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コミュニケーションが苦手なゲーマーの為のゲームプレイまとめ
動画自動編集システムの開発と評価

須田まり奈†

栗原一貴‡

概要：本研究ではコミュニケーションを苦手とするユーザが SNS 上の友人とのオンラインマルチゲームプレイを録
画し，共有したい箇所を抜粋し一本のまとめ動画に自動編集するシステムを提案する．近年，SNS の普及やオンライ
ンマルチプレイが可能なゲームの増加で遠隔地にいる友人とコミュニケーションをすることが容易になった．他者と
の対面での会話に苦手意識を感じる人々にとって，これらのオンライン空間は友人とコミュニケーションを取りやす
い環境である．そこで本稿ではゲームプレイを阻害しない方法でリアルタイムアノテーションしながら録画した全員
分のオンラインマルチプレイ動画からユーザが共有したい箇所を抜粋し，一本の動画にまとめる事でコミュニケーシ
ョンを支援するシステムを提案し，プロトタイプを作成し評価した．

キーワード：リアルタイムアノテーション，動画要約，コミュニケーション支援

Automatically Summarizing System of Game Play Videos for Shy
Players
MARINA SUDA†

KAZUTAKA KURIHARA‡

Abstract: This study proposes a system for shy players to record their plays on an online multiplayer game with friends on SNS
and to automatically edit the parts they want to share into one movie. As SNS and online multiplayer games have become common,
it has become easier to communicate with friends in remote locations. For shy people, who feel distress when they speak with other
people, it is easier to communicate with friends in online space. In this paper, we propose and prototyped a system that supports
communication by excerpting the parts that users want to share from all the videos recording online multi-plays and by combining
them into one movie.
Keywords: Real-time annotation, Summarizing of Videos, Communication Support

1.

はじめに

や場の空気を伺い会話する必要性があり，対面ではないと
しても苦手意識を持つ人も多いと推測する．また，各プレ

近年，SNS やオンラインマルチプレイが可能なゲームの

イヤーはそれぞれ一人でゲームをしている場合もあるだろ

普及により遠隔地の友人とコミュニケーションをする事が

う．更にオンラインマルチゲームは各プレイヤーの自由時

容易になったと考えられる．一緒にゲームで遊べる相手が

間が重なる時間として主に深夜帯に行うことが多い．この

身近にいなくとも，Twitter 等の SNS で知り合った相手と

ような状況では声を出しにくいと考えられる．

オンラインでゲームを遊ぶことも一般的になりつつあるだ

そこで多くの場合はゲーム中にテキストチャットを利

ろう[1]．他人との他愛もない会話に苦痛を感じる対人コミ

用して意思の疎通を図るが，ゲームをプレイしながら自分

ュニケーションが苦手な人にとって，Twitter は友達が作り

の考えを文章にするのは難しいだろう．また，ゲーム内で

やすくオンライン空間は SNS での友達と遊びやすい環境

の戦闘が激しい局面やアクションゲーム等複雑で素早い操

であるのではないだろうか．

作を求められるゲームではチャット入力をする余裕はない

しかし現実で実際に集まって友達とゲームをする時と
違い，オンラインでは相手と取れるコミュニケーションの

と推測される．ゲームによってはそもそもチャットシステ
ムが存在しないものもある．

方法が限られると推測される．ゲーム中に遠隔地の相手と

ゲーム中に伝えたい事を伝えきれなかった等の場合，プ

コミュニケーションをする手法として Skype や Discord 等

レイが落ち着いたタイミングやプレイ終了後に振り返りと

の通話アプリを使う方法がまず考えられるが，対人コミュ

して SNS 上でコミュニケーションをとる．しかし文章だけ

ニケーションが苦手な人にとって声に出してリアルタイム

でゲームの場面や自分の感想を完璧に伝えるのは難しいだ

に会話を行うのは大変な苦痛を伴う[2][3][4]．相手の様子

ろう．Twitter 等の SNS では一度に入力できる文字数にも
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制限がありすべてを伝えるのはさらに困難である．ゲーム

