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ご利用にあたって １ 

「MusiqNeed™」について 

「MusiqNeed™」は、世界中から集められた50万曲以上にも及ぶ膨大な数のプロダク

ションミュージックを一つのアプリケーションに集約した、プロの選曲家やサウンドデ

ザイナーのためのインテリジェント型音楽データベースシステムです。 

普段からプロユースの「ライブラリーミュージック」を利用されている皆さまに向けて、

そのワークフローを最適化し、よりスピーディーな選曲作業を実現させることを目的に

開発されました。 

そのため一般大衆向けの音楽データベースのように誰にでも操作できる汎用性や多機能

性を重視するのではなく、無駄なくスピーディーかつ直感的に音楽を選び出すシステム

であることを追究しています。 

 

あなたのインスピレーションを最大限に引き出すインテリジェントな音楽データベース、

MusiqNeed™をぜひご活用ください。 

このマニュアルについて 

「MusiqNeed™」は、直感的に操作できる音楽データベースシステムです。日頃から

DAW（デジタル･オーディオ・ワークステーション）などでPC環境に慣れている方な

らば、ごく短い時間触れてみるだけで極めて容易に操作方法をマスターできるはずです。 

このマニュアルでは、それをサポートするための基本手順をご案内致します。 

バージョン表記に関して 

「MusiqNeed™」は、より使いやすいUIを目指し、皆様のご意見やご要望にお応えし

ながら新機能の搭載や改良を随時行っています。また、毎月リリースされる新譜を加え

た最新の音楽データベースもご提供しています。 

そこでソフトウエアのバージョン表記については、以下のようにプログラムバージョン

ナンバーとコンテンツリリースナンバーによって構成しています。 

ぜひ、最新のMusiqNeed™をご体感ください。 

プログラムバージョン コンテンツリリースナンバー 
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準備 ２ 

「MusiqNeed™」を起動する 

「MusiqNeed™」のポータブルハードディスク内には、膨大な音楽情報と共に専用のアプリケーションシステ

ムが内蔵されています。お手持ちのパソコンにハードディスクをUSB接続した後、認識されたデスクトップ上

のアイコンをダブルクリックして[MusicFinderアプリケーション]を起動させてください。 

1. desktop上に現れる   アイコンをダブルクリック 

2. 画面の   アイコンをクリックしてMusicFinderを起動 

システム要件 

「MusiqNeed™」は、お手持ちのパソコンへのアプリケーション等のインストールは不要です。パソコンに

USB接続するハードディスクから専用アプリケーション「MusicFinder」を起動するだけで、インターネット

環境のない場所でもいつでも手軽にご利用頂けます。 

対応OS CPU RAM 

Mac OS X v10.6以降 
 

Intelプロセッサ搭載 
 

1GB以上 
 

Mac OS X v10.5.7 PowerPC G4 （867MHz以上） 
PowerPC G5 
またはIntelプロセッサ搭載 

512MB以上 

Macintosh版 

3. 「スタートアップ」 

MusicFinderにユーザーが登録されていない場合は、左記のダイアログが
現れます。 
 
 
はじめてお使いになる場合は、[新規Staff]を選択して、ユーザー登録にお
進みください。 
 
 
 
 
 
[OK]をクリックすると、次ページの「新規ユーザー登録」の画面へジャ
ンプします。 

※バックアップデータからリストアを行う手順は、第6章をご覧ください。 
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ユーザー登録 

「環境設定」画面で、ご利用になる方の新規ユーザー登録を行ってください。 

個々の作業者ごとにユーザー登録することにより、曲情報などに独自のタグ付けやMEMOを記録させることが

できるほか、担当作品のキューシート作成時にも便利です。 

「新規ユーザー」 

既に登録済のユーザーはこちらから選択できます。 

「共同作業設定」 

Macintoshの場合 
        QuickTime Player ／ VLC Media Player※ 

※PCにインストールされている場合に有効 

複数のユーザーで1つの番組を担当するなど、共同作業
をする場合はチェックしてください。 
キューシートの記入等がスムーズになります。 

「ユーザー選択」 

新規ユーザー登録ウインドーを立ち上げ、必要事項※１

を記入してください 

「外部プレーヤー選択」 

Macをお使いの場合、連動する音楽プレーヤーを選べます 

「環境設定」画面右下の「アルバム画面へ」のボタンを

押すことによって、基本ウインドーである「アルバム画

面」が開きます。 

「アルバム画面へ」 

  

新規ユーザー登録における必須項目は「姓」「名」のみ

です。 

その他の項目については、お使いになる会社組織内での

情報管理等の必要に応じてご利用ください。 

 

MusiqNeed™は、基本的に非ネットワーク環境でご利用

頂けるスタンドアローン型のアプリケーションシステム

です。 

アプリケーション自体が無断で通信を行って情報収集を

行うことはありません。 

また、今後の新譜追加やアプリケーションのアップデー

トの際にも、ユーザーの個人情報を収集することは一切

ありません。 

 

※１ 新規ユーザー登録について 
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基本操作  【MusicFinder】 ３ 
「PUBLISHER」カテゴリー 

