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著〉

バレーボール中継映像におけるジェンダー表象
神原

直幸

Gender images on televised volleyball
Naoyuki KAMBARA
Abstract
For the last few decades many studies have focused on gender bias in sport, but few of them concerned
visual content of the games. This study examined the way gender images were depicted on televised sports
through the content analysis of televised volleyball. Twelve Japanese games broadcast on TBS terrestrial
channel (6 men's games and 6 women's games) were chosen, and the content analysis of pictures was carried out on the visual content of the ˆrst sets. Each shot was classiˆed into ˆve categories (game, player,
replay, bench, and other) and shot size, angle and time duration were measured. Results showed that the
game itself was focused on in men's games, while the players were the point of focus in women's games.
Key words: gender images, televised volleyball, content analysis of pictures
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緒

言

中に数多く含まれている．つまり今日において制作
された中継映像は，中継番組で一過的に消費される

スポーツ中継は，テレビ放送の黎明期からそのド

のみでなく，さまざまなメディアで何度も繰り返し

ラマ性の高さと制作費の安さから優良なコンテンツ

提供されることにより，人々が共通の映像に接触す

であった7)．今日ではオリンピックなど人気スポー

る可能性を高めている．こうした映像は日常場面や

ツイベントの放送権料が高騰したことにより，ス

ネットワーク上で人々の意見交換の元となってお

ポーツ中継が必ずしも安価とは言えなくなった．し

り，当該スポーツに対する人々の印象や言説に直接

かし今日においても，スポーツ中継が重要な放送コ

的，または間接的に大きな影響を与えていると考え

ンテンツの一つであることに変わりはない．このこ

られる．

とは単にスポーツ中継が高視聴率を獲得しているこ

ところでスポーツには極めて自然に愛国心や一体

とによってのみならず，報道・情報番組において映

感を醸成し，さまざまなイデオロギーと結びつき易

像の一部が頻繁に用いられる有効な素材となってい

いという特性がある．具体的にはナショナリズムに

ることによっても示される．さらに著作権上の問題

関連するイデオロギー1) や，チームワークやリー

はあるとは言え， YouTube を中心とする動画投稿

ダ ーシ ッ プな ど生 産 に直 結 する 教育 的 イデ オロ

サイトにおいてもスポーツの中継映像がかなりの比

ギー25)，さらには性，人種に基づく差異など現存の

率を占めており，報道番組で使用されたものもその

社会体制を正当化するイデオロギー3)16)17) などが挙
げられる．その結果として，アメリカの学生の多く
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は社会的に保守的な価値観をスポーツ中継から学ん
でいるという報告もある23)．そうしたさまざまなイ
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デオロギーの中でも，1990年代に入ってメディアス

