２０１７年２月２０日

■ 管弦楽器演奏を評価して採点、ゲーム感覚で楽しみながら練習できる音楽アプリ

iPhone/iPad 向けアプリケーション『やろうぜ管カラ！』
−本日よりアプリケーションを提供開始、さらに対応楽曲データを 3 月 15 日（水）から新たに発売 −

ヤマハ株式会社は、iPhone/iPad 向けアプリケーションとして、ゲーム感覚で管弦楽器演奏を楽しめ
る楽器演奏採点アプリケーション『やろうぜ管カラ！』の提供を開始します。本日より App Store か
ら無料でダウンロードできます。また当社が運営するウェブサイト「ヤマハミュージックデータショッ
プ」にて、本アプリケーションに対応する楽曲データの販売を 3 月 15 日（水）より開始します。

＜価格と発売日＞
品名
iPhone/iPad 向け
アプリケーション
*1：動作確認端末

アプリケーション名

対応機種

やろうぜ管カラ！

iPhone/iPad*1

税込本体価格
無料*2

提供開始日
2 月 20 日（月）

iPhone SE/iPhone 6/iPhone 6s/ iPhone 7/ iPhone 7 Plus、iPad mini2/iPad mini4/iPad

Air/iPad Air2/iPad Pro 12inch。
*2：アプリケーション本体は無料。プリセット以外の楽曲は、ウェブサイト「ヤマハミュージックデータショッ
プ」内で 3 月 15 日（水）より有料販売。

＜製品の概要＞
当社は 2016 年 5 月に当社独自の楽器演奏評価技術「virtana™」※を活用した iPad 向けの楽器演奏採
点アプリケーション「やろうぜ管カラ！Lite」をリリースし、楽器演奏の新たな楽しみ方を提案して
まいりました。このたび、このアプリケーションの機能をさらに進化させ、iPad に加えて新たに iPhone
にも対応した管弦楽器演奏採点アプリケーション『やろうぜ管カラ！』の提供を開始します。
本アプリケーションでは、対応楽器で伴奏に合わせて演奏するだけでリアルタイムに演奏が分析・
評価され、点数として表示されます。また演奏結果に応じてアドバイスも表示されるため、ゲーム感
覚で楽しみながら楽器練習をすることができます。さらにプレイバック機能を追加し、自分の演奏を
振り返って確認することが可能となりました。また演奏を採点してくれる「本番モード」のほかに「練
習モード」も備えており、楽曲を存分に練習してから採点に臨むことができます。
さらに、当社が運営する音楽関連データ販売サイト「ヤマハミュージックデータショップ」で楽曲
データを購入すれば楽曲コンテンツ（有料）を追加でき、プリセット曲に加えてお好みの楽曲で演奏
や採点を楽しむことができます。
※「virtana（ヴィルターナ）™」: 楽器の演奏音を音程、音量、スペクトルといった物理的な要素へと分解し、
演奏技法や抑揚、音の安定感といった音楽的な面も含めて分析することで演奏の評価を行う技術。当社の登録商
標です。
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詳細は以下の通りです。

＜主な特長＞
１．ゲーム感覚で演奏採点を楽しめるほか、演奏に応じた評価コメントも表示
本アプリケーションでは、当社独自の楽器演奏評価技術「virtana」によって、楽器ごとの奏法
の特徴に合わせて楽器演奏の評価を行います。音程だけでなくタイミングや演奏技法までリア
ルタイムで分析し、演奏後に評価が点数表示されるため、カラオケの採点機能のようにゲーム
感覚で楽しむことができます。また演奏に応じて、「ブレスがしっかりしていて、その楽器ら
しい鳴り、音色が出せています」「ピッチがうわずっています。ずいぶん力んで演奏している
ようですね。力を抜いて、リラックスしてください」といった評価コメントも表示され、楽し
みながら練習することができます。さらに、直前の演奏をプレイバックできる機能を追加し、
自分の演奏を振り返って確認することができるようになりました。

２．「本番モード」と「練習モード」を用意
演奏を採点する「本番モード」のほか、練習のための「練習モード」を用意しています。「練
習モード」ではメトロノーム機能や早送り・早戻し機能に加えて、キーやテンポを変更する機
能や、特定の部分のみを繰り返し練習できる機能も備え、効率的な練習が可能となっています。
キーを変更した場合は、画面に表示される楽譜のキーも自動で調整変更されます。

iPhone 練習モード画面

iPhone 本番モード画面
iPad 本番モード画面

３．特別な機器が必要なく、気軽に遊べる
マイクやイヤホン、スピーカーなどの機器を取り付けなくても、iPhone や iPad と楽器だけで使
用することが可能です※。音が出せる環境であれば、いつでもどこでも気軽に楽しめます。
※演奏する環境や楽器によっては、機器が必要となる場合もあります。
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４．データ購入により楽曲コンテンツを追加可能
プリセットされている楽曲に加えて、当社が運営する音楽関連データ販売サイト「ヤマハミュー
ジックデータショップ」を通じて、楽曲コンテンツ（有料）を増やすことができます。当サイ
トでは、J-POP の人気曲や往年のヒット曲など幅広いジャンルの楽曲をラインアップし、新楽曲
データも順次追加予定です。
また、より気軽に楽しんでいただくために、吹奏楽演奏会などで人気の高い定番曲「宝島」（THE
SQUARE）と「TRUTH」（T-SQUARE）の本アプリ用データを、当サイトにて無償で提供します。
○ヤマハミュージックデータショップ

https://yamahamusicdata.jp/

※当サイトでのデータ提供は 2017 年 3 月 15 日（水）から開始します。また当サイトでのデータ購入およ
び無償データの入手には、サイト上での「ヤマハオンラインメンバー」への登録が必要となります。