「MusicFinder」のホーム画面は、PUBLISHERカテゴリーからスタートします。 

ライブラリーミュージックのいわゆるレーベルIDごとに分類されたリストがアルファベット順に表示されます。 

分類記号によってアルファベット順に整理されたパブリッ

シャーのレーベルの一覧を呼び出すことができます。 

「Ａ～Ｚ , OTHER」 

すべてのID, オリジナルパブリッシャー名, 国内パブリッ

シャー名（音楽出版者名）からキーワード検索を行えます。 

既にライブラリーミュージックをお使いの方で、これまで

の経験や記憶を元に、任意の出版レーベルのアルバムを呼

び出したい場合に最適です。 

各IDの左端の▶をクリックすると、海外のオリジナル出版

者, 及び国内での権利を有する音楽出版者に関する情報等

を閲覧できます。 

Note欄には、そのレーベルについてお気づきの点などを記

録しておくことができます。 

「PUBLISHER Information」 

任意のID（レーベル）を選んでクリックすると、 

それに属するアルバムの一覧画面（ALBUMカテゴリー）

へ移動します。 

「ALBUMへ」 
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「ALBUM」カテゴリー 

PUBLISHERカテゴリーで任意のID（レーベル）を選択することで、そのシリーズに属するアルバムの一覧が現れ

ます。 

アルバム一覧を降順・昇順に切り替え。 

各アルバムの領域枠内のお好きな場所をクリックすれば、

そのアルバムが選択された状態となり、左端が黒くデフォ

ルメ表示されます。 

⌘＋１：次のアルバムへ移動 

⌘＋２：前のアルバムへ移動 

アルバム一覧を呼び出した初期状態では、最上段のアルバ

ムが選択されています。 

「アルバムを選ぶ」 

各アルバムの左端の▶をクリックすると、そのアルバムに

関する情報を閲覧できます。 

Memo欄にお気づきの点などを書き込むこともできます。 

「ALBUM Information」 

各アルバムの「アルバムジャケット画像」をクリックする

と、そのアルバムに収録されている楽曲一覧（SONGSカ

テゴリー）へ遷移します。 

SONGSカテゴリーではそれぞれの楽曲を試聴できます。 

「アルバム内容（SONGS画面）へ」 

各アルバムに、自由なMEMOを残すことができます。 

MEMOはアルバム一覧画面のほか、ALBUM Information

画面にも反映されます。 

「MEMO」 

すべてのALBUM ID, ALBUMタイトル名 , 国内パブリッ

シャー名からキーワード検索を行えます。 

左上の「ALBUM」マーク、または右端の「PUBLISHER」

タブをクリックすることで、パブリッシャー一覧画面へ戻

ることができます。 

「 PUBLISHERカテゴリーへ戻る」 

～ 画面上部のインターフェイスについて ～ 

「アルバムをプレイリストへ追加」（P7参照） 
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「SONGS」カテゴリー 

SONGSカテゴリーではそれぞれの楽曲を自由に試聴して、お探しの曲を直感的に絞り込んでいくことができます。 

各楽曲の領域枠内のお好きな場所をクリックすると、音楽

再生がSTARTし、もう一度クリックするか、⌘＋Ｓで音楽

再生を停止します。 
 

⌘＋１：次の曲へ 

⌘＋２：前の曲へ 

⌘＋３：Rewind(巻き戻し) 

⌘＋４：Forward(早送り) 

⌘＋Ｓ：音楽停止 

「曲を選んで試聴する」 

各トラックの左端の▶をクリックすると、その楽曲に関す

る情報を閲覧できます。 

Memo欄にお気づきの点などを書き込むこともできます。 

「SONG Information」 

トラックごとに、自由なMEMOを残すことができます。 

MEMOはSONGS一覧画面のほか、SONG Information画

面にも反映されます。 

「MEMO」 

画面上段の  ボタンを押すことで、関連づけした音楽プ

レーヤーアプリを立ち上げて、より快適な操作環境で試聴

することもできます。 

「音楽プレーヤーアプリで再生する」 

～ 画面上部のインターフェイスについて ～ 

キューシート作成中の場合は、楽曲情報をキューシートに

追加できます。（詳細は第5章にて） 

「キューシートに曲を追加」 

すべてのALBUMタイトル名 , 曲名 , 作家名からキーワー

ド検索が行えます。また、ALBUM IDなどのCD情報の検

索も可能です。 

検索結果画面からさらにキーワード検索することで、絞り

込みも行えます。 

選択中の楽曲のサウンドファイルを、任

意のフォルダーへダウンロードできます。 

「曲をダウンロード」 

左上のALBUMジャケットデザイン、または右端の

「ALUBUM」タブをクリックすることで、アルバム

一覧画面へ戻ることができます。 

「ALBUMカテゴリーへ戻る」 

「楽曲をプレイリストへ追加」（P7参照） 
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「楽曲（Track）をプレイリストに追加する」／  control＋クリック 

SONGSカテゴリー画面でこのマークをクリックすることにより、

選択されているTrackが右側のプレイリストに追加されます。 

また、controlキーを押しながらTrackの枠内をクリックしてもプ

レイリストへの追加が可能です。 

プレイリストの作成 

候補にしたい曲やアルバムをキープしておく場所、それが「プレイリスト」です。 

気になる楽曲やアルバムを見つけた時、いつでも簡単にワンクリックでプレイリストへ追加して管理できます。 

楽曲の試聴中でもプレイリストへの追

加操作が可能です。  

「アルバムをプレイリストに追加する」 

ALBUMカテゴリー画面でこのマークをクリックした場合は、選

択されているアルバム単位で右側のプレイリストのALBUMカテ

ゴリーへ登録されます。 

      【PlayList】 

～SONGSカテゴリー画面からの場合～ 

プレイリストに追加されたTrackには

★印が付きます。  

気になった楽曲やアルバムを常にフレキシブルにプレイリスト

に追加していけるため、作業中に一度聴いた曲を忘れてしまいも

う一度探す…というような二度手間が生じるのを防ぎ、作業の迅

速化や効率化を実現できます。 

 

プレイリストへの登録情報は、アプリケーションを終了後にも

保持されるため、作業が中断しても差し支えありません。 

～ALBUMカテゴリー画面からの場合～ 

「プレイリストから削除する」 

プレイリストから削除したい場合は、

右端をクリックしてチェック有（オレ

ンジ色）にした後、⌘＋deleteで削除

できます。 
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プレイリストの基本操作 

プレイリストでは、楽曲の試聴、タグの付加、候補曲の絞り込み、同一アルバムに収録されている楽曲の呼び

出しなどさまざまな機能を利用できます。 

リストから聴きたい曲を選んでクリックすると、音楽再生

がSTARTし、もう一度クリックするとSTOPします。 
 

⌘＋１：次の曲へ 

⌘＋２：前の曲へ 

⌘＋３：Rewind(巻き戻し) 

⌘＋４：Forward(早送り) 