とも現状において人気種目が男性スポーツに偏って

ポーツ研究で注目され始めたのが，スポーツをメデ

おり，営利企業であるスポンサーやメディアの主た

ィアが扱う際に認められる性による差別，つまりジ

る関心が視聴率に向けられている以上，ある程度必

ェンダー・バイアスに関連するイデオロギーであ

然と言える．さらに公共の電波を使用する放送にお

る．こうした研究は，〈スポーツに参加し関わる権

いて，視聴者のニーズに応えることは重要な責務の

利についての性差別撤廃に向けての国際的な活動〉

一つである．それらの結果として男性スポーツの放

の活性化に呼応して実施された．ここでこれまでの

送機会が多くとも，直ちにジェンダー・バイアスの

メディアスポーツにおけるジェンダー・バイアスに

文脈の延長でメディアを批判することは論理の飛躍

関連する研究が対象としてきた事象を概観すると，

というものであろう．同様に男性スポーツと女性ス

選手や大会の呼称に見られるジェンダー・マークの

ポーツの中継についての制作上のクオリティの差に

量17) ， 女 性 ス ポ ー ツ が メ デ ィ ア で 扱 わ れ る

ついては，数少ない実証研究では NBA と WNBA

量4)9)10)11)26) ，テレビ

CF に女性アスリートが登用

の中継映像を比較することにより論じているが4)，

される量6) ，中継時のコメントに見られるジェン

両者の比較からメディア批判に結び付けることには

ダー・マークの量5)，中継時のリプレイやスタッツ

無理がある．なぜならそこで指摘されている差異

表示の回数を基にした制作上のクオリティの差4)な

は，ジェンダー・バイアスに由来というより，期待

ど多岐に亘る．

される視聴率の違いに由来すると考える方が自然と

それらの研究で繰り返されてきた主張は，「男性

考えられるからである．その場合，営利企業である

優位社会を裏付ける証拠としてのスポーツ｣2)，「強

メディアが両者に同程度の機材や人材を投入する必

い リー ダ ーシ ップ を 発揮 する 男 性コ ーチ の 必要

要があるか，また結果としての制作物に同程度のク

性｣8)という言説に端的に表現されている．つまり，

オリティが期待できるかについては大いに疑問の残

 スポーツは男性のものとして男性の視点から描か
◯

るところである．

れており，女性スポーツは取るに足らぬものと認識

これまで述べてきたように，メディアスポーツ研

 その結果として女性スポー
されているという点，◯

究において指摘されてきたジェンダー・バイアスは

ツに関連した情報は取り上げられる機会があまりな

理念のみを論拠としており，現状の社会システムを

 そうした原因を作っているのが男性
いという点，◯

考慮した上でのメディア批判になっているとは言い

によって支配されているメディア産業に他ならない

難い．また，視聴率，放送量の点からメディアス

という点の三点である．スポーツにおいてメディア

ポーツの中核と考えられる中継については，ジェン

産業がジェンダー・バイアスの原因となっていると

ダーに焦点を当てたものに限らず，これまで研究対

いう主張は，1980年代以降の有力な思想運動である

象とされることは少なかった．特に映像についての

カルチュラル・スタディーズと方向性を一にしてお

実証研究は極めて少なく22)，評論・論考的なものを

り，主張を裏付けるいくつかの事実も提示されてい

除けば，基本的な構成としてのスポーツ番組のショ

ることから一見もっともらしく見える．しかしこう

ット数26)，内容分析を含むものとしてはヘッドコー

した主張が盛んになされてきたアメリカや日本のメ

チの撮影のされ方20)，ナショナリズム・人気と映像

ディアスポーツを取り巻く社会システムを考える

サイズ・露出時間との関係13)など一部に散見される

と，現状を直ちにメディア批判に結びつけることは

に過ぎない．スポーツ中継におけるジェンダー・バ

必ずしも合理的とは言えない．

イアスについて論じるためには，まずは当該種目の

例えば女性スポーツが取り上げられる機会が少な

魅力を伝えるための基準となる作法を定式化する必

いという指摘9)18)については，そもそも競技が開催

要がある．その上で，男女それぞれの試合を中継す

される頻度の差が考慮されていない．また，少なく

る際に発生するバイアスを明らかにし，現状の社会
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システムの中でどの程度までのバイアスが許容され

よりほぼ同一の規格，ルールに則って実施されてい

るべきかについて，社会的コンセンサスを構築する

ること，また試合の呼称に関しても男女共に等しく

必要があろう．

ジェンダー・マークが付されていることから，比較

そのための第一段階として実証研究に基づくデー

的ジェンダー・バイアスが少ない競技と考えられる

タを蓄積することにより現状を把握する必要があ

 サッカーやバスケットボールなど混戦型の
こと，◯

る．映像に関しては，カメラアングルの効果14)15)，

種目と異なり，選手間の距離が比較的保たれている

クローズアップの効果27)，テロップの効果12)21)など

 テレビ中継に
ため被写対象の特定が容易なこと，◯

映像が受け手にもたらす効果について認知心理学の

適したフォーマットになるようラリーポイント制の

領域からの研究もなされている．これらの知見から

導入や，CM を挿入するためのテクニカル・タイム

映像は極めて多義的な性質を持ち，文脈やサイズ，

アウトの設置などに示されるように，バレーボール

アングル，つなぎ方などによりその意味内容が異な


はテレビに適したスポーツを企図してきたこと，◯

ることが示されている．本研究では映像の物質的な

視聴率や競技場観戦者数に示されるように，日本に

側面を映像，それによってもたらされる意味また

おいて男女競技共にかなりの人気があるため，国際

は，印象を表象として記述することとする．

大会が頻繁に開催され，視聴機会と共に映像制作の

.

