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ドリルスタジオとは

ドリルスタジオはこんな事ができます

ドリルスタジオは常に進化し続けます

ドリルスタジオはマーチングバンドのフォーメーションを3Dでリアルにシミュレーションでき、より効果的な
ドリルデザインの作成と、コンテシートの作成、印刷などを行う事ができるパソコン用ソフトウエアです。
あらゆるシチュエーションの再現が可能で、動画やアプリへの書き出しによって、メンバーに正確なコンテを
すぐに配布することができるので、練習の効率アップ、ショーのクオリティ向上への手助けとなります。

● 直感的な操作によるコンテの作成
● 正確なインターバルを指定したパフォーマーの配置
● きれいな図形、曲線の描画
● フォローザリーダー、ピンフィールなど特殊な動きも簡単に作成
● 3Dで自由な視点からの編集とプレビュー
● 音楽と完全に同期ができ、テンポチェンジや生演奏音源にも対応
● プロップなどオブジェクトも自在に作成
● 無理な動きを抑制するエリアガイド機能
● テキスト、図形、画像などを自由に挿入、配置
● スタジアム、アリーナ、コンサートホールなど様々なシチュエーションに対応
● シートスタイルも自由にデザインでき、オリジナルのコンテシートも作成可能
● ホーンアクションやターン、ステップなど多彩なアクションをリアルに再現
● 立体物にパフォーマーを乗せるなど、立体的な動きも表現可能
● カウントやシートナンバーを自動計算でき、タグ入力で様々な数値を自動表示
● 個人用コーディネートシートもワンクリックで生成
● PDFファイルへの書き出し
● MOV、AVI 形式での動画の書き出し
● サーバーアップロード機能でアプリ版DrillStudioViewer へ書き出し、バーコードで配布
● オリジナル衣装でよりリアルに楽団を再現

2013年に日本初の本格ドリルデザインソフトとしてリリース以降、様々な改善、進化をし続けています。
様々な楽団やバンド、国内外のインストラクターにもご協力いただきながら、現場の声にいち早く対応し、
ユーザーに寄り添うサポートを心がけております。
些細な質問や疑問にも、SNSを利用して素早く対応・改善を進めます。

Drill Studio について1
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パッケージについて

ドリルスタジオの各プランと特徴

パッケージプランをご購入いただいた場合、郵送で以下の物をお届けします。

パッケージ版は、購入より2年間のフルサポートを受けることができます。
3年目以降は再購入することでサポートを継続することができます。

ドリルスタジオは、機能改善を目的に常にアップデートされます。
パッケージ版をご購入の場合でも、契約期間内はインターネット経由で、最新版のアップデートファイルを
入手することができます。
また、有料となりますが、更新用CD-ROMをお送りすることができますので、お問い合わせください。

アプリケーションCDリファレンスマニュアル

インストールと起動2

ドリルスタジオには、3種類のプランがあります。

全てのバージョンにおいて、ソフト本体のデータは同じものです。
パッケージプランのみオフライン認証が可能です。

月々プラン、年間プランはダウンロード販売のみとなります。
ドリルスタジオウェブサイトにていつでも最新版をダウンロードすることができます。

1.　月々プラン・・・・・・1ヶ月契約で毎月更新（自動更新）で、1ヶ月単位で解約、再契約が可能です。

2.　年間プラン・・・・・・年間契約でお得なプランです。1年ごとに更新を行います。

3.　パッケージプラン・・・CD-ROMパッケージとして購入でき、2年間のサポート期間が終了しても、
最後にアップデートしたバージョンが永続利用できます。
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ドリルスタジオのインストール（Windows編）　

ダウンロードしたファイル、またはCD-ROM内のアイコンをダブルクリックして開きます。

右のようなウインドウが表示されます。
[はい ] を押して次へ進んでください。

以下Windows7でのイントール画面です。
その他の OSバージョンの場合、表示画面に多少の違いがありますが、基本的には同じ操作になります。

次に開くウインドウはセットアップの言語設定です。
これは、セットアップ中に表示される言語でソフト本体の
言語とは無関係です。そのまま [OK] を押して次へ進んで
ください。

使用許諾の同意画面が表示されますので、必ずお読みいた
だき、同意いただければ、[同意する ]にチェックを入れて、
[次へ ] 進んでください。

CD-ROMには、MacOS用のファイルも同梱されていますので、必ずこちらのアイコンを
クリックしてください。

注：環境設定により、.exe の拡張子は表示されない場合があります。
　　ファイル名はバージョンにより異なる場合があります。

次に、デスクトップ上にアイコンを作成する作業になります。
[デスクトップ上にアイコンを作成する ]にチェックが入って
いることをご確認の上、[次へ ] 進んでください。
ドリルスタジオは、保存ファイルをダブルクリックして開く
ことができません。
常にアプリケーションから開く必要がありますので、特別な
事情がない限り、デスクトップにショートカットを作成して
ください。
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インストールの準備が整いましたので、[インストール ]を押して
進んでください。

自動でインストールされます。
処理が終了するまでお待ちください。

正常にインストールが完了したら、右の画面になります。
[完了 ] をクリックするとドリルスタジオが自動で起動します。

左のようなスプラッシュ画面が表示されます。起動に時間が
かかった場合、一旦画面が真っ暗になりますが、起動するま
でしばらくお待ちください。
画面にツールとシートが表示されたら、インストールと起動
成功です。

起動前に下の画面が表示される場合があります。
この画面が表示された場合は、「画面解像度とグラフィック
クオリティーの設定  P8」をご覧いただき、設定を行って
ください。
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ダウンロードしたファイル、またはCD-ROM内のアイコンをダブルクリックして開きます。

使用許諾の同意画面が表示されますので、必ずお読みいた
だき、同意いただければ、[続ける ] をクリックし、同意
して次へ進んでください。

その他の設定を進めていくと、インストールを許諾する
パスワードを聞かれます。
パスワードは、お使いのMacの個人用パスワードです。

ドリルスタジオのインストール（MacOS 編）　

アイコンをダブルクリックすると、デスクトップにディスクが
マウントされ、ディスクの中身が表示されます。
表示されたパッケージファイルをダブルクリックして実行します。

以下OSX High Sierra 10.13でのイントール画面です。
その他の OSバージョンの場合、表示画面に多少の違いがありますが、基本的には同じ操作になります。

セットアップが実行されます。
指示に従いセットアップを行ってください。

CD-ROMには、Windows用のファイルも同梱されていますので、
必ずこちらのアイコンをクリックしてください。

注：環境設定により、.exe の拡張子は表示されない場合があります。
　　ファイル名はバージョンにより異なる場合があります。

-6-

DrillStudio_MacOS/dmg



起動前に下の画面が表示される場合があります。
この画面が表示された場合は、「画面解像度とグラフィック
クオリティーの設定  P8」をご覧いただき、設定を行って
ください。

パスワートが正しく入力されると、自動でインストールされます。
処理が終了するまでお待ちください。

正常にインストールが完了したら、右の画面になります。
[閉じる ] をクリックするとドリルスタジオが自動で起動します。

Mac版は、インストール完了時に自動でソフトを起動しないように
なっています。
アプリケーションフォルダに右のようなアイコンのアプリがインスト
ールされます。
ダブルクリックして起動します。
必要に応じて、エイリアスをデスクトップやドックに作成します。

左のようなスプラッシュ画面が表示されます。起動に時間がかかった
場合、一旦画面が真っ暗になりますが、起動するまでしばらくお待ち
ください。
画面にツールとシートが表示されたら、インストールと起動成功です。
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初回起動時に以下の画面が表示されます。
画面の解像度、グラフィックのクオリティーを設定する事で速度優先、画質優先を設定できます。
表示されなかった場合、また、2回目以降でも、以下の操作をすることで、解像度設定を表示させる
事ができます。

ここに表示されるリストは、お使いのモニタの対応解像度が表示されます。
通常は最大サイズ（現在の画面解像度と同じ大きさ）を選びます。
Windowed にチェックをいれておくと、起動時はウインドウとして起動し、サイズ調整ができます。
ただし、終了時の設定が次回起動時に再現されますので、ここでの設定は一時的なものになります。

レンダリングのフレーム数、描画計算精度などが、この設定を基準に変更されます。
下に行くほど、描画はきれいになり、処理速度は遅くなります。
通常はGood 以上に設定します。
Fantastic で動作がもたつく場合、または大人数のコンテを作成する必要がある時など、パソコンの
スペックや、環境にあわせて変更します。

例えば、上の設定画面で、1800×1200の解像度に設定し、Windowed のチェックを外して起動します。
チェックが外れている場合、フルスクリーンで起動されます。
この時、モニターの解像度と違いが出ることがあり（特にMacの場合、メニューバーにより違いが出てしまいます）
その場合、実際の画面は1860×1200　になってしまい、　60ピクセル縦に伸びて表示されてしまいます。
一度、最大化を解除して再度最大化をすれば、再計算されるので、正常な表示になります。
このようなこともあり、起動時にはウインドウとして起動した方が都合がよくなります。

フルスクリーン時の解像度について

画面解像度

グラフィッククオリティー

Windows　[ctrl]
Mac　　　[option]　を押しながらドリルスタジオのアイコンをダブルクリックして起動
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プラン契約とアクティベーションキーの発行

アクティベーション

オフラインでの使用

アクティベーションをするまでは、保存や動画書き出しなど一部機能が制限されています。
制限を解除し、全ての機能を有効にするには、各プランへの契約が必要があります。
プランの契約はドリルスタジオホームページから行う事ができます。

ご契約ユーザー本人が利用する場合に限り、2台のパソコンへインストールすることができます。
Mac、Windowsのどちらでもインストールが可能です。

契約時にご登録いただきましたメールアドレスへ、アクティベーションキーが送信されます。
発行されるキーは1契約につき1キーとなります。
月々プラン、年間プランは、サブスクリプション型のサービスとなっております。
解約、再契約は自由に行うことができ、解約後も、契約期限内はソフトをご利用いただけます。
パッケージプランのみ、2年間のサポート契約終了後もソフトを利用することができます。
ただし、解約した時点でサポートは終了となり、無償でのバージョンアップができなくなります。
また、OSの仕様変更などで、ソフトが利用できなくなる可能性もありますが、サポート対象外となります。
各プランの解約方法については、購入時のメール、またはドリルスタジオウェブサイトをご確認ください。

月々プラン、年間プランは、オンライン環境での利用を想定しており、オフラインでの利用に制限があります。
オフラインの状態で連続起動は3回まで可能で、3回以上の連続起動があった場合は、一時的に利用できなく
なります。
一度でもオンライン環境で起動し、再認証ができると、連続起動回数はリセットされ、再びオフラインでの
利用が可能です。
パッケージプランは、オフラインの利用に制限がありません。

キーが発行されましたら、ドリルスタジオを起動し、[ヘルプ ]▶[ アクティベーション ]を選択して、
ご登録アドレスとアクティベーションキーを入力し、[アクティベーション ]をクリックしてください。
正常に解除できた場合、左下のステータスに「認証済み」と表示されます。
アクティベートが完了したら、ドリルスタジオを一旦終了し、再起動します。
全ての機能が使えるようになれば解除成功です。

パッケージプランをご購入の場合でも、アクティベーションキーの発行手続きが必要です。
オンライン環境がなく、オンラインアクティベーションが不可能な場合は、オフライン認証を行います。
オフライン認証はパッケージプランをお申し込みのユーザーのみご利用いただけます。
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オフライン認証（パッケージプランのみ）

