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1   はじめに
過去を振り返ると，放送技術はオリンピック

とともに発展してきたといっても過言ではない。
1930年にNHK放送技術研究所（以下，技研）
が設立され，テレビ放送の研究を開始した。
1964 年の東京オリンピックでは，オリンピック
として初めて衛星テレビ中継が実現され，2012
年のロンドンオリンピックでは，8K スーパーハ

イビジョンのパブリックビューイングが英国・
日本・米国の計 9か所に向け実施された。スー
パーハイビジョンは，2016 年に開かれたリオオ
リンピックの開始直前である8月1日から試験
放送が開始され，2020 年東京オリンピック・
パラリンピックでの本格普及を目指して開発が
急ピッチで進められており，放送技術のさらな
る進化が期待される。

オリンピック・パラリンピックでは，これらイ

NHK放送技術研究所　高橋 正樹／盛岡 寛史／池谷 健佑／横澤 真介／
今井  篤／三ッ峰 秀樹／三科 智之

進化するスポーツ中継向け放送技術
～ 新映像表現と新しい考え方の解説放送「音声ガイド」 ～

2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることとなり，国内でのスポーツに対する関心
は一層の高まりを見せている。それらコンテンツの放送やインターネットによる配信は，オリンピック・パラリ
ンピックの魅力を多くのユーザーに届け，感動を共有できる有効な手段といえる。しかし，コンテンツをより
分かりやすいものとし，さらに多くのユーザーに楽しんでいただくためには，解決すべき課題もある。

NHK 放送技術研究所では，スポーツ中継をより分かりやすく魅力的にするための映像表現技術や，目の
不自由な方々もライブのスポーツ中継を楽しんでいただける新しい考え方の解説放送「音声ガイド」の研究・
開発を進めている。

本稿では，まず，新映像表現技術として，ボールなどを高精度かつ安定に追跡し，その軌跡を映像に重
畳させる被写体追跡技術や，ゴールなどの決定的瞬間に対して被写体の周囲を滑らかに視点が回り込むよう
な映像を制作できる多視点ロボットカメラ，アスリートの一連の動きを連続写真風に表現する2.5次元マル
チモーション，サッカー競技の解説に有効な選手の顔向き推定手法について最新の研究動向を映像制作例
を交えつつ報告する。また，これらにより制作された番組を視覚や聴覚に障害のある方にもライブで楽しん
でいただける「音声ガイド」について，最新の研究動向を報告する。

要 約
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ンフラとしての放送技術だけではなく，コンテ
ンツ制作やネットを活用したサービスなども着
実に進化してきた。 例えば，シンクロナイズド
スイミングなどの競技向けに，水上と水面下に
設置した2台のロボットカメラの動きを同期させ
撮影することで，それぞれの映像を一画面に
シームレスに合成可能なツインズカム1）など，
数々の新映像表現技術が開発・使用されてき
た。

このような最新技術を活用して制作された番
組を，視覚や聴覚に障害のある方にも，いか
に楽しんでいただくかが課題として挙げられる。
これまでに，生放送への字幕サービスが音声
認識技術を利用して実用化されているが，生
放送への解説放送の付与については，依然と
して人手に頼っているのが現状である。しかし
人手では困難な場面も多く，これを解決する
技術の開発が急務である。

技研では，2020 年東京オリンピック・パラ
リンピックでの活用を視野に，スポーツ中継を
より魅力的なものとする各種技術の開発を進め
ている。 本稿では，それらの概要について紹
介するとともに，今後の展開について述べる。

2   東京オリンピック・パラ
リンピックに向けた新映
像表現手法

複数台のカメラによる撮影映像や，それら
撮影映像の解析により得られるメタデータやセ
ンサー情報を活用することで，様々な新映像

表現が可能となる。いうまでもなく視聴者にとっ
て魅力的な映像表現であることが求められるが，
特にスポーツ中継の番組制作においては，分
かりやすさや即時性，正確性といったことも求
められる。 本稿では，このような要件を考慮
しつつ，2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
クでの活用を視野に入れ，現在，技研が制作
現場と連携し開発を進めている映像表現技術
について紹介する。

