
 

 

2020年度 修士論文 

 

歴代オリンピック名場面における 

実況アナウンスの成功要因 
 

Research on Sport Commentary, 

Voices of the Olympic Broadcast Announcer 

 

 

早稲田大学 大学院スポーツ科学研究科 

スポーツ科学専攻 トップスポーツマネジメントコース 

5020A304-7 
 

伊藤 隆佑 

Ito Ryusuke 

 

研究指導教員： 平田 竹男 教授 



 

 

目次 

第１章 背景 ....................................................................................................................... 1 

第１節 はじめに............................................................................................................. 1 

第１項 スポーツ実況 .................................................................................................. 1 

第２項 視聴率 ............................................................................................................ 2 

第３項 トリプルミッション ....................................................................................... 3 

第２節 オリンピック放送 .............................................................................................. 4 

第１項 NRC 視聴調査 ................................................................................................ 4 

第２項 NHK 世論調査 ............................................................................................... 4 

第３項 ジャパン・コンソーシアム ............................................................................ 5 

第３節 筆者の立場 ......................................................................................................... 5 

第１項 担当競技 ......................................................................................................... 5 

第２項 アナウンサー表彰 .......................................................................................... 6 

第３項 研究動機 ......................................................................................................... 6 

第４節 先行研究............................................................................................................. 7 

第１項 会話分析 ......................................................................................................... 7 

第２項 コード分析 ..................................................................................................... 7 

第３項 ナラティブ分析 .............................................................................................. 8 

第４項 海外研究 ......................................................................................................... 9 

第５項 まとめ ............................................................................................................ 9 

第５節 目的 .................................................................................................................... 9 

第２章 方法 ..................................................................................................................... 10 

第１節 インタビュー研究 ............................................................................................ 10 

第１項 対象者 .......................................................................................................... 10 

第２項 質問項目 ....................................................................................................... 11 

第３項 調査方法 ....................................................................................................... 11 

第４項 分析手法 ....................................................................................................... 11 

第５項 倫理的配慮 ................................................................................................... 11 

第３章 結果 ..................................................................................................................... 12 

第１節 準備と実践の具体例 ........................................................................................ 12 

第２節 実践のノウハウ ................................................................................................ 13 

第１項 描写 .............................................................................................................. 13 

第２項 分析 .............................................................................................................. 13 

第３項 予測 .............................................................................................................. 14 

第４項 3要素の定義 ................................................................................................ 14 



 

 

第３節 M-GTA ............................................................................................................. 15 

第１項 キーワード ................................................................................................... 15 

第２項 ワークシート ................................................................................................ 16 

第４章 考察 ..................................................................................................................... 29 

第１節 オリンピック実況 ............................................................................................ 29 

第２節 「描写」........................................................................................................... 29 

第１項 『沈黙』による描写 ..................................................................................... 29 

第２項 沈黙するための勇気 ..................................................................................... 30 

第３項 間と素 .......................................................................................................... 30 

第３節 「分析」........................................................................................................... 31 

第１項 『共感』を呼ぶ分析 ..................................................................................... 31 

第２項 分析するための知識 ..................................................................................... 32 

第３項 響く言葉 ....................................................................................................... 32 

第４節 「予測」........................................................................................................... 33 

第１項 『判断』が生む予測 ..................................................................................... 33 

第２項 予測するための経験 ..................................................................................... 33 

第３項 思い込み ....................................................................................................... 34 

第５節 伝わるメソッド ................................................................................................ 34 

第６節 沈黙・共感・判断 ............................................................................................ 36 

第７節 目指すもの ....................................................................................................... 36 

第８節 研究の意義 ....................................................................................................... 37 

第９節 研究の限界と今後の展望 ................................................................................. 37 

第５章 結論 ..................................................................................................................... 38 

謝辞 .................................................................................................................. 38 

参考文献........................................................................................................... 39 

付録：ワークシート『運』 ............................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図表目次 

図 1 実況の成功要因イメージ .......................................... 34 

図 2 伝わるメソッドの実例① .......................................... 35 

図 3 伝わるメソッドの実例② .......................................... 35 

 

表 1 2019 年視聴率ランキング ........................................... 2 

表 2 歴代視聴率ランキング ............................................. 3 

表 3 ラグビーワールドカップ視聴人数 ................................... 4 

表 4 対象者の属性 .................................................... 10 

表 5 事前準備と本番実践に関する主な発言 .............................. 12 

表 6 「描写」に関する主な発言とキーワード ............................ 13 

表 7 「分析」に関する主な発言とキーワード ............................ 13 

表 8 「予測」に関する主な発言とキーワード ............................ 14 

表 9 実況 3要素の定義 ................................................ 14 

表 10 キーワードの分類と定義、主な発言 ............................... 15 

表 11 『語彙力』に関する主な発言 ..................................... 16 

表 12 『反射神経』に関する主な発言 ................................... 17 

表 13 『沈黙』に関する主な発言 ....................................... 18 

表 14 『歴史』に関する主な発言 ....................................... 19 

表 15 『視野』に関する主な発言 ....................................... 20 

表 16 『多面的』に関する主な発言 ..................................... 21 

表 17 『取材』に関する主な発言 ....................................... 22 

表 18 『共感』に関する主な発言 ....................................... 23 

表 19 『独自性』に関する主な発言 ..................................... 24 

表 20 『主観』に関する主な発言 ....................................... 25 

表 21 『会話』に関する主な発言 ....................................... 26 

表 22 『面白さ』に関する主な発言 ..................................... 27 

表 23 『判断』に関する主な発言 ....................................... 28 

表 24 『沈黙』による描写の実況例 ..................................... 30 

表 25 『共感』を呼ぶ分析の実況例 ..................................... 31 

表 26 『判断』が生む予測の実況例 ..................................... 33 

 

 

 



1 

 

第１章 背景 

第１節 はじめに 

第１項 スポーツ実況 

1936年 8月 11日、ナチスドイツ統制下で行われたベルリン五輪の競泳女子 200m 決勝で 

前畑秀子選手が日本女子史上初のオリンピック金メダルを獲得した。地元の期待を背負う 

ドイツのゲネンゲルとの激闘を伝えたのは、NHK ラジオの河西三省アナウンサーだった。 

フィニッシュシーンは以下の通りである。「前畑がんばれ前畑がんばれ、前畑リードリード、 

あと 5メーター、あと 5メーター、あと 5メーター、5メーター、5メーター、前畑リード、 

勝った勝った勝った勝った勝った勝った」という、世に言う『前畑がんばれ実況』である。 

優勝した前畑とゲネンゲルの差は、0 秒 6。大接戦を制した瞬間の臨場感を伝えていたが、 

当時、この実況には「3位以下が分からない」や「極端な応援」という批判もあったという。 

しかし、五輪スポーツ実況の 1つの出立点となったという意味で放送史に残る中継である。 

 

1964年 10月 10日、東京オリンピック開会式。前日まで降っていた台風の大雨は上がり、 

国立競技場は、雲一つない青空が広がっていた。当時、NHK で放送された開会式のテレビ 

中継の視聴率は 61.2％を記録し民放と合わせた視聴率が 82％を超えた歴史的な場面である。 

この 1964年の開会式において、テレビ実況を担当した NHK の北出清五郎アナウンサーは 

「世界中の青空を、全部東京に持ってきてしまったような、素晴らしい秋日和でございます」 

という言葉で、白黒テレビが大半だったお茶の間に対して色鮮やかに晴天の様子を伝えた。 

荒天によって予定通りの開催が危ぶまれていた状況の中で無事に式が執り行われる感動を 

美しい日本語の表現によって全国に伝えた北出氏の名調子は、今もなお、語り継がれている。 

これが、昭和・平成・令和という時代を超えて繰り返し放送されてきた『青空実況』である。

 

2004年 8月 16日、アテネオリンピック体操男子団体決勝。最終種目の鉄棒で最終試技者 

となった日本の冨田洋之選手が、フィニッシュに向けた大車輪を開始した場面で、NHK の 

刈屋富士雄アナウンサーは「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架け橋だ」と実況した。 

スポーツライター玉木正之氏は「『栄光への架け橋だ！』は、五輪史上最高のアナウンスと 

言えるかもしれない」とした。1936年ベルリン五輪の『前畑がんばれ』は「アナウンサーが 

初めて自国の選手を熱烈に応援した」放送であり、それは「日の丸応援型」だったという。 

その上で、『栄光への架け橋』に関しては「過去のスポーツ・アナウンスの歴史のなかでも、 

希有にして秀逸な表現ということができるように思える」と評価し、加えて「言葉による 

スポーツ表現（ドラマ性と身体運動の両者を兼ね備えた表現）のひとつのモデルとして、 

今後のスポーツ・アナウンスに大きな影響を及ぼす（及ぼしてくれるとうれしい）と思う」 

と論評した。また、あるスポーツ新聞は「実況も金メダル」と刈屋氏のフレーズを取り上げ、 

称えていた。このように、スポーツ実況の系譜は五輪の歴史でもあり、それらの名場面は 

中継を担当したアナウンサーの「声」と共に、それぞれの時代と人々の記憶に刻まれてきた。 
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第２項 視聴率 

2021年夏に開催が予定される東京五輪は史上最多 33競技 339種目が行われ、テレビで 

全国中継される。視聴率は「人口の何％が見たか」という調査ではなく「テレビを所有する 

世帯のうち何％が見たか」という統計である。2020年 3月 30日からの新調査方式では、 

関東地区の対象が 900世帯から 2700世帯に拡大されて、誤差は±2.0から±1.2となった。 

高度情報社会と少子高齢社会に加え、人口減少によって、若年層のテレビ離れが顕著な 

現代の日本では、地上波テレビ視聴率のシェアは低下傾向にあり 1世帯あたりの視聴率を 

指標にした広告収入を基盤とする放送ビジネスは、その在り方を大きく変えてきている。 

 しかしながら、株式会社ビデオリサーチが発表した 2019年の世帯平均視聴率年間 1位は 

10 月 20日（日）の 19時 10分～NHK 総合で放送された『ラグビーワールドカップ 2019・ 

日本×南アフリカ』で 41.6％を記録した。2位は同じくラグビーワールドカップの日本対 

スコットランドで 39.2％。そのほか、11位がラグビーの日本対サモア、12位に『全豪 

オープンテニス決勝』で 32.3％、13位が『第 95回箱根駅伝（復路）』で 32.1％となった。 

以上のように、年間視聴率トップ 30 のうち 10 番組がスポーツ中継で占められた（表 1）。 

さらに、歴代の視聴率を振り返ると、1964年東京五輪での女子バレーボール日本×ソ連が 

2 位の 66.8％を記録するなどトップ 10のうち 7つがスポーツ関連となっている（表 2）。 

 

表 1 2019年視聴率ランキング（ビデオリサーチ発表資料から筆者作成） 

 

順位 番組 視聴率 日時 放送局 

1 ラグビーW 杯・日本×南アフリカ 41.6 10月 20日（日）19:10〜 NHK 総合 

2 ラグビーW 杯・日本×スコットランド 39.2 10月 13日（日）19:30〜 日本テレビ 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

11 ラグビーW 杯・日本×サモア 32.8 10月 5日（土）19:15〜 日本テレビ 

12 全豪オープンテニス決勝・大阪×クビトバ 32.3 1月 26日（土）19:30〜 NHK 総合 

13 第 95回箱根駅伝（復路） 32.1 1月 3日（木）07:50〜 日本テレビ 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

15 第 95回箱根駅伝（往路） 30.7 1月 2日（水）07:50〜 日本テレビ 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

22 全豪オープンテニス決勝・大阪×クビトバ 26.4 1月 26日（土）18:05〜 NHK 総合 

23 大相撲夏場所・千秋楽 26.3 5月 26日（日）17:00〜 NHK 総合 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

26 世界フィギュアスケート男子フリー 24.3 3月 23日（土）20:26〜 フジテレビ 

27 ラグビーW 杯・日本×南アフリカ 24.1 10月 20日（日）21:26〜 NHK 総合 
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表 2 歴代視聴率ランキング（ビデオリサーチ発表資料から筆者作成） 

 

第３項 トリプルミッション 

 放送業界は、昭和を彩った野球、大相撲、ボクシング、プロレス、平成に入ってからは、 

サッカー、バスケットボール、卓球など様々なスポーツ・競技団体の発展と共に歩んできた。 

スポーツ産業を構成する「する」「観る」「支える」という 3つの分野の中で「支える」に 

属しているマスメディアでのテレビスポーツ中継は、昭和や平成の時代に勝利・資金・普及 

というトリプルミッション（平田,2006）において普及の面で大きな役割を担った。前述の 

通り、2019年日本代表の快進撃で大きなムーブメントを呼んだラグビーワールドカップは 

日本戦の世帯平均視聴率が、開幕のロシア戦で 18.3％以降、アイルランド戦では 22.5％、 

サモア戦が 32.8％、スコットランド戦が 39.2％、南アフリカ戦では 41.6％と、飛躍的に 

上昇した。なお、大会の放送権を取得したのは NHK と日本テレビで、地上波に関しては 

1、3、4戦目を日本テレビが、2、5戦目を NHK が放送した。史上初となった日本代表の 

ベスト 8進出は鮮明な映像と共に解説者と実況アナウンサーの言葉で視聴者に伝えられた。 

 また、ビデオリサーチによるとテレビ生中継でのリアルタイム視聴者数の推計は日本戦 

5 試合のうち、いずれかを視聴したのが、およそ 8731万人。そのほか、日本チームが出場 

していない決勝での推計でも、約 4189万人だった（表 3）。このように、社会現象とも 

呼べるラグビー熱は、2019年 12月 2日に発表された『新語・流行語大賞』年間大賞に、 

『ONE TEAM』という言葉が選ばれたことからも伺える。このフレーズは、テレビ実況 

アナウンサーが局を問わず伝え続けた日本代表チームのスローガンであり、言葉の普及の 

観点でもマスメディアの大きな影響が表れたものと考えられる。そして、「スポーツ」が 

その枠を超え 2019年の日本社会を象徴するものだったことが示された一例だと言える。 

 

 