パソコンの変更、買い替え時のアクティベーションについて

オフライン認証をすることで、オフラインで制限なしに
利用でき、契約期限後も継続使用することができます。
オフライン認証ボタンをクリックして、全ての情報を
入力します。
[申し込み用紙を作成 ]をクリックすると、右のような
PDFが表示されます。
この用紙を弊社へ FAXまたはメールで送信いただけま
したら、2営業日以内にオフラインキーをご指定の方法
で返信いたします。
オフラインキーは、アクティベーションキーとは異なり
ます。
オフライン認証画面の [オフラインキー ]に入力して
[アクティベート ]ボタンを押してください。
正しく入力されていたら、認証しロック解除されます。

オフライン認証も2台のパソコンで行うことができます。
ご利用の各パソコンで同じ作業が必要になります。
　

キーは契約ユーザーが利用する場合に限り2台のパソコンで有効です。
パソコンの引っ越し、買い替えなどの際には、弊社へ連絡をいただけましたら、登録情報のリセットを行います。
登録情報のリセットは、契約者本人のみが可能です。
登録いただいたメールアドレスからの問い合わせ、またはお電話にて本人確認が必須になります。
メールアドレスを変更される場合は、変更前に登録いただいたメールから、メールアドレスの変更依頼を、弊社
までご依頼ください。
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バージョンアップについて
ドリルスタジオは常に進化します。
より使いやすく、便利な機能が追加され、その最新機能をいち早くお使いいただけるように、ご契約期間中は
無償でバージョンアップが可能です。
新しいバージョンが公開されると、ソフト起動時に案内が表示されます。
パージョンアップは自動ではなく、自由なタイミングで行うことができます。
オンライン環境がない方（パッケージプランの方）へは、最新CD-ROMの販売も行っております。

ユーザー情報の変更について
アクティーベーションキーの販売、譲渡、貸し出しは禁止です。
お客様情報（住所、電話番号、メールアドレスなど）が変更になった場合は、お手数ですが、新しい情報を
弊社へご連絡いただきますようお願いいたします。
正しいお客様情報が登録されていない場合、サポートや重要なお知らせをお送りすることができなくなります。



① 新規ドリルを作成
② パフォーマーを追加する
③ 音源を読み込む（音源がある場合）
④ カウントを作成する
⑤ 0番シートの隊列をデザインする
⑥ シートを追加する
⑦ 追加したシートの隊列をデザインする
⑧ 同様に ⑥ ⑦ を繰り返し、全てのパフォーマーの動きを仕上げる
⑨ ホールド、ホーンアクションなどを設定する
⑩ ラベル位置を調整し、表示が重ならないようにする
⑪ 注釈や画像、図形など挿入して、よりわかりやすいコンテに仕上げる
⑫ コンテシート、コーディネートシートを印刷する
⑬ 動画を書き出して動画共有サイトなどでメンバーと共有する
⑭ DSMサーバーにアップロードして、スマートフォン用アプリで共有する

画面構成と各種名称

画面の構成と基本的な使い方

サウンド波形

メインメニュー ツールパレット

シートシート配置ベース
タイムライン

カウントラインバー

メ
イ
ン
エ
リ
ア

サ
ブ
エ
リ
ア

カウント

サブシート
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ツールパレットの種類と役割

ほとんどの作業がツールボタンで可能になるように設計されています。
ツールは上部の黒い部分をドラッグすると自由に移動することができます。
使いやすい配置にカスタマイズすることで、次回から開いた時にツールの
位置が再現されます。
×マークをクリックすると、ツールを閉じることができます。
[ツール ] メニューで、ボタンの表示・非表示をコントロールできます。
ツールが欄外に出てしまって触れなくなったり、全て表示したい場合は、
[ツール ]▶[ ツール位置リセット ]で初期状態に戻すことができます。

[TAB] キーを押すことで、一時的に全ての表示を消すことができます。

3種類の選択方法と、選択できないようにするロック、アンロックボタン、
グリッドにスナップするスナップボタンがセットになったツールです。

パフォーマー配置、ラベル配置、ライン、テキスト、画像、オブジェクト
の各モードを選択できるツールです。
選択中のモードに対応したパーツのみが、選択、編集できるように
なっています。

保存、印刷、やり直す、元に戻す、前のシートの位置に戻す、
ポイントチェック、ホールド　がセットになったツールです。

選択ツール

モードツール

編集ツール

拡大、縮小や移動など、カメラを制御して画面の見え方を変更できる
ツールセットです。

拡大ツール

白黒表示、マーク、ラベル、モデル、エリアガイド、グリッド、
前のポイント、次のポイント　の表示・非表示を変更することができる
ツールです。

2Dモード、縦回転固定、横回転固定、トップ、トップビュー、
ボックスビュー、カメラターゲット表示、のカメラアングルを
制御できるツールセットです。

ステージ表示とシート表示を切り替えるツールです。

オブジェクト表示ツール

カメラアングルツール

シート・ステージツール

各ボタンにカーソルを合わせた状態
で待つと、ヒントが表示されます。
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パフォーマーモード、ラベルモードの時に表示されるツールです。
パフォーマーを直線、円、カーブなどに配置したり、横や縦に整列したり、
様々な形に配置するのに便利なツールが揃っています。

フォローザリーダーやピンフィールなど、特殊な動きを設定できるツールです。

各モードの時に表示されるツールです。
ツールの詳しい使用方法は、各モードの説明をご覧ください。

ステータスツール

プレイバックツール

パフォーマー配置ツール

特殊効果

ラインツール テキストツール 画像ツール

シート編集ツール

カウント編集ツール

選択順を制御するためのツールです。
選択順を入れ替えたり、1人飛ばして選択などが可能です。

選択アシスト

オブジェクトツール
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現在のシートナンバー、カウントナンバーなどの情報が表示されます。
◀▶ボタンで、シート、カウント、小節単位でタイムラインを移動させることが
できます。

再生、巻き戻し、早送りなどを行うことができます。
クリック音、音源のボリュームや、1/2倍速や3倍速での再生もできます。

シートを追加、サブシートにする、印刷しない、サブシートを追加、
カメラ登録がセットになったシート編集に便利なツールです。

カウント挿入、カウント入力、カウントの追加、カウントの分割、
カウントの均等配置、小節設定、まとめて移動のツールがセットになった、
カウント編集に便利なツールです。



新規作成とパフォーマーの追加7

パートごとのパフォーマーの数を設定します。
マーチングバンド編成と、園児マーチングの編成が
用意されています。
パフォーマーは後で追加や削除できますが、
シートを多く作成した場合、あとで追加するのが大変
になるので、できるだけ正しい人数を設定します。

楽器は途中で持ち変えることができます。
途中からパフォーマーを登場させることはできません。
始めから設定しておき、フィールド外に配置するなど
工夫をしてください。

新規ドリルを選択すると、全ての情報を初期化し、空の状態になります。
現在編集中の項目があれば、保存の確認が表示されます。

パフォーマーの数は、合計数ではなく、今いるパフォー
マーに追加する人数を設定します。
追加したパフォーマーはフィールドの左下からパートご
とに整列して出現します。
シートのフォーマットによっては、シート外に出現す
るパートもあるので、ズームアウトして、作成された
パフォーマーを確認します。
すでにその場所にパフォーマーがいる場合、重なって現
れますので注意してください。

色のついた四角は、マークの色を表しています。
この四角をクリックすると、カラー設定画面が表示され、
色を変更することができます。
マーク色は後から変更することもできます。

カラー設定パレットは様々なカラー設定の場面で表示
されます。
色の変更はRGB形式で、右のレインボーパレットを
クリックするとその色を取得できます。

パフォーマーの追加

新規ドリル

または [ファイル ]▶[ パフォーマーを追加 ]を選択し、パフォーマーを設定します。

カラー設定

[ファイル ]▶[ 新規作成 ]を選択して、シートを初期化します。
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金管楽器

設定できる楽器リスト

トランペット　フリューゲルホルン　メロフォン　フレンチホルン (FB)　フレンチホルン　トロンボーン　バリトン　
ユーフォニュアム (FB)　ユーフォニアム (SU)　ユーフォニアム　チューバ　スーザフォン

木管楽器
ピッコロ　フルート　E♭クラリネット　B♭クラリネット　バスクラリネット　オーボエ　バスーン　
ソプラノサックス　アルトサックス　テナーサックス　バリトンサックス

バッテリー パーカッション

カラーガード

スネアドラム　テナードラム　バスドラム　シンバルライン　グロッケン　シロフォン

フラッグ
ビッグフラッグ
スイングフラッグ
ライフル
セイバー
ダンサー

※バスドラムは10人以上設定した場合、10番以降は全て同じ大きさのバスドラムになります。

※コンテ途中での手具の持ち替えには可能です。
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ピットパーカッション

プロップについて

グロッケン　　シロフォン　　マリンバ　　ビブラフォン　チャイム　　バスドラム　　ティンパニ　　
スタンドシンバル　　ゴング　　ドラムセット　　キーボード　　ピットプレーヤー

プロップ
ドラムメジャー（バトン）
サブメジャー（バトン）
ドラムメジャー
サブメジャー

プロップは上図のような板が表示されます。
これはあくまで仮のオブジェクトです。
オブジェクト作成ツールで様々な形のプロップ
を作成し、アタッチすることで複雑な形のプ
ロップを作成することができます。

詳しくは「プロップ・オブジェクトの作成 P60」をご覧ください。

※ピットパーカッションは楽器のみのモデルです。
必要に応じて各楽器にピットプレーヤーを配置して使用します。
楽器単体で動かす事もできます。
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その他



※ピットパーカッションは大人用と同じ楽器を使用します。
奏者を配置して、Zの高さを調節するか、台を作成してその上に立たせることで、演奏して
いる様子を表現することができます。

メロディー楽器
鍵盤ハーモニカ
リコーダー
電子サックス　
キーボード
鉄琴
木琴
ベルリラ 

ドラム

スネアドラム
トリオタム
バスドラム
シンバル
奏者

カラーガード
フラッグ
ポンポン
ダンサー
ドラムメジャー
サブメジャー

男性
女性
男児
女児

※コンテ途中での手具の持ち替えには可能です。

髪型や衣装を変更することで、違った印象のモデルにカスタマイズ可能です。
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保存・別名で保存

ファイルを開く

保存・ファイル・サウンドを開く8

保存された dsmファイルをダブルクリックしても
開く事はできません。
たとえ関連付けを行ってもシステムの都合上、
開けない仕様になっています。
必ず、ドリルスタジオを起動してから、
ファイルメニューから [開く ] を選択してファイルを
選んで開いてください。
また、最近使ったファイルには最大5ファイルの
履歴を記憶しています。
選択するだけで、よく使うファイルを開くことが
できます。

保存されるファイルは　Drill Studio Motion File (.dsm) です。
このデータには、使用している音楽データも含まれます。
dsmファイルはDrillStudio のオリジナルファイルです。
他社の dsm形式ファイルとは交換性がありません。

