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ニコニコ生放送でユーザー生放送をしよう！編
Windows® 7(RTM)/ Windows Vista®/ Windows® XP

2009年 9月現在

この活用ガイドでは、ニコニコ動画プレミアム会員のアカウント（有料）を取得して、
ニコニコ生放送のコミュニティを作り、ユーザー生放送をするまでの手順を説明し
ています。
Webカメラ以外の映像入力を使う方法や、BGM、放送時間の予約といったそのほ
かの機能については、ニコニコ生放送のサイトをご覧ください。
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はじめに

 動作環境について
「ニコニコ生放送」が推奨する動作環境は以下の
とおりです。

	「ニコニコ生放送」のシステム更新により動作
環境が変更される場合があります。

プラットフォーム
Flash	Player	version	9 の動くOS。
（Microsoft	Windows98以降、MacOS	X以降、
Linux、	Solaris）
※	古 い バー ジョン の Microsoft	Windows
（Windows	95、NT）や古いバージョンの
Macintosh（OS	9.x）では、Flash	Player
のバージョンを 9にすることができないた
め、正常に動作しない可能性があります。

ブラウザ
Microsoft	Internet	Explorer	6.0 以降
Firefox	2.x 以降
Safari	1.3 以降
Opera	9.x 以降	

プラグイン
Adobe	Flash	Player	9以降（以下のリンクより
ダウンロードできます）
ダウンロード：Adobe Flash Player
http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/

バージョン情報：Adobe Flash Player について
http://www.adobe.com/jp/products/flash/about/

カメラ
Adobe	Flash	Player がサポートするカメラ

マイク
Adobe	Flash	Player がサポートするマイク

回線
安定して上り1Mbps がでる環境
※ブロードバンド推奨

CPU
Core2Duo 以上

メモリ
1GByte 以上	

 ユーザー生放送をするまでの流れ
ニコニコ生放送を使ってユーザー生放送をする
には、ニコニコ動画のプレミアム会員アカウン
ト（有料）を取得する必要があります ｡また、ニ
コニコ生放送のコミュニティ作成が必要です。

映像と音声を設定する
・	カメラの映像を調整する
・	マイクの音量や音質を調整する

コミュニティを作る
・	ログインする
・	テーマを決めてコミュニティを作る

   ユーザー生放送を開始する

「ニコニコ生放送」は、株式会社ニワンゴが運営する、ユーザーがリアルタイムで映像を配信するための
ライブストリーミング配信を行えるサービスです。最大２万人で同時に視聴しながらコメントやアンケート
を楽しむことができます（2009年9月現在）。
ニコニコ生放送に関する一切のお問い合わせは当社ではお答え致しかねます。お問い合わせはWebブ
ラウザにて下記のURLをご覧ください。

http://help.nicovideo.jp/live/
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コミュニティを作る

 ログインする
ニコニコ生放送にプレミアム会員のアカウント
でログインします。

	「ニコニコ生放送」でコミュニティを作成する
にはプレミアム会員（有料）のアカウントが必
要です。予め取得しておいてください。

	1. ニコニコ生放送のサイトに接続します。
次のURLから接続してください。

http://live.nicovideo.jp/

	2 . 登録したメールアドレスと、パスワードを入
力し、 ボタンをクリックします。

クリック

入力して

以上で、プレミアム会員として、ニコニコ生放
送にログインできました。

ユーザー生放送をするには、放送のタイトルや
紹介、視聴者の制限などを設定したコミュニティ
が必要です。

 テーマを決めてコミュニティを作る

	1. メニューバーの「コミュニティ」をクリックし
ます。

クリック

「ニコニコミュニティ」のトップ画面が表示さ
れます。

	2. 「コミュニティの作成」をクリックします。

クリック

「コミュニティの新規作成」画面が表示されます。

	3. コ ミ ュ ニ テ ィ の 情 報 を 入 力・ 選 択 し て、 
ボタンをクリックします。

クリック

入
力（
ま
た
は
選
択
）し
て

各項目の詳細は、「コミュニティヘルプ」を参
照してください。
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	4. 確認画面で、内容を確認します。
・	内容を変更するには、 ボタン
をクリックして手順3に戻って設定しなお
してください。
・	問題がなければ、 ボタンをクリッ
クして手順5に進んでください。