ない状況で複数人の視点の動画を一本の動画に自動編集す

中共有したかった事を SNS 上で文章にして伝える時に，そ

るという点でこれらの先行研究とは異なる．

の場面を映像などで手軽に振り返ることが出来ればより意

また，アノテーションに関する研究も多数あり，一つの

思疎通が容易になりコミュニケーションの促進に繋がるの

コンテンツに複数人がアノテーションをするソーシャルア

ではないかと予想される．例えばサッカーの試合において

ノテーション手法の研究も多く行われている．

どのように試合が行われ誰がどのようなプレイを行ったの

青木[9]らはニコニコ動画に投稿された動画に視聴者が

かを文章だけで完璧に伝えるのは難しいだろう．この時，

付与したコメントの出現頻度によって動画内の重要箇所の

ゴールの瞬間等の見せ場だけをピックアップしてまとめた

要約を行っている．中村ら[10]はニコニコ動画のコメント

動画があれば試合の様子を伝えやすくなるのと同じである

を動画のインデックスとし，コメントから喜びや悲しみの

と考える．しかし動画の撮影や編集には知識が必要となり

印象を抽出，キーワード検索や感性に基づく動画検索のラ

手間がかかる．実際，動画を作る時間があるならばその時

ンキング手法を提案している．ニコニコ動画のコメントを

間を使い，より多くゲームをプレイしたいという意見もあ

利用し，映像に登場する人物が注目されているシーンを抽

る．

出する研究[11]も存在する．これらの研究はどれも投稿さ

本研究では，全員のゲームプレイ中の面白かった場面を

れた動画に対して視聴者がコメントを残していき，そのコ

一本のまとめ動画に自動編集する事で，対人コミュニケー

メントを分析するというものである．本研究は後付けのア

ションに苦手意識を持つゲーマーのコミュニケーションを

ノテーションではなく，リアルタイムアノテーションシス

支援するシステムを提案する．全員のゲームプレイを常時

テムを想定しており，また一つの動画ではなく各ユーザが

録画し，プレイ中に各ユーザは面白いと思った場面でリア

それぞれ別の録画データを持っているという点でこれらの

ルタイムアノテーションを行う．全員分の録画データとア

研究とは異なる．

ノテーションデータを本システムに受け渡すことでアノテ

リアルタイムアノテーション研究として，テレビ番組と

ーションした箇所をまとめた動画が自動編集されるという

同期してコメントの書き込みが行われる Web チャット上

ものである．リアルタイムアノテーションは通常のゲーム

の特徴的な表現を認識処理し，番組の盛り上がりの場面や

プレイの阻害にならない手法である必要がある．

視聴者のリアクション等のメタデータを抽出する研究[12]

なお，オンラインでのゲームマルチプレイは同じ世界観

がある．他にも，人が会話に参加しながら，会話中の特徴

やゲーム空間の中で行われ，各プレイヤーはそれぞれ各自

的な場面を映像として抽出するための１ボタン型会話量子

の視点を持っている．自分の見ている画面内に写っている

器を提案した研究[13]や，車内会話を場所に紐付けて抽出

場面や自分が目にしているゲーム内オブジェクトやイベン

するためのボタン式アノテーションシステムに関する研究

ト等を他のプレイヤーも見ることが出来ているとは限らな

[14]，デジタル写真をスライドショーで閲覧する際の鑑賞

い．

者の様子を記録しメタデータ付きのスライドショーを生成

2.

関連研究

する PhotoLoop[15]等が存在する．他にもリアルタイムアノ
テーションとして[16][17][18]などの研究がある．本研究は，

動画編集の専門知識がなくとも動画を編集できるよう

アノテーションはユーザに特別な操作を強いることなくゲ

に支援する研究や，自動で動画編集を行う研究は数多く行

ームプレイを阻害しないものとする必要があり，表情や声

われている．

などをアノテーションとして利用できない．また遠隔地に

CinemaGazer[5]は動画の字幕情報をもとに字幕の無い箇
所を高速再生し，動画の娯楽的価値を保ちつつ短時間での

いる複数人の視点の動画とアノテーションを一本の動画に
編集するという点で先行研究と異なっている．

視聴を可能にするシステムである．CookSum[6]は調理の様

近年のゲーム機には常時プレイ動画を録画しており，ゲ

子を全て撮影し，二次元マーカー検出と音声認識によって

ーム中にコントローラーの録画ボタンを押すことで直近何

字幕を作成する．その後動画の字幕の無い箇所を高速再生

分かのプレイ動画を保存するという機能を持ったものもあ

する事により短時間でレシピ概要の理解が可能になるシス

る[19][20]．だが，それでは自分が面白いと思って録画した

テムである．動画を常時撮影し，映像内に現れる物体情報

時の他のプレイヤーの画面までは見ることが出来ず，複数

を元に動画の重要度が高い箇所と低い箇所を推測し再生速

場面を記録する際は面白いと思った場面の録画データがそ

度を変化させることでユーザが特定のシーンを発見可能に

れぞれバラバラに保存されてしまう．全員の面白かったポ

なる研究[7]も行われている．また，ダンスを複数カメラで

イントを一本の動画にまとめて動画化する機能は既存のゲ

多視点から撮影し動画の最適な組み合わせパターンを推測，

ーム機には存在しない．

それをユーザが好みに合わせて選択する事で一本の動画を
作成することが可能なシステムの研究[8]がなされている．
本研究では，音声認識や表情認識或いは物体認識に頼れ
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ームをオンラインマルチプレイする際に，各ユーザが面白