順位 番組 視聴率 日時 放送局 

1 第 14回 NHK 紅白歌合戦 81.4 1963年 12月 31日（火）21:05〜 NHK 総合 

2 東京オリンピック女子バレーボール日本×ソ連 66.8 1964年 10月 23日（金）19:20〜 NHK 総合 

3 2002FIFA ワールドカップ日本×ロシア 66.1 2002年 6月 9日（日）20:00〜 フジテレビ 

４ プロレス・デストロイヤー×力道山 64.0 1963年 5月 24日（金）20:00〜 日本テレビ 

5 世界バンタム級タイトルマッチ(原田×ジョフレ) 63.7 1966年 5月 31日（火）20:00〜 フジテレビ 

6 おしん 62.9 1983年 11月 12日（土）08:15〜 NHK 総合 

7 ワールドカップサッカー‛98日本×クロアチア 60.9 1998年 6月 20日（土）21:22〜 NHK 総合 

8 世界バンタム級タイトルマッチ(原田×ラドキン) 60.4 1965年 11月 30日（火）20:00〜 フジテレビ 

9 ついに帰らなかった吉展ちゃん 59.0 1965年 7月 5日（日）07:35〜 NHK 総合 

10 第 20回オリンピックミュンヘン大会 58.7 1972年 9月 8日（金）07:21〜 NHK 総合 
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表 3 ラグビーワールドカップ視聴人数（ビデオリサーチ発表資料から筆者作成） 

 

第２節 オリンピック放送 

第１項 NRC 視聴調査 

日本リサーチセンター（NRC）の 2016年リオ五輪に関わる調査発表によると視聴者の 

競技別の観戦率の高さが検証されている。調査対象は全国の 15～79歳の男女個人 1200人。 

抽出方法は毎月 200地点住宅地図データベースから世帯を抽出して個人を割当てたもので 

調査員による個別訪問留置調査。調査期間は 2016年 7月 6日～18日と 9月 1日～13日で 

結果は、開催前の 7月は体操、水泳、陸上、開会式の 4つの観戦意向率が高くなっていた。 

開催後、実際に観戦した競技としては、ほかに柔道、卓球、レスリング、バドミントンの 

割合が高かった。観戦意向率と比べて観戦率が特に増えた競技は、卓球、バドミントンで 

30 ポイント以上、体操、柔道、レスリングは 20ポイント以上増加した。NRC はこうした 

結果は日本人選手の活躍とメダル獲得が反映したと分析している。トリプルミッションの 

観点からすれば、勝利が普及と密接に関わっていることがデータとして表れた調査だった。 

同時に、事前に注目されていなかったり認知度の低い競技でも日本選手の躍進によって、 

テレビで扱うことが増えると示された例であり、コンテンツ価値向上のためには解説者や 

実況するアナウンサーが果たすべき役割が重要であるという事実を再認識させられるもの 

である。トリプルミッションの視点では、アナウンサーを含めた伝え手が、受け手である 

視聴者ニーズに応える放送とすることで、視聴率の向上、スポンサーの獲得に繋がっていく。 

 

第２項 NHK 世論調査 

 NHK 世論調査部が、2016年リオ・デ・ジャネイロでのオリンピック・パラリンピック 

以降から実施している『2020年東京オリンピック・パラリンピックへの期待と意識』では、 

2018年 10月の第 4回データが公表されている。全国の 20歳以上の男女 3600 人のうち有効 

調査数 2516人で、東京大会に「関心あり」が 78％、「関心なし」が 22％。複数回答による 

『視聴を予定する機器』では、回答の多い順に「テレビ」が 92％、「スマートフォン」が 

放送局 放送日 放送開始 番組名 全国推計 

NHK BS1 

9月 20日（金） 

19:00〜 ラグビーワールドカップ 2019・日本×ロシア 
3,728.0万人 

日本テレビ系 19:30〜 ラグビーワールドカップ 2019日本大会開幕戦・日本×ロシア 

NHK 総合 9月 28日（土） 15:40〜 ラグビーワールドカップ 2019・日本×アイルランド 3,170.5万人 

日本テレビ系 10月 5日（土） 19:15〜 ラグビーワールドカップ 2019日本大会・日本×サモア 4,660.8万人 

日本テレビ系 10月 13日（日） 19:30〜 ラグビーワールドカップ 2019日本大会・日本×スコットランド 5,486.2万人 

NHK 総合 10月 20日（日） 18:20〜 ラグビーワールドカップ 2019・日本×南アフリカ 5,971.0万人 

NHK BS1 

11月 2日（土） 

17:00〜 ラグビーワールドカップ 2019・イングランド×南アフリカ 

4,188.8万人 
日本テレビ系 17:45〜 ラグビーワールドカップ 2019・イングランド×南アフリカ 
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27％、「ラジオ」が 13％となった。同じく複数回答による『期待する放送サービス』では、 

「終了競技を見ることができる」（見逃し配信）と「高画質・高臨場感」（4K・8K）が 

共に 41%でトップだった。また、『放送サービスの要望』で 1位となったのは競技の見所を 

まとめた「ハイライト番組」で 58％。2位が競技の関心に繋がる「選手やルール紹介」で 

56％、3位が後から競技を見られる「見逃し配信番組」で 34％、4位には音声がなくても 

理解できる「字幕つき中継」で 30％、そして、同じ 30％だったのが、音声で理解できる 

「実況解説つきの中継」となった。このカテゴリーで、男女・年代別で最高となったのは 

女性 40代の 34％、次いで 20代女性の 33％だった。一方、男性の 20代、30代、50代、 

70代は 32％、最低は男性 60代の 26％で男性よりも女性からの要望が高い結果も示された。 

上記のアンケート結果は、テレビに求められる役割や消費者ニーズの把握に有用であり 

性別や年代などの属性ごとに求める事項が異なるという、現代のマスメディアの特性も 

表れたと言える。こうした結果も踏まえて、東京五輪の放送が行われることが期待される。 

 

第３項 ジャパン・コンソーシアム 

オリンピック放送は、NHK と民放の合同組織であるジャパン・コンソーシアム（JC）で 

制作される。JC の特徴は、普段は別々の放送局に勤務するメンバーが垣根を超えて共同で 

運営することで、放送するのが日本テレビで、ディレクターが NHK、実況が TBS という 

環境等となる。直近のピョンチャン五輪におけるアナウンサーの派遣状況は、NHKが 7名、 

日本テレビ 2名、テレビ朝日 1名、TBS 1名、テレビ東京 1名、フジテレビ 1名だった。 

合計 13 名の年代は、50歳代が 1名、40歳代が 9名、30歳代が 3名という内訳であった。 

 

第３節 筆者の立場 

第１項 担当競技 

筆者は 2006年 TBS テレビにアナウンサーとして入社後、毎年、元日開催の実業団駅伝 

日本一決定戦であるニューイヤー駅伝から、大晦日の恒例となったボクシングの放送まで、 

1 年を通じてスポーツ中継の実況・リポート・インタビューに関わる業務に携わっている。 

これまで、野球、ゴルフ、バレーボール、陸上、ボクシングなど約 15競技を担当してきた。 

筆者が JC の一員として現地へ派遣され、実況を担当したのは、2016年夏季五輪リオ・ 

デ・ジャネイロ大会、2018年冬季五輪ピョンチャン大会である。リオでは、バドミントン 

女子ダブルスでの髙橋・松友ペアの金メダル獲得、ピョンチャンでは、スノーボード男子 

ハーフパイプでの平野歩夢選手の銀メダル獲得と、2度、日本選手のメダルシーンを伝えた。 

 所属の TBS においては、1 年に 1度、系列の全国のアナウンサーを表彰する制度である 

『JRN・JNN アノンシスト賞』のスポーツ実況部門において過去に 3度の受賞経験がある。 

2016年度第 37回ラジオ実況部門「2016年リオ五輪バドミントン女子ダブルス」で優秀賞、 

2018年度第 39回テレビ実況部門「2018世界バレー女子日本 vs セルビア」と、2019年度 

第 40回テレビ実況部門「WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦」が最優秀賞を受賞した。 
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第２項 アナウンサー表彰 

JRN・JNN アノンシスト賞の選考の基準については、過去にアノンシスト賞の事務局で 

スーパーバイザーを務めた経験のある、元 TBS アナウンサー宮澤隆氏（88年ソウル五輪で 

現地実況）によると、審査員は現職のアナウンサーのほかアナウンサー経験者など様々で、 

個々の視点で評価して得点を決定する。行程は、局内審査のあと関東、東北、九州など地域 

ごとのブロック審査、最終的に各局の管理職等が採点する全国審査となる。つまり、年齢や 

性別、属性などが異なる審査員の段階的な総合評価で多角的に検討する過程となっており、 

一般のテレビやラジオを視聴する「不特定多数の対象」に共通する部分があると考えられる。 

そういった意味では、表彰作品を分析して比較検討したり、受賞者へのインタビューから 

名場面を伝える重要な要素、視聴ニーズに応える要素を見出すことができる可能性がある。 

 なお、TBS では部門ごとの優秀賞・最優秀賞に加えて、各部門の最優秀賞から MVP に 

相応しい作品がある場合のみ授与される最高賞の「グランダプレミオ」が設定されている。 

1975年の開始以降、過去 45回で授与されたのは 25回で、受賞作品の構成比はスポーツ 

実況が最多 11回で 44％、情報番組が 32％、報道番組が 16％、ナレーションが 8％である。 

その中で、TBS スポーツ実況アナウンサーがグランダプレミオを獲得したのは、故・渡辺 

謙太郎氏を含め過去 6人であり平成以降では 2000年度・石川顕氏の「WBA 世界ライト級 

タイトルマッチ」、2003年度・林正浩氏の「世界陸上男子 200m 決勝」などとなっている。 

また、このような表彰は他の民放局でも行われており日本テレビ系列は 1979年『NNS 

アナウンス大賞』、フジテレビ系列は 1985年『FNS アナウンス大賞』、テレビ朝日系列 

では 2002年『ANN アナウンサー賞』として、それぞれ開始されて、現在に至っている。 

 

第３項 研究動機 

自身の経験でオリンピック実況アナウンサーの課題となるのは、普段、自分が中継しない 

競技を担当する可能性があり、未知の、あるいは新しい種目への習熟度が低いことであり、 

アナウンサー養成の発声・発音・アクセントに関する教本では補えない実践的内容である。 

しかしながら、これまで、スポーツ実況に関しては、明文化されたマニュアルは存在せず、 

現場での実務を経て会得していくものとされており、簡単に応用できる技術指南書もない。 

具体的には、リオ五輪で新種目として採用された 7人制ラグビーや、日常的に地上波放送 

されていないバドミントン、ピョンチャン五輪では、一般的に馴染みのないスノーボードの 

スロープスタイルやカーリングである。以上のように、実況習熟度の低い競技や視聴実績の 

少ない競技をいかに伝えるかを課題として五輪中継に臨んだ結果、「分かりやすい」「丁寧」 

といった評価の一方で「喋り過ぎ」「不勉強」等、視聴者から御意見を頂いた。このように 

前例や手本が少ない中で、どんな競技にも共通する手法はないかと模索するようになった。 

また、前述のように「スポーツ」と「テレビ」が密接に関わっていることを前提として 

2021年に開催される東京オリンピック・パラリンピックにおいて自身が実況を務める際に 

先人の伝統や技能を知った上で臨むべきで、その視座を学ぶ必要性を感じたためである。 
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第４節 先行研究 

第１項 会話分析 

2002年『現代メディアスポーツ論』での「スポーツ実況中継の会話分析」で人文科学を 

研究する岡田光弘氏は、アナウンサーの実況には様々な「モード」があり「修飾語のついた 

名詞句」や「主語や助詞が省略」されるといった特徴を明らかにした。具体的には、長野 

五輪のスケートやモーグルについて、文法的な分析によって「間投詞」による実況と解説の 

呼応関係、この・ここ・これなどの指示語が勝負所で多用されることを示した。その結論は 

視聴者が競技の動きをパフォーマンスとして享受するためには解説者の役割が重要となる 

というものであり、アナウンサーに必要とされるノウハウについては、言及されていない。 

一方で、「テレビの画面と結びついた実況や解説がスポーツへの理解をうながし、知識を 

深めるテキストになる」と意味付けを行っており、スポーツ普及への基盤となる研究である。 

2006年に清水泰生氏らが日本スポーツ社会学会で発表した『「古舘伊知郎」とスポーツ 

実況』で 1972年札幌五輪と 1998年長野五輪のジャンプを比較することで、札幌が主語＋ 

述語、長野が述語の反復であることを示した。加えて、中継は実況と解説による「応答形式」、 

両者それぞれの「独話形式」の 2つがあり、アナウンサーの特徴として、発話の短さ、体言 

止め、専門用語の多用、助詞の省略などが挙げられ、解説者の特徴としては、選手心理を 

熟知した権威者であること等が明らかにされた。また、それら実況スタイルの変化に影響を 

与えたのが 1978年～87年にテレビ朝日でプロレス実況を担当した古舘伊知郎氏であると 

指摘した。具体例としては、『肉体の一部と化したサーベル』、『現代のガリバー旅行記』、 

『超ウルトラ殺法』といった「言葉の装飾」が社会に普及していった結果であるとした。 

 

第２項 コード分析 

仙台大の山内亨氏は 2009年発表の『北京五輪テレビ実況は金メダルをどう伝えたか』で 

金メダル獲得までの 4 分間を対象に言葉やフレーズを 17 項目で集計した研究結果として、 

「描写の中から面白さを掴み取らせる手法」と「話題・情報を重視した実況・解説」という 

2 つの傾向を示した。山内氏は「言葉は科学的分析に必要な定量化・定質化しての比較が 

極めて難しい」としているが「フレーズや語彙の意味方向を検証する」部分で一定の目的を 

果たしており、内容分析のための研究法として参考となる事例である。他方では、1992年 

バルセロナで 14歳の岩崎選手が人生を語り、1996年アトランタでの有森選手の自己肯定 

など、時代によるアスリートや視聴者の変化に着目しており新しい視点の提供もしている。 

2011年、早稲田大学大学院の松本圭祐氏は『スポーツ中継の地上波放送と有料放送に 

おける実況の違い』で、2010年 FIFA ワールドカップ予選リーグ 11試合の実況・解説の 

会話を分類・コード化して検証している。手法は 2003年に日吉昭彦氏が『ワールドカップ 

のメディア学』（牛木素吉郎,黒田勇編）にて用いたコード化と定量的分析をもとにして、 

説明されたモチーフやメディアイメージが示された。具体的には帰属に関する内容（身体的 

特性・身長、過去の業績・得点王、チームでの役割・キャプテンなど 12項目）、プレーに 
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関する内容（コンビネーション、体勢など 10項目）、その他の 3つで集計された。対象の 

