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ＣＲＩの高画質 VR ムービー再生ミドルウェア、 

dTV の VR 視聴専用アプリ「dTV VR」コンテンツに採用 
国内最大級の夏フェス a-nation のライブステージも VR で楽しめる 

 

音声・映像のミドルウェアブランド C R I WA R E ® （シーアールアイウェア）を展開する 

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見正雄、以下ＣＲＩ）は、 

エイベックス通信放送株式会社（本社：東京都港区）が運営し、NTT ドコモ（本社：東京都千代田区）が 

提供する国内会員数 No.1※の映像配信サービス「dTV」から本日リリースされた、VR 視聴専用アプリ 

「dTV VR」向けコンテンツに、ＣＲＩの高画質 VR ムービー再生ミドルウェア「CRI Sofdec2 for VR」が

採用されたことをお知らせいたします。 

ＣＲＩは、高画質な VR ムービーを遅延やフレーム落ちなく滑らかに再生する技術で、「dTV VR」が提供

する音楽ライブや人気アーティストの臨場感あふれる VR コンテンツの映像表現をサポートしています。 

※国内の定額制・見放題作品において。2016 年 6 月時点インプレス総合研究所調べ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな映像体験を提供する独自の VR 視聴専用アプリ 

 「dTV VR」は、オリジナルドラマの制作や音楽ライブの生配信などで常に先進的で新しい取組みに挑戦

してきた dTV が、新たな映像体験を提供するために開発した、独自の VR 視聴専用アプリです。Android/iOS 

に対応しており、スマートフォンで 360 度パノラマの 3D 映像が楽しめます。アプリのリリースに合わせて、

今が旬の個性豊かなアーティストを起用した 3 本のオリジナル VR 作品が、dTV 会員に限らず誰でも楽しめ

る無料コンテンツとして提供されます。 

 

夏フェス a-nation とのタッグで映像配信サービスとして初のライブ VR を配信 

dTV がオリジナル VR コンテンツ制作本格始動の第一弾として注力するタイトルは、映像配信サービスと
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して初となる音楽ライブ VR です。8 月 27 日（土）・28（日）に、東京・味の素スタジアムで 2 日間に渡っ

て開催される、今年 15 周年を迎える国内最大級の夏フェス「a-nation stadium fes. powered by dTV」の特

別企画として、豪華アーティストのライブステージを VR 技術を駆使した 360 度カメラで撮影し、音楽ライ

ブ VR 作品として配信します（配信は dTV 会員向けで今秋予定）。また、ライブステージの撮影に先駆けて、

a-nation 出演アーティストが登場する VR 作品の制作も決定。VR 視聴専用アプリ「dTV VR」をダウンロー

ドするだけで誰でも楽しめるオリジナル作品として 8 月中に順次配信いたします。 

 

【参考】「dTV VR」コンテンツおよび a-nation 概要（2016 年 7 月 29 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時  ：2016年 8月27日（土）・28日（日） 開場13：00 開演 15：00 
●会場  ：味の素スタジアム 
●出演者  ：【8月27日】ヘッドライナー BIGBANG 

超特急／DAIGO／ET-KING／iKON／lol(エルオーエル)／三浦大知／ソナーポケット／和楽器バンド
〈シューティングアクト〉 Bars and Melody ／ SOLIDEMO 
〈オープニングアクト〉  加治ひとみ／ Raychell ／ たこやきレインボー 

 
【8月 28日】ヘッドライナー 浜崎あゆみ 
AAA／Acid Black Cherry／防弾少年団／Da-iCE／倖田來未／SKE48／テミン／TRＦ 

〈シューティングアクト〉 Beverly／ SUPER☆GiRLS 
〈オープニングアクト〉  FAKY ／  FUTURE BOYZ ／  Little Glee Monster      

  ※アルファベット順 ※出演アーティストは2016年 7/8(金)時点での予定であり、変更になる可能性があります。

●公式サイト ：http://a-nation.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「a-nation stadium fes. powered by dTV」公演概要 

●アプリタイトル ：「dTV VR」 
●配信作品  ：「VR ANTHEM」(DJ KOO×CYBERJAPAN DANCERS)  
※7月 29日現在  「VR ANTHEM（Puri ver.）」(まこみな) 

「渋谷合コン歌～#すっごいよっ一体感～」(リーマンマイク×CYBERJAPAN DANCERS)   
●対応機種  ：スマートフォン（Android  4.3 以上・ios 7.0 以上） 
●視聴方法  ：iPhone は App Store、Android は Google Play から「dTV VR」で検索 
●アプリDL URL  ： 

＜App Store＞   https://itunes.apple.com/jp/app/id1133056818?mt=8 
＜Android＞    https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.dtvvr&hl=ja 

●特設サイト ：http://video.dmkt-sp.jp/ft/s0005037 

＜無料アプリ＞ VR視聴専用アプリ「dTV VR」概要 
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■高画質 VR ムービー再生ミドルウェア「CRI Sofdec2 for VR」 

VR 酔いのない高画質ムービー再生を実現する高画質 VR

ムービー再生ミドルウェアです。 

ゲーム用途に最適化された独自の動画コーデックが実現する、

高画質ながら軽量で、遅延やフレーム落ちのない滑らかな

ムービー再生により、VR 酔いのない圧倒的な臨場感と没入

感の VR ムービーを可能にします。 

 

・「CRI Sofdec2 for VR」製品ページ 

http://www.cri-mw.co.jp/product/cs/sofdec2/vr.html 

 

・「CRI Sofdec2 for VR」試用お申し込み 

無償で製品版の試用・評価が可能です。下記よりお申し込みください。 

 http://www.cri-mw.co.jp/contact/trial/ 

 

 

ＣＲＩ･ミドルウェアは、多彩なツール＆ミドルウェア製品群「CRIWARE」を通じて、開発者の皆様が創る

驚きや感動の表現をサポートするとともに、事業拡大や開発効率化にも貢献してまいります。 

 

 
※ＣＲＩ・ミドルウェア、ＣＲＩ・ミドルウェアロゴ、「CRIWARE」は、 

日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。 

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

以  上 
 

 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

 
担当：尾沢、伊勢田 

E-mail： press@cri-mw.co.jp 
URL： http://www.cri-mw.co.jp/ 


