
4 するとデスクトップに新しく作ったフォルダが表示されます。フォ
ルダ名の部分が選択され入力が可能な状態になっているので、そ
こにカーソルを移動させて自分がわかりやすい名前を入力し（右

ページのヒントを参
照 ）、キーボードの
「Enter」キーを指
で押して確定しまし
ょう。

20

本誌 2010 年 1月号よりご案内している通り、ミュージックデータなどのレッスンツールがアトリエビジョンウェブサイト内 
ローランド・ミュージック・スクール会員専用ページでダウンロード購入できるようになりました。でも「ダウンロードって
難しそう……」「インターネットってよくわからない」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか？ いまや私達の日
常生活の中でも欠かせない存在となったパソコン。生徒さんへの連絡にメールを使ったり、レッスンの様子をブログで公
開して教室PRに活用したりと、日々利用している講師さんも多いことと思います。データダウンロードの手順も、ちょっと
したコツをつかめばそれほど難しいものではありません。
このコーナーでは、データダウンロードの解説を通じて、パソコンがもっと身近になるようなヒントを紹介していきます。

1 デスクトップ上のファイルなどが何もない場所にマウスカー
ソル（ ）を置
いて、マウスの
右側をクリック
します。

ダウンロードしたデータをデスクトップに置くのはいいのですが、あまりにデータがたくさんに
なってしまうと、今度はデスクトップ上で迷子になってしまうかもしれませんね。
そんなことにならないように、フォルダを作ってデータを上手に収納しましょう。

◀デスクトップ
画面
（Windows XP）
※OSによって作成
方法や開くウィ
ンドウが異なる
場合があります。

この前ダウンロードしたデータ、
どこに保存したかしら？？

「Enter」キー
を押す

名前を
入力する

〈入力例〉

【「Enter」キーについて】
「Enter（エンター）」キーとは、キーボードに配置されて
いる一番大きなキーで、実行、確定、文章の改行をする
ときなどに使います。

ダウンロードしたデータをパソコンの中で迷子にさせないためには…??

やってみよう！『フォルダづくり』

やってみたらできちゃった！

Let's Try！
データダウンロード ～データを保存する方法～

vol. 1

【マウスとクリック】
クリック
（左側を押す）
実行・選択・
確定する場合
に押します。

右クリック
（右側を押す）
メニューを表示
させる場合に押
します。

パソコンのほとんど
の機能を操作できる
マウスには、左右に
分かれたボタンが付
いていて、それぞれ
に役割があります。

2 メニューが表示されるので、
その中の「新規作成 」にカ
ーソルを合わせます。

2「新規作成」にカーソルを合わせる

3 さらに「新規作成」について
のいくつかのメニューが表示
されるので、その中の「フォ
ルダ」にカーソルを移動させ
てクリックします。

3「フォルダ」をクリック

4 新しいフォルダ

1 画面上でマウスの右側をクリック

購入データは、支払い決済後に表示される「ダウンロードカート」ページで「ダウンロード」ボタンを押すと、パソコン内にダ
ウンロードされます。このとき、データの保存先をパソコン内の自分が覚えやすい場所に設定しておけば、後から探すことも
なく便利です。ここでは、デスクトップ（パソコンを起動させたときに表示される基本の画面）に保存する方法を取り上げます。

ダウンロードしたデータをデスクトップに保存してみよう
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2 フォルダの上でマウスを右クリックし、メ
ニューを表示させます。さらにその中の
「名前の変更」にカーソルを移動させてク
リックします。

3 メニューが閉じてフォルダの名前の部分が
入力可能な状態になります。新しい名前
を入力し、「Enter」キーを押すと、入力し
た名前が確定されます。

〈入力例〉

◀入力中の状態
文字は日本語（ひらがな・カタカナ・
漢字）、アルファベットのどちらで
も入力できます（画像は例として
アルファベットで入力しています）。

◀入力した名前が確定した状態
文字の入力が終わったら「Enter」
キーを押して確定しましょう。

◀入力可能な状態
名前の部分が選択され、カーソル
を上に移動させると「　」の形に
なり、文字の入力ができます。

1 すでに名前が付いているフォルダの名前
を変える場合は、まずそのフォルダの上に
マウスカーソルを置きます。

1 フォルダの上でマウスを右クリック

2「名前の変更」をクリック

右クリックして新規作成したフォルダには「新しいフォルダ」というフォルダ名が付いています。しかし、このままではどんな
データを入れたのか中身がわからなくなってしまいますね。ファイルの名前は自由に変えることができます。キッチンの引き出
しやクローゼットの棚を整理するように、パソコン上のデータも目的や用途別などに分けたフォルダでスッキリ収納しましょう。

フォルダに名前を付けてみよう！

■教材対応ミュージックデータなどのダウンロードはこちらから

http://www.roland.co.jp/school/➡「音楽教室トップ」➡会員専用ページにログインする➡

※ログイン方法などは本誌2月号に同送の「データダウンロード購入クイックマニュアル」をご参照ください。



圧縮袋に入れて小さくした布団 圧縮ファイル

18

“布団圧縮袋”を想像してみてください。

ファイルの“圧縮”と“解凍”って何？

やってみたらできちゃった！

Let's Try！
データダウンロード ～ファイルの圧縮と解凍～

vol. 2

購入データは、ZIP 形式の圧縮ファイルでパソコン内にダウンロードされます。データをUSBメモリーなどに移し
てレッスンで使う際には、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、普通のファイルに戻さなくては内容の確認や再
生をすることができません。今回は圧縮ファイルの解凍にトライしてみましょう。

データ購入後にダウンロードする「圧縮ファイル」について理解しましょう

圧縮

＝

『布団を圧縮袋に入れて
空気を抜き、小さくする』

解凍

＝

 『圧縮袋から布団を出し
て元の状態に戻す』

　大きくてかさばる布団ですが、布団圧縮袋に入れ
て中の空気を抜き小さくすると、何枚か入れても持ち
運びや収納がとても楽になりますね。
そこで、
●布団＝普通のファイル
●圧縮袋に入れて小さくした布団＝圧縮ファイル
●圧縮袋から布団を取り出すこと＝解凍
と置き換えてみてください。

大きくて重い布団を運ぶのは、ちょっとした重労
働ではないでしょうか。何枚もあればなおさらです。
それと同じように、データファイルも、容量が大きか
ったり、ファイル数が多いときなどはパソコン間での
データの移動ができない場合があります。写真のデ
ータをたくさん添付したメールが送れなかったこと、
ありませんか？　そういうときに便利なのが、ファイ
ルの圧縮です。
布団を圧縮袋に入れて小さくするように、中身は
変えずにファイルの容量だけを軽くすることを、パソ
コン用語で「圧縮」と言います。データファイルを圧
縮することで、複数のデータが1つにまとまった状
態になりますので、メール送信時にデータをたくさん
添付する手間が省けるというメリットもあります。