目

的

機会も多いこと，などの理由による．なお，本研究
では試合展開による影響をできる限り除去するた

本研究はこれまでなおざりにされてきたスポーツ

め，分析対象を第一セットのみとし，セットを日本

中継映像研究に基本的作法の構築に向けての基礎

が獲得した試合を男女各 3 試合（男子は中国戦，プ

データを提供することを第一義とし，男女のバレー

エルトリコ戦，アルゼンチン戦，女子はポーランド

ボール中継映像を内容分析することにより，ショッ

戦，キューバ戦，韓国戦），失った試合を各 3 試合

トサイズやショットのつなぎなどの側面から中継に

（男子は，セルビア・モンテネグロ戦，ロシア戦，

おける男女の中継作法の差について検討することを

フランス戦，女子はセルビア・モンテネグロ戦，イ

目的とする．

タリア戦，中国戦）の計 12 試合を分析対象とした

.

方

法

（なお，日本対ロシアの試合は二試合行われたが11/
．
29の試合を対象とした）

. 分析対象

. コーディング

分析対象としたのは，2006年10月31日から12月 3

バレーボール中継ではサーブが放たれてからラ

日までに実施されたバレーボール世界選手権の地上

リーが続く間はボールの移動に合わせて引いた映像

波放送である．この大会は FIVB（国際バレーボー

で展開を映し，次のサーブまでの間にさまざまな映

ル連盟）主催の国際大会の中で最も歴史が古く権威

像が挿入される．本研究ではコンピュータに取り込

ある国際大会として位置づけられており，男女とも

んだ映像を再生しながら，映像内容をショットごと

に同一の放送局（ TBS 系列）により放送された．

に「ゲーム」，
「プレイヤー」，
「リプレイ」，
「ベンチ」
，

この大会の日本戦は男女とも11試合が実施された．

「その他」に分類し，当該ショットの持続時間を秒

地上波放送の視聴率は平均で男子が14.3，女子が

単位で計測した．ここで「ゲーム」はサーブから得

18.1を獲得し，競技場観戦者数平均は男子10,441

点が決定するまでの映像である．これはメインスタ

人，女子 8,439 人と，テレビ視聴率で女子の方が，

ンドからコート半分程度をボールの移動に合わせて

入場者数では男子の方が高いという結果であった．

カバーすることが基本であるが，一部にコート後方

 発祥の時点か
バレーボールを対象としたのは，◯

からの映像も含まれていた．本研究では両者を含め

ら女性を対象としており，男女が同一の統括団体に

「ゲーム」とした．また「その他」は，審判，スタ
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ンド，ゲストなどをまとめたものである．
「その他」

