「マルチメディア，分散，協調とモバイル
(DICOMO2018)シンポジウム」 平成30年7月

インターネット生放送における
視聴者リクエストに基づいたカメラマンドローンの提案
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概要： インターネット技術の発展と普及により，一般人の情報発信が容易に可能となった．それに伴い，インターネ
ット生放送サービスを利用するユーザが増加してきている．一般的なインターネット生放送では，放送者が固定カメ
ラを設置して撮影しながら生放送を行う．しかし，複数の対象を撮影するためには，撮影しなければいけない範囲が
広がり，動的なカメラワークが必要になる．動的なカメラワークを実現するアプローチの 1 つとして，自律飛行型の
ドローンを用いる手法がある．本研究では，関連研究で用いられる従来の自律飛行型ドローンにおける問題点を明ら
かにし，それを解決するインターネット生放送で利用可能なカメラマンドローンシステムを構築し，実装と評価を行
った．
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いれる場合に放送者の操作が必要になり，放送者の負担が

1. はじめに

かかる．視聴者のリクエストを反映しない放送では放送者

インターネット技術の発展と普及により，一般人の情報

のドローン操作は不要になるが，そのような放送は生放送

発信が容易に可能となった．それに伴い，インターネット

特有の双方向性に欠けるため，視聴者の放送に対する興味

生放送を用いて情報発信を行う個人のユーザが増加してい

が損なわれてしまう可能性がある．本研究では，以上の問

る．インターネット生放送を利用する利点として，動画配

題点をすべて解決するために視聴者の要望を自動で取り入

信では行われない視聴者とのリアルタイムなインタラクシ

れて自律飛行を行うことであたかもカメラマンがいるかの

ョンが行えることが挙げられる．個人がインターネット生

ように知的な動作をするドローンシステムを提案する．本

放送を行えるサイトとして YouTube Live や mixer 等が挙げ

論文では 2 章で本研究の関連研究を挙げ，現在の動的なカ

られる．一般的なインターネット生放送の場合，個人の放

メラワークを実現する研究の問題点を挙げた後に 3 章でそ

送者が固定のカメラを設置して自分を撮影しながら生放送

れらを解決可能な提案システムの概要について，モデル図

を行う．しかし，放送者が動いたり撮影したい対象が複数

を用いながら述べる．4 章では提案システムの設計及び実

存在したりする場合，撮影しなければいけない範囲が広域

装について述べ，5 章では提案システムの有効性に関する

になり，動的なカメラワークが必要になる場合がある．そ

評価の概要及び結果，考察を述べ，6 章で本研究のまとめ

こで、動的なカメラワークを実現する研究が数多く行われ

を述べる．

ている．Kanade ら[1]と増田ら[2]は複数の固定カメラを設
置することで動的なカメラワークを実現する研究を行った．
しかし、システムの利用には大規模な設備費が必要となる
ため本研究のターゲットである個人での放送者による利用
は難しい．そこで樋口ら[3]と斉藤ら[4]，HüseyinBurak ら[5]
は設備費を抑えつつ動的なカメラワークを実現するため，
ドローンを用いた手法を提案した．自動追従型のドローン
を開発し追従対象を検出，追従を行うことで動的なカメラ
ワークを実現する．ドローンを用いた放送のプロセスモデ
ルを図 1 に示す．設備費がドローン 1 台で済むため個人の
放送者でも利用できるが，視聴者からのリクエストを聞き
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図 1．ドローンを用いた放送のプロセスモデル

2. 関連研究

推定し，GPS を用いてドローンの位置を推定しながら追従

インターネット生放送におけるインタラクティブ性を
向上させる研究ではコメントやボイスチャットのような言
語的コミュニケーションの支援に着目したものとカメラワ
ーク変更や生放送スタジオ内に存在するオブジェクト操作
等の非言語的コミュニケーションに着目したものの 2 つに
分類される．言語的コミュニケーションに関する研究とし
て， J.D.Weisz ら[6]は生放送時のテキストチャットの確認
とビデオの確認を同時に行った場合に互いにどのような干
渉が起きるかを調査した上で，干渉を防ぐ手法を提案し，