ただし、圧縮袋に入れたままでは布団として使う
ことができないように、圧縮ファイルもそのままでは
中のデータを使うことができません。圧縮ファイル
を普通に開いて使える状態、つまり圧縮する前の状
態に戻すことを「解凍（展開）」と言います。
圧縮ファイルを解凍するには、解凍ソフト（※）と呼
ばれる専用のソフトが必要ですが、Windowsであ
れば標準ですでにインストール（パソコンで使用可能
な状態にする作業のこと）されています（解凍方法は
P.19のヒントをご参照ください）。
（※）もしも解凍ソフトがパソコン内にない場合は、インター

ネット上からソフトをダウンロードし、インストールすれ
ば圧縮ファイルの解凍を行なえます。
解凍ソフトには無償でダウンロードし、使用できる『フ
リーソフト』と呼ばれているものが数多くあります。イン
ターネットで「解凍ソフト」や「解凍ソフト フリーソフト」
というキーワードで検索すると、解凍ソフトをダウンロ
ードすることができるウェブサイトがたくさん出てくるの
で、自分の使っているパソコンに合ったZIP形式（Point
を参照）の圧縮ファイルの解凍ソフトを探しましょう。

また、圧縮ファイルは何度でも解凍することがで
きます。解凍したデータを誤って削除したり壊してし
まったときは、もう一度圧縮ファイルを解凍すれば、
再度ダウンロードしなくても大丈夫！　ダウンロード
した購入データの圧縮ファイルは、解凍した後すぐに
捨ててしまわずにバックアップ（予備）として残してお
くことをおすすめします。

【圧縮ファイルの『ZIP 形式』と『拡張子』について】

■圧縮袋の空気を抜くには、掃除機を使ったり、手で押すなどいろいろな方法がありま
すね。それと同じように、ファイルを圧縮するためにもさまざまな形式があり、ZIP形
式とはその中でも広く一般に使われている形式のひとつです。

布団 普通のファイル
大きくて一度に何枚
も持てないので、持
ち運びがしづらい。

中のデータ数が多かっ
たり容量が大きいと、
パソコン間でのデータ
の移動が大変。

小さくなるので持ち
運びがしやすいが、
中の布団を使うため

には、圧縮袋から取り出してフ
カフカの状態に戻すことが必要。

容量が小さくなり、パ
ソコン間でのデータの
移動ができるが、中の
データを使うためには、
ファイルの解凍が必要。

■ZIP形式の圧縮ファイル名をよく見てください。ファイル名の
最後に「.ZIP」という文字がありますね。これは拡張子といい、
そのファイルやデータがどんな種類なのかを示しています。
ZIP形式の圧縮ファイルの拡張子『.ZIP』

拡張子には、さまざまな種類があります。例
『.pdf』
PDF
データ

『.MID』
ミュージック
データ

『.JPG』
画像
データ
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▲SMFミュージック
　データ
ミュージックデータ
が再生されます。

2010.4
NEWS

圧縮ファイルの解凍方法は、解凍ソフトの種類によって表示や手順など多少の違いはあるものの、ほとんどのソフトはガイ
ダンスに沿ってボタンをクリックしていくだけで、簡単にファイルの解凍が行なえます。
ここではMusic Piecesの購入データ（全曲セットダウンロード）を例に、解凍の手順をご紹介しましょう。

意外に簡単♪ 圧縮ファイルを解凍してみよう！

■教材対応ミュージックデータなどのダウンロードはこちらから

http://www.roland.co.jp/school/➡「音楽教室トップ」➡会員専用ページにログインする➡

※ログイン方法などは本誌2月号に同送の「データダウンロード購入クイックマニュアル」をご参照ください。

1圧縮ファイルの上にマウスカーソル（ ）
を置いて、マウスの右側をクリックします。

2メニューが表示されるので、その中の「す
べて展開」にカーソルを移動させてクリッ
クします。

3圧縮ファイルの解凍を開始するためのウ
ィンドウ（デスクトップに開く画面）が表
示されるので「次へ」ボタンをクリックし
ます。

5最後に「完了」ボタンをクリックするとウィ
ンドウが自動的に消え、指定した保存先
に解凍されたファイルが表われます。ファ
イルを開いて、中のデータがすべてダウ
ンロードされているか確認しましょう。

◀解凍されたファイル

2「すべて展開」をクリック

▼デスクトップ画面（Windows XP）
パソコンのOSによって解凍の手順や開く
ウィンドウが異なる場合があります。

1 圧縮フォルダの上で
マウスを右クリック

4「次へ」ボタンをクリックすると、自動的に
ファイルが解凍されます。このとき、解凍
されたファイルの保存先は、圧縮ファイル
の保存されている場所と同じところ（ここ
ではデスクトップ）に指定されています。

4「次へ」をクリック

5「完了」をクリック

▲read me
購入曲名や各データの
使用方法などが書いて
あるので、まず始めに
開いて読んでください。

◀レジストレーション
　データ
『.UPG』という拡張子の
付いたファイルはレジス

トレーションデータなので、パソコンでの再生
はできません。データをUSBメモリーなどに移
し、ミュージック・アトリエで再生してください。

ダブルクリック（マウスの左側を2回
連続で押すこと）をするとファイルが
開き、内容を確認することができます。

解凍したファイルの中身を見てみましょう

3「次へ」をクリック



マウス操作の用語と基本的な使い方

インターネットでウェブサイトを見たり、データ購
入やダウンロード、圧縮ファイルの解凍など、パソ
コン操作のほとんどはマウスを動かしてクリックす
ることで行ないます。今月はマウスの基本的な使い
方と便利な機能についてご紹介します。

マウス操作がマスターできたら
パソコンライフがより快適に！

　上の基本的な使い方で
説明した「ドラッグ＆ドロッ
プ」で、データの整理整頓
をしましょう。コンクール
用やレッスン用など、用途
別にフォルダを作り、ダウ
ンロードしたデータをドラ
ッグ＆ドロップして振り分
ければ、データが増えても
使いたいものをすぐに取り
出すことができますね。
※新しいフォルダの作り方は、
Let's Try！ ダウンロード vol.1
（本誌3月号P.20～21掲載）
でご紹介しています。

1移動させたいデータの上にマウスカーソル（ ）を置
いて、マウスをクリックします。クリックした指を離
さずに左ボタンを押したままマウスを動かす（ドラッ
グ）と、パソコンの画面上でカーソルと一緒に半透
明のデータのアイコンが動くので、それをデータを
入れたいフォルダの上に移動させます。

2フォルダの上にカーソルを移動させると、フォルダ
が選択される（フォルダ名が反転します）ので、そこ
で左ボタンを押していた指を離します（ドロップ）。
するとデスクトップにあったデータのアイコンが消
え、フォルダの中にデータが自動的に移動します。

