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実写ムービーコンテンツ作成支援システムの設計と実装
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概要：ユーザ生成コンテンツとしてのムービーを気軽により効率的に制作することを目的とし，伝統的な
映画作成プロセスを反映するという設計思想のもと，企画から最終生成物までの各段階を支援するムー
ビーコンテンツ作成支援システムを提案する．システムは，1. シナリオエディタ，2. ディレクタ，3. コン
ポーザの 3 つから構成され，それぞれが脚本の作成，撮影，撮影されたショットの結合や整理などを担当
する．アンケート調査ならびに評価実験の結果，a) 撮影状況の管理や編集作業によりショットを並べ替え
るといった作品制作における作業の効率化が図られること，b) 少人数での撮影が可能であること，が明ら
かとなった．
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Abstract: The system proposed here supports producing movies from planning to a ﬁnal product with
reﬂecting the traditional movie production. The system consists of three components: Scenario editor, Director, and Composer. Scenario editor helps scenario writing together with inputting shooting information.
Director does movie shooting. Composer selects and arranges shots in scenario order and combines them
into a complete ﬁlm. A usability questionnaire survey and an experiment on production eﬃciency show that
a) using the system permits us to reduce production time and b) it enables a small group to make a ﬁlm.
Keywords: movie contents, movie production support, video hosting website

1. はじめに
1.1 研究の背景と狙い

ツ）が注目されるようになり，ますます YouTube などの
インターネット動画共有サイトが人気を集めている．
このような流れを受けて本研究では，少人数でも気軽に

インターネットの常時接続やブロードバンドの急速な普

ムービーコンテンツを制作できる支援システムを提案す

及・映像圧縮技術の進歩により，映像データの利用・配信

る．本研究は，以下の 2 つを主な目的とする．1) 支援シス

が身近なものとなっている．なかでもインターネットを介

テムの導入がムービーコンテンツ作成の効率を高めること

した配信は，公開規模の大小や画質の良し悪しを別として

を狙いとする．すなわち，本システムを利用することによ

も，世界中に向けて誰でも行うことができるようになっ

り，企画や完成までの制作過程の時間や労力・人員の削減

た [1]．実際に，エンドユーザの手によって作成されたコン

を図る．2) 制作するコンテンツの質の底上げを図る．す

テンツがインターネット上に多数アップロードされ，それ

なわち，
「シナリオを書き，それに則って演技や撮影を行

ら UGC（User-Generated Content：ユーザ生成コンテン

う」といった「本格的」なムービー制作を行ったことのな

1

いユーザが，本システムを利用することにより，本格的な
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1.2 アプローチ：実写における制約と対処
映画制作においては，実写に特有の性質や制約がいくつ
もある．それらが，本格的なムービー作成や効率的なムー
ビー作成を阻む一因となっている．本研究では，それらの
制約を緩和するようシステムがユーザを支援するアプロー
チをとる．
我々が扱った実写特有の制約とそれへの対処の具体例は
以下のとおりである．

( 1 ) 実写においては，撮影に参加できるキャストや各シー

図 1

映画制作のプロセス

Fig. 1 Film production steps.

ンに適した天候や時間帯などを考慮して撮影を進めて
いく必要がある．そのため，撮影現場の状況から撮影
が可能なシーンをシナリオから抜き出し撮影を進めな
くてはならない．特に，個人での撮影では，天候はも
とより，プロの役者のようにスケジュールが綿密に立
てられているわけではないため，撮影に参加できる役
者などの撮影現場の状況は非常に流動的であり，適切
なシーンを抜き出すのは大変な手間となる．本システ
ムは，シナリオをシステム側で管理し，ユーザが天候
などを入力することで撮影現場の状況を反映し，撮影
が可能なシーンを出力する．

( 2 ) シナリオの流れに沿って撮影が行われるわけではない
ため，撮影の進行状況を管理する必要がある．本シス
テムは，各ショット撮影終了時に撮影状況を撮影状況
スクリプトに記述することで，撮影の進行状況を管理
する．

( 3 ) 撮影の際にはキャスト以外にもカメラや照明などの各
機材を制御する人員が必要である．本システムは，各
機材をシステムが直接制御することで，少人数での撮
影を可能とする．

( 4 ) 撮影した映像は，失敗した映像や各ショットの映像な
どが混在し管理に手間を要する．本システムは，事前
情報および制作現場の情報・撮影情報を XML で記述
し，動画ファイルに紐づけることで管理し，シナリオ

は，TVML とよばれるテレビ番組をまるまる 1 本記述で
きるテキストベースの言語を用いて，リアルタイム CG に
よるムービーを制作できるシステムを構築している．文
献 [5], [6], [7] は，本稿で扱うようなムービーコンテンツそ
のものを生成する分野とは異なるが，キャラクタエージェ
ントを用いたマルチモーダルプレゼンテーションを容易に
記述するため MPML とよばれる XML 準拠の言語を用い
て，キャラクタエージェントのしゃべりやジェスチャを制
御する手法を提案している．文献 [8], [9], [10] は，本番撮
影と同じロケ地やオープンセットなどの実背景に対し CG
キャラクタの演技を重畳することで，演技やカメラワーク・
カット割りの事前検討や，撮影スタッフ間で高いレベルで
の完成イメージ共有を可能にする方法を提案している．文
献 [11] では，あらかじめ人手で撮影したテンプレート映
像のカメラワークを再現することで撮影を自動化し，撮影
作業を省力化する手法を提案している．文献 [12] では，ハ
リウッド映画制作を行う専門家にインタビュを行い，大規
模な映画制作の支援を行うシステムのモデル化を行ってい
る．文献 [13] では，映画文法に則って撮影が正しく行われ
ているかを判定し，撮影の評価，教示を行う撮影ナビゲー
ションシステムが提案されている．

