２０１４年７月９日
要望に応え、非売品の歌声ライブラリを製品化

■「柴咲コウ」さんの声をもとに開発。特徴が異なる 2 つの歌声ライブラリを同梱

ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID™3 Library ギャラ子 NEO』
− ナレーションなどの制作に最適な「ギャラ子 Talk」をはじめ、特典も満載。8 月上旬発売予定 −

ヤマハ株式会社は、女優・歌手として活躍する「柴咲コウ」さんの声をもとに開発した「VOCALOID3」
対応の女性歌声ライブラリ『VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO』を 8 月上旬に発売します。パッケー
ジ版は全国の楽器店などで、ダウンロード版は「VOCALOID」のオフィシャルストアである「VOCALOID
STORE」（ http://shop.vocaloidstore.com/ ）にて販売します。

＜価格と発売日＞
品 名
VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO
（パッケージ版）
VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO
（ダウンロード版）

品

番

価格

発売日

GALACONJP

オープンプライス

8 月上旬

V3LB016DL

16,000 円（税抜）

8 月 5 日（火）

＜製品の概要＞
「VOCALOID」は、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作で
きる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアです。専用の歌声編集ソフトウェアと、歌声ライブ
ラリと呼ばれる歌手の声のデータベースをインストールすれば、パソコン上で自由に歌声の制作が楽
しめます。2011 年には、より滑らかで自然な歌声を合成できる「VOCALOID3」を発表しています。現在、
「VOCALOID」を用いて制作された楽曲は、ニコニコ動画や YouTube などの動画ポータルサイトに多数
発表され、大きな話題を呼んでいます。
今回発売する『VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO』は、女優・歌手として活躍する「柴咲コウ」さ
んの声をもとに開発した「VOCALOID3」用の日本語の女性歌声ライブラリです。はっきりとした芯のあ
る声が特徴の「ギャラ子 RED」と、しっとりとした深みのある声が特徴の「ギャラ子 BLUE」の 2 つの
歌声ライブラリを同梱しています。「VOCALOID Editor for Cubase NEO」と「Cubase 7 シリーズ」と
あわせて使用すれば、Windows 環境のみならず、Mac 環境でも使用できます。本製品には、ナレーショ
ンなどの読み上げ音声の制作に役立つ「ギャラ子 Talk」（Windows のみ対応）や、楽曲制作に役立つ
100 種類以上のボイスマテリアルなどの特典も収録しています。
なお、本製品は、2011 年 11 月から 2012 年 6 月にかけて開催された「VOCALOID3 発売記念楽曲コン
テスト」の特別参加賞「VOCALOID3 Library galaco（ギャラ子）」を改良し、製品化したものです。
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詳細は以下の通りです。

＜主な特長＞
１．「柴咲コウ」さんの声をもとに開発。特徴の異なる 2 つの歌声ライブラリを同梱
「柴咲コウ」さんの声をもとに開発した、特徴の異なる 2 つの歌声ライブラリ「ギャラ子 RED」
「ギャラ子 BLUE」によって、ロックからバラードまでさまざまな音楽ジャンル・曲調に対応した
歌声の制作が楽しめます。
名称
ギャラ子 RED

推奨音域

推奨テンポ

特徴

F2～G4

60～175BPM

はっきりとした芯のある歌声。「柴咲コウ」さんの
歌声を忠実に再現した明るく抜けのある声が特徴で
す。エレクトロポップやロックなど、アップテンポ
な曲に適しています。

ギャラ子 BLUE

E2～F#4

90～195BPM

しっとりとしたムーディな歌声。深みのある声で、
言葉ひとつひとつを滑らかに歌いあげます。ポップ
スやバラードに適しているほか、コーラスとして使
用すれば、「ギャラ子 RED」の声を活かしたハーモ
ニーを奏でることもできます。

２．ナレーションなどの制作に最適。音声読み上げソフト「ギャラ子 Talk」を収録 (Windows のみ対応)
本製品には、ナレーションなどの制作に最適なソフトウェア「ギャラ子 Talk」注 1 を収録していま
す。テキストを入力するだけで、「ギャラ子」の声で好きな文章を読み上げさせることができま
す。アクセント調整機能や単語登録機能などを使用することで、難しい言い回しや長い言葉でも
自然に読み上げます。作成した読み上げ音声は WAV 形式で保存できます。なお、本特典は Windows
にのみ対応しています。
［注1］

株式会社エーアイ（http://www.ai-j.jp/）が開発した人間的で自然な音声合成を実現することができる高性
能音声合成エンジン「AITalk®」を用いて開発した特典ソフトウェアです。本ソフトウェアは、同社の「AITalk®
声の職人®」および「AI Talk® Custom Voice®」により構成されています。「VOCALOID」は歌声の合成に適し
た技術ですが、「AITalk®」はナレーションなどの通常の喋り声・読み上げ音声の合成に適した技術です。