▼デスクトップ画面（Windows XP）
パソコンのOSによってデータやフォルダのデザイン
や表示が異なる場合があります。

※ログイン方法などは本誌2月号に同送の「データダウンロード購入クイックマニュアル」をご参照ください。
　クイックマニュアルは、ローランド・ミュージック・スクールウェブサイト会員専用ページからダウンロードできます。

【ドラッグ＆ドロップでデータの整理】

◀デスクトップ上の何
もない場所にマウス
を置き、選びたい複
数のデータやフォル
ダを囲むように左ボ
タンを押したままマウ
スを動かします（❶）。
データ/ファイル名が
反転の状態になれば
（❷）、選択が確定され
たしるしです。

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

左ボタンを押したままマウスを
上下左右に移動させる

ドラッグ

データやフォルダの選択、メ
ニューやボタンの決定・実行
をするときや、文章の入力位
置の確定などに使用します。

左ボタンを1回
押す

クリック

複数のファイルを一度に選択するときな
どに使用します。

データやファイルの上で左ボタンを押したま
まマウスを移動し（ドラッグ）、別の場所でボ
タンを離す（ドロップ）

ドラッグ＆ドロップ
データやファイルの場所
を移動させたり、コピー
したりするときなどに使
用します。

▲フォルダの
選択 ▲メニューの選択

（右クリックの後）

❷

▲データをフォルダに入れる場合。

◀フォルダを開いて
みると、データがフ
ォルダ内に移動し
ているのが確認で
きます。

2 フォルダの上で左ボタンを押
していた指を離す

教材対応ミュージックデータなどのダウンロードはこちらから
http://www.roland.co.jp/school/ ➡ 「音楽教室トップ」➡ 会員専用ページにログインする ➡

左ボタンをすばやく
2回押す

ダブルクリック
フォルダを開いたり、電子
メールなどのソフトを起動
させるときに使います。

▲フォルダ内容の表示

右ボタンを1回
押す

右クリック
操作に関連するメニューを表
示するときに使用します。

▲フォルダメニューの表示

1 データの上でマウスの左ボタン
を押したままマウスを動かし、カ
ーソルをフォルダの上に移動する

フォルダ名が
反転

❶
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アイコンを消したい場合
は、そのアイコンをドラ
ッグして、『ゴミばこ』に
ドロップすれば消すこと
ができます。

全20種類以上あるアイコンは 、◀▶
のボタンでペー
ジを切り替える
ことができます。

ドラッグ＆ドロップ♪　マウスで簡単カレンダー作り

◀ココにあります
ローランド・ミュージック・
スクールウェブサイト
会員専用ページ

会員専用ページOnline Parkの人気コンテンツ「プ
ータンのスタンプぬりえ」も、マウス操作でぬりえが

簡単に作れる楽しい
ツールです。レッス
ン待ち時間の生徒
の遊び用などに活
用してください。

◀プータンの
スタンプぬりえ

と のマークの横をそれぞれクリ
ックすると、教室名や電話番号を直
接入力することができます。

アイコンをクリックすると、上に同じ
アイコンが表示されます。そのアイコ
ンをドラッグし、自分の置きたい場
所にドロップしましょう。アイコンは
いくつでも置くことができます。

クリック

ドラッグ
 ＆

ドロップ

クリック

クリック

ドラッグ
 ＆

ドロップ

作ったカレンダーを印刷する
場合は『プリントする』を、デ
ータを保存する場合は『パソ
コンに保存する』➡『OK』を
クリックしましょう。

ほかにも……
クリック 各ボタンをクリックすると、休講日

などの日程が表示されます。

ローランド・ミュージック・スクールウェブサイト会員専用ページの「オリジナルレッスンカレンダー」を活用していますか？　キャラ
クターや楽器などアイコンをマウスで動かして、オリジナルのカレンダーが作れるコンテンツです。ドラッグ、ドロップなどマウス操
作の練習にもなります。ぜひお試しください。

クリック
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【データの容量と単位 ～「MB」や「GB」って何？～】

身近な記録メディア

日頃のレッスンなどで、フロッピーディスクやUSBメモ
リ、CDなどを活用されている方は多いと思います。こ
れら音声や映像などのデジタルデータを記録・保存で
きるものを、記録メディア（記憶媒体）と呼びます。今
回はいろいろな記録メディアについてご紹介しましょう。

さまざまなデータを保存できる
“記録メディア”って何！？Let's Try！

データダウンロード

　　　　　　　

FD

※ログイン方法などは本誌2月号に同送の「データダウンロード購入クイックマニュアル」をご参照ください。
　なお、クイックマニュアルは、ローランド・ミュージック・スクールウェブサイト会員専用ページからダウンロードできます。

教材対応ミュージックデータなどのダウンロードはこちらから
http://www.roland.co.jp/school/ ➡ 「音楽教室トップ」➡ 会員専用ページにログインする ➡

記録メディアについて

音楽教室でよく使われているフロッピーディスクやUSBメモリも記録メディアの仲間です。“記録メディア”と一口に言っても、音楽
や映像の記録・再生からパソコンのプログラムやデータなどの記録を行なうものまで、その用途と種類は多岐に渡ります。

手軽さと低価格で20年以上に渡って大活躍！
フロッピーディスクはその手軽さと価格の安さで広く普及し、20年以上もの長い間、コンピューター用のデータ移動や保存
のための代表的なメディアとして多くの人が使用していました。

フロッピーディスクの弱点
安価で手軽なフロッピーディスクですが、保存できる容量が非常に少ないことや、 書き込みや読み込みに時間がかかるだけで
なく、磁気で記録するため、気をつけて保管しておかないとディスク内に保存したデータが消えたり壊れてしまうことがあり
ます。レッスンで使っていたフロッピーディスクが、数年使っているうちにデータが再生できなくなったという経験は多くの方
がされていることと思います。データを何度も書き換えたり、楽器のドライブにディスクを出し入れして磨耗を繰り返している
うちに、フロッピーディスク自体が壊れてしまうことがあります。フロッピーディスクはあくまでも消耗品であることを認識して
おきましょう。

まもなく引退！？ーー消えゆくフロッピーディスク
コンピューターの性能向上によって、フロッピーディスクでは保存できない容量の
大きなデータを取り扱うことが増えたため、 最近ではUSBメモリなどの大容量の記
録メディアが利用されるようになってきています。また、最近のパソコンには、フ
ロッピーディスクの読み書きをするためのフロッピーディスクドライブが搭載され
ていないものが増えてきており、ついに、唯一フロッピーディスクの生産をしてい
たソニーが、需要の低下を理由に2011年3月で生産終了することを発表しました。

