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はじめにお読みください                      

このたびは VOCALOID5 商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

 

 インストールする前に確認してほしい事項 

➢ シリアルコードがお手元にあること。 

シリアルコードはダウンロード購入時に送られた電子メールに書かれています。 

➢ インターネット環境 

認証を行うために、インターネット環境が必要になります。 

 

 お願い 

➢ 使用許諾について 

 本商品は、「エンドユーザー使用許諾契約」に同意されたお客様のみご使用いただけます。 

 インストール時には使用許諾契約を必ずご確認ください。 

➢ 動作環境について 

 本商品の動作環境は本商品の公式サイトに記載されていますので、ご使用前に必ずご確認

ください。 

 尚、本動作環境以外でのご使用に関しましては保証致しかねます。また、掲載されている

動作環境においても、各ソフトウェア、ハードウェア固有の設計仕様や使用環境などの違

いにより、使用できない可能性があります。 

 記載されている条件を満たしている環境での動作をすべて保証するものではありません。 

 環境などに依存するトラブルでの返品は承れません。予めご了承ください。 

➢ サポート 

 本製品に関するお問合せは下記の専用窓口にて承ります。 

 ヤマハ製品 VOCALOID お客様センター (https://www.vocaloid.com/support/) 

➢ マニュアル 

 本マニュアルでは、インストール、認証、認証解除の手順などをご案内しています。 

 VOCALOID5 の詳細なマニュアルは、VOCALOID5 Editor を起動し「ヘルプ」から「リフ

ァレンスマニュアル」をご利用ください。 

 

*) 本マニュアルの画像は macOS 10.13.x または Windows 10 でご案内しています。 

 

VOCALOID(ボーカロイド)およびボカロは、ヤマハ株式会社の登録商標です。 
VST ならびに ASIO は Steinberg Media Technologies GmbH のソフトウェアならびに登録商標です。 
Rewire は、Propellerhead Software AB の登録商標です 
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Macintosh、macOS および Audio Units は、Apple Inc.の登録商標です。 
その他 記載の商品名 ならびに会社名は、各社の登録商標ならびに商標です。 
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Mac  

インストール                                      

インストール 

インストールファイルは複数あります。本製品の動作環境および条件を満たしていることを確認した

上で、全てのインストール作業を行ってください。ここでは１つの手順を例に説明します。 

1. インストールファイルをダブルクリックする。 

インストーラーが起動します。 

2. 「続ける」をクリックする。 

 

3. 「続ける」をクリックする。 
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4. 「続ける」をクリックする。 

 

5. 「同意する」をクリックする。 

 

6. 「インストール」をクリックする。 
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カスタマイズが表示される場合： 

インストール内容をカスタマイズできます。左にある「カスタマイズ」をクリックし、インスト

ール内容を設定してください。 

 

7. ユーザー名とパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックする。 

 

インストールが開始されます。 
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インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。 

 

以上で、インストールは完了です。上記の操作を繰り返して、すべてのインストール作業を完了してく

ださい。 
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認証                                          

認証 

VOCALOID5 をご使用になるにはインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サ

ーバにアクセスし、認証(商品の認証を得る)を行う必要があります。VOCALOID5 は、認証をしなくて

も一定期間お使いいただけますが、一定期間を過ぎると使えなくなります。必ず認証を行ってください。 

認証についての注意事項 

認証を行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されている場合 

そのまま VOCALOID5 をインストールしたコンピュ

ータで、認証を行います。詳しくは、以下のオンライ

ンでの認証手順をご参照ください。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されていない場合 

インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用

して、認証を行います。「VOCALOID Authorizer」を

起動し、タブが「認証」→「オフライン」であること

を確認します。表示される操作手順に従って、オフラ

イン認証を行ってください。 
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オンラインでの認証手順 

1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。 

 

2. タブが「認証」→「オンライン」であることを確認する。 

3. シリアルナンバーを入力し、「次へ」をクリックする。 
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4. オーソライズするコンポーネント名を確認し、「認証」をクリックする。 

 

5. コンポーネントの「ステータス」が「認証済み」になったこと確認する。 

 

以上で、オンラインでの認証は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。  
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オーディオデバイスの設定                                

1. VOCALOID Editor を起動する。 

2. メニューバーから「VOCALOID5 Editor」→「環境設定…」を選択する。 

環境設定画面が開きます。 

 

3. オーディオタブのオーディオデバイスパラメーターやステレオ出力 Left/Right パラメーター

をお手元の機器に合わせて設定する。 

 

 

以上で、オーディオデバイスの設定は完了です。VOCALOID の世界をお楽しみください。 
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認証解除(認証情報の返還)                                

VOCALOID5 のアンインストール前に、認証解除を必ず実施してください。 

認証解除を行わないままアンインストールを行うと、新しいコンピュータで VOCALOID5 のインスト

ールを行う際に、認証を行えない場合があります。 

認証解除についての注意事項 

認証解除を行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されている場合 

そのまま VOCALOID5 をインストールしたコンピュ

ータで、認証解除を行います。詳しくは、以下のオン

ラインでの認証解除手順をご参照ください。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されていない場合 

インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用

して、認証解除を行います。「VOCALOID Authorizer」

を起動し、タブが「認証解除」→「オフライン」であ

ることを確認します。表示される操作手順に従って、

オフライン認証解除を行ってください。 
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オンラインでの認証解除手順 

1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。 

 

