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１．はじめに
WebRTC を用いたビデオ配信が近年高い注目を集
めている．WebRTC とはブラウザを介してリアル
タイムコミュニケーションを行うためのプロト
コル群であり，WebRTC を使うことでプラグイン
なしにデータや動画などのストリームデータの
やりとりを行うことができる．本稿では，
WebRTC を用いたビデオ会議システムを P2P ネッ
トワーク上に実現する方法を提案する．提案手
法では，システムのスケーラビリティを確保す
るため，各ユーザが一度に視聴できるカメラ映
像の個数を二つに制限する．その上で，発話に
よって他の話者に割り込みをかけたユーザの映
像をリアルタイムに切り替えることで，話題の
変化を容易にフォローできるようにしている．
２．WebRTC
WebRTC は W3C が提唱する Web ブラウザやモバイ
ルアプリでリアルタイムコミュニケーションを
実現するための API であり，対応ブラウザが搭
載されていれば端末の種類や OS を問わずに利用
することができる．現在対応しているブラウザ
は Google Chrome，Mozilla Firefox，Opera で
あり，低レイヤーでは Microsoft Edge も対応し
ている(Safari や Internet Explorer に関しては
プラグインが公開されており，プラグインを適
用することによって対応可能)．WebRTC を利用し
た実アプリケーションの例として，チャットサ
ービス，ゲーム，P2P ファイル共有サービスなど
があげられる．
３．提案システムの構成
提案システムは，専用ソフトをインストールす
ることなしに Web ブラウザのみで利用できるこ
とを意識し，Web 標準技術を利用して実装してい
る．具体的には HTML5 や JavaScript を利用し，
Web アプリケーションとして実装した．本節では
実装の概要を述べる．
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図 1. 通信の様子
WebRTC を簡単に利用できるようにするために用
意された既存ライブラリとして PeerJS がある．
PeerJS は，各ピアに振られたユニークな ID を指
定して通信の接続・切断が行えるメソッドや，
通信中の様々な出来事に対するイベントなどを
提供している．SkyWay は PeerJS に NTT コミュニ
ケーションズが独自拡張を施したライブラリで
あり，2017 年 1 月現在無料で利用できる．また
SkyWay では STUN サーバや TURN サーバ，シグナ
リングサーバとしての機能も提供されている．
提案システムにおいて SkyWay は，ピア間の接続
の仲立ちをしてくれるシグナリングサーバとし
ての役割を果たしている．また各ピアにユニー
クな ID を割り当て，ピアを接続・切断するため
の方法を提供することで，ID によるピアの管理
を 容 易 に し て い る ． WebRTC で は SDP(Session
Description Protocol)でデータの種類や IP ア
ドレス，暗号化の鍵などをやり取りすることに
よって P2P 通信を可能にしているが，SkyWay は
この部分も自動的に行ってくれる．さらに NAT
traversal をするために STUN サーバを用いたポ
ートマッピングをしたり，TURN サーバによって
通信をリレーしたりすることもある．
上述の SkyWay によってピア間を接続すること
で WebRTC による P2P 通信路が確立する．提案シ
ステムでは，この通信路上でビデオデータや音
声データ，テキストデータやバイナリデータな
どを送ることでビデオ会議システムを実現して
いる． SkyWay と WebRTC による各ピアの通信の
様子を図 1 に示す．

図 2. 提案システムの画面構成
提案システムのユーザ画面は，図 2 のようにメ
インビューとサブビューのツインビューからな
る．メインビューにはユーザが選択したストリ
ーム映像が表示される．映像の切り替えは，画
面下の参加ユーザ一覧から見たいユーザにチェ
ックすることで実現される．サブビューには，
一番最近に発言を開始した発言者のストリーム
映像が表示される．サブビューの映像をユーザ
自身が選択することはできない．このような二
つのビューを視聴することで，各ユーザは自分
が注目する話者の映像を確認しつつ，現在行わ
れている発言もチェックすることができ，話題
の変化についていくことができる．
メインビューとサブビューのツインビューに制
限するのは，各ピアが完全結合で接続した場合
にネットワーク全体のトラフィックが飽和して
しまうことを仕組みの上で防ぐためである．

図 3. 接続要求が実際に到達するまでの時間
いていまだ部分的な実装にとどまっていること
も あ り ， 今 回 実 装 し た プ ロ ト タ イ プ で は Web
Audio API を用いることにした．
Web Audio API 上の発話検知は AnalyserNode に
よって行われる．具体的には，AnalyserNode に
よってマイクの音量を一定間隔で取得し，音量
の平均が設定した閾値を超えた状態を発話中と
判断する．閾値は事前に発話中のときの音量を
測定し，その最小値から設定した．これにより
発話の開始や終了のすばやい検知が可能になる．
５．予備実験
提案システムの性能を評価するため，あるピア
が接続を要求してからその要求が実際に届くま
での時間を計測した．実験では，2 台の端末を用
意し，各端末でブラウザを 1 タブのみ開き最新
のひとつの映像だけシングルビューで再生した．
同時に接続するピア数を増やしていき，ピア数
の変化が接続所要時間にどう影響するかを調べ
た．実験は 5 回行い，外れ値を除外した上で平
均をとった．また同様の実験を複数の映像を再
生したマルチビュー環境でも行った．
結果を図 3 に示す．接続数が増えるにしたがっ
て，接続にかかる遅延が加速度的に増加してい
る．また遅延に関しては数十 ms 程度になってお
り，十分実用になる速度であることが確かめら
れた．

４．発話によるサブビューの切り替え
提案システムにおけるサブビューの切り替えは
次の手順で行われる．マイク入力を通してユー
ザの発話を検知したピアは，会議に参加してい
るすべてのピアの ID を取得し，各ピアに向けて
自身の映像ストリームを送信する．ストリーム
を渡されたピアは受け取った映像ストリームの
再生をサブビューで開始し，それまでサブビュ
ーで再生されていた映像ストリームを配信して
いたピアとの接続を遮断する．
発話の検知は Web Audio API や Web Speech API
などの Web 標準技術を用いて行う．ここで Web
Audio API は音響処理のための API であり，音の
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