3. 映画制作プロセス

に沿った映像編集を支援する．
以下，2 章ではムービーコンテンツ制作システムの関連
研究について，3 章では既存の映画制作プロセスについて
簡単にまとめる．4 章では本システムの詳細を記す．5 章
で評価実験について述べ，6 章で議論を展開する．7 章で
全体の統括を述べる．

本稿で提案するシステムは，伝統的映画作成のプロセス
を反映する形でムービーの作成を支援する．そのため，本
システムの詳細を記述する前に，まず伝統的映画制作につ
いて簡単にまとめる．1 つの作品の映画は，企画から始ま
り，その企画に基づいて制作準備を行い，撮影を行ってい
く．撮影終了後，撮影した映像を編集し，仕上げを施すこ

2. 関連研究
文献 [2] では，アニメーション制作の効率化のために 3
次元 CG を利用し，2 次元アニメーション制作を実現して
いる．文献 [3] は，テキスト文章を入力することで，仮想
上のナレータである Virtual Storyteller が表情豊かに物語
を綴るシステムを提案している．そのシステムは，人物の
動きと音声を生成することができるが，ライティングや

とで，一作品の映画が制作される．すなわち，伝統的な映
画制作のプロセスは，図 1 のようにプリプロダクション
（制作の準備工程）
・プロダクション（撮影工程）
・ポストプ
ロダクション（仕上げまでの最終工程）と大きく 3 段階に
分けることができる [1], [14]．さらに，いくつかのステッ
プに細かく分けることで，映画制作をスムーズに進めるこ
とができる．

カメラワークなどの演出までは対応していない．文献 [4]
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4. 実写ムービーコンテンツ作成支援システム
実写ムービーコンテンツの作成を支援できるように，伝
統的な映画制作のプロセスを反映する形で，図 2 に示す 3

法について詳細な内容を記述できる，2) 撮影現場の状況を
反映し，撮影が可能なシーンを出力する，といった 2 つの
主な機能を持つ．

4.1.1 UI

種類のコンポーネント（シナリオエディタ・ディレクタ・

シナリオエディタは，極力従来の手法に近い形でシナリ

コンポーザ）を設計した．この 3 つのコンポーネントを順

オを入力できるようにするため，従来のシナリオの記述手

次利用することにより，ムービーコンテンツ制作を行う．

法と同様に記述でき，かつそのシナリオと対応付けてカメ

以下に 3 つのコンポーネントについて述べる．

ラなどの撮影機材の動作情報を入力できるように設計した
（4.1.3 項参照）．

4.1 シナリオエディタ

シナリオ入力時のシナリオエディタの UI を図 3 に示す．

シナリオエディタは，プリプロダクションの工程におい

緑枠で囲まれたエリアは，シナリオをチャプタとシーンと

て企画を担うコンポーネントであり，脚本や撮影方法につ

ショットの階層に分け，ショットを葉とする木構造として

いての記述および撮影のスケジュールの出力を行うエディ

表現している．葉であるショットを選択することで，青枠

タである．

で囲まれたシナリオ入力画面に，そのショットに記述さ

ユーザは，脚本（柱・ト書き・台詞）や撮影方法（カメ

れた内容が展開される．ユーザは，青枠で囲まれたエリア

ラ・照明などの動作）の方法について詳細な内容を記述で

にシナリオを入力する．撮影方法などを入力したい場合，

きる．

反映させたい文章を選択し，右クリックをすると，紫枠で

撮影時に自動で記録される撮影の進行状況の情報に加

囲まれた設定メニューが表示される．ユーザは，入力した

え，シナリオエディタに天候や時間帯などの撮影現場の状

い項目を選択し入力する．橙枠で囲まれたエリアは，イン

況をユーザが入力することで，その現場の状況で撮影可能

ターネットに接続可能な状態であれば取得した天気情報が

なシーンをスケジュールとして出力する．実写において

表示される．

は，撮影に参加できるキャストや各シーンに適した天候や

4.1.2 シナリオの構成

時間帯などを考慮して撮影を進めていく必要がある．その
ため，撮影現場の状況から撮影が可能なシーンをシナリ
オから抜き出し撮影を進めなくてはならない．特に，個人

映画制作におけるシナリオは，柱・ト書き・台詞から構
成される [15]．
あるシーンのシナリオの例を図 4 に示す．柱は，図 4

での撮影では，天候はもとより，プロの役者のようにスケ

では “○教室” の部分が該当し，各シーンの場所を指定す

ジュールが綿密に立てられているわけではないため，撮影

る．シーンが変われば，新たに柱として場所を指定する必

に参加できる役者などの撮影現場の状況は非常に流動的で

要がある．ト書きは，“山田くんがゆっくり教室の扉をあ

あり，適切なシーンを抜き出すのは大変な手間となる．シ

ける。” の部分が該当し，登場人物の動作や場所の状況説

ナリオエディタでは，シナリオをシステム側で管理するこ

明などを行う．台詞は，“山田くん「おはよう、田中くん。

とで，シナリオと天候などの撮影現場の状況を照合し，撮

昨日のテスト難しかったね。」” と “田中くん「うん。難し

影が可能なシーンを出力する．

かったね。」” の部分が該当し，各シーンに登場する人物が

以上をまとめるとシナリオエディタは，1) 脚本（柱・ト
書き・台詞）や撮影方法（カメラ・照明などの動作）の方

発する言葉を台詞を話す人物とともに記述する．

4.1.3 シナリオの記述と機材情報の入力
あるショットのシナリオ記述例を図 5 に示す．エディタ
上のシナリオは，緑枠に囲まれた台詞と赤枠に囲まれたト
書き・青枠に囲まれた台詞のない行動の 3 つの記述方式で
表現される．台詞を発しながらの演技は，緑枠に囲まれた
例のように “役名：台詞” という形で記述する．歩くや走
るといった何らかの演技で台詞がない場合は，青枠に囲ま
れた例のように “＠” で記述する．ト書きは，赤枠に囲ま
れた例のように “：” と “＠” を同じ段に含めないように記
述する．
柱となる情報は，図 3 に示す緑枠のエリアで右クリック

図 2 ムービーコンテンツ作成支援システムによるムービコンテン
ツ作成プロセス

Fig. 2 Movie content production process using the support

することで展開されるメニューからショットごとに入力す
ることができる．
カメラなどの機材情報は，ト書き以外の記述に対して

system of movie production.