CDやUSBメモリに記載されている「MB（メガバイト）」「GB（ギガバイト）」とは、データの量（サ
イズ）を表わす単位のひとつで、記録メディアひとつ当たりに入るデジタルデータの量を示しています。
例えば体の重さのことを体重といい、実際の重さは kg（キログラム）という単位を使って表わしますね。
同じように、データの量（サイズ）のことを容量といい、個々のデータのサイズはMBや GBなどの単
位を使って表わします。

データ単位のいろいろ

小さくても力持ち！ 簡単便利な大容量記録メディア
USBメモリは、フラッシュメモリと呼ばれるメモリの一種で、繰り返し何度もデータの書き換えと保存が可能な小型記録メデ
ィアです。USBメモリは、小さく丈夫なので持ち運びに便利なうえ、USBの差し込み口が付いているパソコンならばどのパ
ソコンでも同様に使えます。容量は数MBのものから、256GBというハードディスク（パソコンに内蔵されている記録メディ
ア）並みの大容量のものまで、非常に多くの種類が開発、販売されています。

USBメモリ

ローランド製品でUSB メモリを使うときには……
SMFミュージックデータやレジストレーションデータの読み込みなど、講師の皆さんは
日頃からUSBメモリを使用する機会が多いと思いますが、特にコンクールや演奏会の
本番でUSBメモリが誤作動してしまうと取り返しのつかないことになりますね。ロー
ランド製の楽器を使う場合は、USBメモリは動作保証をしているローランド製のもの
を使うことをおすすめします。

データの最小単位……1バイト
1KB（キロバイト）＝約1,000バイト
1MB（メガバイト）＝約1,000KB
1GB（ギガバイト）＝約1,000MB

フロッピー
ディスク

1.44MB
容量の目安

容量

1～8GB
容量の目安

容量

Music Pieces
約48曲分

Music Pieces
約3万～
26万曲分

▲ローランド製の楽器で使うなら、
USBメモリもローランド製のもの
が安心です。（写真はM-UFG）

ここでご紹介している各記録メディアの容量は、市場に多く流通しているものの容量を記載しています。Music Piecesのダウンロードデータ（SMFミュージッ
クデータ）1曲分の容量は平均約30KBです。それぞれの記録メディアにMusic Piecesのデータ（30KB）が何曲保存できるかを示してみました。
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楽譜をコピーすることが著作権法にふれることは、皆さんご存知だと思います。インターネットからダウンロード購入したデータを複数の記録メディ
アに保存することも、著作権法にふれる場合があります。記録メディアの小型化が進み、データの移動や複製が手軽にできるようになった今、デ
ータの取り扱いにはさらに慎重にならなければなりません。
※音楽著作権については、本誌 2009年7月号～12月号掲載の『音楽著作権』誌上講座（全6回連載）をご参照ください。

【記録メディアへのデータ複製について】

CD1枚でフロッピーディスク400枚以上のデータ保存が可能
CD-RとCD-RWは、フロッピーディスクの数百倍のデータを1枚で記録・保存できるため、オリジナル音楽
CDの作成や、音楽や写真などの大量のデータの保存、パソコン内のソフトやダウンロードしたデータのバッ
クアップなどに使われています。パソコン以外にも、音楽CDであればCDプレイヤーでの再生が可能です。

CDの種類
CDには、データの書き込みは一度だけ可能で、いったん書き込んだデータは消去や編集ができない
CD-Rや、繰り返しデータの書き込みや消去ができるCD-RWなどのいくつかの種類があります。一般に
多く使われているのは安価で使い勝手の良いCD-Rです。また、CDショップで販売されている音楽CDは、
読み出し専用のCDなので書き込みはできません。

CDコンパクト
ディスク

650MB／
700MB
容量の目安

容量

Music Pieces
約2万曲分

（650MB／750MB）

保護ケースで汚れやキズからデータを守る
ＭＤは、データを書き込むディスクが丈夫な保護ケースに入っているため、指紋などの汚れや傷が付きにく
く、手軽に取り扱いができます。

カセットテープの代替品として開発された、音楽用記録メディア
もともとカセットテープに代わる記録メディアとして開発されたMDは、
カセットテープでは難しかった曲の頭出しや、音楽の録音や消去がボタ
ン1つで簡単にできるうえ、文字入力や録音後の内容の編集も可能です。
現在市場に多く流通しているのは、パソコンには対応していない録音・
再生専用のディスクです。

MDミニ
ディスク

140MB（音楽録音74分用）
容量の目安

容量

Music Pieces
約4,600曲分

デジカメから携帯電話まで！
薄くて小さな大容量記録メディア
メモリーカードは、USBメモリと同じくフラッシュメモリのひとつで、
デジタルカメラや携帯音楽プレイヤー、携帯電話などの携帯型デジタル
機器用の記録メディアとして広く普及しています。カード状で非常に薄
く、大きさは5cm四方から1cm四方のものが主流で、容量も数MB
から数百GBまで、用途に合わせてさまざまな種類があります。携帯型
デジタル機器の増加にともない、それぞれに対応したサイズや容量の
ものが次 と々開発されています。

メモリー
カード

2GB～32GB
容量の目安

容量

Music Pieces
約6万～
100万曲分
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Q.1 答え………………A クリック

クイズに答えながら、これまでこの連載で取り上げた
パソコンやインターネットの機能や用語をおさらいし
てみましょう。正解できなかった問題は、答えの下に
あるバックナンバーで、もう一度確認してみてください。

これまでのおさらいをしましょうLet's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

各種教材対応データのダウンロードはこちらから

クイズにレッツトライ！

次のA～Cのうち、マウス操作の用語はどれ？

Aクリック　　Bクリップ　　Cトラック

アトリエビジョンウェブサイト会員専用ページ
で購入したMusic Piecesのデータは、
AとBのどちらのファイルでパソコンに
ダウンロードされるでしょう？

A 圧縮ファイル B 普通のファイル

下の文章の●●に当てはまる漢字2文字は？

圧縮ファイルは●●して普通のファイルに
戻さないと、中のデータが使えません。

Q.1

Q.2

Q.3

A～Cのファイルやデータと、その拡張子
が付いた画像を、それぞれ線で結びましょう。

A ZIP形式の
圧縮ファイル

B ミュージック
データ

C レジスト
　 レーションデータ

Q.4

次のA～Cの記録メディアを、
容量の大きい順に並べ替えましょう。

A CD（容量：700MB）
B フロッピーディスク（容量：1.44MB）
C USBメモリ（容量：1～8GB）

Q.5

マウスとマウス操作については
本誌3月号P.20～21、5月号P.28～29をチェック！

Q.5答え…C USBメモリ → A CD → B フロッピーディスク

Q.4答え…A ZIP形式の
 圧縮ファイル

B ミュージック
 データ

C レジスト
　 レーションデータ

マウスの基本操作には、ほかにも右クリックやダブルクリック、
ドラッグ＆ドロップと呼ばれるものがあります。

データの容量を表わす単位は、大きい順にGB（ギガバイト）、
MB（メガバイト）です。

各種教材対応データの
フロッピーディスクでの販売終了について

会員専用ページにログインする

http://www.roland.co.jp/school/ 

「音楽教室トップ」
これまで本誌でもお伝えしてきた通り、現在フロッピーディスク
でご提供している各種教材対応データの販売は2011年3月で終
了とし、すべてのデータはアトリエビジョン株式会社ウェブサイト
からのダウンロード販売となります。

