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高臨場UXサービスを支える技術

メディアサービスを取り巻く状況

家電量販店のTVコーナーでは，4K
対応TVが主流となり，家庭用のビデ
オカメラ，デジタルカメラの高解像度
化が進む中，4KのTV放送サービスが
開始され，さらには8Kの試験放送が
開始されています．また，音響市場で
は，ハイレゾオーディオが市場を牽引
しているなど，世の中のメディア系
サービスや製品は，高精細化 ・ 高解像
度化の流れの中にあり，このトレン
ドは今後も継続すると考えられてい
ます．

この製品トレンドとは別に2016年
はVR（Virtual Reality）元年とも呼
ばれ，ゲーム・アミューズメント市場を
中心に，VR/AR（Augmented Reality）
を用いたさまざまな製品やサービスが
登場してきています．VR/AR向けの
専用機に加え，スマートフォンを用い
た廉価なタイプのヘッドマウントディ
スプレイ（HMD）やVR/ARアプリケー
ションが市場を賑わし，さまざまなコ
ンテンツが流通し始めてきており，ポ
ケモンGOが世界中で大ヒットし，社
会問題にまで発生したことは記憶に新
しいところです．

一方，アミューズメントパークや映

画館では，より臨場感の高い視聴環境
をめざし，映像の3D化，音響の高音
質化 ・ 多チャネル化が進む一方で，
MX4DTM（1）や4DX®（2）に代表されるよ
うな映像と音響以外の要素，例えば振
動や水しぶき，霧や匂いのように視覚
と聴覚以外の感覚を刺激するものを持
ち込み，目の前で上映される映像や音
響と組み合わせることで，さらに高い
臨場感を提供するサービスが定着しつ
つあります．同種のサービスは，ア
ミューズメントパークでは古くから導
入され，人気を博してきましたが，そ
こで培われた技術は映画館に進出し，
映画を単に鑑賞するものから体感 ・ 体
験するものへと変えようとしていま
す．これらに加え，360度のスクリー
ンやドーム型のスクリーンを使った映
像作品の上映や，前面と両側面の 3 つ
の大画面を使って観客の視界を覆い，
映像と音声で臨場感を高める施設（3）も
出てきており，映画館や体験型施設に
おける高臨場環境の導入は今後さらに
広がりを見せると思われています．

エンタテインメント市場を 
取り巻く状況

スポーツの分野では，国際大会での
日本チームの試合を中心に，試合会場

に行けなかったファンのために，ス
ポーツバーやスタジアム，公民館など，
さまざまな形態のパブリックビューイ
ングが開催されており，多くの人が注
目する試合や競技では日本でも定着化
してきています．そんな中，映画館で
は映画上映の合間に映画以外のコンテ
ン ツ（ODS: Other Digital Source）
を上映し，新たな集客をねらう動きが
推進されており，2020年には633億円

（うち中継は318億円）の市場が形成さ
れるという予測が出ています（4）．ス
ポーツのパブリックビューイングは，
今のところ無償で開催されるケースが
多いですが，有料のケースも出始めて
おり，コンテンツの権利関係の整理が
進むにつれて，ビジネス化されるケー
スも増えてくると考えられます．

一方，音楽コンテンツ市場に目を向
けると，CDなどのパッケージの販売
に陰りが見えてから久しく，海外アー
ティストを中心にライブ公演中心の活
動にシフトしているケースが目立って
きています．欧米ではこの傾向が顕著
で，楽曲は動画配信サイトや定額の音
楽ストリーミングサービスで聴かせ，
ライブ公演に誘引する形態が定着して
きています．この流れは，完成された
パッケージ製品としての楽曲を楽しむ
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Beyond 2020：高臨場UXサービスの創出

スポーツ観戦，ライブ・エンタテインメントの分野で高い臨場感のユー
ザ体験を提供するサービス創出への期待が高まる中，NTTグループでは，
通信技術，メディア処理技術の研究開発を進めています．また，さまざま
なコラボレーションパートナーとともに，新たな価値の創造をめざし，技
術検証・トライアルを実施しています．本稿では，高臨場UX（User 
eXperience）サービスを実現する要素技術の進化に向けた研究開発の方向
性と，今までにない高臨場UXサービスの創出に向けた取り組みの概要に
ついて紹介します．
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だけではなく，同じセットリストだと
しても，一期一会の体験ができるライ
ブ公演を求めるファンが多くなったか
らであると考えられています．日本で
は海外に比べると，いまだパッケージ
販売が比較的堅調ですが，ライブ公演
数は右肩上がりで増えており，世界中
で起きている大きなトレンドの流れに
乗っているといっても過言ではありま
せん（₅）．右肩上がりで伸び続ける音楽
ライブ市場ですが，観客を飽きさせず，
何度も足を運んでもらうために，凝っ
た演出や仕掛けを用いて，新しい体験
や感動を提供することが多く，そのた
めに最新の技術や演出が導入されてき
ており，今後もこの流れは続くと考え
られています．

