
問題用紙

※問題用紙の撮影・録音・持ち出しは禁止です。

※出題している内容は2022年4月現在の情報を基に作成しています。





No. 問題 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4

1 ニコニコ動画がサービスを開始したのはいつ？ 2006年12月12日 2007年12月16日 2006年12月1日 2007年12月1日

2 2022年4月現在、ニコニコのプレミアム会員費は税込で月額いくら？ 440円 550円 990円 2525円

3
2020年8月9日より現在のバージョン名となっている、ニコニコ史上
初めてユーザーの皆様と一緒に決めた17番目のバージョンは？

(Re) (Fwd) (CC) (Bcc)

4 今年もニコニコ超会議の超特別協賛を務めてくれている企業は？ NTT NFT SNS CEO

5
2021年に26Kによって投稿された、2017年から2021年までの
5年間のニコニコ動画の流行をまとめたニコニコメドレーシリーズの
タイトルは？

ニコニコ十五周年漂流
記

ニコニコ十五周年組曲
ニコニコ十五周年旅行
記

ニコニコ十五周年摩天
楼

6
Twitter上の企画により現在7万秒の楽曲を制作している、代表作に
『カノン』、『マーシャル・マキシマイザー』、『終焉逃避行』があるボカロPは？

柊キライ 柊スキ 柊ステンレス 柊マグネタイト

7

8
ボカロPの子牛が主催する、「やけにクールぶったかっこいい風のボカロ曲
で溢れてる現在のVOCALOIDランキングを、この日だけネタ曲で埋めつく
してボカロキッズを泣かせる」ことを目的に開催されたお祭りは？

ネタ曲乗っ取りフェス キッズ泣かせ曲投稿祭
ランキングジャック投
稿祭

ネタ曲投稿祭

9

10
GYARI氏による楽曲『何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン』が
カラオケ配信時などに表示される正式な楽曲タイトルは？

Seyaroka. Seyakate. Seyana. Soyana.

11
絵師の ふにちかが主催する、ゲーム『Among Us』を使って行われる企画
および動画シリーズの名称は？

ふにんがす たにんがす ぱにんがす れもんがす

12 city town village country

13
料理ジャンルでminiが投稿している、ご飯の上に大量のニンニクや
バターひとかたまりを置くなど、常軌を逸したアレンジが行われている
シリーズは？

釣った魚は最後まで
結月ゆかりのお腹が空
いたので

紲星あかりの休日ご
飯！

茜ちゃんのデブ活夜食
メシ

14
「AIシンガーきりたん」として2020年2月下旬に話題となった、ライブラリ
に「東北きりたん」「謡子」「No.7」などがある歌声合成エンジンの名前は？

NETDUETTO NT UTAUNO NEUTRINO

15
ヒャダインが作詞・作曲・歌唱する、ニコニコ動画の時報をアレンジした楽曲
のタイトルは？

ぼくとわたしのニコニ
コ動画

わたしとぼくとニコニ
コ動画

ニコニコ動画とぼくと
わたしと

ぼくとわたしとニコニ
コ動画

16
ゲームスタートから終了までのクリアまでの所要時間の短さを競う
「リアルタイムアタック」の風味を用いた、リアルな登山解説動画のことを
アルファベット3文字で何という？

MCA RTA MYA RCA

17
稲葉曇によるVOCALOID楽曲『ラグトレイン』のボーカルとしても採用され
ている、VOCALOID『歌愛ユキ』が発売されたのは何年？

2009年 2010年 2019年 2020年

18
では、稲葉曇の『ラグトレイン』や『ハローマリーナ』、タケノコ少年の
『そうだった！！』などでイラストを手掛けている絵師は？

ぬくぬくにぎりすし ぬくぬくにぎりめし ぬくぬくこたつみかん ぬくぬくおみそしる

19
数多くのVOCALOID曲のPVを手掛ける動画師 藍瀬まなみと、
同じく多くのイラストを担当している絵師 アルセチカがタッグを組んだ時の
ユニット名は？

アイセチカ アルセまなみ まなみチカ アイセアルセ

20
ニコニコ動画プレミアムアワードではこの曲の歌ってみた動画がグッド
クリエイティブ賞を獲得する事態になった、ニコニコ運営代表の栗田穣崇
をテーマにしたボカロ曲の名前は？

