設定に反映するかどうかを決定します。通常、テキストのエンコーディングは自動判別されるた
めユーザーは気にする必要がありません。テキストや chord pro ファイル中に「?」のように化けた文
字が出たら、この設定を有効にし、テキスト設定画面上にあるエンコーディング設定を変更してみて
ください。
・ Auto-Size Font (フォントサイズを自動調整) - 有効にすると、ファイル中のもっとも長い行にあわせ
て、インポートしたテキストや chord pro ファイルのフォントサイズを自動的に計算します。行の折
り返しを起こさない最大サイズへフォントは設定され、最大フォントサイズよりも小さくなります。
・ Maximum Auto Font Size (自動フォントサイズの最大値) - ファイル用にフォントを準備する際に、
自動サイズでもっとも大きくなるフォントのサイズを指定します。テキスト中の各行の長さが極端に
短いときに、大きすぎるフォントが使われるのを防ぎます。
MIDI 設定
・ MIDI Channel (MIDI チャンネル) - MobileSheetsPro が MIDI メッセージを送受信するチャンネル
です。
・ Allow Multiple MIDI Channels (複数の MIDI チャンネルを使用) - 複数の MIDI チャンネルへ MIDI
コマンドを MobileSheetsPro が送信できるようにします。
・ MIDI Device (MIDI デバイス) - 接続する MIDI デバイスを指定します。KORG を選択すると、

「Number (数値)」MIDI コマンドも利用できるようになります。詳細についてはここを参照してくだ
さい。
BACKUP AND RESTORE (バックアップとリストア)
・ Backup Library (ライブラリーのバックアップ) - ライブラリー全体をバックアップするための画面
を表示します。「ライブラリーのバックアップ」を参照してください。
・ Restore Library (ライブラリーのリストア) - ライブラリー全体をリストア(戻す)ための画面を表示
します。「ライブラリーのリストア」を参照してください。
・ Restore Automatic Database Backup (自動バックアップされたデータをリストア) - データが失わ
れてしまったときに、自動バックアップされたデータベースのひとつをリストアします。データベー
スバックアップのリストアは戻せないので、この機能を利用しようとすると注意画面が表示されます。
OTHER SETTINGS (その他の設定)
・ Keep Screen On (表示をオンのままに) - 画面をオンにしておく条件を指定します。選択可能なのは、
「Never (なし)」「While Viewing Scores (楽譜表示中)」「Always (常に)」です。
・ Keep CPU On (CPU をオンのままに) - CPU をスリープさせるかどうかを指定します。選択可能なの
は、「Never (なし)」「While Viewing Scores (楽譜表示中)」「Always (常に)」です。通常は CPU を
オンにし続ける必要はありませんが、スリープから戻ったときに Bluetooth ペダルで問題があるとき
はこの設定で解決することがあります。
・ Find missing files (ファイルがなくなったものを探す) - ライブラリー中でファイルがなくなったソ
ングを探すことのできる画面を表示します。このリストに表示されるソングでは、タップして正しい
ファイルに入れ替えたり、ソングを編集して解決したり、もう不要であれば削除することもできます。
・ Stop Audio on Back (バックグラウンドではオーディオを停止) - ライブラリー画面に戻った時にオ
ーディオの再生を止めるかどうかを決定します。
・ Prompt before exit (終了の前に確認) - MobileSheetsPro を終了するために戻るボタンがタップさ
れたときに、アプリケーションを終了してよいかどうか確認画面を表示します。
・ Show number keyboard first (キーボードで数字画面を表示) - デフォルトでは数字キーボードを最
初に表示します。タブレットによっては数字キーと文字キーを一緒に表示しますので、この設定は何
の効果もありません。
・ Convert PDF to Images (PDF をイメージに変換) - PDF をイメージファイルへ変換するための画面
を表示します。変換したいファイルを指定し、出力先のフォルダーを設定して、変換先のイメージの
種類を指定し、イメージを作成する PDF の開始ページを指定し、イメージを特定のサイズにしたい場
合は高さを(必要なければブランクのままにする)指定することもできます。
・ Clear Library (ライブラリーのクリア) - ライブラリーを完全にクリアし、さらにソングファイルを
削除することもできます。
・ Reset Settings to Default (設定をデフォルトに戻す)- アプリケーション中の全設定をデフォルトに
リセットします。