作成された dsmファイルの配布は自由ですが、音楽ファイルを含むデータの利用、配布については
著作権にご注意ください。

サウンドの読み込み

ドリルスタジオでは、音楽を読み込み、動きと完全に同期させることができます。
コンテの長さは、サウンドの長さに比例します。
逆にサウンドの長さ以上のコンテは書けない設計になっています。
初期起動時は左図のように波形のないラインが表示されています。
これは、20分の無音の音源が初期設定として読み込まれている状態です。
音源をセットする必要がない場合は、初期の状態（左図の状態）で次へ進んでください。
読み込みできるフォーマットはWAVまたはMP3です。
[44100Hz　16ビット　ステレオ ]フォーマットを想定しています。
周波数が違ったり、モノラルだったり、フォーマットが違う場合、波形の長さが短くなり、
早いカウントが打てなくなる場合があります。
別のフォーマットを利用する場合は、音声編集ソフトを利用して、対応フォーマットに変換してから
読み込みを行なってください。

[ ファイル ]▶[ サウンド読込 ]を選択し、音源を設定します。（音源がある場合のみ）

[ファイル ]▶[ 開く ] を選択し、保存した dsmファイルを開きます。

または [ファイル ]▶[ 保存 ] を選択し、保存した dsmファイルを開きます。
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カウントの作成と編集9

カウントの作成は必須です。
作成したカウントに対してシートを作成するので、カウントがないとシートの作成ができません。
音源がなく、特に決まったテンポがない場合でも、任意のテンポでカウントを作成してください。
カウントの作成、編集には、カウントツールを使います。

カウント作成

カウント打ち込み

カウント追加

タイムラインの場所にカウントを1つだけ作成します。

このボタンを押すと音楽が再生され、タイムラインが進んでいきます。　
テンポに合わせて [スペースキー ]をタップして、カウントを入力していきます。

タイムラインのある場所の前後のカウントを指定した数で分割します。

リアルタイム入力などで、ばらつきのあるカウントを均等に割付し直します。

8分割

追加

現在ある最後のカウントの後にテンポを指定してカウントを追加します。

カウントの入力

カウントラインベース

カウントツール

カウント

リアルタイムで入力した、ばらついたカウント 均等化されたカウント

カウント分割

カウント均等化
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小節設定

分割移動

カウントは個別に移動したり削除することができます。複数選択することも可能です。

小節を設定することで小節の自動計算など様々なメリットが
あります。　小節の頭になるカウントをクリックしてタイム
ラインを合わせます。このボタンをクリックして、拍子、設定
する小節数を入力します。
曲の頭から、小節数は大きめにセットし、変拍子になる
カウントで再度設定します。これを繰り返しすことで小節が
自動で設定され、小節の1拍目が緑で表示されます。
修正や変更したい場合は、変更箇所以降の設定をやり直す
ようにします。

現在のタイムラインの位置より後ろのすべてのシート、カウントをまとめて移動させる事ができます。
曲が変更になり小節が増えたり、カットされた場合に便利な機能です。
赤くなった部分をドラックして移動させることができます。
移動を終了するには、赤くなった部分を右クリックするか、もう一度ツールボタンをクリックします。

選択されたカウントはドラッグで移動させることができます。
マウスカーソルがシートサブエリアにある時にキーボードの←→を押すと移動でき、微調整ができます。
[シート配置スペース ]を起点にしてドラッグすることで、四角で囲い、まとめて選択することができます。
また、「Shift] キーを押しながらクリックすることで、複数選択をすることができます。
カウントを右クリックすると編集メニューが表示されます。

シート配置スペース
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このカウント以降を移動
　　　と同じ効果ですが、選択カウントが起点になります。

カウントラインバーを右クリックで表示されるメニュー

ここにカウントを挿入
　　　と同等の機能ですが、タイムラインの場所ではなく、
　　　右クリックした場所にカウントを1つ追加します。

テンポを指定してカウントを追加
　　　と同等の機能ですが、最後のカウントの後ろではなく、
　　　右クリックした場所から、指定の間隔、指定の数の
          カウントを作成します。

ここから再生
右クリックした場所から、音楽を再生します。

頭出しポイントに設定
右クリックした場所を、巻き戻しボタンを押した時の開始位置に設定されます。

カウントを右クリックで表示されるメニュー

ここにシートを作成
　クリックしたカウントに新しいシートを作成します。
　詳しくは「シートの作成と編集  P26」をご覧ください。

選択カウントの削除
　選択されたカウント（赤く表示されたカウント）を削除します。
　Delete キーでも削除することができます。

選択カウントの均等化
　　　と同じ効果が得られます。

すべてのカウントを削除
　選択されていないカウントも含め、すべてのカウントを削除します。

小節の設定
　　　と同じ効果が得られます。
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タイトル設定

タイトルを設定するには、[ファイル ]▶[ タイトル設定 ]を選択します。
タイトル、サブタイトル、デザイナー、著作権情報を設定することができます。
ここで設定した情報は、シートフォーマットに合わせてシートへ表示されます。
また、タグが割り当てられているので、シートの好きな場所に表示させることができます。
タイトル [/t]　サブタイトル [/st] 　デザイナー [/d] 　著作権 [/c]
テキスト挿入、タグ入力については、「テキストを挿入する  P48」をご覧ください。

タイトル　＋　サブタイトル

タイトルを設定する10

初期フォーマットでの表示位置
使用するフォーマットにより表示位置、デザインが異なります。

デザイナー

著作権情報
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シートデザインを変更する

シートのデザインは [編集 ]▶[ 基本設定 ]から行うことができます。
[標準フォーマットを使用 ]にチェックを入れてフォーマットを選択することで、予め用意してある数種類の
フォーマットから選択することができます。
また、フォーマットは自由に作成することができます。
シートサイズ、グリッド設定を変更し、ラインツールなどで独自にデザインしたフォーマットを保存できます。
保存した dset ファイルは、この基本設定から開くことができます。
設定ファイルには、テキストの位置、ステージの種類などの情報も合わせて保存されます。
よく使うオリジナルデザインを保存しておくと便利です。

標準フォーマット

シートデザインの変更（基本設定の使い方）11
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30m×40m　アリーナ

91.3m×47.96m スタジアム

20m×10m ステージ 15m×7.5m ステージ

24m×24m 体育館

30m×15m ステージ

30m×40m　体育館



規格用紙比率と異なるサイズにすると、印刷時に想定と異なる結果になる場合があります。

ラインツールを使用して、グリッドに合わ
せて、マーカーラインや、ステージの境界
線など必要な線を描きます。
テキストツールを使い、既存のテキストを
移動、削除、または新しくテキストを追加
します。
シートフォーマットは全ページ共通になり
ますので、タグを使用して自動計算される
ように工夫をします。
画像ツールを使用して画像を必要に応じて
修正、追加します。

グリッドは、歩幅や、マーカーまでの距離、フィールド全体の距離を
設定します。
たとえば、横20m×縦15mのフィールドを想定した場合、　
横幅を 200　縦幅を 150　とします。
1歩幅には 1歩の標準距離を入力します。　
日本は 62.5（cm）　アメリカは 57.15（cm）　となります。
ポイント間の歩数は、グリッドの太線を作成する間隔を指定します。
通常は 8（歩）や 4（歩）に指定します。

[ マウスで設定 ]ボタンをクリックします。
すると左のような画面になりますので、用紙サイズを選び、
「Shift] キーを押しながらバウンディングボックスを調整して、
拡大、縮小し、用紙を調整します。
グリッドは移動しませんので、用紙を移動させて、グリッドが理想
の位置にくるように設定をします。

各ツールの使い方は
「テキスト、図形、画像の挿入P51」の
をご覧ください。

オリジナルシートを作成する場合、現在表示されているシートを修正して作成することになります。
作業しやすいように、一番近い大きさの標準フォーマットを選択しておいてください。

　① グリッドを変更します。
　

② シートの設定で用紙サイズを調整します。
　

③ 基本設定を一旦終了し、ラインツール、テキストツール、画像ツールで修正をします。
　

オリジナルシートの作り方
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グリッドはあくまで、方眼紙の役割ですので、実際のマーカーなどはラインツールで描きます。
1cmや 10cmなど、設定単位が異なりますのでご注意ください。 ポイント間の歩数

8歩

200

1
5
0

1 マスが1歩（62.5）

テキストツール

ラインツール

画像ツール



ステージツールでシート表示とステージ表示を切り替えることができます。
ステージモードとシートモードで別々のテキスト、画像、図形を設定することができます。
印刷に反映されるのは、シートモードで作成したもののみです。

[ビュー ]▶[ ステージの変更 ]からステージを変更することが
できます。
また、[基本設定 ]からステージの縮尺や位置を変更すること
ができます。
ステージにはオブジェクトを追加することができます。
コンサートホールの壁などはオブジェクトで作成されているので
変更や削除をしてステージの構成を変えることができます。
フリーステージにオブジェクトを追加することで、自作のステージ
も作成が可能です。

ステージの設定、変更12

体育館

スタジアム

アリーナ

ステージ小

ステージ大

フリーステージ

ステージモードに切り替える

ステージの種類を変更する

ステージツール
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シートの作成、編集には、シート編集ツールを使います。

選択したシートをサブシート（またはメインシート）にします。

選択したシートを印刷しない設定にします。
サブシートを印刷しない設定が可能ですが、このボタンを押されたシートはメイン・サブシートに
関わらず、印刷しないシートになります。この設定がされたシートはグレーで表示されます。

現在タイムラインがある場所の前のメインシートから次のメインシートまでに
指定した間隔でサブシートを作成します。

現在のカメラアングルを選択したシートにスイッチング /ムービングカメラとして設定します。
カメラが設定されているシートにはカメラマークが表示されます。

サブシートピッチ2で作成

プレイバックツールのカメラボタンがオンの時のみ、
設定したカメラワークが再現されます。

シート編集パレット

シートの作成と編集13

新しいシートを追加する

タイムラインの場所（現在のカウント）にシートを1枚作成します。
すでにその場所にシートが存在する場合は、次のカウントにシートが作成されます。

シート作成

サブシート

印刷ロック

サブシート挿入ボタン

スイッチング・ムービングカメラボタン
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シートを追加、編集する

シートを最後尾に追加した場合は、最後のシートと同じ隊列、
中間に作成した場合はそのカウント時点での隊列でシートが
作成されます。

シートを右クリックすると表示されるメニュー

シートの挿入時のパフォーマー配置

サブ（メイン）シートにする

カメラ登録

カメラ削除

シートを削除
選択したシートを削除します。
Delete キーでも削除することができます。

と同じ機能です。

と同じ機能です。

と同じ機能です。

サブシートを追加

登録されたカメラワークを削除します。

シートを印刷しない
と同じ機能です。

作成されたシートをドラッグすることで移動させることができます。
移動にともない、カウント数やシート番号が自動で再計算されます。
シートは選択したカウントと、その前のカウントの中間に作成されます。
これは、頭の位置がポイント上に来るタイミング（裏拍）を起点にしているため、このような仕様になっています。
カウントと同様、[シート配置スペース ]を起点にしてドラッグすることで、四角で囲い、まとめて選択することが
できます。
また、[Shift] キーを押しながらクリックすることで、複数選択をすることができます。

シートの移動は、シートとシートの間のみ移動でき、前後のシートを追い越すことはできません。
カウントがない場所にシートは移動できませんが、カウントがある状態でシートを作成し、後でカウントを削除し
た場合、シートが残ります。この時にシートを移動をしてしまうと、予期しない場所に移動しますので、必ずカウ
ントを打ち直してから移動してください。
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ドリルの制作