を行う．視聴者からのリクエストをカメラマンが取り入れ，
ドローンをカメラマンが操作することで追従の切り替えが
できる．しかし，これらの研究ではドローンを操作するカ
メラマンが必要になり，個人で放送を行うユーザにとって
は負担になる．仮にカメラマンが存在しない場合でも，視
聴者からのリクエストを取り入れる人がいなくなるため，
視聴者は自分の観たいものが映らないため，放送に対する
興味が損なわれてしまう可能性がある．

3. 提案システム

言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン支 援 を 図 る 研 究 を 行っ た ．
D.Greerts.ら[7]は放送画面を見ながらのテキストチャット，
放送画面を見ながらのボイスチャットの 2 つを比較し，そ
の結果からコミュニケーションに支障をきたさない放送手
法を提案した．本研究では，上記の言語的コミュニケーシ
ョンには触れず，非言語的コミュニケーションに着目し，
現状の問題点を解決するシステムを構築する．
非言語的コミュニケーションである動的なカメラワー
クをシステムが実現し，視聴者がカメラワークを自由に変
更できるようになれば放送の演出効果が向上し，視点移動
が不可能な放送に比べて視聴者の放送に対する満足度が向
上すること が米澤ら によっ て明らかに されて い る[8]．
Kanade ら[1]はフットボールスタジアムに 30 台のカメラを
設置し，同期制御を行うことでフィールドを自由に移動し
ているようなカメラワークを実現している． 増田ら[2]も
同じく複数台のカメラを用いて動的なカメラワークを実現
する研究を行い，映像処理によりスポーツフィールド全体
を 3 次元復元することで選手の追跡を行う．複数台の固定
カメラを用いた手法は，カメラ位置が地表に限定されなく
なり視聴者は臨場感のある放送を容易に視聴することがで
きる．しかし，これらの研究における撮影装置は大規模な
設備とコストが必要になるだけでなく，多くの映像を一度
に処理しなければならないため PC に高負荷がかかる．設
備費を抑える手法として，ドローンを用いた研究がある．
樋口ら[3]はドローンの映像から撮影対象の RGB 値と HOG
特徴量を検出し，追従を行う自律飛行型ドローンの研究を
行った．スポーツ中継等の動的なカメラワークをドローン
1 台で実現することを目的としている． HüseyinBurak ら[5]
は，同じく映像処理による物体の検出と PID 制御を用いて
自律飛行を行うドローンの研究を行った．映像処理や PID
制御などをすべてオンボードで行うため，場所を選ばず利
用することができる．しかし，これらの研究は 1 つの対象
を撮影し続けるものであり，本研究の想定状況である追従
対象が複数存在する場合には応用できない．
そこで斉藤ら[4]は，固定カメラとドローンを 1 台ずつ用
いてボールや選手の追従を行うドローンシステムの開発を
行った．固定カメラからの映像処理によりボールの位置を

一般人がインターネット生放送で利用できる範囲で動
的なカメラワークを実現するには，設備費及び人的リソー
スコストがかからない手法であることが必要不可欠である．
従来の手法ではこのいずれかのコストがかかってしまうた
め，一般的な利用は困難である．そこで，設備費及び人的
リソースコストを削減するため，視聴者の要望を自動で取
得し，ドローンが知的に動作することでドローン自体をカ
メラマンにするシステムを提案する．
3.1 視聴者リクエストに基づいたカメラマンドロ