音楽以外の舞台に目を向けると，最
近ではデジタル技術が使われたさまざ
まな公演が行われ，注目を集めていま
す．舞台の原作もコミック，映画のほ
か，ロールプレイングゲームと多岐に
わたり，最新のデジタル技術を用いて，
原作の世界観を高度に再現し，新しい
体験を観客に提供する舞台も増えてき
ました．最新のデジタル技術を用いた
演出は，伝統的な舞台公演にも取り込
まれてきており，ロンドンのシェイク
ス ピ ア シ ア タ ー で 上 演 さ れ た

「Tempest」（6）ではモーションキャプ
チャとプロジェクションマッピングの
技術が使われ，伝統的な舞台の中でも
神秘的な特殊効果を実現しています．
日本でも伝統文化である歌舞伎と最新
のプロジェクションマッピングの技術
を組み合わせた公演が行われ，注目を
集めています．

NTTがねらう高臨場UXサービス
の世界

NTTでは，前述のような市場の動
きにかんがみ，新たな視聴体験を
観客に提供する「高臨場UX（User 
eXperience）サービス」の創出をめ
ざしています．その大きな方向性とし
ては，会場から離れた場所にいる人で
も世界トップレベルのスポーツ選手の
強さ，速さを体感できるような「超高
臨場パブリックビューイング」の実現，
劇場やホールからは離れたところにい
る人も同じように伝統芸能を楽しむこ
とができる「超高臨場ライブビューイ
ング」，ライブ公演自体でより新しい
体験ができる「新感覚ライブ公演」，
スポーツを見るために足を運んだスタ
ジアムで試合の観戦だけではなく，よ
り大きな楽しみを感じられる「スタジ
アムソリューション」の実現をめざし
ています．

■超高臨場パブリックビューイン
グ ･ライブビューイング

「超高臨場パブリックビューイン
グ ・ ライブビューイング」（図 ₁ ）に
ついては，競技 ・ 公演会場で行われて
いるスポーツ競技や舞台 ・ ライブ公演
を丸ごと遠隔地に伝送して，遠隔地に
いながらにして，競技 ・ 公演会場の感
動を共有することができる世界をめざ
しています．現在でも，大きな国際大
会のときには，各地のスタジアムで大
画面の映像を用いたパブリックビュー
イングが開催されていますが，高精細
映像だけではなく，あたかも中継会場
に選手や演者が現れたように表示する
表示制御技術や観客が競技会場に入り
込んだように感じることができる提示
制御技術，新たな感覚を体験できる音
響技術を用いて，より高い臨場感を提
供するとともに，映像に映っている被
写体を検出 ・ 追跡し，さまざまなメタ
データと連携させる技術を用いること
で新しい視聴体験を提供し，TV中継
では観られないサービスとして提供す

競技に応じたさまざまな
提示形態での

パブリックビューイング
高精細パノラマ映像を用いたパブリックビューイング

多地点ライブ中継

競技場を取り囲むようなアリーナ型表示装置
を用いたパブリックビューイング

AR技術を用いたスポーツバーでのパブリックビューイング

図 ₁ 　超高臨場感パブリックビューイングのイメージ
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ることをめざしています．
■新感覚ライブ公演
「新感覚ライブ公演」（図 ₂ ）では，

音楽ライブや舞台公演で，これまで実
現することが難しかった演出を可能に
し，より大きな感動を提供することを

めざしています．NTTでは2016年か
ら，伝統芸能である歌舞伎を題材に
ICTと組み合わせることで新たな作品
を提供すべく，株式会社ドワンゴ，松
竹株式会社と組んで「超歌舞伎」シリー
ズに技術を提供し，技術適用の可能性