栗田～MARRON～ 穣崇～KURITA～
栗田～SHIGETAKA
～

栗田～UNAGI～

21
音声合成ソフトウェア「VOICEVOX」に搭載されているライブラリでもあ
る、ずんだの妖精「ずんだもん」の変身前とされる東北ずん子の武器は？

ずんだソード ずんだシールド ずんだアロー ずんだステッキ

22
2021年の動画の総再生回数を一般的なマウスのクリック耐性回数で
換算した時、新品のマウス何個分使用することになる？

48個 56個 64個 72個

23
2021年に投稿された新作ボカロ曲の数を15曲入りのCDとして制作
した場合、何枚のCDがリリースできる？

4633枚 5733枚 6833枚 7933枚

24
2021年のニコニコエンドロールでナレーションを務めていた、
声優事務所クロコダイル所属のVTuberは？

朝ノ瑠璃 石黒千尋 ミライアカリ ヒラ

25
2021年のニコニコエンドロールで「えらいひと」として列挙されていたのは
何人？

4人 6人 8人 10人

No. 問題 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4



No. 問題 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4

26 ニコニコ動画で現在再生できる最古の動画IDはどれ？ sm7 sm9 sm13 sm14

27 かつて「とりあえずマイリスト」と呼ばれていた機能の新しい名称は？ 今から見る しばらくしたら見る あとで見る 時が来たら見る

28
動画投稿において、一般会員であってもプレミアム会員と同様に、動画の
投稿数が無制限になるユーザーレベルは？

LV8 LV13 LV18 LV25

29
2021年より対応されたニコニコ動画のギフト機能において、6種類ある
メッセージギフトの中で最も安い価格は？

150pt 300pt 450pt 600pt

30
一般会員では動画再生前に表示されることもあるほか、ニコニコ動画TOP
ページでは履歴情報とともに表示されている、ニコニ広告で生成された
ビデオクリップを再生する機能は？

とつぜん！動画紹介 とつぜん！ステーキ いきなり！クリップ いきなり！動画紹介

31
PCやスマホアプリで使用できる「コメント付き動画シェア機能」でシェアでき
るビデオクリップの最大秒数は？

15秒 30秒 45秒 60秒

32
2021年に投稿したVOCALOID楽曲のうち、年内に100万再生を突破
した楽曲の数は？

10曲 11曲 12曲 13曲

33
ある有名な楽曲の一節「この手を放すもんか」という歌詞に続くコメント
といえば？

真っ赤な誓いいいいい
い

真っ青な誓いいいいい
い

真っ黄な誓いいいいい
い

真っ黒な誓いいいいい
い

34
生放送を開始したときに「お疲れ様」という意味を込めて打つコメントで、
「枠取りお疲れ様です」の略語にもなっているコメントといえば？

生おつ いえーい わこつ わです

35
動画を投稿したユーザーに対して「お疲れ様」と言うときにするコメント
といえば？

とこつ にこつ うぽつ とです

36
動画や生放送などで出演者や視聴者に対して称賛の意味を込めて打つ、
拍手が由来のコメントといえば？

ててて 888 ｗｗｗ ppp

37
ニコニコ動画のプレーヤー上でコメントを駆使して様々な装飾や演出を付け
足すコメント群のことを何という？

ドローイングコメント コメ絵 コマンドーアート コメントアート

38
ニコニコ動画においてよく使われるコメントを簡単に打つことできる
「かんたんコメント」機能のうち、全ジャンルに共通して選択肢にある
コメントとして含まれないのはどれ？

うぽつ ｗｗｗ ここすき たまらん

39
動画や生放送で「ノ」というコメントを打つとき、このコメントに込められた
意味は？

主などから質問をされ
賛同しているという意
思表示

主などから質問をされ
反対しているという意
思表示

主にツッコミたいとき
の意思表示

主の発言に驚いたこと
の意思表示

40
次のニコニコ動画のコメント機能で使用できるコマンドのうち、実際には
使用できないコマンドは？

patissier lock ender invisible

41
「VOICEROIDのゲーム実況以外の動画も、もっともっと盛り上がって欲し
い！」という意図で開催されている、「VOICEROID非実況動画祭」の投稿
動画に共通して付けられるタグは？