ーン
提案システムのモデルを図 2 に示す．本研究では自動追従
型のドローンを用いて対象の検出・追従を行うことで動的
なカメラワークを実現する．ドローンからの映像は提案シ
ステムを介して放送者及び視聴者に送信される．ここまで
の流れはドローンを用いた従来手法と同じであるが，本研
究では更に視聴者からのリクエストを放送者を介すること
なく直接提案システムが取り入れ，ドローンに操作コマン
ドを送信することで撮影する対象を変更することができる．
これにより，放送者のドローンに対する操作は初回起動時
の離陸コマンドのみになる．リクエストの手法は，コメン
トを用いた自由表現の構文解析や特徴点の抽出による物体
の形状の検出，画像解析により検出された物体の輪郭や色
の指定が挙げられる．本システムでは色を用いたリクエス
ト方法を採用した．色を用いたリクエスト手法にした理由
として，物体を見失った場合に再検出が容易な点，顔や輪
郭などをシステムに事前に登録させるプロセスが不要であ
り，システムの利用を簡易化できる点が挙げられる．本シ
ステムを利用することで，視聴者はドローンを用いた従来
手法と同じく自分のリクエストが反映された放送を視聴す
ることができるため，カメラマンが存在しない場合に視聴
者が放送に対する興味を損なわないことが期待できる．ま
た，放送者は視聴者のリクエストをドローンの動作に反映
させる必要が無くなるため，ドローンの操作が不要になる
分放送者の負担軽減が期待できる．これにより，放送者は
自分の放送に集中できるため，視聴者とのコミュニケーシ
ョン量の増加が見込める．
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図 2．提案システムモデル
図 4．OBS での配信画面

4. 設計と実装

4.2 リクエストサーバ

4.1 システム構成

視聴者クライアント及び放送者クライアントからのコメ

本研究のシステムの構成を図 3 に示す．今回の使用した

ント及びリクエストを受信し，それぞれのクライアントに

ドローンは Parrot 社の AR.Drone2.0 である．AR.Drone は高

送信する役割を持つ．今回は Node.js 及び Socket.IO を用い

度，加速度，ジャイロセンサを内蔵している．また，前方

て実装を行った．Node.js とは，メモリ消費量を抑えつつ非

と底面に 2 つのカメラが内蔵されており，2 つの視点映像

同期の処理が行えるサーバサイドの JavaScript 環境である．

を取得することができる．操作機器との通信は Wi-Fi を通

Socket.IO と は ， WebSocket な ど の 非 同 期 双 方 向 通 信 を

じて行う．前方に内蔵されているカメラは 720p の HD 映像

Node.js から利用できるようにしたモジュールのことであ

を 30fps で取得することができる．今回，視聴者クライア

る．環境に合わせて WebSocket や FlashPlayer の SocketAPI，

ントとリクエストサーバ，放送者クライアントの 3 つを実

ロングポーリングなど使用する技術を自動的に判断してく

装した．視聴者からのコメントとリクエストは視聴者クラ

れるため，実装を行う際に接続プロトコルを意識すること

イアントからリクエストサーバに送信される．映像の配信

なく非同期双方向通信を実現することができる．リクエス

は映像配信ソフトの Open Broadcaster Software(以下，OBS)

