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で，目の前のテレビには映っていない「画面の
外側」を自由に見ることができるという，世界
初の試みだ。

360°映像は，「VR元年」といわれた2016年
以降，ゲームなどのエンターテインメントを中心
に一般への普及が進んでいるVR（バーチャル
リアリティー：仮想現実）2）技術の一つで，最
大の特徴は，あたかもそこにいるかのような臨
場感，没入感を味わえることである。

メディアにおいても新聞，雑誌，テレビなど
が，業種を越えてネット上でVRジャーナリズム
を展開し始めている。例えばNHKは，「ニュー
スや番組を360度で『体感』する」をコンセプト
に「NHK	VR」3）というサイトを運用し，シリア，
パレスチナ，東京電力福島第一原子力発電所
内部，北朝鮮など一般の人が見られない場所
の360°映像などを公開している。また，OBS

（オリンピック放送機構）では，2016年のリオ
デジャネイロオリンピックで初めて360°映像の
ライブ配信を実施。「見る」だけでなく「体感」
するという新たな映像表現の流れは，2020年
に向けて加速している。

テレビ放送のネット同時配信が議論される
中，360°映像を放送と同期させながら配信す
るという今回の取り組みは，視聴者にとって
魅力的なものとなったのか。本稿では，その

─はじめに

2017年6月，NHKは『BS1スペシャル　知
られざるトランプワールド～360°カメラが探訪
する新大統領を生んだ世界～』1）を放送した。
撮影は360°カメラで行い，テレビでは通常の
画面サイズの番組を放送。インターネット（以
下，ネット）で放送と同期した360°映像を同時
に配信した。視聴者は，スマートフォン（以下，
スマホ）やタブレットを上下左右に動かすこと
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結果を演出面と技術面から考察す
る。合わせて，2018年ピョンチャン，
2020年東京のオリンピック・パラリン
ピックに向けてIT・通信業界がリー
ドしつつあるVR配信の動向につい
ても報告したい。さらに，世界の公
共放送は，VRにどう取り組んでい
るのかに触れ，2020年とその先につ
ながる，新たな公共放送サービス，
公共メディアとしてのVR配信の意義
についても考えてみたい。

─1.─初の放送と同期した
─────360°VR配信

1.1  『トランプワールド』とは
NHKは，6月4日，11日の2回シリーズで

『BS1スペシャル　知られざるトランプワールド
～360°カメラが探訪する新大統領を生んだ世
界～（以下，トランプワールド）』（各50分）を
放送した。アメリカ第一主義を掲げて大統領に
就任したドナルド・トランプ氏の強烈なパーソ
ナリティーが，いかにして作り上げられたのか。
ゆかりの地を訪ね，証言者へのインタビューで
その原点を探るドキュメンタリーである。撮影
は360°カメラで行い，360°映像を放送と同期
させてネットで配信した。

視聴者は，テレビを見ながらスマホやタブ
レットを上下左右に動かすことで，テレビ画面	
の外側につながる360°の世界を体感できる。
トランプタワーがあるマンハッタンの街並みや
トランプ氏が学んだ軍隊式寄宿舎，カジノ事
業に進出する際の討論シーンなど，視聴者に	
360°映像を見せるポイントでは，ナレーショ	
ンや画面に案内を入れ「見せ場」へ誘った。

筆者にとって印象的だったのは，トランプ氏
の友人宅に入るシーンだ。360°映像には，ボ
ウリングレーンまであることに驚く取材者の姿
まで映し出されていた。

中央のポールの先
に360°カメラ

上がテレビ画面，下が360°映像に映し出された取
材者の姿。『トランプワールド』より

マンハッタンの街並みを
360°で「体感」
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1.2  視聴者の受け止めは
視聴者は，放送に同期した360°映像の配信