ートフォンを必ず所持していると推定できるため，録画デ

いと思った場面を抜粋し一本のまとめ動画に自動編集する

バイスとして最適と言える．

ものである．各ユーザはゲームプレイを常時録画し，プレ

PC ゲームや録画機能付きのゲーム機等，直接常時録画が

イ中に面白いと思った場面で本システムを利用してリアル

可能な機能がある場合はそれを利用することも可能である．

タイムアノテーションを行う．ゲーム終了後，全員分の録

PC ゲームの録画ソフトとしては Windows10 に標準搭載さ

画データとアノテーションデータを動画編集システムに受

れている Game DVR[24]や，有料または無料の録画ソフト

け渡すことで最終的にアノテーションした箇所をまとめた

が多数存在する．

動画が自動編集されるというものである．この動画を各ユ

3.2

ーザが共有し振り返りを行うことで，どの場面がどう面白

3.2.1 リアルタイムアノテーション

かったのかを全て文章で伝えなくとも動画で直接伝えるこ

ユーザはゲームをプレイまた録画しながらリアルタイ

とが可能になる．これによりコミュニケーションが容易に

ムにアノテーションを行う．アノテーションとは，あるデ

なり促進されるという効果が期待できる．

ータに対して関連する情報(メタデータ)を注釈として付与

本システムが想定しているマルチプレイの人数は２～
４人であり，各プレイヤーは遠隔地にいるものとみなす．

アノテーション

する事である[27]．注釈を付与する方法として，人間の表情
や体の動き，発声の利用などが考えられる．

マルチプレイに利用するゲームは PC ゲーム， Nintendo

リアルタイムアノテーションを行うために画面タップ

Switch[25]や PlayStation シリーズ[26]等に代表される一般的

によりアノテーションを行うスマートフォンアプリとフッ

な据置型または携帯型ゲーム機を想定している．本システ

トペダルを利用した足入力アプリケーションを開発した．

ムを利用するユーザは最低でも一台のスマートフォンを所

スマートフォンアプリを開発した理由としては，本システ

持していると仮定する．本システムの利用にあたり，追加

ムの利用者であればスマートフォンを所持している可能性

のスマートフォンの利用またはフットペダルといった追加

が非常に高いと考えたためである．多くの人はスマートフ

デバイスの利用も想定される．

ォン操作になれていると考えられ，スマートフォンアプリ

本システムは unity[21]を使用しており，動画自動編集部
分は AviSynth[22]を利用している．

手法はユーザにとって手軽で馴染みやすいだろうと予想し
た．ただし前述した動画撮影にスマートフォンを使う場合，
アノテーション用に別のスマートフォン，あるいはタブレ
ット端末を使用する必要がある． なお，使用するスマート
フォン等は回線契約されていなくても構わない．
フットペダルを利用した足入力アプリケーションは，よ
りゲームプレイを阻害しないアノテーション手法として開
発した．この手法はフットペダルを踏むことでアノテーシ
ョンを行うので，ユーザはゲームプレイ中にコントローラ

図 1 システム概要
Figure 1 The system overview.

ーから手を離すことなくアノテーションが可能である．
スマートフォンアプリを使用する場合，ユーザはゲーム
をプレイしながら共有したいと思った場面でスマートフォ
ンの画面をタップする．画面がタップされるとアプリはタ