カーソルを合わせて右クリックで表示される設定メニュー

c 2013 Information Processing Society of Japan
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図 3

シナリオエディタ

Fig. 3 A screen shot of Scenario editor.

○教室
山田くんがゆっくり教室の扉をあける。
山田くん「おはよう、田中くん。昨日のテスト難しかったね。」
田中くん「うん。難しかったね。
」
図 4

あるシーンのシナリオの例

Fig. 4 An example of a scenario that a scene has.

さらに，文献 [18] によると，助監督は，日々のスケジュー
ルを書く作業によって撮影現場に参加することが困難なほ
ど労力がかかる．本格的な映像作品は，多くのショットを
つなげることで制作されている．文献 [19] によると，ドラ
マでは 300 カット（ショット）程度，アクションものにな
る 1,000 カット（ショット）というカット（ショット）数を

から設定する．状況説明であるト書きに対しては，撮影時

超えることもある．このように本格的なムービー制作にお

間や機材の情報の入力はできない．台詞と撮影時間やカメ

いては，シナリオ上に多くのショットが存在する．すなわ

ラなどの機材の設定は段ごとに対応づけられており，図 5

ち，
「本格的」な映像作品を制作するためには，スケジュー

の 1 段目の場合，村人 A の「おはよう」という台詞に対し

ル管理が必要である一方で，何百から何千というショット

て，2 秒の固定撮影を行うという意味になる．ショット全

がシナリオ上に存在するため，その中から条件を満たした

体では，4 秒間カメラを固定して撮影し，その後 5 秒間左

ショットを取り出しスケジュールを構築する必要がある．

に 90 度パンを行うという入力になる．

さらに，上述のようにスケジュールは現場と同時進行でス

4.1.4 スケジュール出力機能

ケジュールの修正が行われるため，スケジュールは非常に

実写における映像制作においては，天候や時間帯・場所
といった物語上の状況が存在し，その場面を撮影するには

流動的であり，頻繁にシナリオから条件を満たすショット
を取り出すという作業が必要となる．

現実世界においても同様の状況が再現されている必要が

シナリオエディタでは，撮影前にユーザが天候などの撮

ある．実際にドラマの撮影現場などにおいて，所望の天候

影現場の状況を入力することで，シナリオと入力された情

の日に撮影を行う，あるいは所望の天候まで待機する，と

報を照合し，撮影の可能なショットをシナリオの中から抜

いったことが行われており，実世界の状況に応じた撮影は，

き出して当日のスケジュールを出力する．撮影現場の状況

作品の質を高めるうえでも重要な要素である [16]．

として，天候・時間帯・撮影場所・撮影に参加できるキャ

撮影に参加できる役者や天候・時間帯などの条件を満た

ストの 4 つの情報が入力できる．これにより，ユーザは撮

す日に撮影を行うためには，撮影日程のスケジュール管理

影現場の状況を反映し，撮影が可能なショットから撮影を

が必要になる．文献 [17] によると，スケジュール管理の業

進めていくことができる．また，後述する撮影状況スクリ

務内容は，助監督という専門の役職が行い，現場が予定ど

プト（4.2.2 項）の情報も参照することで，撮影の終了して

おりに進行するとは限らないため，現場と同時進行でスケ

いないショットかつ雨の降るショットなどのように，天候

ジュールを修正し，翌日のスケジュールを書き換えていく．

や時間帯などの撮影環境の情報と撮影の進行状況を組み合

c 2013 Information Processing Society of Japan
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図 5

シナリオの記述例

Fig. 5 An example of scenario description.

図 6

スケジュール出力画面

Fig. 6 A screen shot of schedule management.

わせてショットを抽出できる．
スケジュール出力の操作画面を図 6 に示す．緑枠で囲ま

報・撮影の進行状況情報を照合し，撮影可能なショットを
表示する．

れたエリアでは，撮影を行う予定のショットを選択する．
赤枠の囲まれたエリアには，天候・時間帯・撮影場所・撮
影に参加できるキャストなどの撮影環境の情報を入力す
る．紫枠に囲まれたエリアには，撮影の進行状況情報を入

4.2 ディレクタ
ディレクタは，撮影用カメラや照明器具などを用いて，
マイコン制御により撮影を行うコンポーネントである．

力する．青枠に囲まれたエリアには，緑枠内で選択された

実写の撮影では，キャスト以外にカメラや照明機材を制

ショットと赤枠および紫枠内に入力された撮影環境の情

御する人員が必要となる．しかし，個人における作品制作

c 2013 Information Processing Society of Japan
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<movie id =”2-1”>
<date>2012/04/13 17:21:53</date>
<state>OK</state>
<camera>1</camera>
<scene>2</scene>
<shot>1</shot>
<take>5</take>
<stage>校舎の外</stage>
<time>昼</time>
<weather>晴れ</weather>
</movie>
図 8
図 7

ディレクタの撮影プロセス

撮影状況スクリプトの一部

Fig. 8 An example of shooting-shot situation script.

Fig. 7 Shooting process of Director.