に合計したところ，男女各 6 試合の平均は男子が約

に含まれる各要素は，映像に変化をつけたり臨場感

5.7 分 ， 女 子 が 約 6.1 分 で あ っ た ． 前 述 の と お り

を高めたりする上で興味深いものであるが，ショッ

「ゲーム」はサーブからポイントが決まるまでの時

トとしてごくわずかしかなかったため，ひとまとめ

間に相当すると考えられることから，タイムアウト

とした．なお同一ショット内で被写対象が変更され

時間を除いたセット所要時間のうち実際にボールが

た（パン）映像のショット数は，被写対象で除した

動いている時間は，男子で28，女子で32に過ぎ

値とした．例えば同一ショット内で，ある選手
（達）

ないことになる．したがって男女共に約 7 割の時間

から監督に被写対象が変わった場合，
「プレイヤー」

は，実際にはボールが動いておらず，その間はプレ

と
「ベンチ」
のそれぞれを 1/2 ショットずつとした．

イヤーのクローズアップやリプレイ，ベンチ映像を

｢ゲーム」
「その他」以外の構成要素については，

つないで中継映像が制作されていることになる．こ

さらにサイズとアングルについての分類作業を行な

うした映像は得点が発生するごとに流されることか

った．まず「プレイヤー」については所属（日本/

ら，日本チームの得失点量とほぼ比例関係が想定さ

対戦国）
，サイズ
（フルショット，ミッドショット，

れる．日本チームの得失点量は試合によって異なる

クローズアップ），アングル（正面，斜め前方，側

ため，各試合の映像構成の効果を均等にするため，

方，（斜め）後方，上方）に分類した．バレーボー

試合ごとに構成要素のショット数と露出時間を得点

ルでは選手映像を全身像（フルショット）より大き

合計で除し，一得点あたりのショット数，露出時間

く撮る際，大まかに膝上，腰上，胸上，肩上のサイ

を算出し，男女ごとに 6 試合の平均を算出した（表

ズで撮影されるが，ミッドショットは膝上と腰上の

1 参照）．表 1 に示したように，得点あたりの平均

サイズ，クローズアップは胸上以上のサイズとし

ショット数は男女とも約 5.8 ，平均時間は男子約

た．なお同一ショット内でのサイズ変更
（ズーム），

25.3秒，女子約25.1秒となっており，男女間に大き

および選手の動きによるアングル変更については，

な差は認められない．しかし構成要素毎に比較する

各ショットの最初の状態とした．また，
「リプレイ」

と，男女間でいくつかの差異が認められる．まず

については，得点した国，サイズ，内容（得点場

「ゲーム」についてであるが，持続時間の平均は男

面，レシーブ場面，レシーブから得点までの一連

子が7.3秒，女子が8.0秒と女子の方が0.7秒長くなっ

の，選手表情，その他）に，「ベンチ」については

ている．このことは男子より女子の方が長くラリー

対象（監督，控え選手），サイズ（フルショット，

が続くためだと考えられる．ところで日本人選手が

ミッドショット，クローズアップ）の分類を行なっ

サーブを打つ場合に限り，テニスの中継の場合と同

た．ここで，リプレイ内容の得点 a は「トス→スパ
イク」
，
「スパイク→ブロック」など直接的な得点場
表1

面を，得点 b は「レシーブ→トス→スパイク」の
守備からの一連の流れを示す．

.

結果と考察
ゲーム

得点あたりの映像構成
ショット
数

露出時間
（秒)

持続時間
（秒)

男子 女子

男子 女子

男子 女子

0.96 1.01

7.03

8.13

7.31 8.01

9.40

9.29

3.52 3.34

3.28

3.27

3.55 3.20

ト中の映像と競技外の映像（CM とプロモーション

プレイヤー（日本) 2.67 2.78
プレイヤー（相手) 0.92 1.02
リプレイ
0.60 0.50

3.37

2.58

5.61 5.13

ビデオ）の放送時間を除いた時間を算出し，6 試合

ベンチ

0.26 0.22

0.93

0.76

3.55 3.46

その他

0.36 0.28

1.31

1.08

3.62 3.91

25.33 25.11

4.38 4.31

. 全体的構成についての検討
第一セット終了までに要した時間からタイムアウ

の平均を算出したところ，男子が 20.6 分，女子が
18.7 分であった．一方，「ゲーム」の時間を試合毎

計

5.78 5.82
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様に，選手の映像をコート後方から撮影するショッ

