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Sibelius 2022.3の新機能と改善点 

Sibelius 2022.3 では、以下の新機能、変更点、改善点があります：  

• サポートされるオペレーティングシステムの変更：  

• Windows 11のサポート 

• macOS 12.x(Monterey)のサポート 

• macOS 10.12.x(Sierra)はサポートされなくなりました 

• グラフィック・ユーザー・インターフェースの更新 

• 新しいクイックスタート・テンプレート 

• ManuScript言語の改善（Sibelius | Ultimateのみ） 
 
 

システム要件と互換性情報 

Avid® が互換性を保証し、サポートを提供できるのは、Avid®︎がテストして承認したハードウェアおよびソフト ウェア

のみです。 
 

システム要件、および適合するコンピューター、オペレーティング・システム、ハードドライブ、サード・パーティ

ー製デバイスのリストについては、こちらをご覧ください： 

www.avid.com/compatibility 
 

バージョンの互換性について 

Mac 

Sibelius 2019.9 は、macOS10.10(Yosemite) および macOSX10.11 (El Capitan) を、Sibelius 2022.12は、macOS10.12(Sierra)をサ

ポートする最後のバージョンでした。 現行バージョンの Sibelius との互換性を維持するためには、macOS10.13 (High 
Sierra) 以降にアップグレードすることをお勧めします。 

Windows 

Sibeliusの現在のバージョンとの互換性を維持するために、Windows 10以降にアップグレードすることをお勧めします。 
Windows 10への移行の詳細については、www.microsoft.comをご覧ください。 

 

旧バージョンのSibeliusをお使いの方で、macOS Catalina または Windows 10にアップグレードする場合は、Sibeliusもアッ

プグレードして最新バージョンにすることをお勧めします。 

http://www.avid.com/compatibility
https://www.microsoft.com/en-gb/windows/windows-7-end-of-life-support-information
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Sibeliusのドキュメントで使用されている用語の説明 

Sibeliusのドキュメントでは、メニューの選択肢、キーボード・コマンド、マウス・コマンドを以下のように表していま

す： 
: 

 

操作用例 操作内容 

ファイル > 保存 ファイルメニューから保存を選択 

Control + N Controlキーを押しながらNキーを押す 

Control – クリック Controlキーを押しながらマウスでクリック 

右クリック マウスの右ボタン（右側）をクリック 
 
 
 

画面上に表示されるCommands、Options、Settingsの名称は異なるフォントで表示されます。 

重要な情報を強調するために、以下の記号を使用しています： 

   ユーザーヒント :  Sibeliusを最大限に活用するための役立つヒントです。 

  重要なお知らせ :  Sibeliusのデータまたはパフォーマンスに影響を与える可能性のある情報が含まれていま す。 

  ショートカット : キーボードまたはマウスを使った便利なショートカットです。 

  クロスリファレンス : このガイドおよび他のAvidドキュメントの関連セクションを指します。 

 
 
 

この PDFガイドの使用方法 

この PDF には、次の便利な機能が含まれます： 

・ 左側のブックマークは、連続して表示される目次として機能します。各項目の見出しをクリックすると、そのページ

に移動します。 

・ + 記号をクリックしてその見出しを展開し、小見出しを表示します。小見出しを折りたたむには、– 記号をクリック

します。 

・ 目次には、項目ごとにページへの有効なリンクが含まれています。カーソルを項目名の上に動かし、指のマークに変

わったらクリックして、その項目のページに移動します。  

・ 青色で表記されているクロスリファレンスは、すべて有効なリンクです。クリックして参照してください。 

・ [編集]メニュー > [検索]を選択、もしくは右上の検索ボックスから、オブジェクトを検索できます。  

・ iPad でこの PDF を表示するときは、ドキュメント内の有効なリンクを利用するために、[ブック]アプリでファイルを

開くことをお勧めします。Safari で PDF を表示している場合は、画面上部の右から三つ目の(四角から 上向きの矢印

が出ている)アイコンをタップし、並んでいるアプリの中から[ブック]アプリを見つけ、タップし て[ブック]アプリで 
PDF を開きます。 

 

 



3 

イントロダクション 

 

 
 

リソース 

Avid のウェブサイト(www.avid.com)は、Sibelius を最大限に活用するための情報を提供する最高のオンライン・ソースで

す。 
 

アカウントの作成 

Avid マスター・アカウントを作成します。

www.avid.com/account 
 

製品登録 

購入した製品をオンラインで登録します。

www.avid.com/register 
 

製品のダウンロード 

ソフトウェア、アップデート、ドキュメント、およびその他のリソースを以下からダウンロードします。 

my.avid.com/products 
 

サポートとダウンロード 

Avid カスタマー・サクセス(テクニカル・サポート)へのお問い合わせ、ソフトウェア・アップデートや最新のオン  ライ

ン・マニュアルのダウンロード、システム要件を確認するための互換性ドキュメントの閲覧、オンライン・ナレッジベ

ースの検索、ユーザー・カンファレンスでの世界中の Avid ユーザー・コミュニティへの参加などができます。  
www.avid.com/support 

 
すばやくスタートアップ(英語版) 

Avid YouTube チャンネル内の「Sibeliusをすばやくスタートアップ(Get Started Fast with Sibelius)」をご覧ください。 
Get Started Fast with Sibelius 

