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2007 年 3 月 5 日 

各位 

            インテル株式会社 

           株式会社フェイス           

           吉本興業株式会社 

 

 

インテル、フェイス、吉本興業 

PC と携帯電話を融合させたコンテンツの有料配信市場の新たなマーケットを創造 

～手軽に安心して利用できる権利認証技術 NFRM を利用した 

新しいコンテンツ配信プラットフォームの実証実験を開始し、年内の商業化を目指す～ 

 

インテル株式会社（本社：茨城県つくば市 代表取締役共同社長：吉田 和正／ロビー・スウィヌン、以下インテ

ル）、株式会社フェイス（本社：京都市中京区 代表取締役社長：平澤 創、以下フェイス）、吉本興業株式会社

（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：吉野 伊佐男、以下吉本興業）は、このたび、3 社共同で“ＰＣと携帯電

話”を融合させた新しいコンテンツ配信プラットフォームの提供等を通じて、コンテンツの有料配信市場に新たな

マーケットを創造することといたしました。 

 

その第一弾として、まずは、フェイスが開発した新しいタイプの権利認証技術 Near Field Right Management™

（以下 NFRM）を利用した携帯電話と PC の連携によるコンテンツの新しい配信サービス“NFRM サービス（仮称）”

の実証実験を本年 3 月 6 日から 6 月末までの約４ヶ月間実施いたします。また、この実証実験の結果を踏まえ、

年内には、有料コンテンツ配信の商業サービスを本格展開することを目指していきます。 

NFRM サービスは、NFRM と FeliCa チップの近距離通信機能を利用することによって、携帯電話サービスで購

入したコンテンツを、携帯電話で楽しむ事に加えて、その携帯電話を“かざす”だけで、FeliCa ポート搭載 PC で楽

しむことができるというものです。コンテンツを購入した携帯電話をかざすことで、自宅の PC だけでなく、ブロード

バンドに接続された FeliCaポート搭載 PC であれば、どこでも好きな時にコンテンツを楽しむことができます。個人

が所有する携帯電話にコンテンツに関する権利情報を保持し、携帯電話を PC にかざすことにより視聴ができる

仕組みにより、コンテンツの不正利用や違法な複製を防ぐことが可能です。将来的には、PC に加え、各種デジタ

ル家電や車載 AV システムなどでもハイクオリティなコンテンツを楽しむことができるサービス提供を目指します。 

高画質・高音質のコンテンツを便利で安全に配信・視聴できる NFRM サービスの実用化により、ハイクオリティ

なコンテンツの流通を活発化させ、携帯電話業界、ＰＣ業界、コンテンツ業界、デジタル家電業界、ブロードバンド

通信業界などに新たなビジネス機会を提供いたします。また、イベント連携やマーケティング・ツールとしての活

用などにより、映像・音楽などのクリエーター・権利保有者に新たな制作・流通機会を提供します。 
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今回の実証実験には、共同事業推進者であるインテル、フェイス、吉本興業に加え、ＮＴＴ西日本の 100％子

会社であるＮＴＴスマートコネクト株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岡本 充由）が配信サーバー

及び配信ネットワークをはじめとするコンテンツ配信プラットフォームを提供します。また、多くの有力なコンテン

ツ提供企業が、実証実験ポータルへのコンテンツ提供または自社サービス上での実験という形で参画します。 

さらに、インテル、ビットワレット、マイクロソフトの 3 社により発足させたスマートデジタルライフ推進プロジェクト

において、FeliCa を活用した新しい利用モデルとして NFRM サービスのプロモーションを実施したり、実証実験結

果を賛同企業と共有する場を提供するなどして、NFRM サービスを PC への FeliCa ポート導入の促進に役立て

ます。 

 

インテル、フェイス、吉本興業は、有料コンテンツ配信市場の拡大に向け、今回の NFRM サービス提供にと

どまらず、権利保有者、ユーザー双方が安心して簡単に利用できるコンテンツ配信の仕組みづくりに引続き

共同で取り組んでまいります。 
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■実証実験共同推進者の役割分担 