. 構成要素ごとの検討

トが数回挿入された．こうした映像は，ボールが日

.. プレイヤー映像の構成

本コートに帰ってきてレシーブされるタイミングで

バレーボール中継の中で選手映像は，ショット

メインスタンドからの映像に切り替えられる．こう

数，時間共に最も多い映像であり，選手は様々なシ

した切り替えはラリーが続く女子の映像では比較的

ョットサイズや角度で撮影される．表 2，表 3 はそ

多くあったが，男子の試合ではサービスエースや対

れぞれ選手映像のショットサイズと撮影角度の構成

戦チームのスパイクによって得点が決まり，映像が

比を算出したものである．日本人選手のショットサ

切り替えられないこともかなりあった．前述のよう

イズについては，男女ともクローズアップの映像が

に本研究では「被写対象が切り替えられた際のショ

ショット数，露出時間とも半分を超えており，特に

ット数は，被写対象で除する」ことによりショット
数をカウントしたため，この場合には
「プレイヤー」
表2

と「ゲーム」両方に 0.5 ショットずつをカウントし

プレイヤー映像のサイズ構成比
ショット

た．表 1 の「ゲーム」について男子のショット数が
を超えているのは，こうした事情による．

男子
日本

1 を下回っているのに対し，女子のショット数が 1

次に得点間の映像のかなりの部分を占める「プレ
て目につくのは日本，対戦国共にショット数は女子

対戦国

イヤー」についてであるが，男女の表象の違いとし
の方が多く，露出時間は逆に男子の方が長いという

全体

点である．つまり選手の映像については，女子選手
の方が短いショットをつなぐ構成になっていること

時

間

女子

男子

女子

フルショット

15.0
ミッドショット 27.1

6.8
18.8

14.4
26.0

5.9
19.9

クローズアップ 57.9

74.4

59.6

74.2

フルショット

22.7
ミッドショット 43.1

17.4
42.3

20.7
42.1

15.3
41.8

クローズアップ 34.2

40.3

37.3

42.9

フルショット
17.0
ミッドショット 31.2
クローズアップ 51.8

9.7
25.1
65.3

16.0
30.1
53.9

8.4
25.8
65.7

になる．一方，「リプレイ」についてはショット数
（＝リプレイ回数）
，露出時間とも男子の方が多く，
表3

しかも露出時間をショット数で除したショットの持

プレイヤー映像の撮影アングル構成比
ショット

続時間についても男子の方が長い．また「ベンチ」
についてはショット数，露出時間，持続時間のいず
につく特徴として，男女共に日本人選手の方が対戦

本

国選手よりはるかに多いことが挙げられる．こうし

正面
日

れも男子の方がやや多くなっている．それ以外に目

上方・他

みでなくこれ以降検討する「リプレイ」「ベンチ」
対 戦国

ることは客観性を重視するジャーナリズム的な視点

正面
全
体

に触れないこととする．

側面
上方・他

とした地上波映像は，国内向映像であり，想定され
われており，本稿の趣旨とも異なるため今後とも特

正面
斜め前方
後方

からは問題がない訳ではない．しかし本研究で対象
る視聴者を中心としたコンテンツ制作では普通に行

側面
後方

た映像の日本人選手への偏りは，「プレイヤー」の
でも同様である．日本人選手を中心に映像を構成す

斜め前方

斜め前方
側面
後方
上方・他

時

間

男子

女子

男子

女子

51.1
20.3

53.3
21.6

50.5
17.4

54.6
21.1

9.9

11.9
14.6

11.5
14.2
2.9

14.1
1.0

46.7
17.3

9.6

5.7

13.8
1.0

42.5
19.3

45.3
13.1

44.1
18.7

13.6
19.5

18.6
16.1

15.0
15.3

19.1
15.0

2.9

3.6

11.2

3.1

50.0
19.5

50.4
21.0

49.1
16.3

51.9
20.4

12.1
15.5

12.2
14.6

12.7
14.7

12.1
14.1

2.9

1.7

7.1

1.5
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女子の映像ではクローズアップの映像が極めて多

聴者に確認させることを企図して用いられることも

い．対戦国選手についても男子より女子の試合でク

あるが，多くの場合は優れたプレイが対象とされ

ローズアップが多用されている．クローズアップに

る．リプレイ映像は，状況に応じて異なるカメラに

ついては，対象の存在感を強調する効果が示唆され

よる映像が繰り返されるが，繰り返し回数が多いほ

ている27)．このことから，男子選手より女子選手の