ドリルを編集するときには、まず、作成したシートをクリックします。
シートをクリックすると、タイムラインが、シートの位置に移動し、シートがピンク色に変わります。
この状態で、メイン画面でパフォーマーを移動させると、ピンク色のシートに反映されます。
タイムラインがシートの場所にない場合は、現在のシートが水色で表示され、予期せぬ編集結果を防ぐため、
メイン画面でのパフォーマーの選択、移動ができません。
複数選択した場合は、はじめに選択されているシートが編集されます。

編集した結果は、タイムラインのシートに、隊列の状況が反映されます。
現在の隊列設定の雰囲気が一目でわかるように設計されています。
常に、どのシートを編集しているのか確認しながらすすめるようにしないと、意図しないシートが編集されている
場合がありますのでご注意ください。

ドリル編集の基本操作

3番シートが編集されます。

編集がロックされて、選択ができなくなります。

2番シートが編集されます。

タイムラインバーは現在の再生位置を表しています。

●パフォーマーが選択されていない状態でキーボードの矢印キー（←→）を押すと、タイムラインバーが移動します。
●同じくキーボードの矢印キー（↑↓）を押すと、タイムラインバーが次のシートに移動します。
●カウントラインバーをダブルクリックすると、その位置にタイムラインバーが移動します。
●タイムラインバーをドラッグして移動させることができます。
●シートをクリックした場合、そのシートの位置にタイムラインバーが移動します。
●カウントを右クリックした場合、そのカウントの位置にタイムラインバーが移動します。
●画面の一番下にあるスクロールバーを動かすと、タイムラインはそのままで、先のシートを見ることができます。

タイムラインバーの操作

タイムラインバー

シート

カウント

スクロールバー

カウントラインベース
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パフォーマーの選択と移動15

セレクトツール

ドラッグで四角を描き、四角内にあるパフォーマーを一気に選択できます。
選択された順番が記憶されますが、同時に選択された場合、不規則な順番になる場合があります。
移動、回転など単純動作の時には使いやすく便利です。[Shift] キーを押す事で、追加選択が可能です。

クリックを繰り返すことで、多角形を描き、右クリックで多角形を閉じます。その多角形に囲まれた
パフォーマーを選択することができます。弧や、円など、入り組んだパフォーマーを選択するときに便利です。
右クリックを押したときに一気に選択されますので、選択順は不規則になります。[Shift] キーを押す事で、
追加選択が可能です。

ドラッグしながら、筆でなぞるようにパフォーマーを選択できます。一度クリックを離しても、
連続追加選択ができます。順番指定に特化したツールです。変形選択にも利用できます。

選択したパフォーマーやオブジェクトを編集できないようにロックします。

されたすべてのパフォーマーやオブジェクトのロックを解除します。

選択ツールは3種類あります。用途にあわせて使い分けます。コンテを作成するときには選択された順番が重要に
なります。使用したいツールが順番に影響する操作かどうかなど、状況にあわせて選択の方法を判断して、ツール
を選びます。パフォーマーを直接クリックすることでも選択可能です。[Shift] キーを押しながらクリックすることで、
複数の追加選択が可能です。パフォーマー以外の場所を右クリックすることで選択が解除されます。

SNAPボタンをオンにすると、カーソルがポイントにスナップするようになります。
設定した数値に基づいてスナップの精度を変更できます。
▲▼では0.5 間隔で動作しますが、直接入力すれば、0.25など細かな設定が可能です。

スナップがオンになっていると×マークがカーソル付近に表示されます。
この×の場所がクリックする場所となります。
スナップの間隔の基準は、常にセンター（0,0) のポイントを起点に計算され
ます。グリッドの設定が正しく行われていないと、グリッドとスナップに
ズレが生じる事があります。
よく使う機能なので [control]+G のショートカットが用意されています。

パフォーマー選択用の3種類のツール

セレクトツールの使い方

スナップはすべての描画ツールに影響します。ライン、アーク、円など、正確な配置がしたい場合は、
スナップを有効にします。

矩形選択

多角形選択

ドラッグ選択

ロック /アンロック

スナップ
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パフォーマーの選択順を意識する

同じ人数でも選択した順番によって、ライン配置などのツールを使った時の結果が変わります。
矩形選択（四角で囲んで選択）の場合、すばやく選択すると、どのような順番で選択したのか認識できず、
ランダムに選択されてしまいます。
選択するときは、ゆっくり順番に選択し、[Shift] キーを使って、選択パフォーマーを追加しながら、順番を指定
して行きます。また、ドラッグ選択ツールを使うと手早く順番指定ができます。
下のように▷が重なってしまっている場合は、順番が正しく選択されていません。

選択した順番が分かるように、▷が表示されます。

パソコンのスペックや環境によっては、選択が反映されるまでに時差が
あり、思うような順序の結果にならないこともあります。
それらを自動で補正するオートオーダーという機能があります。

パフォーマーの移動と拡大、回転
パフォーマーの移動は、選択したパフォーマーをドラッグすることで移動させることができます。
選択されたパフォーマーすべてが同時に移動します。

また、キーボードの ←↑↓→ でも細かく移動させることができます。
[Shift] を押しながら←を押すと、スナップで設定されている数値にもとづいた間隔で移動できます。
1歩ずつ移動させる作業などに役立ちます。

回転や拡大はバウンディングボックスを利用して行います。
パフォーマーを選択するとバウンディングボックスが表示されます。
角の　 をドラッグすると回転、■をドラッグすると拡大・縮小
できます。
回転、拡大といっても、マークそのものが回転したり拡大するわ
けではなく、パフォーマーのポイントが
相対的に回転、拡大されます。よって、1名だけを選択した状態
では拡大や回転は意味がありません。

回転
拡大
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様々な選択順を自動で行うオートオーダー

このボタンを押すと順番を逆転させることができます。（スペースキーでも同じことを行えます）

列や行全体を選択しておいて、スキップボタンをクリックします。
グループ（何人選択）とスキップ（何人飛ばす）を入力して、飛び飛びの選択ができます。

現在の選択順を記憶させて、あとで復元することができます。
記憶された選択順は次にコピーが押されるまで持続し、もう一度コピーを押すと上書きされます。

AUTOボタンがオンの時は、1番目に選択されたパフォーマーを先頭にし、近いポジションにいる
パフォーマーを順に自動で選択されます。

プリセットボタンは4種類あり、各ボタンを
押すと右図のような状態になります。
ボタンをクリックするたびに選択順が変化し、
さらに各4パターンが収録されています。
リバースでの逆順を含め合計32パターン
の選択をすることができます。
菱形のブロックや斜めのブロックにも対応
しています。
ボタンを変えながらクリックを繰り返したり、
クリック前の選択順序を調整することで、
必要な選択順を手軽に得られます。

プリセットオーダーツールはクリックした図形のように自動で選択されます。

オートオーダー

多くのパフォーマーを思い通りに選択するのは難しいです。
それらを自動で行ってくれる便利なツールです。

リバース

スキップ
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パフォーマー配置ツールの使い方

ライン配置

ポリライン配置

サークル配置

1回目のクリックで始点、2回目のクリックで終点を設定し、ラインを引き、ライン上に均等に
選択パフォーマーが配置されます。

インターバルツール
このボタンをオンにすると、インターバルを固定して図形を描くことができます。
▲▼では0.5 間隔での設定ですが、直接入力することで、さらに細かな数値を設定することが
可能です。

クリックする度にポイントが増えていき、そのポイントを結ぶラインにパフォーマーが配置されます。
右クリックで決定されます。

アーク配置

1回目のクリック点、2回目のクリック点を接する弧を描き、3回目のクリックで弧を決定します。
その弧の上に均等に選択パフォーマーが配置されます。

カーブ配置（スプライン曲線）
クリックする度にポイントが増えていき、そのポイントを結ぶ滑らかなカーブにパフォーマーが
配置されます。右クリックで決定されます。

フリーハンド配置

ボックス配置ツール

ドラッグして自由なラインを描き、そのラインに均等にパフォーマーが配置されまます。
右クリックで決定されます。右クリックするまで、何度でも描きなおすことができます。

クローズドカーブ配置（スプライン曲線）
ドラッグして自由なラインを描き、そのラインに均等にパフォーマーが配置されまます。
右クリックで決定されます。右クリックするまで、何度でも描きなおすことができます。

ドラッグで矩形を描き、選択したパフォーマーをまとめてボックスに並べることができます。
ボックスに並ぶ順番に一定のルールがありますので、意図する順番に並ぶように注意して
あらかじめ選択順を意識して使用してください。

1回目のクリックで中心、2回目のクリックで半径を指定し、3回目のクリックでパフォーマーの
配置角度を指定し円を描きます。その円上に均等に選択パフォーマーが配置されます。

パフォーマー配置ツールは選択した順番を基準に、ラインや円などの
図形上にパフォーマーを配置できます。
スペースキーを押す事で順番を逆にすることができます。
また、整列ツールもセットになっています。
これらのツールは、使用する前に必ずパフォーマーを選択しておく必要が
あります。
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パフォーマー追加ツール

ミラー配置

パフォーマーを追加することができます。すべてのシートでパフォーマーが追加されます。
パフォーマーは所定の位置に出現します。
ステージなど小さなシート設定を使用している場合、欄外に出現しますのでご注意ください。

あらかじめ、半分の形を作成し、ミラー元となるパフォーマーを順番を考慮して選択します。
その状態でミラーツールを選択し、その後、移動させたいパフォーマーを順番に選択していきます。
はじめに選択していたパフォーマーの順番と相対して、ミラーリング配置されます。
ミラーの起点はピンクのラインで左右にミラーリングされます。
ピンクのラインはドラッグで移動させることができます。
上下にミラーさせることはできませんので、その場合は左右で作成し、回転させるなどで対応します。

① 形が完成した側のパフォーマーを順番に選択
② ミラーツールをクリック
③ ピンクのラインを起点に移動
④ 反対のパフォーマーを選択順に対比するように
　 クリックまたはドラッグで選択していく
⑤ 最後まで選択するとツールは解除されます。
　 途中で終了するには右クリックします

ベジェ曲線配置

ポイントをクリックし、ドラッグする事で、ベジェ曲線を描きます。
右クリックで曲線を終了させることができます。
また、曲線描画中に [control]+Z を押すと、ポイント配置を1つ前に戻す事ができます。
また、右クリックで曲線を決定する前であれば、ハンドルやポイントを選択して調整する事が可能です。
均等に選択されたパフォーマーが配置されます。
また、インターバルをオンにすることで、インターバルを固定した曲線を作成することができます。

ベジェ曲線は複雑な図形でも綺麗に描くことができ、非常に
便利ですが、使いこなすことが難しい側面もあります。
様々なグラフィック系ソフトに採用されており、描き方をわ
かりやすく説明したサイトや参考書も販売されていますので、
参考にしてください。

ハンドルポイント
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ポイントチェック（編集ツール内）

前の位置にリセット (編集ツール内）

スナップで設定されている数値の上（スナップが有効な場所）に乗っていないパフォーマーを
チェックします。
このツールをクリックすると、ずれているパフォーマーが選択され、一目でわかります。

整列ツールで正確な配置

ポイントに乗っていないパフォーマーをチェックする

整列ツールで、曖昧なポイントを一気に整頓できます。
スナップツールの数値を指定し、整列ツールをクリックすると、指定したポイントにスナップし
整列されます。一番近いポイントに吸着して整列します。
スナップの数値が大きくなると、パフォーマーが重なる場合がありますのでご注意ください。