■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ（フロッピーディスク）予約販売
　▶▶▶2011年1月終了　※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ（フロッピーディスク）販売
　▶▶▶2011年3月終了　※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

拡張子については本誌4月号P.18～19をチェック！

記録メディアについては本誌6月号P.26～27をチェック！

圧縮されたファイルを元に戻すことを意味するパソコン用語です。
「展開」とも言います。

Q.2答え………………A 圧縮ファイル
圧縮ファイルについては本誌4月号P.18～19をチェック！

Q.3答え……………… 解凍
圧縮ファイルの解凍については本誌4月号P.18～19をチェック！

※ログイン方法などは本
誌2月号に同送の「デ
ータダウンロード購入
クイックマニュアル」を
ご参照ください。

　なお、クイックマニュア
ルは、ローランド・ミ
ュージック・スクールウ
ェブサイト会員専用ペ
ージから無料でダウン
ロードできます。
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「パソコンが急に動かなくなった！」という経験は
ありませんか？　パソコン本体は何とか復旧でき
たのに、「保存データが壊れてしまった」というの
もよくある話。そういうトラブルに備えて、デー
タの予備「バックアップ」を取っておきましょう。

予備があれば何かと安心！

バックアップについて

各種教材対応データのダウンロードはこちらから 各種教材対応データの
フロッピーディスクでの販売終了について

会員専用ページにログインする

http://www.roland.co.jp/school/ 

「音楽教室トップ」
これまで本誌でもお伝えしてきた通り、現在フロッピーディスク
でご提供している各種教材対応データの販売は2011年3月で終
了とし、すべてのデータはアトリエビジョン株式会社ウェブサイト
からのダウンロード販売となります。

■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ（フロッピーディスク）予約販売
　▶▶▶2011年1月終了　※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ（フロッピーディスク）販売
　▶▶▶2011年3月終了　※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

※ログイン方法などは
本誌2月号に同送の
「データダウンロード
購入クイックマニュア
ル」をご参照ください。
　なお、クイックマニュ
アルは、ローランド・
ミュージック・スクー
ルウェブサイト会員
専用ページから無料
でダウンロードでき
ます。

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

バックアップって何？

パソコンに保存したデータなどを記録メディアにコピーし、複製を取っておくことを「バックアップ」と言います。
バックアップを取っておけば、突然のトラブル発生のときもデータは安全です。

こんなときに備えて……

ウイルス
感染データの消失や

操作ミスによる
上書き

パソコンの操作ミスでデータを消してしまった
り、データ内容を間違ったものに上書きしてし
まったという悲しい経験をしたことのある人は多
いと思います。気をつけていても、「ついうっか
り……」は誰にでもありますね。また、自分の
ミスではなくても、パソコンが故障したり、コ
ンピューターウイルス（コンピュータに入り込み
被害をもたらす悪質なプログラムの一種のこと）
に感染し、パソコン内のデータがすべて消えて
しまうという事故もあります。
そういったトラブルがあっても、大切なデータ
やプログラムの予備があれば安心。この「デー
タやプログラムの予備を取っておくこと」または
「複製したデータのこと」をバックアップと言い、
その行為のことを「バックアップを取る」と言い
ます。「備えあれば憂いなし」ということです。
パソコンに内蔵されているハードディスクにバ
ックアップを取っておくこともいいのですが、肝
心のパソコンが壊れてしまうと、バックアップし
たデータを取り出すことができなくなってしまい
ます。ですから、CD-RやUSBメモリなどの大
容量記録メディアにバックアップを取っておく
と、より安心です。

そのほか
●パソコンを購入時の状態に戻す（初期化する）場合
●パソコンを修理に出す場合　など

パソコンの
故障

ダウンロード購入データのバックアップを取るメリット
皆さんは、アトリエビジョンウェブサイトからダウンロードした圧縮ファイルをどうしていますか？　「解凍した後、ごみ箱
に入れちゃった」という方、ごみ箱の中身を削除する前ならすぐに取り出して記録メディアにバックアップを取ってください！
解凍したデータが壊れたりしてしまっても、圧縮ファイルを解凍すれば元通りのデータが手に入ります。つまり、バックア
ップを取っておけば、再度ダウンロード購入しなくてもOKということです。教材付属のフロッピーディスクの場合は、破損
してしまったら教材まで買いなおさなければなりませんでした。それに比べればとても経済的ですね。
※圧縮ファイルについては、本誌4月号P.18～19をご参照ください。

バックアップを取っておけば安心！

バックアップを取る際の記
録メディアは、容量の大き
なCD-RかUSBメモリを
おすすめします。
フロッピーディスクは容量
が小さいので、音楽デー
タや写真データを複数保
存することができません。

ファイルや
データの
破損
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記録メディアにバックアップを取ってみましょう！

ここではMusic Piecesの購入データ（全曲セットダウンロード）の圧縮ファイルを例に、記録メディア（USBメモリ、CD-R）へ
バックアップを取る手順をご紹介します。

ダウンロードデータにも著作権があります！

データやファイルのバックアップが、パソコンを使って作業をするうえでとても安心な“備え”であることをここまで説明しました。しかし、
皆さんもよくご存知のように、ダウンロードで購入したデータであっても楽曲や楽譜の著作権はあります。
アトリエビジョンウェブサイトからダウンロード購入したミュージックデータをCD-Rなどにコピーし複製を作ることは容易にできますが、

許されているのはあくまで個人使用の範囲内です。レッスンで使うデータとして生徒に渡すことは著作権侵害になります。手軽にできること
だからこそ、音楽教室の講師としてしっかりとした判断での使用を心がけましょう。
※音楽著作権については、本誌 2009年7月号～12月号掲載の『音楽著作権』誌上講座（全6回連載）をご参照ください。また、財団法人日本音楽
著作権協会 JASRAC（URL＝ http://www.jasrac.or.jp/）のウェブサイトも合わせてご参照ください。