３．キャラクターデザインに「富岡二郎」さんを起用
本製品のキャラクターデザインには、書籍、CD ジャケット、ゲームなどのデザインを手がける人
気急上昇中のイラストレーターの「富岡二郎」さんを起用しました。キャラクター「ギャラ子」
の詳細については、『VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO』製品ページ、および 7 月 18 日（金）に
オープン予定の特設サイトに掲載しています。
・製品ページ URL：http://www.vocaloid.com/lineup/vocaloid3/galaco.html
・特設サイト URL(7/18 オープン予定)：http://www.vocaloid.com/galaco/
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４．100 種類以上のボイスマテリアルなど、楽曲制作に役立つ特典を収録
曲中のアクセントに最適な掛声や挨拶など、「柴咲コウ」さん本人の声による 100 種類以上のボ
イスマテリアルを収録しています。また、ボーカロイド楽曲の制作者として人気の「ぺぺろん P」
が作詞作曲したデモソング「涙は宇宙に降る」など、楽曲制作の参考となる VSQX データ
（「VOCALOID3 Editor」用の楽曲データファイル）と伴奏データを収録しています。

＜最低動作条件＞
下記の動作環境は、「VOCALOID3 Editor」(Windows のみ)、または「Cucbase 7」シリーズと「VOCALOID
Editor for Cubase」にて使用する場合のものです。
Windows

OS：Windows8.1/Windows8/Windows 7(32/64bit)
*64bit 版では、32bit 互換モード(WOW64)で動作します。
CPU：Intel / AMD Dual Core CPU

Mac

Mac OS X 10.9, 10,8 (32/64bit)
CPU:Intel Dual Core CPU

必要メモリー

2GB 以上

ハードディスク

3GB 以上の空き容量
・サウンドデバイス
・ダブルレイヤーDVD-ROM ドライブ

その他

・インターネット接続環境: ライセンスアクティベーション、ユーザー登録など
* アクティベーション作業を行うために使用するコンピューターがインターネットに接続されて
いる必要があります

*上記の動作環境・推奨環境を満たしている場合でも、全てのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。
*コンピューターの総合的な性能により動作パフォーマンスに違いがあります。
*上記には、特典の「ギャラ子 Talk」の動作環境は含まれません。

＜発売背景について＞
本製品は、2011 年 11 月から 2012 年 6 月にかけて開催された
「 VOCALOID3 発 売 記 念 楽 曲 コ ン テ ス ト 」 の 特 別 参 加 賞 で あ る
「VOCALOID3 Library galaco（ギャラ子）」を改良し製品化したも
のです。当初、「VOCALOID3 Library galaco（ギャラ子）」には製
品化の予定はありませんでしたが、多数のリクエストを受けて
『VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO』として製品化するにいたりま
した。なお、製品名およびシンボルキャラクターに採用されている
「ギャラ子」は、「柴咲コウ」、「DECO*27」、「TeddyLoid」によ
る音楽ユニット「galaxias!」のデビューアルバムに登場した、「柴
咲コウ」さん発案のキャラクター「galaco(ギャラ子)」に由来します。
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「galaxias!」の 1st アルバムに
登場した「galaco(ギャラ子)」

＜「柴咲コウ」さん プロフィール＞

1981 年生まれ。東京都出身。1998 年に女優デビューを果たし、2002 年の「GO」で、日本アカデミー
賞などの新人賞を総なめ。以来数々の映画作品・TV ドラマ・CF 等に出演、日本を代表する女優として
活躍する傍ら、2002 年から音楽活動を開始、2003 年に RUI 名義でリリースしたシングル「月のしずく」
はミリオンを超える大ヒットを記録。2007 年からライブツアーを開始、2011 年には「DECO*27」と
「TeddyLoid」と共に「galaxias!」としてミニアルバムを発売するなど、他アーティストとのコラボ
レーションも行っている。高い歌唱力を持つだけでなく、ほとんどの作品で自ら作詞を手がけるなど、
マルチな才能を発揮している。8 月 27 日には、新曲「蒼い星」をビクターエンタテインメントよりリ
リースする。

・「柴咲コウ」さんからのコメント
自分の分身のような「ギャラ子」が、「柴咲コウ」という枠を超えてもっと幅広い人へ届き、創り
上げられ、新たな風を世間に吹かせてくれることを期待しています。
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ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID3 Library ギャラ子 NEO』
パッケージ版：オープンプライス
ダウンロード版：16,000 円（税抜）
＊VOCALOID（ボーカロイド）は、ヤマハ株式会社の登録商標です。
＊Cubase は、Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。
＊AITalk は、株式会社エーアイの登録商標です。
＊その他の文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。
この件に関するお問い合わせ先
■ 報道関係の方のお問い合わせ先
ヤマハ株式会社 広報部 広報グループ 担当：新川（あらかわ）
〒108-8568

東京都港区高輪 2-17-11

TEL

03-5488-6601

FAX

03-5488-5060

ウェブサイト

http://jp.yamaha.com/news_release/
（取材申し込みや広報資料請求が可能です。）

■ 一般の方のお問い合わせ先
VOCALOID 製品お問い合せ窓口

http://www.vocaloid.com/support/

※ お問い合わせはお問い合わせフォームでの対応のみとさせていただいております。
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