
  
 

 

 

 

 

 

 各 位  

 
ソフト・ハード一体型音楽メディア“再生専用メモリープレイヤー”用 

電子透かしを共同開発 

 

本日、平成18年 12月 26日に、当社と株式会社ディアールエムソリューションズにより、「ソフト・ハード一体型

音楽メディア“再生専用メモリープレイヤー”用電子透かしを共同開発」と題した共同リリースを別添のとおり発表

いたしました。 

今回のプロジェクトに関して、当社の業績に与える影響につきましては、現状軽微の見通しでありますが、今

後業績に影響を与えると判断した場合は、業績予想の修正として適時開示してまいります。 

 

    以 上 
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代表者名  代表取締役社長 三住 光男 
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問合せ先  専務取締役経営企画室長 
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各 位 

 

ソフト・ハード一体型音楽メディア“再生専用メモリープレイヤー”用 

電子透かしを共同開発 

 

株式会社 シーフォーテクノロジー（東京都品川区、社長：三住 光男、以下 C4T）は、安全で使いやすいコ

ンテンツメディアの開発・普及を推進する株式会社ディアールエムソリューションズ（東京都新宿区、社長：穴

澤 健明 以下 DRMS）と共同で、来春より日本で発売する新しいソフト・ハード一体型音楽メディア”再生専

用メモリープレイヤー”用の電子透かしを共同で開発しました。 

 

この、来春より日本国内で発売する安全で新しいソフト・ハード一体型音楽メディアはすでに韓国で開発さ

れ、ＤＤ（Digital Disc）という名称で本年5月より市場導入されております。このメディアはリッピング等に使われ

るデジタル入出力を持たないアナログ出力のみのプレイヤーを内蔵した小型軽量再生専用プレイヤーで、音

声音楽データの圧縮伸張方式も独自方式であるため、たとえ分解しメモリ内のデータを読み出したとしても再

生は困難であり、内蔵メモリも最小32メガバイトから最大2ギガバイトまで種々の容量に対応でき、一秒間に使

用するデータ量も16キロビットから1.4メガビット（ＣＤと同じ非圧縮）まで、目的とする音質によって種々の使用

データ量を選択することができます。電池もどこでも手に入る安価な単４電池が使われています。DRMS は来

春の日本での市場導入に向けて本“再生専用メモリープレイヤー”（韓国名 DD：Digital Disc）の開発製造会

社 EZMAX 社（韓国、Lee Young Man 社長）とその販売会社 Liztech 社（韓国、Heung-Sung Lee 社長）との３

社間で日本市場を目的とした大量供給契約をすでに締結しております。 

 

今回、日本での“再生専用メモリープレイヤー”発売にあたって、より安全なメディアの実現およびコンテンツ

の著作権保護を目的として C4T の持つ電子透かし技術”acuagraphy（アクアグラフィ）”の採用が決定いたしま

した。電子透かしとしてメディアに挿入するデータの内容については、社団法人日本音楽著作権協会が制定

し推進する JASRAC コードと社団法人日本レコード協会が国内管理機関となって推進するＩＳＯ規格のＩＳＲＣ

（国際録音物コード）他であり、両社団法人のご協力を得て挿入いたします。 

これにより “再生専用メモリープレイヤー”がより安全になり、不正発生時の不正発生源の追跡等もより容易に

なります。今回開発した電子透かしのフォーマットはＪＡＳＲＡＣコード、ＩＳＲＣコード他のコードを単独又は組み

合わせて入れることができ､ “再生専用メモリープレイヤー”ばかりでなく、既存のＣＤにもそのまま導入するこ

とができ､今後、ＣＤでの権利問題解決に役立つと考えています。 

 

現在、“再生専用メモリープレイヤー”で再生する楽曲(音楽コンテンツ)に電子透かし技術が採用され

JASRAC コードが埋め込まれることにより、著作権使用料の割引料金の適用についても、社団法人日本音楽



  
著作権協会にてご検討いただいております。この電子透かしは、“再生専用メモリープレイヤー”だけでなく、リ

ッピングの蔓延する CDに導入し、その権利保護に役立てることも可能です。 

また、“再生専用メモリープレイヤー”のプレイヤー部分に対する著作権使用料の控除についても社団法人日

本音楽著作権協会のご了承をすでにいただいております。 

 

 

【メモリープレイヤーの概要】 

 

内蔵記憶媒体 メモリー 

音声圧縮方式 64ｋｂｐｓ 

ディスプレイ ２桁表示※５ 

入力 なし 

出力 ステレオミニジャック 

外形寸法（幅×高さ×奥行きｍ

ｍ） 
41.5×62.0×14.5 

重さ（本体のみｇ） 10 

仕様 

バッテリー 単四電池※６ 

再生

機能 

通常再生（全曲再生後電源OFF）オートリバース、リピート、区

間指定リピート、ランダム再生の選択可 

音質 ノーマル､ロック､ジャズ､ポップス､クラシックの選択可 

 

 

【協業体制】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  独自開発の圧縮アルゴリズムを用いております。これにより

音質が向上し安全性も増しております。 

※２  通常は全曲を順番通りに再生し電源が自動的にOFFになり

ます。 

※３  多様な再生モードに対応できます。 

※４  音質の選択ができます。 

※５  7 セグメント LED 搭載（３９９トラックまで対応） 

※６  単四電池は右側カバーを外して交換できます。 

       