2. タブが「認証解除」→「オンライン」であることを確認する。 

3. 認証解除したいコンポーネントを選択し、「認証解除」をクリックする。 

 

すべてのコンポーネントの認証解除したい場合は、「すべて認証解除」をクリックしてください。 
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4. リスト内容を確認して、「認証解除」をクリックする。 

 

5. リストのステータスが「成功」になったことを確認し、「OK」をクリックする。 
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6. コンポーネントの「ステータス」が「未認証」になったことを確認する。 

 

 

以上で、オンラインでの認証解除は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。 
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アンインストール                                       

1. VOCALOID5 Editor や Voicebank のアンインストーラーは、「アプリケーション」内の以下

のフォルダーにあります。 

 

2. アンインストーラーを起動し、「Yes」をクリックする。 

 

3. ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックする。 

 

4. 「OK」をクリックする。 

 

以上で、アンインストールは完了です。 
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Windows  

インストール                                      

インストール 

インストールファイルは複数あります。本製品の動作環境および条件を満たしていることを確認した

上で、全てのインストール作業を行ってください。ここでは１つの手順を例に説明します。 

ダウンロードしたファイルは ZIP ファイルですので、解凍してから作業を行ってください。 

1. インストールファイル (EXE ファイル) をダブルクリックする。 

インストーラーが起動します。 

2. VOCALOID5 Editor の場合、インストールで使用する言語を選択し、「OK」をクリックする。 

 

 

VOCALOID Voicebank の場合、インストールで使用する言語を選択し、「次へ」をクリックす

る。 
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3. 「次へ」をクリックする。 

 

4. 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックする。 
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5. 「次へ」をクリックする 

 

カスタムを選択した場合： 

インストール内容をカスタマイズできます。左にある「カスタム」を選択し、「次へ」をクリック

します。インストール先と内容を設定してください。 
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6. 「インストール」をクリックする。 

 

インストールが開始されます。 

 

インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。 
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以上で、インストールは完了です。上記の操作を繰り返して、すべてのインストール作業を完了してく

ださい。 
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認証                                          

認証 

VOCALOID5 をご使用になるにはインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サ

ーバにアクセスし、認証(商品の認証を得る)を行う必要があります。VOCALOID5 は、認証をしなくて

も一定期間お使いいただけますが、一定期間を過ぎると使えなくなります。必ず認証を行ってください。 

認証についての注意事項 

認証を行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されている場合 

そのまま VOCALOID5 をインストールしたコンピュ

ータで、認証を行います。詳しくは、以下のオンライ

ンでの認証手順をご参照ください。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されていない場合 

インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用

して、認証を行います。「VOCALOID Authorizer」を

起動し、タブが「認証」→「オフライン」であること

を確認します。表示される操作手順に従って、オフラ

イン認証を行ってください。 
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オンラインでの認証手順 

1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。 

 

2. タブが「認証」→「オンライン」であることを確認する。 

3. シリアルナンバーを入力し、「次へ」をクリックする。 

以下のように複数のシリアルナンバーを入力し、一度に認証させることも可能です。 
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4. オーソライズするコンポーネント名を確認し、「認証」をクリックする。 

 

5. コンポーネントの「ステータス」が「認証済み」になったこと確認する。 

 

以上で、オンラインでの認証は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。 

  



23 

 

オーディオデバイスの設定                                

1. VOCALOID5 Editor を起動する。 

2. メニューバーから「設定」→「環境設定…」を選択する。 

プリファレンス画面が開きます。 

 

3. オーディオタブのオーディオデバイスパラメーターやステレオ出力 Left/Right パラメーター

をお手元の機器に合わせて設定する。 

 

以上で、オーディオデバイスの設定は完了です。VOCALOID の世界をお楽しみください。 
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認証解除(認証情報の返還)                                

VOCALOID5 のアンインストール前に、認証解除を必ず実施してください。 

認証解除を行わないままアンインストールを行うと、新しいコンピュータで VOCALOID5 のインスト

ールを行う際に、認証を行えない場合があります。 

認証解除についての注意事項 

認証解除を行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されている場合 

そのまま VOCALOID5 をインストールしたコンピュ

ータで、認証解除を行います。詳しくは、以下のオン

ラインでの認証解除手順をご参照ください。 

VOCALOID5 をインストールしたコンピュータがイ

ンターネットに接続されていない場合 

インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用

して、認証解除を行います。「VOCALOID Authorizer」

を起動し、タブが「認証解除」→「オフライン」であ

ることを確認します。表示される操作手順に従って、

オフライン認証解除を行ってください。 
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オンラインでの認証解除手順 

1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。 

 

2. タブが「認証解除」→「オンライン」であることを確認する。 

3. 認証解除したいコンポーネントを選択し、「認証解除」をクリックする。 

 

すべてのコンポーネントの認証解除したい場合は、「すべて認証解除」をクリックしてください。 
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4. リスト内容を確認して、「認証解除」をクリックする。 

 

5. リストのステータスが「成功」になったことを確認し、「OK」をクリックする。 
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6. コンポーネントの「ステータス」が「未認証」になったことを確認する。 

 

以上で、オンラインでの認証解除は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。 
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アンインストール                                       

1. 「スタートメニュー」→「設定」→「アプリ」→「アプリと機能」で表示される一覧からアプリ

ケーションを選択し、「アンインストール」をクリックする。 

 

アンインストーラーの確認画面が表示されます。 

2. アンインストールをクリックする。 

 

以上で、アンインストールは完了です。 
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