インテル   ＊インテル® Viiv™ テクノロジーに代表されるデジタルホームを実現する 

PC プラットフォームの提供 

   ＊スマートデジタルライフ推進プロジェクトでの活動を通した PC プラット

    フォームへの FeliCa 導入推進 

   ＊PC 業界への普及促進・販売促進 

フェイス   ＊NFRM 技術の開発・提供（携帯電話および PC 向けアプリケーション、

    NFRM 認証サーバソリューション） 

   ＊携帯電話業界への普及促進・販売促進 

吉本興業   ＊実証実験用ポータルサイトの構築・運営 

  ＊コンテンツの企画・制作・提供 

NTT スマートコネクト ＊コンテンツ配信サーバ及びデータセンターなどのインフラ提供 

 

■コンテンツ提供等実証実験参加会社 

【実証実験参加会社】      【提供コンテンツ等】 

朝日放送株式会社      ニュース 

e レッスン NHK 出版      レッスン、教材 

（株式会社日本放送出版協会/NTT ラーニングシステムズ株式会社）  

ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インタナショナル ジャパン  アニメーション、映画 

株式会社エクシング      カラオケ映像 

株式会社オン・デマンド・ティービー                 映像配信サービス 

ギガネットワークス株式会社     エンタテインメント 

Qlick.TV（株式会社フロントメディア）        ドラマ 

株式会社デスペラード      映画等映像作品 

株式会社ドーガ堂（松竹・衛星劇場、三井物産資本の動画製作配信会社） エンタテインメント 

ナショナルジオグラフィックスチャンネル    ドキュメンタリー 

（ニューズ・ブロードキャスティング・ジャパン株式会社） 

財団法人日本テニス協会      スポーツ 

株式会社ネオ・インデックス     エンタテインメント 

Viacom International Japan K.K.     エンタテインメント 

株式会社ブロードバンドタワー     ドラマ 

吉本興業株式会社      エンタテインメント 

 （50 音順） 



インテルについて http://www.intel.co.jp/
シリコンの技術革新で世界をリードするインテルは、人々の仕事と生活をさらに豊かにする先進的な技術と製
品を開発、イニシアティブを推進しています。

フェイスについて http://www.faith.co.jp/ （コード番号 4295 東証一部）
フェイスは、世界に先駆けて、携帯電話の『着信メロディ』そのものを考案、実用化し、日本国内のみならず北
米、欧州、アジアパシフィック地域、南米などの世界21カ国で事業展開しています。また、オンラインゲーム、音
楽配信、Eコマースなどの決済に利用される電子マネーも提供しています。今後も、携帯電話、パソコンなど
様々な利用環境上に、『デジタルコンテンツを流通するしくみ』をグローバルに創造することで、さらなる高付加
価値企業を目指します。

吉本興業について http://www.yoshimoto.co.jp/ （コード番号 9665 東証一部）
吉本興業は、明治４５年、吉本吉兵衛・せい夫婦による大阪・天満天神裏門にあった寄席小屋「第二文芸館」
の経営から歴史が始まります。現在は世界的にも珍しい年中無休の常設劇場を擁し、芸人、タレント、スポー
ツ選手、文化人など８００名を越える所属タレントのプロデュース・マネジメントのほか、テレビ、ラジオ、ＣＭなど
の企画制作、インターネットコンテンツビジネス、書籍、ＤＶＤソフトの制作販売、不動産や音楽事業、アミューズ
メント施設開発など演芸を基盤にしながらも、お笑い事業のみにとどまらない全国区の芸能プロダクションです。

ＮＴＴスマートコネクトについて http://www.nttsmc.com/
ＮＴＴ西日本１００％子会社として平成１２年３月設立。ＮＴＴスマートコネクトは、常に時代の最先端の技術に挑
戦しながら、西日本エリアにおけるインターネット接続拠点である大阪（堂島）に構築した国内最高クラスのイン
ターネットデータセンターを核として、「ハウジング」、「レンタルサーバ」、「映像配信」や運用サービスまで、安心
してご利用いただけるサービスの提供を行っております。今後、映像配信分野を含めたサービスの高付加価値
化と新たなインターネットプラットフォーム事業の開拓に努め、光ブロードバンドネットワークの発展と人々のス
マートな暮らしに貢献していきます 。

