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ット実況・字幕をオリ 10 競技、パラ 7

競技で、初めての実施となる手話 CG 実

況はオリ 1 競技、パラ 2 競技でそれぞれ

展開している。

　「スポーツ中継に手話が付くことはほとん

どなく、手話 CG 実況は新しい体験として

一定の評価をいただいています。競技デー

タをもとに作っているので限られた内容で

はあるものの、まったく存在しなかった段階

から実際にサービスを提供できたことで、

改めてニーズを知ることができるようになり

ました。まずはやってみる、という段階に進

めたのは大きい。さらに、ロボット実況・字

幕は、障がいのある方だけでなく健常者の

方から「新たな視聴体験」としての反響も大

きく、手応えを感じています」と、2020 東

京オリンピック・パラリンピック実施本部 

副部長（ユニバーサルサービス（デジタル）

担当）・小川徹氏は話す。

これまでの研究から生まれた
競技データをもとに
実況を「起こす」アイデア

　技術ポイントである競技データから実況

を「起こす」仕組みは、NHK がこれまでに

積み重ねてきたユニバーサル放送・サービ

スの研究から生まれた独自のアイデアだ。

「競技データをスタッツとして利用すること

はあっても、実況の元素材に活用するとい

う考え方は海外でも例のないアプローチ。

それを平昌冬季五輪のタイミングで試し、

今回の東京で本格的に運用しました」（技研

スマートプロダクション研究部上級研究員・

金子浩之氏）。

　ロボット実況・字幕を担当した同研究部

主任研究員・熊野正氏によれば、試合中に

送られてくる競技データとは「作りかけのス

コアシート」とのこと。出場選手や得点の状

「ロボット実況・字幕」を
オリ10競技、パラ7競技で実施

　NHK が実施した「ロボット実況・字幕」

「手話 CG 実況」サービスは、国際オリンピ

ック委員会（IOC）とオリンピック放送機構

（OBS）が全世界向けに配信した競技映像

が対象。TV 放送の競技中継と異なり、こ

の配信映像の音声は英語実況か現場音だけ

であるため、NHK のサイト上で配信する際

に、ストリーミング映像を補足する仕組み

として検討が進められた。

　一方、NHK の「人にやさしい」ユニバ

ーサル放送・サービスと言えば、放送技

術研究所（以下、技研）が長年研究して

きたテーマだ。公式に配信される競技デ

ータをもとにロボット実況を作成する仕

組みは、2018 年平昌冬季五輪でトライ

アル（4 競技）されており、今回は、ロボ
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況など「何分に何が起きたのか」というデー