2‒1 被写体追跡技術
スポーツ中継では，主要な被写体である選

手やボールの“ 動き”に視聴者の関心が集まる。
しかし，通常のカメラ映像からその“ 動き”を
把握することは困難であり，従来より，分かり
やすく様々な“ 動き”を可視化できる技術が望
まれてきた。このようなニーズに応えるため，
画像解析技術を用いて映像中の被写体を検
出・追跡し，その移動軌跡をコンピュータグラ
フィックス（CG）で可視化するシステムの開発
を進めている。これまで野球やボウリング，ゴ
ルフ（ティーショット，パット）などの中継番組
でボールの軌跡を表示 2）3）し，球筋や曲がり
具合などを視聴者へ分かりやすく伝えてきた。
また最近ではカーリング中継においてストーン
の軌跡を表示し，これまで解説者のコメント
に頼っていた「氷の状態」や「チーム戦術」の
視覚的な表現を実現した（図1）。 以下にカー
リング中継での利用を例に被写体追跡技術の
概要を述べる。
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軌跡CGの作成にあたっては，映像中の被
写体（ストーン）を追跡し，その位置を計測す
る必要がある。カメラ映像内には被写体とよく
似た画像領域も多く，これら追跡の妨害となる
領域を避けながら正確に被写体を検出する必
要がある。また被写体が選手の陰に隠れるこ
とも多く，その動きを予測する必要もある。さ
らに，生中継番組では即時性が求められるた
め，高い精度とともにリアルタイム処理が必須
要件となる。

これらの課題を解決するため，追跡処理に
様々な画像処理技術を用いている。まず色や
形，大きさなどの基礎的な画像情報をもとに，
被写体の候補を絞り込む。その後，候補領域
内から高次な画像特徴を算出し，機械学習に
より被写体を選別する。 特にカーリングではス
トーン手前で選手によるスウィーピング動作が
行われることから，事前の学習のみでは選別
が困難となるため，逐次型の学習処理を用いて
時々刻々ストーン周辺の画像特徴を再学習し，
ストーンを正確に検出した。 被写体の検出後，

過去の移動履歴から次フレームの位置
を予測し，探索範囲を絞り込むことに
よって高精度かつ高速な追跡処理を実
現した。 最後に，計測した被写体の位
置にCGを描画することで，被写体の移
動軌跡を可視化している。

2‒2 多視点ロボットカメラ
多視点ロボットカメラ4）は，複数台の

ロボットカメラを連動して撮影するシステムで，
1人のカメラマンの操作によって，すべてのロボッ
トカメラを任意の被写体へ一斉に方向制御する
ことを特徴としている（図2）。 被写体の動き
や位置に応じてパンフォローすることで，これ
まで撮影が困難であったダイナミックに移動す
る被写体や，広い空間に点在する被写体の多
視点映像を撮影することができる。 例えば，
サッカーであれば，ドリブルする選手や，フィー
ルド上で離れた位置にいる複数の選手の多視
点映像を撮影することが可能である。そして，
撮影した多視点映像から，ゴールなどの決定
的瞬間を被写体の周囲を滑らかに視点が回り
込むような映像「ぐるっとビジョン」で制作す
ることができる。これにより，選手の動きや姿
勢を様々な視点から分かりやすく表現すること
ができる。 以下に多視点ロボットカメラの技術
的な特徴を述べる。

 「デプス」を導入したカメラの操作手法
空間中の被写体にすべてのロボットカメラを

図1　第34回カーリング日本選手権中継でのストーン軌跡表示
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方向制御できるよう，本システムでは「デプス」
というパラメータを導入したカメラの操作手法
を取り入れ，操作の簡略化と高い運用性を実
現している。

この操作手法では，複数台のロボットカメラ
の中からカメラマンが操作するマスターカメラを
選択し，それ以外のカメラをスレーブカメラとす
る。マスターカメラが選択されると，マスター
カメラの光軸上には注視点と呼ぶ空間中の1点
が設定され，すべてのスレーブカメラは光軸が
注視点へ向くように常に方向制御される。カメ
ラマンはマスターカメラをパン，チルト操作して
被写体を捉え，「デプス」が被写体位置となる
よう調整する。この調整により，注視点を被写
体位置まで移動させることができ，すべてのロ
ボットカメラを被写体へ方向制御し画角内に捉
えることができる。

