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０ 準備の準備 

 

 私だけの電子オルゴールを作りたいと思います。 

 何でもいいです。自分の好きな曲を第３希望まで書いてください。 

 

第１希望［                          ］ 

 

第２希望［                          ］ 

 

第３希望［                          ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 

私だけの電子オルゴール  

金山町立明安小学校 

 

１ 準備 

１）電子オルゴールソフト Mymelo2  

（https://koyama.verse.jp/elecraft/mymelo/mymelo2_20210106.zip） 

 ダウンロードしたファイルを解凍します。 

２）「テキスト音楽サクラ」(http://oto.chu.jp) 

 楽譜はメモ帳などで作ってもよいのですが、「サクラ」を使うと演奏させて確かめな

がら作ることができます。 

３）AVR ライター（音を書き込む際に使います） 

４）本体部品 

ⅰ マイコン       ATtiny45 

ⅱ スピーカー      百均の耳元スピーカー 

ⅲ 抵抗         68 オーム 

ⅳ 電池・電池ボックス  単三か単四 2 本・スイッチ付き電池ボックス 

ⅴ ブレッドボード     

（他に，両面テープやホットボンド，木工用ボンド等） 

 

２  楽譜の作成 

「テキスト音楽サクラ」を使って楽譜を作ります。「ドレミ」で楽譜を表現できる

ので、5 線符が苦手な方も大丈夫です。 

https://koyama.verse.jp/elecraft/mymelo/mymelo2_20210106.zip


 

書き方 例 説明 

ド, ど, c ド 8, c16, ド.(「.」は付点音符) 
ドの音。「ド 8」のように音符と組み合わせます。音符を

省略すると「音符(または l)」で指定した値となります。 

レ, れ, d   レの音 

ミ, み, e   ミの音 

ファ, ふぁ, f   ファの音 

ソ, そ, g   ソの音 

ラ, ら, a   ラの音 

シ, し, b   シの音 

ッ, ン, っ, ん, r ドーーッ, レッレー, ッー 休符 

ー, ^ ドードレミーー 
音を伸ばします。「ド.ー」のように付点音符は伸ばせま

せん。 

連符, Div 連符{ドドド}, Div{ccc} 
3 連符のみ。また「12 分音符」は使えません。連符内で

の音階の変更はできません。 

「...」, '...' 「ドレミ」, 'cde' 

本来は和音ですが、最初の音(この例ではド)のみが使

われます。既存の楽譜でエラーにならないようにしただ

けなので、積極的に使う意味はありません。 

【...】, [...] 

【...：...】, [... : ...] 
【ミミソー】, [eeg^] 

【...】の中を 2 回繰り返して演奏します。「：」があると、2

度目はそこで終わります。回数を指定する場合は【4...】

のようにします。 

＃, + ド＃8., a+ 半音上げ。 

♭, - レ♭8., b- 半音下げ。 

上, ↑, >   音階を 1 つ上げます 

下, ↓, <   音階を 1 つ下げます 

` `ド, ``ド 次の音の音階を 1 つ上げます 

" "シ, ""シ 次の音の音階を 1 つ下げます 

音階, o 音階 5, o5 音階(オクターブ)を指定します。省略時は 4。 

音符, l 音符 8, l8 
1,2,4,8,16,32 の中から省略時の音符を指定します。省

略時は 4(4 分音符)。 

テンポ, Tempo テンポ 120, Tempo=120 

テンポ(毎分の 4 分音符の拍数)を設定します。省略時

は 120。曲の途中でテンポを変更することはできませ

ん。 

調, System.KeyFlag 
調#(ドファソ), 

System.KeyFlag+=(cfg) 
調(キー)を設定します 

トラック, Track, TR, 

NowTrack 
トラック 3, Track=3 

伴奏付きの楽譜でトラックの始まりを表します。トラック

1～3 で、トラック 1 を主旋律とします。単音の曲は記載

不要。 

//   以後、行末までコメント 

1. 音階は「""ラ#」～「````シ」および休符の 87 個から最大 31 種類利用できます。これを超える

とその音は出なくなります(和音の場合などは気づかないかもしれません)。調の違う複数の

曲を続けて演奏させようとすると、オーバーしがちです。 



2. 音符は付点を含む 32 分音符(L32)～符点全音符(L1)の 11 個から最大 8 種類利用できま

す。これを超えると、その音が現れた時にそのトラックの演奏を中止します。全体としてはトラ

ック 1 の演奏が可能な限り演奏を続けます。 

3. マイコン内蔵のクロックを使っているので、音程はあまり正確ではありません。 

4. 小節毎にタブやスペースや改行で区切ると後で修正する時に楽です。特に、和音オルゴール

の楽譜を作る時は、トラック 1～3 の対応がわかりやすいように工夫するといいでしょう。 

5. マイコンは何度でも書き直しできますので、複雑な楽譜を一度に入力せずに、少し入力したら

オルゴールに書き込んでみてください。 

6. 「音符 4.ド」のように音符に付点音符を指定することはできません。「音符 4 ド.」のようにしてく

ださい。 

 