スナップにチェックがついている状態では、指定した
ポイントでスナップされ、正確な描画が可能です。
スナップは全ての描画ツールに影響します。
ライン、アーク、円など、正確な配置がしたい場合は、
スナップを有効にします。
よく使う機能のため、ショートカット [control] + G 
でスナップを有効にすることができます。

選択されたパフォーマーを縦一列・横一列に一気に整列します。

選択されたパフォーマーを縦・横に均等に配置します。

縦・横に整列

縦・横均等配置

整列ツール

前のシートの位置にリセットさせる

選択されたパフォーマーを前のシートの位置に移動します。
変更をリセットしたい場合など、よく使う機能なので、
[control]+R のショートカットキーが用意されています。

ホルト (編集ツール内）
選択されたパフォーマーを前のシートの位置に移動し、かつ、ホールドにします。（マークタイムなし）
[control]+H のショートカットキーが用意されています。
ホルト（ホールド）について詳しくは [マーチスタイルの設定 P39] で詳しく解説しています。
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カメラアングルの設定16

様々なアングルから表示、編集をする

2Dボタンが押されていると、2D固定になり、遠近法がない完全に真上からの表示になります。

横回転がオンの時、右クリックしながらドラッグするとカメラを横回転させることがでいます。

縦回転がオンの時、右クリックしながらドラッグするとカメラを縦回転させることができます。

縦横両方がオンの時、右クリックしながらドラッグすると、カメラを自由に回転させること
ができます。

カメラの制御はカメラアングルツールを使用して簡単に切り替えができます。

3D表示でのマウス操作

2D表示

同じ真上からのアングルでも2Dと3Dで表示が変化します。

3D表示

① マウスホイールを回すと、カメラをズームできます。
② マウスホイールをクリックしながら、動かすと、角度はそのままで移動します。
③ マウスの右ドラッグで視点を中心にカメラが回転します。

MacBook のトラックパットにはマウスホイールをクリックする動作（中クリック）が割り当てられていません。
[command] キーを押しながらドラッグする、またはハンドツールを使用して②と同じ動作を行うことが
できます。

トラックパットでの操作

カメラの回転を固定する

トップアングル

ボックスアングル

カメラがどこにあっても、シート全体（ステージ全体）を真上から見たアングルへ移動します。

カメラがどこにあっても、シート全体（ステージ全体）を斜め上から見たアングルへ移動します。
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拡大、縮小表示
ズームツールと併用して自在に画面を操作します。

ハンドツール
このボタンを押して、画面をドラッグする事で、現在のアングルをそのままに平行移動することが
できます。
マウスボタンの中クリック（ホイールをクリック）　で同じ効果が得られます。
Macの場合は [command] キーを押している間は同じ効果が得られます。

ターゲット
カメラターゲットを表示します。カメラは常にカメラターゲットを照準点にしています。
このボタンをクリックすると、現在のターゲットの位置が表示され、カメラ操作が分りやすくなります。
表示の状態にあっても、印刷には影響されませんが、動画には映りますので注意ください。

拡大ツール

縮小ツール

現在のアングルをそのままにズームインします。
マウスホイールを動かすと同じ効果が得られます。

現在のアングルをそのままにズームアウトします。
マウスホイールを動かすと同じ効果が得られます。

スポットツール
このボタンをクリックすると、カメラターゲットを真上から見るアングルに変更されます。
現在のカメラターゲットの位置はターゲットボタンで表示して確認することができます。
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モデルの表示・非表示

パフォーマーマークの表示・非表示

ラベルの表示・非表示

一時的にマークを黒で表示

グリッドの表示・非表示

エリアガイドの表示・非表示

パーツ表示ツール

様々なパーツの表示、非表示を切り替えることができます。

パーツの表示17

表示・非表示を切り替える

前のポイントの表示・非表示

次のポイントの表示・非表示

1つ前のメインシートのポイントと、そこから現在の位置を結ぶラインが引かれます。
表示・非表示は、印刷結果にも反映されます。

1つ次のメインシートのポイントと、そこから現在の位置を結ぶラインが引かれます。
表示・非表示は、印刷結果にも反映されます。

エリアガイドは、カウントと連動し、移動歩幅の限界目安を知るのに役立ちます。
前のポイントを中心とする半径が　カウント数×1歩の幅　になった円が表示されます。

ラインカラーの変更

ラインカラーの変更
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各ボタンについて

ドリルの再生、停止、早送り18

ステータスツール

プレイバックツール

ステータスツールには現在のセット番号やカウント、小節の情報が常に表示されています。

このツールで再生や巻き戻しなどの制御ができます。

左の図の場合
現在のセット（シート）が [No.5]
このセットのカウントが [8]
現在のカウント番号が [47カウント目 ]
現在のタイムラインの位置が [12小節目の3拍目 ]
になります。

うまく再生できない場合、音源がセットされているか、
対応フォーマットで保存された音源であるかをご確認ください。

シートナンバーや、カウントは自動で設定されます。小節設定を行うと、小節、拍数も自動で計算されます。
また、◀▶でセット、カウント、小節単位でタイムラインを移動させることができます。

頭出しができます。ショーの頭、または、頭出しポイントに移動します。

ショーを再生します。

このボタンが押されている場合、3倍速で再生されます。

カウントやシートの編集がしやすいように、プレビューラインを拡大表示することができます。

通常時 拡大時

このボタンが押されている場合、1/2倍速で再生されます。

タイムラインを巻き戻します。

タイムラインを早送りします。
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ホルト・・・・・・・前のポイントで静止
ローステップ・・・・くるぶしまで足を小さく上げます。

ミドルテップ・・・・ふくらはぎまで足を上げます。
ハイテップ・・・・・ひざまで足を高く上げます。

フリーウォーク1・・テンポに関係なく歩きます。

フリーウォーク2・・テンポに関係なく早く歩きます。

フリーラン・・・・・テンポに関係なくダッシュします。

以下は自動的に進行方向へ向くようになります。

マーチスタイルの設定19 
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ホルト（ホールド）ツール
パフォーマーを選択し、このボタンをクリックすると、選択したパフォーマーをホルトさせることができます。
[control]+Hのショートカットでも同じ 結果を得られます。
選択中のパフォーマーにホルトが指定されている場合はオレンジ色になります。
選択中のパフォーマーのホルト指定が混在している場合は黄色になります。
オレンジ、黄色の状態でもう一度クリックすると、ホルトが解除（ローステップ）されます。
[control]+Mのショートカットでも同じ 結果を得られます。

ホルトを指定した場合、その場でつま先を開いて静止します。
シート間でパフォーマーが移動している場合は、前のシートのポイントに自動的に戻ります。
ホルトはシート間で行われ、拍による細かな設定はできません。
シート途中でホルト＆ムーブを行いたい場合は、サブシートを作成する必要があります。

ステップチェンジ（ロー、ミドル、ハイステップなど）
パフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ ステップチェンジ ]で、指定したパフォーマーの
膝を上げる高さを変更することができます。

デフォルトではローステップで移動します。
ここで変更したステップは選択中のシートに反映され
ます。（複数選択可）

ステップタイム（ノーマル、ダブル、ハーフタイム）
パフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ ステップタイム ]で、指定したパフォーマーを倍のテンポや半分の
テンポで歩かせることができます。

この設定は1シートのみ有効です。
複数のシートで継続したい場合は、反映させたい
シートを複数選択した状態で設定を行います。
ドリルスタジオには小節やカウント数を自動で計算
を行う機能がありますので、全体を倍テンポで動か
す場合でも、カウントを沢山挿入するのではなく、
楽譜通りに設定し、全パフォーマーにダブルタイムを
設定するようにします。
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ターンを設定したいパフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ ターン設定 ]を選びます。
ターンは一人一人にシートごとに設定ができます。

ターン設定

ターンは前のシートから現在のシートの間で行われます。
進行方向、ルックポイント、角度指定の3種類があります。
開始カウントから回り初め、終了カウントで指定角度に達
します。
ターン設定を行うと、次にターン設定が行われたシートま
で角度を維持します。
例えば、進行方向をやめてフロントに向けたい場合などは、
そのタイミングで、角度指定0度のターン設定を行なって
ください。
設定2を使う事で、1シート間に2種類のターンを設定
することができます。
設定2は角度指定のみとなります。

▶ボタンで角度を設定できます。
設定した方向へ指定したタイミングで向きます。
ボタンは 45°設定ですが、数値を入力することでより細かい角度を指定
できます。

進む方向に向きます。
どの角度に対しても常に前に進みます。

ポイント指定でクリックした場所を常に向きます。
自分の場所が移動してもポイントの方向を向き続けます。

角度指定

進行方向

ルックポイント

各種アクションの設定19 

ディレイの設定
ディレイはパフォーマーの選択順に合わせて、設定したタイミングをずらす機能で、
ターン設定では1～4拍の間で数値を選びます。
詳しくは、[ホーンアクション ディレイの設定  P41] をご覧ください。



ディレイの設定

ホーンアクションを設定したいパフォーマーを選択し [パフォーマー ]▶[ ホーンアクション ]を
選びます。

ホーンアクション

ホーンダウン、ホーンアップ、など、楽器、腕、首の
ポーズを選択したパフォーマーに対して適用します。
前のシートから現在のシートにかけて反映されます。
例えば、ホーンダウンの状態にあるパフォーマーを
ホーンアップさせるとき、開始カウントからベルを
動かし、終了カウントでベルが上がりきります。
その後は指示が無い限り、そのままベルアップを継続
します。
戻したい場合は、再度設定します。
ホーンアクションは楽器毎に全て違います。
番号を変更すると、選択中のパフォーマーのポーズが
変わります。
ウインドウを移動させて目的のポーズになっていること
を確認しながらセットしてください。
設定2を使う事で、1シート間に2種類のアクション
を設定することができます。

ディレイはパフォーマーの選択順に合わせて、設定したタイミングをずらす機能です。
0.25～2の間で数値を選びます。
0.5 が半拍、1が1拍のズレになります。
グループを設定することで、設定した人数の単位でアクションを行います。

グループを1で設定した場合、1人ずつずれるので
波のようなアクションになります。

グループを3で設定した場合、3人1組になって
アクションするようになります。

ディレイは1セット間（シートとシートの間）でのみ有効です。
一度ディレイを設定しても、再度ホーンアクションを開くとディレイのチェックが外れています。
再設定の場合はチェックを入れ直してください。
サブシートをまたぐアクションを行う必要がある場合は、オフセットコピーツールを利用してください。
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様々なポーズをさせることができます。
パフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ ポーズライブラリ ]を選びます。

ポーズライブラリ

ポーズはホーンアクションとは異なり、全てのパートで
同じポーズを行います。
ここで設定できるポーズは、ホーンアクションで動作
する部分（腕、首）以外の動きを設定できます。
番号を変更すると、選択中のパフォーマーのポーズが
変わります。
ウインドウを移動させて目的のポーズになっていること
を確認しながらセットしてください。
設定2を使う事で、1シート間に2種類のアクション
を設定することができます。
ホーンアクションと同じく、ディレイを設定することが
できます。ディレイの操作についてはホーンアクション
のページをご覧ください。

モーションは、モーション番号に応じた動きを連続して
行います。
同じ番号でも、パートやセクションにより動作が異なり、
ドラムメジャーの指揮、フラックのトスやスピンなどが
予めセクション毎に用意されています。
   