 画像処理による仮想的な方向制御
前述の「デプス」を導入し複数台のロボット

カメラを機械的に被写体へ方向制御しても，カ

メラマンの操作精度，カメラキャリブレー
ションの誤差などが原因で，方向制御
誤差が生じることがあり，これが多視
点で撮影したカメラ映像の切り替え時に
被写体のブレなどの要因となる。

そこで，方向制御誤差が生じた撮影
映像に，撮影後に仮想的な方向制御を
行う画像処理を用いて，各ロボットカメ
ラを正確に被写体へ方向制御して得ら
れる映像に補正することで，この問題

の解決を図った。この処理により，静止した時
間の中で被写体の周囲を回り込んで見ている
かのような映像「ぐるっとビジョン」を制作す
ることができる。

 多視点ロボットカメラによる映像制作実
験例

多視点ロボットカメラで柔道選手を撮影し
「ぐるっとビジョン」を生成する映像制作実験
例を紹介する。

実験では，図3に示すようにロボットカメラ16
台を選手の周囲にコの字型に配置し撮影を行っ
た。 前述した手法の導入により，移動する選
手を滑らかにズーム，パンフォローした多視点
映像を撮影することができた。デプスを操作す
るカメラ操作手法は，通常のカメラ操作と異な
る点があるものの，短期間の訓練によって習熟
できた。図4に，制作したぐるっとビジョンの
動画より抽出した一連の画像を示す。

図2　多視点ロボットカメラ
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2‒3 2.5次元マルチモーション
による選手の挙動の可視化

従来手法として，アスリートの一連の動作を
分かりやすく表現するために，撮影映像からア
スリート領域を切り出して連続写真風に重ねる
マルチモーションという映像表現手法がある。
これは2 次元の映像上で切り出しと重ね合わ
せを行うもので，奥行き方向の挙動の変化が
分かりにくいという欠点がある。また，アスリー
ト領域の切り出しは完全に自動化されておらず，
スポーツ中継の現場において切り出しの初期輪

郭を人手で与える必要があり，要する労力と時
間の圧縮が望まれていた。

そこで，技研では3 次元のCG空間上に書割
を立てて，その上に映像から切り出したアスリー
トの画像を貼りつけることにより，擬似立体的
なマルチモーションを表現する「2.5 次元マル
チモーション」という手法を考案した（図5）。

この手法では，映像上の画素の変化から動
いている領域を抽出して自動的にアスリートを
追跡する一方，時間的に変化する背景を学習し
て背景モデルを作成することによって，自動的
にアスリートを背景から切り抜くことを実現して

図3　撮影現場におけるカメラ配置

図4　柔道の背負い投げのぐるっとビジョン（番号はフレームの流れ）
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いる。また，ステレオカメラを用いて映像の奥
行き情報を取得することにより，アスリートの3
次元空間内の位置を計算することができる。

ステレオカメラの映像を用いることによって，
理論上はアスリートの立体形状を復元すること
が可能であり，そのようなアプローチでの映像
表現手法も存在する。しかし計算に多大な時
間がかかるため，スポーツ中継での即時性の
観点から，本研究では異なるアプローチをとっ
ている。アスリートの体の代表的な3 次元位置
のみを求めて，その位置に書割を立てて切り出
した画像を連続的に貼りつけるという，擬似的
な立体の復元である。

3 次元空間内に書割を立てることで，従来の
2 次元映像上のマルチモーションよりも情報量
が増えているが，平面の書割上に画像を貼り
つけており，完全な3 次元の情報を復元してい
るわけではないので，これを2.5 次元マルチモー
ションと呼称している。

この擬似立体的な映像表現手法により，準

リアルタイムの処理速度
で自動的に3 次元空間内
での選手の挙動を可視化
することが 可能となる。
出力される映像はCG 描
画装置によって描画され
ており，仮想的なカメラを
自由に動かすことが可能
である。 本方式は， 従
来では見ることができな
かった様々な視点からの