３ 電子オルゴールの組み立て 

ブレッドボードを使って半田付けをしないで組み立てます。 

 

回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電池･スイッチ付き電池ボックス 

ブレッドボードに両面テープで貼り付

けます 

スピーカー 

極性はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイコン IC の１番 ２番 ５番 ７番は使用しません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブレッドボード 

電池の黒（－）から４番 

６８オームの抵抗 

６番に（抵抗は極性なし） 

電池の極性に注意 

赤（＋）を８番に 

６８オームの抵抗から

スピーカーへ 

スピーカーも極性なし 

スピーカーから３番 

ブレッドボードは 

各列の５カ所が内部

でつながっています 



４  楽譜の書き込み(何度でも書き直しできます) 

 １）Arduino UNO を使用して AVR ライターを製作します 

 【パーツ】 

 ブレッドボード     １個 

 Arduino UNO          １個 

 抵抗 1/4Ｗ 100Ω        4 個 

 電解コンデンサ 10μF       １個 

 IC ソケット（ゼロプレッシャー）  １個 

ピンヘッダ付きリボンケーブル ５芯 15 ㎝ 

 

 

 

 

 

２） Arduino IDE で[ファイル][スケッチの例][ArduinoISP]を ArduinoUNO に

書き込みます。 

３） 抵抗と IC クリップ（ソケット）をリボンケーブルで接続します。IC の 1 番

ピンの箇所には●印がついているので、方向を間違えないように IC クリップ

にも同じ箇所に●印をつけておきます。10μF のコンデンサは必ず上記の書き

込みをしてから接続します。 



５ Arduino UNO を使用した AVR ライターでマイコンに書き込みます 

１） 電子オルゴールソフト Mymelo2 をダウンロードし解凍します。 

  場合によっては，mymelo.wsf の拡張子が txt になっていることがあるの

で，変更します 

２） 作成した MML ファイルを mymelo.wsf にドラッグ＆ドロップします。

「減衰矩形波ですか?」と表示されるので、ATtiny45 の場合は「はい(Y)」

または「いいえ(N)」を押します。これにより mymelo.h が作成されます 

３） ArduinoIDE(Windows ZIP file)をダウンロードし(現在は ver-1.8.13)、

解凍し、C:\Arduino フォルダに移します。C:\Arduino\Arduino-

1.8.13\arduino.exe のショートカットをデスクトップに Arduino-1.8.13

として作ります 

４） ArduinoIDE を起動し、[ファイル][開く]で上で mymelo.ino を開きます 

５） ArduinoIDE を起動し、[ファイル][環境設定]の[追加のボードマネージャ

の URL]の右端のボタンを押し、 

http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json 

を追加した後、[ツール][ボード][ボードマネージャ]で「ATTinyCore」をイ

ンストールします 

６） 使うマイコンに応じて[ツール][ボード]［ATTinyCore］で

「ATtiny25/45/85（No bootloader）」を選びます。更にその下の[Chip]

を「ATtiny45」へ ，[Clock]を［８MHz（internal）］に指定します。 

７） [ツール][書込装置]で「Arduino as ISP（ATTinyCore）」を選択します

(いくつか似た名前があるが「Arduino as ISP（ATTinyCore）」)。 

https://www.arduino.cc/en/main/software


８） 書込装置を接続した後、[ツール][シリアルポート]でポートを選びます(例 

えば"COM6")。 

９） マイコンを書込装置に接続します。 

１０） 初めて書き込むマイコンチップは、一度だけ[ツール][ブートローダを書 

き込む]の操作をします。 

１１） を押してプログラムを書き込みます。 

１２） オルゴールにマイコンを設置します 

１３） 電池を入れて，電源を入れれば 私だけのオルゴールが鳴ります 

 

 

参考:  元 弘前大学教育学部 教授 小山智史氏 制作 

 私だけの電子オルゴール ♪ MyMelo2 ♪New 

https://koyama.verse.jp/elecraft/mymelo/ 

ArduinoUNO/NANO で作る AVR ライター 

https://koyama.verse.jp/elecraft/avr/avrwriter.html 

     深く感謝いたします 