スマートデジタルライフ推進プロジェクトについて
スマートデジタルライフ推進プロジェクトとは、子供から高齢者まであらゆる世代の人々が、特別なスキルや知
識がなくても、日常生活において、パソコンその他の情報端末を利用して、賢く、便利に、安全に、電子商取引
や個人認証を行える環境づくりを目的に、インテル株式会社、ビットワレット株式会社、マイクロソフト株式会社
により発足されたプロジェクトです。非接触ICカード技術「FeliCa」の活用により、スマートデジタルライフの普及

を推進します。

ＦｅｌｉCａについて
FeliCaとは、メモリと無線通信チップを内蔵した非接触ICカード技術方式です。読み取り端末にかざすだけで料

金の精算などのデータのやり取りができます。偽造・変造がしにくいようセキュリティ機構を備えており、非接触
ICカードとして世界ではじめてISO/IEC１５４０８EAL標準の認証を受けています。FeliCaでは一枚のカードで複

数種類のデータを管理できるため、電子マネーや公共交通機関のプリペイドカード、社員証、学生証、入退出
管理のIDカードなどの機能を併せ持ったカードを作ることができます。これらのデータはFeliCaチップの中で独

立して管理されており、個別のアクセス権を設定することが可能で、複数のサービス間で安全な相互運用が可
能となっています。
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朝日放送について http://www.asahi.co.jp/
放送コンテンツをマルチ展開する際は、先ずは有料課金モデルが理想的だと朝日放送は考えます。その対価
がコンテンツを生み出す土壌へリニアに還元され、結果的にまた新たなコンテンツを生み出すからです。しかし、
放送でも通信でも、コンテンツ課金に於いてはユーザー登録に始まり決済・徴収に到る手間とコストが事業性
に対するボトルネックとなり、それが故にあらゆるサービスが広告モデルにシフトしているのも事実です。この
NFRMはそうした障壁を一掃出来るシステムと思われます。今回ご提供する“ニュース”は私どもがインフラ面か

ら最も注力しているコンテンツの一つであり、日々更新されるものに何時でも何処でもアクセスできるという
NFRMに相応しい属性を持つと考えます。

eレッスンNHK出版について
NHKの教育テレビやラジオのエッセンスを取り入れた教育エンターテイメント・サイト！

オープンから現在までは英語講座を中心に展開しており、今後は趣味や学びの分野を深めていく予定です！
教材だけではなく、人気キャラクターが登場する動画や音声、画像の遊べるコンテンツも満載です！
視聴者同士が英会話力NO.1を目指して順位を競い合う「英－1グランプリ」も開催して、楽しいコーナーが充実

しています！

ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インタナショナル ジャパンについて http://www.disneychannel.jp/
ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インタナショナル ジャパン（WDTI-J）はウォルト・ディズニー社の日本国内に
おけるTV放送事業活動を統括しています。「ディズニー・チャンネル」、「トゥーン・ディズニー」の2つのディズ
ニー専門チャンネルの管理・運営業務、そして「ディズニータイム」などディズニーオリジナル番組の製作業務
が主な事業内容です。
WDTI-Jからはそのディズニー・チャンネルで好評放送中のリロとスティッチが大活躍するアニメーション「リロ
アンド スティッチ ザ・シリーズ」の1話分(約20分)と、昨年全米を熱狂させ、社会現象まで引き起こした話題の
青春ミュージカル作品「ハイスクール・ミュージカル」のプロモーション映像を実証実験コンテンツとして提供いた
します。「リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ」の動画はディズニー・チャンネルのモバイル公式サイト「ディズ
ニー・チャンネル on モバイル」でもお楽しみ頂くことができます。さらに、もうひとつの
提供コンテンツ「ハイスクール・ミュージカル」は今年続編の放送も控えている大注目の作品になります。

エクシングについて http://www.xing.co.jp/
当社は、業務用通信カラオケ事業と携帯電話向けコンテンツ事業を主軸に事業を行っております。また、昨年
には、携帯とPC、カラオケ店舗を結んでのカラオケコミュニティサービス「うたスキJOYSOUND」も始めておりま
す。今回の実証実験では、子供向けやユニークなカラオケ映像コンテンツを中心に提供を予定しており、当社
の持つカラオケネットワークと、携帯コンテンツプロバイダーとしてのノウハウを生かして、お客さまに新たな楽
しさを提供できるようしたいと考えております。