3.1

動画撮影

ゲーム中の面白かった場面を動画として他のプレイヤ

ップされた時間を記録していく．また，ユーザはスワイプ
操作をすることで少し時間をさかのぼったアノテーション

ーに伝えるために，ユーザは自身のゲームプレイを録画記

や，少し先の時間にアノテーションを行う事も可能である．

録する必要がある．この録画データを利用しまとめ動画を

この機能は後からその場面を共有したいと思ったときや，

作成する．

これから面白い場面が来ると予測できた場合に利用できる．

ゲームプレイ動画の撮影はスマートフォンを利用して

アノテーションを行う際，スマートフォンはスリープモー

行う．ゲームプレイを行っている画面全体が録画できる位

ドにならないようにアプリ側で設定されているので，長時

置にスマートフォンを設置し撮影を行う．提案システムで

間操作することがなくてもスマートフォンがスリープモー

はゲーム中常に録画を行うので，プレイ中に撮影を一時停

ドになり操作できなくなる事を気にすることなくゲームプ

止または開始する必要はない．その為，撮影によるゲーム

レイに集中できる．この時，画面全体何処をタップ操作し

プレイの阻害はおこらない．

てもアノテーションがなされるようになっており，ユーザ

撮影にスマートフォンを利用することで，画面キャプチ

はスマートフォンを見ることなく画面に触れるだけで良い．

ャー機能を持たないゲームソフトやハードでも録画が可能

アノテーションを終了する際は画面を一定時間タップし続

になる．また本システムの利用が想定されるユーザはスマ

ける事で記録が終了する．
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また足入力アプリケーションはフットペダルを利用し

グを選択が可能である．このタグ付け時間とコメントが動

てアノテーションが行えるようにした．ユーザが共有した

画編集時に利用される．コメントは完成したまとめ動画の

いと思った場面でフットペダルを踏むと，スマートフォン

下部に字幕として表示されるため，何故その場面を共有し

アプリと同じように入力があった時間を記録していく．足

たいと思ったのかをコメントとして入力することで他のユ

入力アプリケーションはフットペダルを PC に接続し本シ

ーザに分かりやすく伝えることが可能となり，より質の高

ステムを PC で動作させてアノテーションを行う方法の他，

いまとめ動画を作ることが出来ると考えた．文章を考える

スマートフォン用の USB 接続ケーブル等を利用しスマー

手間を省きたい場合，コメントは「w」や「！」等の最低限

トフォンにフットペダルを接続する方法や，Bluetooth フッ

の物でも構わない．

トペダルとスマートフォンを使う方法がある．PC にフット

この手法はゲームプレイ後に一度動画を投稿し，シーク

ペダルを接続してアノテーションを行う時，アプリケーシ

バーを動かし動画を飛ばすことが出来るとは言え動画を見

ョンはバックグラウンドで動作するため，PC ゲームをプレ

返しコメントを入力する必要がある．じっくりと動画を見

イする場合もゲーム画面を阻害しない．使用するフットペ

返しながらコメント入力を交えたアノテーションを行うこ

ダルの種類に制限はなく，フットペダルと足入力アプリケ

とが出来るため高クオリティな動画を仕上げることは可能

ーションの入力ボタン設定を行えばプレイするゲームとボ

だが，時間と労力がかかるのは自明である．今回はユーザ

タン操作が重ならない様にする事も可能である．

に負担をかけず，振り返り動画として機能する程度のまと

リアルタイムアノテーションにゲーム中のユーザの表

め動画を完成させる事を目標としたため，心理的負担の少

情や声を利用していない理由として，本システムの使用条

なさとコミュニケーション支援の観点から先ほど述べたリ

件がコミュニケーションを苦手とするユーザであることと

アルタイムアノテーション手法を本システムの主たるアノ

オンラインマルチプレイであることがあげられる．先ほど

テーション手法として採用した．

も述べた通り，ユーザはゲーム中に通話アプリを利用して

3.2.3 動画編集

おらず，またオンラインでのマルチプレイなのでユーザは

動画編集はシステムが自動で行う．そのため，ユーザは

その場では一人でゲームをしている．このような状況でユ

動画編集知識がなくても時間や手間をかけることなくまと

ーザが表情を大きく変える，或いは声を発するといった機

め動画を作成できる．

会は少ないと想定される．そこで表情認識や音声認識に頼
らず，かつ通常のゲームプレイを阻害しない方法として本
アプリケーションによるリアルタイムアノテーションを採
用した．
またオンラインでのマルチプレイを行う主な時間帯は
夜である．深夜にユーザが一人で声を出しながらゲームを
プレイする状況はあまり一般的ではないと考えられる．中
には深夜であるにも関わらず，周りの人への迷惑を一切気
にすることなく声を上げて騒いでしまうゲーマーもいると
考えられる．本システムの利用者は対面でのコミュニケー
ションだけでなく通話アプリの利用も苦手とするユーザで

図2

提案システムの動画編集アプリケーションのユーザ

あると想定しているため，深夜に一人で声をあげながらゲ
ームをする状況にはあまりならないだろうと予測する．提
案手法はゲームプレイ中に複雑な操作が必要ではないので
ユーザへの負担もより少ないと考えられる．

インタフェース
Figure 2

The user interface of the proposed system.