1パソコンにバックアップ用の記録メディ
アを挿入し、そのフォルダを開きます。

※下の画像はCD-Rのウィンドウです。

CD-Rのウィンドウ上にあるメニューの「ファ
イル」から、「これらのファイルをCDに書き
込む」をクリックします。

▼デスクトップ画面（Windows XP）
パソコンのOSによって手順や開くウィンドウが異
なる場合があります。

パソコンのデスクトップに、ファイルをCD-R
に書き込むためのウィンドウが表示されます。
❶ CD名には日付が入力されています。デー
タの内容がわかるよう入力し直しましょう。
❷「ファイルの書き込みが終了したら、ウィザー
ドを閉じる」の前にある四角の枠（ ）をク
リックしてチェックマークを入れます（ ）。
❸「次へ」をクリックすると、自動的にCD-R
へコピーしたデータが書き込まれます。

❶

❷
❸

記録メディアのフォルダ⬇圧縮ファイル

CD-Rの場合（Windows XP）

2バックアップを取っておきたいデータや
ファイルを、記録メディア側のフォルダへ
ドラッグ＆ドロップします。

4データやファイルを書き込む手順は記録メディアによって違います。ここからはCD-RとUSB
メモリのそれぞれの場合に沿って解説します。

★ CD-Rへの書き込みは1度しかできません。ま
た、CD-Rに書き込んだデータの削除や編集（上
書き）はできません。

USBメモリには、データやファイルをドラッグ＆ドロップす
るだけで、自動的にメディアにコピーされます（❶）。
USBメモリにデータが正しく書き込まれているか、USBメ
モリのフォルダを開いて中身を確認しましょう（❷）。

USBメモリの場合

★USBメモリは何度でもデータなどの書き込みや編集（上書き）、
内容の削除をすることができます。逆に言えば、操作を誤ると
上書きしたり削除してしまうことがあるということなので、注意
してください。

USBメモリをパソコンから抜くと中のデータが破損す
る場合があります。安全に取り外すためには、まずデ
スクトップの画面右下にあるマーク（ ）を右クリック
すると「ハードウェアの安全な取り外し」が表示される
ので、そこをクリックします。するとデスクトップ上に
ウィンドウが表われるので、その指示に沿ってUSBメ
モリの動作を停止させてから抜き取りましょう。

3これでデータやファイルを記録メディア
に書き込む準備ができました。

⬇フォルダ名（CD-R）

書き込みが終わると、ウィンドウが自動的に
閉じます。これでCD-Rへの書き込みは完了
です。CD-Rにデータが正しく書き込まれて
いるか、CD-Rのフォルダを開いて中身を確
認しましょう。

注　意

ココを右クリック ココをクリック

❶

❷パソコンからUSBメモリをいきなり抜かないで！

⬇任意の名前を入力
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「あのデータがほしい！」と思い立ったら、レッスンの合間や夜遅くでも手
軽に入手できるのがダウンロード購入の便利なところですね。アトリエビジ
ョン（以下ATV）ウェブサイト内ローランド・ミュージック・スクール会員
専用ページからのSMFミュージックデータのダウンロード手順を確認して
おきましょう。

ダウンロード購入の手順

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

ミュージックデータをダウンロード購入しましょう

ここではアレンジ楽譜集Music Pieces2010年7-8月号のSMFミュージックデータを例に、
実際にデータ購入する場合の手順（❶～❾）に沿って解説します。

ATVウェブサイト内スクール会員専用ページにある「Music 
Pieces」をクリックします。

各種教材対応データの
ダウンロードはこちらから

Music Piecesのトップページが表示されるので、『2010年』の
「詳細はこちら」をクリックします。

Music Piecesの2010年発行号の一覧が表示されます。その
中から、アルバムタイトル『Music Pieces 2010年7-8月号』の
下にある「詳細はこちら」をクリックします。

『Music Pieces 2010年 7-8月号』の価格、収録曲名が表示さ
れます。

Vol.7

画面左側の「  2010年」をクリックしても、
同じように詳細ページに移動することができます。

※データの試聴には、プレーヤーが必要です（ダウンロードは
無料。Windows XP／VISTA／7のみ対応）。画面右上にあ
る「プレーヤーダウンロード」ボタンをクリックし、手順に沿
いながらお使いのパソコンにプレーヤーをダウンロードし、
インストールしてご利用ください。

各収録曲右横にある
「試聴プレビュー」ボ
タンを押すと、購入
前にミュージックデ
ータの試聴をするこ
とができるので、購
入の際の参考にして
ください。

※ATVウェブサイトスクール会員専用ページで取り扱っている教材対応 SMFミュージックデータは、
　本誌今月号 P.18でご紹介していますので、購入の際の参考にしてください。

http://www.
roland.co.jp/
school/ 

「音楽教室トップ」

⬅Music Piecesトップペ
ージでは、2003年3-4
月号以降の発行号を年ご
とにまとめています。 POINT1

POINT1

手順

1

手順

2

手順

3

手順

4

⬅ATVウェブサイト内ス
クール会員専用ページで
取り扱っている教材対応
ミュージックデータは、
●幼児科／アトリエランド
●ピアノ科
●ピアノ科コンテンポラリー
●オルガン科
●Music Pieces
●その他（FPC課題曲集など）
の6つのコンテンツに分
かれています。

クイック
マニュアルも
要チェック！
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■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）予約販売
　▶2011年1月終了 ※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）販売
　▶2011年3月終了 ※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

販 売 価 格下にある
「MIDI データをまとめ
てダウンロード」をクリ
ックします。

全曲まとめて購入する場合／全曲1,260円（税込）

手順の詳細をまとめた「データダウンロード購入クイック
マニュアル」が、ローランド・ミュージック・スクールウェ
ブサイト会員専用ページから無料でダウンロードできます。 これまで本誌でもお伝えしてきた

通り、現在フロッピーディスクで
ご提供している各種教材対応デ
ータの販売は2011年3月で終了
とし、すべてのデータはアトリエ
ビジョン株式会社ウェブサイトか
らのダウンロード販売となります。

Music Piecesは全曲まとめての購入もできますが、1曲ごとの
購入もできます。ここではまとめて購入する場合と1曲ごとに購入
する場合とに分けて紹介しましょう。

購入したい楽曲の右側
にある「MIDIデータダ
ウンロード」欄内の価
格の文字部分「￥210」
をクリックします。

1曲ずつ選んで購入する場合／各210円（税込）

表示されたダウンロードカートに、手順❺でクリックして選んだ
データが入っているのを確認後、「お支払い手続きを開始」をクリ
ックします。

ここからは支払い手続きです。カート内の購入データの内容を確
認後、クレジットカード情報の各欄に必要事項を入力します（A）。
カード情報をすべて入力し終えたら、画面一番下にある「ダウン
ロード内容の確認」をクリックします（B）。