MobileSheetsPro コンパニオンは使い慣れた PC 上でライブラリーを管理するためのアプリケーションで
す。ソングの追加・編集・削除や、セットリストとコレクションの作成・編集、タブレットの音楽ライブラ
リーからトラックを選択したり PC からタブレットへ音楽トラックを転送したりできます。コンパニオン
アプリを使うには、まずタブレットを MobileSheetsPro コンパニオンで接続することから始めます。
タブレットの接続
タブレットと PC コンパニオンとを接続するには、タブレットと PC とが同じネットワーク上(同じルータ
ーなど)に接続していなければなりません。まず、タブレット上で同期モードにします。ライブラリー画面
で右上にあるオーバーフローメニューのアクションバーをタップし、「Sync to PC (PC と同期)」をタップ
します。次のような画面が表示されます。

図 71 - 同期画面

デフォルトでは、Wi-Fi を使って接続するよう設定されています。USB での接続はとても面倒ですので、
Wi-Fi での接続を強く推奨します。画面中央にある Wi-Fi 接続アイコンがオレンジ色になっていることを

確認します。もしそうでなければ、タップして選択します。
続いて、MobileSheetsPro コンパニオンを起動します。タブレットが PC へメッセージを送信します。コ
ンパニオンアプリの画面に次のようなポップアップウィンドウが表示されるはずです。

図 72 - コンパニオンアプリの同期画面

エントリーをダブルクリックしてタブレットとの接続を開始します。コンパニオンアプリは無効にされて
いない限り、接続されたことを示す「Ready (準備完了)」が表示されます。これらの操作を行っても接続
画面が表示されない場合は、タブレットの Wi-Fi をいったんオフにして再びオンにします。ロックされた
リソースが解放されます。接続画面が表示されても接続に成功しない場合は、ポートを開放するようファ
イアウォールを設定します。16568、16569、8888 が開放されていることを確認してください。
メイン画面
接続に成功すると、次のようなメイン画面が表示されます。

図 73 - MobileSheetsPro コンパニオンのメイン画面

ライブラリー中の全ソングが中央に表示されます。タブレット上でと同じようにソングをフィルターでき
ます。詳細についてはフィルターの項目を参照してください。続いて、ソングの作成と編集を説明します。
ソングの作成と編集
ここでは、ハードディスクからファイルをドラッグしてソングを作成したり、既存のソングをダブルクリ
ックして編集することができます。またリスト上で右クリックして「Add Song (ソング追加)」を選択す
ることで新規ソング作成のためのソングエディターを表示することもできます。ソングエディターの画面
はこんな感じです。

図 74 - ソングエディター

MobileSheets コンパニオンのソングエディターはタブレットのソングエディターを元に作られており、ほ
とんど一緒です。タブレットのソングエディターの説明を参照してください。主な違いはオーディオトラ
ックの追加と MIDI コマンドの部分です。
複数のファイルをメイン画面へドラッグすると、毎回ソングエディターを起動する代わりに全ファイルの
インポートが一度に行われます。次のような画面が表示されます。

図 75 - インポート設定画面

タブレットで Import (インポート) -> Local FIle (ローカルファイル)を実行したときと同じ動作をしま
す。この画面の詳細はこの項目を参照してください。
オーディオトラックの選択と転送
ソングエディターでオーディオタブを選択し、Add (追加)ボタンをタップするかエントリーをダブルクリ
ックすると、次のような画面が表示されます。