範囲は「今、前半が開始されました」という文言から「ここで試合終了の笛」といった文言 

までの間で試合部分のみとした。結果、地上波においては「クリスティアーノ・ロナウドは 

ゴール前にいる」や「本田圭佑は外に絞った位置」などスター選手の名前と存在を知らせる 

アナウンスが多く、有料放送は個人名よりボールの動きが多く言及されたと明らかにした。 

地上波で目に見えるものや人物に関して目立つ一方、目に見えないものやボールに関して 

有料放送が多かったとして、視聴者の持つ競技知識などの属性による実況の変化を示した。 

 

第３項 ナラティブ分析 

アナウンサー経験者による先行研究として、元 NHK の山本浩氏が 2003年に日本マス・ 

コミュニケーション学会で発表した『実況アナウンサーの役割』「五色の声」の項で記した 

「フェイズ」という分類がある。それは①実況、②分析、③過去の情報を伝える、④予測、 

⑤会話であるとされたが、それぞれの「フェイズ」がどのように関係し合って、スポーツの 

決着の瞬間に向かっていくか、どのような組み立てをすべきかについては示されていない。 

また、『ワールドカップ実況放送の現場から』と題して語られているものであり、主題は、 

2002年FIFAワールドカップ日韓大会まで、長年に渡るサッカー中継に関する経験だった。 

ただし、体操や野球が動と静のシークエンスで成り立ち、サッカーは連続した「動」と 

わずかな「静」で、そのシーンに合わせて声のトーンや張りを意識するなど、現場に即した 

具体的手法が示されており、多くの示唆に富んだ言説である。さらに、視聴者に関しても、 

「映像に少しでも関連する音声情報は受け入れられやすい」こと、視聴者が「うるさい」や 

「喋り過ぎ」と感じるのは「映像や現場から乖離した情報」「場面と関係ない話」「誰もが 

知る情報」「放送席のみで話が終始する」など、複数の事例を挙げて詳細に解説されている。 

さらに、元 TBS アナウンサーの故・渡辺謙太郎氏が 2003年に記した『自分史的ラジオ 

実況論』によると、実況は「予測」「実況」「論評」の 3つの要素で成り立ち、予測をする 

には情報の収集と分析が、実況をするには観察、実感、判断が、論評をするには解説者に 

何を語らせるかが重要だとした。これらの伝統やスタイルを継承する TBS アナウンサー 

として自身を顧みると「予測」「実況」「論評」という 3要素はラジオ野球における基本で 

あるが、現代のスポーツ全般にも共通する部分が多いため、この視座も研究の参考とした。 

 山本氏や渡辺氏の視点は、筆者の研究動機や研究課題と通ずる面が多く、本研究における 

方法の確立にあたり大きなヒントを得ることができた。また、両者の語った「実況」という 

言葉に関して、スポーツ中継におけるアナウンサーの役割を総称した「実況」とその役割に 

おける目の前の事象を即時描写する「実況」の 2つがあることを確認しておくこととする。 

そのため、今回の研究においての「実況」とは、アナウンサーに求められる役割や能力の 

総称であり、「描写」とは具体的な個別のノウハウであると捉え、使い分けることとした。 

こうした言葉の意味やニュアンス、分類について、検証されている先行研究を以下に示した。 
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 元・山梨放送アナウンサーの深澤弘樹氏は 2011年『スポーツ実況研究の視座』において 

「実況とは試合が動いている際のプレーの描写」「スポーツ実況は、実況アナウンサーが 

今まさに目の前で行われている試合の場面、状況などを正確かつ克明に描写」「スポーツ 

実況者は単に眼前のプレーを描写しているのではなく、事前にリサーチしたうえで、その 

プレーに付随した周辺情報や予測を付け加えながら実況中継を行っている」などとした。 

つまり、現在・過去・未来の時間軸において、描写は「現在」、事前にリサーチした情報は 

「過去」、今後の展開を予測するのは「未来」という枠組みで捉えられることを説いている。 

 

第４項 海外研究 

海外では、1981年ゴフマンが『Radio Talk』において語り手や聞き手の在り方に関して 

会話分析の枠組みから「原稿の読み上げ」「記憶による暗誦」「新規の産出」という 3つを 

類型化して示した。あるいは、1983年ファーガソンの『Sport Announcer Talk』における 

ラジオ野球実況の検証などスポーツコメンテーターの仕事や役割に関する研究が見られた。 

 

第５項 まとめ 

ここまで述べてきたように、アナウンサーやスポーツ実況に関する先行研究では、実際に 

放送されたオンエアの内容を書き起こした会話分析や文法比較は多く存在する。あるいは、 

アナウンサーによって語られた言葉をコード化することで、実況の特徴や傾向を分類した 

研究も行われてきた。さらに、アナウンサー経験者による文献を紐解くと、「現在の描写」 

「過去の分析」「未来の予測」という 3点に分けて実況を考察することも述べられている。 

しかしながら、五輪や世界選手権など、国際大会の実況中継を担当したアナウンサーが、 

当事者の立場で複数の声を集めた上で、ノウハウやプロセスを比較検討した研究は少ない。 

そこで本研究では、オリンピック中継を経験したアナウンサーの『経験知』や『暗黙知』を 

目に見えるかたちである『形式知』として整理することで、五輪の実況アナウンサーに共通 

する要素や概念を見出し、事前準備や本番実践などについての知見をまとめることとした。 

 

第５節 目的 

本研究は、スポーツ実況に携わった先人達の、歴代オリンピック等の名場面における 

事前と本番の留意点など、実況アナウンスの成功要因を明らかにすることを目的とする。 
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第２章 方法 

第１節 インタビュー研究 

第１項 対象者 

五輪で実況経験があるアナウンサーで、日本のメダルや世界新記録など名場面の中継に 

携わり、実況での表彰受賞歴など高度な技能を持つ人物で、協力を得られた方を対象とした。 

事前調査の 2名（A 氏と B 氏）のほか、本調査においては 6名からインタビューの同意を 

得て研究を行った。また、放送や講演会などインタビューに答えている 4 名の文献を収集し 

30 歳代～80歳代までの幅広い年齢層の声を集め半世紀にわたる多様な五輪経験を調査した。 

なお、上記の通り、故人あるいは直接聞き取り調査を行うことができなかったアナウンサー 

については過去の放送アーカイブや資料から書き起こし抜粋することでデータを採取した。 

以下、対象者の所属局、氏名、年齢、主な五輪経験と主な担当種目、調査日を記した（表 4）。 

 

表 4 対象者の属性（*放送・講演時の年齢） 

方法 所属 氏名 年齢 主な五輪 主な担当 調査日 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

民放テレビ A（現職） 30代 2010年代 スキー、スケート 2020年 4月 19日 

民放テレビ B（現職） 40代 2000年代 陸上、サッカー 2020年 4月 29日 

TBS 林 正浩 64歳 1992年 野球、陸上 2020年 6月 16日 

ニッポン放送 枇杷阪 明 87歳 1964年 開会式、体操 2020年 7月 15日 

文化放送 月岡 逸弥 78歳 1976年 レスリング、柔道 2020年 7月 15日 

民放テレビ C（現職） 50代 2000年代 レスリング 2020年 8月 2日 

TBS 石川 顕 79歳 1984年 ボクシング、野球 2020年 8月 9日 

NHK 刈屋 富士雄 60歳 2004年 体操、フィギュアスケート 2020年 9月 18日 

放
送
・
講
演
等 

NHK 太田 雅英 *39歳 2016年 レスリング 2020年 4月 15日 

TBS 渡辺 謙太郎 *72歳 1972年 開会式、陸上、柔道 2020年 6月 11日 

NHK 北出 清五郎 *68歳 1964年 開会式、スキー 2020年 7月 21日 

NHK 鈴木 文彌 *66歳 1964年 開会式、バレーボール 2020年 7月 21日 
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第２項 質問項目 

スポーツ実況について放送に臨むにあたっての事前準備やオンエアにおける本番実践の 

留意点をはじめ、アナウンサーのノウハウや個別の工夫などを切り口に聞き取りを行った。 

なお、グランダプレミオなどの表彰を受けたアナウンサーに関しては、審査員に評価された 

具体的ポイントがどんな部分だったのかを含め、実況のスタイルや手法について調査した。 

 

第３項 調査方法 

上記をインタビューガイドとして半構造化インタビューを実施した。1 人あたり 50分～ 

80分程度、電話で聞き取りを行って“逐語録”を作成した。なお、前述の通り、故人や直接 

インタビューできなかった対象に関してはインタビューに答えている内容を書き起こした。 

 

第４項 分析手法 

 “逐語録”の内容を研究者自身が深く理解するまで熟読し、五輪等の実況に関わる際の 

事前準備と本番実践についての発言を整理した。特に、本番実践のノウハウに関しては、 

先行研究において山内（2009）が指摘した「描写」、山本（2003）が解説した「分析」や 

「予測」、深澤（2011）の現在・過去・未来の視点などが重要だと考え、それぞれの発言が 

現在の描写、過去の分析、未来の予測のどの部分に該当するか筆者の経験も踏まえ分類した。 

筆者自身は、客観的事実を伝えること、競技の醍醐味やルールの紹介、試合展開や見所を 

伝えるバランス等に難しさを感じているため、本研究では 「描写」「分析」「予測」の 

観点から、3つの要素で具体的に何が重要であるかインタビュー結果から明らかにした。 

その上で M-GTA を参考に「描写」「分析」「予測」の定義付けを行って、論を補強した。 

分析手順は、逐語録とした質的データを「語りの具体例」とし、それを説明する「定義」、 

定義を抽象化した『キーワード』を抽出した。以上の過程を 1つのワークシートで帰納的な 

理論生成を目指し、最終的に構造を結果図に示した。分析過程のワークシートは後述した。 

なお、M-GTA は、グラウンデッド・セオリー・アプローチの修正版で、主にヒューマン 

サービスに関わる代表的な手法で、語られた質的データを切片化せず、カテゴリー化と考察、 

データ収集を繰り返すことで理論的飽和による一般化を行う。このように、研究の過程を 

可視化することは、分析の妥当性を担保し、同様の問題意識を持つ研究者の新たな検討や 

気付きを得るために有用だと考えられる。今回は「分析焦点者」を「五輪実況アナウンサー」、 

「分析テーマ」を「実況プロセス」としインタビューから実践の理論化を試みることとした。 

 

第５項 倫理的配慮 

 インタビュー参加者には、個人情報の保護、修士論文作成の動機と方法等について説明を 

行い、同意が得られた上でインタビューを実施した。また、インタビューした内容に関して 

研究論文とする事前段階で対象者の確認を取り公表の範囲について合意を得ることとした。 

さらに、必要に応じて ICレコーダーによる録音許可、逐語録の内容確認などの了承を得た。 
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第３章 結果 

第１節 準備と実践の具体例 

6名のインタビューから技能の習得や心構えなどについて、五輪で共同放送する他社の 

アナウンサーに教示を得た等の回答から、通常と違う準備と実践を行ったことが示された。 

また、自身の体調等の身体的状態、精神面の調整も当日の実況に影響するとされた（表 5）。 

 

表 5 事前準備と本番実践に関する主な発言 

氏名 インタビューでの発言 

枇杷阪 明 “NHK に電話しまして鈴木文彌さんに（中略）「じゃあちょっと来いよ、教えてあげる」って” 

月岡 逸弥 “記録が懸かってる時に、特にどういう実況をすべきなのか（アナウンサーで意見交換した）” 

石川 顕 “（睡眠時間や食事を含めて体調など）1か月前くらいから（中略）コンディション整えました” 

林 正浩 “色んな人の実況をね、横で聞く（中略）だから、そういう風に身になった” 

刈屋 富士雄 “五輪のメダルが懸かった時に、（精神面など）もうピークを持ってくるような、そういう感じ” 

C（現職） “（五輪は日本代表として）メダルを獲ってくれればいいという、一番シンプルな構図かな” 

 

ほかにも、五輪に関する事前準備については“資料の右側に国旗を書いてね、それで、 

その国の特産物、例えばブラジルならコーヒーだとか（中略）随分そういう記録というか 

資料はね、沢山書いて、で開会式に臨んだ” など、普段の中継と比べて準備の対象が広大 

であることや、国内のリーグ戦などとは世間の注目度が違うことなどの違いも言及された。 

 

そして、五輪に関する本番実践については“取材したこと、且つそれを出し過ぎないこと” 

“情報過多ってやっぱり見づらくなる”“最大公約数を求めることを意識”“普段の中継 

よりもルールなどをかみ砕いて実況した”など、地上波全国放送のため競技や選手に詳しく 

ない視聴者が多いことを想定した上で、通常の実況以上に丁寧な説明をしたと言及された。 

 

さらに、“五輪のメダルが決まる瞬間って、凄いじゃない？会場の雰囲気。だからまず、 

あの会場の雰囲気に流される（中略）最初に喋った時なんかはやっぱりそれに、どうしても 

負けちゃうっていうか。迫力に。やっぱり 2回、3回と経験しないと”などとアナウンサー 

自身にも大きなプレッシャーがかかり普段の精神状態を保つ難しさがあることが示された。 

 

 あるいは、“テレビは、まぁ、ちゃんと優秀なディレクターだったら、ちゃんと画で状況 

説明して、ストーリーを見せてくれてっていうね、部分で共同作業ができるんで、そういう 

所の違いがテレビの実況の上では大事にしているところかなぁ”など、画面との協調性に 

ついての言及があった。以上が、事前準備と本番実践において取り組まれた具体例である。 
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第２節 実践のノウハウ 

10名の調査データから「描写」「分析」「予測」の実践について実況における具体的な 

手法や組み立て等に関する回答が得られ、発言およびキーワードを整理した（表 6～表 8）。 

 

第１項 描写 

 

表 6 「描写」に関する主な発言とキーワード 

氏名 インタビューでの発言 

枇杷阪 明 “（開会式の入場行進に）「遅れてるぞ」って描写が、2番目言ってる時に、もう 4番目” 

月岡 逸弥 “（長嶋選手の引退試合で後楽園球場が）しーんとなることが、まあなんていうかな、場内描写” 

石川 顕 “凄いっていうのを連発したのを、なんか他の言葉で変えなきゃいけないなってあとで反省した” 

林 正浩 “（目の前の出来事を）喋れないんじゃなくて、喋らないというか、喋らない黙りっていう” 

刈屋 富士雄 “そこで伝わるんであれば、黙ってもいい（中略）荒川静香さんの演技は、後半の 2分は黙った” 

C（現職） “見える部分と、見えても触れるべき部分であったりとか、その辺の言葉数の調整というか” 