設定されたモーションはパートや番号により、その動作
の長さが異なります。
開始カウントから終了カウントまでの長さがアクション
の長さより長い場合は、モーションを繰り返し、短い場
合は、途中まで再生されます。
モーションは各セクションや楽器によって割り当てられた
モーションが異なります。
通常は下半身は歩く動作が優先されますが、「下半身モー
ション ]にチェックを入れると下半身にもモーションを
セットできます。

設定2を使う事で、1シート間に2種類のモーション
を設定することができます。
複数のシートを選択し、[選択したシート全てに適応 ]の
チェックを入れると、選択した全てのシートにまとめて
同じモーションを設定できます。
ディレイは１拍単位で設定が可能です。

モーションライブラリ
様々な連続したアクションをさせることができます。
パフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ モーションライブラリ ]を選びます。
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歩く動作（ローステップや、ダブルタイムなど）、ホールド、ポーズライブラリがこの範囲に適応されます。
歩く動作よりホールド、ホールドよりポーズライブラリが優先されます。

モーションライブラリは通常は上半身のみのアクションに適応されますが、[下半身モーション ]にチェックを
入れる事で全身にモーションを設定することができます。
また、[下半身モーション ]にチェックが入っていなくてポーズライブラリが設定されている場合は、
ポーズ（下半身）とブレンドすることができます。

マーチ、ターン、ホーンアクション、ポーズライブラリ、モーションライブラリをうまく利用することで
300種類以上のポーズを作成することができます。
アクションのタイミングを調整して複合的なアクションを構成できます。

上半身：ホーン [4]　
下半身：フリーラン

上半身：モーション [3]　
下半身：ポーズ [11]

上半身：モーション [1]　
下半身：ポーズ [2]
ターン [270]

上半身：ホーン [5]　
下半身：ポーズ [1]

ホーンアクションでの設定がこの範囲に適応されます。
実際は上半身ではなく腕、首、手に持っている楽器やスティックを制御しますので腰の回転などは
ポーズライブラリでの制御となります。
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各種アクションの優先順位
上半身のアクション

上半身のアクション

全身のアクション

複数設定の例

下半身のアクション

下半身のアクション

全身のアクション

楽器 楽器楽器 楽器 楽器 楽器



フォローザリーダー・ピンフィール20

フリームーブ

② 作成したシートではなく移動前のシートを選択します。

① 移動後のシート（フリームーブを行うセットのシート）を
　 仮に作成します。

④ フリームーブツールをクリックします。

③ フリームーブさせたいパフォーマーを1人選択します。

⑤ サブシートピッチにサブシートを作成したい間隔を
　 設定し作成をクリックします。

⑥ マウスをクリックして動きを入力していきます。

1人のパフォーマーのサブシートの動きを連続して設定できます。
それにより、曲線的な自由な動きを表現できます。

この機能は1人だけを選択している場合に有効です。
サブシートピッチが細かいほど、なめらかな動きになり
ますが、他のパフォーマーの動きも考慮しつつ数値を選びます。
サブシートがない場合は自動でサブシートが作成されます。
すでにサブシートがある場合はそのサブシートに位置情報が
記録されます。
次のシートまで行くと自動で入力が終了します。
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複雑な動きを簡単に作成できるスペシャルツール
サブシートを多様した複雑な動きを簡単に作成できるツールが用意されています。



① セット間にサブシートを作成し、先頭のパフォーマーの
　 動きを作成します。
　 フリームーブツールを使うと手早く作成できます。
② 後のシートを選択した状態で、先頭の人を含め、
　 追従させたい順に順選択を行います。

③ フォローザリーダーツールをクリックします。
④ スキップを入力する画面が出るので [1] を入力して決定
　 を押します。

先頭のパフォーマーに追従するように動かすことができます。

TP1のシート1のポジションにTP2のシート1-1のポジ
ションになり、TP3のシート1-2の 2ポジションになり…
というように設定されます。
前の人のポイントに２拍後に乗ることになります。
これは単純なフォローザリーダーのパターンですが、
サブシートピッチを1にしてスキップを設定するなどで
より複雑なフォローザリーダーに対応できます。

スキップを設定することで、より複雑なフォローザリーダーを
行うことができます。
通常スキップは1に設定します。スキップを2にすると、
1シート飛ばして⒉シート単位でフォローザリーダーを行います。

例えば左の図の場合、前後のインターバールが4歩あるので、
4拍で前の人の位置へ移動しますが、ピンフィールをするため
にサブシートピッチは⒉拍で設定されています。
このような場合にスキップを2に設定することで、⒉シートごとに
前のパフォーマーの位置に移動する複雑な動きが可能です。

フォローザリーダーはセット間で一定間隔のサブシートを作成した状態で行います。

フリームーブのページで作成した状態

フォローザリーダー（FTL)
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ピンフィール (PW)

サブシートの補間

ピンフィールは指定したポイントを軸にラインや、グループごとに回転を行う機能です。

① 回転後のシート（回転するセットのシート）を仮に作成します。

② 作成したシートではなく移動前のシートを選択します。

③ 回転したいパフォーマーを選択し、ピンフィールツールをクリック
 　します。選択順は影響しません。

④ サブシートピッチとカウント総数を設定します。
　 サブシートピッチが細かいほど、なめらかな回転ができますが、
　 サブシートが多くなるため、後で編集しにくくなります。
　 カウント総数には回転が完了するまでの拍数を指定します。

⑤ マウスで中心点をクリックして回転を描きます。
　 最大回転は180度までになります。それ以上の回転を行い
　 たい場合は、2回に分けて行うようにしてください。
　 また、180度のピンフィールは、計算誤差により少し
　 ポイントがずれる場合がありますので、ピンフィール設定後に
　 微調整を行ってください。

ピンフィールの設定はセット間ではなくカウント指定で行います
ので、シートを超えて設定されてしまう場合があります。
回転後のシートはしっかり計算て配置するか、余裕をもって
後ろに配置しておいて、あとで調整するようにしてください。

前のメインシートの位置から、現在のシートの位置まで、直線移動するように、間にあるサブシートの位置を
補間します。フォローザリーダーや、ピンフィールなどで、細かくサブシートが作成された状態で、別グループの
パフォーマーを直線移動させる時などに使用します。

このツールはメインシート間で有効です。
サブシートの途中から補間したい場合は、一旦メインシートに切り替えて補間し、後でサブシートに戻すなど
することで、途中以降の補間も可能になります。

サブシート補間ツール

× ×

×

× × ×

×

→
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オフセットコピー
指定したグループ単位で同じ動きをさせることができます。
動きだけではなく、ホーンアクションやポーズなどもコピーできます。
スキップを利用すればタイミングをずらしてウェーブの効果を表現できます。

フォローザリーダーとよく似たツールですが、先頭の動きに追従
するのではなく、選択したパフォーマー全員が同じ動作を拍をず
らして行います。

グループ人数は、同じ動きを同時に行いたいグループの数を
設定します。
スキップはサブシートのスキップ数です。
1拍ごとにサブシートが作成されている場合、スキップ2の場合
2拍ズレの動きになります。
2拍ごとのサブシートの場合、スキップ2なら4拍ズレの動き
となります。
サブシートのピッチ、設定値、選択順などで様々な動作を素早く
作成できます。

また、スキップを0にすると同時に同じ動きをすることができます。
動きだけではなく、ステップやステップタイムだけをコピーすることが
できます。

オフセットコピーは動きをサブシート、メインシートにかかわらず、
指定したシートに移動した差分のみをコピーします。

パフォーマーAとパフォーマーBについてスキップ2で考えた場合、
Aの1-1の動きが、Bの1-3の動きになります。
この時、Bが1-3にいたポイントからAの1-1と同じ動きを行い
ますのでBが1-3の時でどこにいるかで結果が変わります。
Bの1-4は、Bの1-3の動き後の位置から計算されるので、
Bの1-4以降はどの位置にあっても上書きされるので関係ありません。
このことを利用することで特殊な動きを作成することができます。
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B1-1 オリジナルの位置が残る

A
B
C

B1-2 オリジナルの位置から計算される
B1-2 の計算結果を元に決まるのでオリジナルの位置は無視される



パレードターン

クロススピン

特殊ツールの組み合わせ

① パフォーマーを配置して、24カウント後にメインシートを作成します。

②　　を使用してサブシートピッチ2　総カウント16で
　 先頭列に90°のピンフィールを作成します。

③ 最後のシートで先頭列を左に8歩移動し、サブシートをピッチ2
　 で追加しておきます。

⑤ 最後のシートに移動し、先頭以外の列を選択し、下に24歩
　 移動し、　　をクリックします。

⑥ 最初のシートに移動してZボタンで選択し、最後のシートに移動して
  　　 をクリックします。

⑦ グループ5　スキップ2　で決定を押します。

左の図のようなパレードターンが完成します。
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① 先ほどと同じくパフォーマーを配置して、
　 24カウント後にメインシートを作成します。

②

③ 1つめのサブシート（1-1）のシートをメインシートに変更します。

④ 最後のシートで先頭のパフォーマーを22歩右に移動し、　　
　 クリックします。

⑤ 先頭以外の列を下に24歩移動し、　　をクリックします。

⑥ 最初のシートでZボタンで選択し、最後のシートに移動して
　　　をクリックします。

⑦ グループ5　スキップ2　で決定を押します。

左の図のようなクロスターンが完成します。

ディレクションチェンジに伴うターンの設定は、ターン設定の
ディレイ機能を使うことで、まとめてに設定が可能です。

最後のシートに移動し、サブシートをピッチ2で作成します。



パフォーマーマークの変更とラベルの移動、編集21

パフォーマーマークの編集

パフォーマーマーク

パフォーマーマークの中心がパフォーマーの立つポイントです。
このマークはテキストで表現されていますので自由に変更できます。
[パフォーマー ]▶[ プロパティ ]をクリックします。
複数のパフォーマーが選択されている場合、そのすべてに反映されます。

マークの色、マークに使う文字や大きさが変更できます。
変更したい項目にチェックをつけると、項目の数値を編集できます。
パフォーマーマークのテキストを変更した場合、記号など文字の種類によって、中心がずれる場合があります。
それを防ぐために、細かくオフセットを調整できます。
[＋連番 ] にチェックをいれ、開始番号を設定するとマークやラベルの後ろに連番を自動設定できます。
ラベルのテキストを空白にして、連番を設定することで、全員に通し番号を与える事も可能です。
また、このプロパティで、パフォーマーの帽子、テクスチャなど個別に様々な変更ができます。
詳しくは、[オリジナル衣装の設定 P58] をご覧ください。

ラベル
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ラベル位置の移動

フォーメーションの形によって、ラベルが重なってしまい、見づらく場合があります。
そんな時には、シートごとにラベルの位置のみを移動できます。

ラベル編集モード

ラベル編集をオンにすることで、ラベルを選択して移動できます。
移動したラベルは、そのシートのみで反映されます。
全シートに反映させたい場合は、前のページの [プロパティ ]によるラベル位置のオフセットを
使用してください。

