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1. LOGOSWARE 
    STORM Makerとは？ 
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「eラーニング教材」や「商品説明」の定番 

動画とスライドを組み合わせたり、スライドを音声で説明したり、 
スライドのみを配信したり、様々なバリエーションがあります 

スライド＋動画 スライド＋音声 
（音声合成） 

スライドのみ 

スライドを使ったプレゼン型コンテンツは、 
 eラーニング教材や商品説明に最適 

1. LOGOSWARE STORM Makerとは？ 
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プレゼン型コンテンツ作成ソフト 

LOGOSWARE STORM Maker 

これまで１本10万円の外注費がかかったプレゼン型コンテンツ
を自分自身で作成したい方々のためのソフトです 

PowerPoint変換方式だから操作は超簡単 
利用者はデジタルコンテンツ制作未経験者 

簡単操作 

独自性 PowerPointから合成音声を自動生成 
他者ソフトには無いSTORMの強み。アニメーションも再現されます 

業界初 無料で学習履歴がとれるスコア機能搭載 
管理システムの用意など一切不要。全てロゴスウェアが提供 

1. LOGOSWARE STORM Makerとは？ 
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活用事例 

LOGOSWARE STORM Makerは多くのお客さまに支持されています。 

IRコンテンツ プロモーション 動画マニュアル  eラーニング 

（一部抜粋・順不同） 

1. LOGOSWARE STORM Makerとは？ 

http://suite.logosware.com/category/voice/storm-maker/
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2.LOGOSWARE 
   STORM Makerの優れた特長 
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パソコン閲覧時にはHTML5形式またはFlash形式、 
スマホ・タブレット閲覧時にはHTML5形式で出力 

標準ブラウザだけで閲覧できます 
 

 

 

マルチデバイスに対応 

2. LOGOSWARE STORM Makerの優れた特長 
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徹底的に簡単に使える機能 

PowerPointを変換して作成 
 
 
 
 

 

 

LOGOSWARE STORM Makerはみんなが使え、そして膨大
な資産を持つPowerPointファイルを活用してWebコンテン
ツを作成。 
 
PowerPointに設定したアニメーションも再現するので、 
Webコンテンツ制作の専門技術者でなくても、質の高いコン
テンツが作成可能です。 

プレゼン型コンテンツは、内容を説明する音声が入ると、 
分かりやすさが各段に向上します。 
LOGOSWARE STORM Makerは、音声合成エンジンを
使ってノート部分からナレーションを自動作成します。 
音声合成エンジンは辞書機能を実装していますので、 
特殊な読み方の漢字や略字もスムーズに読み上げます。 

音声合成でノートを読み上げる 

 
 

2. LOGOSWARE STORM Makerの優れた特長 
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表現を豊かにする機能 

画面操作を録画して、ソフトの操作説明も作れる 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Webサイトやソフトウェア製品の使い方を説明するときに、パソコン
上の画面操作を動画で見せられれば、利用者の理解を大いに高めるこ
とができます。 
 
LOGOSWARE STORM Makerにはパソコン上の画面操作をレコー
ディングする機能「キャプチャツール」が標準搭載。この目的にとて
も適しています。 

eラーニングを成功させる一つのカギは、学習者の集中力を切らさない 
コンテンツの作り方にあると言われています。 
 
効果的な演出方法として注目を集めているのが、スライド上に説明音声 
に合わせてペン書き込みをしていく手法です。LOGOSWARE STORM 
Makerならそんな演出も簡単に加えられます。 

スライド上にペンで書き込める 

2. LOGOSWARE STORM Makerの優れた特長 
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利便性を高める機能 

SCORM対応 
eラーニング標準規
格SCORMに準拠 
 

市場に流通している
多くの学習管理シス
テム(LMS)上で動作 

閲覧履歴管理 
スコア機能で、簡単
な学習履歴の把握が
可能 
 

LOGOSWARE 
STORM Makerで作
成されたWeb用のコ
ンテンツをCDや
DVDに焼いて配布す
る事が可能 
 
 

