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臨場感の伝達

遠隔地で行われているイベントの臨
場感を伝送し，ユーザにあたかもその
イベントに参加しているような感覚を
与えることは，バーチャルリアリティ

（VR）の分野において長らく課題とさ
れてきました．臨場感に必要な要素は
人間の五感だけでなく，場の雰囲気や
印象といったノンバーバルな（言語以
外の）感覚なども含めると多岐にわた
るため，現状の技術ではすべての要素
を遠隔地で完全に再現することは，困
難であると考えます．

NTTメディアインテリジェンス研
究所（MD研）では，この課題に対し，
臨場感にかかわる要素の中でも“視覚”
に着目し，映像視聴を通した臨場感の
伝送に取り組んできました．中でも“イ
ンタラクティブ映像配信技術”は，限
られたネットワーク帯域で，あたかも
遠隔地のイベント会場にユーザが入り
込み，見たい個所を自ら選んで視聴す
るような感覚を得ることのできる技術
として，これまでスマートフォン，タ
ブレット端末への配信や配信の実時間
化など，さまざまな知見やノウハウを
蓄積してきました（1）,（2）．

一方，株式会社ドワンゴは，ユーザ

投稿型の動画共有サービス「ニコニコ
生放送」で，映像中にコメントを重畳
させるなど，これまでにない映像体験
をユーザに提供してきただけでなく，
同社のモットー「現実世界とネットの
境界線をあいまいにする」を目指し，
ニコファーレ＊ 1やニコニコ超会議＊ 2と
いったリアルなイベントにおいても，
現実世界の臨場感をネットユーザと
共有するような試みを多数行ってきま
した．

今回，MD研の開発したインタラク
ティブ映像配信技術と，ドワンゴのこ
れまで培ってきた，現実とネット世界
の融合ノウハウを活かし，リアルタイ
ム全天球映像配信システムを構築しま
した．このシステムを用いると，ユー
ザは今まさに行われている遠隔地のイ
ベント会場に立ち，周りを見渡すよう
な感覚を得ることができるようになり
ます．本稿では，インタラクティブ映
像配信技術の概要，システム構築時の
工夫に加え，同システムを使った実網
配信時の反響と見えてきた課題につい
て紹介します．

アプローチ

今回，視覚的な臨場感を追求するた
め，特徴的な 2 つのデバイスを取り入

れました．1 つは360度全天の映像（全
天球映像）を高解像に取得可能な「360
度全天球カメラ」，もう 1 つはユーザ
が向いた方向を逐次検知可能な「ヘッ
ドマウントディスプレイ（HMD）」で
す．前者は，遠隔地の情報を高精細な
映像として取得するため，後者は，ユー
ザが向いた方向に応じた映像を高い没
入感を伴って提示するために利用しま
した（3）,（4）．

これら先鋭的なデバイスを用いるこ
とにより，臨場感高く映像素材を視聴
することは可能となりますが，時には
4Kサイズを超えるような非常に大き
なデータサイズを持つ全天球映像を，
遠隔地にいるユーザがいつでもどこで
も受信して楽しむためには，常に広帯
域なネットワーク環境が確保できる状
態になければなりません．そこでMD
研の開発したインタラクティブ映像配
信技術（2）をこの全天球映像に適用し，
限られたネットワーク帯域でユーザの
見ている部分だけを高画質に配信する
ことで，現在普及している一般的な
ネットワーク環境でも，高臨場な視聴

全天球映像 ヘッドマウントディスプレイ 映像ストリーミング

＊1	 ニコファーレ：ドワンゴの運営するイベン
ト会場．

＊2	 ニコニコ超会議：ドワンゴの運営するイベ
ント．

リアルタイム全天球映像配信システム

株式会社ドワンゴとNTTは，NTTメディアインテリジェンス研究所（MD
研）の開発したインタラクティブ映像配信技術を用い，360度全天球カメ
ラで撮影したライブ会場の映像をユーザが高い臨場感で視聴可能なシステ
ムを開発しました．また，そのシステムをドワンゴのニコニコ生放送設備
に組み込むことで，実網でのリアルタイム配信サービスを開始しました．
本稿では，インタラクティブ映像配信技術，および構築したシステムの配
信結果について紹介します．
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体験ができるようにしました（図 1 ）．