と新たな技術課題の抽出に取り組んで
います．
■スタジアムソリューション
「スタジアムソリューション」（図 ₃ ）

では，スポーツを観に来た観客には，
観戦前後での楽しみや観戦中の楽しみ

舞台上の演者の分身や巨大化等
生の舞台では表現できなかった

特殊効果演出

役者の動きに合わせた特殊効果
（CG）演出

可動する投影面への絵柄が動く背景画の実現

ARを用いたVIPルームでの
新しい観戦

スタジアムフィールド内の仮想視点で
選手との一体感を演出

プロスポーツ体験 AR技術を用いた
遠隔地・選手を含めた一体感演出

図 2 　新感覚ライブ公演のイメージ

図 ₃ 　スタジアムソリューションのイメージ
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を増大させ，試合がない日には，その
楽しみのためにスタジアムに人が集ま
る世界を実現し，スタジアムを中心に
その地域が活性化していくことをめざ
しています．例えば，NTTでは野球
やテニスで，プロ選手の投げた球，打っ
た球をVRの技術を用いて体験できる
ショーケースをつくり，体験型サービ
スとしての適用可能性評価に取り組ん
でいます．

高臨場UXサービスを構成する 
主な技術

スポーツの新しい楽しみ方を提供す
るうえで，普段見ることができないも
のを見せ，普段聴くことができない音
を聴かせることで，これまでにない全
く新しいスポーツの見方を実現するこ
とができます．それを実現する技術と
しては，入り込むことができない競技
中の競技場にいるような視点でスポー
ツを観ることを可能にする「自由視点
映像合成技術」や，高速度カメラを用
いることで，スポーツ選手や球などの
速い動きを正確に捕らえ，それを観客
が視認できるようにすることで，躍動
感やちょっとした動きの違いを示すた
めの高精細 ・ 高フレームレートの映像
を圧縮する「高フレームレート映像符
号化技術」があります．

また，今までのパブリックビューイ
ングのように，いわゆるTV映像を大
画面にしただけではなく，視界を覆う
ほどの高精細パノラマ大画面の映像を
生成する「サラウンド映像合成 ・ 同期
伝送技術」や，ステレオやサラウンド
スピーカの場所からだけではなく，映
像中の被写体の位置から，あるいはス
クリーン面よりも飛び出した位置に音
像を定位することができる「波面合成

技術」を用いることで，HMDやヘッ
ドホンのような観客ごとに装着が必要
なデバイスを着けることなく，複数人
で中継元に入り込むような体験を実現
することができます．さらに，3D用
のメガネをかけなくても，立体映像を
見ることを可能にする「裸眼3D映像
スクリーン技術」を用いることで，こ
れまでにない臨場感の高い体験を提供
することが可能になります．映像の
3D化には，さまざまな角度から被写
体を撮影した映像から注目する被写体
だけを抽出する「任意背景リアルタイ
ム被写体抽出技術」が必須で，スポー
ツやエンタメの場面では，背景に動き
がある環境でリアルタイムに，いかに
精緻に抽出することができるかがポイ
ントになります．

さらに，スポーツやエンタメを映像
や音声だけで楽しむのではなく，さま
ざまな付加情報を映像と連動して表示
させることで，選手や演者等への観客
の理解を助け，中継や公演をより楽し
いものにすることができると考え，観
客が注目する選手や演者の位置や姿勢
を検出し，動きを追跡する「動体位置
検出技術」も今後さまざまな活用が期
待される技術であると考えています．

今後の展開

NTTグループでは，ここで紹介し
た技術にとどまらず，さまざまなメ
ディア処理技術，通信技術を活用し，
新たなユーザ体験を提供する高臨場
UXサービスの創出に向けて，さまざ
まな分野でオープンイノベーションを
進めています．その結果，実際のビジ
ネスを検討するフェーズにつながって
いる取り組みもありますが，まだまだ
実証実験レベルでとどまっているもの

も多くあります．今後も，さまざまな
プレイヤーの皆様とのオープンイノ
ベーションを進め，「社会的課題の克
服」や「地方創生」に役立つメディア
処理技術，通信技術の確立とサービス
創造をめざしていきます．
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（左から） 小野  　朗/ 阿久津  明人/  
 窪薗  竜二（前列）/  
 松浦  宣彦/ 南　  憲一

NTTでは，来たるべき2020年以降の未
来を見据え，距離や時間を超えて，感動を
共有できる世界の実現をめざしています．
誰でも本物の迫力を体感することができる
世界をめざすことで，地域格差を解消し，
未来を担う子どもたちの感性の活性化につ
ながることを願い，技術の開発に邁進して
います．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
	 ナチュラルコミュニケーションプロジェクト
TEL	 046-859-2507
E-mail　o.akira lab.ntt.co.jp