タの羅列であり、開始時には何も記述がな

く、試合が終了すれば完成するものだ。

　「競技データを大きく分けると、『何が起

きたのか』と『その結果、現在はどのような

状況になったか』の 2 つで、これらは競技

実況で伝える情報の基本です。だからこそ、

ロボット実況に使えるのではないかと考え

たのが最初です」（熊野氏）。

　ロボット実況が「すでに話した内容」をベ

ースに「新しく発生した状況」を伝えつつ、

その結果として「変化した状況」を伝える。

この情報の差分を埋める作業を常に繰り返

すことで、それなりの「実況」を提供できる

わけだ。なお、すでに話した状況についても、

数分おきに伝え直すことで変化していない

状況を伝える。これも実際の実況で「ただ

いま得点は 0 対 0」など、定期的にアナウ

ンサーが差し込むのと同様だ〔図1〕。

　NHK 技研では、さらにロボット実況の応

用範囲を拡大する技術の研究も進めている

そうだ。「競技データだけでは得られない情

報の提供や、放送のアナウンサーの実況を

補足する音声の自動生成などの技術です。

研究途上ではありますが、将来のサービス

実現に向けて本格的に研究を進めていま

す」（同研究部上級研究員・宮崎勝氏）。

UI・UX追求した
「手話CG実況」画面デザイン

　今回、新たに実施された「手話 CG 実況」

の競技データから手話を生成するプロセス

はロボット実況と同様で、そこに最先端の

技術を詰め込んでいる。

　映像を用いたサービスということで、画

面表示のデザインはかなり凝ったという。

競技映像と手話 CG に加え、音声の盛り上

がりを視覚的に伝える音声メーター、最新

のスコア表示を用意した。ここまででも視

聴者の利便性をかなり意識した内容だが、

機能性をさらに高めているのが「反則イベ

ント」表示だ。

【図 1】  ロボット実況の仕組み

【図 2】  手話 CG 実況サービスの画面構成

　「当事者の方々にヒアリングしたところ、

競技中の反則で状況に変化が生じた際、解

説などの音声を聞き取れないと内容が理解

できないという話を聞きました。そこで、競

技データの反則情報を用いて、何らかの反

則が発生した場合に反則情報を表示し、ク

リックすると字幕付きの手話 CG による解

説動画が流れる機能を追加しました」（同研

究部研究員・内田翼氏）〔図2〕。

　競技終了後の見逃し配信には、イベント

タイムラインを用意。完成した競技データ

をもとにタイムラインを作成し、イベント発

生時刻をアイコン表示。そこから選択すれ

ば、気になるシーンから再生できる仕組み

だ。これは「手話 CG 実況」に関係なく、す

べての配信に付けて欲しいほどだ。

リアルタイムレンダリングした
「フォトリアルCG」

　「手話 CG」のリアルタイム合成自体が極

めて高度だが、今回の取り組みではさらに

高度なチャレンジを行った。それが「フォト

リアル CG」による合成だ。

　そもそも手話 CG の合成は、競技データ

をもとに即時合成していくというテンポでは

到底間に合わない。あらかじめ競技ごとに

相当数のテンプレートを用意した上で、国

名や選手名、得点経過などの変化する情報

のみをリアルタイムに埋め込む形となる。

最新情報と聞き手に伝達済の情報を比較して伝達すべき内容を決定

映
像・会
場
音

差分

伝達した情報を反映

差分

伝達内容に応じて穴空きテキストを選択し穴埋め

［日本］・［香川］のシュート。ゴール！！！
［日本］先制。［日本］対［イングランド］、［1］対［0］。

試合情報：サッカー決勝 日本─イングランド
現在の時間：前半31分
スコア：日本1─0イングランド

…

選手［日本］［背番号10］：［香川］

…

ボール保持率：日本41%─59%イングランド

…

イベント1：試合開始

…

イベント18：シュート（日本・香川）⇒ゴール

イベント15：・・・
イベント16：・・・
イベント17：・・・
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つまり、リアルタイムで提供すること自体が

