
 
 

 
 

 

〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3番 6号 E・スペースタワー13階

Voice（代表）03-5459-0522  FAX 03-5459-0523

http://www.FreeBit.Com/

2007 年 10 月 22 日 
 
各 位 
 

上場会社名 フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社

（コード番号 3843：東証マザーズ）

本社所在地 東京都渋谷区円山町 3番 6号 

代 表 者 代表取締役社長 石 田 宏 樹

問 合 せ 先 代表取締役副社長 田 中 伸 明

電 話 番 号 03-5459-0522（代表） 

（URL http://www.freebit.com/） 

 
 
 

フリービット、世界初 ! IPv6 & マッシュアップに対応した大規模分散(grid) 

コンピューティング技術「Emotion Link Semantiq Node API」を開発 

～google や amazon などの API を利用したマッシュアップサービスに、自分の PC や

家電のリソースをセキュアに参加させたサービスの開発・運用が簡単に！～ 

 
 
 当社は、本日添付のプレスリリースを行いますのでお知らせいたします。 
尚、本件に伴う平成 20 年 4 月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると

考えております。 
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報道関係者 各位 

2007 年 10 月 22 日 

フリービット株式会社 

 

フリービット、世界初 ! IPv6 & マッシュアップに対応した大規模分散(grid) 

コンピューティング技術「Emotion Link Semantiq Node API」を開発 

～google や amazon などの API を利用したマッシュアップサービスに、自分の PC や

家電のリソースをセキュアに参加させたサービスの開発・運用が簡単に！～ 

 

フリービット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田宏樹、以下フリービット)は、

同社の OverLay Internet プラットフォームである Emotion Link(Emotion Link Active Node)テクノロ

ジーをベースに、マッシュアップに対応した大規模の分散コンピューティング（グリッドコンピューテ

ィング）を実現するプラットフォーム、「Emoiton Link Semantiq Node API」(以下 Senantiq Node 

API)を開発いたしました。 

 

Semantiq Node API の特徴は以下の通りです。 

 

【特徴】 

・ソフトをインストールするだけで、自宅の PC や家電を「サーバー」としてインターネット上に自由に

公開することができます。（PC 内の公開リソースに URL で外部からアクセスが可能に） 

・インターネット上に公開しながらも、いくつかのルーティング技術と Semantiq Node API が持つ「ネ

ットワークへの公開モード」の組み合わせで自分の PC や家電をセキュアに維持することができ

ます。 

・API 化されているために、google や amazon といったインターネット上のサービスの API と組み合

わせて、様々なマッシュアップアプリケーションを作成することができます。（ローカルリソースの

マッシュアップサービスへの参加） 

・IPv6 への対応。Semantic Node API はすべて IPv6 で動作します。また、IPv4 のサービスとの連

携用に専用の IPv6-IPv4 Proxy が準備されています。 

 

Semantiq Node API を利用すると以下のようなサービスが可能となります。 

 

【利用例】 

例 1) 自分の PC にインストールしている google desktop search に携帯からアクセスしていつでも

どこでも自宅の PC を検索し、ファイルを取り出すことが可能です。 
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例 2) 自宅の PC に入っている画像ファイルなどを、ブログアクセサリーとして、既存のブログサー

ビス上に簡単に公開することができます。自宅の PC に 100GB スペースが空いていれば、

100GB の画像公開サービスが簡単に構築できます。サムネイルなどは自宅の PC の CPU

を使って自動作成し、従来のインターネット上のサービスと比較し、サーバーの負荷を下げ

ることができます。 

例 3) 携帯電話で撮影した写真や動画を自宅の PC や家電にネットワーク経由で保存することが

でき、また即座に呼び出すこともできます。 

 (携帯電話のメモリー容量を気にする必要が無くなります) 

例 4) 自分と友達など複数の自宅 PC の空いたハードディスクエリアを足し合わせて、大きなストレ

ージサービスを作ることができます。 

例 5) 自宅の PC に入っている音楽を、外出先のパソコンや携帯から聞くことができます。 

例 6) google MAP API と PC に入っている旅行の写真や動画をマッシュアップで組み合わせて自分

専用の旅行サイトを作ることができます。 等 

 

また、サービス事業者が利用した場合は以下のようなことが可能となります。 

 