北出 清五郎 “（一挙手一投足は）テレビの場合には見て分かるから。それは一切言う必要ないの”  

鈴木 文彌 “言葉の数を増やさないと（中略）青空を見ると、あぁ綺麗な青空だ、だけじゃいけないわけ” 

渡辺 謙太郎 “その場面にもっとも適した言葉づかい、語句をいかに多く持ち合わせているかにかかってくる” 

太田 雅英 “パフォーマンスを瞬間的にどう表現するか、それは表現力や瞬発力のようなもの” 

M-GTA キーワード：語彙力、反射神経、沈黙 

 

第２項 分析 

 

表 7 「分析」に関する主な発言とキーワード 

氏名 インタビューでの発言 

枇杷阪 明 “（王選手のホームランの）新記録が出た時には、その場所とそれから何月何日” 

月岡 逸弥 “実況するアナウンサーは、違うことを探そう、違うものを観ようって思う気持ちが（必要）” 

石川 顕 “テレビの視聴者は、アナウンサーの実況に「そうだそうだそうだ」っていう気持ちで見てる” 

林 正浩 “歴史は繰り返すって言うからカール・ルイスみたいな走り方とか跳び方する選手が出てくる” 

刈屋 富士雄 “見てる人が共鳴する一言っていうことが、たぶん『伝わる』っていう事のひとつの手段” 

C（現職） “五輪も近づくと取材する機会も、なかなかないしね、その辺ちょっと難しいなぁと” 

北出 清五郎 “2人の対戦は、過去はどうだったとか（中略）裏付けをぐっと盛り上げたんですよ” 

鈴木 文彌 “右目で 1塁、左目で 3塁、アナウンサーは広角レンズを持たなきゃ” 

渡辺 謙太郎 “（実況者は競技の）奥行きを探る水先案内人の役割をつとめてファンの期待に（応える）” 

太田 雅英 “分析も結構大事なのですが（中略）押し付けるというよりも（中略）感じてもらえればいい” 

M-GTA キーワード：歴史、視野、多面的、取材、共感 



 

14 

 

第３項 予測 

 

表 8 「予測」に関する主な発言とキーワード 

氏名 インタビューでの発言 

枇杷阪 明 “アナウンサーってのは、やっぱり個人プレー（中略）どなたの知恵も借りられるわけじゃなし” 

月岡 逸弥 “現場にいる人じゃないと分からない、肌感覚みたいなものをどうやって伝えるのか” 

石川 顕 “この試合でノックアウトがないはずがないと（中略）間違いありませんって断言できちゃう” 

林 正浩 “（WBC で）イチローがどういう打ち方したとか（中略）どんなファウルの打ち方してたとか” 

刈屋 富士雄 “自分で分かるかどうか（中略）この目が持てるかどうかが、もう一番、生命線だと思うよ” 

C（現職） “基本は会話だと思うんですね、いかに解説の方と会話するかという所が大事であって” 

北出 清五郎 “（快晴となった五輪の開会式に）こんなに嬉しい事はございませんと、そういう言葉も出たの” 

鈴木 文彌 “聖火台の右側にすっと立って手を挙げますね、これが何回リハーサルしても 55秒なんです” 

渡辺 謙太郎 “実感に正直であることは、同時に遠慮なくモノを言わせてもらうこと（中略）即ち主観の表現” 

太田 雅英 “（視聴者が）プレイヤーが何をするのかを楽しむのはどこかというと、その前の予測” 

M-GTA キーワード：独自性、主観、会話、面白さ、判断 

 

第４項 3要素の定義 

先行研究で示されたスポーツ実況に関する 3つのフレームワーク（描写・分析・予測）を 

インタビューで得られた 13個の『キーワード』を用いることで定義付けを行った（表 9）。 

 

表 9 実況 3要素の定義 

要素 内容 

描写 
眼前の事象を言語化する『語彙力』や『反射神経』、 

あるいは、あえて『沈黙』することで伝えること。 

分析 
競技の変遷の『歴史』を学び、広い『視野』と『多面的』な 

『取材』によって視聴者が『共感』する表現をすること。 

予測 
『独自性』や『主観』を持って解説者と『会話』をして 

視聴者に『面白さ』を提示し、正しい目で『判断』すること。 
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第３節 M-GTA 

第１項 キーワード 

インタビューで 3 人以上が語った内容から M-GTA を参考にして、描写で 3 つ（語彙力、 

反射神経、沈黙）、分析で 5つ（歴史、視野、多面的、取材、共感）、予測で 5つ（独自性、 

主観、会話、面白さ、判断）、合計 13 個のキーワードを抽出し、定義を示した（表 10）。 

 

表 10 キーワードの分類と定義、主な発言 

要素 キーワード 定義 発言 

描
写 

語彙力 
言葉の言い換えや置き換えのほか 

比喩などを用いて豊かな表現をする言語力 

“ホームランのシーンでも表現が全然違って” 

“10万語ないと表現できない” 

反射神経 
選手の動作や事象の変化に対して 

遅滞なく言語化できる身体的能力 

“見た瞬間にそれを正確に伝える” 

“反射神経のところなんだよね” 

沈黙 
目の前の事象を喋らず、見せて、聞かせて 

効果的な演出として活用できるもの 

“アンパイアにストライクって言わせよう” 

“喋らなくても伝わる” 

分
析 

歴史 
時代ごとの放送の特徴や言葉の変化 

競技や選手の変遷を知識として持つこと 

“表現なんかも変わってきてると思う” 

“放送は試合を語ることに推移” 

視野 
フィールド全体に広く目を配りつつ 

何かを発見する意志を持って観察すること 

“ベンチの後ろにね、王さんのご両親” 

“ただ眺めているのでは何もつかめない” 

多面的 
放送に関わる役割分担を把握して 

様々な視点から表現すること 

“平面、平らなものじゃダメ” 

“いろんな角度から表現しよう” 

取材 
視聴者が持ち合わせていないデータや 

現場の最新情報を収集すること 

“見てる人の方が知ってるわけよ” 

“足で放送をするんだっていう考え” 

共感 
視聴者が自然と納得する表現によって 

「そうか」「なるほど」と同調されること 

“心に溢れてる言葉が人の心を打つ” 

“だよね～、プルシェンコだよねって” 

予
測 

独自性 
アナウンサーがそれぞれに持つ個別の 

表現方法や、情報、着眼点のこと 

“どなたの知恵も借りられるわけじゃない” 

“他の人が目をつけない所を喋る” 

主観 
「こうではないか」という自分の考えや 

経験をもとに生まれる意見や主張のこと 

“演技の途中で金、決まるんじゃないか” 

“何よりも格闘技は見てきたという自信” 

会話 
解説者とともに試合や競技のポイントを 

解きほぐして視聴者を導くこと 

“何を語らせるかという、かじ取り役” 

“解説の人に、どう言ってもらおうか” 

面白さ 
視聴者に選手の魅力や競技の醍醐味を 

提示して放送を楽しんでもらうこと 

“プレゼンテーションして見ていただく” 

“深いことを面白く伝えられるか” 

判断 
視聴者に何を伝えるべきか取捨選択し 

勝負の要点を正しい目で見極めること 

“（視聴者が）何をしゃべってもらいたいか” 

“（視聴者が）その目が正しいっていう風に” 
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第２項 ワークシート 

表 10の作成に使用したキーワード抽出過程のワークシートを列挙した（表 11～表 23）。 

 

表 11 『語彙力』に関する主な発言 

ワークシート 1 

キーワード：『語彙力』 

定義：言葉の言い換えや置き換え、比喩などを用いて、豊かな表現をするために必要な言語能力。 

語りの具体例：鈴木氏、渡辺氏、石川氏、刈屋氏 

“日本人平均 4万 8000語、10万語は欲しい（中略）10万語ないと表現できない（鈴木氏）” 

“実感に伴うものとして豊かな表現力は表裏一体となす。その場面にもっとも適した言葉づかい、 

語句をいかに多く持ち合わせているか（渡辺氏）” 

“1ラウンド開始早々から「この試合ノックアウト間違いありません」と、これまた断言しちゃってる 

 わけね。だからね、そんなことも、随分、偉そうに随分、先を読んだ放送しちゃったなっていうのが 

 反省点ではあるけども。あの「凄い」っていうのを連発したのを、なんか他の言葉で変えなきゃ 

 いけないなって、あとで反省したけども、それほど、やっぱり凄い試合でしたよ。（石川氏）” 

“同じホームランのシーンでも表現が全然違ってくるんで。だからそこをもっと、こう、なんだろう 

 研究すべきじゃないかなっていう風なことを僕はよく言うんだけど、それが分かる人と分からない 

 人がいるんだよね、後輩のアナウンサーでも。その辺のところを、やっぱりこうやって並べてきた 

 鈴木文彌さんにしても渡辺謙太郎さんにしても、やっぱり、その部分は絶対考えてる。（刈屋氏）” 

理論的メモ 

・アナウンサーには、目の前で起きている事象を伝えるための、言葉のバリエーションが必要となる。 

・それまでに存在しないような、新しい言葉を生み出し、表現するには、研究や準備が求められる。 
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表 12 『反射神経』に関する主な発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 2 

キーワード：『反射神経』 

定義：選手の動作や事象の変化に対して、遅滞なく反応して言語化できる身体的能力。 

語りの具体例：鈴木氏、石川氏、刈屋氏、太田氏 

“（アナウンサーに必要なのは）時に即して描写する見た瞬間にそれを正確に伝えると。（鈴木氏）” 

“良いタイミングで入ったと思うパンチはラジオの実況でやると、テレビのボクシング中継は 

 盛り上がるね。これはラジオの実況やってる TBS のアナウンサーの強さであってテレビ局の実況 

 アナウンサーじゃ、それはできないわけよ。そこまで細かくフォローする練習してない（石川氏）” 

“大切なシーンだなって時とかに、もう色んな言葉も浮かんでくるし。あと、自分が作った資料は 

 即座に何が必要かをパッて目で見つけることができる。で、これがやっぱり僕は 40代だったのね。 

 40歳代。だから、まさにアテネとかトリノなんかは、40代のなかばだから、多分、自分で 

 言ったらなんだけど、絶好調の時なのよ。で、考えてみると本当に色んなことがもうすぐ浮かんで 

 くるっていうか。で、反応も速いし。で、これがやっぱり 50歳を過ぎると反応が遅くなってくるし 

 浮かんでくるのも遅れる。（中略）反射神経のところなんだよね。（刈屋氏）” 

“実況の部分は実際に起きてみないとわかりません。これはプレイヤーの動き・パフォーマンスに 

かかってくるわけです。これのパフォーマンスを瞬間的にどう表現するか、それは表現力や 

 瞬発力のようなものも磨かなければならないと思っています。（太田氏）” 

理論的メモ 

・ラジオ実況では細かな描写能力が磨かれ、それを用いることでテレビ実況に活きることがある。 

・肉体的衰え（おそらく脳の処理能力や視力の低下）で、実況の能力が低下する可能性がある。 

・睡眠時間や食事など体調面を整えることが、目や口の動きをスムーズにすることに繋がる。 
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表 13 『沈黙』に関する主な発言 

ワークシート 3 

キーワード：『沈黙』 

定義：目の前の事象を喋らず、見せて、聞かせることで、効果的な演出として活用できるもの。 

語りの具体例：月岡氏、石川氏、林氏、刈屋氏、C 氏 

“アンパイアが「ストラーイク」っていう、アンパイアにストライクって言わせようと思うっていう 
 

のは、どうだろうって思ったわけ。「第 1球投げました。」って言ったら、「ストラーイク」って。 

 「外角低め、いい所に決まりました。」って言った方が面白いんじゃないかと思った（月岡氏）” 

“普通のアナウンサーでは 40秒間黙るってことは、恐ろしくてできない事ですよね。（中略）私、 

放送席だったら怖くてやっぱり何か喋っちゃうでしょうね、ここは何か言わなきゃいけない、 

 いいこと言わなきゃいけないっていう形で実況しちゃうでしょうね、40秒間も黙るなんてことは 

 アナウンサーにとっては、物凄く勇気のいることだから。それがテレビならともかく、ラジオで 

40秒間も黙っていられるってのは大アナウンサー渡辺謙太郎だからできたことだっていうことで。 

私はやっぱり、さすが謙太郎さんだなって（石川氏）” 

“アナウンサーって、こう黙ることって凄く恐怖感あるだろ？難しいんだよ、黙ってるっていうのは。 

 喋れないっていうことは簡単だけどさ。喋れないんじゃないんだから、喋れないんじゃなくて、 

 喋らないというか、喋らない黙りっていうのは、結構、勇気がある。勇気が必要なことなんだよね。 

 だから、そこを割と大胆に思い切って、やった大会ではあるな。あの 2003年からはね。（林氏）” 

“テレビに関しては、やっぱり映像とその音声とそれプラス、コメント。だから、もしもそこで 

 伝わるんであれば、黙ってもいいんじゃない？だから、僕はそういうので（トリノ五輪での） 

 荒川静香さんの演技は後半の 2分は黙ったんだよね。もう、これは伝わった。あれがもし、ぱっと 

 見た瞬間に荒川さんの調子が悪いと思ったら、俺は、もっと喋ってた。もっと色んな要素を入れて 

 喋った。だから、伝わるためにはどうしたらいいかっていうことになった場合には、喋らなくても 

いいし、もの凄く喋ってもいいと思ってる。だから放送としてどうやるかっていうこと以上に 

 伝えるためには、どうするかということを、僕は優先させた。（刈屋氏）” 

“今になって、ベテランになってくると、喋らなくて伝わるっていう。この部分の変化っていうのを 

 ずっとこの 20数年をかけて、だんだん、いるものいらないものの取捨選択ができてきた（C 氏）” 

理論的メモ 

・沈黙するためには、「喋らなければいけない」という恐怖感などを乗り越える勇気が必要となる。 

・目の前の出来事を喋らないのは新人の頃は難しく、ベテランになると出来るようになってきた。 

・実況することで聞こえなくなってしまう、会場音や歓声などを聞かせるには、沈黙が有効となる。 
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表 14 『歴史』に関する主な発言 