をどのように受け止めたのだろうか。
事前に番組視聴をお願いしたNHKネットク

ラブ会員102人へのアンケートでは，番組につ
いて「面白かった」「どちらかというと面白かっ

た」が7割以上を占めた。そして，360°につい
ては，「楽しめた」「また体験してみたい」「好

奇心が満たされた」「360°映像にテレビの新し

い可能性を見た」「トランプ大統領の人格形成

過程が，手に取るように分かった」「操作が分

かりやすい」と評価する意見が多かった。因み
に，360°で見たい番組は何かという問いに対
する答えは，「旅」「ドキュメンタリー」「スポーツ」

だった。
日頃からNHKの番組に慣れ親しんでいる

ネットクラブ会員からは，おおむね高い評価が
得られたが，テレビ離れが進む若い世代には
どう受け止められたのだろうか。

今回の番組の制作意図の一つとして，NHK
編成局コンテンツ開発センターの日置一太チー
フプロデューサーは，「VRが注目される中，
スマホでの演出を通じて，ドキュメンタリーと
いう，ハードルが高いテレビ番組に目を向け
てもらうきっかけになれば」と述べている。ス
マホファーストの若者たちに，そのねらいはど
こまで届いたのだろうか。

NHKは，情報メディアが専門の慶應義塾大
学倉田敬子教授の協力で，大学生30人に番組
を見てもらい，放送後，検証を行った。そこで
挙がった声をいくつか紹介する。

○良かった点

「臨場感がある」「ふだん見られない部分が見

えた」「受動的でない点が面白かった」「討論や

マンハッタンの360°が印象的」「友人宅や寄宿

舎の内部が面白かった」

ふだんあまりテレビを見ない学生が多い中
で，演出に対する評価は，制作者に可能性を
感じさせるものだった。

〇気になった点

「接続の悪さ」「画質がYouTubeより粗い」「ス

タッフが映り込む」「酔う」「360°に集中すると

内容が入ってこない」

高画質のネット動画に慣れた学生には，没
入感を出すために重要な「画質」が足りなかっ
たようだ。NHKのインターネット実施基準で
は，動画配信の標準ビットレートを1Mbpsと
しているが，画角が広く情報量が多い360°映	
像を遍

あまね

く遅延なく配信するために，画素数
を落とさざるを得なかった。今回は安定した
MPEG-1で配信したが，今後，一般的な通信
環境を見極めながら高画質化を検討していく必
要がある。

倉田教授は，テレビ離れが進む若者にあえて
ドキュメンタリーを見せようと挑戦した意義は大
きいとしながら，「メディア特性の違う2つの画
面をどう使い分けるのか」という課題を指摘し
た。テレビは受け身のメディアで，スマホは能
動的なメディアである。放送でストーリーを追い
ながら，セカンドスクリーンを操作していると，
学生の反応にもあったように内容が入ってこな
いという現象が起こる。そのためドキュメンタ
リーの演出にどう組み込むかは課題だとした。
一方，ふだん行けない場所や場面を体感するな
どの意味で，自然，旅，スポーツ，クイズ番組
などでは，360°映像の同時提供やVODであ
とから見直すニーズはありそうだと述べた。

上記のように，いくつか課題はあったが，『ト
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ランプワールド』は，新たな体感や発見，没入
感を作り出すことができ，特にスマホファース
トの学生たちからも一定の評価が得られた。

日置チーフプロデューサーは，「ネットによる
体感，能動的操作感を受動的放送に加えるこ
とで，テレビに新しい価値を加えたい。次のス
テップとして，2020年東京五輪に向けて，ス
ポーツ中継の360°VRライブ配信や生放送と
の同期に挑戦したい」と抱負を語った。

1.3  放送と360°配信を同期させる
      システムとは
『トランプワールド』では，技術面でも新た

な取り組みが行われた。それが，世界初の放
送と同期した360°映像配信を可能にしたシス
テムの開発である。

放送と動画配信を同期させる方法としては，
ハイブリッドキャスト対応テレビや特定のアプリ
を使う方法などがある。しかし，公共放送から

“公共メディア”への進化を目指しているNHK
は，視聴者の通信環境やデバイスが違う中で
も，できるだけ誰もが同じサービスを受けられ
るようにすることが求められる。一旦，360°の
全映像ファイル（この場合50分）をユーザー端
末にダウンロードさせれば，放送と同期させる
ことも可能だが，権利上できない。そこで今回
は，事前に360°映像を「チャンク」と呼ばれ
る数秒単位の小さなファイルに分けてサーバー
側に用意しておき，サーバー時刻と放送時刻を
同期させて，数チャンクずつユーザー側で再生
させる仕組みを構築した。ユーザー側で5秒以
上再生が遅れると，放送時刻に合った先のチャ
ンクに飛ばして放送に同期させる。この方法で
結果的に遅延を1～2秒以内に抑えることがで
きた。さらに視聴者は放送を途中から見始め

