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ドコモは，2020年春の5G商用サービスのスタートに先立ち，2019年9月に5Gプレサー
ビスを開始した．プレサービスは，「ラグビーワールドカップ2019™＊1日本大会」開催に合
わせて実施し，5G高臨場パブリックビューイングや，マルチアングル視聴などの観戦支援
サービスを展開している．また，5G時代を見据えた新しいエンターテイメントの楽しみ方
として，生配信＆マルチアングルによる新体感ライブサービスも提供している．
本稿では，5G時代を牽引するドコモが実施した各種プレサービスについて，そして，プレサー
ビスに先立って実施した，
「東京ゲームショウ2019®＊2」での5Gイベントについて解説する．

て行われた「東京ゲームショウ2019」では，5Gに

1. まえがき

よるゲーム新時代を予感させるイベントを実施した．

2019年9月20日からドコモの5Gプレサービスは始
まった．アジアでの初開催となったラグビーワール

本稿では，5G時代を牽引するドコモが実施した各
種プレサービスについて解説する．

ドカップでの観戦サービスをはじめ，生配信＆マル
チアングルでアーティストのライブが視聴できる新
体感ライブなど，5Gならではのさまざまな新しい
体感をユーザに提供している．また，この5Gプレ

2. ラグビーワールドカップ2019
日本大会に向けた取組み

サービスに先駆け，2019年9月12日から15日にかけ
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ドコモの5Gプレサービスは，「ラグビーワールド

＊1

＊2

ラグビーワールドカップ2019™：「ラグビーワールドカップ」
およびそのロゴはラグビーワールドカップ リミテッドの商標
または登録商標．
東京ゲームショウ ®：一般社団法人コンピュータエンターテイ
ンメント協会の登録商標．
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カップ2019日本大会」開催に合わせ，実施を開始し

ネットワークを通じてドコモが主催するパブリック

た．その理由として，ラグビーワールドカップは，

ビューイング会場（ベルサール®＊7汐留）に伝送し，

前回の観客動員数約247万人で［1］，FIFAワールド

大画面に投影する．本サービスは5Gの高速・大容

®＊4

に並ぶ，国際的なス

量，低遅延の特性を活かし，試合会場からの複数ア

ポーツイベントであり，5Gを広く国内外にアピール

ングルの映像・音声など，大容量の情報を低遅延で

するのに絶好の機会と捉え，また，アジア初開催と

伝送できるため，迫力のあるパブリックビューイン

いうこともあって，日本においてもラグビーファン

グをスタジアムから離れた場所で体験することがで

のみならず世間の注目度は高く，より多くのユーザ

きる（図2）
．

カップ
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®＊3

，オリンピック

にドコモの5Gを認知してもらえると考えた．ドコモ
は，同大会のトーナメントサプライヤーとして協賛

2.2 マルチアングル視聴

し，5Gプレサービスの一環として，大会中，各スタ

全国8会場で行われた試合の多視点映像や解説情

ジアムやパブリックビューイング会場において，以

報，選手データやリプレイ映像などの付加情報を，

下の5G時代の観戦支援サービスを行っている（図1）
．

5Gネットワークを通してスタジアムおよびパブ
リックビューイング会場（2試合）内のドコモが用

2.1 5G高臨場パブリックビューイング

意する5G端末に配信する．このサービスにより，

「 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ 2019 5Gパ ブ リ ッ ク

スタジアムやパブリックビューイング会場での試合

ビューイング」というイベントを，一般のユーザ計

観戦と同時に，さまざまなアングルでの映像や各選

600名を招いて実施している．東京スタジアム
横浜国際総合競技場

®＊6

®＊5

，

で行われた試合映像を，5G

手のデータなどが手元で確認でき，試合観戦をより
楽しむことができる（図3）．

札幌ドーム

マルチアングル視聴

東京スタジアム
神戸市御崎公園球技場

横浜国際総合競技場
小笠山総合運動公園エコパスタジアム
豊田スタジアム

東大阪市花園ラグビー場
大分スポーツ公園総合競技場

高臨場ライブビューイング
札幌ドーム：㈱札幌ドームの登録商標．
東大阪市花園ラグビー場：東大阪市の登録商標．

図1

＊3
＊4
＊5

ラグビーワールドカップ2019における観戦支援サービス

FIFAワールドカップ®：フェデェレイション・インタ―ナショ
ナル・デ・フットボ―ル・アソシエ―ションの登録商標．
オリンピック®：国際オリンピック委員会の登録商標．
東京スタジアム®：㈱東京スタジアムの登録商標．

＊6
＊7

横浜国際総合競技場 ®：公益財団法人横浜市体育協会の登録商
標．
ベルサール®：住友不動産㈱の登録商標．
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高臨場パブリックビューイングサービスイメージ

コア
ネットワーク

dOIC：ドコモオープンイノベーションクラウド™のこと．ネットワークの伝送遅延の低減とセキュアなクラウド環境を実現するMEC
（Multi-access Edge Computing）の特徴をもち，ドコモのネットワーク網にクラウド基盤をつなぐことで実現している．ドコ
モオープンイノベーションクラウドは㈱NTTドコモの商標．

