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娯楽の一つとして、個人が自分のチャンネルを持ち、ゲーム配信、料理配信、野外配信といった生放送をすることで
不特定多数の視聴者と同じ時間を楽しむニコニコ生放送、Ustream 等が最近、盛んになってきている.例えば、1 人で
来たことのない観光地にやってきた場合、ニコニコ生放送で配信を行うと、観光地に詳しい誰か、自分と趣味の合う

自分のチャンネルの常連さんと楽しく散策を行うことができる.その種の放送を行う際、大部分は Web カメラやスマ
ートフォンを使用して配信を行っている.そこで本研究では肩乗りアバタを用いた生放送システムを提案する.ロボッ
トを配信者の肩に乗せることで、視聴者の視線と配信者の視線がほとんど一致する.それにより、従来の生放送よりも

臨場感、没入感のある放送を実現できると考える.本研究の目的はニコニコ生放送というあまり堅苦しさの無いツール
を使って、肩乗りアバタの装着者と複数人の視聴者との円滑で、楽しい 1 対多のインタラクションを実現することで
ある. 
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As a form of entertainment, etc. NicoNico and Ustream to enjoy the same time as the number of viewers unspecified by 
individuals with a channel of their own, such as a Game broadcast, Cooking broadcasting, Outdoor broadcasting will recently 
become popular . For example, if you came to the tourist destination that you have not come alone, and make Outdoor 
broadcasting in NicoNico, he can do a walk happily with Mr. regulars someone familiar with the tourist attractions of your 
channel. When you do a broadcast of its kind, the majority has made distributed using Web cameras and smartphones. In this 
paper, we propose a live system using a wearable avatar TEROOS, which is mounted on a person’s shoulder. Line of sight of the 
viewer's gaze and broadcaster almost match because you can put on the shoulders of the person broadcasting the robot. I think by 
it, and we can realize realistic, immersive broadcasting than the past broadcasting. The purpose of this study is to realize the 
smooth and fun One-to-many interaction. 

 
 
 

1. はじめに     

 最近の娯楽の一つとして、個人が自身のチャンネルを持

ち、ゲーム配信、料理配信、野外配信といった多様なジャ

ンルの生放送を行うことのできるニコニコ生放送、Ustream
といったサービスが人気を博している .これらのサービス

では配信者が不特定多数の視聴者と同じ時間を共有し、楽

しむことができる.例えば一人で、来たことのない観光地に

来た場合を考える.一人旅を楽しみに来たものの、誰かと一

緒に市街地を回るのも楽しいものである.そんなときに、ニ

コニコ生放送を使って観光地巡りを配信することで、その

観光地に詳しい視聴者、その観光地に来たことのない常連

視聴者、あるいは初めて放送に来てくれる初見視聴者と一

緒に散策している気分を味わうことができる.図 1 はニコ

ニコ生放送における野外配信の様子である .ライブの映像

にリアルタイムの視聴者のコメントが反映される. 
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図 1 ニコニコ生放送の様子  

 

このような野外での配信を行う際、視聴者が観る映像は大

部分、Web カメラやスマートフォンからの映像である.しか

し、Web カメラ、スマートフォンで配信する場合、手を常

にかざしたりする等、配信者は観光地の周囲の映像を取得

するのに精一杯で、肝心の散策に集中することができず、

視聴者もあまり配信者と一緒に散策していると感じること

はできない.そこで、本研究では肩乗りアバタ TEROOS1)を

使用する.肩乗りアバタ TEROOS を使用する利点として 
 配信者(装着者)の負担にならない 
 視聴者が臨場感、没入感を感じ、配信者と一緒にいる
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感覚になる 
という 2 つが挙げられる.ロボットを肩に乗せることによ

り、装着者の視線を視聴者が共有することができ、まるで

装着者の肩の上に視聴者がいるような感覚を得ることがで

きる .本研究の目標はニコニコ生放送と肩乗りアバタ

TEROOS を使って、楽しく、配信者と視聴者がまるで同じ

場所にいるかのような 1 対多のインタラクションを実現す

ることである. 

    
 

図 2 肩乗りアバタ TEROOS 

2. システム構成 

 本章では本研究のシステムの説明を行う .システム構成

を図 3 に示す.視聴者が生放送中にコメントを投稿すると、

そのコメントはソケット通信を使ってコメントサーバに送

られ、コメントサーバによって処理が行われる.例えば、方

角を表すコメント(右の景色すごいね！)、感情を表すコメ

ント(ww、ｼｮﾎﾞｰﾝ、?)をコメントサーバによって処理する.
そしてコメントサーバによって前述のような特定の種のコ

メントが投稿されると配信者に(装着者)にロボットの制御

コマンドを送信する.配信者側では所持しているスマート

フォンで制御コマンドを受信し、Bluetooth 通信により

TEROOS のサーボモータを制御し、ロボットを動作させる.
そして、配信者が歩き、ロボットが動作することで、視聴

者に動的で、配信者の視野とほぼ同じ映像を提供すること

ができる. 

 
図 3 システム構成  

3. 今後の研究に関して 

現在実装が完了している部分はコメントを取得し、サーバ

で処理を行い、ロボットを動かすという非常に単純なもの

である.今後やるべきことは主に 
 コメントに対するロボットの動作の改良         (1) 
 ロケーションの違いによる、投稿されるコメントの特

徴の分析                                     (2) 
 フィールド実験によるシステムの問題点を明らかに

し、改善を行う                                (3)  
の 3 点である. 
(1) に関しては現在例えば”右”というワードの入ったコメ

ントが投稿されると TEROOS は右を向き、5 秒後に初

期化を行っているが、配信者(装着者)、視聴者両者に

とってこの実装が良いものであるという検証は現在何

も行っていない.今後、配信者、視聴者両者にとって最

適な TEROOS の動かし方を被験者実験を通して行っ

ていく. 
(2) に関しては、例えば配信を行う環境が 

(A)景色が非常に綺麗な海岸  
(B)コスプレイヤー達が集う秋葉原 
の 2 環境である場合、(A)で”景色すげーな ww”という

コメント、(B)で”すげーな ww”というコメントが投稿

された場合、前者の”ww”と後者の”ww”の視聴者の意

図は大きく異なるはずである.したがって、ロボットの

動作もロケーションによって変えなくてはならない. 
(3) 現在、本システムは研究室レベルでの十件しか行って

おらず、フィールドに出て初めて問題点が分かるもの

である.なので、できるだけ早く実環境におきて実験を

行いたいと考えている. 

4. 関連研究 

本研究の関連性の高い研究として柏原 1)らの研究が挙げら

れる.この研究では、肩に取り付けられるウェアラブル・ア

バタ TEROOS を用い、フィールドテストを行い、遠隔地の

相手と視線を共有することを実現した.本研究との相違点

は柏原らの研究は遠隔地の相手との 1 対 1 の円滑なインタ

ラクションに焦点を当てているのに対し、本研究では、ニ

コニコ生放送と TEROOS を連携させることで、円滑な 1 対

多のインタラクションを実現させることに焦点を置いてい

る点である.ニコニコ動画に着目した研究は数多くなされ

ている.松野 2)らの研究では同じ動画を視聴している他者

の視線を計測し、共有することによるエンターテインメン

トシステムを提案している. 
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