オン・デマンド・ティービーについて http://www.ondemandtv.co.jp/
ＮＴＴ東西の「フレッツ」サービスを利用して、ご家庭のテレビにビデオ作品や専門チャンネルの放送を提供する
サービスです。お客様は、弊社が提供する専用受信機をご家庭のフレッツ回線とテレビに接続するだけで、
好きな時間にビデオ作品や専門チャンネルの放送をお楽しみいただけます。弊社サービスならではの定額プ
ランをお選びいただくと、話題のハリウッド映画、海外ドラマ、人気のアニメ、音楽ライブなど、約6,500本の見
放題対象作品のほか、29局（2007月3月時点）の専門チャンネルの放送を見放題でお楽しみいただけます。
また、2006年7月より、世界初となるハイビジョンVODサービス「オンデマンドＴＶ ハイビジョン」も提供開始して
おります。

ギガネットワークスについて http://www.giga.co.jp/
ギガネットワークスは、携帯電話向け着信メロディ配信サービスのほか、映画・音楽・コンサート情報などのエン
タテインメント・コンテンツの企画・開発・配信を主に行っています。1999年9月にiモードメニューサイトとして着
信メロディ配信サービスを開始した 『着信メロディGIGA』 は、携帯電話ユーザーの高い支持を得て、現在、300
万人超の有料会員数を保有しています。このユーザーリーチを活かし、付加価値の高い次世代サービス開拓
し、推進しています。実証実験において『着信メロディGIGA』を通じてエンタテインメント・コンテンツを提供しま

す。

Quick.TVについて http://qlick.tv/
Qlick.TVはケータイで、ニュース・音楽情報・アニメ・映画・バラエティなど様々な映像・音声番組を完全無料で
お楽しみいただける、ケータイTV放送局です。実証実験では「ｲﾄｸﾎﾞのParty×３ ねぇうち来ない?」（毎週 土

曜日夜８時以降アクセス可）を提供します。伊藤彩華＆窪田啓子、美しい容姿とパワフルなサウンドが人気の
女性ロックデュオ「イトクボ」。この番組は、そんなイトクボをホスト役にしたゲスト番組。イトクボのお部屋に、い
ろんなアーティストが遊びにきたり、メッセージビデオを送ってきたり…ワイワイ時間が流れます。さらに、ラジオ
のような音声番組をケータイにお届けする、ドコモのミュージックチャネル、auのEZチャンネルのサービスにも、
番組の一部を編集した、予告編的な短い番組を、Qlick.TV放送の前日に配信します。

デスペラードについて http://www.desperado.bz/
映像コンテンツの流通を変える新しいムーブメント創りをめざし2006年8月にフェイスとアミューズグループなど
との共同出資により設立されました。製作投資・買付・配給宣伝といった従来からの流通手法に加え、映画以
外の映像のプロデュースとデジタル配信も手がけることにより、流通経路を問わない、映像の新しい流通のしく
みを構築していきます。更に、適正なインセンティブを与え、優れたクリエーターを育成確保することで良質の
映像作品を量産します。これらを通じて、ライツを最大限行使できる映像ビジネスを展開していきます。実証実
験において映画などの映像作品提供いたします。

（以下５０音順）
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本件に関するお問い合わせ

インテル株式会社 広報室 中村由美子TEL : (03) -5223-9100(代表)    FAX : (03) -5223-9178

株式会社フェイス IR広報室 室長 藤原成芳：TEL  (03) 5776-6255    FAX : (03) 5776-6256

吉本興業株式会社 経営・財務戦略室 執行役員・室長 中多広志TEL : (03) 5217-6111    FAX : (03) 5280-3888

ドーガ堂について http://www.dogado.jp/
映像ワンダーランド「ドーガ堂」の撮り下ろしコンテンツ「グラビアシリーズ“She”」。携帯電話などの小さな画面
でもはっきりと見えることを考慮したカメラワークで撮影し、なおかつ高画質での配信を実現しました。携帯動画
のために第一線のクリエーター達が本格的で楽しめるコンテンツを本気で制作しています。携帯の動画がつま
らないなんて過去のものです！今回は、このために撮り下ろした人気急上昇の日テレジェニック2006の相澤仁
美、数々の雑誌の表紙を飾りトップアイドルのひとりとなった長崎莉奈の２タイトルを配信。トップグラビアアイド
ルとのふたりっきりのデートとオリジナルグラビアムービーをお楽しみください！

