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野間　春生
ATR メディア情報科学研究所

新しいスポーツ観戦
-スポーツ中継の変遷とVR化 -

1. テレビ番組の華としてのスポーツ中継

諸外国の状況には明るくないが、少なくとも日
本人はスポーツ中継が大好きな民族であると言
えよう。先のソルトレイクオリンピック中継で
は老若男女を問わず徹夜明けの眠そうな顔が日
本中で大量生産されたことは記憶に新しい。株
式会社ビデオリサーチ社に提供いただいた昨年
までの視聴率データ(表1)によると、データ集積
を始めた1962年以降のランキングではスポーツ
中継ものが他のカテゴリー圧倒して驚異的な視
聴率をたたき出している。個人の嗜好が細分化
し、昔ほど高視聴率が出ない昨今でもオリン
ピックの開催された2000年、そして2001年、ス
ポーツ中継番組は依然として高い視聴率を記録
している。
なぜ人々はこのようにスポーツ中継、あるい
は、スポーツ観戦に魅せられるのであろうか。
少々古い言い回しであるが、筋書きのないドラ
マへの期待、超人的な選手のパフォーマンスへ
の期待、さらには、贔屓にしている選手やチーム
への声援でもあろう。もちろんライブ、つまり自
分が競技場に足を運び、いち観客として選手や
他の観客と一体になることで最もその効果を高
まることは疑う余地はない。しかし全てがグ
ローバル化するなかにおいては日常は多忙を極

め、経済的・時間的・空間的な制約から競技場へ
足を運ぶ機会はますます減り、必然的に何らか
のメディアを介した中継による観戦の要求が増
えてくる。
そんな中で放送設備がフルデジタル化されつつ
ある昨今では、競技場で発生したイベントを解
説付きで第三者たる視聴者に伝える形式のス
ポーツ中継はほぼ完成に至り、一方で視聴者は
より多くの情報とライブ以上の迫力をメディア
を介した中継に求めるようになってきた。
その要望に応えるため鍵は放送をＶＲ化するこ
とにあると考える。本稿では、まずこれまでのス
ポーツ中継の流れを歴史的イベントであるオリ
ンピックの中継を軸に縦覧し(図1) 、次に将来の
姿として提案されているVR化するスポーツ中継
の例を紹介していく。

2. スポーツ中継の軌跡と要素

4 年に一度のオリンピックはスポーツ選手に
とって頂点であるが、放送関係者にとっては持
てる最新放送技術の投入が半ば義務として期待
されながら同時に絶対に失敗の許されないス
ポーツ中継放送の頂点でもある。
1968年に開催されたメキシコオリンピックで
は３機の人工衛星を使って世界同時ライブ中継*1

が実現された。これによって、地球規模のイベン
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トであっても”競技そのものの展開を迅速かつ
正確に伝える情報伝達”、そして、アナウンサー
とプロの解説者による”イベントの的確なリア
ルタイム解説”が実現された。もちろん、この時
代の放送設備はアナログと人力の物量作戦に支
えられた成果であったということである。
80年代に入るとトランジスター化にともない
放送機器の小型化が実現され、ハンディカメラ
や車載カメラを多用して”選手のパフォーマン
スの効果的な撮影・配信”が実現されるように
なってきた。[2]  また、80年代の後半から90年代
にかけてテロップなどを中心にデジタル化の萌
芽が見え始めた。[3]  たとえばマラソン中継では先
頭集団の選手数名が2時間以上も単に走っている
だけの単調なコンテンツであるにもかかわらず
その中継は驚くほど人気がある。これは、単にマ
ラソン競技では日本人の大好きなスポ根ドラマ
性*2が特に高いためだけではなく、放送のデジタ
ル化の恩恵により走路や順位・選手の状態など
の各種データをCGテロップで画面に重畳できる
ようになり、視聴者を飽きさせない番組構成が

実現したことも一因であろう。[4-6]しかし、この時
期のデジタル化は当時の計算機の処理能力の制
約からテロップ程度にとどまり、放送としての
絶対的信頼性確保のために依然としてアナログ
と物量作戦による放送が主流であった。

図1　スポーツ中継の変遷と将来

図1　TV番組視聴率ランキング[1]