技術的に困難だったため、これまでは、表

示にアニメーション風のデフォルメされたキ

ャラクターが用いられていたが、表情など

の細かな表現に課題があるとされていた。

　今回開発された「フォトリアル CG」は、実

写に近い表現が採用されたことに加え、それ

をリアルタイムレンダリングで配信映像に付

加するという、飛躍的な進歩を実現している。

　「アニメ調キャラでは伝えられる情報量が

落ちる上に印象も異なるということで、実写

により近い CG モデルを採用しました。近年

急速に進化している『デジタルヒューマン』

のアプローチを取り入れつつ、手話の表現

に必要な表情の細かいニュアンスも伝えら

れるようにした上で、リアルタイムにモーシ

ョンデータを動かしています」（内田氏）。

　「2020 年 1 月、競技の見どころを紹介す

る手話 CG 動画を作成した段階ではリアル

タイムレンダリングをする技術がなく、開催

の 1 年延期が決まった段階でフォトリアル

【図 3】  手話 CG キャラクターの比較

のリアルタイムレンダリングへの挑戦を決

めました。本番直前まで調整を重ねました」

（金子氏）。

　ゲームエンジン「Unity」を使用してレン

ダリングされた手話 CG 映像は、指の曲が

り方や口の動かし方、口元や眉の動き、髪

やイヤリングの微妙な揺れに至るまで細か

く調整されており、不自然ではない CG 合

成を実現〔図3〕。「3DCG の精度を高めて

いく過程で『不気味の谷』という不自然さに

落ちてしまうので、立っているときも微妙に

動かすなど、より自然に見えるよう細かいと

ころまで気を遣っています」（小川氏）。

　放送局による競技映像のストリーミング配信

と、「人にやさしい」ユニバーサル放送・サー

ビスへの長年の研究、そして最先端技術の活

用。さまざまな要素が絡み合った結果生まれた

新たなスポーツ中継の視聴体験は、4K・8K

映像でのスポーツ視聴などとはまた違った方向

から世の中に大きなインパクトを与えた。

デフォルメ（アニメ調） フォトリアル

　OBSの現場取材

ができないため、7月

に公開されたOBS

「MEDIA GUIDE」

（以下、OBSガイド）

と、SVG編集ディレ

クター・Ken Kersch

baumer氏（以下、

ケン氏）が開催中毎日リリースした「DIRECT 

FROM THE TOKYO 2020 OLYMPIC 

GAMES!」からレポートする。ケン氏からは「す

べての記事、写真を使ってください」とのメール

をもらっている。

　COVID-19禍での開催はテレビ観戦を促し

た。日本でNHKの開会式を見たのは7,326.8

万人（VR調査）だが、米NBCでは1,690万人

（ストリーミング含め）で、開会式としては過去

33年で最低。2016リオ大会2,650万人から

36%のダウン、2012ロンドン大会4,070万人

からは58%のダウンだった。一方、ストリーミン

グ（NBC Olympics.com、Peacock、NBC 

Sports）の視聴は20%の増加で、シフトチェン

ジを示したとも言える。

　ケン氏は、「アテネで開催された1896年の

オリ・パラ東京 放送メディア拠点
OBSはクラウドとIPへ技術移行
無観客となった東京大会。新国立競技場は高いフェンスで囲われ、“観客No”とそっぽを向く。一
方、テレビ視聴が躍動した。ビデオリサーチ（VR）調査では、7月23日オリンピック開会式は世帯視聴
率が56.4%で、1964東京大会の61.2%に迫った。オリンピックは放送技術の進化をもたらしてきた。
1964東京大会では、NHKが開発したカラー撮影カメラやスローモーションVTR、静止衛星による国
際間伝送などが活躍。2020東京大会は何を用意しているのか。ただし、弊誌はオリンピックの放送拠点OBS（Olympic Broadcasting 
Services）の取材がかなわず、SVG（Sports Video Group）の協力を得てレポートする。（文：吉井 勇・本誌編集部）

閉会式前日、雨に少し降られる新国立競技
場。無観客開催を象徴するかのように周囲
はフェンスとなり、「杜のスタジアム」は消えた

（編集部撮影）

OBS TechAreaのOBS
CTO Sotiris Salamou
ris氏            （©SVG）
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最初のオリンピックは9競技43種目だったが、