「プレイリスト内の曲を聴く」 

画面上段の  ボタンを押すことで、関連づけした音楽プ

レーヤーアプリを立ち上げて、より快適な操作環境で試聴

することもできます。 

「音楽プレーヤーアプリで再生する」 

プレイリストに加えた曲に、それぞれ5つのタグを付ける

ことができます。候補曲をわかりやすく整理するために、

自由にご活用ください。 
 

「DETAIL」ボタンからPlayList Song Info画面を開くこ

とで、新しいタグを加えたり、不要になったタグを消去す

ることができます。 
 

「TAG」ボタンによって、登録済みのタグ（キーワード）

を各曲に割り振ることができます。 

「DETAIL」／「TAG」 

プレイリスト上でアルバムジャケット画像をクリックすると、左側のMusicFinderウインドーに

そのアルバムに収録されているSONGの一覧が表示されます。 

同一アルバム内の他の曲を聞き返してみたい時などに便利です。 

「選んだ曲が収録されているアルバムを聞き直す」 

各リストの右端をクリックすることで、チェック有（オレ

ンジ色）の状態にできます。（複数チェック可能） 

optionキーを押しながらクリックすれば、プレイリスト内

のすべてを選択・非選択に切り替えられます。 
 

チェックした曲をプレイリストから消したい場合は、 

⌘＋deleteで削除できます。 

「プレイリスト内の楽曲にチェックを付ける」 
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プレイリストをカスタマイズする 

タグ機能を利用して、プレイリストをIDごとに使い分けることができます。 

プレイリスト内の楽曲に、既にタグ付けをしている場合、

画面上部の「PL ID」（プレイリストID）で任意のタグを

選択すれば、そのタグを含む楽曲のみをリストアップでき

ます。 

 

例えば、曲調や個人的な印象によってタグ付けを行ったり、

番組の放送回ごとに♯1 , ♯2…などのタグ付けをしておけ

ば、それに属する楽曲を瞬時に呼び出すことが可能です。 

 

利用される方それぞれの用途にあわせて、フレキシブルで

直感的なプレイリストの分類やカスタマイズが行えます。 

「プレイリストをIDで分類する」 

新たなプレイリストグループを作成して、候補曲をそこへ

追加していきたい場合には、まずプレイリストに１曲登録

して「DETAIL」から新規のタブ（例：「new0101」）を

追加してください。 

 

 

 

 

PL IDで、新規タブ（new0101）を選択した後にプレイリ

ストへ楽曲を追加していくと、追加される楽曲にはすべて

自動的に「new0101」タブが付加されます。 

 

 

 

 

 

このようにすることで、任意のタブを利用した新規プレイ

リストの作成を実現できます。 

新規のプレイリストへ曲を追加していくには・・・ 

ここでは「SONGのプレイリスト」の活用法を中心にご説

明しています。これと同様に「ALBUMのプレイリスト」

の場合も同じ手順でタブ付けやプレイリスト分類を行うこ

とが可能です。 

 

MAルームへ予備の楽曲を持って行きたい場合などに、ア

ルバム単位でのプレイリスト登録はとても便利です。 
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プレイリストをさらに使いこなす 

オプションキー[option]を使うことで、プレイリストへの登録やタグの編集機能をさらに便利に使いこなすこ

とができます。 

曲を試聴する一連のマウス操作の流れの中で、気に入った楽曲をスムースに任意のプレイリストへ登録できる

ため、ご自身の感性に合わせた曲の分類やレギュラーソングの管理などにご活用頂けます。 

SONGSカテゴリー画面でoptionキーを押しながらTrackの枠内を

クリックすると、「TAG選択 作成画面」が現れます。 

「TAG選択 作成」／ option＋クリック 

「既存のタグで登録する場合」 

リストからタグを選択し、下の「選択ボタン」をクリック。 

 

楽曲にそのタグが付けられて、プレイリストに登録されます。 

「新規のタグで登録する場合」 

新規フィールドに自由にタグ名を入力して、「新規ボタン」をク

リック 。 

 

プレイリストに新規タグのプレイリストID（PL ID)が作成され、

新規のタグ付けをされた楽曲のみが表示されます。 

～タグ名の変更・編集～ 

optionキーを押しながらプレイリストの右上にある「SONGS」

をクリックすると、タグの一覧画面に遷移します。 

 

登録済みタグの一覧とそれぞれの登録件数などが表示され、 

Topic欄のタグ名をクリックすれば、リネームも可能 です。 

 

下段のボタンで、未使用タグの削除もできます。 

 

また、タグ名以外の部分をクリックすると、そのタグが付けられ

たプレイリストの一覧へ移動します。 

 

 

※タグ一覧画面は、プレイリストの[DETAIL]ボタンを押すと現

れるDETAIL画面で、optionキーを押しながら新規タグボタン 

[＋Add New Tag]をクリックすることでも呼び出せます。 

～既存または新規のタグを付けて楽曲をプレイリストに登録～ 

「SongList Tag」（ソングリストタグ一覧） 

option ＋ ｢SONGS」 

未使用タグの削除 

タグ名をクリックすると 
リネームが可能 
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ダウンロード 

MusicFinder、またはPlayListでSONGSカテゴリー画面表示中は、楽曲（Track）のサウンドファイルをいつで

も任意のフォルダーへダウンロードできます。 

保存先となるフォルダーを任意の場所に作成して下さい。 

「ダウンロード先のフォルダーを作成」 

チェック有：オレンジ色にチェックされている楽曲のみをダウンロード 
 
すべて：プレイリスト内のすべてのSONGをダウンロード 

「ダウンロード対象を選択」 

ダウンロードされるサウンドファイルは以下のフォーマットになっています。 

 フォーマット：MP3  

 サンプリング周波数：48kHz 

 ビットレート：320kbps 
 

上記以外の規格でのサウンドファイルがご必要な場合は、以下までお問い合わせ下さい。 
 

   株式会社 日音 

    日音サウンズライブラリー TEL : 03-5562-3890 

ダウンロード後はお手持ちのDAW等で、必要に応じてサウンドファイルの編集・加工を行って下さい。 

 

MusiqNeed™の場合、お手元のコンパクトハードディスクにすべてのサウンドファイルや音楽情報が最適の

状態でフォーマット済のため、従来のように楽曲を1曲ずつCD等からダビングするのと比べて、作業時間の

大幅な短縮化が実現されます。 

プレイリスト内のダウンロードしたい楽曲の右端をクリックしていき、

チェック有(オレンジ色）の状態にします。 

（プレイリスト内のすべての曲をダウンロードする場合は、この作業は不

要です） 

「ダウンロードしたい楽曲をチェックする」 

※MusicFinderウインドーから直接ダウンロードする場合は、選択中の

1曲のみがダウンロードできます。詳しくはP6をご覧ください。 

      【Download】 
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サウンドファイルを簡単にDAWへインポート 