マルチプレイをしたユーザの中の代表者が全員分の動
画とリアルタイムアノテーションアプリケーションにより

3.2.2 後付けアノテーション

生成されたテキストファイルを受け取り，本システムの画

ゲームプレイを完全に阻害しない手法として YouTube 字

面指示通りに全員分の動画ファイル，アノテーションファ

幕機能を利用した後付けアノテーション手法も実装・検討

イル，Twitter アイコン等の任意のアイコン画像を選択しシ

した．

ステムに受け渡す(図 2)．アイコン画像はどの動画場面がど

ゲームプレイは通常通りに行い，ユーザは録画した動画を

のユーザの物なのか見やすくする為に使用する．

YouTube に一度投稿し，YouTube の字幕機能を利用するこ

動画編集システムのユーザインタフェースは図 2 のように

とで動画の共有したいポイントにアノテーションを行う．

なっている．画面の指示に従い指定箇所に指定ファイルを

ユーザはシークバーを操作し共有したい箇所にコメントを

選択していく．一人目のデータを全て受け渡した後は二人

入力し，字幕ファイルをダウンロードする．録画した動画

目，三人目，四人目と順番にデータを受け渡す．プレイヤ

を再度全て見返すことなく，シークバーで任意のタイミン

ー毎にユーザインタフェースの背景色やキャラクターのセ
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が上書きされるということはない．

る際に分かりやすいものとなっている．

図 4 まとめ動画自動編集のアルゴリズム．
Figure 4 The algorithm of automatic video editing.
C#スクリプトが AviSynth スクリプトを書き出し，それを
エンコードする事で動画が完成する．Avisynth スクリプト
は動画コンテンツをテキストで表現・記述したファイルだ
が，直接 Windows Media Player で動画として再生が可能で
ある．全プレイ画面にはそれぞれ色分けされた縁取りとア
イコン画像が表示されており，どの画面が誰のプレイ動画
なのか分かりやすくなっている．
図3
Figure 3

自動編集されたプレイまとめ動画

An example of an auto-edited video output using the
proposed system.

まとめ動画はアノテーションされたタイミングで動画
をトリミングして編集しているので，システムが背景 BGM
を自動で追加し一本のまとめ動画である演出を強化する．

完成動画は図 3 に示される．まとめ動画はメイン画面と

図 3 に示すまとめ動画の作成に使用したゲームは三次元空

サブ画面に分かれており，メイン画面には見せ場のプレイ

間のバトルフィールドで四人のプレイヤーが対戦するもの

ヤーの画面が拡大表示される．メイン画面に表示される見

であり，本来であるならば各プレイヤーは自分自身の操作

せ場はゲームプレイ中にユーザがアノテーションを行った

する視点画面のみを見ながらゲームを行っている．

場面である．この画面はアノテーションの順に表示され，
抜粋された注目画面が次々切り替わっていくようになって

実験

4.