や，照明器具の点灯など撮影機材の制御をシステ
では，十分な人員が確保できるとは限らない．そこで，照

ムが自動的に行う．オートモードの場合は，指定

明などの一部機材の使用を断念したり，機材の必要ない撮

した時間がくると自動的に撮影が終了する．一

影手法を用いたりする必要がある．また，機材を制御する

方，マニュアルモードではユーザが Wii リモコン

人員が撮影に参加できない場合，撮影を進行できない可能

や PC から任意のタイミングで撮影を終了させる

性も考えられる．このように従来の撮影では，十分に人員

ことができる．ハンディモードでは，従来どおり

が確保できない場合，作品の質の低下や作品制作の作業効

人によって機材を制御することができる．いずれ

率を低下させる可能性がある．本研究では，システムに機

のモードも撮影情報スクリプトへの撮影情報の記

材を制御させることで，少人数でも撮影を進行できるよう

録は自動で行われる．

Step 5 撮影終了後，ユーザに，撮影したショットに関

にした．
また，実写の撮影においては，シナリオの流れに沿って

して OK か，NG か，もしくは HOLD かの評価

撮影が行われるわけではないため，撮影の進行状況の管理

をしてもらう．その作業が終われば，Step 2 に

を行う必要がある．そこで，撮影の進行状況を撮影状況ス

戻って別のショットを選び，繰り返し撮影を行っ

クリプトに記述し，システム側で管理することで作業効率

ていく．すべてのショットに関して，OK もしく

の向上を図った．

は HOLD と判定すれば，その日の撮影は終了と

以上をまとめるとディレクタは，1) 撮影機材の制御を行
う，2) 撮影した動画ショットに各場面や内容に関する情報

なる．

4.2.2 撮影状況スクリプト

（シーンナンバやカットナンバ・テイクナンバなど）を記録

通常，役者や撮影機材・ロケーションの制約により，シ

した撮影状況スクリプトを出力する，といった 2 つの主な

ナリオ順に撮影が行われるわけでない．そのため，撮影さ

機能を持つ．

れた動画の撮影日とシナリオの順序が一致せず，編集作業

4.2.1 撮影プロセス

が複雑となる．多くの撮影シーンがあるほど，管理や整理

ディレクタにおける撮影プロセスを 5 段階に分けた．

が複雑になる．文献 [20] によると，事前情報と制作現場の

ディレクタの撮影プロセスを図 7 に示す．以下各ステップ

情報・撮影情報の 3 つを利用すれば，映像制作のワークフ

について簡単にまとめる．

ローが改善される．そこで本研究では，これら 3 つの情報

Step 1 ユーザは，撮影を行うシナリオを選択する．

を XML を用いて表現し，それを撮影状況スクリプトとし

Step 2 撮影するショットを選択する．ユーザは提示さ

て出力する．事前情報は，ユーザがシナリオ作成時に入力

れたショットを任意に選ぶことができる．

した情報を利用する．制作現場の情報は，撮影終了時に撮

Step 3 撮影準備に入る．カメラのフォーカス・アングル

影した動画が OK か NG か HOLD かをユーザが評価した

やライティングなどの設定を行う．撮影準備が完

値である．ショットの撮影終了後，ユーザは撮影した映像

了すれば，ディレクタは撮影開始までの秒読みを

が OK か NG か HOLD を選択する．撮影情報として，撮

開始する．

影を終了した時間を記録し，その終了時点のタイムコード

Step 4 撮影は，オートモード・マニュアルモード・ハン

を書き込む．

ディモードの 3 つの撮影モード（4.2.3 項）に準じ

図 8 に撮影状況スクリプトの一部を示す．このデータ

て行われる．オートモードおよびマニュアルモー

は，シーン 2 のショット 1 における動画の情報を指す．こ

ドで撮影した場合，ユーザが入力した情報に基づ

の動画は，2012 年 04 月 13 日の 17 時 21 分 53 秒に撮影が

いてカメラのパンやチルトといったカメラの動作

終了し，テイク 5 回目となる．また，カメラ 1 台で，晴れた

c 2013 Information Processing Society of Japan


2432

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.12 2427–2439 (Dec. 2013)

図 9

ショット選択画面

Fig. 9 A screen shot of shot selection.
図 10 ディレクタのプロトタイプ

Fig. 10 Prototype of Director.