図 76- トラック選択画面

ここに表示される最初のタブには、タブレットの音楽ライブラリーで見つかったトラックがすべて表示さ
れます。上のリストにあるトラックをダブルクリックすると、下のソングのオーディオトラックリストへ
追加されます。下のリストのトラックをダブルクリックすると、削除されます。追加したいトラックが現
在のところタブレットにはなく PC 上にあるときは、二番目のタブをクリックして次のような画面を表示
させます。

図 77 - PC からのトラック選択画面

各フィールドが完全には記入されていないかもしれません。まずファイルをこのウィンドウ上へドラッグ
するかセクションの下にある「Add」ボタンをクリックしてファイルを選択することで、ファイルをまず追
加します。ファイルを追加すると、各フィールドへ情報が抽出され、ファイルがソングのオーディオトラ
ックリストへ追加されます。デフォルトでは、ソングはタブレットのグローバルな音楽ディレクトリーへ
転送され追加されます。ソングをこのディレクトリーへ追加する利点として、タブレットが自動的に追加
された新しいトラックを認識し、この音楽ディレクトリーを参照する他の任意のアプリやブラウザー(例え
ば音楽プレイヤーなど)でトラックを確認できることにあります。追加によるもうひとつの利点は、
MobileSheetsPro をアンインストールしてもそれらが削除されない点です。オーディオファイルを他のソ
ングファイルと同じ場所で保管しておきたいときは、セクションの一番上にあるストレージ指定を
「Default Application Straoge (デフォルトのアプリストレージ)」に変更します。
MIDI コマンド
コンパニオンアプリでの MIDI コマンドの編集と追加もタブレット上での操作ととても似ており、コンパ
ニオンアプリでのおもな違いはコマンドの作成や編集に別ウィンドウが起動される点です。このウィンド
ウは以下のようになっています。

図 78 - MIDI コマンド画面

このダイアログ画面は、一番上の「type (種類)」で選択した MIDI コマンドの種類に応じて変化します。
その他のデータ入力はタブレットの画面と同じです。
コンパニオンアプリでのバッチインポート
コンパニオンアプリでのバッチインポートは、ほぼタブレットでの操作と同じです。唯一の違いは、PC で
は各ファイルを処理して、処理がすべて完了してからそれらのファイルをタブレットへ転送する点です。
選択可能なオプションの詳細については、タブレットのバッチインポートの項目を参照してください。
セットリストの作成と編集
MobileSheetsPro コンパニオンではセットリストの作成・編集・削除ができます。セットリスト画面を表
示するには、メイン画面の上にあるセットリストタブをクリックします。セットリスト画面はこんな感じ
です。

図 79 - コンパニオンアプリでのセットリスト編集

左側に、タブレット中にあるセットリストの一覧が表示されます。右上には現在選択されているセットリ
スト中のソングの一覧が表示されます。右下には、ライブラリー中の全ソングが表示されます。新規にセ
ットリストを作成するか、既存のセットリストの名前を変更するには、画面左側のセットリスト一覧を右
クリックしてコンテキストメニューを開き、「New (新規)」か「Rename (名前を変更)」を選択します。
名前を入力したら、ソングをセットリストへ追加していきます。これにはいくつかの方法があります。も
っとも簡単なのは１つ以上のソングを右下の一覧から選択し、右上のウィンドウまでドラッグして離す方
法です。選択した全ソングがリストへ追加されます。また、メイン画面のソング選択画面(最初のタブ)でソ
ングを選択し、右クリックして「Add Song to Setlist (セットリストへソングを追加)」を選択する方法で
す。この方法では全セットリストの一覧が表示され、追加先のセットリストを選択するだけですみます。
ライブラリー中のたくさんのソングを追加したいときは、Search(検索)ボックスへタイプ入力して表示を
フィルターすると便利です。検索対象の列を選ぶこともできますが、デフォルトでは全列で検索します。
アクティブなセットリストからソングを削除するか、セットリストそのものを削除したい場合は、右クリ
ックして表示されるメニューから「delete (削除)」を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。
アクティブなセットリストの中でソングを並べ替えたいときは、各ソングを適切な場所までドラッグ＆ド
ロップします。
コレクションの作成と編集
MobileSheetsPro コンパニオンでは、コレクションの作成・編集・削除もできます。コレクション(とその
他のグループタイプ)のコンパニオンアプリでの管理は、セットリストと全く同じなので、先ほどの説明を
参照してください。