いる．サブ画面はメイン画面に表示されているプレイ動画

提案したリアルタイムアノテーション手法とまとめ動

と同じタイミングのプレイヤー全員の画面が並べて表示さ

画自動編集システムの有効性を検証する為に実験を行った．

れており，マルチプレイをしていた時の体験を想起させや

本システムの実験において検証する仮説は以下の三つ

すいと考える．

である．
１．

システムはアノテーションを元に場面を抜粋し，一本の

ゲームプレイをほぼ阻害せずアノテーションを
行うことができ，動画も自動編集されるため手

まとめ動画に自動で編集する．全員分のアノテーションフ

間がかからず有用である

ァイルからタグ付けされた時間を順に並び変え，タグ付け
２．

したユーザとタグ付けされた時間を関連付けてリストに格

本システムを利用することで共有したかった場
面を容易に思い出すことが出来る

納する．それを元にメイン画面に表示する動画場面を選択
３．

していく．(図 4)システムはアノテーションが行われた動画

動画を見せることで自身が面白いと思った場面
を直接相手に見せて共有できる

箇所のみを抽出し，この時アノテーション前後何秒かを取
り出す．なお，取り出される量はゲームの種類によってあ

動画がある事で面白かったポイントを思い出しやすく

る程度変える必要があると考えている．例えばアクション

なり，自分が面白いと思った場面を動画で直接見せてしま

ゲーム等のゲームであれば，あまりにも多くの時間を抽出

う事により言葉で説明する労力が減るため，結果的に自分

しすぎてしまうと本来共有したい箇所とは関係ない部分が

の考えが伝えやすくなり意思疎通しやすくなると言える．

多くなりどこが重要な場面か分からなくなる可能性がある．

4.1

実験の手順

図 3 に示すゲームは速度の速いバトルゲームであった為，

参加者 11 名により実験を行った．参加者は４つのグルー

アノテーションが行われた箇所から前倒しで 7 秒，後ろ倒

プに分かれ，グループ毎にゲームのオンラインマルチプレ

しで 8 秒の合計 15 秒を抜き出している．複数人のアノテ

イを行った．一つのグループのみ２名で，残り三つのグル

ーションが重なった場合は，全員分を順番に表示していく

ープは３名の参加者で構成されている．この時，お互いの

ため誰かのアノテーションにより他の人のアノテーション

顔は見えない状況で，通話アプリ等は一切使用しなかった．
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使用したゲームにはゲーム内チャットなども存在せず，参

ミュニケーション支援につながったかを調査する．

加者はゲーム中に一切コミュニケーションが行えない状況

表 2

となっている．

Table 2 Questionnaire after game play.
表 1

ゲームプレイ後のアンケート

実験の手順

Table 1 Experiment procedure.
表 3

チャットコミュニケーション後のアンケート

Table 3 Questionnaire after chat communication.

実験の手順は表 1 に示すとおりになっている．実験１は
表 4

システムを使用せず通常通りオンラインマルチゲームプレ

グループ毎の実験順

Table 4 Experiment order for each group.

イを行う．実験２ではスマートフォンアプリを使用し，共
有したいと思った場面でアノテーションを行いながらゲー
ムプレイをしてもらった．実験３ではフットペダルを使用
した手法でアノテーションをしながらのゲームプレイをし
てもらった．実験の疲れやゲームプレイの慣れ等，実験順
序が結果に影響を与えないようにするため，実験の順序は
グループ毎に入れ替えて行う．(表 4)
各手法による実験後には表 2 に示すアンケート調査を行

4.2

実験結果

4.1.1 リアルタイムアノテーション

い，ビジュアルアナログスケールで回答してもらう事でゲ

先に述べた各手法によるゲームプレイの快適性につい

ームプレイは快適だったかどうかを調査した．各実験にお

て，実験１～３のアンケート結果の VAS の値の平均値につ

けるアンケート結果を比較することで，本システムがゲー

いて，一元配置分散分析（対応あり）を行ったところ，有

ムプレイを阻害していたかどうかを知ることが出来る．

意差が見出された（p<0.001）．続いて Sidak 法による事後検

リアルタイムアノテーションに関する実験が終了した

定の結果，システム未使用の場合とスマートフォンアプリ

後は，全員から録画データとアノテーションデータを収集

使用の場合と間に有意差が見出された(p<0.001)(図 5)．また，

し，まとめ動画自動編集システムに受け渡し動画を作成す

スマートフォンアプリ使用と足入力アプリケーション使用

る．この時収集する録画データとアノテーションデータは

の間にも有意差が見出された(p<0.001)．どちらの場合もス

実験２のスマートフォンアプリ手法の物を利用する．なお

マートフォンアプリ使用時は他の物と比べて快適性の数値

動画のエンコードには時間がかかるため，前半の実験と後

が有意に低い．システム未使用と比較しスマートフォンア

半の実験の間には少々時間を置いている．

プリ使用時の数値が有意に低い事から，スマートフォンア

動画完成後，ゲームプレイについて面白かった箇所等を

プリを使用したリアルタイムアノテーションがゲームプレ

参加者はチャットで自由に共有する．その際，システムに

イを阻害していたことが示唆された．しかし足入力アプリ

より生成されたまとめ動画の有無でコミュニケーションの

ケーション使用とシステム未使用との間に有意差は見られ

容易さが変わったかどうかを調査した．実験手順は表 1 に

なかった．このことから，フットペダルを利用した足入力

示す通りに行う．こちらも実験順が結果に影響を与えない

アプリケーションによるリアルタイムアノテーションは通

様に，グループによって順番を入れ替えて行った．(表 4)