クレジットカード情報を確認し、画面下の「確定」をクリックして
購入内容を確定します。これで支払い手続きは完了です。

支払い手続きが終わったら、「ダウンロード」をクリックします。
すると、お使いのパソコンへ購入データのダウンロードが自動的
に開始されます。購入データは、ZIP 形式の圧縮されたファイル
でパソコンにダウンロードされます。

Windows XP以降のOSでは、ダウンロード
購入データはパソコン内の「ダウンロード」という
フォルダに保存されます。

注 意

⬇クレジットカード情報
は、例を参考に間違いの
ないようゆっくり落ち着い
て入力しましょう。

A

B

⬇「確定」をクリックする
と、お使いのクレジット
カード会社に購入内容が
自動的に送信されます。

会員専用ページに
ログインする

各種教材対応データのフロッピーディスクでの販売終了について

※以下のSMFミュージックデータ価格はスクール会員価格です。ATVウェブサイト内ス
クール会員専用ページからのダウンロード購入に限り、この価格での販売となります。

⬇「ダウンロード」をクリ
ックすると、別のウィンド
ウが開き、パソコンへの
ダウンロードが開始され
ます。

手順

5

手順

6

手順

7

手順

8

手順

9

「ショッピングを続け
る」を押すと、元の
画面に戻って買い物
を続けることができ
ます。

POINT1

アトリエビジョン
バナーをクリック

27RET'S PRESS



クイック
マニュアルも
要チェック！

このコーナーやクイックマニュアルで「教材対応データをダウ
ンロード購入するときは、アトリエビジョン（以下ATV）ウェブ
サイトのスクール会員専用ページから」と案内しています。これ
は、ATVウェブサイトでは一般の方に向けてさまざまなデータ
を販売している「一般ページ」もあるからです。今回は、２つの
ページの違いをくらべてみました。

「スクール会員専用ページ」と「一般ページ」、
どこがどう違う？！

■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）予約販売
　▶▶▶2011年1月終了 ※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）販売
　▶▶▶2011年3月終了 ※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

各種教材対応データのダウンロードはこちらから

これまで本誌でもお伝えしてきた通り、現在フロッピーディ
スクでご提供している各種教材対応データの販売は2011
年 3月で終了とし、すべてのデータはアトリエビジョン株
式会社ウェブサイトからのダウンロード販売となります。

各種教材対応データの
フロッピーディスクでの販売終了について

手順の詳細をまとめた
「データダウンロード購
入クイックマニュアル」
が、ローランド・ミュー
ジック・スクールウェブ
サイト会員専用ページ
から無料でダウンロー
ドできます。

アトリエビジョン
バナーをクリック

http://www.roland.co.jp/school/ 

「音楽教室トップ」

会員専用ページにログインする

「スクール会員専用ページ」と「一般ページ」の違いを確認してみましょう

一般ページへのアクセス方法

スクール会員専用ページへのアクセス方法
ローランド・ミュージック・スクールウェブサイト
URL：http://www.roland.co.jp/school/

スクールウェブサイト
会員専用ページにログインする

スクールウェブサイト会員専用ページ内にある
ATVウェブサイトのバナーをクリックする

『▶ミュージックデータ・楽譜・DVD』
をクリック

『アトリエビジョン』でウェブ上で検索をするか、URL（http://www.ateliervision.co.jp/）を入力するhttp://www.ateliervision.co.jp/）

ポイント❶ ウェブサイトへのアクセス方法が違う！

スクール会員専用ページ
●トップページでは、教材対
応SMFミュージックデータ
（ダウンロード購入）を分類
し科別に表示しています。

●画面左上のアトリエビジョン
株式会社のロゴの下に「ロ
ーランド・ミュージック・ス
クール会員専用ページ」と表
示されます。

一般ページ
●トップページでは、販売して
いるミュージックデータ、楽
譜、DVDなどがコンテンツ
ごとに表示しています。
●画面左上のアトリエビジョン
株式会社のロゴが表示され
ます。

ポイント❷ トップページ（ウェブサイトを開いたときに最初に表示されるページ）とロゴの表示が違う！

スクール会員専用ページ 一般ページ

全曲セット

1曲
ミュージック
データ（1曲）

楽譜データ
（1曲）

ポイント❸ Music Pieces のダウンロードデータの販売価格と販売項目が違う！

Vol.
8

〈Music Pieces〉
1曲210円（税込）の会
員価格で購入できます。
全曲セットのダウンロー
ドが可能です。

〈楽譜データ〉
楽譜データのダウンロード販
売はありません。隔月発行の
「Music Pieces」を活用して
ください。

会員
特典

会員
特典

〈Music Pieces〉
■1曲315円（税込）です。
■全曲セットのダウンロードは
できません。

〈楽譜データ〉
1曲420円（税込）で楽譜データ
をダウンロード販売しています。
※スクール会員も一般ページから購入
可能です。ただし、販売価格は一般
と同じです（会員価格はありません）。
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「パスワードって何だったっけ……？」「間違って違うデータのボタンをクリックしちゃった！」……。
アトリエビジョン（以下ATV）ウェブサイトの一般ページやスクール会員専用ページでデータをダウンロード購入
する際、皆さんは「こんなときはどうしたらいいの？！」と悩んだことはありませんか。今回はよくある疑問や失敗
の事例をいくつか挙げ、その対処法について解説します。

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　
各種教材対応データの
ダウンロードはこちらから

http://www.
roland.co.jp/
school/ 

「音楽教室トップ」

クイック
マニュアルも
要チェック！

アトリエビジョンウェブサイトの利用時によくある疑問・失敗事例
Vol.
9

1 ATVウェブサイトスクール会員専用ページのログイン画面
内にある青色の文字「パスワードをお忘れになった場合は
コチラへ」をクリックします。

2パスワードの再発行ページに移動するので、会員 ID、名前、
電話番号を入力し、「次へ」をクリックします。
※文字を入力する際は、全角・半角の違いなどにご注意ください。
※ユーザー情報の変更をする場合は、ログイン後ページ右上にある「ユ
ーザー情報変更」から操作を行なってください。

パスワードは再発行することができます

3 次の画面であらかじめ登録したパスワード再発行用の質問
の答えを入力し、「送信」をクリックしてください。

4「ウィンドウを閉じる」をクリックしてページを閉じます。登
録してあるメールアドレス宛てにご案内メールが届きます。
そのメールに記載のURLをクリックすると、新たにページ
が表示されるので、画面にしたがってパスワードを再設定
してください。

ATVウェブサイト内スクール会員専用ページの
ログインパスワードを忘れてしまった

Case ❶

登録時に設定した質問に
対する答えを入力する。
※初回登録時に入力した
答えを忘れないように
してください。

● 会員 ID
● 氏名
● 電話番号
を入力する。
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■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）予約販売
　▶2011年1月終了 ※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）販売
　▶2011年3月終了 ※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