Macintoshをお使いの場合、外部プレーヤーにQuickTime Player ※を使うことで、試聴中の楽曲データを手軽に

DAWへインポートできます。 

タイトルバーの曲名の左のアイコンを摘んで 

Logic ProやPro ToolsなどのDAWにドラッグ＆ドロップすれば、 

オーディオファイルとしてインポートが可能です。 

「外部プレーヤーで曲を開く」 

SONGSカテゴリー画面でこのマークをクリックして、 

QuickTime Player で曲を開きます。 

※本項ではMusiqNeed™ の環境設定画面（P3を参照）で、外部プレーヤーにQuickTime Playerを選択することを

前提に解説しています。  Windows版のQuickTime Playerには、同様の機能はありません。 

PlayList画面でも同様に行えます。 

デスクトップなど任意の場所にファイルをコピーする場合は、

optionを押しながらドラッグ＆ドロップしてください。 
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履歴機能 

ユーザーがブラウズしたアルバムや曲のヒストリー（履歴）はすべて自動的に記録されるため、履歴機能を使え

ば作業の足跡をたどるように、過去に試聴した曲やアルバムを簡単に探し出すことができます。履歴機能では、

PlayListに登録したアルバムや曲だけでなく、試聴・閲覧したすべてのヒストリーを記録しています。 

PlayListウインドー右上の「履歴」をクリックすると、履歴機能画面

に切り替わります。 

「履歴」を選択 

      【履歴機能】 

探しているALBUMや曲を閲覧・試聴したと思われる日時（セッショ

ン）を選ぶことで、その時にブラウズしたアルバムや曲の履歴が表示

されます。 

任意の「ALBUM」または「SONGS」を選ぶ 

アプリケーションの起動から終了までを１セッションとしてとらえ、

セッションごとに履歴リストが表示されます。 

現在起動中のセッションの履歴情報も見ることができます。 

履歴リスト（アプリケーション起動日時一覧） 

閲覧したアルバムの一覧が表示されます。 

 

アプリケーション起動中に、ALBUMのジャケットを開いてSONGS一

覧を表示した時点で、履歴として記録されます。 

ALBUMの履歴 

試聴した曲の一覧が表示されます。 

「何日の何時何分にどの曲を聞いたか？」を簡単に探り出すことがで

きます。 

SONGSの履歴 

履歴リストに戻りたい場合は、右上の「履歴」をもう一度クリックし

てください。 
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検索機能    【楽曲検索】 ４ 
検索機能を利用して音楽を探す 

あなたが求める音楽を素早く探し出すために、さまざまなアプローチ方法で絞り込んでいくことが可能です。 

膨大な楽曲量を誇るMusiqNeed™だからこそ、豊富な候補をリストアップして、最適でハイクオリティな一曲

を見つけることができるのです。 

ALBUMカテゴリーやSONGSカテゴリーで、音楽ジャンル

によるキーワード検索を行うことで、膨大なライブラリー

ミュージックの中から瞬時に目的の音楽ジャンルのアルバ

ムや楽曲をリストアップします。 

音楽ジャンルで絞り込む 

guitar solo / big band / piano / violin / cello … 

楽曲の演奏に使われている楽器情報からキーワード検索が

可能です。 

楽器編成で絞り込む 

音楽ジャンルや楽器編成などの情報は、基本的に各アルバムのオリジナルライナーノーツなどを

元にデータベース化したものです。場合によっては実感とのズレや、利用者の意向にそぐわない

楽曲の混入・不足等もあるかもしれません。あらかじめご了承ください。 

尚、基本情報はすべて英語表記のため、英単語によるキーワード検索を行ってください。 

気に入った作曲家の作品を、全データベースの中から横断

的に検索することができます。 
 

プロダクションミュージックの世界には、パブリッシャー

やレーベルを超えて活躍する作曲家や、一般的にも知名度

の高いミュージシャンも数多く存在します。これらの作品

を手軽にピックアップして聞き比べることができるのも

MusiqNeed™の特徴の一つです。 

同じ作曲家の楽曲を探す 

例えば「Amazing Grace」など、著名な楽曲をアレンジ

したクオリティの高い音源がプロダクションミュージック

には非常に多く存在します。 

豊富な候補を簡単に呼び出して、最適なアレンジバージョ

ンを見つけ出すことができます。 

スタンダードナンバーのアレンジ曲を探す 
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検索機能をさらに活用する 

ALBUMやSONGの「MEMO」に追記された情報を元に、利用者独自の検索を行うことも可能です。 

それぞれのご利用方法に応じてデーターベースをさらにカスタマイズして､有効活用して頂けます。  

  

音楽を試聴したり、番組等で楽曲を使用するたびに、

ALBUMやSONGの「MEMO」をこまめに追記していくこ

とによって、音楽データベースとしての価値はさらに高ま

ります。 

日本語でのMEMO記入を行えば、もちろん日本語でのキー

ワード検索が可能です。 

独自に追記した情報から検索 

気に入った楽曲を見つけたら、それが収録されているアル

バムや作曲家を覚え、さらにそのアルバムが属するレーベ

ルやパブリッシャーの音楽的な特徴を把握する・・・。 

PUBLISHER / ALUBUM / SONGSの各カテゴリーを自由

に行き来しながら、ライブラリーミュージックを俯瞰的に

みつめて、その音楽的傾向などを体系的にとらえることで、

さらに選曲の幅が広がります。 

ライブラリーミュージックを俯瞰する 
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詳細検索（Songs検索 ／ アルバム検索） 

  

詳細検索では、CDタイトル,曲名,アーティス

ト,作詞,作曲,出版社,Note,発売年など、それ

ぞれの属性ごとに検索が可能です。 

 