ても，ネットで配信されている360°映像と同期
させることができた。

この技術を使えば事前にチャンクファイルを
用意できる収録番組は，放送に対する遅延を
限りなくゼロに近づけることができる。また，
チャンクファイルの作成が速くなれば，スポー
ツ中継などでも360°視点のリプレーを素早く
提供することも可能になる。2020年に向けて，
生放送と360°映像のVRライブ配信を遅延な
く同期させるためには，さらなる技術開発や投
資が必要だが，今回，放送と通信を同期させ
る技術が現状の通信環境においてNHK内で
開発された意義は大きい。

─2.─オリンピックとVR

2.1  リオ大会から始まった
       360°VRライブ配信

VRは，スポーツ中継と親和性が高いといわ
れている。会場に行かずとも，近くで見ている
ような臨場感を味わえるとすれば，感動もひと
しおである。その活用のいわば「晴れの舞台」
が，世界の注目が集まるスポーツの祭典オリン
ピックだ。

オリンピック中継の映像は，OBS（オリンピッ
ク放送機構）が制作し，放送権を持つ各放送
事業者に配信され，一般の人々に届けられる。
2016年リオ大会では，初めてOBSが，360°映	
像のVRライブ配信を行った。開会式，閉会
式，ビーチバレー，ボクシング，体操，フェン
シング，バスケットボール，飛び込み，陸上競
技などの360°映像が，29か国で視聴可能と
なり，NHKはウェブ上で計67時間25分，ライ
ブとハイライトのVR配信を行った。イギリス
BBCは，アプリを使ってヘッドマウントディスプ
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レー（以下，HMD）向けのVR配信も行った。
VRライブ配信は，実際は放送より約1分

遅延していて，放送との同期の意図はなく，
定点カメラ映像のようであった。新しい映像
表現として画質，カメラ位置，遅延など，さ
らなる改良の余地は大きいと筆者には感じら
れた。

2.2  2018年ピョンチャンに向けた
      VR動向

2018年2月に韓国で開催される冬季オリン
ピックピョンチャン大会では，視聴者はリオを超
えるVRを体感することができるのであろうか。

ピョンチャン大会のキャッチフレーズは，「世
界初の5Gオリンピック，IoT 4）オリンピック，世
界最高のICT 5）オリンピック」6）である。5Gは，
次世代モバイル通信規格で，韓国は2019年
に世界初の商用サービス開始を目指している。
5Gは「高速・大容量，低遅延，超多接続」が
特徴で，4G・LTEの100倍の高速化と多接
続化，1,000倍の大容量化，そしてエンドツー
エンドで1ミリ秒以下の超低遅延が見込まれて
いる。

2017年6月，大手IT企業のインテルはIOC
（国際オリンピック委員会）と東京大会を含む
2024年までの最高位スポンサー契約を結び，
5G通信プラットフォーム，VR，360°コンテンツ
開発プラットフォーム，AI（人工知能）プラッ
トフォームなどを提供すると発表した 7）。ピョン
チャン大会以降のオリンピックを5Gのショー
ケースと捉え，「True	VR」や「360°リプレイ・
テクノロジー」といった自社のVRシステムで，
リアルタイムVR体験ができるようにし，IOC
の公式チャンネルOlympic	ChannelとOBSを，
技術面だけでなくコンテンツでもサポートする

計画を明らかにした。
コンテンツの詳細は未定だが，インテル

True	VRのウェブ資料からは，360°映像だけ
でなく，ユーザーが視点を選べる「多視点：マ
ルチビューイング」や，空間の中に入っていくよ
うに自由に視点を動かせる「自由視点：フリー
ナビゲーション」などのVRも含まれる可能性
がある。「将来的にテレビ視聴者にも同様の体
験を提供したい」としている。

また，VR機器大手の韓国サムスン電子も
IOC最高位スポンサーであり，ピョンチャン大会
公式スポンサーの韓国通信キャリアKTも，VR
ライブ配信についてOBSと交渉中で，競技場
周辺に5Gを整備して，ジャンプやボブスレーの

