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■2.5 次元コスプレダンスユニット「アルスマグナ」の神生アキラの声をもとに制作

ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID4 Library アルスロイド』
− 底なしの明るさで元気に歌う男声ライブラリが登場。9 月下旬発売予定。 −
ヤマハ株式会社は、ニコニコ動画などで人気の 2.5 次元コスプレダンスユニット「アルスマグナ」
の「神生アキラ」（かのう あきら）氏の声をもとに開発した「VOCALOID4」対応の男性歌声ライブラ
リ『VOCALOID4 Library アルスロイド』を発売します。ダウンロード販売を「VOCALOID™」の公式オ
ンラインストアである「VOCALOID SHOP」（http://net.vocaloid.com/products）にて 9 月下旬より
開始します。また、本ライブラリと「VOCALOID4 Editor」と特典がセットになったパッケージ版がユ
ニバーサルミュージックストアにて、予約限定商品として販売されます。

＜価格と発売日＞
品 名

品

VOCALOID4 Library アルスロイド
（ダウンロード版）

VOCALOID4 Library アルスロイド
（パッケージ版。特別セット商品

※）

番

価格

発売日

ARSLOID

10,000 円（税抜）

9 月下旬

PDZJ-1044

18,000 円（税抜）

9 月 23 日（水）

※ アルスロイド パッケージ版、VOCALOID4 Editor、特典がセットになったユニバーサルミュージックストア限定商品です。予約

期間中（7 月 31 日 午前 10 時から 8 月 13 日 23 時 59 分まで）にご予約いただいた方のみに販売する完全予約生産商品です。

＜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。「VOCALOID Editor」と呼ばれる専用の編集ソ
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パソコンにインストールするこ
とで、自由に歌声の制作が楽しめます。昨年 11 月には最新版である「VOCALOID4」を発表し、声を激
しく振るわせ唸るような効果が得られる「グロウル機能」や、2 種類の歌声ライブラリをブレンドして
新たな歌声を作り出すことが出来る「クロスシンセシス機能」を搭載するなど、さらに使いやすくよ
り豊かな歌声を表現できるようになりました。
今回発売する『VOCALOID4 Library アルスロイド』は、ニコニコ動画などで人気の 2.5 次元コスプ
レダンスユニット「アルスマグナ」の神生アキラの歌声を忠実に再現した、底なしに明るい歌声が特
徴の「VOCALOID4」用の日本語の男性歌声ライブラリです。本ライブラリには、「VOCALOID4」の機能
の一つである「クロスシンセシス機能」の性能を最大限に引き出すことに特化した本製品専用の 2 種
類「Extension Library」が同梱されているほか、神生アキラをはじめとした「アルスマグナメンバー」
の個性あふれる約 900 種類ものボイスマテリアルが特典として付属しています。
本製品は、「VOCALOID4 Editor for Cubase」と、「Cubase 7 シリーズ」または「Cubase 8 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。
詳細は以下の通りです。
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＜主な特長＞
１．底なしに明るい元気な歌声
「神生アキラ」の特徴的な歌声を忠実に再現した歌声ライブラリです。その底なしに明るい元気
な歌声は、他の楽器音に埋もれることなく、楽曲中で大きな存在感を示します。また、テンポの
早い楽曲との相性にも優れており、クリエイターの感性に機敏に反応し、軽やかに歌いあげます。
・推奨音域: D2～A3