Songs検索とアルバム検索で、属性の種類等は異な

ります。 

Songs検索 アルバム検索 

検索したい属性のフィールドにキーワードを入力し
て、検索実行ボタンを押してください。 
（またはenterキーを押しても検索を開始します） 

検索をやめる場合は、検索中止ボタンを押すと、
前の画面に戻ります。 

～詳細検索の実例～ 

詳細検索（Songs検索）を使うと、ある属性
（例：曲名）だけに[maria]というキーワード
を含むレコードを探すことが簡単にできます。 

通常の検索では、曲名,作家名,Noteなど様々
な属性に該当キーワード[例：maria]が含まれ
るすべてのレコードが選ばれます。 

～さらに高度な検索～ 

検索フィールドに特定の記号を含めたキーワードを入力することで、さらに高度な検索が行えます。 

■指定した単語を含むレコード
を検索 

＝  （等号記号） 
＝maria と入力すると、「maria」や「ave maria」など
mariaの単語が含まれる曲は検索されますが、「marian」や
「mariachi」は検索されません。 

■指定したテキストに完全一致
するレコードを検索 

＝＝ （２つの等号記号） 
＝＝maria と入力すると、「maria」という曲だけが検索
され、「ave maria」は検索されません。 

■特定の文字列を含むレコード
を検索 

“ ” （ダブルクォーテー
ションマークで囲む） 

“more than life” と入力すると、この一連の文字列を含むも
のだけが検索されます。 例えば「more to life than this」
というレコードは検索されません。 

Mac OS標準のショートカットキー[⌘ + F]を使って検索も行えますが、 

処理に時間が掛かる場合があります。 

前の画面へ戻すには、[⌘ + B]を押してください。 

 

左下のポップアップで、ブラウズに戻すこともできます。 

 

ショートカットキー[⌘＋Q]を使ってアプリケーションを頻繁に終了させ

ることは避けて下さい。 

⌘(command) + Fを使った場合・・・ 

[option]キーを押しながら検索ボタン  をクリックすると、詳細検索（Songs検索／アルバム検索）を実行で

きます。楽曲やALBUMごとに登録されている膨大なデータを対象に、データの属性別に検索することができる

ため、意中の曲を探す場合などに便利です。 
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キューシート作成 ５ 
キューシートを作成する 

「 MusiqNeed™」のCUESHEET機能を使えば、プレイリストやSONGS一覧で使用曲を選んでワンクリックす

るだけで、楽曲情報を自動的にCUESHEETフォーマットへ書き出すことができます。 

CUESHEET機能は、「Programフォルダー」、「Program」, 「使用曲」の３つの階層で構成されています。 

～CUESHEET機能の概要～ 

Programフォルダー 

使用曲 

Programフォルダー Program 使用曲 

それぞれの階層で、一覧から任意の項目を選択することで、「Programフォルダー」→「Program」→「使用曲」へ移動できます。 

画面左上のフォルダーマークをクリックすることで、「使用曲」→「プログラム」→ 「Programフォルダー」へ順に戻ります。 

Program 

～階層の移動について～ 

「プログラムフォルダー」は、連ドラやレギュラー

番組など、作品やシリーズごとにキューシートをま

とめて管理するためのフォルダーです。 

この画面から『新規プログラムフォルダーの作成』

を行えます。 
「プログラムフォルダー」の中に、個別のキュー

シートが（連ドラの場合なら第1話, 第2話…という

ように）それぞれ一つの「プログラム」として格納

されます。この画面では『新規プログラムの作成』

のほかに、各キューシートのエクセルデータ/タブ区

切りデータ/PDFデータの出力や印刷などが行えます。 

それぞれの「プログラム」を開くと「使用曲」の一

覧画面になります。 

この画面では『使用曲の追加』や使用形態, 秒数等

各種必要項目の書き込みを行うことが出来ます。 
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まず、MusicFinderウインドーの右上のボックスから

「CUESHEET」カテゴリーを選択します。 

①「CUESHEET」モードへ 

「CREATE NEW PROGRAM FOLDER」ボタンをクリックして、

新規の番組のためのプログラムフォルダーを作成します。 
 
（既に他の番組等のプログラムフォルダーを作成している場合

は、その一覧が表示されます。） 

②「プログラムフォルダーを作成する」 

「Folder Title]に番組名、またはVP等の場合にはクライアント

企業名などを記入してください。 
 
「作品種類」はドラマ, ニュース, 情報番組, バラエティー, VP

から選択する他に、自由に書き込むことも可能です。 

書き終えたらNEXTをクリックして、次画面へ進んでください。 

FolderID（通し番号）に続いて、上記でFolder Titleに記入し

た番組名が表示されます。 

空欄には新規プログラムに関する詳細な情報をご記入ください。 

『放送回数』の欄には#1, 2…または第1話, 第2話…など、そ

のプログラムが番組全体（プログラムフォルダー内）の第何回

目の作品であるかがわかるようにご記入ください。 

『プロデューサー』『ディレクター』などの欄は、キューシー

トの申告とは直接関係ありませんが、社内資料として整理する

上で便利です。 

『番組担当者』の欄は、 MusiqNeed™にユーザー登録されて

いるスタッフ名を選択挿入できます。 
 
記入し終えたら、NEXTをクリックするとキューシート作成へ

進みます。 

各項目は未記入でも次へ進めますが、出来上がるキューシート

の該当箇所が空欄になってしまいます。 
 
後ほど「Program」画面で、一覧からプログラムを選び、左端

の▶をクリックすることで、詳細な情報を追記することもでき

ます。 

～CUESHEET作成準備～ （プログラムフォルダー／プログラムの新規作成） 

  

はじめての番組やVPのキューシートを作成する場合は、以下の手順に従って「Programフォルダー」と「Program」の新規作成を

行ってください。 

③「プログラムフォルダー新規作成画面」 

④「新規プログラムの詳細を入力」 
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まず、MusicFinderウインドーの右上のボックスから

「CUESHEET」カテゴリーを選択します。 

「CUESHEET」モードへ 

一覧の中からProgramを追加したいフォルダーを選んで、ダブ

ルクリックします。 

「任意のプログラムフォルダーを選ぶ」 

～プログラムの追加～  

すでに登録済みの「Programフォルダー」に、新たな「Program」を追加する場合（同一番組の新たな放送回のキューシートを作

成する時など）には、以下のようにしてください。 

「追加」ボタンをクリックすると、 

新規プログラムの作成画面があらわれます。 

 