インタラクティブ映像配信技術

今回使われているインタラクティブ
映像配信技術では，広範囲に撮影され
た映像を複数の重なり合うタイル状領
域に分割し，それぞれのタイルを高解
像度で映像圧縮しておき（高解像度タ
イル），ユーザが見ている部分の高解
像度タイルのみを配信します．これに
より，ユーザは，自身が見ていない領
域のタイルは受信する必要がなくなる
ため，必要なネットワーク帯域を削減
することができます（図 1 ）．また，
映像全体をカバーする領域を低解像度
で映像圧縮しておき（低解像度タイ
ル），高解像度タイルと併せてユーザ
へ配信することで，ユーザは視聴位
置を変更した際も，その場所に対する
高解像度タイルが受信されるまでの
間，映像が欠けることなく視聴を続け
ることができます．

この技術により，ユーザが広範囲に
撮影した映像を高臨場に視聴可能とし
ながら，映像全体を高解像度で配信す
る場合に比べ，必要なネットワーク帯
域を削減することができるようになり
ます．

商用システムへの実装

インタラクティブ映像配信技術を
全天球映像に適用し，商用システム
の実装を行いました．ここでは，技術
の実装だけでなく，ユーザが長時間視
聴しても体感品質を損なわない工夫や
ユーザを飽きさせない工夫，ドワンゴ
がこれまで積み上げてきたコメント文
化のノウハウなどを，配信側，ユーザ
側ともに組み込むことで，ユーザ体感

品質の高い，視聴して楽しいシステム
の提供を目指しました（図 2 ）．ここ
ではシステム実装にかかわる細かなス

ペックに加え，これらを組み込んだ工
夫について紹介します．

図 2 　商用システム概要
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■配信側
全天球映像は，360度全天球カメラ

Ladybug3を用い，1920×960ピクセル
サイズの映像を29.97 fps（frame per 
second）のフレームレートで取得しま
した．取得した映像を480×960ピクセ
ルサイズの高解像度タイル 7 枚（各1.2 
Mbit/s）と512×256ピクセルサイズ
の低解像度タイル 1 枚（0.5 Mbit/s）
を実時間で映像圧縮するようにしまし
た（図 1 ）．エンコードされた各タイル
は RTMP（Real Time Messaging 
Protocol）経由で配信サーバに送られ，
CDN（Content Delivery Network）
を通じてユーザに配信されます．定常
的には計1.7 Mbit/sで映像が配信され
ることになりますが，ユーザがある高
解像度タイルを視聴していた後，別の
方向を向き，別の高解像度タイルが配
信サーバにリクエストされた場合，リ
クエストしたタイルが来るまでの間

（現状，エンコードと伝送，視聴アプ
リケーションでのバッファリングなど
にかかる時間で 5 秒程度），古い高解
像度タイルも受信し続ける仕様とした
ため，視聴方向変更時は，瞬間的には
1.2 Mbit/sの高解像度タイルをもう 1
枚加えた2.9 Mbit/sのネットワーク帯
域で映像配信が行われます．

なお今回は，全天球映像の配信に
加え，通常のカメラマンが撮影した番
組映像も同時に配信したため（後述），
映像配信で使われたネットワーク帯域
は合計で3.2 Mbit/sとなりました．こ
れは，全天球映像全体を高解像度タイ
ルと同じ画質で一度に送った場合（単
純面積比で1.2 Mbit/s× 4 ，カメラマ
ン撮影の映像0.3 Mbit/sも含め計5.1 
Mbit/s）と比較して，約 4 割の帯域

削減効果があるといえます．また，昨
今家庭に敷設された光ファイバはもち
ろん，携帯電話のLTE（Long Term 
Evolution）通信においても十分現実
的なネットワーク帯域だといえます．

今回撮影された全天球映像の各タイ
ルは配信サーバに映像ファイル形式で
保存されるため，タイムシフト視聴が
可能となり，ユーザはいつでも高臨場
な視聴を行うことができます．
■ユーザ側