① ON/OFF 

   PLAY 

   PAUSE button 

② Volume + 

③ Volume - 

④ NEXT/FF 

⑤ PREVIOUS/REW 

⑥ DISPLAY WINDOW 

電源が OFF 時に長く押すと Display window に ON が表示され再生します。 

電源が ON時に長く押すと Display window に OFF が表示され電源が切れます。 

再生中に短く押すと一時停止し、もう一度押すと解除されます。 

音量を上げます。 

音量を下げます。 

再生時、短く押すと次の曲に移動し、長く押すと現在の再生ファイル内で早送りします。 

再生時、短く押すと前の曲に移動し、長く押すと現在の再生ファイル内で巻戻しします。 

電源が ON 状態で最後の button 入力後４分間経過すると電池寿命を確保するため自動的に

画面が消えます。 

メモリープレイヤー販売事業者 

ＤＲＭＳ Ｃ４Ｔ Liztech・EZMAX 

電子透かしが埋め込まれ
たコンテンツ入りメモリープ
レイヤーの製造・管理 

企画・規格化 
コンテンツ取りまとめ 
透かしコード附番・管理 
受注・納品 

電子透かし技術の提供 
電子透かし埋め込み技術 
電子透かし読取技術 

JASRAC ISRC 

JASRAC コード管理 ISRC コード管理

協業 



  
●株式会社 シーフォーテクノロジー 会社概要 

本社所在地 ：東京都品川区上大崎 2丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 5階 

代表取締役社長  ：三住 光男（ミスミ ミツオ） 

資本金  ：13 億 668 万円（2006 年 12 月 1 日現在） 

事業内容  ：インターネットセキュリティに欠かせない暗号技術をはじめとする要素技術の研究・

開発、情報セキュリティ製品の供給およびソリューションサービスを提供しております。 

今後も、パートナーとの技術提携により新しい技術・サービスの提供を行い、情報セキ

ュリティ分野において、金融・医療・通信事業などへの実績を踏まえて、公企業体から

コンシューマまで、幅広く、C4T の技術を用いてセキュアな環境を提供していきます。 

（東証マザーズ 証券コード 2355） 

ホームページ  ： http://c4t.jp/ 

 

     ≪本リリースに関するお問合せ先≫ 

       経営企画室 

      TEL: 03-5447-2551 

      E-mail：ir@c4t.jp 

  

●株式会社ディアールエムソリューションズ 会社概要  

本社所在地 ：東京都新宿区市谷本村町 3番 22 号 ナカバビル 3階 

代表取締役  ：穴澤 健明 （アナザワ タケアキ） 

資本金   ：1 億 6,050 万円 （2006 年 12 月 1 日現在）  

事業内容  ：2002 年に設立。 

1．コンピュータソフトウェアの企画、設計、開発及び販売。 

2．各種情報の確保、管理及び提供方法の企画及び開発。 

3．公開鍵認証局の運用と証明書の発行・失効業務。 

4．各種情報の収集、処理、保管及び提供サービス業務。 

5．音楽映像等の録音録画物の企画、製作及び販売。 

6．前各号に関わる半導体、コンピュータ機器等の開発、製造及び販売。 

7．前各号に関わる技術コンサルティング業務。 

8．経営コンサルティング業務。 

9．前各号に附帯する一切の業務 

ホームページ  ： http://www.drms.co.jp/ 

 

≪メモリープレイヤーおよび協業体制に関するお問合せ先≫ 

株式会社ディアールエムソリューションズ 

TEL：03-3235-6505 

E-mail：info@drms.co.jp 

 

 



  
 ●株式会社リズテック（Liztech Co., Ltd.） 会社概要 

韓国本社  ：3F Cheil Bldg. 552-15 Dogok-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-270, Korea 

東京事務所  ：東京都港区虎ノ門一丁目 5番地 16 号 晩翠ビル 2階 

代表理事  ：李 興成 （Heung-Sung, Lee） 

事業内容 ：1998年に設立。ソフトウェア開発及び供給を事業としており､主な商品として「遠隔教

育コンテンツ作成及び再生ソリューション」、 「リアルタイム双方向会議(教育)ソリュー

ション」、「遠隔教育運営プラットフォーム」、「オンライン認証ソリューション」他  

ホームページ ： http://www.liztech.co.kr/ 

 

●株式会社エズマックス（EZMAX Co., Ltd.） 会社概要 

韓国本社 ：Rm 201 DaewooPlaza 1st B/D 15 Block-3 Lot Dangjeong Gunpo Gyeonggi 435-030,  

Korea 

代表理事  ：李 永萬 （Lee Young Man） 

事業内容  ：1998 年設立 Digital AV 機器からインターネットコンテンツまでの開発。 

インターネット通信教育システムとリモートインターネット教育などの展開。 

ホームページ ： http://www.ezmax.co.kr  

 

以 上 

 

 

※記載の会社名や商品名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。 

※記載の会社名および商品名、ウェブサイトの URL などは、本リリース発表時点のものです。 

※掲載文中では、TM、(R)マークは原則として明記しておりません。 

 