「追加」または「リスト」を選択 

前ページの「④新規プログラムの詳細を入力」と同様に、必要事項を記入してプログラムを作成した後、

「NEXT」をクリックして使用曲の記入（キューシート作成）へ進んでください。 

「リスト」ボタンをクリックすると、 

フォルダー内のプログラム一覧画面へ移動します。 

Program一覧画面で「CREATE NEW PROGRAM」

ボタンをクリックしても、新規プログラムの作成画

面へ進むことができます。 
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～CUESHEETを記入～ （楽曲情報をキューシートへ転記する） 

新規に作成した「Program」のキューシートに、使用楽曲を1曲ずつ追加していきます。 

CDIDや番号等を手動で入力する方法と、プレイリストやSONGS一覧から自動挿入する方法があります。 

いずれの場合も、使用楽曲の曲名, 作曲･編曲･作詞･訳詞者名, 業務パブリッシャー等の情報が自動的に転載されます。 

「ADD SONG」(使用曲追加）ボタンを押して、 

CDIDの選択肢から、使用楽曲のIDを選択してください。 

続いて、CD番号とトラック番号を記入すれば、「曲名」や

「作･編曲者名」などがデーターベースから転載されます。 

「手動で入力する場合」 

プレイリスト（SONGS）から挿入したい楽曲を選んで、画面

上部にある  マークを押すことで、開いているキューシート

へ楽曲情報が自動的に転載されます。 

「自動挿入する場合」（プレイリストから） 

「使用曲」が表示されている左側のMusicFinderウインドーを、

一旦SONGS一覧画面に切り替えて、挿入したい楽曲を選択し

て画面上部の  マークを押すことでも、キューシートへ楽曲

情報を自動的に転載できます。 

「自動挿入する場合」（SONGS一覧から） 

映像作品へ音楽を付ける選曲作業などの場合、音楽をあてたタ

イムコードのイン･アウトを入れることで、使用秒数が自動計

算されて記載されます。 

タイムコード数値は、テンキーで数字キーを打ち込むだけで

OKです。コンマなどの区切り記号を入れる必要はありません。 

 

楽曲の使用形態は、「通常/背景/テーマ」から選択できます。 

キューシートの記入方法については、詳しくはJASRACのホー

ムページなどで各キューシートの記載方法の説明をご参照くだ

さい。 

「使用秒数や使用形態を記入」 
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「曲を挿入する」 

作成中のキューシートの途中に1曲追加したい場合は、このボ

タンを押して何曲目に挿入したいかを指定した後、手動で入力

する時と同様の方法で使用楽曲を入力してください。 

～CUESHEETの４つのボタンを使いこなす～ 

「リナンバー」 

キューシートに並んだ楽曲を上から順にリナンバーする機能

です。 

 

〈リナンバー機能の使い方〉 

「使用曲」の階層の下段にある４つのボタンを使うことで、キューシートの途中への曲の挿入、リナンバー、プリント、データ書

き出しなどの操作ができます。 

キューシート上の曲順を変更したり、入れ替えたい時は、

曲順の数値に小数点以下の数字を振り分けて、曲順を指

定することができます。 

キューシート上の任意の場所を空クリックすると、曲順

が（小数点以下の数値も含めて）小さい数値から順に並

びます。 

その後、リナンバーボタンを押すことで、上から順に整

数値に書き換えられます。 

「プリント」 

作成したキューシートを印刷する機能です。 

ダイアログの流れに沿って、お使いのパソコンのページ設定や

プリンタの環境にあわせて印刷を行ってください。 

「データ書き出し」 

作成したキューシートをEXCELファイルまたはTABファイルに

書き出すことができます。 

書き出す場所を指定して、ダイアログの流れに沿って、ファイ

ル形式をお選びください。 
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～CUESHEETのデータをプレイリストへ追加する～ 

キューシート内の各楽曲の右側にある[Play Listにこの曲を追加]アイコンを押すことで、現在表示されているプレイリストへ

その楽曲を追加できます。 

～キューシート上の曲をまとめてプレイリストを作成する～ 

[option]キーを押しながら[Play Listにこの曲を追加]アイコンを押すことで、現在のキューシートに記載されている曲をまと

めて、新規TAGをつけてプレイリストに登録できます。 （既存のTAGを選んで、そこへまとめて追加することも可能） 

番組の放送話ごとの使用曲をプレイリストとして保管するこ

とができ、レギュラー使用曲の多い番組の選曲作業や次回の

放送話のキューシート作成時などにも役立ちます。 

「TAG選択 作成」 

新規のフィールドに新しいタブ名（例：番組名○○○＃8）

を入力して、新規ボタンを押してください。 



23 

  

「プログラム複製」 

複製したいプログラムを選択してこのボタンを押すことで、既

存のキューシートの複製を作ることができます。 

複製されたプログラム 

複製されたプログラムには、ネームの隣に「D１」の文字が付

加されます。 

 

キューシートの変更箇所を記入 

差し替え箇所のトラックをキューシート記入方法と同様にして

変更していくことができます。 

～CUESHEETを複製・加工する～ （ビデオパッケージ化、レギュラー番組のキューシート作成） 

ドラマなどのテレビ番組をビデオパッケージ化するにあたって使用楽曲の一部を差し替える場

合、またはレギュラーの報道・情報系番組などでルーティンで使用する楽曲が多い場合には、

既に作成したプログラム（各回のキューシート）を複製して変更部分だけを差し替えることが

できます。 

「Program」の階層の下段にあるプログラム複製ボタンを使うことで、CUESHEETの複製や加工作業を行えます。 
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～CUESHEETをアウトプットする～  

作成したキューシートは、プリントアウトはもちろんのこと、PDFデータとしての保存も可能です。 

また、汎用性の高いEXCELデータやタブ区切り形式での書き出しにも対応しているため、さまざまなフォーマットの申請書類等へ

楽曲情報を移す際に便利です。※ 

「Program」の画面一覧から出力したい放送回（プログラム）

を選択して「PRINT OUT」ボタンを押してください。 

 