昼に校舎の外で撮影が行われことを示している．さらに，
この動画の評価は OK であることも示している．
撮影ショット選択画面を図 9 に示す．画面には，シナリ

必要がある．役者のアドリブなどで撮影時間が伸びる

オエディタで出力された撮影予定のショットが列挙され，

可能性がある場合には，撮影中にオートモードからマ

ボタンを押すことで撮影準備画面へと遷移する．撮影状況

ニュアルモードに切り替えることもできる．オート

スクリプトに記述された撮影内容から各ショットのボタン

モードと同じく機材を制御する人員の削減およびアド

は異なる文字の色のボタンで表現される．NG あるいはま

リブが多い場面などで撮影時間が事前に把握できない

だ撮影が行われていない場合は青に，HOLD の場合は黄色
になる．OK の場合はボタンが赤くなりボタンを押すこと
はできず，撮影を行うことはできない．

場合などに使用する．

• ハンディモード
従来の撮影手法どおり，手でカメラを持って撮影した

実写では，シナリオの流れに沿って撮影が行われるわけ

り，雲台に載せたカメラなどをユーザ自身が制御して

ではないため，どのショットが撮影されたのかを管理しな

撮影を行ったりするモードである．撮影中の機材の制

がら撮影を進めていかなくてはならない．ディレクタで

御は手動で行う必要があるが，撮影情報スクリプトへ

は，撮影状況をシステム側で記録し，各ショットの撮影状

の記述は行われるため，動画の管理の機能は利用する

況を異なる文字の色のボタンで表現することで，撮影の進

ことができる．主に，システムでは対応できない動き

行状況を確認しながら撮影を進めることができる．

の多い場面などで使用する．撮影手法は，従来の人に

4.2.3 撮影モード

よるものと変わらないが撮影情報スクリプトによる動

個人における撮影においては，十分な人員を集めること
が困難な場合も多く，撮影を効率的に進めていくことがで

画の管理をシステムに任せることができる．

4.2.4 プロトタイプ

きない．本システムでは，機材の制御を人ではなくシステ

図 10 にディレクタのプロトタイプ，図 11 にプロトタ

ムに行わせることで必要な人員の数を減らし，撮影を効率

イプの全体図を示す．システムは，PC とカメラにつなが

的に進めてゆくことができる．そのため，ディレクタを使

れたマイコンが Xbee で無線通信を行い，PC から撮影時

用した撮影では，3 つの撮影モードを実装した．

のシステム制御を行う．マイコンは，有線でカメラと電動

• オートモード

雲台に接続されており，撮影の開始や終了およびパン・チ

撮影開始から撮影終了までの動作をすべてシステムに

ルトなどの動作を PC から制御できる．また，Wii リモコ

制御させるモードである．システムは，ユーザが入力

ンが Bluetooth で PC と接続されており，Wii リモコンを

した動作情報に従い撮影を開始する．撮影中は，自動

利用して遠隔からカメラと電動雲台の制御を行うことがで

でパンおよびチルトといった動作を行う．指定された

きる．

時間が来れば，カメラが自動で撮影を終了する．この

4.2.5 自動追尾機能

モードを利用すれば，撮影現場の人員が十分でない場

本システムでは，カメラの動作をシステムに制御させる

合でもカメラマンなどに割かれる人員を減らし，撮影

ことでカメラマンがいなくても撮影が可能である．しか

を進めてゆくことができる．動きの少ない場面の撮影

し，あらかじめ指定した動作で撮影を行うと，役者はカメ

は可能であるが，動きの多い場面の撮影は困難である．

ラの動きを意識しながら演技を行う必要がある．これは，

• マニュアルモード

通常の演技に加えて意識することが増えるため，役者に

撮影開始から指定された撮影終了時間までの動作は

とって大きな負担となる．そこで，自動追尾による撮影機

オートモードと同じであるが，撮影終了時間が経過し

能を実装した（図 12）
．ユーザが単眼カメラを利用するこ

ても撮影は終了しない．撮影の終了は，ユーザが行う

とを想定し，カメラの映像の各フレームと撮影前にユーザ
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図 13 コンポーザの UI

Fig. 13 A screen shot of Composer.

などの付加を望む場合には，動画編集ソフトへの橋渡しが
簡単に行える．高度な映像効果などの付加を望まない場合
図 11 プロトタイプの全体図

Fig. 11 Overall view of the prototype.

には，コンポーザのみでも BGM や字幕といった簡易なエ
フェクトであれば，付加することができる．
以上をまとめると，コンポーザは，1) シナリオ順に動画
の整理および結合を自動で行う，2) 字幕や BGM などの
簡易なエフェクトの不可を行う，という 2 つの主な機能を
持つ．

4.3.1 UI
近年，個人でも高性能な動画編集ソフトが利用できる．
そのため，コンポーザは，簡単な操作で撮影した玉石混交
の動画を整理し，利用しやすい形でユーザに提供が行える
ように設計した．コンポーザの UI を図 13 に示す．シナ
図 12 自動追尾機能

Fig. 12 Automatic tracking function.

リオが保存されたディレクトリと，素材となる動画が存在
するディレクトリとを選択すると現在の撮影状況などの
情報が表示される．スクリプタに記述された撮影状況が○

が選択したテンプレートとの色のヒストグラムを比較する

（OK）か△（HOLD）か×（NG または未撮影）で表示さ

ことで自動追尾を行う．また，テンプレートと各フレーム

れる．さらに，素材となる動画が選択したディレクトリに

の全画素を比較することは計算量の問題から困難であるた

存在しない場合は ? が表示される．動画編集ボタンを押す

め，パーティクルフィルタにより計算量を削減した．

と，自動的に動画がシナリオ順に整理および結合され，オー

自動追尾を利用して撮影行うことで，役者はカメラを意
識することなく演技を行うことができる．

4.3 コンポーザ

ディオや字幕がかぶせられたムービーが作品全体，チャプ
タ，シーン，ショットの形で整理されユーザに提供される．

5. 評価

コンポーザは，撮影情報スクリプトに準じて撮影した

本研究では，ムービー作成支援システムを実装し，その

動画ショットの結合・整理などを自動的に行い，最終的な

システムの有用性を検討するためにユーザビリティ評価と

ムービーコンテンツを生成するコンポーネントである．

効率性評価を行った．

実写ムービーの制作は，天候やキャストのスケジュール
によってシナリオどおりに撮影されるとは限らない．そ
のため，撮影した動画の管理が複雑となる．そこで，コン

5.1 ユーザビリティ評価
本システムの有効性を検討するため，20 代男性 7 名と

ポーザは，撮影情報スクリプトに記載した撮影情報とシナ

女性 1 名にシステムの使い方に関する説明を約 40 分行っ

リオとを読み込み，映画全体に対して，あるいはチャプタ

た後，システムを使用して 1 名または 2 名でショートムー

ごとに，さらにはシーンやショットごとに玉石混交のフィ

ビーを作成してもらった．システム使用後に，システムの

ルムの断片からユーザが所望のものを取り出しシナリオ

ユーザビリティに関する質問や「少人数での撮影が可能で

順に整理および結合を行う．これにより，高度な映像効果

あるか」などの質問項目と自由記述からなるアンケートに
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図 14 評価実験で使用された絵コンテ

図 15 ディレクタの自動制御が利用された場面の俯瞰図

Fig. 14 Storyboard used in an experiment.

Fig. 15 A bird’s-eye view of a scene when the automatic control of Director was used.

