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①「学⽣スポーツ100試合無償配信」

② 実際にやってみてわかったこと

③ 来年取り組んでいくべきこと

今⽇お話したいこと
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⽩井良平
株式会社NTTSportict 取締役ビジネス開発部⻑

（朝⽇放送グループから出向中）
ABCドリームベンチャーズ 投資部⻑

学⽣時代（防衛⼤学校）は訓練とボート競技に明け暮れる

その前に



商号 株式会社NTTSportict（エヌ・ティ・ティ・スポルティクト）

所在地 ⼤阪府⼤阪市中央区⾺場町3ー15

資本⾦ 1.5億円

株主 ⻄⽇本電信電話株式会社
朝⽇放送グループホールディングス株式会社

設⽴⽇ 2020年4⽉1⽇

事業内容

・AIカメラ販売事業
・マイナースポーツ、アマチュアスポーツ等のAIカメラを活⽤した映
像ライセンス獲得及び映像配信事業
・広告、放映権、動画コンテンツの制作・販売

・上記に付帯⼜は関連する⼀切の事業等

会社概要
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事業概要

あなたの頑張る姿を、あなたの誰かへ届ける
ローカル/マイナースポーツで頑張る皆さんを繋げるプラットフォーマー
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NTTSportictのバリュー

スポーツを通じた
コミュニティの活性化

マイナースポーツの
露出拡⼤⽀援

スポーツとの接点増加による
⽣活の豊かさの実現
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熊本県⼭⿅市総合体育館 東伏⾒アイスアリーナ フットサルステージ多摩

奈良県サッカー協会テラスポ鶴舞

試合の集積度が⾼く常設の理解が得られた6会場に常設完了
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エキスポフラッシュフィールド

当社実績
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▼AIカメラ常設（⼭⿅市総合体育館）

▼初期設定 (撮影コート設定後は、遠隔による無⼈配信が可能)

▼無料動画視聴ページ
(⽇本ハンドボール協会HP内)
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当社実績の⼀例

©NTTSpor'ct 2020



⼭⿅市の取り組みに対する弊社の提案

l ⽇本/熊本ハンド
ボール協会とライ
センス権などに関
する交渉を実施

スポーツ協
会との交渉

*)出典︓⼭⿅市総合戦略
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1447293866178/files/senryaku.pdf

急速な少⼦⾼齢化の進⾏に的確に対応し、
⼈⼝減少に⻭⽌めをかけるとともに、活
⼒ある地域社会の形成、それを担う⼈材
の確保、魅⼒ある就業機会の創出を⼀体
的に推進する

地域戦略*

ハンドボー
ルの聖地

ハンドボール⽂化を根付かせ、事業化を
共同で⾏うために、AIカメラを⽤いたソ
リューション事業の共同推進を提案

世界選⼿権、アジ
ア選⼿権が近年に
⽴て続けに開催さ
れている

NTT
Sportict

+

＋

NTT
Sportict

l ⼭⿅市と設置⽅法
やビジネスモデル
等について交渉を
実施

⼭⿅市役所
との交渉

l 製品を輸⼊。⼯事
の⼿配を⾏い、体
育館に設置

製品設置

l 運⽤時の製品トラ
ブルやQAへの対
応を実施

製品保守

l より活⽤されるた
めの改善提案を定
期的に実施

改善提案

弊社の役割
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AIカメラ常設実績＠熊本県⼭⿅市総合体育館



AIカメラ「Pixellotシリーズ」について

複数レンズによるコート全体撮影図

①競技場中央に
AIを設置

• 世界34ヶ国で利⽤、累計50万試合の映像をプロデュースした実績のある
スポーツ専⽤AIカメラ

• 今まで⼈の⼿で⾏っていたカメラ撮影／ハイライト作成／CM挿⼊／
データ分析等を、独⾃のオートメーションテクノロジーによって
90%以上の製作コスト削減を実現
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②カメラがコート
全体を撮影

③AIが注⽬すべき
シーンを決定
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X4 USB 
cable

プロダクションシステム（Vmix）

SDI 2 
NDI

OCR(画像
認識）によ
るスコアボ
ードのCG

化 PoE 
Network 
Switch

複数無⼈カメラによる撮影も可能

ETHERNET

USB 3.0

VPU

ETHERNETSDI 2 
NDI

ETHERNET

スイッチング（⼿動）

クラウド
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AIカメラ「Pixellotシリーズ」について
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「学⽣スポーツ100試合無償配信」とは︖
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コロナウィルスによる無観客試合を
強いられている学⽣スポーツへ
当社映像ソリューションを