ワークシート 4 

キーワード：『歴史』 

定義：時代ごとの放送の特徴や言葉の変化のほか、競技の変遷や選手の系譜に関する知識を持つこと。 

語りの具体例：北出氏、渡辺氏、林氏 

“笠谷選手は 90m を飛べば、金メダル取れるんだっていうんでね、とても期待が盛り上がったの。 

 ところが風がどんどん強くなってきたらね、笠谷選手の前のね、チェコのラスカっていう選手、 

 これも有名な選手なんですよ。この人がねぇ風が止むのをもうね、辛抱強く待って長いこと待ったん 

 ですよ。で、笠谷選手も、だから待たされたから、私はふっと思い出してね、これはグルノーブルの 

 藤澤選手と同じように笠谷選手も、ちょっと焦ってんじゃないかなと思ったんですけどね。そしてね 

 ラスカ選手が飛んだらね、あっという間にね笠谷選手がスタートしたの。あれっと私、思ったんです 

 よね。そうしたら笠谷選手がスタートしたんですよね。そしてね、なかなかいいスタートだったなと 

 思ったらね、途端にね、強い風が下からぐっと吹き上げたもんだから、それでね、バランスが崩れ 

 ちゃって、笠谷選手は飛ぶというより、なんかね落ちるというような感じになっちゃってね、残念 

 ながら、もうなんとね 7位に落ちちゃったんですよね。だからこれがもうとっても不運だったのよ。 

 これがいい状態で飛べばね、もう 90 m 飛べば完全に、もうね金メダルがね 2つ取れた（北出氏）” 

“戦後のプロ野球興隆時代に、名調子で野球ファンをしびれさせたのが志村正順さん。小西得郎さん 

 との名コンビは余りにも有名である。当時の野球は、個性に富んだ一騎当千の豪傑ぞろいの野球でも 

 あった。したがって志村－小西コンビのポイントは“人を語る”ことにあった（中略）その後野球 

 そのものが組織野球全盛時代となり、現在の放送は“試合を語る”ことに推移してきた（渡辺氏）” 

“もう時代も違うから、リズムとかね言葉遣いとかそういうのも違うじゃん。ほんとそれ思うんだよ。 

 だからやっぱりね、だんだんだんだん放送っていうのは、流れとして変わってきてる部分があると 

 思うんでね。俺なんかの時代はテレビとかラジオのスポーツ放送が始まって、まだそういうものが 

 若々しい時代の息吹というか流れというか、そういうものを受けてる世代だと思うんだな。言葉 

 ひとつだってさ、昔はさ「であります」とかさ何とかであります（中略）今さあ「あります」とか 

 って言って実況する人、ほとんどいないでしょ。いても俺より年上だよ。そういう風に変わって 

 きてる部分が、ひとつの例で言えばあるわけで。もっと言えば、スポーツの見方とか表現なんかも 

 変わってきてると思うんだな時代とともに。受け取り方というか、感覚がやっぱり違うから。だから 

 まあ、そういう流れを感じ取れたら、もう、それでいいんじゃないかなって気がするな。あとは 

 テレビはさ、この選手はこういうパフォーマンスしてたんだとか、そういうの見るのは凄く勉強に 

 なるよね。例えばカール・ルイスの走り方とかさ、それは知ってるだけでも違うと思うぜ。だから、 

 歴史は繰り返すって言うから、カール・ルイスみたいな走り方とか跳び方する選手が出てくるかも 

 しれない。その時にカール・ルイスっていう名前が、もし出せればね、うんいいよね。（林氏）” 

理論的メモ 

・時代と共に変化する言葉や競技やパフォーマンスの歴史を知識として蓄えることが重要である。 
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表 15 『視野』に関する主な発言 

ワークシート 5 

キーワード：『視野』 

定義：フィールド全体に、広く目を配りつつ、何かを発見する意志を持って対象を観察すること。 

語りの具体例：鈴木氏、渡辺氏、月岡氏 

“右目で 1塁、左目で 3塁、アナウンサーは広角レンズを持たなきゃ（鈴木氏）“ 

“よく見るということで必要なのは鋭さと広さである。（中略）何らかの材料を見つけ出してくる 

 という意志が作用していなければならない。ただ眺めているのでは何もつかめない。（渡辺氏）” 

“僕は、打った瞬間、記録が出ましたっていうのはハンク・アーロンを抜いて記録が出ましたって 

言ってから、ホームベース 1周するまでの王さんの足取りと、それから場内のお客さんの雰囲気とを 

交互に、こう実況していったわけです。（中略）打った瞬間に王選手が、そう最初バンザーイ。 

それから、両手広げて 1塁キャンバスへ向かいます。で、1塁側のベンチの後ろにね、王さんの 

ご両親がいる、いたわけです。後楽園球場は 2階席になってたから、その上の所から、ちいちゃいね、 

くす玉があるわけ。それで、1塁ベースに向かうときに、ちょうど両親の目の前、王さんが 

おふたりの、お父さんお母さんの目の前ぎりぎりを通るぐらいのところで、そのくす玉をポンっと、 

こう引っ張るわけよ。そうすると、くす玉が割れて、おめでとうって書いてある、それを横目で 

見ながらね、王選手が 1塁から 2塁に回りますと。そうすると今度、2塁に回る時に、センター 

バックスクリーンに「王選手 756号、おめでとう」ってこういうのが出るわけ。（月岡氏）” 

理論的メモ 

・カメラに例えるなら「広角」と「ズーム」を併せ持ったレンズで、目の前の現象を切り取ること。 
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表 16 『多面的』に関する主な発言 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 6 

キーワード：『多面的』 

定義：放送に関わる個々の役割分担を把握した上で、様々な視点から人物や情景を表現すること。 

語りの具体例：鈴木氏、月岡氏、C 氏 

“例えば、あの 1つの表現をする場合にも、それをですね、色んな角度から表現しようと。具体的には 

 数字を入れてくと数字を入れたりですね、それからあるいは講談調に畳み込む、それからスピードを 

 上げる所はスピードを上げると。一口で言う所は、ぱーって、まくし立てて言ってしまう、急に 

 トーンを変えるとかですね、声の調子の変化とか、そういう工夫は確かにしました（鈴木氏）” 

“野球の実況やるには、技術さんとかレポーターとか解説とかアナウンサーとかってそれぞれの立ち 

 位置っていうか役目があるわけよ。それが、その人達がみんな同じ所を見てたら、つまらない実況に 

 なっちゃうわけ。だから少なくとも実況するアナウンサーは違うことを探そう違うものを見ようって 

 思う気持ちがね、あるとこれは随分違うはずなんだよ、ラジオの場合は（中略）テレビはね目で見、 

 音で聞きね、それから文字で見るでしょ、文字も全部出るわけだから。極端に言えばバッター誰々 

 ピッチャー誰々、ランナーも全部こう出るじゃない。そうするとさ、それはそれでいいのよ、よーく 

 分かる。でもラジオの良さはそうじゃなくて、つまりなんていうかな気取った言葉で言うと気持ちに 

 心に入る雰囲気なんだよ、雰囲気っていうかな、分からない何だか分かんないものを聞いてる人に 

 想像させるって言うかな、聞いてる人が感じるって言うか想像するっていう事なのよ。感じる、想像 

 するっていうことは表面、なんていうかな平面、平らなものじゃダメ。デコボコなものっていうかな 

 立体的なものでないとダメ。立体的っていうのはひとつの事だけ話してたらダメ。打ったー入ったー 

ホームラン、逆転ホームラン、3対 2、サヨナラ勝ち、ってこれじゃつまんない（月岡氏）” 

“個人的な考えなんですけれども、プロスポーツとアマチュアスポーツの伝え方で、僕は、 

 ちょっと捉え方を変えてるんですね。やっぱり、アマチュアスポーツっていうのは、日常 

 なんですよ。日常、彼らの日常をどう伝えるかという所が、大事だなぁという風に思っていて。 

プロスポーツは、やっぱり非日常だと思うんだよ。一般の、普通の人たちができない事をやる 

 人達の試合、勝負を伝えるというのが大事かなぁと（C 氏）」 

理論的メモ 

・経過や結果などの事実を述べるだけでなく、視聴者の想像力に訴えかけるような表現が求められる。 
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表 17 『取材』に関する主な発言 

 

ワークシート 7 

キーワード：『取材』 

定義：視聴者が持ち合わせていない、過去のデータや現場の最新情報を広く収集すること。 

語りの具体例：北出氏、鈴木氏、刈屋氏、C 氏 

“ラジオの放送の時にはもうね、力士の一挙手一投足を放送するでしょ。例えば仕切りの時なんかもね 

 ぐっと腰を下ろしました手をつきました、ぐっとね目を合わせました。なんてことを放送するでしょ 

 ところが、それはもうねテレビの場合には見て分かるから。それは一切言う必要ないの。だからね、 

 そういう場面が多いでしょ。ですから、その裏付けになるようなね、力士の性格とか、どんな稽古を 

 してるとかね、2人の対戦は過去はどうだったとか解説者に聞いたりとかね、そういう裏付けを 

 ぐっと盛り上げたんですよ。そういう放送をしました。だから私はもうね、できるだけね、もうね、 

 取材をするためにね足で放送をするんだっていう考えでね、どんどん取材を致しました（北出氏）” 

“女子バレーに関しては、ま、ニチボウを中心にしましてね、ま、大松さんにも色々お世話に 

 なりまして、もうビッタリ密着取材をしましてね、もう本当にもう選手の 1人 1人ともう全部、 

 色んな事、調べましてね、ある意味ではもう、中に溶け込んでいましたからね。（鈴木氏）” 

“見れば分かることばっかり言ってると。特に、今は、もう映像がどんどん良くなってるし、情報は 

 どんどん取れるでしょ。だから、インターネット使ってれば、あの、選手の情報とか試合の情報 

 なんかは、全部もう見てる人の方が知ってるわけよ。特にファンは。それ以上のものを出さなきゃ 

 いけないし、少なくとも、その人達が違和感を覚えるような放送であってはいけない。見れば分かる 

 ことしか言わないなぁとかね、遅れてるなぁとか、これなんで気付かないんだろうとか、そういう 

 風に思われるような放送であってはいけないというのかな。そうなった時に、やっぱりギリギリ 

 そういうことを考えながら中継していくっていうことが大事だし、より、その場で起こってることに 

 ビビットに反応でき、そのテレビに知らない人達が見てきている、その直前の様子とか、そういう 

 ものの価値判断というものをしっかりと提示できたり、あるいは、どういうものかというものを 

 見せることができるか、コメントでね。だから、そういうことの努力が、これから必要になってくる 

 だろうし、メディアは違っても、ラジオの時代、白黒の時代、そしてカラーに移った時代、で、 

 それぞれの時代で、やっぱりあの視聴者に伝わってる放送っていうか、中継っていうものは、 

たぶん、実況者はそういうことを努力してる。（刈屋氏）” 

“アナウンサーがね調べたものとか取材したこととかを披露する場ではないと。やっぱり、その 1試合 

 1試合の中で見ている人が、そのシーンに集中できるような環境を作るのがテレビのアナウンサーで 

 大事なことなんじゃないかなあということは、ずっと思って、今もやってますね。（C 氏）” 

理論的メモ 

・画面に映らない新規の情報を取材し、勝負に関わる過去の実績などの提供が多彩な放送に繋がる。 

・放送においては、アナウンサーが取材したものを、単に披露するだけの場としてはいけない。 
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表 18 『共感』に関する主な発言 

 

ワークシート 8 

キーワード：『共感』 

定義：視聴者が自然と納得する表現や言葉を選択して「そうか」「なるほど」と同調されること。 

語りの具体例：鈴木氏、渡辺氏、石川氏、刈屋氏 

“咄嗟に自分で書いてね、今日の主役は太陽です。これは迫力ない。人の心を打たない。人の心を 

打つ言葉ってのは、その人の心に溢れてる言葉が人の心を打つんですよね。（鈴木氏）” 

“よくアナウンサーのしゃべりがうるさいという声を聞くが、それは聴取者の要望にシンクロして 

 いない時には、どんな名文句もどんなに内容豊かでも、ノイジィに聞えてしまうもの（渡辺氏）” 

“あの試合でね「凄い」というフレーズが何百回も出てきてる。ところがこれはどっからもクレームが 

来てなかったわけ。やっぱりみんな「凄いな凄いな」と思って、一緒に凄い凄い凄い試合だと思って 

 見ていてくれたから言ったわけで、例えば、凄いというフレーズが耳障りだったらディレクターの 

 方から、「石川さん凄いという言葉が多過ぎます」って来たはずだよね。それが 1度もなかった 

 ってことは、みんなもやっぱり、あ、ほんとに凄い試合だと思っていてくれた（中略）テレビの 

 視聴者は、アナウンサーの実況に「そうだそうだそうだ」っていう気持ちで見てる（石川氏）” 

“フィギュアスケートのグランプリシリーズのグランプリファイナルで、プルシェンコを初めて中継 

 することになって東京で初めて彼が代々木でやったんだよね。で、映像で見てるのと全然違うんだよ 

 やっぱり生で彼を見ると。（中略）フィニッシュの直後に、一言、ほんとに、その演技とファンが 

 見てる所と共感する一言がもし選べれば凄く伝わるんだよ。うん。共鳴、共鳴だな。うん。だから 

見てる人が共鳴する一言っていう事が、たぶん『伝わる』っていう事のひとつの手段なんだろうな。 

 （中略）俺、最後のもう 1分ぐらい、どう表現しようかって考えたんだけど考えが浮かばなくて。 

 「う～ん」と粘ったんだけど全然言葉が降ってこなくてさ「プルシェンコ」って言っちゃったんだよ 

 はははは。「う～ん、プルシェンコ」って。そう。もうね、だめだ、やっぱり未熟なんだって。 

 それまでに言葉が色んなのが、もう浮かんでくるもんだって自信を持ってたからさ。全然、浮かんで 

 来なかった。そしたらフィギュアのコアなファンは、みんなね、凄く良い実況だったって。それはね 

 勝手に聞いてる人が「だよね～プルシェンコだよね」っていう風に勝手に共鳴しちゃったっていうか 

 その共鳴の仕方が、たぶんね「凄い踊りだったね」とか「凄いジャンプだったね」とか「凄い 

 スピード感だったね」とか「凄い緩急だったね」っていうのは見てる人は別々なの感じ方は（中略） 

 日本語としても実況としてもね「なんじゃこれは」っていうコメントなんだよ、そうなった時ね、 

 あの～、綺麗な言葉でまとめようとか、あの～、ちゃんとした日本語でやろうっていうことをね 

 逆に言うと「捨てた」みたいな。つまりは、もうほんとに、そういう、ちゃんとした説明じゃなく 

日本語として破綻してたとしても、映像とその時の場内音と音楽と合えば『伝わる』（刈屋氏）” 