回答してもらった．実験参加者の 8 名のうち 1 名は，大学
の映画サークルのメンバであり，映画制作の経験を有する．
他の 7 名は映画製作の経験はない．

5.1.1 シナリオエディタ
シナリオエディタに関しては，木構造による管理は分か
りやすいという意見が多かった．一方で，カメラなどの設
定項目が多く，細かい設定が面倒であるといった意見が
あった．そのため，設定の入力方法の見直しが必要であ

図 16 ディレクタの自動制御が利用された場面の動画のフレームの
一部

Fig. 16 Part of movie frames at a scene when the automatic
control of Director was used.

る．また，映画制作の経験を有する参加者は，シナリオを
記述する段階で図 14 に示す絵コンテを独自に描画してお

機能を用いて撮影を行う場面が散見された．

り，自由記述欄において「絵コンテが利用できるほうが良

また，アンケートにおいて，実験参加者全員が「少人数

い」という意見が得られた．スケジュール出力機能に関し

での撮影が可能であるか」という問に「はい」と回答した．

ては，映画制作の経験を有する参加者から，今までの経験

このように，従来の撮影においては，カメラマンがいない

に基づいて「有用であると思う」といった意見が得られた

場合にはカメラが固定された映像の撮影のみしかできな

ものの評価実験ではショートムービーを 1 日で撮影したた

かったが，本システムを利用することによりカメラマンな

め，使用される場面はあまり見られなかった．

しでもカメラにパンやチルトといった動きのある映像の撮

5.1.2 ディレクタ

影が行えることが示された．

ディレクタは，システムに撮影機材を制御させることで，

しかし，自動追尾機能に関しては実用的なレベルではな

少人数での撮影を可能とする．実際に評価実験において

いといった意見が多く，ほとんど利用されなかった．その

も，実験参加者がシステムの機材の自動制御機能を利用し

要因として，RGB のヒストグラムを追尾に利用しているた

て撮影を行う場面が見られた．以下に一例を示す．図 15

め，背景などの影響を受けやすいことやパーティクルフィ

は，実験参加者によって，実際にシステムの自動制御機能

ルタを用いて計算量を削減したため追尾精度が低下した可

を用いて撮影が行われたあるカットを説明した図である．

能性があげられる．また，自動追尾がうまく動作した場合

図 16 は，実際に撮影された動画のフレームの一部である．

でも後追いしたような映像が生成された．これは，対象物

このショットの撮影に参加したのは，役者 A と役者 B の

体が移動してからカメラの動作を判断するためであると考

2 名である．役者 A は，黒の矢印で表される方向に歩行す

えられる．

る．一方，役者 B は机にもたれかかり座っている状態であ

ディレクタは，撮影時に撮影状況スクリプトに撮影状況

る．カメラは左にパンを行いながら，撮影を行う．しかし，

やシナリオや動画の対応関係を記述しておくことで，撮影

実験参加者は 2 名でカメラのパンを行う人員が確保できな

の進行状況を確認しながら撮影を進めることやコンポーザ

いため，システムによってカメラの制御を行うことで撮影

を用いた編集時に自動でシナリオ順に動画を整理したり結

が行われた．このように評価実験において，カメラマンを

合したりすることを可能とする．実験参加者からは，
「撮

行う人員が不足している状況で，カメラにパンやチルトな

影状況を確認しながら撮影できるので，ショットの撮り忘

どの動きが要求されるショットを撮影する場合に自動制御

れがない」といった意見が得られた．また，自由記述欄に
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おいて，多くの実験参加者からコンポーザの動画の整理や