株式会社ビデオリサーチ社提供(2000年、2001年は関東地区データより抜粋、単位は%)
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*1: 当時は宇宙中継と宣伝された。残念ながら著者に
は当時の記憶がない。
*2:ドラマのカテゴリーとしての“スポーツ根性もの”
を示す。古くは”巨人の星”等が代表例となる。
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90年代後半になるとようやくカメラと編集機
のデジタル化が大きく進み、従来のアナログ機
器を単にデジタル機器に置き換えるにとどまら
ず、積極的にデジタル処理を加えた映像を多様
し始めるようになった。[7]  96年のアトランタオリ
ンピックではCGによる文字情報のテロップだけ
でなく、静止画ではあるがライブ映像を素材と
するストロボ撮影の様なマルチモーション表示
が体操競技などで話題を呼んだ。また、デジタル
カメラは装置の小型化をもたらし、競技場の走
路にそって敷設されたレール上を選手の動きに
合わせて移動するトラッキングカメラや天井カ
メラなどのユニークな撮影機材も多数投入され
た。[8]  これらによって、通常ではカメラマンです
ら見られない構図やクローズアップ映像によ
り、”競技の臨場感やスピード感”が強く感じら
れる映像が配信された。
98年の長野冬季オリンピックではこれらの手
法がさらに進歩し、高性能防振台を利用したス
キーやスケート等の高速競技に対応可能なト
ラッキングカメラや動画を重ね合わせる仮想対
決システム、開会式での世界同時合唱のための

タイムラグアジャスタなど、もはやライブを越
えつつある”エンタテイメントとしての娯楽性”
を高めた放送が実現した。[9]

まとめると、これまでのスポーツ中継では
・競技の展開を迅速かつ正確に伝える情報伝達
・イベントの的確なリアルタイム解説
・選手のパフォーマンスの効果的な撮影・
・競技の臨場感やスピード感の伝達
・エンタテイメントとしての娯楽性
の諸要素が実現されてきた。
そして20世紀最後の年に実施されたシドニー
オリンピックではハイビジョンカメラの導入と
撮影・編集・配信の全過程がデジタル化され[10、]、
イベントを伝える形式でのスポーツ中継は一応
の完成に至ったと言える。

3. これからのスポーツ中継

では、これからの21世紀ではどんなスポーツ
中継が実現されるであろうか。そこでは積極的
に視聴者の側にＶＲ技術を導入し、メディアを
介した中継でありながらも競技場での観戦以上
の感動と興奮を視聴者に与える中継が期待され

図2　超大画面高精細映像によるワールドカップのデモンストレーション[11,12]

通信総合研究所提供



    日本バーチャルリアリティ学会誌第7巻第2号2002年7月 特集　スポーツとVR

##

る。以降ではその片鱗を示す研究例を、高臨場
感、個人化、体感、の三つのキーワードで紹介し
ていく。

3.1　高臨場感中継

競技場にいるかのごとき臨場感を実現する中継
手段として、2002FIFAワールドカップでの実用
化をにらんだ超大画面ディスプレイが実用化さ
れてきた(図2）。[11,12]これは日韓共同のプロジェク
トとして総務省が中心となって進めているプロ
ジェクトで、新開発した3面パノラマハイビジョ
ンカメラ、155Ｍクラスの衛星と光ファイバーを
使った広帯域デジタル伝送システム、 横15m×縦
3mの巨大な三画面パノラマHDTVから構成され
る。このスクリーンのサイズはほぼ電車一両の
側面に匹敵するサイズであり、競技場の全景が
表示されながらも選手の背番号が十分に判読で
きるほどの高精細のハイビジョン映像が当然な
がらリアルタイムに中継される。ここまで巨大
になると眼球の焦点調節能力に負荷がかからな
い程度まで視聴者から表示面までの距離も確保
できることから、HMDなどにありがちな眼性疲
労を生じさせることなく、視聴者に迫力・スピー
ド感、ひいては臨場感に溢れる映像を提示でき
る。実際、開発者らによる主観評価実験において
もこの装置での中継映像を見た被験者に競技場
での観戦とほぼ同じであるとの評価されている。