ダイアログボックスを確認して「OK」を押してください。 

※ PDF,  EXCEL,  タブ区切りファイルの閲覧や編集には、それぞれに対応するアプリケーションソフトが必要です。 

また、MacでEXCELデータを書き出すには、EXCEL形式に対応する表計算ソフトがパソコンにインストールされている必要があります。 

「プリントアウト（印刷）／ PDF出力する場合」 

お使いのPCに接続されているプリンターや用紙サイズなどを指

定の上、「OK」を押してください。 

「ページ設定」 

「プレビュー」ボタンから、印刷されるキューシートを事前確

認できます。 

そのままプリントをする場合は「プリント」をクリックしてく

ださい。 

印刷する場合 

「Program」の画面一覧から出力したい放送回（プログラム）

を選択して「DATA EXPORT」ボタンを押してください。 

上記と同様に、画面の指示に従い、任意の場所にファイルを保

存してください。 

「EXCEL またはタブ区切りデータで出力する場合」 

左端の「PDF」をクリックし、ポップアップメニューからご希

望の動作を選択してください。 

「PDFとして保存」を選んだ場合、保存場所やファイル名の指

定を行って、「保存」を押してください。 

PDF出力する場合 
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ユーザーデータ / 個人データの整理 ６ 
ユーザーデータを効率的に整理する 

「 MusiqNeed™」 では、ご利用になる方々の全ユーザーデータのバックアップやリストア、そして個人デー

タごとのエクスポートやインポートを行うことができます。 

[ファイル]メニューから、各機能をお選び頂けます。 

 

「ユーザーデータ」は、 一台のMusiqNeed™をご利用になって

いるすべてのユーザーの統合データです。 

 

「個人データ」は、個々のユーザーごとのデータを意味します。 

 

詳しい操作手順等については、次ページ以降をご参照ください。 

～ MusiqNeed™を以前からご利用の皆さまへ～ 

ソフトウエア更新に際して、個別ユーザーごとのデータのエクスポートやインポート機能が新たに加わりました。 

これに伴い、従来は「個人データバックアップ」「個人データインポート」「個人データ消去」の名称だった各機能

が、それぞれ以下のように名称変更となります。お気をつけくださいませ。 

Caution 

   

 以前のバージョンでの名称       新名称 

「個人データバックアップ」 → 「ユーザーデータをバックアップ」 

「個人データインポート」 → 「ユーザーデータをリストア」 

「個人データ消去」 → 「ユーザーデータを消去」 

◆利用者全員のユーザーデータをまとめて操作する場合 

◆個別ユーザーごとのデータを操作する場合 

《新機能》 「個人データをエクスポート」 

《新機能》 「個人データをインポート」 
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すべてのユーザーデータをバックアップをする 

ソフトウエア及び音楽データベースのバージョンアップ、ハードディスクの交換など、各種メンテナンスを行

う場合には、下記の手順ですべてのユーザーデータのバックアップを行ってください。 

[ファイル]メニューから[ユーザーデータをバックアップ]を選択

し、画面の指示にしたがってデータを保管する場所をご指定くだ

さい。 

～ユーザーデータをバックアップ～  すべてのユーザーデータを一時保存します。 

ユーザーデータを保存する任意の場所を指定、または新規フォル

ダを作成してください。 

利用者全員のユーザー情報をはじめ、各アルバムやソングに追

加されたMEMO、プレイリスト（ALBUM／SONG／MEMO／

TAG情報）、履歴、キューシートなど、あらゆるデータを一度

にバックアップします。 

バックアップには、データ量に応じて数分間程度かかる場合があ

ります。 

 

 

 

 

バックアップ終了後、 MusiqNeed™は初期画面に戻ります。 

 

バックアップデータの保存を指定した任意の場所に、バックアッ

プデータを格納した新しいフォルダが自動生成されます。 

フォルダー名はバックアップを行った日時をもとに、 

「年-月-日 時分秒＋バックアップ」と自動ネーミングされます。 

 

バックアップが終了した状態では、ユーザーデータをはじめすべ

ての利用データはアプリケーション内に残ったままです。 

 

本アプリのバックアップ機能は「履歴機能」とは異なり、自動保

存されるものではありません。 

データのバックアップ作業は必ずハードディスクの交換やメンテ

ナンスに出す直前に手動で行ってください。 

「フォルダを選択」（保存するフォルダの作成と指定） 

【ユーザーデータをバックアップ】 

※バックアップデータを保存する場所は、お手持ちのパソコン

上の任意の場所（内蔵または外付けのHDDやSSD）をご指定く

ださい。 MusiqNeed™のHDD内に保存されますと、リペアな

どをした場合にユーザーデータが消えてしまいます。 
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すべてのユーザーデータをリストアする 

MusiqNeed™のリペアやメンテナンス終了後は、原則的にユーザーデータのない初期状態でお渡し致します。 

お手元に保存されたバックアップデータを戻す作業を行ってください。 

～ユーザーデータをリストア～  バックアップデータをMusiqNeed™へ戻します。 

ユーザーデータのない初期状態の場合は、アプリケーションを起

動直後、[スタートアップ]ダイアログが現れます。 

既存のユーザーデータがある状態で、[ファイル]メニューから

[ユーザーデータをリストア]を選択するとエラーメッセージが現

れます。 

 

MusiqNeed™内にユーザーのデータが存在する場合、データの

重複を避けるため、リストアは行えません。 

 

原則として、ユーザーデータのバックアップ及びリストア機能は、

メンテナンス時のリカバリーや、もしものアクシデントに備えた

バックアップとしてご利用ください。 

～ユーザーデータを消去～  

[ファイル]メニューから[ユーザーデータを消去]を実行すること

で、すべてのユーザーデータを消すことができます。 

 

但し、これまでのユーザーデータがすべてなくなってしまいます

ので、消去する場合は必ずバックアップを先に実行してください。 

【ユーザーデータをリストア】 

バックアップデータを保管したフォルダを選択すると、すべての

ユーザーデータが一度にリストアされ、完了後は初期画面に戻り

ます。 

 

ver.1.7以降では、［ユーザーデータをバックアップ］した際に、 

「年-月-日 時分秒バックアップ」という名称のフォルダが自動

生成されています。リストアの際は最新のバックアップデータを

お確かめの上、リストアを行ってください。 

お手元にあるバックアップデータを戻すには[リストア]を選択し、

画面の指示にしたがってリストア作業を行ってください。 

［リストア］ 

［ユーザーデータを削除］ 
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個々のユーザー単位で個人データを自在にエクスポート 