ど当該のプレイの卓越性が強調されることになる．

方が強い存在感を示す映像制作になっていると考え

表 4 は得点が発生するまでの場面がリプレイされ

られる．

た確率を繰り返される回数ごとに算出したものであ

一方カメラアングルについては，全般的に正面か

る．表より明らかなように，一度でもリプレイされ

らの映像が最も多く，次いで斜め前方となってい

る確率は男女間で差は認められない．しかし同一の

る．この傾向は特に日本人選手について顕著であ

場面が，複数回リプレイされる確率は男子の方が高

り，中でも女子選手の方が多かった．頻繁な映像の

い．結果としてリプレイされた場面の繰り返し回数

切り替えは視聴者を混乱させる可能性が高いため，

の平均は，男子1.52回に対し女子1.32回となってい

テレビではある程度控えられるが，選手はカメラの

る．また，リプレイ映像の平均持続時間についても

都合とは無関係に身体の向きを変える．生中継では

全般的に男子の方が女子より長く，繰り返しの回数

撮り直しができないことは言うまでもない．スポー

が増えると共にリプレイ一回あたりの持続時間は短

ツ中継を映画と同等の映像論で論じる向きもある

くなっている．

が22)，この点が立ち位置や向きまで事前に定められ

次にリプレイ映像の内容についてであるが，リプ

ている映画やドラマの撮影との決定的な違いであ

レイ対象となった場面は男女いずれも得点場面が多

る．したがって本研究で対象とした中継について

く，共に 8 割を越えている（表 5 参照）．得点場面

も，ディレクターが意図したとおりのアングルで選

のほとんどがトス→スパイク，あるいはブロックな

手映像を撮影できている保証はない．しかし，20秒

どの決定場面であった．特に男子のリプレイは全体

に満たない得点の間に挿入される選手映像の数の多

の80がこの場面である．男子の結果と比較して，

さ（平均3.5ショット/得点）と，1 ショットあたり

女子のリプレイ映像はレシーブから得点までの一連

の平均持続時間の短さ（3.2～3.5秒/ショット）は，

の流れが全体で17.2と相対的に多い．特に日本人

さまざまな制約の中で意図したアングルで選手の映
像を配信しようというディレクターの努力を示して

表4

いると思われる．そうした活動の結果として，日本

リプレイ確率

本

左であろう．

日

ディア価値が極めて高いと考えられていることの証

一回
二回
三回

ゲーム時間の10以上を占めるリプレイ映像のシ

一回

対 戦国

.. リプレイ映像の構成

四回

ョット数については，セット平均で男子は平均31.8

二回
三回
四回

た．リプレイ映像が挿入されるタイミングは，得点

一回

4.6 秒後であった．リプレイ映像は微妙な判定を視

体

ト，女子 1.8 ショット）後であり，時間的には平均

全

ショット，女子は27.2ショットと男子の方が多かっ
が決まってから平均 1.8 ショット（男子 1.9 ショッ

持続時間(秒)

回数

人女子選手の正面，または斜めからのショットが他
の対象と比較して多いことは，女子選手の表情のメ

得点ごとのリプレイ確率と持続時間

二回
三回
四回

男子

女子

男子

女子

52.9
32.7

52.8
27.0

6.12

5.47

5.30

4.35

9.8
2.1

2.7
0.0

4.86
2.33

4.25
―

21.8
3.3

20.7
0.7

5.65

5.40

0.0
0.0

0.0
0.0

4.60
―

4.00
―

―

―

37.5
18.2

36.1
13.1

5.98

5.45

5.23

4.34

4.8
1.0

1.4
0.0

4.86

4.25
―

2.33
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表5

リプレイ映像の内訳

男
日
得点
（内，守備＋攻撃)
レシーブ
選手
その他
セット平均

本
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子
対戦国

女
全

体

83.9
（5.8)
5.8

97.2
（8.3)
2.8

86.4
（6.3)
5.2

7.1
3.2

0.0
0.0

5.8
2.6

25.8

6.0

31.8

女子のリプレイ映像は，20.6がレシーブから得点

日

本

子
対戦国

89.3
（20.6)
5.3
4.6
0.8

6.3

21.8

リプレイ映像のサイズ構成比
ショット
男子

日本

きなサイズの映像は対戦国選手より日本人選手に多
（表 6 参照）
．決定時の選手とボールとを大きなサイ
的困難であり，特にスロー再生映像の撮影に際して
はより多くの注意を必要とする．表 6 の結果は，対