	5 . コミュニティが新規作成されたことを示す
メッセージが表示されます。
ボタンをクリックして確認してみましょう。

クリック

以上で、コミュニティが完成しました。
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ユーザー生放送を開始する

 カメラとマイクを接続する
お使いのパソコンに、Webカメラやマイク、ヘッ
ドフォンを接続し、使用できる状態にしてくだ
さい。

 番組の内容を設定する

	1. ニコニコ生放送のサイトに接続し、ログイン
します。
「 ログインする」（4ページ）を参照してくだ
さい。

	2. 「放送する」をクリックします。

クリック

番組新規登録画面が表示されます。

	3 . 今回放送する番組のタイトル、コミュニティ、
放送の種類などを設定し をク
リックします。

入
力（
ま
た
は
選
択
）し
て

クリック

確認画面が表示されます。

	4. 確認画面で、内容を確認します。
・	内容を変更するには、 ボタンを
クリックして手順3に戻って設定しなおし
てください。
・	問題がなければ、 ボタンをクリッ
クして映像と音声の設定（手順5）に進んで
ください。

	5 . ユーザー放送の操作画面に切り替わり、Adobe 
Flash Player からのメッセージが表示され
ます。 をクリックしてください。

クリック
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	2 . をクリックします。

クリック

放送が開始されます。

基本的な操作
ここでは、基本的な操作について説明します。
詳細は、「⑥ 」を参照してください。

①

②

③

④
⑤

⑥

①〔配信停止〕ボタン
クリックすると、配信（放送）を停止します。

②運営コメントエリア
ここにコメントを入力したコメントは、最新
コメントエリア（③）に赤色で表示されます。

③最新コメントエリア
視聴者からのコメントが表示されます。

④来場者数
配信（放送）開始から現在までの来場者数が累
積で表示されます（現在の視聴者数ではあり
ません）。

⑤総コメント数
配信（放送）開始から現在までのコメント数が
表示されます。

⑥使い方
「ユーザー生放送の使い方」のページを開きます。
本書で説明していない詳しい使い方や、注意
事項も、「ユーザー生放送の使い方」のページ
から開くことができます。

 映像と音声を設定する
ユーザー生放送を開始する前に、映像と音声の
調整をしてください。
放送中でも調整は可能ですが、視聴者のブラウ
ザ側でも音量を調整している場合があります。
放送中に設定を変える場合は、視聴者に一声か
けてから調整するようにしましょう。

映像と音声の配信設定
映像と音声は、それぞれ「配信する /配信しない」
が設定できます。音声については、音量をスラ
イダーで設定します。

画質や音質を調整する
放送する番組の内容によって、画質や音質をス
ライダーで調整します。

①
②

③

①	映像の「動き」を重視するか、「画質」を重視す
るかを設定します（コマ数重視にすると、画
質は荒くなりますが、動きはスムーズになり
ます）。

②	「音質」を重視するか、「映像」を重視するかを
設定します。

③	［高度な設定］タブをクリックすると画像の解
像度が変更できます。

解像度を高く設定しすぎると、お使いのパソコ
ンの性能によっては、配信が困難な場合もあり
ます。

 ユーザー生放送を開始する
設定が終われば、いよいよ放送開始です。

	1. 〔配信開始〕ボタンをクリックします。
クリック

確認のメッセージが表示されます。
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Internet Explorer 8 の場合

クリック

 使用中に問題が起こった場合
使用中に問題が起こった場合は、下記のような
対処があります。

・	パソコンで同時に使用しているニコニコ生放
送以外のものを終了する

・	カメラやマイクの接続を確かめる

・	ブラウザのキャッシュをクリアし、一度画面
を閉じ、再度ブラウザを起動しログインする

キャッシュのクリアの方法
Internet	Explorer	の［ツール］メニューから［イ
ンターネットオプション］を選択し、［全般］タブ
に表示される画面からインターネット一時ファ
イルを削除します。

Internet Explorer ６ の場合

クリック

Internet Explorer 7 の場合

クリック
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