サーバー不要 
LOGOSWAREオン
ラインストレージを
用意。 
 
１クリックで直接
アップロードが可能 

配布可能 

2. LOGOSWARE STORM Makerの優れた特長 
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3.主な機能 
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スライドモード 簡単作成モード 通常作成モード PPTアニメーション 音声合成 

  
 
 
 
 
 
スライドのみのコン
テンツを
PowerPointから自
動で生成 

 
 
 
 
 
 
スライドの自動変換
に加え、ノート部分
からナレーションを
自動生成 

 
 
 
 
 
 
ビデオ映像やナレー
ション音声と組み合
わせたコンテンツを
作成可能 

 
 
 
 
 
 
PPTのアニメーショ
ン効果やリンク情報
をスライドへ変換 

 
 
 
 
 
 
ノート部分、読み上
げ用テキストから合
成音声を生成 

音声合成辞書機能 イベント 
レコーディング方式 

音声合成には最大
2000語まで登録で
きる辞書を搭載 

簡単に音声やビオの
タイミング調整が可
能 

更新日：2016年4月19日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/）でご確認ください。  

3.主な機能 

制作に関する機能 

NEW 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/


©2009 LOGOSWARE Corporation. All Rights Reserved.  
/ 23 14 

自由に画像が入れら
れるフリーエリア 

デザイン、レイアウ
トの選択が可能 

THiNQコンテンツ
との連結が可能 

会社ロゴ、商品ロゴ
を自由に表示するこ
とが可能 

様々なデザイン・レ
イアウトのコンテン
ツを作成することが
可能 

学習後に理解度確認
テストを行うことが
可能 

更新日：2016年4月19日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/）でご確認ください。  

3.主な機能 

制作に関する機能 

ペンツールでの 
書き込み 

デジタルブックを 
活用 

オリジナルFlashを
活用 

キャプチャツールで 
画面操作を簡単録画 

キャプチャツールは 
配布OK 

ペンツールを使って
自由に演出を加える
ことが可能 

FLIPPER Uで作成し
たデジタルブックが
活用可能 

スライド部分に独自
のFLASHスライドの
使用が可能 

画面操作を録画する
キャプチャツールを
標準搭載 

単体のソフトとして
利用できるので、録
画作業を分業可能 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
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Webページ・ブログ
への埋め込み 

YouTube・DVD用
ビデオ書き出し 

CD・DVDで 
配布可能 

オンライン 
ストレージ 

Wordpress用 
アップローダー 

ウェブページやブロ
グへのコンテンツ埋
め込みが可能 
 

コンテンツを一本の
ビデオファイルに書
き出す事が可能 

作成したコンテンツ
をCDやDVDに焼く
事が可能 

ロゴスウェアがイン
ターネット公開に必
要なサーバー類一式
をご用意 

FTPソフトを使わず、
WordPressの管理画
面からアップロード
可能 

スコア機能 SCORM1.2・ 
SCORM2004対応 

マルチデバイスで 
学習履歴の進捗管理 

アナログ解析機能 

簡易的な学習進捗管
理が可能 

LMSの標準規格
SCORMへ対応 
 

デバイスを選ばずコ
ンテンツの進捗履歴
の取得が可能 

メニューごとのアク
セスログを無料で解
析可能 

更新日：2015年8月31日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/）でご確認ください。  

3.主な機能 

コンテンツの利用に関する機能 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
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パソコン、スマート
フォン、タブレット
で閲覧可能 

ストリーミング配信 
に対応 

Twitter、
Facebookへの投稿 

メニュー別URL入力 検索エンジン対応 

幅広いデバイスで閲
覧可能 

Flash Media Server
を利用したストリー
ミング配信に対応 

共有ボタンで簡単に
SNSでの情報共有が
可能 

メニューごとに固有
のURLを取得。特定
シーンのブログ埋め
込みが可能 

「ノート」「テロッ
プ」のテキスト部分
を検索対象にできる 

パスワード機能 

コンテンツの閲覧に
パスワードの設定が
可能 

  

更新日：2015年8月31日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/）でご確認ください。  

3.主な機能 

閲覧に関する機能 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functiondetail/
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4.機能一覧 
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制作に関する機能一覧 