実験参加者は，細かなカット割りを行い，さまざまなカメ

シナリオとのマッチングが便利であると意見が多く得られ

ラアングルから撮影し，さらには，カメラワークも有効に

た．これは，撮影時にシナリオと動画の対応付けを行って

利用していたのに対し，それ以外の実験参加者は，長回し

おくことにより実現される機能であり，これらから，撮影

や同じカメラアングルから撮影を行ったりという場面が多

時に撮影状況やシナリオや動画の対応関係を記述しておく

く見られた．

ことは有用であることが示された．
また，
「ディレクタの使用性はどうか？」という問いに実

5.2 効率性評価

験参加者のうち 3 名が「やや悪い」と回答した．その理由

本システムは，実写ムービーコンテンツの作成効率を上

として，自由記述欄において，
「システムに付属するケーブ

げることを目的の 1 つとする．そこで，本システムが実写

ル等の機材が多く，撮影時に邪魔になり使いにくい」とい

ムービーコンテンツの作成効率を上げているかどうかを検

うことがあげられていた．

証する評価実験を行った．

5.1.3 コンポーザ

本システムは，シナリオエディタ・ディレクタ・コンポー

コンポーザに関しては，映像作品の撮影経験者から動画

ザの 3 つのコンポーネントを用いて実写ムービーコンテン

の整理やシナリオとのマッチングを自動で行ってくれる

ツ作成を行う．撮影においては，評価実験参加者の経験や

のは便利であるといった意見もあり，使いやすいといった

撮影の進行手順などの個人差による影響が大きいことから

意見が多かった．また，映画制作を有する実験参加者から

ディレクタを用いた撮影の効率性の評価は行わず，ここで

「撮影できたところまでで，高速でシナリオ順に結合され，

は従来手法と撮影効率は同等であると仮定する．その仮定

プレビューができる点が良い」といった意見が得られた．

の下で，シナリオエディタとコンポーザの編集機能の 2 つ

5.1.4 システム全体

のコンポーネントの効率性の評価を行った．ただし，コン

システム全体では，映画制作の経験を有する実験参加者

ポーザの編集機能は，ディレクタにおける撮影の進行状況

から「撮影機材の動作情報の入力に手間がかかるため，全

の自動管理およびシナリオと動画の対応付けにより実現さ

体的に撮影効率が悪くなっているが，動画の進行状況の管

れるものであり，本実験はディレクタの一部機能である撮

理や整理は今後の進化に期待できる良いものであった」と

影状況の管理機能の有用性の評価も含まれる．シナリオエ

いう意見が得られた．少人数で撮影するための機材情報の

ディタを利用したシナリオ作成には，シナリオそのものの

入力が作業効率の低下を招いているため，入力方法の再検

入力のほかにカメラや照明などのショットやシーンに応じ

討が必要である．また，長期的な撮影スケジュールにおい

た撮影情報も入力する必要がある．一方，コンポーザでは

ては，人員不足の日は撮影を見送る必要があるが，本シス

シナリオの順とは無関係に撮影された多数のショットを

テムの場合入力に手間がかかったとしても撮影を進めてゆ

自動的にシナリオ順に並べ替え結合を行う，本実験では，

くことができるため，今後は長期的な撮影スケジュールで

ディレクタの利用/非利用で撮影の効率に差がないという

従来手法との比較および評価を行う必要がある．
また，ディレクタにおいて，カメラに付属する機材に
よって撮影時の効率が悪化しているということであった．

仮定の下に，シナリオエディタとコンポーザの 2 つのコン
ポーネントの利用/非利用の間に生じるトレードオフを評
価する．

この点に関しても，機材をコンパクトにするなど対応が必

実験は，本学の大学生・大学院生の男性 6 名・女性 2 名

要である．しかしながら，コンポーザに関しては「使いや

の計 8 名に行ってもらった．以下に評価実験の内容と結果

すいと」いった意見が多く得られ，映画制作の経験を有す

を示す．評価実験に使用するシナリオと動画は，実際に本

る実験参加者が「コンポーザの作業時間はどうか？」とい

システムを利用して作成を行ったムービーコンテンツで生

う問いに「早い」と回答していることからも従来手法に比

成されたものであり，共通のムービーコンテンツの作成で

べてシナリオの管理や整理において作業効率の向上が図れ

利用したものである．

ていると考えられる．すなわち，ディテクタにおいて撮影

5.2.1 シナリオエディタ

時にシナリオと動画のマッチングを行っておき，編集時に

シナリオエディタは，シナリオの作成に加えて少人数で

その記録をもとに動画の整理を行うことが有用であること

の撮影を実現するための撮影機材の動作情報の入力を行わ

が示された．

なくてはならない．従来手法に比べ本システムを利用した

また，
「制作したムービーは満足のゆくものだったか？」
との問いに映画制作の経験を有する実験参加者が「はい」
と答えたのに対して，残りの 7 名のうち 4 名が「どちらで
もない」あるいは「いいえ」と答えた．その理由として，

場合には機材情報の入力に余分な時間がかかることにな
る．そこで，機材情報の入力にかかる時間を計測する．
実験参加者のうち男性 2 名・女性 2 名に，あらかじめシ
ナリオの入力は行った状態で機材の動作情報の入力のみを

「どのように撮影すれば効果的なのか分からない」といっ

行ってもらった．実験参加者には，10 分ほどシナリオエ

た意見が多く得られた．実際に，映画制作の経験を有する

ディタの使い方の説明を行った．その後，入力する機材の
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表 1 シナリオエディタを利用したときの撮影情報の入力に要した

表 2

ショット結合時間

Table 2 Times for combining shots.

時間

Table 1 Times for inputting pieces of information on shooting.

グループ A：コンポーザを利用

グループ B：手動で結合

実験参加者

作業時間

実験参加者

作業時間

実験参加者

作業時間

A

436.94 秒

A

22.61 秒

E

444.05 秒

B

424.32 秒

B

22.20 秒

F

483.92 秒

C

339.47 秒

C

21.04 秒

G

537.82 秒

D

375.20 秒

D

19.95 秒

H

658.71 秒

平均

21.45 秒

平均

531.13 秒

平均

393.9825 秒

動作情報を記述した用紙を渡し，その用紙に記述されたと
おりに機材の動作情報の入力を行ってもらった．そして，

表 3

作業時間の比較結果

Table 3 Comparison of operation time for film editing tasks

実験参加者が機材の動作情報の入力を開始してから終了す

under two experimental conditions.