理論的メモ 

・「そうだよね」と「なるほどね」に違いはあるか。伝え方の工夫で、伝わり方がどう変わるのか。 
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表 19 『独自性』に関する主な発言 

 

 

 

 

ワークシート 9 

キーワード：『独自性』 

定義：アナウンサーが、それぞれに持つ個別の表現方法や、情報、着眼点など、実況に活きるもの。 

語りの具体例：枇杷阪氏、月岡氏、鈴木氏 

“新記録が出来た時には、その場所と、それから何月何日、やっぱり聞いてる人が、あとになってもね 
 

記憶に残るようにと。何月何日、それで、それから起きた場所、だから後楽園球場ですね。それだけ 
 

 はね、やっぱり言わなきゃいけないというのは、私の頭の中にあったもんですから（中略）TBS も 
 

一緒だと思いますけど、ま、アナウンサーってのは、やっぱり個人プレーですよね。喋りでしたら。 
 

 ねぇ。どなたの知恵も借りられるわけじゃなし。それで用意する時のやっぱり、こんなこと言おう 
 

あんなこと言おうという、ちょっちょっちょっとこうね、メモ。それも自分の考えですよね。えぇ。 
 

アナウンサーってやっぱり、個人プレーですからね。ですから、それは、ある程度、自分でもって。 

これとこれだけは言おうと思って、日にちとね、何時何分てやつね、場所と（枇杷阪氏）” 

“こうなってこうなってと喋ってるっていうことに、もうひとつプラスね、他の人が目につけない所を 
 

 喋るとかね、なんかそういう事が素晴らしいんじゃないかという思いがあった（中略）今ねテレビも 

 ラジオもみんなそうなんだけど、試合前の取材っていうとさ、みんな現場に行って全員が現場に 

 行って監督とか選手の話を聞こうとするじゃない。これも大事なんだけども、それは、必ずしも 

 極端に言えばラジオの場合はレポーターが聞いてくればいいのよ。それがレポーターの役割なんだ。 

 それで実況する人はそうじゃなくてね。どこに目をつけるかっていうと、今日のスタンドはどういう 

雰囲気なのかなとかね。こういうお客さんが多いなとか。今日は土曜日だからビールがよく売れてる 

から「ビールでーす」っていう声がよく聞こえるとかね。違う所に目をつけられるか（月岡氏）” 

“定かな記憶ではないんですけども、やっぱりあの、王選手がハンク・アーロンの記録を破った世界新 

 記録のホームランですね。あれも実況しましたけども、あの時なんか、もう全く意識しなかったん 

 ですけど、例えば大きなライトフライですね、ライトぐーっとバック、ライトバック、ぐーっと 

 バック、入った入った、ホームランってのが普通ですね。それを私の場合は（中略）ライト大きい 

 ライトぐーっとバック『ライトスタンドが左右に割れました』ね、ライトスタンドが待っています。 

 日本中が待っています、世界中が待っています、ホームランが出ました。そう畳みこんで、こう 

 実況して、1つの文彌節ってのを出したんですね。（鈴木氏）” 

理論的メモ 

・王貞治選手の世界新記録で、日時、場所、表情、雰囲気など、どのように実況したか個々に違う。 

・王選手の世界新記録の実況（枇杷阪氏、月岡氏、渡辺氏）を比較することで独自性を確認する。 
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表 20 『主観』に関する主な発言 

ワークシート 10 

キーワード：『主観』 

定義：「こうではないか」という自分の考えや見立て、経験をもとに生まれる意見や主張のこと。 

語りの具体例：渡辺氏、石川氏、刈屋氏、太田氏 

“実感に正直であることは、同時に遠慮なくモノを言わせてもらうことでもある。即ち主観の表現・ 

 主張ということで、それでこそ放送の個性化が際だつと考えている。（渡辺氏）” 

“今まで私は、何百試合、何全試合という色んな格闘技を見てきたけどもキックボクシングも含めてね。 
 

 「これほど凄まじい試合は初めてです」っていうことは、あらゆる世界タイトルマッチを自分が 
 

テレビでも見て生でも見てる、全ての格闘技の中でも、これはトップクラスの打ち合いだったんだな 

っていう風に放送で言った（中略）私は、若い時から入社 4年目からテレビのキックボクシングを 

足掛け 14年間に渡って放送させて頂いたから、何よりも格闘技は見てきたという自信あります。 

それで観ることに対してはプロだと思ってますから、あの、だいたい分かるね。（石川氏）” 

“だから、あれはもうほんとに 8.962っていう数字を見た時に「これは、もう金、間違いない」「あ、 

 これ、演技の途中で金、決まるんじゃないか」って（冨田選手が）飛びついた後に、マイクを切って 

 小西さんに「コールマン取ったら金ですよね？」「そう取ったら金」って言って、やったんだよね。 

 だからそれはやっぱり 10年ぐらい経験がないと、まずそういうことが浮かんでこない（刈屋氏）” 

“私の尊敬する先輩は、アナウンサーはある程度専門的な知識も必要だけれども、視聴者の方に頼って 

もらえるような実況アナウンサーになっていかなければならないと言っていました。そういう意味で 

 彼は「信頼できる寿司屋の板前になれ」と言っていました。「この板前さんに任せておけば大丈夫だ 

 美味しいものを出してくれる」と、そういう実況ができるようになったら一人前だと（太田氏）” 

理論的メモ 

・競技への造詣の深さが試合展開などの読みを生み出し、実況の組み立てに繋がっていると思われる。 

・アナウンサーが解説者と同様にプロに近い視点で解釈できるようになれば、信頼される放送となる。 
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表 21 『会話』に関する主な発言 

 

ワークシート 11 

キーワード：『会話』 

定義：解説者とともに試合や競技のポイントや奥深さを解きほぐして、視聴者やリスナーを導くこと。 

語りの具体例：月岡氏、渡辺氏、C 氏、太田氏 

“（1971年日本シリーズの HR は）実況中継生活の中のね、5本の指に入るくらい良く覚えてる。 

なぜかっていうとね荒川さんが解説だったの。（中略）最初に怒られたのがね、怒られたんだ、凄く 

荒川さんに。ここはどうですかとかなんとかとか聞くわけよ。そうすると試合終わってからね 3回か 

 4回目の時だけど「あのね月岡ね、お前ダメだよ」って言って、あのチャンスの時には、ああいう 

チャンスの時には「歌舞伎で言えば、今ね主役が見得を切ってるとこ」なんだよ。それをね、解説に 

 振ったらダメだよと。「今こういう場面でこうです。ここの、この 1球がこういう風に分かれるかも 

 しれません。こうなるかもしれません。」っていうのをね、もう一生懸命喋るんだよと。そしたらね 

 解説は、たまりかねて言いたいことを言うけど、なんか口挟んだ時も、たまりかねて、なんか言い 

 たいから言うんだよと。それを「どうですか」って聞いたんじゃね、こんなんダメだと（月岡氏）” 

“解説者に何を語らせるかというかじ取り役をする訳だから、日頃のコミュニケーションの中から 

 解説者としてのポリシーをアナウンサーが把握しておかなければならない。（中略）アナウンサーと 

 解説は、方や聞き手でこなた答えの係という関係ではない。二人三脚で野球の経験者とスポーツ 

 ジャーナリストとしてのアナウンサーとが互いの蘊蓄をかたむけて野球の奥行きを探る水先案内人の 

 役割をつとめてファンの期待にこたえていかなければならない。（渡辺氏）” 

“テレビはね、あの皆さんもたぶん色んな指導は受けていると思うけれども、やっぱり基本は会話だと 

 思うんですね。いかに解説の方と会話をするかという所が大事であって、その中で、まぁ外しては 

 いけない部分の実況、試合が動くポイントであるところの実況というのを忘れずにというか外さずに 

 やるという所なんだろうなと思っています。（中略）やっぱり解説の人に、どう言ってもらおうかな 

 っていう逆算から自分の中での解説者との会話であったりとか、CM 明けて、このイニングは、この 

 話をしようという時の考え方は解説の人に何を言ってもらったら、この解説の人が良いこと言ったな 

 って思ってもらえるかなという所を考えるようにはしています。よく言われたのは良い実況だったな 

 とか良い放送だったねって言われるんじゃなくて、良い試合だったなと、良い試合だったねという 

 ような褒められ方をすればお前の手柄だということは若い頃には、よく言われました。（C 氏）” 

“解説と実況がいろいろと話しているのに対して、「いや、そうじゃないだろ、何を言っているんだ 

 このアナウンサーは」と感じても構わないと思います。予測の部分というのは、この 2人の対戦が 

 どういう対戦であるのかということや、2人の因縁、片方がどういうことを考えているか、など取材 

 したことをしっかりとプレゼンテーションして解説者の方にも分析していただきます。（太田氏）” 

理論的メモ 

・会話の中で解説者からどんな言葉を引き出すか、予測と分析において解説者の存在は重要である。 
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表 22 『面白さ』に関する主な発言 

ワークシート 12 

キーワード：『面白さ』 

定義：視聴者に対して選手の魅力や競技の醍醐味を提示して、放送を楽しんでもらうよう努めること。 

語りの具体例：渡辺氏、刈屋氏、太田氏 

“試合を語るということは、勝つためにチームの総力をどう傾注していくか、勝負の組み立て論と 

 言ってもいい。もちろん、その組織の中にあって個人がどう息づいているか、いわば個々の選手と 

 チームの関係は、正に点と線である。その点と線とが織りなす模様を、野球ファンの皆さんにとき 

 ほぐしてお伝えすることが、投げ打ち走るプレーの実況とともに放送の主眼目となって（渡辺氏）” 

“面白くない中継と、面白い中継ってあるじゃない？見てて面白い中継と、あの先輩方の中継でも、 

 なんか面白くないなーっていう中継と。そこがね、やっぱりその人の目がちゃんと生きてるかどうか 

 なんだよね。放送として、こう破綻なくやろうとしてる中継ほど、面白くないものはなくて。で、 

 なお且つ自分の目がある程度自信がある人は、解説者の活かし方も上手いわけ。やっぱり解説者を 

どう生かすか、あるいは自分の目を押し付けるんじゃなくてそこから話を引き出してくる（中略） 

分かるってことが大事。まず、分かる。でも、分かるっていうだけではなくて、そこにいる伝え手 

 として必要なのは分かることをより深く。できる限り深く。その場の可能な限り深く。だから、今、 

こうやってこういう勝負ですと。でも、これにはこの選手のこんな思いがありますとか（中略） 

深いことを面白く伝えられるかっていうこと。見てる人が全然興味がないような表現されても深い 

ことを自慢されてるようなことでしかないから。だから、まず前提としてそこで起こっていることが 

分かると分かりやすく。で分かりやすいことをより深く。そしてより深いことを面白く（刈屋氏）” 

“放送席が視聴者の方に対してアドバンテージをとっているのが、予測の部分です。なぜなら、取材 

 情報を持っていて、かつ解説者という強力な味方がいるからです。解説者と一緒に、テレビを見て 

 いる人にこんな感じですよ、どうなると思いますかというような感じで予測の部分を膨らませ、 

ワクワクしていただいて、実際に一緒に見てみたらこうでした、という感じのスポーツ中継が 

とても魅力的だと思います。ですから、一瞬の勝負なのですが、そこまでにどのように 

 プレゼンテーションして見ていただくかという意味でも取材はとても大事です。（太田氏）” 

理論的メモ 

・面白く伝えるためには、何が大切な部分なのかを探ること、解説者とのやりとりにも工夫が必要。 

・視聴者の受け止め方の段階としては、分かる→深い→面白いと 3つあり、段階に応じた実況がある。 
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表 23 『判断』に関する主な発言 

 

 

 

ワークシート 13 

キーワード：『判断』 

定義：視聴者に何を伝えるべきかを取捨選択し、勝負の要点を正しい目で見極めること、その眼力。 

語りの具体例：渡辺氏、月岡氏、石川氏、刈屋氏 

“判断は、その場面において何を語るのがもっともふさわしいかということである。素晴らしい 

 当りがファインプレーによって阻まれる、打ちも打ったり取りも取ったりである。その際攻防 

 どちらに主眼を置くか。それは試合の流れの中の判断となる。更に一つのプレーがおきた時に、 

 そのプレーのポイントがどこにあったかを見極める判断力を養成しておかねばらない。表面に 

 あらわれた現象の裏側に秘められた要素をおきざりにしては、野球の妙味が生きてこない。 

そして忘れてならないのは、一人よがりにならずファンがここで何をしゃべってもらいたいか 

 ということを見つけるのも大切な判断である。（渡辺氏）」 

“だから打った瞬間、もう入ったの分かるから。大きなフライだったからね、もう間違いないって 

 誰でも言い切れるぐらいのホームランだったわけ。それで打った瞬間に（月岡氏）” 

“試合開始直前に、あのレフェリーが、赤コーナー青コーナーそれぞれ選手を呼び上げるよね。それで 

 リングの中央に進む、そしてお互いにらみ合う時の顔つき、目の力、表情、それで、だいたい、 

 今日はどっちが勝つってことが、かなり高い確率で分かるね。若い頃は分からなかったけども。 

 それは伊藤君もキャリアを積めば、あなたもボクシングやっているけど分かってくる（石川氏）” 

“生きたコメントを自信を持って喋る。あるいは生きたと思ってるコメントをね、自信を持って喋る 

 ためには何が一番必要かって言ったら目で見る取材。つまり、そこで起こっていることが「こういう 

 ものだ」っていうことを自信を持って言えるかどうか。これは凄い勝負なんだ、このミスは致命的 

 ですよ、このミスではまだ大丈夫ですよ、っていうことが、自分の目で判断できるかどうか。当然、 

 解説者にも確認したりとか色々とするんだけど、解説者に頼ってるんじゃなくて、あるいは、完全に 

 自分で判断する。「これ、凄いですよ」っていうことをちゃんと自信を持った判断できるように 

 ならないと、少なくともオリンピックやそういう国際大会ではコメントに自信がないと思う。 

 「○○じゃないか」とか、あるいは思い込みだったりとか。だからそれがやっぱり思い込みだと 

たぶん視聴者に伝わらない。そうじゃなくて、ほんとにその目が正しいっていう風に、視聴者が 

 たぶん思ってくれるような、それまでの放送をできるかどうか。（刈屋氏）” 

理論的メモ 

・正しい目で競技や選手を見れば、勝敗に繋がるポイントに気付き、動きに遅れない描写に繋がる。 

・判断するためにはプロと同様の視点で競技や選手を見つめる必要があるが、思い込みではいけない。 
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第４章 考察 