手順の詳細をまとめた「データダウンロード購入クイック
マニュアル」が、ローランド・ミュージック・スクールウェ
ブサイト会員専用ページから無料でダウンロードできます。 これまで本誌でもお伝えしてきた

通り、現在フロッピーディスクで
ご提供している各種教材対応デ
ータの販売は2011年3月で終了
とし、すべてのデータはアトリエ
ビジョン株式会社ウェブサイトか
らのダウンロード販売となります。

会員専用ページに
ログインする

各種教材対応データのフロッピーディスクでの販売終了について

アトリエビジョン
バナーをクリック

支払い手続きを済ませてしまったダウンロ
ードデータに関しては、返品・返金ができ
ませんのでご注意ください。

1 ATVウェブサイトスクール会員専用ペ
ージの画面右上にある「ダウンロードカ
ートの確認」をクリックします。

ダウンロードカートの中から削除しましょう

間違えて購入ボタンを押してしまったデータを取り消したいCase ❷

2ダウンロードカートページに移動しま
す。取り消したいデータの右側にある
「削除」をクリックします。

3データがカートから削除されます。

■ 「.ZIP」……圧縮ファイルの場合
データの拡張子を確認してください

ダウンロードしたデータがパソコンや楽器で再生できないCase ❸

購入データはZIP形式の圧縮ファイ
ルでお使いのパソコンにダウンロー
ドされます。圧縮ファイルはそのま
までは再生することができません。
再生するためには、事前に圧縮ファ
イルを展開（解凍）しておく必要があ
ります。展開の手順については、本
誌4月号P.18～19をご覧ください。

電子オルガン用のレジストレーションデータは、
展開作業を行なってもパソコン上で再生すること
はできません。USBメモリなどにデータを保存
し、楽器でご使用ください。

◀レジストレーション
データのファイル名
の最後には、「.UPG」
という拡張子が付い
ています。

『よくある質問』では、ATV
ウェブサイトを利用する際
のさまざまな疑問について
Q＆Aでお答えしています。
◀ATVウェブサイト
　スクール会員専用
　ページ

◀『よくある質問』画面
「登録情報の変更は？」
「支払い方法は？」
「ファイルが再生できない」
など、さまざまな質問・疑
問とその対応策をQ＆A
で紹介しています。

質問を選んで
クリック

展開作業

ZIP形式の
圧縮ファイル

ファイル内にある購
入データを使用する
ことはできません。

展開後の
ファイル

ファイル内のデ
ータを使用する
ことができます。

■「.UPG」……レジストレーションデータの場合

コ

コを
クリック

ATVウェブサイト『よくある質問』
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クイック
マニュアルも
要チェック！

アトリエビジョンウェブサイトからダウンロード購入したレジ
ストレーションデータがミュージック・アトリエで再生できな
かったという経験をした方はいませんか？　
そのとき使用していた記録メディアは初期化（フォーマット）
されたものでしたか？

レジストレーションデータを
ミュージック・アトリエで再生する前に

■「Music Pieces」対応SMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）予約販売
　▶▶▶2011年1月終了 ※予約販売受付は終了しています。
■教材付属および別売りSMFミュージックデータ
　（フロッピーディスク）販売
　▶▶▶2011年3月終了 ※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

Let's Try！
データダウンロード

　　　　　　　

各種教材対応データのダウンロードはこちらから

これまで本誌でもお伝えしてきた通り、現在フロッピーディ
スクでご提供している各種教材対応データの販売は2011
年 3月で終了とし、すべてのデータはアトリエビジョン株
式会社ウェブサイトからのダウンロード販売となります。

各種教材対応データの
フロッピーディスクでの販売終了について

手順の詳細をまとめた
「データダウンロード購
入クイックマニュアル」
が、ローランド・ミュー
ジック・スクールウェブ
サイト会員専用ページ
から無料でダウンロー
ドできます。

アトリエビジョン
バナーをクリック

http://www.roland.co.jp/school/ 

「音楽教室トップ」

会員専用ページにログインする

Vol.
10

初期化したい記録メ
ディア（USBメモリ

ー、フロッピーディスク）を
ミュージック・アトリエに
接続し、操作パネルメイン
画面の「Registration」を
タッチします。
※画像はミュージック・アトリ
エAT-900 のものです。

手順

1

初期化の手順
Registration Load
（レジストレーショ

ン・ロード）画面が開くので、
「go to save（ゴー・トゥ・
セーブ）」をタッチします。

手順

2
Registration Save
（レジストレーショ

ン・セーブ）画面が開くので、
「 」または「 」にタッチし
て初期化するメディアを選
びます。USBメモリーの場
合は「Ext Memory」を、フ
ロッピーディスクの場合は
「Disk」を選んでください。

手順

3
「 （ユーティリテ
ィー）」をタッチしま

す（❶）。すると、ユーティ
リティー画面が開くので、
その中から「Format」を
選んでタッチします（❷）。

手順

4

❶

❷

フォーマット画面が
開きます。「OK」を

タッチすると、記録メディア
が初期化されます。作業完
了まで、接続した記録メデ
ィアは抜かないでください。
※記録メディアの初期化を中
止する場合は「Cancel」を
タッチしてください。

手順

5

記録メディアを初期化して使いましょう！

『初期化（フォーマット）』って何？
レジストレーションデータを保存するUSBメモリーやフロ
ッピーディスクなどの記録メディアを、パソコンや電子楽器
で使用できる形式にすることを『初期化（フォーマット）』と
言います。ミュージック・アトリエでレジストレーションデ
ータを再生する際に使用する記録メディアは、まずこの作
業をしてデータが読み込める状態にしなければなりません。

▲ローランド・オルガン
ミュージック・アトリエAT-900

初期化すると、それまで保
存していた記録メディア内の
データはすべて消えてしまい
ます。初期化作業の前には
メディアの中を必ず確認する
ことをおすすめします。

注 意

レジストレーションデータを確認しましょう

▲オリジナル楽譜集『Music Pieces』
2011年1・2月号

拡張子……「. UPG」

レジストレーションデータは、
ミュージック・アトリエで再生
可能なデータです。展開しても
パソコンでは再生できません。

※画像はWindows XPのものです。
▲オルガンフレンドリー
7巻・8 巻

ダウンロード購入した「Music Pieces」もしくは
「オルガンフレンドリー」収録曲対応のデータを展
開したら、まずは拡張子を確認してください。 レジストレーションデータのデータ名を安易に

変更すると、データが破損してしまう恐れがあ
ります。名前の変更が必要な場合は『read 
me』に変更方法が書いてあるので、その指示
に沿って行なってください。

注 意

◀read me
購入データに収録され
た曲名や使用方法など
が書いてあるテキストデ

ータです。展開後、この「read me」をまず最初に開
いてフォルダ内のデータの内容を確認しましょう。
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