全体

ズで同時にカメラのフレーム内に収めることは比較

対 戦国

く，日本人選手については男子の方が女子より多い

27.2

時

間

サイズ

ぐバレー」が強調されたかたちになっている．
男女ともにフルショットが大半を占めているが，大

1.8

5.3

表6

体

93.8
90.2
（3.1) （17.2)
0.0
4.3
0.0
3.7

までによって占められており，チーム全員で「つな
またリプレイ映像のショットサイズについては，

全

女子

男子

女子

フルショット
63.6
ミッドショット 35.7
クローズアップ 0.7

72.1
26.0

65.8
33.7

74.3
24.1

1.9

0.5

1.5

フルショット
ミッドショット

94.4
5.6

90.3
9.7

92.9
7.1

89.2
10.8

クローズアップ

0.0

0.0

0.0

0.0

69.9
ミッドショット 29.5

76.3
22.2

71.2
28.4

77.9
21.0

0.6

1.5

0.4

1.2

フルショット

クローズアップ

戦国選手より日本人選手の方が，また日本選手につ
いては女子より男子の方が，大きなサイズでわかり
易く迫力ある映像がより多く用いられていることを

表7

ベンチ監督映像のサイズ構成比
ショット

示していると言える．
.. ベンチ映像の構成
フルショット

女子

男子

女子

2.1
28.9
69.0

5.2
43.6
51.2

5.8
42.1
52.0

42.3

30.1

が想定されるが，国内向けに制作された映像を分析

クローズアップ

対象とした本研究においては， 2 ～ 3 ショットを除

セット平均

11.8

ミッドショット

間

男子
1.9
22.5
75.7

ベンチ映像の対象や量についても試合展開の影響

時

8.2

いてそのほとんどが日本ベンチであった．ベンチ映
像は監督の映像と控え選手の映像に区分され，彼ら
の喜怒哀楽を伝えることにより，ベンチとプレイ

のショットサイズは，男女ともクローズアップが最

ヤーとの一体感やゲームの緊迫感を醸し出す．第一

も多く，ショット数で約 7 割を占めているが，男子

セットのみを対象とした本研究では，映像全体に占

チームの監督の方が女子チームの監督よりやや大き

める比率は 5弱に過ぎなかったが，対象とした全

なサイズが多かった．日本人選手の平均ショットサ

ての試合に認められた．

イズ（表 2）と比較すると，男子の場合は選手より

ベンチ映像の 8 割以上を占める監督映像の量につ

監督の方が平均的なショットサイズは大きいが，女

いて，男女で比較すると男子チーム方がショット

子の場合は選手の方が大きい．ショットサイズが存

数，露出時間とも多かった（表 7 参照）．監督映像

在感と関係する20)27)と考えるならば，チームの中で
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の監督の存在感は，男子チームの監督の方が大きい

