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株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2008年3月5日（水）より、動画コミュニティーサービス「ニコニコ
動画」（運営：株式会社ニワンゴ）との共同開発によるニコニコ動画公式の動画生成ツール『ニコニコ ムービー メーカ
ー』を無償提供いたします。

　　　□ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー
　　　 　　　　　　　　　　　Niconico Movie Maker
　　　□価格　　　　　　　： 無償提供
　　　□提供開始日時　　　： 2008年3月5日（水）15:00時予定
　　　□ダウンロード先URL ： http://www5.ssw.co.jp/nmm/index.html

■　ソフトウェア概要　■
 
静止画、テキスト、音声を組み合わせてニコニコ動画専用の動画が作成できるニコニコ動画公式の動画生成ツールです。
公式ツールでしかなしえないニコニコライクなユーザーインターフェースやユーザー同士コラボで作品を作成できるデー
タ仕様、サイトへの直接アップ機能など、手軽に楽しく作品作りに専念できる機能満載です。
今まで動画の編集など行ったことのないライトユーザー様にも手軽に作品作りが行っていただけます。

■静止画、テキスト、音声を組み合わせて動画を作る

静止画トラックを1トラック、テキストトラックを1トラック、音声トラックを3
トラック、マスター音量トラックを1トラック装備。各トラックに静止画、テキ
スト（文字）、BGMや効果音、ナレーションなどの音声を配置して動画が作成で
きます。編集は、分、秒、ミリ秒単位のタイムグリッドに沿って編集が行えます。

■静止画トラック
 
静止画トラックに静止画を配置できます。配置した静止画のコピーや移動はも
ちろんのこと、イメージをマウスのドラッグで再生時間の設定や、フェードイ
ン、フェードアウトの設定もマウス操作で直感的に行えます。
●入力可能な静止画ファイル：BMP(*.bmp)、JPEG(*.jpg, *.jpeg) 

■テキストトラック

3行のテキスト（文字）を打ち込み動画に表示できます。
打ち込んだテキストは3行それぞれ別の位置に表示やフェードイン／フェード
アウトも行えるため、音だけでは演出できない視覚的効果も演出できます。

■音声トラック

3トラックを有効に使い、BGM、効果音、ナレーションなどを組み合わせサウン
ドトラックが作成できます。マイクをパソコンにつなぎ録音や効果音、BGMな
どの音声ファイルを配置することが可能です。配置した音声素材のコピー、
カット、ペーストはもちろんのこと、マウスで素材を摘んで繰り返し演奏の設
定やトラック単位にボリュームやパン（音像定位）の調整や、フェードイン／
フェードアウト、複数のサウンドをコマンドひとつでクロスフェードで繋ぐな
どこだわりのサウンドトラックが作成できます。 　
●入力可能な音声ファイル：WAVE（wav）、MP3（mp3）、AAC（m4a）、Windows Media Audio（wma）

■マスター音量トラック
　
完成した音声トラック全体のボリュームをマウスでグラフィカルに調整で
きます。

▼

▼

■リアルタイム編集

演奏しながら、静止画、テキスト、音声データの配置や再配置、各種編集を行うことができます。編集の結果を直ちに音
で確認できるため、指定範囲をループしながらデータの修正やパラメータの変更時に便利な機能です。

■ループ録音&録音トラック変更など多彩な録音機能
　
指定範囲内を停止することなく繰り返しで録音が行えるループ録音や、録音中のトラック変更、プレイ中の録音開始が可
能。思考や操作の流れを妨げることなく制作が行えます。

■ユーザー同士でコラボして作品作りができる
　　
ニコニコ ムービー メーカーで作成する作品のプロジェクトファイルをユーザー同士で送りあい、例えば、Aさんが動画を
作り、Bさんが音声を作りのようにコラボして作品が作れます。
※ファイルのやりとりに関しては、メールや共有サーバーなどをご利用ください。

■複数のプロジェクトを同時に開き、相互に編集
　
複数のプロジェクトファイルからいいとこどりでベストテイクの作成や異なるテイクの作成など複数のプロジェクトファ
イルから相互の編集でスピーディに新たな作品を作れます。

■ムービービューワ

制作中の動画作品（静止画、テキスト、音声をあわせたデータ）を視聴できます。

■キレイな映像をご提供

ニコニコ動画に特化したswfファイル形式の動画へ変換するため、小さなデータ
容量でキレイな映像で再生されます。

■効果音などの音声素材をダウンロード
　

効果音などの音声素材は、当社ホームページから有償でダウンロードすることも可能です。

■ニコニコ動画へ直接アップロード

完成した動画は、「アップロードする」ボタンのクリックひとつで簡単にニコ
ニコ動画へ直接アップロードできます。

■対応ファイル形式
　
○入力：
・音声ファイル：WAVE（wav）、MP3（mp3）、AAC（m4a）、Windows Media Audio（wma）
・静止画ファイル：BMP（bmp）、JPEG（jpg/jpeg）

○出力：
・ニコニコ ムービー メーカー形式（.nmm）

■動作環境
 
●対応OS� ：Windows Vista／XP（64bit版は非対応）
●CPU� � ：Intel（推奨）および互換プロセッサ／1GHz以上［推奨：1.7GHz以上］
●メモリ� ：Windows Vista：1GB以上、Windows XP：512MB以上
●インストールに必要なハードディスクの空き容量：70MB以上
●ディスプレイ解像度：1024×768以上、16bitカラー以上
●使用するフォーマットに対応したオーディオインターフェース（機能）
※上記の記載は、本製品の動作環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
※記載の社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ソフトウェアの画面写真を、http://www.ssw.co.jp/press/index.htm からダウンロードしていただけます。
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