更新日：2015年11月18日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/functionlist/）でご確認ください。  

4.機能一覧 

Flash版 HTML5版 

対応デバイス PCのみ PC／タブレット／ 
スマートフォン共通 

▼３つの作成モード 

スライドモード 
〇 

※レギュラー／ 
エキスパートで対応 

 〇 
※レギュラー／エキスパートで対応 

簡単作成モード ○  ○ 

通常作成モード ○ 
 △ 

※スマホではスライド＋ビデオの 
レイアウトが非対応 

▼素材として利用できるファイル形式 

スライド用素材:ppt/jpg ○ ○ 

音声素材:mp3 ○  ○ 

動画素材 
flv / mp4 / wmv / avi ○  ○ 

▼作成を簡単にする機能 

PPTアニメーション ○ 
 △ 

※アニメーション効果は全て
「フェードイン・フェードアウト」

に置換。 

音声合成 ○ ○ 
イベントレコーディング方式 –  – 
ビデオとスライドの 
完全同期 ○ △ 

※スマホではスライドのみの表示 

Flash版 HTML5版 

対応デバイス PCのみ PC／タブレット／ 
スマートフォン共通 

▼凝った演出 

ペンツールでの書き込み ○  × 

デジタルブックの活用 ○  × 

オリジナルFlashの活用 ○  × 

▼画面操作の録画 

キャプチャツールで 
画面操作を簡単録画 –  – 

キャプチャツールの配布 –  – 

▼カスタイマイズ性 

画像が入れられる 
フリーエリア ○  ○ 

デザイン・レイアウトの 
選択 

○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 
  × 

 

デザイン・レイアウトの 
カスタマイズや追加 

○ 
※エキスパートで対応   × 

▼コンテンツの連結 

THiNQコンテンツとの連結 ○  ○ 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functionlist/
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コンテンツの利用・閲覧に関する機能一覧 

更新日：2015年11月18日 
最新の情報はウェブページ 
（http://suite.logosware.com/storm-maker/functionlist/）でご確認ください。  

4.機能一覧 

コンテンツの利用に関する機能 閲覧に関する機能 

※１）コンテンツをiframeで動作させるタイプのLMSでは表示に問題が発生します。 
   詳細はお問い合わせください。 
※２）「ga.js」に対応。「非同期トラッキングコード」対応は検討中です。 

Flash版 HTML5版 

対応デバイス PCのみ PC／タブレット／ 
スマートフォン共通 

▼幅広い利用シーンに対応 

Webページ・ブログへの 
埋め込み ○  △ 

※再生は別ウィンドウ 

YouTube・DVD用 
ビデオ書き出し 

– 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

 – 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

CD・DVDでの配布 ○  × 

▼コンテンツのアップロード 

オンラインストレージ ○  ○ 

WordPress用アップローダー ○  ○ 

▼学習履歴管理 

スコア機能 
○ 

※レギュラー／ 
エキスパートで対応 

 ○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

SCORM1.2・ 
SCORM2004対応（※１） ○  ○ 

マルチデバイスで 
学習履歴の進捗管理 

○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

 ○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

▼マーケティング分析 

アクセスログ解析機能（※２） ○  ○ 

Flash版 HTML5版 

対応デバイス PCのみ PC／タブレット／ 
スマートフォン共通 

▼幅広い閲覧環境 

パソコン、スマートフォン、タ
ブレットで閲覧可能 

○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

○ 
※レギュラー／ 

エキスパートで対応 

▼動画のストリーミング配信 

ストリーミング配信に対応 ○ × 

▼ソーシャル機能 

Twitter、Facebookへの投稿 ○ 
※エキスパートで対応 

○ 
※エキスパートで対応 

メニュー別URL出力 ○ × 

▼検索機能 

検索エンジン対応 ○ × 

▼閲覧者制限 

パスワード機能 ○ ○ 

 
 

http://suite.logosware.com/storm-maker/functionlist/
http://suite.logosware.com/inquiry/
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5.動作環境 
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作成ソフト側／掲載サーバー 