・推奨テンポ：80～220BPM

２．「クロスシンセシス機能」に特化した「Extension Library」2 本を同梱
本製品には、「クロスシンセシス機能」使用時に利用できる本製品専用の「Extension Library」
を 2 本を同梱しています。
「アルスロイド」をプライマリライブラリに指定して、
「Bright」
「Soft」
いずれかの「Extension Library」をセカンダリライブラリに設定することで、より明るい歌声や
よりソフトな歌声への変化を滑らかにつけることできます。時にパワフルにしたり、時に儚げに
したりするなど、歌声の表情を細かく変化させてより豊かに歌わせることが可能です。
３．楽曲制作に役立つ約 900 種類のボイスマテリアルを収録
「神生アキラ」をはじめ、アルスマグナのメンバーの泉奏、朴ウィト、榊原タツキ、九瓏ケント
による、個性あふれる約 900 種類ものボイスサンプルを収録。「歌います！」「いっくぞー！」
などの定番の掛け声から、「ナルカントーナ」「グッピース！」「眼鏡ビーム！」といった個性
的なものまで、アクセントとして最適な掛声や挨拶を収録しています。また、制作に役立つサン
プルとして、アルスマグナの楽曲「Be Anbitious」の VSQX データと伴奏データも収録しています。
４．予約限定のパッケージ版には「アルスマグナ」メンバーによるチュートリアル DVD が付属
ユニバーサルミュージックストア限定で販売となるパッケージ版には、歌声編集ソフトである
「VOCALOID4 Editor」が付属するだけでなく、アルスマグナメンバーが紹介する約 40 分のチュー
トリアル DVD も付属します。初めて「VOCALOID」にトライする方にも最適な商品となっています。
・ユニバーサルミュージックストア：http://store.universal-music.co.jp/fs/artist/pdzj1044
※ パッケージ版は、予約期間中(7 月 31 日 午前 10 時から 8 月 13 日 23 時 59 分まで)にご予約いただいた方のみに販売する
完全予約生産商品です。

＜「VOCALOID4 Library アルスロイド」最低動作条件＞
「VOCALOID4 Editor」(Windows のみ)と使用する場合、「Cubase 8 シリーズ」または「Cubase 7 シ
リーズ」と「VOCALOID4 Editor for Cubase」で使用する場合の動作条件
Windows

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1(32/64bit)
*最新の Windows Update を適用してください。
*64bit 版では、32bit 互換モード(WOW64)で動作します。

Mac

必要メモリー
ハードディスク

その他

CPU：Intel Dual Core CPU
OS X 10.10 （Cubase 7, Cubase Artist 7 と使用する場合を除く）, 10.9, 10.8（Cubase 8 シリー
ズと使用する場合を除く） *すべて 32/64bit 対応
CPU:Intel Dual Core CPU
8GB 以上 （最低 4GB）
4GB 以上 （VOCALOID4 Editor と使用する場合）
12GB 以上 （VOCALOID4 Editor for Cubase と Cubase 7 シリーズを使用する場合）
19GB 以上 （VOCALOID4 Editor for Cubase と Cubase 8 シリーズを使用する場合）
サウンドデバイス 、ダブルレイヤーDVD-ROM ドライブ、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、ユーザー登録などに必要です。)
*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。
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＜「アルスマグナ」 プロフィール＞

左から、九瓏ケント、朴ウィト、神生アキラ、コンスタンティン（ぬいぐるみ）、榊原タツキ、泉奏

2011 年結成。由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」を舞台に活動する 2.5
次元コスプレダンスグループ。クロノス学園の高校生である神生アキラ、泉奏、朴ウィト、榊原タツ
キと、化学教諭 九瓏ケント、ぬいぐるみのコンスタンティンの “5 人と 1 匹”で構成される。
ライブや舞台で徐々に明らかになるオリジナル学園ストーリーと、シンクロ率 120％絶頂キレッキ
レダンスが話題を呼び、「ギガンティック O.T.N」は 200 万回視聴、「＋♂（プラス男子）」では 100
万回を超える動画再生回数を記録し、ニコニコ動画の「踊ってみた」カテゴリでは、13 曲公開初週 1
位を獲得。今年 2 月リリースされたメジャーデビューシングル「ミロク乃ハナ」がオリコンウィーク
リー初登場 9 位、6 月にリリースされたセカンドシングル「夏にキスしていいですか」が初登場 5 位
にランクインするなど、ダンス、歌、舞台を中心に人気はさらに拡大している。
・「アルスマグナ」公式ウェブサイト： http://ars-magna.jp/
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ヤマハ ソフトウェア
『VOCALOID4 Library アルスロイド』
ダウンロード版：10,000 円（税抜）
パッケージ版(特別セット商品)：18,000 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。
＊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）
TEL

03-5488-6601

FAX

03-5488-5060

■ 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/
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