ラベル編集は、各種ツールと併用することができ、
拡大、回転、ラインやアークなど、様々なツールと
組み合わせて使用することで、簡単に見やすい位置
に配置できます。

ラベルの編集を終了する時は、もう一度ラベル編集
ボタンを押してオフにすると、パフォーマーマークが
選択できる通常のモードになります。

ラベルを初期位置に戻す
[ パフォーマー ]▶[ ラベル位置リセット ]でパフォーマーのラベルを通常のマーク下の位置に戻します。



線や図形を挿入する

ライン編集モード

ドローラインツール

ドローラインツールで様々な図形を描くことができます。

始点、終点をクリックして線を描きます。

クリックごとにすべての線がつながって作成されます。右クリックで決定します。

ドラッグで四角を描きます。

ドラッグで円を描きます。

1回目のクリックの点、2回目のクリック点を通る弧を描き、3回目のクリックで弧を決定します。

ドラッグして自由にラインを描きます。

クリックを繰り返すことで綺麗なカーブを描けます。（スプライン曲線）

クリックを繰り返すことで閉じられた綺麗なカーブを描きます。（クローズドスプライン）

ハンドルをドラッグしてベジェ曲線を描きます。

ポイントメーカーツールはポイントの名前を設定するツールです。
全シートモードの時にだけ出現します。詳しくはP63をご覧ください。

単シート・全シート シート・ステージ

テキスト、図形、画像の挿入23

ライン描画ツールでは
● ラインの色
● ラインの太さ
を設定することができます。
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ライン編集モードボタンをクリックすると、ドローラインツールが
表示されます。
ライン編集モードには、テキスト、画像と同様に、大きく分けて
4種類のモードがあります。

① 指定した1シートのみで表示されるライン
　 単シートが押されている状態で作成

② すべてのシートで共通して表示されるライン
　 全シートが押されている状態で作成

③ 3Dステージモードにおいて、指定した1シートのみで表示
　 されるライン
　 単シート＋ステージモードが押されている状態で作成

④ 3Dステージモードにおいて、すべてのシートで共通して表示
　 されるライン
　 全シート＋ステージモードが押されている状態で作成
　※3Dステージモードの線は印刷に反映されません。



初期設定シートの黒いラインはすべてライン編集
モードで作成されています。
（全シートモード）
ブルーのラインは、グリッドで作成されています。

ステージのマーカーラインもすべてライン編集
モードで作成されています。
（全シートモード＋ステージ表示）
ブルーのラインは、グリッドで作成されています。

これらのラインは、削除、編集ができるため、オリジナルのマーカーラインを作成できます。
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図形を削除したい場合は、図形を右クリックして [削除 ] を選択します。
[Delete] キーでも削除できます。

図形はドラッグで移動できます。
ライン編集モードになっていない場合は、選択や移動ができません。
また、全シートモードで作成された図形は、全シートモードの時のみ選択できます。
（単シートモードでは全シートモードで作成された図形は選択できません）

図形のポイントを編集したい場合は、編集したい図形をダブルクリックします。
するとポイントが表示され、ポイントを移動できるようになります。
ただし、円、楕円、ペンで作成されたラインは、ポイント修正はできません。



テキスト編集モードボタンをクリックすると、テキストツールが
表示されます。
テキスト編集モードには、ライン、画像と同様に、
大きく分けて4種類のモードがあります。

① 指定した1シートのみで表示されるテキスト
　単シートが押されている状態で作成

② すべてのシートで共通して表示されるテキスト
　全シートが押されている状態で作成

③ 3Dステージモードにおいて、指定した1シートのみで表示
　されるテキスト
　単シート＋ステージモードが押されている状態で作成

④ 3Dステージモードにおいて、すべてのシートで共通して表示
　されるテキスト
　全シート＋ステージモードが押されている状態で作成
　3Dステージモードの文字は印刷に反映されません。

テキスト編集モード

テキストツール

単シート・全シート シート・ステージ

テキストを挿入する

テキスト編集モードで、任意の場所をダブルクリック＆ドラッグ
するとテキストボックスを挿入できます。
あらかじめ必要な大きさのテキストボックスを作成し、その中に
文字を入力することで、好きな場所に文字を配置できます。

テキストツールでは
● 文字の大きさ、文字の色
● 行間、文字揃え
● 背景の有無、背景の色
● 枠の色、枠の太さ
を設定することができます。

文字のサイズや背景を自由に変更できます。
背景を使用しないことで、文字のみを配置できます。
1つのテキストボックスで、文字の色を途中で変更することは
できません。
一部のみ色を変更したい場合は、複数のテキストボックスを重ねて
作成する必要があります。
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テキストボックスの作成方法



タグの入力（自動計算）

テキストの編集と削除

初期設定のシートには、全シートモードで作成されたテキストボックスが、7個作成されています。

① タイトル　＋　サブタイトル　“[/t]　[/st]”
② デザイナー  “Designer:[/d]”
③ 著作権情報  “[/cp]”
④ “Set No.”
⑤ シートナンバーの数字  “[/s]”
⑥ “Counts”
⑦ カウントの数字  “[/c]”

テキストの編集は、テキストボックスをダブルクリックすると、編集モードに切り替わり、テキストの
編集が可能になります。

テキストボックスを削除する時は、ボックスを右クリックして、[削除 ] を選択します。
[delete] キーでも削除ができます。
ボックスはドラッグで移動できます。
テキスト編集モードになっていない場合は、選択や移動ができません。
また、全シートモードで作成されたテキストは、全シートモードではない時には選択できません。
（全シートモードでは単シートのテキストボックスは選択できません）
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左上のタイトルを編集しようとすると、このような表示になります。
これをタグといいます。
タイトル、サブタイトルは、タイトル設定で行います。
設定されたその情報が、このタグが挿入された場所に表示されます。
編集を終了すると、自動で、変換されます。

タイトルタグ [/t]

サブタイトルタグ [/st]

タイトル＋「　」＋サブタイトル　になります。

スペース

スペース

タグと文字の組み合わせ
タグは [/○] と入力します。
[ ] で囲まれた部分が指定したタグの内容に入れ替わります。

例えば次のように入力した場合、

タグ部分が置き変わり、現在のシート番号、カウントなどを自動計算して変換します。

計算はシート配列が変更されたり、カウントが変更されても自動で計算されるので、
常に正しい表示をさせることができます。

[/ms] [/me] [/meas]　など小節に関係する計算は、小節の設定を行う必要があります。

現在のシートは [/s] 番目です。　このシートのカウントは [/c] です。

現在のシートは21番目です。　このシートのカウントは16です。

タグ一覧
シートナンバー （12、12-2、12-Aなど）  
カウント数 （サブシートを印刷する場合は、前のシートからのカウント、サブシートを印刷しな
い場合は前のメインシートからのカウント）
そのシートまでのすべてのカウント数
タイトル設定で設定したタイトル
タイトル設定で設定したサブタイトル
タイトル設定で設定したデザイナー
タイトル設定で設定した著作権情報
そのシートの頭の小節
そのシートの最後の小節
そのシートの小節の数（小節途中でも1小節とカウントされます）
そのシートの開始拍
そのシートの終了拍
そのシートの小節を表す複合表記 （22-24、22(1-2)、22(3)-24(2) など）
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画像を挿入する

画像は、適当な大きさでイメージボックスを作成し、そこに画像を設定します。
オリジナルサイズボタンをクリックして、縦横比をオリジナルに合わせます。
[Shift] キーを押しながら拡大・縮小することで、縦横比を固定したまま、拡大・縮小ができます。

任意の場所をダブルクリック＆ドラッグすると空のイメージ
ボックスが作成されます。
作成したボックスを選択し、イメージツールで画像を参照して
ファイルから選択します。

画像編集モード

イメージツール

単シート・全シート シート・ステージ

イメージツールでは
● イメージの挿入
● イメージの不透明度
● イメージの重なり順
を設定することができます。
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画像編集モードボタンをクリックすると、イメージツールが
表示されます。
画像編集モードには、ライン、テキストと同様に、
大きく分けて4種類のモードがあります。

① 指定した1シートのみで表示される画像
　 　単シートが押されている状態で作成

② すべてのシートで共通して表示される画像
　 　全シートが押されている状態で作成

③ 3Dステージモードにおいて、指定した1シートのみで
　 　表示される画像
　 　単シート＋ステージモードが押されている状態で作成

④ 3Dステージモードにおいて、すべてのシートで共通して
　 　表示される画像
　 　全シート＋ステージモードが押されている状態で作成
　3Dステージモードの画像は印刷に反映されません。

イメージボックスの作成方法



テキストや、図形同様に、ステージ用とシート用、別々の画像が設定できます。
シート用に加工した画像を用意することで、印刷時に見やすいシートを作成することができます。

画像を削除する場合は、削除したい画像を右クリックして [削除 ] を
選択します。
[delete] キーでも削除できます。

画像の透明度を変更して、パフォーマーを見やすくしたり、グリッドの下に挿入することができます。
画像は選択した際に現れる四隅のバウンディングボックスで拡大・縮小できます。
オリジナルの画像サイズに戻したい場合、[オリジナルサイズ ]のボタンを押します。
[Shift] キーを押しながら拡大、縮小すると、比率を固定することができます。

本来の画像 印刷用に薄く加工
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テクスチャの設定

[ 編集 ] ▶ [ 衣装設定 ]でオリジナルの衣装を設定できます。

帽子の種類、や衣装のテクスチャ、カラーなどを設定
することで、オリジナルの衣装セットを作成できます。
ここで設定された衣装は、セクション単位で設定され、
共有マテリアルにセットされます。
そのことで、画面描画の処理（レンダリング）の負荷を
軽減することができ、衣装セットとして保存しておく
ことも可能です。
セクション単位で衣装を設定し、ドラムメジャーの帽子
など、個別に色や模様が違う物を設定したい場合は、
[パフォーマー ]▶[ プロパティ ]で設定可能です。

テクスチャの作成には、画像編集ソフトが必要です。
透過PNG形式の書き出しができるソフトをご利用ください。
使用できる形式はPNG形式のみとなっています。
テクスチャマップやサンプルは、ドリルスタジオダウンロードページにてダウンロード可能です。

オリジナル衣装の設定24

モデルのポリゴンは、ボディーと衣装、肩甲、スカートに別れています。
不要なテクスチャの該当部分を透明にすることで、パーツを除外することができます。
スカートや袖などもテクスチャを工夫することで、短めにしたり、ハーフスカートにすることもできます。
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モデルのテクスチャ



帽子の変更、バッテリー楽器やフラッグの色を変更する

各帽子にもテクスチャを設定することができます。
帽子のテクスチャは各帽子によって異なります。
テクスチャサンプルデータの中から、その帽子に対応したマッピング
レイアウトを使用してください。
ドリルスタジオ内での利用に限り、サンプルデータの加工は自由です。

バッテリー本体（シェル）にはカラーと
テクスチャを設定することができます。
テクスチャを設定した場合、カラーは
ホワイトに設定しないと本来の色になり
ません。
シェルテクスチャは、模様のみで文字の
ような面の繋がりがある物は模様がずれ
る場合があります。
バスドラムのみ、ヘッドのテクスチャと
カラーを設定できます。

シェイコ ハット1 ハット2 ハンチング

ミリタリー ヘルメット

バスビーハットS バスビーハット L

ヘアー1 ヘアー2
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帽子の種類

バッテリーカラー

フラッグにもテクスチャを設定できます。
透明を利用することで、生地の形を変えることができます。
デフォルトのフラッグは右図のように、白とピンクのテクスチャをセット
して、カラーを黄色にすることで、黄色、オレンジのフラッグを実現して
います。
このように、テクスチャをカラーをうまく併用することで、色の変更がし
やすくなります。