ライブラリーのバックアップ
アンインストールや、ただ単にこれまでの作業が失われた時に備えた安心として、ライブラリー全体のバ
ックアップをとっておきたいことがあります。コンパニオンアプリではタブレット上でバックアップ処理
を起動し、自動的にバックアップファイルを PC 上へ転送することができます。この機能を実行するには、
File (ファイル) > Backup Library (ライブラリーのバックアップ)を選択し、次のようなウィンドウが表
示されます。

図 80 - ライブラリーのバックアップ画面

まず、バックアップファイルの保存先を選択し、ハードディスクに十分な空きがあるのを確認します。準
備ができたら「Start」ボタンをクリックして開始します。進捗バーが表示され、ソングが Wi-Fi を通じて
タブレットから転送されていくのをゆっくり確認できます。ライブラリーが大きいほど、この処理にはか
なり時間がかかります。転送が終了したら、成功したことを示す画面が表示されます。同様に、タブレッ
ト上でバックアップを実行することもできます。
ライブラリーのリストア
PC 上に保管されていたライブラリーのバックアップをタブレットへリストアしたいときは、コンパニオン
アプリのライブラリーのリストア機能を使うことができます。File (ファイル) > Restore Library (ライブ
ラリーのリストア)で次のような画面が表示されます。

図 81 - コンパニオンアプリでのライブラリーのリストア

ファイル参照(...)ボタンを使って PC 上のバックアップファイルを選択し、
「Start」をクリックすると WiFi
を通じた転送が開始されます。バックアップが大きいと、かなり時間がかかります。リストア時のオプシ
ョン設定については、タブレットの「ライブラリーのリストア」の項目を参照してください。
バックアップの確認または展開
PC へバックアップファイルが転送されたら、バックアップの中身を確認したり、あるいはいくつかファイ
ルを取り出したいことがあるかもしれません。File (ファイル) > View/Extract Backup (バックアップの
表示・展開)で実行できます。次のような画面が表示されます。

図 82 - ソングの展開画面

この画面は、タブレットが接続されていない状態でも表示できます。読み込みたいバックアップファイル
を選択し、読み込みが完了すると、ライブラリー中の全ソングとそれらのメタデータ情報が表示されます。
左下にある出力先ディレクトリーの場所に注意します。デフォルトではバックアップファイルと同じ場所
を指していますが、必要であれば変更することができます。各ソングをダブルクリックすると、自動的に
そのソングが、指定した出力先ディレクトリーへ書き出されます。
「Extract All (すべて展開)」をクリック
してライブラリー全体の各ファイルを抽出することもできます。複数のエントリーを選択しておいて、
「Extract (展開)」ボタンをクリックしてそれらを抽出することもできます。

質問

回答

MobileSheetsPro は Windows10 でも

Microsoft ストアで入手可能です。「MobileSheets」で検索

利用できますか?

してください。直接リンクは
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh6ct6d。

MobileSheets の ラ イ ブ ラ リ ー を

は い 、 MobileSheets の 全 バ ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル を

MobileSheetsPro でリストアできます

MobileSheetsPro でリストアできます。通常のリスト手順で

か?

大丈夫です。

どの種類のペダルを推奨しますか?

もっとも 信頼でき 丈夫に 作られた Bluetooth ペダルは、
Airturn の BT105 です。ペダルが２つと４つのモデルがあり
ます。上のリンクからご購入いただくと、MobileSheetsPro の
今後の開発の手助けになります。

どの種類のタブレットを推奨します

Android 2.3 以 降 の タ ブ レ ッ ト で あ れ ば ど れ で も

か?