 
トレーニングと教育 

オンラインで利用できるコースでの自習、Avid 認定トレーニング・センターの教室での学習方法、ビデオ・チュートリ

アルやウェビナーの視聴などができます。 
www.avid.com/education 

 
製品と開発者 

Avid 製品についての情報、デモ・ソフトウェアのダウンロード、開発パートナーとそのプラグイン、アプリケーショ  
ン、およびハードウェアについての情報をご覧いただけます 。 

www.avid.com/products 

http://www.avid.com/
https://www.avid.com/account
http://www.avid.com/register
https://my.avid.com/products
https://www.avid.com/support
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCR_8aS9jOPvy871jRUESB0EdgOCD8s1
http://www.avid.com/education
https://www.avid.com/products
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サポートされるオペレーション・システムの変更 

• Windows 11のサポート 

• macOS 12.x(Monterey)のサポート 

• macOS 10.12.x(Sierra)はサポートされなくなりました 
 

 

グラフィック・ユーザー・インターフェースの更新 

Sibeliusのグラフィック・ユーザー・インターフェースがよりモダンなスタイルに更新されました。新しいスタイル

は、より落ち着いた配色で、よりフラットでクリーンな外観になっています。リボンとクイックスタートが新しい

スタイルに更新されました。 

 

 

リボン、音符入力タブ 
 
 

 
Sibeliusクイックスタート・ウィンドウ 
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新しいクイックスタート・テンプレート 

次の新しいスコア・テンプレートがSibeliusクイックスタートに含まれ、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン

語、ブラジルポルトガル語、ロシア語、および日本語で利用できるようになりました： 

• バンド 

• マーチングバンド 

• ブラスバンド 

• コンサートバンド 

• ブラストリオ 

• ブラスカルテット 

• ブラスクインテット 

• フルート、Bbクラリネット、バイオリン、   

チェロ、ピアノ 

• ピアノトリオ 

• ピアノカルテット 

• ピアノクインテット 

• 木管三重奏 

• 木管四重奏 

• 木管五重奏 

• 弦楽三重奏 

• 弦楽四重奏 

• 弦楽六重奏 

• サクソフォンカルテット 

• ハンドベル（１譜表） 

• ハンドベル（２譜表） 

• ジャズコンボ 

• 合唱 SATB +ピアノ 

• 合唱SATB  

• 合唱 SSA +ピアノ 

• 合唱SSA  

• 合唱 TTB +ピアノ 

• 合唱 TTB  

• チェロ 

• 弦楽オーケストラ 

• オルガン 

• ピアノ 

• ギター 

• トロンボーン 

• Bbトランペット 

• バイオリン+ピアノ 

• バイオリン 

• フルート 

• ボーカル+ピアノ 

• オーケストラ 

• ボーカル 

• バックコーラス 

• ギター 

• ギタータブ 
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ManuScript 言語の改善 

(Sibelius | Ultimate のみ) 
 

Sibelius | Ultimate用のManuScript言語は、記譜ルールと譜表サイズ調整の方法が改善されました。 
 

小節番号の表示頻度 
 

BarNumberFrequency(BarNumberFrequencyCategory, [customFrequency])は、記譜ルール・ダイアログ内での設定に相

当するものです。EverySystem (0)、 No- BarNumbers (1)、 EveryNthBar (2)を含めて、BarNumberFrequencyCategory の
値を有効にします。オプションのカスタム表示頻度： customFrequency では、EveryNthBar (2) BarNumberFrequencyCategoryと
組み合わせて、小節番号がスコアに表示される頻度（小節単位）を設定します。  

 
譜表サイズ 

 
ScaleFactorChange(StaveScaleFactor, startBarNum, endBarNum)は、インスペクター内での譜表サイズ・プロパテ

ィの設定に相当するものです。NormalSize (0)、MediumSize (1)、 SmallSize (2)、 ExtraSmall- Size (3)を含めて、

StaveScaleFactor タイプを有効にします。startBarNumとendBarNumで指定された有効な範囲が必要です。  
 

コマンド名検索のアップデート 
 

Sibelius.FindCommandName() 機能がコマンドIDとスタイルIDの両方で利用できるようになりました。  
 

FindCommandName(Id) は、CommandIdまたは StyleIdを、Sibeliusで設定されている言語に対応するコマンド名またはス

タイル名に変換し、その名称を使用します。一致するものが見つからない場合は、名称は表示されません。  
例： 

Sibelius.FindCommandName("toggle_review_mode"); //CommandId 
Sibelius.FindCommandName("line.staff.bend"); //StyleId 

 
新しいコマンド ID 

 
49個の新しいコマンドIDが Execute 機能に追加されました。リストはManuScript Language Guide.pdf(英語版)をご覧ください。 

https://resources.avid.com/SupportFiles/Sibelius/2022.3/ManuScript_Language_Guide.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Technical Support (USA) Visit the Online Support Center 

www.avid.com/support 

Product Information 

For company and product information, visit us on the web at 

www.avid.com 

 

https://www.avid.com/learn-and-support
https://www.avid.com/

	目次
	イントロダクション
	Sibelius 2022.3の新機能と改善点
	システム要件と互換性情報
	バージョンの互換性について

	Sibeliusのドキュメントで使用されている用語の説明
	この PDFガイドの使用方法

	リソース
	アカウントの作成
	製品登録
	製品のダウンロード
	サポートとダウンロード
	すばやくスタートアップ(英語版)
	トレーニングと教育
	製品と開発者


	Sibelius 2022.3の新機能と改善点
	サポートされるオペレーション・システムの変更
	グラフィック・ユーザー・インターフェースの更新
	新しいクイックスタート・テンプレート
	ManuScript 言語の改善