るまでの時間を計測した．シナリオおよび機材情報は，事

A グループ平均+機材動作情報の入力時間平均

415 秒

前にシステムを用いて作成した実写ムービーコンテンツで

B グループ平均

531 秒

使用したものである．結果を表 1 に示す．

時間差の絶対値

116 秒

5.2.2 コンポーザ
コンポーザを利用する場合と従来どおり手動で適切な動
画を選択し結合する場合の作業時間を比較した．

伝え，そこで計測を止めて，結合された動画が正しく結合
されたかを確認した．結合された動画が，正しくない場合

まずは，8 名の実験参加者を A と B の 1 グループ 4 名の

はやり直しを命じ計測を再開した．正しい場合はそこで計

2 つのグループに分けた．実験参加者には，あらかじめ用

測を終了した．また，報酬が上げることを目的に，結合順

意された動画（ショット）をシナリオ順に結合してもらっ

が正しいと確信せずに終了を意思表示する行為を防止する

た．動画は，事前にシステムを用いて実写ムービーコンテ

ために，結合のミスがあるのに終了を意思表示をした場合，

ンツを作成した際に生成されたものである．結合して作成

順位決定時にペナルティ+30 秒があることを伝えた．ただ

する動画の再生時間は 1 分で，素材となる動画（ショット）

し，このペナルティは評価実験の結果には適用しない．

は 1 つのフォルダにすべて保存した．動画が保存されてい

実験結果を表 2 に示す．

るフォルダには，関係のない動画も複数含まれている．こ

A グループは，コンポーザにより自動で結合が行われる

れは，個人で撮影を行う場合，ムービーコンテンツ作成専

ため，平均で 21.45 秒という結果になった．一方，B グルー

用のカメラを所持しているケースは考えにくく，撮影に関

プでは作業途中での結合順の間違いなども多く見られ，平

係ない動画も同様の保存領域に含まれている可能性が考え

均で 531.13 秒という結果になった．

られるためである．
また，グループ A とグループ B ともに作業を行う前に

これらの結果から，作業時間の比較結果は表 3 のように
なる．

30 分間のシナリオとシナリオどおりに結合された動画の閲

この結果から，ディレクタによる撮影時間と従来の撮影

覧を許可した．これは，編集作業を行う場合に制作者であ

手法の作業効率が同じと仮定した場合，システム利用時の

れば，ある程度のシナリオや完成する作品のイメージが脳

ほうが 116 秒早くムービコンテンツの作成が行えることが

内に存在すると考えられるためである．今回の評価実験で

分かった．よって，ディレクタでの撮影時にシナリオと動

は，シナリオの作成・撮影といった手順は踏まないため，

画の対応付けを行っておくことにより，編集効率を向上さ

事前に 30 分間シナリオ・動画を閲覧する時間を与えるこ

せることが示された．一方，シナリオエディタの機材情報

とで擬似的に制作者の脳内と同じ状況を作った．

の入力には 394 秒もの余分な時間がかかることが分かった．

グループ A には，コンポーザの使い方を約 5 分間説明
し，コンポーザを利用して結合を行ってもらった．一方，
グループ B は Windows Live Movie Maker を用いて手動
で結合を行ってもらった．手動による結合は，実験参加者

6. 考察と今後の課題
本研究では，実際にシステムを実装し評価実験を行った．
そこから得られた知見や改善すべき点を以下に示す．

のモチベーションにより作業時間が影響を受ける可能性が
高いため，グループ B 内で作業時間の短かったものから報
酬が上がることを伝えた．

6.1 シナリオエディタ
ユーザビリティの評価実験から，木構造によるシナリオ

グループ A とグループ B ともに作業開始から作業終了

の管理は分かりやすいという結果が得られた．しかし，カ

までの作業時間を計測した．実験参加者には，結合が完了

メラなどの機材の設定項目などが多く，入力が面倒である

したと判断した場合に作業の終了を意思表示をするように

という意見もあるように従来手法に比べ余分な作業時間も

c 2013 Information Processing Society of Japan


2437

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.12 2427–2439 (Dec. 2013)

かかる．効率性の評価では，約 1 分のムービーコンテンツ

られた．本研究では，シナリオを書き，それに則って演技

の作成を想定した場合，393.98 秒の機材情報の入力時間が

や撮影を行うといった本格的な映像作品制作を効率化す

かかった．よって，機材動作情報などの入力手法を見直し，

ることで，本格的な映像作品制作の敷居を下げ，本格的な

絵コンテを利用できる機能などの付加とともにユーザビリ

映像作品制作を促すというアプローチをとった．しかし，

ティの向上を図る必要がある．

評価実験によって経験の浅いユーザは，ノウハウがないた

また，スケジュール出力機能に関しては，今回の評価実

めシステムを有効に使えないことが分かった．今後は，文

験では 1 日で撮影を終えたため，実際に使用される場面は

献 [13] のようにユーザにシナリオ作成や撮影技法などにお

少なかった．しかしながら，映画撮影経験者から「有用で

いて正しい映像作品の制作を教示するような機能を実装す

ある」といった意見が得られたことからも長期的な撮影ス

る必要がある．

ケジュールや再生時間の長い映像作品の制作においては有

また，本研究では，システムをシナリオエディタ・ディ

用であると考えられる．今後は，長期的な撮影スケジュー

レクタ・コンポーザの 3 つのコンポーネントに分割して

ルで撮影を行い，スケジュール出力機能の有用性を検証す

制作した．現在，個々のコンポーネントを順番に独立に使

る必要がある．

用し，ソフトウェア開発プロセスの 1 つであるウォータ
フォール・モデルに似たプロセスでコンテンツ作成作業が

6.2 ディレクタ

進行する．つまり，基本的に前工程の生成物に変更がない

効率性の評価実験から，ディレクタを用いた撮影時にシ

ことが前提となっている．しかしながら，個人における撮

ナリオと動画の対応付けを行っておくことで編集作業の効

影においてはシナリオの一部の再編や取り直しなどの各工

率化を図れることが示された．一方で，機材の付属品など

程の出戻りが高い可能性で考えられる．そのため，各工程

が撮影時に邪魔になり，撮影時の作業効率の低下を招いて

の出戻りが行いやすいシステムに作り直す必要がある．今

いる．システムを実用的なレベルとするためには，ディレ

後は各コンポーネントを統合し，シナリオエディタの UI

クタのユーザビリティの向上が今後の課題である．

をベースとして作業が行えるシステムに改変を行う．

また，自動追尾機能の実装を行ったが，実用的なレベル
にはいたらなかった．しかし，あらかじめ指定動作に合わ

7. まとめ

せてカメラを動作させ撮影を行うと，役者はカメラの動き

本研究では，実写ムービーコンテンツを気軽により効率

を意識しなくてはならず，演技以外の役者の負担を増やす

的に制作することを目的として，伝統的な映画作成プロセ

こととなる．自動追尾による撮影機能の実現は，本システ

スを反映するという設計思想のもと，企画から最終生成物

ムにおいて重要な要素であり，追尾精度の向上させ実用的

までの各段階を支援するシステムの設計および実装を行っ

なレベルの追尾機能の実装が今後の課題である．

た．また，アンケートによる評価，作品制作の効率性の評
価を行った．

6.3 コンポーザ

現在，システムで制御が行えるのはカメラのみである．

ユーザビリティの評価実験では，映像作品の撮影経験者

今後は，カメラの移動撮影や空撮などの撮影のバリエー

からもシナリオとのマッチングは便利であるといった意見

ションを増やすとともに照明器具やマイクなどカメラ以外

が出た．さらに，効率性の評価実験では，手作業に比べ圧

の機材の制御に取り組む予定である．

倒的な早さでシナリオどおりに動画の結合を行った．これ
らのことから，コンポーザの機能は，実写ムービーコンテ
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