MobileSheetsPro を実行できますが、ハイエンドなタブレッ
トほどよい操作感を与えてくれます。最近リリースされた
Galaxy Note Pro 12.2 は 優 れ た レ ビ ュ ー も 多 く 、
MobileSheetsPro ユーザーの何人かはこれまでで最高と言っ
ており、特に精密なアノテーションを必要とする場合です。20
インチ以上の大きなタブレットを探しているのであれば、私は
これまで HP 社の Slate 21.5 しか使ったことはありませんが、
非常にうまく動作してくれました。

スマホでも MobileSheetsPro は動作

最新のリリースの MobileSheetsPro はほとんどのスマホで動

しますか?

作するよう設計されました。いろいろな画面をフィットするよ
う小さくし、アプリケーションの作りに違いはありません。

問題

解決方法

タブレットを PC に接続できませ

まず、ファイアウォール機能がよく含まれているアンチウィルス

ん。

ソフトが動作していないか確認します。アンチウィルスソフトの
ファイアウォール機能を無効にするか、ポート 8888 と 16568 と
16569 を開放します。
次に MobileSheetsPro コンパニオンが Windows ファイアウォー
ルでブロックされていないか確認します。スタートメニュー > コ
ントロールパネル > Windows ファイアウォールを開き、左上の
「アプリや機能に Windows ファイアウォール経由の通信を許可
する」をクリックします。MobileSheetsCompanionPro までスク
ロールして、「プライベート」と「パブリック」の両方にチェック
が入っていることを確認します。
最後に、ルーターを再起動してみます。ほとんどの場合、この操作
で接続の問題が解決されます。

MobileSheetsFree 版ではソング

無償版の MobileSheetsPro は全機能が利用できますが、ライブラ

が 8 つ、ブックマークが 2 つ、リ

リーのサイズ、ブックマークとリンクポイントが制限されていま

ンクポイントを 2 つしか追加でき

す。これらの費用は将来のサポートや MobileSheetsPro の機能拡

ません。なぜですか?

張に使われるもので、有償版へアップグレードすることで皆さん
の得られる利益でもあります。

音 声 検索 の機 能が 利用 でき ま せ

この機能は、アクティブなインターネット接続とタブレットの音

ん。

声入力機能が必要です。タブレットに音声入力の機能があること
が確かであれば、ワイヤレスネットワークをつなぎ直してもう一
度試してみてください。

ソングオーバレイが表示されなく

パフォーマンスモードが有効になっています。パフォーマンスモ

なってしまいました。画面の中央

ードを無効にするには、ソング表示画面の右下をタップしてクイ

をタップすると、オーバレイが表

ックアクションボックスを表示し、中央にある譜面立てアイコン

示されずページがめくられてしま

をタップします。

います。
OneDrive/Google ドライブ/Box

今のところ Dropbox のサポートしか組み込まれていませんが、他

などへ、どうやって接続しますか?

のクラウドストレージ環境ももうすぐサポートします。現時点で
は、「外部アプリケーションからのインポート」機能で各アプリ上
で選択するしかありません。

Google プレイ上で、このデバイス
はサポートされないと表示される
か、GooglePlay 上にそもそもアプ
リが表示されません。

次の手順でこの問題が解決します。
1.

タブレットを再起動する。

2.

タブレットの 設定 > アプリケーション > Google Play を

開き、
「データのクリア」をタップする。同じ手順を Google
Play Service でも行います。
3.

Google Play を開いて、MobileSheetsPro をインストールし
ます。

４．もしまだインストールに失敗するようであれば、タブレットを再起
動してもう一度試してみます。何回か再起動しないとだめかもしれませ
ん。

未 解 決 の 疑 問 が あ っ た り 、 機 能 拡 張 の リ ク エ ス ト が あ れ ば 、
http://www.zubersoft.com/mobilesheets/forum/ の フ ォ ー ラ ム へ ア ク セ ス す る か 、 直 接
http://www.zubersoft.com/mobilesheets/support.html で メ ー ル し て く だ さ い 。 電 子 メ ー ル を
support@zubersoft.com あてに送ることもできます。