ver.1.7以降では、ユーザーデータ全体のバックアップ機能に加えて、個々のユーザー単位でデータをエクス

ポート＆インポートすることが可能になりました。 

全ユーザーデータの中から単独のユーザーデータを抜き出して、別のMusiqNeed™のハードディスクに移し替

えるなど、作業データの整理・統合が簡単に行えます。 

～個人データをエクスポート～  一人のユーザーに関するデータを抜き出します。 

【個人データをエクスポート】 

[ファイル]メニューから[個人データをエクスポート]を選択し、

画面の指示にしたがってデータを保管する場所をご指定ください。 

エクスポートする個人データを保存する任意の場所を指定、また

は新規フォルダを作成してください。 

ユーザーデータ（すべてのユーザーデータ）の保管場所と区別す

るため、個人ユーザー名のフォルダを作成することをおすすめし

ます。 

一人のユーザーに関する、プレイリスト（ALBUM／SONG／

MEMO／TAG情報）、各アルバムやソングに追加されたMEMO、

履歴、キューシートなどのデータを一括でエクスポートします。 

個人データエクスポート終了後、 MusiqNeed™は初期画面に戻

ります。 

 

保存を指定した任意の場所に、個人のエクスポートデータを格納

した新しいフォルダが自動生成されます。 

フォルダー名はバックアップを行った日時をもとに、 

「年-月-日 時分秒＋ユーザー名」と自動ネーミングされます。 

 

個人データのエクスポートを行っても、その個人ユーザーデータ

はアプリケーション内に残ったままです。消去されることはあり

ません。 

「フォルダを選択」（保存するフォルダの作成と指定） 

※作業を実行中のユーザー（初期画面で選択されたユーザー）

のデータをエクスポートします。 

必ず、ご自身のユーザー名で作業を行っているかをご確認の上

でエクスポートを実行してください。 

エクスポート
した日時 

ユーザー名 
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個人ユーザーデータを別のMusiqNeed™に移植する 

［個人データをエクスポート］で抜き出したデータファイルを、別のMusiqNeed™内の既存スタッフデータと

統合したり、新規スタッフとして加えることができます。 

社内で複数台のMusiqNeed™をお使いの環境下で、バラバラになっている自分のプレイリストをまとめたり、

別のMusiqNeed™が設置されている作業ルームへ移動して作業を続ける際などに便利です。 

～個人データをインポート～  抜き出した個人データを別のMusiqNeed™にインポートします。 

【個人データをインポート】 

[ファイル]メニューから[個人データをインポート]を選択してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

追加するプレイリストを既存のスタッフデータ（個人ユーザー

データ）に統合するか、新規スタッフとして加えるかを選択する

ダイアログが現れます。 

既存のスタッフデータに統合する場合・・・ 

インポートするデータを既存のスタッフデータへ統合したい場合

には、[既存]ボタンを押した後、画面の指示に従ってインポート

する保存データフォルダを指定します。 

もしも、重複するプレイデータがある場合は、CDIDの変更を促

すダイアログが現れます。 

画面の指示に従って、重複レコードのIDを変更してください。 

［個人データをエクスポート］で書き出したデータは、フォルダ

名が「年-月-日 時分秒＋ユーザー名」になっていますので、そ

れを選択してください。 

データを統合（プレイリストを追加）するユーザー名をリストの

中から選び、［OK］を押します。 

「スタッフを選択」 

「統合 or 新規」を選択 

「重複するデータのIDを変更する」 
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新規スタッフとして個人データをインポートする場合・・・ 

移植先のMusiqNeed™に、まだあなたのユーザー登録がされて

いない場合には、個人データを新規スタッフデータとしてイン

ポートします。 

 

 

[新規]ボタンを押した後、画面の指示に従ってインポートする保

存データフォルダを指定してください。 

［個人データをエクスポート］で書き出したデータは、フォルダ

名が「年-月-日 時分秒＋ユーザー名」になっていますので、そ

れを選択してください。 

スタッフ名を変更する場合には、新規ユーザー登録画面が現れま

す。必要事項をご記入ください。 

「スタッフ名を変更」 

「新規スタッフ」としてのインポート 

個人データのユーザー名のまま、新規スタッフとして登録する場

合は、［そのまま］を選択してください。 

「スタッフ名（ユーザー名）の確認・変更」 

もしも、移植先のMusiqNeed™に同じスタッフ名が存在する場

合は、スタッフ名を変更してデータをインポートしてください。 
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日音サウンズライブラリー 

〒107-8380 東京都港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館11F 

TEL: 03-5562-3890 ／ FAX：03-5562-3792  

http://www.nichion.co.jp/soundslibrary/index.php 

お問い合わせ：03-5562-3890（日音サウンズライブラリー）    

ご不明な点などは以下へお問い合わせください 

  カスタマサービス 

http://entdeckmusic.com/musiqneed/ 

  MusiqNeed™公式サイト 

上記の公式サイトでは、 MusiqNeed™をご利用頂くためのティップス(コツやヒント)のご紹介をはじめ、

操作マニュアル(PDF)の閲覧・ダウンロードサービス等をご提供しています。 

また、本ソフトウエアに関する最新情報、アップデート情報等を随時更新しています。 

(著作権及び著作隣接権) 

本HDD(Hard Disk Drive)に収録されている楽曲の著作権は日本国内においては株式会社日音が管理し、一般社団法人音楽

著作権協会(JASRAC)に信託されています。また著作隣接権(原盤権)は日音が管理をしています。 
 

放送局とJASRACは包括契約を結んでいますので、使用した際にはJASRACに対して放送局を通じて楽曲使用報告書を提出

する事で別途使用申請手続きをする事無しにご使用頂けます。 
 

但し、放送以外でのご使用に関しましては、別途JASRACへの申請が必要となりますし、著作隣接権に関しては日音との契

約あるいはご申請が必要となります。 

 

(所有権) 

本HDDは株式会社日音の所有物です。 

 

(データベース検索ソフト) 

本HDDの検索には株式会社エントデックミュージックのアプリケーションソフトMusiqNeed™を使用しています。 

マニュアル記載以外での使用行為は(コピー、改変、譲渡、商用利用等の行為)は不法行為となりますのでご注意ください。 

 

(規約変更) 

本規約並びにMusiqNeed™の使用は予告なくサービス向上を目的とした変更がなされる場合があります。 

【CAUTION】 

mail  : nichionsoundslibrary@nichion.co.jp 