トとコメントにはそれぞれ固有のヘッダをつけることで視

と mixer により行う．放送のプロセスと実装したシステム

聴者クライアント及び放送者クライアントに送信された場

の詳細を以下に示す．

合にヘッダを確認することでそれぞれに応じた処理を行え

放送者は始めに放送者クライアントを起動し，ドローン
からの映像を取得する．ドローンの映像は OBS でキャプチ

るようにしている．
4.3 視聴者クライアント

ャし mixer を通じて視聴者クライアントへと送信される．

視聴者クライアントの画面を図 5 に示す．視聴者クライ

放送時の OBS の画面を図 4 に示す．また，視聴者は Web

アントでは視聴者リクエストの送信，コメントの送信を行

ブラウザから視聴者クライアントを起動することができ，

うことができる．視聴者クライアントにはリクエストサー

放送の視聴，放送に対するコメントの送信，カメラマンド

バを立ち上げた際に表示される IP アドレス及びポート番

ローンで追従してほしい対象のリクエストができる．コメ

号を入力することでアクセスが可能である．アクセス時に

ントやリクエストはリクエストサーバを通して放送者クラ

ランダムで 0~99 までの番号が与えられ，ユーザ ID として

イアントに送信される．リクエストを受け取った放送者ク

管理する．入室時や退室時には他の視聴者クライアント及

ライアントは，最も多いリクエストを受けた色を判別し，

び放送者クライアントにログで通知する．コメントの送信

ドローンに操作コマンドを送ることで自立飛行を実現する．

は Send ボタンから行う．視聴者リクエストの送信は赤・
青・黄色の 3 色のボタンからリクエストしたい色を選択で
きる．送信されたコメント及びリクエストは各視聴者クラ
イアント及び放送者クライアントに送信される．
また，放送の視聴は外部配信サイトの mixer から行う．
mixer では FTL と言われるストリーミングプロトコルを採
用しており，放送の遅延が 1 秒未満となる．通常の配信サ
イトの遅延は 15 秒程度であり，それと比較しても mixer が
最も遅延が少ない配信サイトであったため，今回評価実験
を行う際に本サイトを用いた．放送の画面を図 6 に示す．

図 3．システム構成

視聴者クライアントとは別にウィンドウを開いて視聴を行
う．放送者から送られてきたドローンの映像を視聴するこ
とができる．
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RGB 値ではなく HSV を用いた理由として，RGB では原色
の組み合わせで色を表現しているため，各要素を変動させ
た場合に色がどう変化するかがイメージしにくく，色の調
整を細かくする必要がある場合などには不向きである点が
挙げられる．その後抽出した輪郭の中心点を算出し，GUI
に描画する．また輪郭を OpenCV の RectAngle により囲み，
GUI に描画する．RectAngle は囲いたい箇所の左上と右下
の 2 座標を入力することで四角を生成する．その際に 2 座
標の距離を 2 点間の公式により求め，物体の大きさとして
記録する．ドローンの左右移動は中心点により行われる．
描画した中心点が画面中央に来るようにドローンに操作コ
マンドを送信する．ドローンの前後移動は対象の大きさに
より行われる．描画した四角が特定の大きさになるように
ドローンに操作コマンドを送信する．また，誤検出による
前後動作の不具合を防ぐため，大きさを算出する際に平滑
化を行っている．
視聴者からのリクエストを集計し，それに応じて追従対
象となる色を指定する機能である．視聴者リクエストは受
図 5．視聴者クライアント

信する度に応じた色カウントを増加させていく．色カウン
トは 1 秒ごとに集計され，最もリクエストの多い色を判別
し適宜追従対象となる色を変更する．またこの色カウント
は 1 分毎にリセットされる．一定時間に特定の色にリクエ
ストが集中した際に視聴者リクエストが正しく反映されな
くなることを防ぐためである．また，リクエストは放送者
が手動で変更することもできる．図 7 の red，blue，yellow
ボタンをクリックすることで追従対象を変更することが可
能である．
視聴者クライアントと通信を行いコミュニケーション

図 6．放送の画面

をとることができる機能である．図 7 の connect ボタンを

4.4 放送者クライアント

押すことでリクエストサーバに接続ができる．接続後は視

放送者クライアントの GUI を図 7 に示す．放送者クライ

聴者クライアントからのリクエストとコメントが受信でき

アントではドローン映像の取得，ドローンからの加速度，

る他，視聴者クライアントへメッセージを送信することが

ジャイロ，気圧などのセンサデータの取得，ドローンへの

できる．受信したリクエストとコメントは図 7 の右下のテ

操作コマンドの送信，視聴者クライアントからのコメント

キストエリアに表示される．メッセージを送信する際は

と視聴者リクエストの受信，視聴者クライアントへのコメ

send ボタンを押す．disconect ボタンを押すとリクエストサ

ントの送信及びドローンステータスの送信を行うことがで

ーバから切断される．

きる．主な使用ライブラリは YADrone，OpenCV，SocketIO-Client-java である．YADrone はドローンを java で制御す
るためのライブラリで，本研究のドローンに関わる全ての
操作はこのライブラリを用いて行われる．OpenCV は映像
処理に用いられる．ドローンから送られてきた映像から
HSV 特徴量を抽出する．Socket-IO-Client-java は JavaScript
のモジュールである SocketIO の Java ラッパである．視聴
者クライアントとの通信はこのライブラリを用いて行われ
る．放送者クライアントの主な機能は以下の通りである．
物体を検出し追従を行う機能である．追従のプロセスを
次に示す．初めにドローンからの映像を取得し，OpenCV を
用いて特定の HSV 特徴量に応じた色の輪郭を抽出する．
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図 7．放送者クライアント