図3

マルチアングル視聴サービスイメージ

タラクティブコミュニケーション機能がある．

3. 5G時代のエンターテイメント

マルチアングルライブは，音楽，舞台，スポーツ

ドコモでは，ラグビーワールドカップ2019日本大

などのライブ映像をさまざまなカメラアングルで視

会以外にも5Gの特長である高速・大容量，低遅延，

聴するというものである．会場からリアルタイムで

多数端末接続を活用したコンシューマ向けサービス

配信される複数アングルの映像から，好きな映像を

を提供している．

選んで視聴することができる．例えばバンドのライ
ブメンバ全員の映像はもちろん，ギター，ドラム，

3.1 新体感ライブ

ベースなど，個別の固定カメラ映像を配信すること

新体感ライブは，最先端の5G映像技術を用い，

も可能で，自分の好きなメンバのカメラ映像を1画

新しい視聴スタイルのライブ体験がどこでも楽しめ

面に拡大表示するなど，好きなアングル映像に特化

るサービスである．本サービスには「マルチアング

して見ることもできる．また，生配信映像はもちろん

ルライブ」
「ARフィギュア」があり，それぞれにイン

見逃し配信（ディレイ配信）映像にも対応している
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ため，もしリアルタイムに視聴ができなかった場合

5Gのサービス開始後には高速・大容量，低遅延

も，スマートフォン・タブレットやパソコンで，

の特性を活かして，より高画質で多視点のマルチアン

アーティストのライブが時間的制約，地理的制約な

＊10
グルライブや，VR（Virtual Reality）
技術を取り

く鑑賞できる，さらに生配信中，リアルタイムにコ

込んだより臨場感の高い視聴スタイルの検討を進め

メントができるインタラクティブな機能ももつ．

ている（図4）．

ARフィギュアは，アーティストのグッズなどに
プリントされたARマーカ＊8をアプリで読み取ると，

3.2 東京ゲームショウ

そのアーティストのCGフィギュアが出現し，その

5G時代は，オンラインゲームエンターテイメン

パフォーマンスを360度好きなアングルから見るこ

トも「する」だけではなく，ゲームをしながら実況

とができるというものである．映像は単にアーティ

したり，観戦したり，コミュニケーションしたりと，

スト本人をイラスト化したものではなく，モーション

そのスタイルは変わっていく．そんな変化するゲー

スーツを着た状態で撮影，3Dデータ化しているの

ムの業界における新しい価値観の創出を，ドコモは

で，歌い方や演奏時のクセまでが再現される．

2019年9月，幕張メッセ ®＊11 にて開催された「東京

また，新体感ライブでは，ライブやARフィギュ
アのプロモーションコンテンツに「TIG

®＊9

ゲームショウ2019」で紹介した．

」技術

5Gの高速・大容量，低遅延の特徴を活かし，多

を導入している．「TIG」は，気になる動画内のオ

人数がスマートフォンで同時対戦をしながら，その

ブジェクトにタッチするだけで知りたい情報にたど

対戦をライブ配信するといった試みを行った．また，

り着くことができる，パロニム㈱が提供するインタ

5Gによってオンライン対戦における光回線が不可欠

ラクティブ動画技術である．今後はドコモとパロニ

ではなくなったため，PC，ゲーム機などさまざま

ム㈱の共同開発の下，リアルタイム映像に対しても

な機器で，どこでも対戦ができる「LAN Party」

「TIG」技術の導入を予定しており，映像からシン

や，eスポーツでのARを活用した新しい観戦スタイ

プルな操作で情報ナビゲーションが可能になる新た

ルを提案した（図5）
．

な動画視聴体験を推進していく．
マルチアングルライブ

インタラクティブコミュニケーション機能

さまざまなカメラアング
ルから好きなアングルを
選んでライブ視聴

■コメント機能
生配信中にファン同士がコメント投稿で
盛り上がれる
■触れる動画「TIG／ティグ」
動画内のオブジェクトにタッチするだけで，
アーティストページや通販サイトに遷移

ARフィギュア
AR マ ー カ に ス マ ー ト
フォンをかざすとスマー
トフォンに出現する CG
アーティストの演奏を，
自由な視点楽しめる

図4

＊8

＊9

新体感ライブサービスイメージ

ARマーカ：専用アプリをインストールしたスマートフォンや
タブレットなどの機器を通じて画像認識することにより，あら
かじめ設定した3DのCG映像をスマートフォンやタブレットの
ディスプレイに，あたかも現実にあるかのように表示させるこ
とができる技術．
TIG®：パロニム㈱の登録商標．

＊10 VR：まるであたかも仮想世界にいるかのように錯覚を与える
技術．
＊11 幕張メッセ®：㈱幕張メッセの登録商標．
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新たなゲーム観戦体験

多数同時対戦によるeスポーツ大会
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東京ゲームショウ2019での新たな提案

の5Gを活用した斬新な展開によって，さらにその

4. あとがき

先の未来を見据え，「新しい価値」を協創する．そ

5Gプレサービスでは，多くのパートナーと協力

して，社会へ期待を超える驚きと感動を提供し，

し，観戦ソリューション，運営ソリューション，イン

5Gが叶えるより豊かな未来の実現をめざし社会に

バウンドも含む観光ソリューションのビジネス展開

貢献していきたい．

と，コンシューマ向けの新体感ライブ，eスポーツ
文

などのサービスの構築を行っている．そして，現在，
5Gの特長を大いに活用したソリューション・サー

［1］ 総務省

ビスの取組みは，医療，産業の分野においても進ん

ワールドカップ2019を通じた地域活性化についての調
査研究報告書，
” p.1，Mar. 2018.

でいる．
ドコモは2020年，さまざまな分野のパートナーと
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地域力創造グループ地域振興室：“ラグビー