＜主な仕様＞
動作確認端
末
対応 OS
対応楽器

楽曲

iPhone SE/iPhone 6/iPhone 6s/ iPhone 7/ iPhone 7 Plus、
iPad mini2/iPad mini4/iPad Air/iPad Air2/iPad Pro 12inch
iOS 9.0 以降
フルート、B♭クラリネット、アルトサクソフォン、テナーサクソフォン、
B♭トランペット、トロンボーン、バイオリン、ソプラノリコーダー、
アルトリコーダー
プリセット曲：3 曲、
「ヤマハミュージックデータショップ」から『やろうぜ管カラ！』対応の楽曲
コンテンツ（有料）をダウンロードして利用可能※

※2017 年 3 月 15 日より販売開始。

＜ご参考＞
3 月 4 日（土）に横浜港「大さん橋ホール」で開催される管楽器大合奏イベント「ブラス・ジャンボ
リー2017」に合わせて、このイベントと楽器演奏採点アプリケーション『やろうぜ管カラ！』の連動
企画を実施します。

①『やろうぜ管カラ』体験会を実施
大さん橋内特別会場に『やろうぜ管カラ！』体験コーナーを設置し、アプリ体験会を実施します。
体験会では演奏の採点にチャレンジした方のランキングが表示され、ゲーム感覚で楽しむことができ
ます。ブラス・ジャンボリーの参加者はもちろんのこと、コンサートの見学者など楽器をその場にお
持ちでない方のために試奏用楽器を用意しており、管楽器演奏の経験が少しあればどなたでもお楽し
みいただけます。
・日時：

2017 年 3 月 4 日（土）11:30～17:00

・場所：

横浜港大さん橋国際客船ターミナル内 特別会場（横浜市中区海岸通 1-1-4）
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・内容：
楽器演奏採点アプリケーション「やろうぜ管カラ！」体験会
体験会参加者のランキングを表示
ベストスコアを出した方には記念品をプレゼント
・参加費： 無料

②楽曲「ブラス・ジャンボリーのためのファンファーレ II」に対応
「ブラス・ジャンボリー2017」の参加者がイベント当日に演奏する楽曲のひとつである「ブラス・
ジャンボリーのためのファンファーレ II」（作曲：水口透）が、『やろうぜ管カラ！』の楽曲コンテ
ンツとしてアプリケーション内に 3 月 15 日（水）まで期間限定でプリセットされています＊1。さらに
同楽曲の主要パート譜が、当社が提供する iPhone/iPad 向け電子楽譜アプリケーション「Score Viewer
特別版」＊2 から閲覧できます。「Score Viewer 特別版」と一緒に『やろうぜ管カラ！』を使用するこ
とで同楽曲の譜面が表示され、ピンチイン/アウト操作によって楽譜画面を拡大/縮小できる機能や、
楽譜画面が拡大された状態のままで伴奏のスピードに合わせて譜面の位置が自動で進む機能を使うこ
とが可能となります。「ブラス・ジャンボリー2017」の参加者は、アプリケーションを活用して楽し
みながら同楽曲の予習をすることができます。
＊1: 3 月 15 日に予定しております『やろうぜ管カラ！』のアップデート版では、両アプリ連動機能および同曲の
プリセットはなくなります。3 月 15 日以前にダウンロードした本アプリケーションにおいても、アップデート
をおこなうとこれらが利用できなくなります。
＊2: 電子楽譜アプリケーション「Score Viewer 特別版」：
紙の楽譜のテイストを大切にしながら電子ならではの優れた使い勝手を実現し、楽譜へ
の書き込みも可能な、iPhone/iPad 向け電子楽譜アプリケーションです。「ブラス・ジャ
ンボリーのためのファンファーレ II」の主要なパート譜を内蔵しており、フルート、Bb
クラリネット、アルトサクソフォン、テナーサクソフォン、Bb トランペット、トロンボー
ンに対応しています。3 月 14 日（火）まで App Store から無料でダウンロードできます
が、「ブラス・ジャンボリー2017」用の期間限定版のため、3 月 15 日（水）以降は App Store からダウンロー
ドできなくなります。

○「ブラス・ジャンボリー2017」公式サイト： http://jp.yamaha.com/brass-jamboree/
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iPhone/iPad 向けアプリケーション 『やろうぜ管カラ！』
無料

＊「iPad」および「App Store」は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
＊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。
＊2017 年 2 月 20 日時点の情報です。最新の情報については App Store より直接ご確認ください。

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 宣伝・ブランドマネジメントグループ 担当：橋本
〒108-8568

東京都港区高輪 2-17-11

TEL

03-5488-6605

FAX

03-5488-5063

ウェブサイト

https://www.yamaha.com/ja/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
ヤマハ株式会社 サポート・お問い合わせ
スマートデバイスアプリケーション
http://jp.yamaha.com/support/apps
（お問い合わせはメールでの対応のみとさせていただいております。）
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