また、競技場観戦以上の臨場感を実現するため
に、従来のトラッキングカメラ技術をバーチャ
ル化した自由視点3次元映像を合成する手段が提
案されている。当然ながらトラッキングカメラ
を競技フィールド内に設置することはできない
が、この自由視点技術が実現すればゴールの正
面からの視点や競技者の視点からの映像を自由
に仮想撮影できる。大田らのシステム[13-14]では競
技場の周囲に 18個のカメラを配置し(天井を含
む)、コンピュータビジョン技術によってこれら
の映像から自由な位置からの競技中継映像を合
成するシステムを実現している(図3)。同様の技
術をフットボールやバレーに応用する研究も活
発に実施されている[15-17]。
これらの自由視点システムは現状で直ちに放送
可能なレベルでの高精細画像が得られるわけで
はないが、その可能性を確信させる技術として
金出らは2001年のSuper Bowlにおいて"Eye Vi-
sion"と呼ばれる中継技術を実現した[18]。彼らは
映画マトリックスで一躍有名になった古典的
SFX技術である俳優の周囲をぐるりと回転する
ようなカット(フローモーション法、マトリック
スではマシンガン撮影とも呼ばれる）を、ライブ
中継で実現した。手法そのものは競技場の周囲
に完全に連動するロボットカメラ33台を配置し、
それらのカメラからの映像をフレーム単位で切

図3　仮想化現実技術による自由視点3次元映像スタジアム通信[13,14]

合成された自由視点映像

筑波大学　大田研究室提供
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図4　スポーツの応援感情を共有できるTV Community System[19]

り替える方式であり、前述の自由視点システム
のようなコンピュータビジョン的な要素は一切
入っていない単純なシステムであるが、USAで
はこのために人生を賭けるとも言われる最大の
スポーツイベントであるSuper Bowlのライブ中
継においてこれを実現したことの技術力と視聴
者に与えたインパクトは非常に大きかった。

3.2　個人化中継

かっては関西圏に住んでいる人は皆、阪神・近
鉄・南海のいずれかのファンであった。しかし昨
今のように人の往来が激しくなってくると、
ちょっとしたオフィス内でプロ野球12球団の各
ファンが一通り揃う時代になってきた。また社
会活動が 24 時間体制の世の中に至ったために
ゴールデンタイムの価値は相対的に低下し、真
夜中の野球中継の再放送も一般的になってきて
いる。このように我々を取り巻くコミュニティ
と時間の使い方がグローバル化してきたことに
対応して、スポーツ中継は逆に個人に適応した
手法に遷移することも考えられる。
CSCWの分野では仮想のコミュニティを構築
するためのグループウェアの研究が盛んである。
このアイデアをスポーツ中継に応用した例とし
て、田淵らは[19,20]双方向放送を前提とした視聴者
の応援感情共有システムを提案している(図 4)。

これは、各視聴者の応援感情を動作情報として
放送局のサーバーに集め、その集計結果が贔屓
のチームのコミュニティーごとに中継画面内の
キャラクターの動作としてフィードバックされ
る。彼らのシステムでは入力としてメガホンで
机をたたくような動作を利用している点が日本
の野球観戦に特化しておりユニークである。
また、中継競技への感情移入を高める目的で、
その競技者の背景や競技にかける意気込みなど
のドキュメントをメインのライブ中継の前後に
挿入した番組構成は古典的な方法であるが、こ
れを個人化適応させたメディアも考えられる。
坂本らは博物館や展示会、学会、観光地等での個
人ガイドシステムの一部として、ユーザ個人個
人の行動だけでなく、ユーザ間の思い出を伝え
合うためのカジュアルなツールとしてイベント
を漫画として再現するコミックダイアリー[20]＊ 3

を提案している。これをスポーツイベントに対
応させれば、個人化されたスポーツ新聞やス
ポーツニュースのようなメディアが実現され、
競技中継の前後に各個人の嗜好と必要性、そし
て所属するコミュニティにに見合った形式での
情報提示が可能となる。
さらに、情報提示の機会に対しても個人化が考

情報処理学会シンポジウムDICIMO’99 論文集より引用

＊3：現状でスポーツイベントには対応していないが、
原理的にはコンテンツを変えるだけで可能
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えられる。最近のVTR の普及でゴールデンタ
イムに放送される中継を遅くに帰宅して見る
ケースは一般的であるが、そのような人の多く
は自分で録画をみる前にその結果を知ることを
極端に嫌う。しかし高度に情報化された今日で
は i-modeや速報新聞などからいやがおでも情報
が目に付いてしまうことが多い。そこで、一種の
情報規制のためのエージェントシステムと自宅
のビデオサーバーを連動させて、情報端末によ
るニュースへのアクセスを個人の知識や嗜好に
合わせて制御するような手法も考えられる。
個人化について、もう一つ触れておかねばなら
い。曽根は仮想広告の可能性と危険性について
述べている[22]。仮想広告とは何も描かれていな
い競技フィールドの一部にMixed Reality的手法
を用いて、中継映像だけにあたかも本当に看板
があるかのようにCGを合成する技術である。技
術的には特に難しい点はなく、昨今の双方向テ
レビの技術を導入すれば一般的なWeb広告と同
レベルで個人の嗜好に合わせた的確な宣伝がで
きる可能性がある。一方で、曽根の論文ではス
ポーツ中継の本質である”事実を伝える”という
放送倫理と巨大な広告マーケットの利権に絡む
複雑な問題であると危険性を指摘している。