常のゲームプレイと同等の操作感であり，ゲームプレイを

実験の後，表 3 に示すアンケート調査を行い，実験１～

ほぼ阻害していなかったことが示唆された．

３のプレイ時に自身が面白いと感じていた場面を思い出す

この結果の理由として，スマートフォンアプリを利用し

ことが出来たか，共有したいポイントを他プレイヤーに文

た場合はアノテーションを行いたい時に毎回コントローラ

字だけで上手く伝えることが出来たかどうか，チャットで

ーから手を離しスマートフォン画面をタップする必要があ

のコミュニケーションは円滑に行われたかをビジュアルア

ったため，通常のゲームプレイが出来なくなってしまった

ナログスケールで調査した．また，本システムに関する参

のだと思われる．フットペダルの場合はコントローラーか

加者の主観評価を自由記述で回答してもらった．各実験に

ら手を離さず足で操作するだけだったためゲームプレイの

おけるアンケート結果を比較することで，動画の有無がコ

阻害にならず快適にゲームプレイが行われたのだと予測す
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プレイをほぼ阻害せず録画データにアノテーションを行う
ことができ，またシステムにより自動編集されたまとめ動
画をユーザ間で共有することで，ゲーム中に共有したいと
思った場面を思い出すことやコミュニケーションすること
を容易にできると示唆された．これらの結果から本システ
ムの利用でコミュニケーションの促進が出来ていたのでは
ないかと考える．
しかし想定していた以上にスマートフォンアプリのし
ようがユーザにとってゲームプレイの阻害になってしまっ
ていたことが分かった．アンケート調査の自由記述におい
ても，ゲームプレイの最中にスマートフォン画面をタップ
するのは面倒だったという意見があった．スマートフォン
画面が小さいことが原因かと考えたが，ユーザへの聞き込
図 5

各手法におけるゲームプレイの快適性

Figure 5

Comfort of game play in each method.

みから画面サイズが大きくなったとしてもゲーム中に画面
をタップしなくてはならないのはゲームプレイの阻害にな

4.1.2 動画の有無がコミュニケーションに与える影響

るということが分かった．より利用しやすいアプリケーシ

ゲームプレイ後のチャットコミュニケーション実験を

ョン開発の為，ユーザのゲームプレイを阻害しない手法を

行い，実験４～5 のアンケート結果の VAS の値の平均値に

検討する必要がある．

対応ありｔ検定を行ったところ，表 3 における三項目それ

フットペダルの利用はミシン操作の感覚に近く操作し

ぞれにおいて，録画した動画とアノテーションファイルを

やすいという意見があり，手で細かい作業や複雑な作業を

元に作成したまとめ動画を利用したコミュニケーションの

している際も足を使った操作は感覚的にできて手の動作の

方が動画無しでコミュニケーションしたものより点数が有

妨害にならなかったのだろうと推測できる．コントローラ

意に（p<0.01）高かった(図 6)．

ーから手を離すことなくアノテーションを行える手法は有

このことから動画がある場合の方が共有したかった場

用だと分かる．

面を容易に思い出すことができ，動画を見せる事で自身が

5.2

アノテーション手法について

面白いと思った場面を直接相手に見せて共有が出来たのだ

アノテーション手法に関する調査では，リアルタイムア

と分かる．動画がある事で面白かったポイントを思い出し

ノテーションと後付けアノテーションの両方を踏まえた聞

やすくなり会話が促進されたという実験結果から，動画を

き取り調査を行った．

見せることで自身が面白いと思った場面を直接相手に見せ

後付けアノテーションはゲームプレイ後に録画を見返

て共有でき，また本システムを利用することでユーザは共

す等の時間がかかってしまうため，後付けでアノテーショ

有したかった場面を容易に思い出すことができることが示

ンを行う時間があるならばその時間を利用しより多くの回

唆された．

数ゲームプレイが出来た方がいいという意見等，リアルタ
イムアノテーションを指示する意見が多く存在した．しか
し，ゲーム中はプレイに集中したいという意見や，面白か
ったかどうかは後から気がつくことも多くリアルタイムア
ノテーションでは対応しきれない場面も多くあるだろうと
いった，後付けのアノテーションを支持する意見もあった．
今回は三章で述べた通りユーザへの負担の少なさを重視し
先ほど述べたリアルタイムアノテーションを採用し実装を
行ったが，リアルタイムアノテーションと後付けのアノテ
ーションの両方を採用し，ユーザが利用する手法を選択で

図 6

動画の有無がコミュニケーションに与える影響

Figure 6

Influence on communication due to presence /
absence of video.

