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360 度 VR 配信による音楽会場と観客の臨場感共有の試み
平林真実†1
近年注目されている全天球カメラによる 360 度 VR 配信は、音楽会場からのネット配信に新たな可能性をもたらして
いる。本研究では、軽量な IoT プラットフォームを利用することで、会場からの 360 度 VR 配信により会場の観客、
ネット上の観客が感情の盛り上がり感などの雰囲気を共有するための試みを行った。VR 配信の画面をクリックする
ことで、会場の観客はオブジェの動き、ネット上の観客は映像により会場の状況を共有することができる。

An approach to share the presence of the music venue with 360
degree VR broadcasting
MASAMI HIRABAYASHI†1
The 360 VR live broadcast has possibility to enhance the experiences for net audiences. We propose the system to share the
presence of the music venue among audiences and net audiences with VR view app and movable decoration objects at the venue.
VR viewer app allows to feedback of pumped up by clicking the screen, the feedback will be represented with the visual effect to
the VR broadcast and motion of the decoration. Both audiences can share the atmosphere of the venue by the scene of VR viewer
and the motion decoration. We have built the system with popular IoT platform to enable adaption for common music venues.

1. は じ め に
この数年で大手の動画サイトが対応するなど 360 度全周

マ，DJ など）の手元や演奏の状態の確認，
・出演者だけでなく観客やバーカウンターなど会場にいな
いと感じることができなかった会場の様子や雰囲気を見る

カメラによるインターネット中継環境が急速に充実してき

ことによる雰囲気の共有，

た．スマートフォンによる視聴も，PC による視聴も可能で

・特に VR グラスなどを使った場合には，その場にいるよ

あり，幅広い対象に対してサービスできる．我々は，これ

うな視覚を得ることによる音楽会場を超えた場所の拡張，

まで音楽体験を拡張するための活動である NxPC.Lab[1]に

・演奏者や VJ などの映像以外の映像の余白と呼べるよう

おいて音楽イベントのネット中継も積極的に行ってきたが，

な映像領域を利用した情報の重畳，

360 度配信は，これまでのネット中継にはない可能性を持

などが考えられる．このように従来の映像配信に対して，

つと考えている．

覗き込む，VR グラスを使うことで入り込むといった視聴

本稿では，360 度 VR 配信による音楽会場という空間の
臨場感を強化するために，VR 配信への映像の重畳，専用
アプリによる視聴者の反応の取得，視聴者の反応の映像の

体験が可能になり，会場全体を見渡すことで，音楽会場独
特の雰囲気を感じやすくなっている．
VR 映像配信では，実際の会場にいるときと同様に，会

重畳による視聴者間の共有，さらに会場内のデコレーショ

場内で主に見ている場所は，演奏者や VJ などの映像が中

ンの動きによる視聴者の反応を会場での共有をめざしたシ

心であり，たまに観客やバーカウンターなどを見ることが

ステムとイベント実施について報告する．従来はこのよう

ある程度で，天井や床などを意識して見ることはほとんど

なシステムの開発は実施環境や開発が難しかったが，Unity

無い．そこでこのような視点があまり向かない余白となる

を始めとするゲーム向け開発環境の充実や IoT プラットフ

ような領域を活用し，VR 配信ならでは映像を重畳するこ

ォームによる軽量なプロトコルによって一般的な音楽会場

とを考えた．映像としては VJ 的な映像と同時にネット上

でも十分に実現可能となっており，VR 配信と合わせて広

の観客同士が配信映像を介して盛り上がりなどの感情を共

く容易に適用可能であり音楽体験の拡張に大きな可能性を

有するために利用することとした．さらに，ネット上の観

持っていると考えられる．

客の盛り上がりを実際の会場にフィードバックする方法と

2. 360 度 VR 配 信 の 特 徴 と そ の 利 用

して会場デコレーションの動きによって示すことをめざし

360 度 VR 中継を音楽会場に適用するによる利点として
は，
・従来とは異なる視点を提供することで演奏者（パフォー
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た．映像配信では，重畳映像だけでなく会場デコレーショ
ンの動きによっても雰囲気を共有することができる．
このような会場の雰囲気を感じやすい 360 度 VR 配信，
ネット上の視聴者による盛り上がり等の感情の映像配信に
よる共有，ネット上の視聴者の感情の会場デコレーション
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による表現を介した会場の観客との共有，によって会場と