ひきょう祭 じきど祭 ひじき祭 ひいろ祭

42
ニコニコ生放送で追加された、自分と共通している好きなものを持つ放送者
と出会いやすくなる機能である「好みタグ」の改称後の名前は？

好きなものリスト たからものリスト 好みマッチング キューピッドリスト

43

44
常人が思いつかないような発想で作られている面白いものや、
すごい編集でなくても発想が素晴らしく面白い動画に付けられるタグ
といえば「発想の（何）」？

転換 勝利 発送 敗北

45
「○○殿堂入り」タグは10万再生を突破した時に付けられるタグですが、
「○○神話入り」タグが付けられるのは何再生から？

100万再生 1000万再生 1億再生 10億再生

46
「投稿日時を思わず二度見してしまう、かつてのニコニコを彷彿とさせる
ような動画」に付けられることが多い、なんだか懐かしさを感じてしまう
タグは？

アップロードに10年か
かった動画

投稿日時を二度見した 時代は正常です
タイムスリップして投稿
してきた主

47
主に演奏してみたにおいて、テクニックはあるが、妙なアレンジのためどこか
違和感を覚えずにいられないような動画に付けられるタグは？

きまちうまい うまちわるい きもうまい うらなやましい

48
歌ってみたにおいて、男性の声と女性の声の両方を自由自在に操ることが
できる歌い手に付けられるタグは？

は声類 ほ声類 両声類 昆声類

49
公式生放送で二次会機能に対応した番組から作成した番組に必ず
付与されるタグは？

二次会会場 二次会番組 二次会配信 二次会広場

50
毎週火曜日21時より放送中の公式生放送番組で、注目のゲストや運営から
お知らせしたいことを発信しているニコニコの"旗艦"番組といえば？

週間ニコニコインフォ 月刊ニコニコインフォ 特盛ニコニコインフォ 週刊ニコニコインフォ
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No. 問題 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4

51
ニコニコ生放送で遊べるニコ生ゲーム「つりっくま」にて、
釣り上げると10000点を獲得することができるアイテムは何？

人魚 クラゲ ペンギン カジキ

52
では、ニコニコ生放送で遊べるニコ生ゲーム「つりっくま」にて、
釣り上げると500点を獲得することができるアイテムは何？

小魚 フグ エビ たこ

53
ニコニコ生放送で遊べるニコ生ゲーム「ねらえ！パーフェクトバッティング」
にて、プロ野球状態でFEVER風船を割ることで表示されるスポーツ新聞の
見出しに書かれているのはどれ？

出産 契約更改 結婚 1億円選手

54
クリスマス前後にだいたい1年に1度のペースで放送されている
「薪が燃える生放送」の略称はどれ？

薪これ 薪萌え 薪炎 薪燃え

55
ニコ生ゲーム「縁日射的」の通常モードで、黄・ピンク・青の3つの色を
そろえるとボーナスポイントを獲得することができる景品は？

アヒル たこやき ニコニコテレビちゃん つりっくま

56
2022年4月現在、自球団が主催する試合をニコニコ生放送で生中継を
しているプロ野球チームは？

57
ニコニコ生放送で購入することができるギフトのうち、
「●REC」の価格は？

20pt 30pt 40pt 50pt

58
ニコニコ生放送で購入することができるギフトのうち、
「召喚獣」の価格は？

20,000pt 30,000pt 40,000pt 50,000pt

59
2020年5月からスタートした、新型コロナウイルスの影響で外出が制限
される中で誕生したオンラインで旅行に参加できる生放送番組は？

ニコニコタクシーツアー ニコニコバイクツアー ニコニコバスツアー ニコニコ軽トラツアー

60
ニコニコネット超会議2021ではドワンゴ社内で「春画展」を実施したことで
も知られる、全国各地の美術館・博物館の展示をオンラインかつ解説付きで
楽しめる生放送番組は？

ニコニコ美術館 ニコニコ博物館 ニコニコサイエンス ニコニコミュージアム

61
ニコニコ生放送で気軽に馬主体験ができる「リアルダービースタリオン」で、
「くぅちゃん」などの愛称もあるデビュー戦から2連勝して注目を集めている
競走馬は？

クオリティアップ クーポンボックス クールフォルテ クーネルアソブ

62
次のうち、ニコニコ生放送のスマートフォン版アプリで利用できない機能は
どれ？

マルチカメラ機能
コメント色を16進数で
指定

表情に合わせて自動で
コメント入力

画面キャプチャ配信

63
インターネット活動をするうえで便利な機能の提供や、文美国保への
あっせんなど、クリエイター活動における様々な支援を提供している、
略称が「JNCA」である協会は？