5.
5.1

議論
実験結果に関する考察

実験の結果から，本システムを使うことで通常のゲーム
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うかを検証する必要がある．アクションゲームや格闘ゲー

検証を行った．本稿で提案した手法ではゲームプレイを常

ム等の場合コントローラー操作の入力が多い場面やプレイ

時録画し，プレイ中に共有したい場面があった際に提案シ

ヤーの姿勢が前のめりになる等の場面が盛り上がりの場面

ステムでリアルタイムアノテーションを行う．その後録画

と捉えられるのではないかという意見もあった．これらの

データとアノテーションデータを提案システムに受け渡す

行動は個人差やゲームの種類による違いがある可能性もあ

ことでまとめ動画が自動編集される．ユーザは本システム

り，またはっきりと笑顔になる等分かりやすいものではな

が作成したまとめ動画を利用し SNS 等で利用する事が出

い可能性もあると推測される．自動アノテーション手法を

来る．動画編集の知識は必要なく，編集にかかる手間もな

実装する際にはゲームプレイ中のユーザを撮影しながらリ

い．また録画やリアルタイムアノテーションはゲームプレ

アルタイムアノテーションを行ってもらい，アノテーショ

イを阻害しないようになっている．

ン時のユーザの行動を分析する必要があると考える．

実験では提案する２種のリアルタイムアノテーション

また，リアルタイムアノテーション時に他のプレイヤー

手法がゲームプレイの阻害に繋がるか，また動画の有無が

にアノテーションを行った事を光等で伝えることが出来れ

コミュニケーションに影響を与えるかどうかを検証した．

ば，アノテーション自体がコミュニケーション支援にも繋

スマートフォンアプリを使用したアノテーション手法はゲ

がるのではないかと予想される．

ームプレイの阻害に繋がってしまったが，フットペダルを

5.4

動画編集システムの改良

使用したアノテーション手法はゲームプレイの阻害になら

まとめ動画自動編集システムは図 3 に示す形式のものに

ない事が示唆された．コミュニケーション実験においては

限定されている．動画の背景 BGM の有無やどの BGM を

動画がある方がよりコミュニケーションが円滑に行われた

追加するか選択できるようにする，まとめ動画の見た目を

ことから動画の有用性が示された．今後はよりゲームプレ

いくつかのテンプレートから選択できるようする等，好み

イの阻害に繋がらないリアルタイムアノテーション手法の

の動画形式をユーザが指定できるようにする予定である．

開発，後付けアノテーションを融合した複合アノテーショ

他にも，メイン画面に常にゲームプレイの上手いプレイヤ

ン手法の検討，動画編集システムの発展等を検討していく

ーの視点画面を表示する「神プレイ鑑賞モード」や，アノ

必要がある．

テーションを利用しない「フル視聴モード」等，動画編集

本論文ではゲームプレイまとめ動画を利用し SNS やオ

に複数のモードが欲しいという意見もあった．また，本稿

ンラインマルチプレイゲームを利用するコミュニケーショ

では全ユーザの全アノテーションを採用しまとめ動画を作

ンが苦手なユーザのコミュニケーション支援を目指した．

成したが(図 4)，長時間にわたるゲームプレイではアノテー

しかしコミュニケーションを苦手とする人にもさまざまな

ションの量も増え完成するまとめ動画が長いものになって

タイプが存在する．例として今回はオンライン上であって

しまう可能性がある．対策として数名のアノテーションが

も通話を好まないタイプを取り上げたが，中には対面でな

重なっている場面，つまり複数人が同時に面白いと感じた

ければ会話ができるという人も存在する．またゲーマーの

場面のみをまとめ動画に利用する事で動画時間を少しでも

中にはコミュニケーションを得意としつつもオンラインで

短めにするモードも実装を検討する．また前後何秒が取り

マルチプレイする事を好む人も多い．また本稿ではコンピ

出されるかをユーザが任意で設定できる機能の実装も検討

ュータゲームをコミュニケーションツールの例としてあげ

する．

たが，本システムはテーブルトークロールプレイングゲー

現在のシステムは録画データやアノテーションデータ

ムやボードゲームのようなアナログゲームでも応用可能だ

をユーザが手動で受け渡す必要がある．これらのデータを

と考える．他にもスポーツ観戦やテレビ視聴等といった場

オンライン経由でシステムが自動取得できるようにするこ

面でも，それぞれが面白いと思った場面を抜粋し動画化す

とでユーザの手間をさらに軽減することが出来ると考える．

ることが出来ればより幅広くコミュニケーション支援が出

リアルタイムアノテーションの場合，Firebase[23]等のリア

来るのではないだろうか．例えばスポーツ観戦は座席によ

ルタイムデータベースを利用することでユーザのアノテー

って見え方が異なる為，本システムが有効活用できる可能

ションを自動取得できるようになる．

性が高い．様々なタイプの人やより多くの場面に合わせて

6.

まとめ

本論文ではコミュニケーションを苦手とするユーザの
コミュニケーション支援のためのオンラインマルチゲーム

コミュニケーションの支援に繋がるようなシステムを目指
していきたい．
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