ナショナルジオグラフィックスチャンネルについて http://www.ngcjapan.com/
1888年にワシントンD.C.で設立されたナショナルジオグラフィック協会（NGS）は、膨大な地理、人文、自然など
多岐にわたる情報を、雑誌という形で世界中の人々に紹介してきました。それらの貴重な活動や研究結果を映
像で伝えたいという思いから、日本でも2002年にナショナル ジオグラフィック チャンネル(NGC) を開局。現在、
世界164カ国／27言語／2億9千万世帯以上が視聴しています。NGCのラインナップには、“作られたテレビ番
組”は存在しません。冒険家や探検家たちの「場所・モノ・コト」に対する探究心の足跡を、ひとつひとつ丁寧に
捉えた貴重な記録映像だけを放映しています。

財団法人 日本テニス協会
公式動画配信サイト[JTA テニス！オンライン]について http://www.tennisonline.jp
[JTA テニス！オンライン]では、主に日本国内で行われるテニスのトーナメントをビデオ取材し、週２試合以上
のコンテンツを追加更新している。国別対抗戦のデビスカップ（男子）、フェドカップ（女子）も取材。オリジナルの
レッスンビデオもあり、今後も追加計画がある。
コンテンツは２００７年２月２８日現在で２８１本、うち、無料コンテンツは61 本。
コンテンツの視聴（あるいはダウンロード）は課金制で、有料会員は月４２０円（税込み）で全てのコンテンツが
見放題、無料会員には有料コンテンツ１本２１０円（税込み）のペイパービューで販売。
決済はクレジットカードと銀行振り込み（有料会員会費のみで半年単位）。３月中にEdy決済を開始する。

ネオ・インデックスについて
VOD事業者のパイオニアであり、日本最大級の会員数を誇るオン・デマンド・サービス「Nextensive®」（STBを
使用したTV 向けVOD）およびPC向け映像配信ポータル・サービス「ミランカ（Miranca）®」を自社で運営し、
NextensiveはISP、マンション・デベロッパー、各種ホテル等のチャネル・パートナーと連携しエンド・ユーザーに、
そしてミランカは直接エンド・ユーザーに提供しています。また、ハリウッド・メジャー・スタジオの全7社と直接契
約を交わし、国内の配給・映画制作会社を合わせると、最も多い数のコンテンツ・ホルダーと契約を締結してい
ます。
提供予定コンテンツ・ジャンル：映画、ドラマ、バラエティ、他

Viacom International Japan K.Kについて http://corp.fluxnet.jp/
ViacomのMTV Networks100%出資の日本法人（代表取締役社長ピーター・ロバート・ブラード）。インタラクティ
ブ・エンターテインメントを中心にビジネスを展開する日本の事業母体。携帯・PC向けデジタルコンテンツ配信
のデジタルメディア事業等を行っています。自社で権利保有するコンテンツを豊富に抱える世界的メディア企業
として、より高画質の映像コンテンツをより多くの方々に楽しんでいただきたいと考えております。今回ご提供す
る「ジャッカス」は、米CS放送史上、最高の視聴率を記録したMTVアメリカの看板番組で、日本でも若者を中心
に大人気です。このようなコンテンツを携帯で手軽に、またPCでは高画質で楽しんでいただきたいと考えていま
す。

ブロードバンドタワー http://www.bbtower.co.jp/
“「私立探偵濱マイク」の林海象監督が贈る、全く新しい探偵シリーズ”について
－５を先頭に３桁のコードネームを持つ探偵たちの物語－
川崎にある「探偵事務所５」は、設立６０周年を迎える格式ある探偵事務所である。
この探偵事務所をめぐる物語に主人公は存在しない。ここに登場するすべての探偵が主人公である。あえて
言うなら、この「探偵事務所５」こそがこの物語の主人公であるといえるかもしれない。
その探偵たちに名前はない。５を先頭にする三桁の番号をそれぞれが持ち、互いをその番号で認識しあってい
る。

＊インテル、Intel は、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標また

は登録商標です。
＊「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

＊その他の社名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
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