第１節 オリンピック実況 

本研究では、五輪の中継が事前と本番のいずれの段階でも通常の放送と違う環境にある 

ことが示されたが、先人達は特殊な状況下に適応したからこそ、名場面を伝えきることに 

繋がったと推察される。五輪などの大一番に向けては自身の習熟度が低い場合は、他者や 

他社の中継からの学び、共同放送するメンバーや参加者との意見交換が有益だった。筆者の 

経験でもジャパン・コンソーシアムではアナウンサー同士の情報共有などを綿密に行った。 

具体的には視聴者の違和感に繋がらないように放送で使用する専門用語を統一すること、 

コメントと重複や埋没とならないよう字幕スーパーや画面表示の確認をする等、放送局を 

超えた連携が必要であった。また、地上波全国放送で視聴者層も幅広いことから普段よりも 

丁寧にルール説明を行うことを心掛けた。これについては、インタビューの事前調査でも 

“かみ砕いて実況”など、五輪を経験した他社アナウンサーにも同様の意識が確認できた。 

その中で、実況に関して視聴者から届く放送局への意見は「見れば分かることばかり喋る」 

などであり、視聴者が容易に知識を獲得する現代においては、情報の過不足は嫌厭される。 

そこで、今回、先人へのインタビューから得た知見は新たな発見として今後のテレビ実況に 

多くの示唆を与えるもので、これらを認識した上で「描写」「分析」「予測」を考察した。 

 

第２節 「描写」 

「描写」とは、眼前の事象を言語化する語彙力や反射神経、あるいは沈黙で伝えること 

だと考えられる。特に『沈黙』は、喋らずに伝える手法で『現在の描写』として実践された。 

 

第１項 『沈黙』による描写 

『沈黙』は、即時描写と対を成すような技能であるが、表 24の月岡氏(上)と林氏(下)は、 

沈黙によって、観客の拍手や歓声、会場の音を聞かせることで現場の空気や雰囲気を伝えた。 

1974年 10月 14日ミスタ―ジャイアンツ・長嶋茂雄選手の引退試合を実況した月岡氏は、 

試合後のセレモニーにおける長嶋選手の挨拶の間や、挨拶後の 22 秒間など沈黙していた。 

これによって「わが巨人軍は、永久に不滅です」という長嶋選手の名言が日本中に伝わった。 

2003年世界陸上パリ男子 200m で日本人初の銅メダルを獲得した末續慎吾選手を実況した 

林氏は、スタート前の緊張感溢れる雰囲気を沈黙で伝えた。この中継は JNN 系列年間表彰 

のアノンシスト賞で最優秀賞と、全ジャンルを通じた最高賞・グランダプレミオを獲得した。 

つまり“喋らない”実況アナウンスは優れたアナウンスメントとして制作現場や放送関係者 

からも評価されていたのである。このように、これまで動作や情景などを伝える“喋り”が 

描写であるとされてきたが、今回、先人達のインタビューから得た『沈黙』は“喋らず”に 

伝える 1つの技能であり、『現在の描写』として機能した。例えば、観客の拍手、審判の声、 

スターターの号砲など試合会場のリアルな音を活かすノウハウは、まさに「描写」だった。 
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したがって、映像が進化し続ける現代のテレビにおいては、画面に映る情報と共同作業を 

意識した上でアナウンサーが『沈黙による描写』を有効に活用することは具体的な実践法 

として訓練して身に付けていくべき能力で、トレーニング事項の 1つに挙げるべきだろう。 

 

表 24 『沈黙』による描写の実況例 

インタビューの発言 実況の文言 

“しーんとなることが、まぁ、なんていうか 

場内描写だね、言ってみればね” 

「（22秒の沈黙のあと）目を潤ませて、長嶋が 

ダイヤモンドひときわ高いマウンド上」 

“喋れないんじゃなくて、喋らないというか、 

喋らない黙りっていうのは、結構、勇気が必要” 
 

「20秒余りのこの歴史的瞬間を、どうぞ 

じっくり、ご覧頂きましょう（26秒の沈黙）」 
 

 

第２項 沈黙するための勇気 

上記の 1974年ラジオにおける野球、2003年テレビにおける陸上といった事例は、年代も 

メディアも競技も異なっているにも関わらず、共通の「描写」として実践された方法だった。 

ほかにも、沈黙が実践された実況としては、1977年王貞治選手の世界新記録となる 756号 

ホームランでの TBS 渡辺謙太郎氏の例がある。渡辺氏は打球がライトスタンドに着弾して 

王選手がセカンドキャンバスを回る時に「みなさんで、心からおめでとうと言いましょう。 

756号が出ました」と実況して以降、実に 42秒間の沈黙により後楽園球場に訪れた観客の 

大歓声や拍手、ファンファーレ、花火の音、場内アナウンスなどを存分に聞かせていた。 

これは喋るノウハウを身に付けてきた自身にとって衝撃的な事実だった。渡辺氏の 756号 

ホームランでの沈黙は、達成した試合でリポーターを務めていた同僚の石川氏も“物凄く 

勇気のいること”であるとし、沈黙を貫いた渡辺氏を“さすが大アナウンサー”と賞賛した。 

つまり、それだけの長い間、黙り続けることは、通常あり得ないことだったという証である。 

林氏は、グランダプレミオ獲得の際に評価されたのは“喋らなかったから”と振り返ったが 

アナウンサーは黙ることに“恐怖感がある”のほか“勇気が必要”とした上で、キャリアを 

重ねて到達した領域だとし、沈黙を「間」として使うことも 1つの演出であると言及した。 

 

第３項 間と素 

月岡氏は「間」について長嶋茂雄選手の引退試合での実践例を示し“シーンとなることを 

喋らないのも場内描写”で、あるいはアンパイアの声を聞かせることも実況であるとした。 

同様に「間」について言及したのは C 氏だが、C 氏は「間」と「素」は全く違うものである 

という見解も示していた。そうした観点から、テレビ実況を担当する上で“見えても触れる 

べき”部分と“喋らなくても伝わる”部分の取捨選択は、徐々にできるようになったとした。 

一方で鈴木氏の“言葉数を増やさないと”や渡辺氏の“語句をいかに多く”など描写の 

ために豊富な語彙が必須であると示されている。同時に刈屋氏の“反応も速い”や太田氏が 

言及していた“瞬発力のようなもの”といった反射神経がなければ「素」ができてしまう。 
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このように、沈黙と『現在の描写』をすることは表裏一体の関係である。C 氏は、ラジオと 

テレビの違いとしてテレビは画面表示との共同作業で状況説明などができることを挙げた。 

そういった意味で前述の通り、映像が進化し続ける現代における沈黙の妥当性や、効果的な 

活用方法については、今後の新たな研究課題として継続的に検討されるべきと考えられる。 

 

第３節 「分析」 

「分析」とは、歴史を学び、広い視野と多面的な取材により視聴者の共感を呼ぶような 

表現をすることだと考えられる。『共感』は、咄嗟の言葉による『過去の分析』である。 

 

第１項 『共感』を呼ぶ分析 

『共感』は、名場面を伝える上で重要な要素であるが、あらかじめ準備した言葉ではなく 

咄嗟の表現から生まれるもので、表 25 の鈴木氏(上)と石川氏(下)は視聴者の心を打った。 

日本のスポーツ中継の歴史で歴代 1位の視聴率として今も残る 66.8％を記録した 1964年 

東京オリンピック女子バレーボールの決勝を実況した鈴木氏は「金メダルポイント」という 

新たな言葉を生み出した。これは、東洋の魔女と呼ばれたチームに溶け込むほど密着して 

取材した結果であり、その表現は“準備したものではなく咄嗟に出た”と言及されていた。 

“普通であればマッチポイント”と鈴木氏も理解していたがチームの思いの代弁であった。 

2000年に開催された『WBA 世界ライト級タイトルマッチ畑山隆則 vs 坂本博之』の実況で 

石川氏は決着直後に「凄い試合でした。これまで何百試合何千試合というプロのファイトを 

見て参りましたけれども、これほど壮絶な試合というのは、そうそう滅多にあるものでは 

ありません」と名勝負の価値を視聴者に訴えていた。実況アナウンサーの率直な感想として 

発言されたものだが、結果として、長年キックボクシングなどを担当してきた当時 59歳の 

大ベテランが発した「凄い試合でした」は、視聴者の「確かにそうだ」という共感を得たと 

考えられる。なお、この実況も JNN アノンシスト賞スポーツ実況部門の最優秀賞と最高賞 

グランダプレミオを同時受賞し、傑出したアナウンスメントとして現場で評価を得ていた。 

 

表 25 『共感』を呼ぶ分析の実況例 

インタビューの発言 実況の文言 

“人の心を打つ言葉ってのは、その人の心に 

溢れてる言葉が人の心を打つんです” 
 

「サーバーは宮本、今夜、2つの 

サービスエース。金メダルポイントです」 

“テレビの視聴者は、アナウンサーの実況に 

「そうだそうだそうだ」っていう気持ち” 

「これほど壮絶な試合というのは 

そうそう、滅多にあるものではありません」 
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第２項 分析するための知識 

石川氏が“テレビの視聴者は、アナウンサーの実況に「そうだそうだそうだ」っていう 

気持ちで見てる”と語っていたように、アナウンサーにとっての重要な素養の 1つとして 

挙げられるのは、目の肥えたファンと同等かそれ以上の競技の知識や選手の情報量である。 

あるいは、現場でしか得ることができない情報を入手して、視聴者の「なるほど」を生み 

出すことである。北出氏は、大相撲のラジオ中継からテレビ中継に移行する際、テレビでは 

一挙手一投足は言う必要がなく力士の成績や稽古内容など、過去の実績を盛り込むことを 

意識したという。“裏付けになるよう”や“足で放送をする”という言葉に、その思いが 

表れている。“裏付け”は渡辺氏も挙げており、そのために情報収集と「分析」が必要だと 

して、それが野球中継において実況の三本柱となる 1つの「予測」に繋がっていくとした。 

 

第３項 響く言葉 

 上記の知識を伝える際に注意しなければならないのが、刈屋氏の“資料に当てはめない” 

ことである。作った資料に当てはめようとするのは“不遜な行為”で、真実を探る可能性に 

蓋をすることになってしまうとした。ほかに、月岡氏は、取材の際、言葉を聞き出すだけで 

なく“人と違うことを探そう”“違うものを観よう”とする意識で放送の質は大きく変わり、 

渡辺氏も“グラウンド内には何か発見がある筈だ”という観察が大切だと述べている。以上 

のような視点が実践された事例として 1977年王貞治選手の世界新記録となる 756号 HR を 

実況した文化放送の月岡逸弥氏が挙げられる。『沈黙』の項では、渡辺氏が 42秒の沈黙で 

臨場感を伝えていたが、月岡氏は、他局と比較しても唯一、両親に関する情報を伝えていた。 

打球がライトスタンドに着弾した後の文言は次の通りである。「王選手がバンザイ！そして 

1 塁キャンバスから、2塁キャンバスに向かいます。電光掲示板、大きな文字、756号、 

5 万大観衆、全員総立ち。ゆっくりと 3 塁キャンバス、あっと今、黒江コーチ、バンザイ。 

王選手のお父さんもお母さんも今、くす玉の下、大きく手を振っております。王が 756号の 

ホームイン！世界新記録達成、王選手の前に人はありません。世界のホームランキングに 

なった王貞治。ナイン一人一人と握手、そして、ペナントをもらい、花束をもらい、握手、 

握手です。後楽園球場は、ひっくり返りました」と伝えた。世界のホームランキングなど 

まさしく言い得て妙という表現もひとりよがりではない的を射た比喩として伝わるだろう。 

月岡氏は“どう言うかっていうのをさ、いつも考えてるっていうか、そうするとなんかの 

拍子にひょいと出てくる”とインタビューでも語っており、鈴木氏の“思わず私は咄嗟に 

金メダルポイントと”や“全くあれは予期しないで出ましたね”、北出氏の“もうねぇ、 

その瞬間に浮かんだ言葉なんですよ”など、言葉を準備するのとは少し趣きの違う心構えの 

ような姿勢が、人の心に響く言葉やフレーズを生み出す源泉となったのではないだろうか。 
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第４節 「予測」 

 「予測」は、独自性や主観を持ちながら解説との会話で面白さを提示し、正しい目で 

判断することだと考えられる。『判断』は、要点を見極めて『未来の予測』を可能とする。 

 

第１項 『判断』が生む予測 

『判断』は、経験やキャリアで培われる眼力で展望し、決着の瞬間を逃さず伝える能力 

であるが、表 26の渡辺氏 (上)と刈屋氏 (下)は結果が出る前に眼前の出来事を断言した。 

1977年王貞治選手の世界記録 756号 HR で渡辺氏は打った瞬間に「飛んだー、出たー、 

間違いなーい」と実況し、満員の後楽園球場ライトスタンドに着弾する前に判断していた。 

渡辺氏は“感ずる実感の込め方で音声にもうハッキリとあらわれている”と言及している。 

2004年アテネ五輪の体操男子団体で、日本が金メダルを獲得した瞬間を実況した刈屋氏は、 

冨田選手が大技コールマンで落下しなければ、優勝に必要な 8.962点を上回ると確信し、 

「栄光への架け橋だ」という言葉に続き、着地が決まった 2秒後に「勝った」と断言した。 

 

表 26 『判断』が生む予測の実況例 

インタビューの発言 実況の文言 

“数字的データの整備も大切だが、その日の 

練習内容を見定めておくことはもっと重要” 

「今日は試合開始前、打撃練習では 9本、 

ライトスタンドに打撃練習でホームラン」 

“この目が持てるかどうかが、 

もう一番、生命線だと思うよ” 
 

「離れ技はコールマン、 

これさえ取れば」 

 