3.3　体感中継

第三のキーワードとして我々の提案する体感を
伝えるスポーツ中継を紹介する。従来のスポー
ツを楽しむアプローチとして「自分で競技する」
方法と「他人の行う競技を観戦する」方法がる。
後者のスポーツを見て応援するアプローチでは、
視聴者の立場は選手に対して完全に第三者的な
立場になってしまうため、視聴者には選手自身
の運動の感覚や競技の楽しさが十分に伝わり難
いのではないかと考えた。そこで、見るだけでは
伝わり難い"するスポーツの楽しさ"をも伝える
放送方式として体感型スポーツ中継を提案した
[23,24]。 究極的には、図5に示すように、選手の見
聞きしているものあるいは運動の感覚といった、
選手の全ての感覚を総合した体感情報を全競技
者から収集し、これを競技場から家庭に中継し、
家庭あるいはスポーツジムに設置される専用の
体感再現装置によって視聴者にお気に入りの選
手の体感を「追体験」させ、その選手の立場での
運動感覚や競技の楽しさを視聴者に伝える全く
新しい観戦方法となる。
もちろん、選手の受ける感覚情報はスポーツに
よって様々であり、あらゆる競技に応用可能な
記録・再現系を実装することは現状では困難で
ある。そこでここでは比較的動作が安定してい
るマラソン競技を対象とし、体感型マラソン中

図5　体感マラソン中継システム[22]
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継システムによって提案手法の可能性を研究し
てきた。試作機では、選手の視点から見た映像を
撮影するカメラを選手頭部に装着し、その映像
に選手の走行位置や走行速度などの情報を付加
して家庭に放送する中継環境と、家庭側として
トレッドミルと大型スクリーンからなる再生環
境を実現した。これまでに行った印象評価実験
結果から、被験者が従来の中継に比してより積
極的にレースを体感した印象を得ていたことが
分っている[24]。
また、選手の走行速度に連動してトレッドミル
のベルトを動かして視聴者を受動的に走行させ
た場合、選手と視聴者の運動能力が異なれば、同
じ走行速度であっても各々が感じる苦しさや辛
さも異なる。そこで我々の提案では選手の走行
速度に一致して視聴者が走るのではなく、選手
の競技中における疲労感や辛さを正規化して一
致させる手法を提案した。[23] ここでは、安静時と
運動時の脈拍値から算出される個人毎の指標で
ある運動負荷と走行速度による運動強度の制御
方式を用い、選手が感じている辛さを日常的に
運動をしている視聴者とほとんど運動をしない
視聴者の間で同程度の辛さの感覚として再現可
能なことを実験により確認した。

4. まとめ

本稿で示したように従来のあるがままに伝える
形式でのスポーツ中継は20世紀中にほぼ完成の
域に達しており、これからはVR技術の導入が有
望視される領域である。その展開には、リアルタ
イムシステム、ウェアラブルシステム、CSCW、
デジタル放送システム、Hapticインタフェースな
ど多岐に渡る技術的ブレイクスルーが必要であ
り、システム工学の粋であるＶＲ工学にとって
非常に面白くまたチャレンジのしがいがあるア
プリケーションである。
反面、本稿では深くは触れていないが、ソルト
レイクオリンピック誘致問題等で表面化したよ
うにスポーツ中継には巨大なビジネス利権と著
作権問題がどこまでも密接にからんでくる。本
稿を執筆するにあたっても3章の次世代システム
に対する研究についての情報は比較的容易情報
提供を戴けたが、2章で展開したビジネス化した

成果については十分な情報提供を獲るのは著作
権の絡みもあり難しかった。この分野での成果
を実用化するにはこれらの複雑怪奇な問題を何
らかの形で解決せねばならないことも改めて認
識した。
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