特別企画：東京2020オリンピック・パラリンピックとNTT R&D

東京2020オリンピック・パラリンピック

スポーツ観戦

超高臨場感通信技術 Kirari!

カテゴリ1 東京2020を『観せた』NTT R&Dの技術

新しいスポーツ観戦体験に向けた取り組み
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米国プロ野球リーグのライブビューイング

ホログラフィック卓球デモンストレーション

歌舞伎（バーチャルシンガーとリアルな俳優の共演）

女性３人組テクノポップユニットによる世界三都市同期パフォーマンス
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これまでのKirari!ショーケーシング
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スポーツ観戦における臨場感とは，あ
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たかも実際の会場にいてスポーツ観戦を
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実際の会場では，距離があり豆粒程度に

まず，①自分が「そこ（会場）にいる」

大なディスプレイに投影することも可能

しか見えず，オンラインのほうが見やす

感覚，すなわち，まるでスタジアムに座っ

ですが，どうしても映像が荒くなってし

いのですが，
「そこにいる」という実感

ているかのような感覚をつくり出すため

まい現場の臨場感を再現することは難し
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を複数台並べ，つなぎ目が自然となるよ
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しました．ライブビューイング会場では，

フランスでのテニス四大大会，ウィンド

今回，東京2020大会では，バドミント

サーフィン世界大会，東京で行われる女

ン競技にこの技術を適用しました．武蔵

コートやネット，スタンドが本会場同様

性向け大規模ファッションショーなどに

野の森総合スポーツプラザで行われてい

に設置され，そこに選手映像がホログラ

おいて実験を行ってきました．

る試合を8K カメラで撮影した映像から

フィックに表示され，本会場さながらの

今回，東京2020大会では，セーリング

選手の映像のみを抽出し，ライブビュー

臨場感をつくり出しました（図 3 ）
．詳

競技にこの技術を適用しました．セーリ

イング会場である日本科学未来館へ伝送

細は本特別企画『バドミントン競技 ×

ング競技は，観客席とレース会場が離れ
ています．これまで，双眼鏡で観戦する
必要がありましたが，Kirari! を用いる
ことによって観客席近くの海に，レース
空間をそのまま伝送し，あたかも目の前
でレースが行われているような感覚の再
現にチャレンジしました（図 2 ）
．詳細
は本特別企画『セーリング競技 x 超高
臨場感通信技術 Kirari!』で紹介します．
次に，東京2020大会の主役である②選
手が「そこ（目の前）にいる」感覚をつ
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セーリング競技 × Kirari!

くり出すために，彼らの立体映像化を試
みました．Kirari! の任意背景被写体抽
出を活用します．グリーンバックがない
状態でも，選手の映像をリアルタイムに
抽出しホログラフィックに表示します．
同じ映像であっても，ホログラフィック
に表示されることにより，観客は，選手
の存在を強く感じられるようになりま
す．さらに，選手映像以外，例えばバド
ミントンコートや卓球台などリアルな物
体を設置することによって，臨場感はさ
らに強くなります．これまで，空手，柔
道，バドミントン，歌舞伎，米国テキサ
ス州での大規模音楽イベントなどにおい
て実験を行ってきました．
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バドミントン競技 × Kirari!
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大幅に低減する超低遅延通信技術をマラ
ソンに適用しました．東京の声援を，毎
秒 5 m で走る札幌の選手に遅延なく応援
を届け，距離を超えた一体感の醸成に
チャレンジしました（図 4 ）
．詳細は本
特別企画『マラソン × 超低遅延通信技
術』で紹介します．

図4

マラソン × 超低遅延通信技術

超高臨場感通信技術 Kirari!』で紹介し

バラで，つながっている感覚をつくり出

ます．
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選手と観客，観客どうしがつながって

その理由は，主に通信の遅延やばらつ
きにあります．一般的に，遅延が数十ミ
リ秒を超えると音楽セッションは難しく，

いるという感覚を意味します．スポーツ

数百ミリ秒を超えるとコールアンドレス

において，つながりは，観客からの応援

ポンスに違和感が生まれるとされてま

であり，選手にとって何よりの力になり

す．遅延時間の構成要素はさまざまで，

ます．また，観客どうしも声援によって

光の伝搬遅延は100 km で約0.5ミリ秒，

つながり，一体となってさらなる感動を

伝送処理遅延は数ミリ〜数十ミリ秒，映

生むことになります．2020年に拡大した

像の符号化処理は数百ミリ秒になりま

オンライン配信では，リモート観客の映

す．さらに，映像編集などが加わり，地

像をステージ上に表示したり，コールア

上デジタル放送やネットライブ配信では，

ンドレスポンスを行うなど，一体感を高

最終的には数秒から十数秒の遅延も珍し

める工夫がされてきました．しかし，実

くありません．

際には，応援や歓声のタイミングがバラ

今回，東京2020大会では，遅延時間を
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