第２項 予測するための経験 

石川氏は“リングの中央に進む、そして、お互いにらみ合う時の顔つき、目の力、表情、 

それで、だいたい、今日はどっちが勝つってことが、かなり高い確率で分かるね。若い頃は 

分からなかったけども。それは伊藤君もキャリアを積めば、あなたもボクシングやっている 

けど分かってくるはずだよ”とした。刈屋氏も“これは凄い勝負なんだ、このミスは致命的 

ですよ、このミスではまだ大丈夫ですよっていうことが、自分の目で判断できるかどうか。 

当然、解説者にも確認したりとか色々とするんだけど、解説者に頼ってるんじゃなくて、 

あるいは完全に自分で判断する”と言及し、“AI が登場しようが、どんなに器用なお笑い 

タレントが出てこようが芸人が来ようが負けないスポーツアナウンサーのそういう部分は。 

それはもう、3年 4年 5年じゃ絶対に難しい。10年 20年と積み上げてこないと、やっぱり 

その領域には到達できない”として、それぞれが独自に積み上げた経験が必要であるとした。 

太田氏は大相撲における対戦成績など、取材の情報を例に挙げ、放送における「予測」は 

視聴者に対するプレゼンテーションで、解説者を含めたプロセスであることを示している。 

渡辺氏は“解説者に何を語らせるかというかじ取り役”“打てば響く”“アナウンサーと 

解説は、方や聞き手でこなた答えの係という関係ではない”“二人三脚で野球の経験者と 
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スポーツジャーナリストとしてのアナウンサー”“野球の奥行きを探る水先案内人”など 

様々な表現で、解説者との会話により視聴者に面白さを提示する役目があると語っている。 

こうしたことから、確かな「予測」のためには、前述の「分析」の過程をもとにした長年の 

経験も必要であることが伺える。これらは実況の 1つの構造と言えるのではないだろうか。 

同時に、その予測をもとに、実際のパフォーマンスに対して、沈黙すべきか喋るべきかなど 

「描写」の段階へと繋がっていくと推察される。つまり、分析→予測→描写の流れである。 

 

第３項 思い込み 

上記のように石川氏は培ったキャリアにより『未来の予測』をしているが、それと同時に 

“この試合ノックアウト間違いありません”と実況したことを“ずいぶん、先を読んだ放送 

しちゃったなっていうのが反省点ではある”として常に自問自答する必要性も説いていた。 

刈屋氏も“それがやっぱり思い込みだと、たぶん視聴者に伝わらない。そうじゃなくて、 

ほんとに「その目が正しい」っていう風に視聴者がたぶん思ってくれるようなそれまでの 

放送をできるかどうか”が大事だとし、こうした部分は『判断』の際に注意すべきである。 

 

第５節 伝わるメソッド 

インタビューの“声”と放送の「声」を検証した結果、実況の成功要因として考えられる 

描写の『沈黙』、分析の『共感』、予測の『判断』を構造的にイメージ図とした（図 1）。 

 

図 1 実況の成功要因イメージ 

 

ここまで整理してきたように、過去→未来→現在という「分析」→「予測」→「描写」が 

時代を超えて共通する『伝わるメソッド』だと考える。実際、そうした実況プロセスを持つ 

具体的事例が 2004年アテネ五輪の刈屋氏の『栄光への架け橋』ではないだろうか（図 2）。 

すなわち、視聴者が『共感』するような「最高のオールラウンダー」という「分析」をして 

から、勝敗の分かれ目を『判断』した上で「これさえ取れば」という「予測」、金メダルを 

決める大技の動きを『沈黙』で見せて、勝負の瞬間だけ「取った」と「描写」をしていた。 

実況

現在の描写

沈黙

過去の分析

共感
未来の予測

判断
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図 2 伝わるメソッドの実例①（2004年、テレビ、体操） 

 

さらに「分析」「予測」「描写」の観点に基づき世界記録 756号における渡辺氏の実況を 

振り返る。第 1打席は「今日は試合開始前、打撃練習では 9本ライトスタンドに打撃練習で 

ホームラン」、第 2打席の冒頭で「王選手の日本古来の武道を取り入れました一本足打法」 

と「分析」し、「昭和 34年の 7月 26日、ところは同じ後楽園チームも同じスワローズ、 

第 1号を放って以来の 755本を打っている王」と今回も節目の相手になるのではないかと 

リスナーに想起させる「予測」をしていた。入団以来の道のりもしっかり振り返っており、 

そうした布石があった中の世界新記録であり鈴木投手や王選手の動きも細かく伝えていた。 

いざ、ホームランが飛び出すと、前述の通り合計 42秒間も『沈黙』することで「描写」し 

試合を通して「分析」→「予測」→「描写」が実践されたと捉えることができる（図 3）。 

 

図 3 伝わるメソッドの実例②（1977年、ラジオ、野球） 

•「日本が誇る最高の
オールラウンダー」

•「冨田が冨田である
ことを証明すれば
日本は勝ちます」

→6人のメンバーで
全種目出場の実力。

分析

•「離れ技は
コールマン、
これさえ取れば」

→落下しなければ
金メダルに必要な
8.962点を超える。

予測 •「よし、
取った」

→勝負所の動作で
短い一言のみ。
掴めば優勝。

描写

•「アメリカでは、
フラミンゴ打法」

•「日本古来の武道を
取り入れた一本足」

→一本足打法の
世界での受け止め方、
成り立ち等を説明。

分析

•「ところは同じ後楽園
チームも同じ
スワローズ」

→練習での状態の良さ、
節目の相手と紹介し
大記録に向けた展望。

予測 •「飛んだー、
出たー、
間違いなーい」

→勝負所の動作で
短い言葉、
着弾の前に断言。

描写
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第６節 沈黙・共感・判断 

このように、『沈黙』や『共感』や『判断』は、ひとつひとつが独立して成立する場合も 

あるが、3つの要素が一連の流れとして機能すれば、ただ伝える放送ではなく、視聴者に 

“伝わる”放送となっていくのではないだろうか。つまり、歴史に残る名場面は、「伝える」 

ための技術ではなく「伝わる」ための努力によって人々の記憶に刻まれたと言えるだろう。 

これらの『沈黙』『共感』『判断』は熟練したアナウンサーが到達し得る領域で、筆者に 

とって新たな発見で、今後、強化すべき点である。同時に、こうした先人達の智慧は現代の 

テレビ実況においても深い示唆を与えるものであり、今回、先人達のインタビューで得た 

実況における準備や実践についての理念は時代を超えて学びの機会となるものだと感じる。 

 すなわち、自分を含めアナウンサーは「伝える」ノウハウの習得に注力するが、本質的に 

必要なのは、伝えることではなく、視聴者や聴取者に「伝わる」放送を送り出すことである。 

そうした受け手の視点を立って放送席に座れば実況の質そのものが変化すると考えられる。 

 

第７節 目指すもの 

『むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、 

ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに』 

これは、2020年 4月 9日に没後 10年を迎えた劇作家・井上ひさし氏の言葉であるが、 

娘の井上麻也氏は、2015年に『夜中の電話』の中で、上記の格言には続きがあるとした。 

父の書斎に長年あった文章で、その文言は『まじめなことをだらしなく、だらしないことを 

まっすぐに、まっすぐなことをひかえめに、ひかえめなことをわくわくと、わくわくする 

ことをさりげなく、さりげないことをはっきりと』だったそうだ。そんな父の背中を見た 

娘は、「見えていながら見えていないもの。また見ようとしないと見えないものをはっきり 

見えるものにする」というのが父・ひさし氏の姿だったと振り返る。この言葉は、私自身が 

実況アナウンサーとして目指している姿勢に通ずるものであり、それは、民放キー局で唯一 

ラジオとテレビの両方でスポーツ実況を担当することで培われた視点であると感じている。 

ラジオについては「見えないものを見えるように」する実況、テレビであれば「見えている 

ものを分かるように」であり、「見えているものを、観えるように」していく実況である。 

ここで私が思い浮かべるのが 1964年東京五輪の『青空実況』である。多くの人が、なぜ 

「あの青空」を記憶しているのか。1つには、もちろんカラーテレビの登場がある。日本の 

カラー放送は 1960年に始まり、内閣府の消費者動向調査によればカラーテレビの普及率は 

72 年に 61.1％、75年に 90.3％まで増加した。しかし 1964年当時のカラーテレビは 1台が 

約 50万円と高価で一般家庭には普及していなかった。にも関わらず「あの青空」が記憶に 

深く刻まれている理由は、アナウンサーの『伝わる』実況に、あったのではないだろうか。 

「白黒でどんな空の色か分からないけれど世界中の青空を全部東京に持ってきてしまった 

ような素晴らしい秋日和なんだろうな」と、まさに視聴者が『共感』するような表現である。 

私も、伝えるノウハウではなく伝わるメソッドを追究していくことを大切にしていきたい。 
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第８節 研究の意義 

スポーツ実況を構成する描写・分析・予測に関しては、これまでも概念として存在したが 

その内容は詳細に明らかになっていなかった。しかし、今回の研究では、スポーツ実況に 

関する描写・分析・予測の具体的内容が明示された。また 13のキーワードのうち、語彙力、 

反射神経、歴史、取材の 4つについては基本の描写や知識に関することで、筆者も入社直後 

からトレーニングを続けてきた。次に視野、多面的、独自性、主観、会話、面白さの 6つに 

ついては、ボールゲーム型の野球、ゴルフ、バドミントン、記録レース型の陸上、競泳、 

対戦格闘型のボクシング、K-1、大相撲、演技採点型のトランポリン、スケートボードなど 

様々な競技を担当するなかで徐々に知識やスキルを身に付けて実践してきたことであった。 

こうした先人達の智慧と自己を照らし合わせながら研鑽を重ねることは、今後、五輪実況を 

担当する際にも成果を生むと推察され、研究に一定の意義を見出すことができたと考える。 

 

第９節 研究の限界と今後の展望 

今回のインタビューは、過去の五輪や世界記録の場面に注目した調査であり、対象とした 

人物や競技も限られていた。そのため、33競技 339種目が行われる予定の 2021年東京五輪 

の大会後など網羅的かつ継続的に実況アナウンスの研究を行っていく必要があると考える。 

 また、新型コロナウイルスの影響によって、オリンピック・パラリンピックが 2021年に 

延期となり、アマチュアもプロも無観客試合などの新しい方式やバーチャル応援等の観戦 

スタイルも登場し社会に普及し始めている。その際、どんな情報や音を伝えれば良いのか、 

観戦の自粛や制限で会場に行けないファンが何を求めるのかなど模索し続ける必要がある。 

 さらに、インタビューの回答で、アナウンサーがいかに知識や技能を備えていたとしても 

名場面に出逢えるかどうかは“運”であり、そうした運に恵まれなければ歴史に残る試合の 

実況とならないことが示された。これに関してはスポーツ実況の構造や手法という概念に 

当てはめて検証することが困難だと考えられたため、ワークシート『運』を付録に添付した。 

こうしたキーワードの研究も、先人達のように真摯に謙虚さを持って取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

第５章 結論 

五輪アナウンサーは、通常時と異なる JC という特殊な環境にあっても、卓越した準備と 

実践で名場面を伝えていた。特に、実況の 3つの要素である「描写」「分析」「予測」の 

原則を忠実に行いつつ、描写では『沈黙』を用いて伝える、分析では視聴者の『共感』を 

呼ぶ表現をする、予測では正しい目で『判断』するといった部分が実況の成功要因である。 

こうした先人達の“声”に耳を傾けながら、アナウンスの修練を重ねることは、今後、 

五輪で実況を担当する際に大きな成果を生むだろう。これが今回の研究で明らかとなった 

先人の経験知に学ぶ、『形式知』であり、未来へと受け継いでいくべき偉大な知見である。 

今回の研究結果を、未来のスポーツ中継に携わる放送人の指針に繋がる貴重な証言集とし、 

偉大な先輩方に多くの気付きを与えて頂いたことを財産に、東京五輪の放送に携わりたい。 
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付録：ワークシート『運』 

 

ワークシート 14 

キーワード：『運』 

定義：アナウンサーとして経験を積み、名試合、名場面に巡り合うこと。 

語りの具体例：枇杷阪氏、石川氏、林氏、刈屋氏 

“幸運にもね、優勝したんです。東京オリンピックでね、男子体操が。だから、それを喋れたっていう 

 ことがねぇ、ついてたなと思いましてね。開会式やって、体操もね、男子体操で優勝してね。個人 

 優勝、総合優勝、早田とかね山下とかね、色んな選手、遠藤がね。遠藤選手っていましてね、日大 

 出身の。この方が全種目、優勝して個人競技でも優勝。完全優勝した遠藤さんっていうね。 

 だからまぁ、恵まれてね。分からずじまいで分かったような顔してやってましたけど。でも 

運に恵まれましたよ。東京オリンピックやって初めてね。優勝した種目をできたっていうこと。 

 運が良かったっていうか、そんな思い出がありますね（枇杷阪氏）” 

“アナウンサーはね、どんな放送をしても「これは良かった」「俺の会心だ」「もう文句ない」と 

 言えるのは一生のうち 1度もないっていう方が多い事も知っていたし、私もそういうもんだと 

 思っていたんだけれども。定年もう 1年、あと定年までないという時期にこういう良い試合に 

 遭遇出来て、私はラッキーだ、運が強いなというのがあの試合終わった後、ちなみに放送している 

 最中も思いましたね。というのはアナウンサーの実況が良かった悪かったは、野球でもあらゆる 

スポーツでもそうですけども、その美味しい材料に恵まれるかどうかなんだよね。良い試合に 

 遭遇できるかどうかで、良い実況か悪い実況かになっちゃうわけ（石川氏）” 

“雑誌に謙太郎さんが書いてたやつだよな。あれはね、なんだろうな、なんかたまたまね、見ててね、 

 あれこんなところに謙太郎さん書いてるよ、みたいな。で、見つけたんじゃなかったかな。 

 で、まぁ、あの話は聞いてたからね、謙太郎さんから。後輩に読ませてやれよ。でもね、だからね、 

 隆佑が言ったみたいにね、入って 2年や 3年じゃ分かんないんだよ、ピンと来ないんだよ。 

だから、あと、それがね、10年とかね、ある程度のキャリアになった時に自分でそれを見つけて 

 読むかどうかっていうのが、その人のツキかな、運かな（林氏）” 

“スポーツアナウンサーにも、本当に色んな世界への扉があってさ、本当にもう甲子園の扉があり、 

 プロ野球の扉があり、それこそプロ野球でも日本シリーズとは、また全然違うしっていう、 

 そういうね、本当にステージが上がった所で経験して初めてね、そういう世界があるんじゃないか 

って分かるんだよね。で、そういうところで喋るには、じゃあどういう事が必要になってくるのか 

 って。そういう舞台を経験しないと分かんないんだよね。（刈屋氏）” 

理論的メモ 

・自分の能力を磨くだけでは出逢うことができない場面がある。ただ、それに備えることは出来る。 

・幸運（名試合）を手繰り寄せるには、アナウンサーとしての技量、経験、キャリアが重要となる。 