「選手目線の映像」，多視点や自由視点映像を
VR中継する案などが検討されているという8）。

いずれにしても，ピョンチャン大会でどのよ
うなVRが，どの範囲にリアルタイムで提供さ
れるのか，生放送と同期しているのか，そして，
視聴者，ユーザーにとって，どのようなサービ
スになるのか，目が離せない。

2.3  IT・通信主導のVRは，2020年にも
オリンピック東京大会が開かれる2020年に

は日本でも5Gが導入される。ピョンチャン大
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会と同様，5GとICT，IoTは東京大会でも注
目ポイントだ 9）。東京大会公式スポンサーの
NTTグループは，技術力と資本力を生かして，
スポーツ関連ビジネスに注力しており10），5Gを
使ったVR配信（360°や多視点，自由視点動
画など）はもちろん，進化したライブビューイ
ングともいえる，離れた場所にまるごと時空間
を再現するイマーシブテレプレゼンス技術 11）

の開発にも取り組んでいる。
これまで新たな映像技術は，オリンピックの

たびに，放送事業者やメーカーが主体となって
開発してきた。しかし，VRなどの高度映像体
験は，放送サービスではなく，ネットサービス
としてICT企業や通信キャリアによって開発が
進んでいる。

リオ大会では，OBSから放送事業者に360°	
VRがライブ配信され，それを放送事業者がネッ
トを通じて視聴者に届けた。しかし，高速・大
容量，低遅延，超多接続可能な5Gというモバ
イル高速ブロードバンドの出現は，この状況を
変えようとしている。B	to	Bで放送事業者に提
供されていたリッチな映像コンテンツが，B	to	C
で，放送事業者を介することなく直接個人に配
信できる時代がすぐそこまできているのである。
最初は競技場やその周辺，パブリックビューイ
ング会場などに限られるが，やがて個人や家庭
に広がっていくだろう。スポーツ中継やオリン
ピックにおける，放送と通信のプレゼンスが同
等，もしくは逆転する日がくるかもしれない。

─3.─VRと「公共メディア」

3.1  世界の公共放送が取り組む VR
これまで見てきたように，多視点や自由視

点，高画質な360°などのインタラクティブな

VRを，多数の人に遅延なく配信するためには，
5GやサーバーなどIT・通信インフラの技術革
新と投資に期待がかかるが，海外の公共放送
も，VRに対してさまざまな取り組みを行ってい
る。本章ではその最新動向に触れながら，放
送事業者，特に公共放送が，VRに取り組む
意義について考えたい。

参照したのは，2017年4月に公表された，
EBU（欧州放送連合）の報告書	「VR，AR，
MRにおける公共サービスメディアのチャンスと
挑戦」12）である。VR元年の2016年，ヨーロッ
パと日本，韓国の公共放送 13）を対象に，VRを
はじめとするネットでの新たな映像表現にどう
取り組んでいるのかを調査し，まとめたものだ。

まずは， ベルギーの 公 共 放 送VRTの
「ImmersiaTV」というプロジェクトに注目す
る。EU（欧州連合）の2020年に向けた大型プ
ロジェクト「Horizon	2020」に位置づけられ，
EUの資金で進められている。放送コンテンツ
の取材，制作，配信の中心に360°映像を置く
ことで，HMD，セカンドスクリーン，従来のテ
レビというディスプレーの特性を生かし，ユー
ザーが3つのディスプレーの間を自由に行き来
することで，新しい形式のデジタルストーリーテ
リングと放送体制を創造することが目的だ。

その最初の取り組みであるPilot	1では，『ト
ランプワールド』と同じように，サッカー少年の
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ドキュメンタリー番組を，360°カメラで一体制
作し，番組と360°映像を同期させるデモンスト
レーションが行われた。次のPilot	2では，自
転車競技のスポーツ中継に360°や多視点映像
を同期させることを計画している。

ドキュメンタリーからスポーツ中継へという
開発アプローチは，NHKと同じだ。しかし，
この取り組みが，ヨーロッパ全体にわたる公共
放送のプロジェクトとして位置づけられ，制作
ノウハウなどの成果は各国の放送事業者など
で共有される点が注目に値する。