日本ネットクリエイター
協会

日本ネットクラウド協
会

日本ネットコンテンツ
協会

日本ネットコンピュータ
協会

64
2018年12月12日、「ニコニコユーザーとニコニコ運営をつなぐ窓口」
としてTwitterに開設されたアカウントの名称は？

ニコニコ玄関担当 ニコニコみんなの担当 ニコニコ窓口担当
ユーザーと運営とニコ
ニコ動画

65 次のうち、ニコニコのバージョンには使われていないものはどれ？ 春 夏 秋 冬

66
広告やギフトでの貢献度が確認できるだけでなく、クリエイターがサポー
ターに「感謝」を伝えられるようになった新サービスの名称は？

ニコニ奉公 ニコニ貢献 ニコニ御恩 ニコニ感謝

67 ニコニ広告の広告主ランクの最高位はどれ？ S SS SSS SSSS

68 ニコニコマイページ内の機能「バッジ」の中にある隠しバッジは何種類？ 2種類 3種類 4種類 5種類

69
ニコニコ動画へ投稿した動画を、公開時間に合わせて自動的に生放送で
楽しめるほか、コメントや再生数が公開後の動画に引き継がれる機能は？

プレミアム公開 リアルタイム公開 アリーナ公開 ライブ公開

70
プレミアム会員の皆様に感謝を込めて定期開催する、
特番や期間限定つりっくま、グッズプレゼントなどがあるプレミアム会員の
ための特別のイベントは？

ニコニコプレミアム
MINUTES

ニコニコプレミアム
HOUR

ニコニコプレミアム
DAY

ニコニコプレミアム
MONTH

71
現在放送中のアニメの配信情報や、声優に関する生放送などの情報が集約
されている、ドワンゴが提供するアニメ動画・生放送・マンガ・イラスト・最新
情報をまとめた情報ポータルサイトは？

Nアニメ Dアニメ Aアニメ Yアニメ

72
ニコニコ生放送のギフト機能のひとつで、一般会員の配信者にプレゼント
することができる「プレミアム会員権」でプレゼントできる最大日数は何日
まで？

30日 90日 180日 365日

73
ニコニ広告において、その月に取得した貢献度が一定数たまるたびに貰える
「ツギツギ貢献ボーナス」で、最高ランクの福引チケットはどれ？

ゴールド プラチナ ダイヤモンド レッドダイヤモンド

74 ニコニコにおいて、ユーザーをフォローできる最大人数はいくつ？ 200人 400人 600人 800人

75 プレミアム会員が登録できるNGコメントの限界数はいくつ？ 40個 100個 200個 500個
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76
2022年4月からは株式会社バッファローがスポンサーを務めている
「放送中のテレビ番組や起きているイベントに対し、コメントを通して
盛り上がりを共有する」サービスは？