5. 評価

し，追従を開始する．その後視聴者クライアントを起動

提案システムのインターネット生放送における有効性
の評価を目的とした評価実験を行った．従来手法ではカメ
ラマンが必要であるという問題があるが，提案手法ではカ
メラマンを必要としない．しかし，すべてのドローン操作
をシステムが行うため従来手法であるカメラマンが操作す
るものよりも視聴者からのリクエストを反映させにくくな
っていることが予想される．そこで，提案システムが従来
のようなカメラマンが操作した時と同じような動作をし，
視聴者リクエストを十分に取り入れることができれば提案
システムは有効であることが確認できる．実施日時は 2018
年 1 月 17 日である．評価に際し評価協力者を募集した．評
価協力者は岩手県立大学のソフトウェア情報学部生 7 名で
ある．うち 2 名を放送出演者，1 名をカメラマン，4 名を視
聴者としてインターネット生放送を実施し評価を行う．

し，リクエストを確認する．カメラマンはリクエストが多
い色を自分で判別し，放送者クライアントの各色ボタンを
押すことで追従対象を変更させる．2 分間放送を実施した
のちに StopDrone ボタンを押しドローンを着陸させる．
提案手法におけるカメラマンの詳細なタスクは以下の通り
である．はじめに図 7 の StartDrone ボタンを押し，ドロー
ンを離陸させる．その後 Connect ボタンを押し，リクエス
トサーバに接続する．リクエストサーバとの接続ができて
いることを確認した後に StartTracking ボタンを押し追従を
開始する．この後リクエストサーバから送られてくるリク
エストはすべてシステムで集計されるため，カメラマンが
行 う 操 作 は 不 要 と な る ．2 分 間 放 送 を 実 施 し た の ち に
StopDrone ボタンを押しドローンを着陸させる．評価環境
は図 8 の通りである．評価の様子は図 9 のようになってい
る．

5.1 評価方法
従来手法によりカメラマンがドローンを操作する放送と
提案手法によりカメラマンがドローンを操作する必要がな

表 1．質問用紙の内容

くなった放送を 1 回ずつ実施し，主観評価と客観評価によ
り従来手法と提案手法を比較する．主観評価として被験者
には各手法の放送実施後に質問用紙に回答を行ってもらう．
質問用紙の内容を表１に示す．質問は全て 1.感じなかった，
2.どちらかと言えば感じなかった，3.どちらとも言えない，
4.どちらかと言えば感じた，5.感じた，以上の 5 段階から選
択してもらい，結果を点数化し，各手法で比較を行う．点
数が高ければポジティブな意見であり，低ければネガティ
ブな意見であることがわかる．ドローンに関しては動作時
にログを自動で集計し，移動量や追従対象の変更回数を各
手法で比較する．また，質問用紙には自由記述欄を設けて
おり，視聴者とカメラマンには各手法を視聴してみてよか
ったと感じた点，悪かったと感じた点について記述しても
らう．また，評価の公平性を保つため，視聴者にはどちら
が提案手法を用いた放送かは伝えずに放送を実施する．
放送の手順として，放送出演者は従来手法提案手法とも
に用意されたホワイトボードに指定された絵を描くタスク

図 8．評価環境

を実施する．視聴者はその様子を視聴し，提案手法従来手
法ともに色リクエスト及び放送に対するコメントを残す．
カメラマンは放送出演者が絵を描く様子をドローンにより
撮影するインターネット生放送を実施する．自動追従型の
ドローンを利用しているため，カメラマン自身がドローン
の操作をすべて行う必要はないが，従来手法では追従対象
の変更を手動で行う必要がある．対して提案手法では視聴
者の意見をドローンが自動的に収集し追従対象の変更を行
う．
従来手法におけるカメラマンの詳細なタスクは以下の
とおりである．はじめに図 7 の StartDrone ボタンを押し，
ドローンを離陸させる．その後 StartTracking ボタンを押
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図 9．出演者の様子