1世紀を経た東京大会は33競技339種目と

巨大になった」と伝える。2001年に設立され

たIOC公式ホスト放送機関で、世界中150を

超える放映権のある放送局（RHB）に競技映

像・音声・データを提供するOBSが、今回の

技術テーマとしたものは何か。

　OBSには約8,100人の放送専門家が参加

し、各競技会場からスポーツ生中継を行った。

撮影に使われたカメラは1,049台で、そのうち

約210台がスローモーションカメラ、11台の

ケーブルカムシステム、特殊機器などが活躍し

た。

　OBS最高コンテンツ責任者Mark Walla

ce氏は、「オリンピックのテレビ視聴者には特

徴がある。彼らは通常あまりスポーツを観戦し

ない人たちだ。OBSの役割は、彼らも含めた多

くの視聴者を楽しませ、情報を提供して引き付

け、スポーツに興味を持ってもらうこと」と狙い

を語っている。

　今大会の技術テーマは、OBSガイドに

「COVID-19の危機は、デジタルソリューショ

ンの必要性を強調しており、RHBのリモート

ワークを容易にし、クラウドの能力を最大限

に活用……。OBSはトップパートナーである

Alibaba Groupと共同でクラウドサービスを作

成」という方向性を示し、「COVID-19パンデ

ミックは放送組織にクラウドの採用を加速させ

ている」と指摘する。「従来のリニアTVでライ

ブコンテンツの視聴が唯一ではなくなり、PC

やタブレット、スマホでテレビと同じように視聴

している。テレビで競技を見ながら、ハイライト

やリプレイなどはSNSやWeb、アプリを駆使す

る。視聴者は、いつでも、どこでも、好きな方法

で、好きなものを視聴したいという要求がある」

と、デジタルへの動きを明示する。

　Salamouris氏は、「9,000時間以上のコ

ンテンツを制作するが、そのうちの5,500時間

は競技ライブ、式典、その他のシーンや会場の

コンテンツで、残りは編集コンテンツだが、それ

をRHBがどう利用できるようにするか」として、

新たなサービスの『Content＋』を用意した。

OBSガイドによると、「すべてのプラットフォー

ムで簡単に共有できるクリップを提供するオ

ンラインリソースで、RHBのソーシャルメディア

チームがほぼ瞬時に利用できる短いビデオク

リップを提供するもので、7,000～9,000のク

リップ作成」とある。

　また、「すべての競技から高速ターンアラウン

ドクリップを作成し、放送局がハイライトコンテ

ンツに素早くアクセスできるようにし、RHBデジ

タルチームがタイムリーにソーシャルメディアに

プッシュできる1,800以上のクリップを作成」と

いうように、放送局のマルチプラットフォーム戦

略のサポートへ拡大している。

　「ビデオ素材の作成、配信、管理するため

のより効率的なプロセスの実装」と、AIの活用

もOBSガイドは掲げる。「労力と時間のかかる

プロセスを合理化して、納期を短縮できるだけ

でなく、よりパーソナライズされたユーザーエク

スペリエンスを提供できる」と紹介し、「AI主導

でコンテンツ発見のプロセスをより速く、より正

確にし、コンテンツのライフサイクル全体に多

大な価値を追加」という展望を示す。東京大

会では、「アスリートの認識に基づいて自動メ

ディア記述（AMD）パイロットプロジェクトを実

行。Broadcast Data Feed（BDF）やビデオ

ログなどの既存のメタデータを、アスリートの画

像認識と組み合わせ、音声テキスト技術でメ

ディア資産のタグ付けを改善し、画像選択、自

動検索、クリッピングなどのワークフローをより

迅速かつ効率的に行う」というテストを行い、

2022北京大会ではOBSワークフローでAIを

最大限活用し、RHBに新たなサービスを提供

すると力強い。

　Salamouris氏はさらに「OBSがIPへの移

行とUHDへの移行を組み合わせられたこと

で成功した」と説明する。「UHD移行にはレ

ガシー技術のクアッド3G-SDIでは拡張でき

ない。すべての信号のルーティングと配信は

ST 2110規格によるSDNインフラで展開し、

PTPタイミングの機能を基本技術として確立し

た」。

　また、「観客がいない中、より劇的なサラウン

ド再生が可能となった」として、「5.1.4」没入

型サラウンドにも取り組んだ。Salamouris氏は

「UHDの高画質映像と5.1.4のマルチ音響

で良好な視聴を用意できた」と胸を張る。

　1964東京大会の後、NHKは「ハイビジョ

ン」という新技術を提案し、世界の映像を変え

た。2020東京大会はOBSがクラウドをベー

スにIP化という大きな変化を目の当たりにした。

「TOKYO2020のマイルストーンとしてUHD

＋HDRでネイティブに制作された最初のオリ

ンピック」とOBSガイドブックにあった。

7月に公開したOBSの「MEDIA GUIDE」

NBC Sports をインタビューする SVG 編集ディレクター・Ken Kerschbaumer 氏（写真右）
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