HMDは，昨今VR分野などで期待が
高まっているものの，世間一般にはま
だ十分普及しているデバイスとはいえ
ません．今回，HMDを持たないユー
ザでも全天球映像視聴を楽しめるよう
にするため，視聴用アプリケーション
は，HMD向けのほかに，Webブラウ
ザ向けも用意しました（図 3（a））．こ
の場合，ユーザはマウスのドラッグ操
作により好きな視点を選んで視聴する
ことが可能です．一方，HMDを保有
しているユーザは，HMDをPCに接続
し，視聴用アプリケーションをダウン
ロードして実行することで全天球映像
を高臨場に視聴することができます

（ 図 3（b））． 今 回 対 応 し たHMDは
Oculus VR社のOculus Riftで，搭載

されたジャイロセンサにより，ユーザ
が向いている方向を検知し，見ている
方向に応じた高解像度タイルを配信
サーバに要求します．各タイルは
Adobe Air上においてRTMP経由で受
信され，高解像度 ・ 低解像度タイルを
合成した後，Oculus Rift向けに描画
処理が行われます．

遠隔で行われるイベントが長時間と
なる可能性も考慮し，前述のカメラマ
ンが撮影した番組映像（通常のニコニ
コ生放送）を，全天球映像が表示され
た空間に配置されたモニタ画面のよう
に配置することで，ユーザがHMDで
の見渡し視聴に疲れたときや飽きたと
き，通常の番組視聴を行える工夫を取
り入れました（図 4（a））．

また，ユーザどうしが感情や印象を
やり取りできるニコニコ生放送特有の
コメント投稿についても，同様に全天
球映像と同じ 3 次元空間を浮遊する
テロップのように配置することで，ニ
コニコユーザのこれまでの楽しみ方を
損なわない工夫をしました（図 4（b））．
このコメントは，空間内で視差を持た
せて配置されているため， 2 次元で撮
影された全天球映像に，より立体感を
持たせる演出となっています．

コンテンツ視聴画面

メニュー選択

（a）　Ｗｅｂブラウザ向け

（b）　HMD向け

図 3 　視聴用アプリケーション
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今回構築したシステムは2014年11
月17日に日本武道館で行われた「50
周年記念 小林幸子in日本武道館〜夢
の世界〜」（図 5 ）で初めて導入され，
185分間の公演においてトラブルなく
動作しました．HMD，およびブラウ
ザで全天球映像を視聴した回数は 1
万22（4762ユーザ）で，これは通常
のニコニコ生放送のみを視聴したユー
ザのおよそ 1 割に上りました．この結
果から高臨場な視聴に対するユーザの
期待が確認できたと考えます．一方で，

タイムシフト視聴を行う場合，高解像
度タイルが配信されるまでの時間が，
前述の 5 秒程度の遅延に加え，さらに
長くかかるという課題が得られまし
た．長時間の公演では，配信サーバに
蓄積される各タイルの映像ファイルサ
イズが大きくなってしまい，目的のタ
イミングをシークするのに時間がかか
るため，今後，改善を検討しています．

今後の展望

今後は，前述の課題解決だけでなく，
配信画質の向上やさらなるビットレー
ト低減に加え，2020年に向けて，ス
ポーツコンテンツの拡充，音響との連
携などによる臨場感の追求に取り組む
予定です．
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図 4 　モニタ画面の配置

（a）　通常のニコニコ生放送画面 （b）　投稿コメント画面

投稿コメント
通常のニコニコ生放送

図 5 　適用事例

視 聴 体 験
　ニコニコ生放送のプレミアムユー
ザであれば，今回収録した全天球映
像のタイムシフト視聴が可能です

（http://live.nicovideo.jp/gate/
lv199935215）．HMD をお持ちの
方は，専用ページから視聴用アプリ
ケーション（https://www.dropbox.
com/sh/v3tbi6u4vfze3r2/ 
AACaGb99KeLXvgVsugMXRna 
Qa?dl=0）をダウンロード，HMD
をお持ちでない方は，専用ページに
アクセスいただくことにより Web ブ
ラウザ上でご覧いただくことが可能
です．

（左から） 岩城  進之介/ 越智  大介

近年，これまで以上にVRに関する技術や
デバイスが注目されています．ドワンゴ，
MD研ともに，今後もユーザの皆様がワクワ
クするような技術 ・システムの研究開発を
推進していきたいと思いますので，皆様か
らの助言をお待ちしています．
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