100試合提供（無償）
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4⽉の緊急事態宣⾔により、ほとんどのスポーツが活動停⽌。
当社の活動も停⽌する中、突如出たこの⼀⾔がきっかけ。

「100試合無償配信」を始めた理由

「スポーツが出来ない学⽣を応援したい︕」

中村正敏 株式会社NTTSportict代表取締役社⻑
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実際にやってみてどうだったか︖
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想像以上に深刻



「学⽣スポーツ100試合無償配信」の施策状況

１ 応募数

33団体（このほか、問合せを8団体から受領）

計731試合（試合数未定の⼤会については事務局による推計含む）

２ 応募の多かった団体
特定の⼤学/複数⼤学で構成する競技連盟
都道府県スポーツ協会

３ 応募の多かった競技
バスケットボール、アメリカンフットボール、サッカー、野球、
バレーボール
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⼤会名 ⼤会時期 競技 ⼤会運営団体名 エリア 撮影試合数

2020年7⽉18⽇、19⽇ バスケットボール ⽯川 12

2020年7⽉24⽇、25⽇ ハンドボール ⽯川 11

やまぐち⾼校⽣２０２０メモリアルカップ　ハンドボール⼤会 2020年8⽉7⽇〜9⽇ ハンドボール ⼭⼝ハンドボール協会 ⼭⼝ 10

⾼校⼥⼦ホッケーサマーチャレンジ2020 2020年8⽉14⽇、15⽇ フィールドホッケー 岐⾩県ホッケー協会 岐⾩ 5

令和2年度茨城県⾼等学校男⼥バレーボール夏季⼤会 2020年8⽉22⽇、23⽇ バレーボール 茨城県⾼体連バレーボール専⾨部 茨城 12

2020年度 東海男⼦1部 秋季リーグ戦代替トーナメント戦 2020年10⽉3⽇、4⽇ バレーボール 東海男⼦バレーボール(名城⼤学監督) 愛知 12

Substitute match of Kansai handball league2020 2020年10⽉11⽇ ハンドボール 関⻄学⽣ハンドボール連盟 ⼤阪 5

2020年10⽉17⽇、18⽇ ⼤阪 6

2020年10⽉24⽇、25⽇ ⼤阪 6

関東学⽣ラクロス2020特別⼤会 2020年10⽉24⽇、25⽇ ラクロス ⼀般社団法⼈⽇本ラクロス協会 東京 2

⾦沢市中学校特別⼤会

2020年関⻄⼤学バスケットボールリーグ⼀部 バスケットボール 関⻄学⽣バスケットボール連盟

⾦沢市教育委員会

100試合以上を配信 （2020年12⽉現在）

「学⽣スポーツ100試合無償配信」の施策状況
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ほとんどの学⽣スポーツは
映像になっておらず、
無観客試合になると
誰にも⾒られない
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配信ページの
直帰率

約25.9%

⼤会1⽇ごとの
配信ページPV数
約13,000

⼤会1⽇ごとの
配信ページUU数

約1,500

⼥性男性

35-44歳くらいの
親世代の視聴が多い

スポーツコンテ
ンツには珍しく
男⼥⽐約 １︓１
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配信結果の概要

LINEなどメッセンジャーアプリ経由の⼝コミで視聴が広がった。
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①インフラが弱い
・光回線、モバイル回線
・電源

②会場にカメラが設置できる⾼い位置がない

③配信、ファン獲得のノウハウとスタッフが不⾜

学⽣スポーツの環境

撮影にかかるコストを⽀払う予算がないのに加えて
無観客配信に関して環境が全く整っていない。
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来年、取り組むべきこと
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①無⼈カメラによる⾃動撮影ソリューションの普及

②ローカルコミュニティの形成

③ローカルメディアとの連動

スポーツ施設や⾃治体の皆様による
サポートが必要



今後の展開例

①スポーツ団体、選⼿らが
⾃らのSNSで試合配信を
告知

②AIカメラ⾃動撮影システム
を設置された会場で試合

③クラウドにアップロード
された映像が各チーム/選⼿
のSNSを通じて配信、共有
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放送局、地⽅紙、その他
メディアによる事前告知
露出の⽀援

⾃動撮影ソリューションにより
県内各地にある体育施設の試合
を映像化

• 広告事業
• 配信事業者への映像
販売

• 映像の個⼈向け販売
• コーチング利⽤等
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新たなスポーツコンテンツの形

１００万⼈が⾒る試合を1試合放送

ではなく

１００⼈が⾒る試合を１万試合配信

©NTTSpor'ct 2020
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Thank you!
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