ニコニコ実況 ニコニコTV ニコニコリアルタイム ニコニコSZBH

77
VRライブ・コミュニケーションサービス「バーチャルキャスト」の原型である
「VR Live Studio」を開発していたニコニコユーザーは誰？

ねこます にしかわ みゅみゅ ゆなゆな

78
ユーザーによる自作ゲームなどを遊ぶことができるサービス
「ゲームアツマール」のサービス開始時の旧名称は？

RPGアツマール ニコニ投稿ゲーム ニコゲーアツマール
ニコニコゲーム投稿広
場

79
ゲームアツマールのロゴに表示されている、マスコットキャラクターの
名称は？

ニコニコライオン アツマちゃん アツマールクマ アツマライオン

80
作品の人気度や子ども手当などを基にクリエイター奨励スコアとして
換算し、そのスコアをクリエイターが現金やニコニコポイントと交換が
できるサービスといえば？

クリエイター推奨プロ
グラム

クリエイター応援プロ
グラム

クリエイター奨励プロ
グラム

クリエイター支援プロ
グラム

81
一度は廃止されたものの、2019年8月29日に「コメントを褒める機能」と
してユーザーの皆様にお返しした機能は？

ほめる いいね！ ニコる すきる

82
では、2020年7月27日に「動画を応援する機能」としてリリースされ、
ボタンを押すと投稿者が設定したお礼メッセージが確認できることもある
機能は？

ほめる いいね！ ニコる すきる

83
「The VOCALOID Collection ～2022 spring～」にて、
TOP100ランキングで1位を獲得した楽曲のタイトルは？

まにまに 感情ディシーブ 死んでしまったんだ ディフレイル

84
「The VOCALOID Collection ～2022 spring～」にて、
ルーキーランキングで1位を獲得した楽曲のタイトルは？

まにまに 感情ディシーブ 死んでしまったんだ ディフレイル

85
「The VOCALOID Collection ～2022 spring～」にて、『ごちゃご
ちゃうるせー！』でREMIXランキング1位を獲得したユーザーは？

ぬぬぬぬ ぬぬぬぬぬぬぬぬ
ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ
ぬぬ

ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ
ぬぬぬぬぬぬ

86
2021年に行われた「ネット流行語100 2021」において、
年間大賞を獲得したワードは？

87
合成音声ソフトウェアに特化したイベント「ボイロとかA.I.VOICEとか
ゆっくりとかCeVIOとか合成音声のソフトウェアまるっとまとめて感謝祭」
の略称は？

トウェアト感謝祭 まとめて感謝祭 オール音声感謝祭 まるっと感謝祭

88
2020年より開催している踊ってみたのイベント「ダンマスワールド」の前身
となる、「ニコニコダンスマスター」が初開催された年は？

2010年 2011年 2012年 2013年

89
合格するとトップクリエイターとダンマスワールドで共演ができる、
「踊ってみた」や「踊り」が好きで今後の活動に夢を持っている人を応援する
オーディション型プロジェクトの名前は何？

LOVE
REVOLUTION 22

LOVE STORY 22
LOVE
GENERATION 22

LOVE FOREVER
22

90 ニコニコ超会議が開催されている幕張メッセの最寄り駅は？ 幕張駅 海浜幕張駅 京成幕張駅 幕張本郷駅

91
ニコニコ超会議と同期間に開催されている、N高等学校・S高等学校・
N中等部が合同で実施する文化祭の名称は？

NS祭 示先祭 笑顔祭 磁石祭

92
ニコニコネット超会議2020夏からテーマソングとして使用されている、
小林幸子と松岡充による音楽ユニット「しろくま」の1stシングルは？

しろくろましろ しろくろおせろ しろくろひぐま しろくろものくろ

93 次のうち、実際に設定として存在しているニコニコテレビちゃんの設定は？
ものすごく太い腕があ
る

アンテナが伸びる
テレビの箱のようなも
のは着脱可能

逆立ちが得意

94
Hareza池袋に常設されている、ドワンゴが運営するサテライトスタジオ
は？

アメスタ ハレスタ クモスタ ユキスタ

95 かつてニコニコ動菓を発売していた企業はどこ？ 明治 森永製菓 ブルボン

96 超歌舞伎の演目を2022年9月に実施する、京都にある劇場の名前は？ 東座 南座 西座 北座

97
「#コンパス 戦闘摂理解析システム」のヒーローたちがダンサーとなって盛
り上げてくれる、リズムゲームのタイトルは？

#コンパス 演舞場
#コンパス コンサート
ホール

#コンパス ライブア
リーナ

#コンパス ライブス
テージ

98
産業技術総合研究所とクリプトン・フューチャー・メディアが共同で開発し
運営する、ニコニコ動画に投稿されたVOCALOID楽曲の解析データを
使用する「楽曲探索＆プレイリスト共有支援」サービスといえば？

Kiite Vocaplay Vote kikase

99
ニコニコ大百科において、すべての記事を検索結果に出すことのできる
魔法のコマンドは何？

きみのすべてがみてみ
たい

あなたのすべてをみて
みたい

わたしのすべてをみせ
たい

きみのすいぞうをたべ
たい

100
ニコニコ生放送をはじめ様々なネット配信番組でMCを担当していること
でも知られる、かつて「†聖騎士紅桜†」というハンドルネームを使っていた
ユーザーは？

豪華絢爛 百花繚乱 百戦錬磨 百載無窮

No. 問題 選択肢1 選択肢2 選択肢3 選択肢4