などの肯定的な意見まで，なにかと議論の対象にな

と言える．

っている．しかし試合が進行している間のゲストの

次に時間量で見てみると，ショット数の場合と同

映像は，ショットベースで男子1.6，女子0.8，

様に男女ともクローズアップが最も多いが，その比

時間ベースで男子0.6，女子0.3とごく少量であ

率は約 5 割に留まっており，ミッドショットも 4 割

った．ゲストの映像も得失点に一喜一憂するスタン

以上を占めている．また，ショット数とは異なり，

ド観客の映像（時間ベースで 2 ～ 3 ）の一部とし

男女間で大きな差は認めらなかった．ショットサイ

て捉えると，少なくとも競技が進行している間はそ

ズと持続時間との関連を見ると，サイズの大きな映

れほど邪魔にはなっていないと考えられる．

像は相対的に持続時間が短く，小さなサイズの映像

. ショットのつなぎについての検討

はそれに比べて長いという傾向が認められる．

バレーボールでは両チーム合わせて 1 セットあた

.. テロップの使用

り40点前後の得点が発生する．得点間には平均して

試合に関連するテロップは個人情報とスタッツに

男女とも 4.8 ショットの映像が挿入されている（表

大別される．このうち個人情報についてのテロップ

が，それら映像の解釈が文脈に依存することは，
1）

は選手の氏名，年齢，身長を表示するものであり，

クレショフ効果，モンタージュ効果，プライミング

日本人選手には「甦るニッポンの大砲」
，
「世界最小

など多くの映像研究で実証されてきたとおりであ

最強セッター」などのコピーを添えて表示された．

る．本節ではショットのつなぎを検討するため，得

この個人情報についてのテロップはセット平均で男

点の直後のショットを分析対象とした．そのため得

子が平均 11.6 回に対し女子は平均 9.5 回と男子の方

点をスパイクやブロックなどによる直接得点と，相

が多かった．またスタッツのテロップは，スパイク

手のサーブまたはスパイクのミスや反則などによる

数，ブロック数など個人スタッツと，チーム全体の

間接得点に分類し，日本と対戦国のそれぞれについ

サーブミス，レシーブ率などのチームスタッツの 2

て，直接得点・間接得点直後のショットを男女別に

種類が表示された．スタッツのテロップは当該の選

集計したものが表 8 である．

手の活躍の程度を示すものであり，その後の期待感

直接得点の場合，男女共に直後の映像の 8 割以上

を醸成する機能を持つ．前述のように本研究では第

が選手の映像によって占められており，そのほとん

一セットのみを対象としたため，選手の調子を占う

どが得点した国の映像になっている．しかし，間接

上で充分なデータの蓄積があるとは言えない状況に

得点の場合には必ずしもそうなっていない．この原

あると言えるが，セット平均で男子4.3回，女子3.5

因として，直接得点後は得点に貢献した選手の映像

回のスタッツのテロップが用いられた．平均に示さ

が選択されるのに対し，間接得点後の映像はミスを

れるように男子の方が若干スタッツのテロップが多

犯した選手の映像と，相手のミスによる得点を喜ぶ

かったが，Duncan &

Messner4)ではこうした結果を

選手の映像とに分かれることが挙げられる．前述の

ジェンダー・バイアスの証拠の一つとして示してい

とおり本研究で分析対象とした映像が国内向けであ

る．

ることから，いずれの得点の場合にも直後の映像は

.. その他映像

日本人選手の映像であることが多い．しかし日本が

｢その他」に分類された映像のうち，スタンド，

間接得点により失点した直後の映像に関しては特に

ゲストの映像は，会場の興奮を視聴者に伝え，臨場

男子の方が日本人選手の映像が多い．

感を高める効果が期待される．このうちバレーボー

ここで得点直後の選手映像がもたらす意味につい

ルと無関係のタレントをゲストとして起用すること

て検討すると，まず直接得点に関してはその後に貢

の是非については「試合の緊張感がそがれる」など

献した選手の映像を挿入することにより，選手の成

の否定的な意見から「興味を持つきっかけになる」

果が強調されることは明らかである．また間接得点
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表8

得

点

日

得点分類
性

日本選手

得

点

対 戦 国 得 点
間接得点

直接得点

間接得点

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子

女子

83.6
1.8

88.3
2.1

70.6
8.8

62.9
22.9

25.9
71.3

27.7
68.8

75.9
6.9

52.0
44.0

0.0
9.1

2.1
2.1

2.9
0.0

2.9
0.0

0.9
0.0

1.8
0.9

3.4
0.0

0.0
0.0

0.9
4.5

0.0
4.3

14.7
2.9

14.3
0.0

0.9
0.9

0.0
0.9

13.8
0.0

0.0
4.0

5.7

5.8

ベンチ
ゲスト
審判
スタンド
セット平均

得点直後のショット内容の構成率

直接得点

別

対戦国選手

本
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18.3

15.7

に関しても，直後にミスを犯した選手の映像を挿入

18.0

4.

することにより，当該の選手の責任が強調されるこ
とになる．そうした効果は選手の所属に関わらず同

5.
6.
7.

合，女子に比べて男子の方が日本人選手の映像が多

リプレイ映像の繰り返し回数は男子選手の方
リプレイのサイズは男子選手の方が大きく，
男子選手は女子選手に比べミスによる失点の
責任が映像によって明確にされる．

8.

喜びを共有させることを企図していると考えられ
る．また日本側のミスにより対戦国が得点した場

女子のリプレイ映像では男子に比べチーム性

迫力ある映像が多い．

ミスにより日本が得点した後に，男女共に日本人選
手映像が多いことは，それによって視聴者に選手と

4.2

が多い．

選手映像を入れたりすることは，諦めや喜びといっ
た感情を表現することになる．したがって相手側の

4.8

が強調される．

様である．一方，直接得点後に失点したチームの選
手映像を入れたり，間接得点後に得点したチームの

18.7

男子選手のパフォーマンスに関するテロップ
は女子選手より多い．

9.

男子チームの監督映像は女子チーム監督より
大きなサイズで映された．

いことは，男子の方がミスを犯した選手の責任を明

これらの結果から見えてくるバレーボール中継に

確にしていることになる．換言すれば，女子に比べ

おける男女の表象の違いを一言で総括するなら，

男子の映像に制作者側の勝負に対するこだわりがよ

「チームプレイや選手が強調される女子（1～4）
」に

り明確に表れているためであると解釈できる．

.

ま

と

め

対し，「個人の力量や競技性が強調される男子（5～
」ということになる．これらの結果をジェンダー
8）
研究の文脈で解釈するなら，「男性の視点から女子

ここまで得られたバレーボールにおける男女の映

バレーを取るに足らぬレベルのものとして貶めてい

像の違いについて得られた知見は，以下のように要

る」ということになる．なぜなら今回の結果は，こ

約される．

れまでジェンダー・バイアスを示す証左として用い

1.

女子選手は，男子選手に比べ短いショットを
つなぐ構成になっている．

2.

女子選手の映像は，男子選手に比べクローズ
アップが多い．

3.

日本人の女子選手は，男子選手に比べ正面や
斜めからの映像が多い．

られてきた「見られる性｣9) や「美しさやかわいら
しさ，爽やかさといった女性性｣6)，「選手の姿をア
イドルタレントと同様にみなすこと｣19) などと同様
の文脈で解釈されるからである．しかしテレビ視聴
率のデータからは，選手に焦点を当てた女子バレー
の方が競技にスポットを当てた男子バレーより視聴
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