例１）ブログ事業者が、事業者が提供するストレージ容量に加え、ユーザーのパソコンを利用して

その容量を増加させることができます。 

例 2）ストレージサービス事業者が、事業者が提供するオンラインストレージだけでなく、ユーザー

のパソコンの空きリソースを合わせてストレージの容量を拡張できます。 等 

 

上記利用例のように Semantiq Node API を利用すると、ローカルネットワーク上にある自分が持

っている機器をインターネット上のリソースと組み合わせて、インターネット上にサービスとして公

開できるようになります。 

Semantiq Node API は、膨大なセンターサーバーで一極集中サービスを行う従来の Web サービ

スから、多くのコンピューターのリソースを集め大きなコンピューティングパワーを実現する分散化

コンピューティング（グリッドコンピューティング）に対するフリービットとしての一つの回答です。 

またフリービットでは、Web to SiLK(クモの巣のネットワークから、絹のように滑らかで丁寧なネッ

トワーク）をスローガンとして推進しており、Semantiq Node API はそのスローガンを実現する核と

なる技術となります。 

Semantiq Node API は、フリービットの「自らユビキタス市場の啓蒙を行う」事を目的の一つとし

たハイブリッド戦略(BtoC)に基づき、年内に当社連結子会社である株式会社ドリーム・トレイン・イ

ンターネット（以下、DTI）ユーザー約 40 万人に対して最初に提供させていただく予定です。 

尚、Semantiq Node API のデモンストレーションは、10 月 24 日（水）に DTI が開催する「DTI 戦略

説明会」にて実施させていただく予定です。 
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■「Emotion Link」について 

既存の TCP/IP ネットワーク上に仮想的なネットワークをセキュアに構築する事により、NAT や

ファイヤウォールを越えて、自由度が高く安全な通信を実現する技術です。物理的なネットワーク

に依存しない通信が可能となる為、フレキシブルなソフトウェア VPN の構築や、情報家電等のネッ

トワーク機器のセキュアなリモートコントロール等、応用範囲は多岐に渡ります。 

Emotion Link サービスサイト： http://www.freebit.com/el/index.html 

 

■「Emotion Link Active Node」について 

「Emotion Link Active Node」は、OverLay Internet プラットフォーム（注 1）「Emotion Link」のライ

ンナップの一つです。 アプリケーション自体に「Emotion Link」環境を内包させることで、利便性と

汎用性を高めています。これによって独自の IP アドレス（EL アドレス）をネットワークデバイスのみ

ならず、アプリケーションに直接割り当てることが可能となり、アプリケーションをインターネットの

「自律ノード化」（注 2）することを実現した全く新しいソリューションです。 

（注 1） OverLay Internet プラットフォーム  

既存のインターネットの仕組みの上に仮想的なネットワークを架設し、より自由で安全な通信を

実現する仕組み。  

（注 2） 自律ノード化 

膨大なネットワーク空間で個体認識が可能となり、あらゆる機器やアプリケーションに対してイ

ンターネットサイドからアクセスすることが可能になること。 

以上 

 

【フリービット株式会社について】 

フリービットは、独創的なインターネット技術と事業企画力により、お客様のビジネスを強力に推進

する「インターネットビジネス支援事業」を行っております。特許取得技術を含む最先端のテクノロ

ジーと市場のニーズを先取りするマーケティングを組み合わせることで、他の追随を許さない画期

的なネットワークサービスを展開。「IT 時代のものづくり」に取り組み、継続的に新たな価値の創造

に努めております。 

■ブロードバンド化事業 

インターネット接続事業者へのネットワークインフラを提供し、提供社数ベースでは国内トップシェ

アを誇ります。 

■ユビキタス化事業 

ユビキタスネットワーク関連市場において、フリービットではあらゆる機器、アプリケーション間 

でダイレクトかつ安全・安心な通信環境を実現する独自技術「Emotion Link」をベースに、様々なユ

ビキタスネットワークサービスの開発・提供を推進しております。 

弊社 HP：http://www.FreeBit.com/ 
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【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 広報担当／中村 

Mail: Press@FreeBit.net 電話番号：03-5459-0522 

 

※Google は Google Inc.の登録商標です。Amazon は Amazon.com, Inc.の登録商標です。また、そ

の他、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 