5.2 評価結果

表 7．ドローンの評価結果

初めに視聴者の評価結果を示す．Q1：追従対象の選択が
頻繁に行われていると感じたかという質問の結果は表 2 の
通りである．点数平均が従来手法 2.75 点に対し提案手法 3
点となった． 3.どちらとも言えないに近い値であることか
ら，どちらの手法でも追従対象の選択頻度は適切であるこ
とがわかる．しかし，各視聴者のつけた点数を見てみると

次にカメラマンの評価結果を表 6 に示す．Q1,システム

4 点と 2 点を付けている人が多く，必ずしも全員が追従対

の操作は簡単だと感じたかという質問において，従来手法

象の選択頻度に満足しているとは言えない結果になった．

提案手法ともに 2 点となった．どちらの手法においても点

Q2：視聴者のリクエストが正しく反映されていると感じた

数が低く，追従対象の自動選択によるシステムの利便性向

かという質問の結果は表 3 の通りである．点数平均が従来

上を感じられていないことが分かった．Q2,視聴者からのリ

手法提案手法ともに 4.25 点となった．カメラマンがいなく

クエストを確認できたかという質問において，従来手法が

てもカメラマンが操作している従来手法と同様に視聴者の

4 点に対し提案手法が 5 点となり，提案手法の方が作業時

リクエストを正確に聞くことができていることがわかる．

間が増加していることが分かった．Q3,視聴者のコメントを

Q3：描いているものがなにかわかったかという質問の結果

確認できたかという質問において，従来手法 4 点に対し提

は表 4 の通りである．点数平均が従来手法 4.25 点に対し提

案手法 5 点となり，提案手法の方がコミュニケーションが

案手法 4.5 点となった．カメラワークの変更が適切に行わ

とりやすいことがわかった．

れ，ドローンの動作に不具合を感じていないか確認するた

最後にドローンの評価結果を表 7 に示す．追従開始 2 分

めの質問だが，点数が高かったためどちらも適切なカメラ

間で追従対象が何回変更されたかを比較する．従来手法が

ワークを実現していることがわかる．Q4：放送に興味をも

15 回に対して，提案手法は 13 回だった．カメラマンが操

てたかという質問の結果は表 5 の通りである．点数平均は

作した時と追従対象の選択頻度は大きく変わることがなく，

従来手法 4 点に対し提案手法 3.75 点となった．このことか

視聴者の質問用紙から追従対象の選択が適切であることが

ら，提案手法を用いても視聴者の興味はほとんど損なわれ

確認できているため実装した追従対象選択機能は適切に動

ていないことがわかる．

的カメラワークを実現していることがわかる．

表 2．視聴者 Q1 の評価結果

5.3

考察

評価の結果，視聴者は従来手法と提案手法で差を感じる
ことはほとんどなく，カメラマンが存在しない場合でも興
味を損なわないことを確認できた．また，ドローンの動作
表 3．視聴者 Q2 の評価結果

に関してもカメラマンが存在しない場合でも適切なカメラ
ワークを実現できていることから，提案手法のカメラマン
ドローンが有効であることがわかった．

表 4．視聴者 Q3 の評価結果

6. おわりに
本研究では視聴者リクエストに基づき自律飛行を行う
カメラマンドローンの提案を行った．本研究のシステムで
は，ドローン利用による設備費の削減，自動追従及び追従

表 5．視聴者 Q4 の評価結果

対象の視聴者リクエストを自動集計することで人的リソー
スの削減を実現する．また，視聴者リクエストを反映させ
た放送により視聴者の放送に対する興味を維持する．
本システムがインターネット生放送において有効である

表 6．カメラマンの評価結果

かことを確認する評価実験を実施した．評価実験の結果，
視聴者に関しては放送に対する興味を損なうことなくリク
エストの反映された放送が視聴可能であることを確認で
き，ドローンに関してはカメラマンが操作した時と同じよ
うな動作が可能であることが確認できた．以上のことか
ら，提案システムは有効であることが確認できた．
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