選手の挙動を観察することができ，スポーツ
番組における映像表現の幅を大きく拡張させる
新技術として期待される。

2‒4 サッカー選手の顔向き推定
サッカー競技では，選手やボールのトラッキ

ングデータをもとにした番組制作が活発に行わ
れている。 日本国内ではデータスタジアム社が
米国ChyronHego 社のTRACABを用いて，J
リーグの試合等でトラッキングデータを提供し
ている。トラッキングデータでは，選手やボー
ルの位置だけではなく，位置をもとにして計算
した走行距離やボール支配率，ヒートマップ等
がリアルタイムで提供されている。これらのメタ
データを用いた解説は，数値の比較による新し
いスポーツの楽しみ方を開拓したといえる。

一方で，実際のサッカーの試合を解説するた
めには，選手やボールの位置関係だけではなく，
選手の視線も重要なメタデータであるといえる。

図5　2.5次元マルチモーションによる可視化例
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視線を利用することで選手の状況把握の様子
をうかがうことができ，また死角になっている
場所を有効に使ったプレー等を解説しやすくな
る。

このようなサッカーにおける選手の視線のメ
タデータの有効性から，コンピュータビジョン
により視線のメタデータを得る手法の研究開
発 5）6）を行っている。 人間の視線は瞳孔の位
置から求められるが，試合中のサッカー選手に
この方法を用いることは困難である。このため，
トラッキングデータと同様，固定した広角カメ
ラでフィールドを撮影し，その映像を用いるこ
ととした。この場合，選手の顔領域は目等の
顔の器官が識別できないほどの低解像度とな
るため，顔の向きを視線とみなして，これを求
める検討を行った。

顔向きは一般的には顔の器官の位置を基準
にして求められるが，低解像度の顔画像の場
合にはこのような手法は適用できない。そのた
め，低解像度の顔画像から特徴量を求め，こ
れを用いたパターン認識により顔向きを水平方

向の8方向で求める手法とした。 特徴量を顔
検出の位置ずれ等に対して安定に動作するよう
設計をした。またカメラの設置位置を推定する
ことで，試合による顔の見え方の変化に対応し
た。

この手法によりサッカー選手の顔向きを推定
し，番組制作に利用した映像を図6に示す。
顔向きをCGで表示することにより，効果的な
プレーの解説に大きく貢献した。

3   新しい考え方の解説放送
サービス

「私たちも東京オリンピック・パラリンピック
の放送を楽しめるでしょうか」。これは，視覚
に障害がある方と放送事業者の意見交換会の
場で実際に上がった声である。 放送局は音声
だけでは伝わらない情報を解説放送として副
音声で提供しているが，ドラマなど限られたジャ
ンルの収録番組にしか付与されておらず，スポー
ツ中継のような生放送番組には対応ができて

いないのが現状である。そこで，合成
音声による自動発話を特徴とする新しい
考え方の解説放送，「音声ガイド」の研
究・開発に取り組んでいる。

3‒1 音声ガイドの必要性
テレビの高画質化・大画面化が進み，

家庭でも臨場感あふれるスポーツ観戦
を楽しめるようになった。 画面には，

図6　スポーツ番組における顔向き推定結果の利用例
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選手名，得点，経過時
間，順位，過去の戦績
などの情報がオープン
キャプションとして次々に
表示され，その情報量
はアナログ時代と比べて
大幅に増加している7）。
アナウンサーによると，
スポーツ実況の際には，
映像から分かることは意
図して発話しないことが多いため，画面上にあ
るすべての情報が音声化されることはないという。

過去のオリンピック番組について，競技の勝
敗に関わる情報が，どの程度実況の中で発話
されているかを調べた報告がある7）。 画面上
に表示されている得点に関する情報は，競技
によってはほとんど発話されないことや，水泳
や陸上競技などの競技者リストや順位リストな
どは，画面に表示された情報の35% 程度しか
音声で伝えられていないなど，テレビの音声の
みでスポーツ番組を楽しむには情報が足りない
ことが示されている。これまでにパラリンピッ
クやプロ野球などでアナウンサーによる生解説
放送が試みられたことがあるが，伝えるべき情
報の取捨選択が難しいこと，放送実況とのタ
イミングを図りながら発話をすることが極めて
難しいこと，ラジオ中継相当の人手とコストを
要することなどの理由から，サービスの拡大が
進んでいないのが現状である。NHKの2016
年度の全放送番組のうち，解説放送のカバー
率は，総合で10.1%，Eテレで14.5%にとど