また，韓国KBSは，2017年5月末に世界初
の地上波4K放送を開始した次世代放送規格
ATSC3.0の追加サービスとして，VRコンテン
ツの提供を検討している。世界的なテレビメー
カーであるサムスンとLGを抱える韓国は，今
後のアメリカ市場での展開を見込んで，2016
年，4Kのデジタルテレビ方式をヨーロッパの
DVBからアメリカのATSCに突然変更した。
ATSC3.0方式は，IP通信との親和性が高く，
モバイルやIP連動ハイブリッド受信機などと
融合した放送サービスへの拡張が容易なのが
特徴だ。ピョンチャン大会は，次世代の放送
と通信（次世代通信規格5G）の融合でどのよ
うな映像サービスが可能なのかを試す実験場
的な意味合いがある。

EBU報告書には，公共メディアにとっての
VRの可能性と課題について，各国の公共放送
事業者から出た意見がまとめられている。そ
の一部を要約しておく。
●VRはエキサイティングでインパクトのある新
しいコンテンツ配布法で，感情や共感を伝
え，記憶させる力がある。

●利用者は個々で少なく，コストが高い。BBC
のCG制作のVRは1時間当たりの制作コスト

が最高品質のドラマと同程度だった。
●IP配信（ウェブサイト，モバイル，IPTVア
プリなど）によるインタラクティブなサービス
にもかかわらず，追加収入を得ていない。

●VRは，完全にテレビに取って代わるという
意見には慎重である。多くの人はHMDを20
分以上使うことを好まない。

●「VRライブ配信」については，公共メディ
アの役割であるニュースやスポーツで重要で
ある。
報告書公表後の2017年7月，イギリスBBC

は，360°VR用のスマホアプリをリリースした。
特定のVR機器に頼らず，BBCのVRコンテン
ツを利用することができる。VR配信の本格化
と一般への普及に向けた取り組みといえる。

放送のネット配信が一般化しているヨーロッ
パ。IPベースのATSC3.0を採用し，次世代通
信融合サービスを模索する韓国。いずれも通
信ベースのVR配信に積極的に取り組んでい
る。ユーザー数やコスト，技術面で未知数の
サービスではあるが，世界の公共放送は，VR
配信を公共メディアのミッションとして位置づ
けつつあるのだ。

3.2  公共放送が，VR に取り組む意義
2017年7月に起きた九州北部豪雨。その直

後に，NHK	VRには，「九州北部豪雨災害
360°現場報告」と題した約2分のコンテンツ
が公開された。映し出されているのは，地面を
覆いつくす流木と土砂に埋まった家屋や自動
車。そして，土砂が流れ込んだ家の中で後片
づけをしようとする住民や安否確認を行う自衛
隊員の姿だ。

筆者もスマホを動かしながら動画を見た。現
場の状況が強く心に突き刺さり，通常のニュー
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ス映像以上に身近なものに感じられた。
NHK	VRの管理を担うNHK報道局足立義

則副部長は，「九州北部豪雨の360°報告は，
短時間に13万ビューを記録し，多くのコメント
もいただいた。VRはニュースを他人事ではなく

“自分事”に感じてもらえる可能性がある。今
後は，VRライブ配信にも挑戦したい」と話す。

防災の観点から，遠くで起きた災害を“自分
事”として捉え，それにどう備えることができ
るかは大変重要である。「災害から命や暮らし
を守る」公共放送の使命からも，VRの活用に
は可能性があるといえる。

さらに，災害に限らず，各地で起こるニュース
の現場の映像が，360°で，しかもライブで送ら
れてくるようになれば，人々のニュースの感じ方，
捉え方は違ってくる可能性がある。従来の切り
取られた映像だけでは気づかなかった部分に気
づき，新たな発見をし，映し出された画面の向
こうの事象に共感する。それが何らかの行動に
つながり，ひいては社会を良い方向に動かす力
になるかもしれない。こうしたVRジャーナリズ
ムの視点からも，公共放送にはVRに取り組む
意義があるのではないだろうか。

今回の『トランプワールド』をはじめ，公共
放送のVRへの取り組みは，まだ始まったばか
りで課題も多い。しかし，2020年東京オリン
ピック・パラリンピック，さらに，それ以降に向

けて通信ベースのサービスに公共放送はどう取
り組むべきか。公共メディアを志向するうえで
VRは大切な視点である。			（やまぐち まさる）
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