フラッグテクスチャ



プロップとして使用

ステージとして使用

プロップ・オブジェクトの作成25

オブジェクトツールを使用することで、プロップやステージ用のオブ
ジェクトを作成できます。
オブジェクトはオブジェクトグループとしてファイルに書き出し、読
み込みが可能です。
また、dsmファイル保存時にもオブジェクトグループのデータが含ま
れます。
オブジェクトは、平面、立方体、球、円筒、円錐、三角柱の6種類が
用意されています。
各オブジェクトにはテクスチャの設定ができます。
透明PNGを利用することで、様々な形のプロップも作成できます。

プロップはパフォーマー追加から作成した時は左のような状態で出現します。
あらかじめオブジェクトツールで目的の形状のオブジェクトを作成しておきます。
プロップを選択して、[パフォーマー ]▶[ プロパティ ]を選びます。
プロパティウインドウに [オブジェクトをアタッチ ]という項目がありますのでチェックを入れ、
あらかじめ作成したオブジェクトをセットします。
その時点では、元の茶色のパネルが残っていますので、[元のモデルを非表示にする ]にチェック
を入れて、元のモデルを隠します。
これで、プロップとして、移動できるオブジェクトになります。

オブジェクトグループ作成時に、[ステージ用 ]にチェックを入れると、ステージ専用のオブジェクトとして
作成できます。
ステージモードの際に表示され、移動できないオブジェクトになります。
標準ステージとして用意されているステージ小やステージ大もステージの反響板などが、このステージ用オブ
ジェクトで作成されていますので、これらを削除して作り直すことで、自由度の高いステージレイアウトが
可能です。
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オブジェクト編集モード

オブジェクトツール



オブジェクトの上にパフォーマーを配置

オブジェクトツールの操作方法

パフォーマーを選択し、[パフォーマー ]▶[ プロパティ ]の [Z方向の移動方式 ]で [ 物理衝突 ]を選択すると
オブジェクトに登れるようになります。垂直の段差は登れる高さに制限があります。（1メートル程度 )
大きな高さのある台に乗せたい場合は、スロープや階段を作成してください。
オブジェクトは、ステージ用、プロップ用共に台として使用できます。

衝突処理にチェックが入っていない場合は、プロップを無視して貫通します。
衝突処理は、物理演算エンジンで行なっているため、途中からの再生や、逆戻しをした時に
うまく乗ってくれない場合がありますので少し手前から再生するようにしてください。

また、[Z方向の移動方式 ]で [Z値指定 ] を選択することで、シート単位で、パフォーマーのZ方向の
位置を設定ができます。[パフォーマー ]▶[Z位置を変更 ]で指定してください。
この設定をした場合、X、Y方向の動作と同様に、Z方向の動きも、シートごとに設定することができ
るので、プロップなどの土台がなくても空中に浮かせることができます。
通常のポイントの移動と同様に、シート間は、自動的に補間して移動します。
ただし、衝突処理にチェックが入っている場合、空中に浮いても、落ちてくる物理演算優先されます。
　

オブジェクトグループを編集、または新規作成を行い、オブジェクトの追加や編集を行うことができます。
　　 矩形選択ツールが選ばれている時は、四角で囲うか、[Shift] キーを押しながらクリックすることで
複数まとめて選択することができます。選択されたオブジェクトをドラッグすると移動させることができます。
複数選択した状態で、拡大や回転などのツールをクリックすると、選択されたオブジェクトが自動で結合され
ます。再度ばらばらにしたい場合は [分割 ] ボタンをおしてください。
拡大ツールなどのハンドルが他のオブジェクトと
重なって使用できない場合は、[Shift] キーを押し
ながらクリックすることで、ハンドルが使用でき
るようになります。
大きなオブジェクトを複数作成する場合は、重なり
やすいのでオブジェクトグループに細かく分けて
レイヤーのように使用することで編集しやすくなり
ます。

パフォーマー配置ツールにあるリンゴマークをオフにすることで、強制的に
物理演算を停止することができます。
ただし、これは一時的なもので、完全に停止させたい場合は、全パフォーマーの
[Z方向の移動方式 ]を [Z値指定 ] に設定しておいてください。
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動画を書き出す

印刷設定・PDF書き出し

動画の書き出し・印刷26  

[ ファイル ]▶[ 動画書き出し ]で、作成したコンテを動画
として書き出すことができます。
書き出される動画は表示された赤枠内になります。
この赤枠は16：9のアスペクト比になるように、自動で
調整されます。
枠内に表示されている全ての内容が録画されます。
シートビューになっていれば、シートビューを動画として
保存できます。
ズームや回転、軌道ラインなど、表示されている画面が
そのまま録画されます。
動画の書き出しはAVI、MOV形式に対応しています。
画質設定では、フレームレートの設定ができます。
高画質で30fps 程度になります。
高画質での出力は全動画時間の数倍の時間が必要です。
AVI は非圧縮　MOV はMPEG4圧縮となります。
Windows は AVI、MacはMOVでの書き出しを推奨して
います。

書き出し速度や、画質は、コーディックの有無など、
使用環境に大きく影響されます。
書き出された動画は、非圧縮データとして書き出されるため、
データ容量が大きくなります。
メールなどで配布の際は、動画サイトにアップするか、動画
編集ソフトで圧縮して配布してください。

[印刷 ] ボタンをクリックすると一時ファイルとしてPDFファイ
ルを作成し、既定のPDFビューアを開きます。
ドリルスタジオでは、マルチプラットフォームの実現と、環境に
左右されない安定動作を目的に、
印刷の詳細設定は、PDF閲覧ソフトに依存します。ビューアに
よっては自動で起動しない場合があります。
その際は一旦PDFに書き出しを行ってから印刷をしてください。

[ファイル ]▶[ 印刷 ]▶[ ドリルシート ]をクリックすると
印刷設定ウインドウが開きます。
サブシートを印刷するにチェックを入れると、サブシートを
含めすべてのシートが印刷されます。
白黒で印刷するにチェックを入れると、パフォーマーのマーク
が白黒で印刷されます。
カラーのものを白黒印刷した時に淡い色が薄いグレーになる事
を防ぐもので、ロゴや、ラインなどはカラーのままになります
ので、白黒印刷自体の設定は印刷ダイアログで行ってください。
[PDFの書き出し ]をクリックすると、PDFファイルとして
保存ができます。
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コーディネートシート（個人シート）の印刷
[ ファイル ] ▶ [ 印刷 ]▶ [ コーディネートシート ]をクリックすると個人用のシートを印刷することができます。
リストに加えたい項目にチェックを入れて [印刷 ] をクリックすると下の図のようなシートが表示されます。

[Left-Right ] [Front-Back] は、ポイントからの距離と方向を示しています。
ポイント名はラインツールにあるポイントメーカーを使用して、変更や修正、追加が可能です。
（旧バージョンのデータには、ポイント名が割り当てられていないので、再設定が必要です）
小節はカウントに小節設定を行っていないと正常に表示されません。

この場合、Set1の動きは、小節番号1-2の 8カウントの動きで↓の方向に半歩（ストライドは1が62.5）
の歩幅で8歩動きます。　
行先のポイントは、 
　[R5]  ・・・・センターラインより右の5メートルのポイントの上
　1[FB0] ・・・センター [FB0] の 1歩前のポイント

左周りで180度　1-3 拍でターンをして、1-2拍でホルンを下げます。

ポイントの表記は“左の歩数 [左右のポイント名 ]右の歩数”“前の歩数 [前後ポイント名 ]後ろの歩数”
といったルールになっています。

ラインツールを選択し、全シートモードにすると　　ボタンが
出現します。
このボタンをクリックすると、ポイントが表示されます。
設定項目は、
そのポイントが前後を表すポイントの場合は F-B にチェックを
入れ、左右の場合は L-R にチェックを入れます。
前後のポイントの場合は左右はどの位置にあっても構いません。
左右の場合も同様に前後の位置は自由ですので、わかりやすい
場所に設定しておきます。
これらのポイント設定は、コーディネートシートの印刷の際に
利用されます。
あまり長い名前を設定すると文字が重なる場合があります。

例
4[R15]  ・・・・センターラインより右の15メートルのポイントから左に4歩
[F10]2  ・・・・センターラインより前に10メートルのポイントから後ろに2歩
[B5]      ・・・・センターラインより後ろの5メートルのポイントの上
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DSMサーバーへアップロード

DrillStudioViewer

作成したドリルデータを専用サーバーにアップロードすることで
スマートフォンやタブレット版のDrillStudioViewer アプリで
データを読み込むことができます。
サーバーにファイルをアップロードするとQRコードが発行され
ます。
そのQRコードをスマートフォンのアプリから読み込むだけで
ファイルをダウンロードできるので、簡単にメンバーと共有が
できます。
ダウンロードコードをメールで送ることでも共有が可能です。

サーバーは弊社が用意した専用サーバーで、アップロードした
データは1年間保管されます。
1年以上経過したファイルについては消去されます。
また、サーバーのトラブルによるデータ破損などの保証はあり
ませんので、アップロードするファイルは必ずバックアップを
残してください。

DrillStudioViewer はドリルスタジオのファイルをスマートフォンやタブレットで表示できるモバイル用アプリです。
アプリ配信サイト（Google Play や App Store) でダウンロードできます。
リアルタイムにコンテが確認でき、ドリルスタジオで作成したコンテがそのまま忠実に再現されるので、
細かな個人の動きの把握や、イメージトレーニング、日常の練習にも便利なアプリです。
DSMサーバーへアップロードされたファイルを、QRコードを通じて簡単にアプリへダウンロードできます。

DSMサーバーにアップロードする27
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便利な機能

ショートカットキー 一覧

コピー＆ペースト　[編集 ]▶[ コピー・ペースト ]
パフォーマーの位置を選択順に記録し、別のシートで反映させることができます。
テキストボックス、ラインなどをコピーして貼り付けることができます。（同じ位置に貼り付けられます）

やり直す、元に戻す　[編集 ]▶[ やり直す・元に戻す ]
行なった作業を1つ戻すことができます。
戻せない作業もあるので注意してください。

選択順を逆転させる　[スペースキー ]
パフォーマーの選択順を逆転させることができます。

便利な機能とショートカット一覧28

ショートカットキーはMacでもWindowsでもControl(Ctrl) キーで設定されています。

Control + Z

Contro l+ Y

Control + G

Control + B

Control + N

Contro l+ M

Contro l+ F

Control + C

Control + V

Control + A

Control + S

Control + D

スペース

Command

←↑↓→

元に戻す（一部戻れない操作がありますのでご注意ください。）

やり直す（Ctrl＋z で取り消した作業をやり直します。）

グリッドに吸着 /解除

前のポイントを表示 /非表示

次のポイントを表示 /非表示

パフォーマーマークを白黒 /カラー表示

移動可能エリアガイドを表示 /非表示

パフォーマーポイント・ライン・テキストなどをコピー

パフォーマーポイント・ライン・テキストなどをペースト
（ライン・テキスト・画像はコピーした時と同じポジションに貼り付けられます）

すべてのパフォーマーを選択

セーブ（上書き保存）

オートオーダーのオン /オフ

選択順を逆にする（ドローツール利用時に有効）

押しながらドラッグでハンドツールと同じ効果

パフォーマーやオブジェクトが選択されているときは、移動できます。
[Shift] キーを押しながら矢印キーを押すと、1歩ずつ移動できます。
カウントを選択している場合は、左右の矢印で位置を微調整できます。
何も選択されておらず、マウスカーソルがサブエリアにある場合は左右の矢印で
タイムラインが移動します。
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