OS Windows®10／Windows®8、8.1／Windows® 7 

PCメモリ 2GB以上（4GB以上推奨） 
モニタ 解像度1280×1024、16ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ソフトウェア 

・Office 365 (32bit版) ※1、PowerPoint®2013、PowerPoint®2010、PowerPoint®2007 
・Internet Explorer® 8 以上 
・FlashPlayer® 10.2以上（Internet Explorer:ActiveX版） 
 InternetExplorer®にインストールしてください※2 
・.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.5以上 
・ステレオミックス機能（サウンドデバイス） 

環境 

• インストール、ライセンス認証、スキンの追加、書き出し形式の追加には、Windowsの管理者
権限が必要です。 
通常のコンテンツ作成には、管理者権限は不要です。 

• Windowsユーザー名が日本語などのマルチバイト文字の場合、swfの変換に失敗します。半角英
数字のユーザーをご利用いただくか、こちらの対応策をご覧ください。 

ブック形式、オリジナルFlash のみご利用の場合は必要ありません。 
※ １ Office365はPCにインストールしてご利用ください。 オンライン版のOffice365には対応していません。  
※２ マイクロソフト社のダウンロードサイトまたは Windows Updateを使ってインストールしてください。 

■動作環境 

■掲載サーバー環境 
・一般的なWebサーバーに掲載いただけます（特殊な設定や機器などは不要です）。 
・学習管理システム（LMS）に掲載する場合は、SCORM1.2または2004に対応したLMSに掲載いただけます。 

5.動作環境 

更新日：2016年4月8日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/requirements/）でご確認ください。  

http://doclib.logosware.com/content.html#!/141/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa569263.aspx
http://suite.logosware.com/storm-maker/requirements/


©2009 LOGOSWARE Corporation. All Rights Reserved.  
/ 23 22 

閲覧側（推奨環境） 

  Windows® Macintosh® 

OS Windows®10／Windows®8、8.1 ※１ 
Windows®7 

Mac OS X 10.8以上 

モニタ 解像度1024 x 768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 

ブラウザ 
Internet Explorer® 9 以上※2 
Edge 最新版 ※3 
Firefox® 最新版 
Chrome 最新版 

Safari 最新版 
Firefox® 最新版 
Chrome 最新版 

プラグイン FlashPlayer® 10.2以上 ※4 

環境 インターネット接続環境（回線速度：ブロードバンド以上） 

■パソコン 

■スマートフォン／タブレット 

対応
機種 

・iPhone: iOS7以上 
・iPad : iOS7以上 
・Android : 4.2以上 

OS及びブラウザの環境につきましては、Adobe FlashPlayer®のシステム条件に依存します。 
詳細はAdobe社Webサイトでご確認ください。 
※１.Windows8特有のインタフェース（メトロ版）でもご覧いただけますが、万一想定外の動作をした場合は、 
 デスクトップモードで閲覧してください。 
※２. HTML5版の場合はInternet Explorer® 10 以上 
※3 一部機能制限があります。詳細はこちらをご覧下さい。 
※4 Flash用コンテンツを閲覧するときのみ。HTML5用コンテンツを閲覧する場合は不要 

標準ブラウザでの閲覧を前提とします。 
※Androidの詳細はAndroid対応機種リストをご覧ください。 
※スマートフォン／タブレット対応の詳細はホワイトペーパーを 
 ご覧ください。 

更新日：2016年4月8日 
最新の情報はウェブページ（http://suite.logosware.com/storm-maker/requirements/）でご確認ください。  

5.動作環境 

http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/
http://learning.logosware.com/wp-content/uploads/15-OT140519.pdf
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-ST030206.pdf
http://suite.logosware.com/wp-content/uploads/11-ST030206.pdf
http://doclib.logosware.com/-site_media/media/content/files/book/128/3/book.pdf
http://suite.logosware.com/storm-maker/requirements/
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最後に 

 
最後までご覧いただき 

  誠にありがとうございました！ 

無料体験版 
ダウンロード 

クリック！ 

http://suite.logosware.com/trial/
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