まっている8）。

3‒2 スポーツ中継の音声ガイド
オリンピック・パラリンピックでは，「誰が」，

「いつ」，「何をした」などのリアルタイム競技デー
タが主催者によってすべての試合に付与されて
おり，得点状況やゴール，反則などの情報が
逐次取得できる。 音声ガイドは，これらの情
報から試合の進行を説明する発話を組み立て，
放送音声との重複をある程度許容して提供す
る全自動のサービスである（図7）。 人手では
難しい多種多様なガイド発話の適時付与が可
能になるほか，同時に進行する大量の競技へ
の付与も実現する。

放送音声との重複を許容するところが解説
放送と異なるが，前提としてこのようなサービ
スが受け入れられるか否かを調べるため，過
去のオリンピック番組に音声ガイドを部分的に
重複させたコンテンツを作成して，視覚障害者
を対象に主観評価実験を行った。その結果，

図7　音声ガイドができるまで
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重複については「放送音声と補助情報の音量
や声質のバランスを好みに調節できれば問題な
い」などの内観報告と合わせて，被験者6人

（弱視 2，全盲4）全員が，スポーツ番組を楽
しむ上で「このサービスがぜひ欲しい」と回答
した9）。

3‒3 音声ガイド自動生成実験
扱うリアルタイム競技データは，オリンピッ

ク 放 送機 構 OBS（Olympic Broadcasting 
Services）が制作し配信する，ODF（Olympic 
Data Feed）である10）。このODFを音声ガイド
に有効に利用できるかどうかを総合的に検証す
る必要がある。そこで，リオオリンピック・パ
ラリンピックの全競技のODFと国際映像（実
況音声のない競技動画）を受信して，音声ガイ
ドを自動生成する実験を行った。 試合の経過

（シュートした，点が入ったなど）や今の状況
（サーブ決定率，ボール支配率など）を説明す
る文章を，穴開きテキストを埋める要領で自動
生成し，これを合成音声で読み上げた。 最終
的に，オリンピック17 競技1,625試合，パラリ
ンピック7 競技262 試合について音声ガイドの

自動付与を実現した。 映像とのタイミングを検
証した結果，ODFによって音声ガイドに必要な
データがほぼ遅滞なく届くことを確認した。

音声ガイドは放送音声とは独立に成立するた
め，上記のような実況のない国際映像に単独
で付与することも可能である。 放送で取り上げ
られる競技数は限られており，放送されない多
くの競技に自動で実況調の音声ガイドをつけて
インターネット配信するなど，放送補完サービ
スとしての応用が考えられる。図8に自動生成
された発話の一部を示す。
 

4   まとめ
本稿では，技研が制作現場や外部機関と連

携し開発を進めている新映像表現技術および
音声ガイド技術について紹介した。

映像表現手法の研究開発については，完成
に向け最終段階のフェーズにあり，さらなる精
度向上や機能拡張，運用性の改善，適用可能
な競技の拡大，競技ごとのユースケースの確認
を実施している状況である。また，これらの
映像表現技術は，スポーツ中継を分かりやす
く魅力的なものとするだけではなく，選手のコー

チング等への活用も考え
られることから，2020 年
東京オリンピック・パラリ
ンピックへ向け多角的に
貢献できるよう，スポー
ツ関連の外部研究機関や
大学とも連携して，着実

図8　自動生成された音声ガイドの一例
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に開発を進めていく。
音声ガイドの研究開発については，解説放

送を置き換えるのではなく，人が担当すること
が困難な部分を技術で補完するという位置づ
けである。 自動実況サービスと合わせて，東
京オリンピック・パラリンピックの放送をより多
くの人に，また，より多くの競技を楽しんでい
ただけるよう，研究開発を進めていく。

今後は，開発した技術を各種競技大会など
で試行することで有効性を実証的に示しつつ，
さらなる改良を進め，東京オリンピック・パラ
リンピックをはじめとした各種スポーツイベント
での活用を目指す。
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