会場デコレーションの動きとして表現される．デコレーシ

いう空間を超えてネット上の視聴者をも巻き込んだ雰囲

ョンの例を図 3 に示す．

気・盛り上がりの共有を実現しようとしている．

3. 関 連 事 例
360 度 VR を利用したサービスとしては，SHOWROOM
の VR 配信サービス[2]が有名である．このサービスではス
マートフォンでの視聴に限られるが 360 度配信においても
画面内に「星」を投げるなどの SHOWROOM 独特の配信者
と視聴者を結ぶ仕組みも取り入れられている．大規模な音
楽ライブにおいては無線等で制御可能なペンライトなどが
一体感を高める演出としてよく利用されている．盛り上が

図 2 スマートフォンアプリ

り感を共有するための研究としては，映像と身体動作を協

Figure 2 Smartphone Application

調することで盛り上がり感を共有するもの[3,4] や身体活
動量の共有によるもの[5]がある．

4. シ ス テ ム 構 成
図にシステム構成図 1 を示す．

図 3 回転するデコレーション
Figure 3 Rotating Decoration Object

5. イ ベ ン ト に お け る 実 施
VR 配信との VR ビューアアプリによるネット上の観客
図 1

システム構成図

Figure 1 System Overview

との臨場感の共有については，2016 年 12 月 3 日に Ogaki
Mini Maker Faire 関連イベントとして実施した NxPC.Live
vol.25 にて実施した（図 4）．本イベントでは，360 度映像

360 度 VR カメラの映像と Unity を使って PC による生成

配信サービスとしてカディンチェ株式会社の

された映像がビデオミキシングソフトによって合成されて，

PANOPLAZA LIVE[6]を利用した．また，会場デコレーシ

ライブ配信用にエンコードしストリーミングサービスのサ

ョンの動きについては，2016 年 12 月 12 月 17 日に樽見鉄

ーバに送られる．サーバから配信された映像は，スマート

道にて実施した CLUBTRAIN 2016 にて実験を行った．さら

フォンアプリで 360 度 VR 映像として見ることができる．

にこれらの実験を経て，2017 年 2 月 23-26 日に行われた本

VR ビューアアプリは，スクリーンをタッチすることで画

学のプロジェクト成果発表会においてデモ展示を行ってい

面上での反応（パーティクルの生成）と同時に MQTT メ

る．

ッセージが MQTT Broker に送られる．VR ビューアアプリ
の画面を図 2 に示す．

これらの実験では，360 度 VR 映像配信による会場の雰
囲気の共有感においての優位性を感じることはできたが，

このメッセージは MQTT broker を介して映像生成・エン

VR ビューアアプリでは安定かつ広帯域のネットワーク環

コード用 PC によって受け取られ，この情報を元に映像が

境が必要となるため安定した視聴環境を得られた人が少な

生成され合成される． IoT 向けのプロトコルである MQTT

く十分なフィードバックは得られなかったなどの問題はあ

を使うことで，インターネット上で柔軟で軽量なインタラ

った．また，ビューアアプリからの視聴者の反応が映像の

クションシステムを構築できる．メッセージは同じく

重畳やデコレーションの動きとしてフィードバックされる

MQTT broker を介して Raspberry Pi 3 でも受け取られ，

までにネット中継あるために数十秒から１分近い遅延が発

Raspberry Pi 3 に接続された DC モータを回転させることで

生するため，音楽に反応して即時的な盛り上がりを共有す
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るような感覚は難しく，雰囲気を共有するという程度にな
っていた．

図 4 会場の様子
Figure 4 Scene of the Venue

6. ま と め
音楽会場からの 360 度 VR 配信において，VR 映像の臨
場感をさらに拡張するインタラクティブなシステムを構築
した．このシステムによる会場とネット上の視聴者の間で，
映像と会場にオブジェを介して，相互の空間を接続し雰囲
気を共有することができた．配信による時間の遅延がある
ため，曲のサビやブレイクで盛り上がるような織り上がり
感の共有には適さないが，会場の雰囲気の共有と演奏単位
といった少し長めの期間における盛り上がりの共有には有
効だと考えられる．
今後は，さらにイベントにて利用することで 360 度 VRn
による音楽会場の雰囲気の共有へ有効な手法の発見とタッ
チ以外のインタラクション，例えば生体情報やジェスシャ
ー，頭の動きなどによるネット上の反応を返すこと，会場
でのオブジェの動きや映像，照明装置によるフィードバッ
クなどの開発を進める予定である．
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