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フリービット、ユビキタス環境「Emotion Link SemantiqNode API」バージョンアップ 

～中国語等、多言語対応と通信速度の大幅改善(Windows 版)、ついに MacOS X にも対応～ 

 
 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 21 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 

2008 年 6 月 9 日 

フリービット株式会社 

 

フリービット、ユビキタス環境「Emotion Link SemantiqNode API」バージョンアップ 

～中国語等、多言語対応と通信速度の大幅改善(Windows 版)、ついに MacOS X にも対応～ 

 

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 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化コンピューティング（grid コンピューティング）を実現するプラットフォ

ームである「Emotion Link SemantiqNode API」を本日、メジャーバージョンアップいたしました。  

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）を通じてコンシューマー向け

に提供している「Dream SemantiqNode」（URL：http://dream.jp/ubiquitous/snode/about/）より順

次提供を開始いたします。 

今回のバージョンアップの骨子は以下の通りとなります。 

 

・国際化対応ユーザーインターフェースを開発。中国語等、多言語に対応(windows 版)。 

・通信速度を大幅に改善。 

・MacOS X に対応(1.0β相当)。 

 

Windows 版、Mac 版の詳細はそれぞれ以下の通りとなります。 

 

■Windows 版 2.0β 

特徴： 

・Emotion Link の高速化 

Emotion Link サーバー、EL スタック部分の処理を改善することにより、今までの処理に比べ高

速化し、最高約 2 倍のパフォーマンスアップを実現しております。 

 

・多言語対応 

今バージョンより各設定画面をブラウザベースに移行するとともに、言語に依存する部分や、

Windows 版や MacOS X 版など OS 間での相違をなくすことで、英語版や中国語版などの国際

化を行なうためのプラットフォームへ移行しております。 
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多言語対応のブラウザでの設定画面例 

URL: http://www.freebit.com/press/images/20080609/multilingual.jpg 

 

○動作環境 

Windows XP, Windows Vista 

○リリース：本日 6 月 9 日リリース。 

 

■MacOS X 版 1.0β 

当初の提供 API は以下の通りです。 

・認証 

SemantiqNode アプリケーションをインストールしている Mac のプライベートエリアに安全・安心

なアクセスを行なうための認証機能を有しています。 

・ファイル一覧取得 

公開設定をしているディレクトリを指定し、ディレクトリに含まれているファイル一覧を取得でき

ます。 

・ファイル取得 

検索結果や、ファイル一覧より、リンクをクリックするだけで簡単にファイルをダウンロードする

ことができます。 

・デスクトップ検索 

MacOS X 純正の Spotlight に対応しており、外出先よりデスクトップ内を検索できます。 

・アクセスチケット 

ファイルを受け渡す際に、パスワードと公開有効期限の設定が可能です。特定の相手にのみ

ファイルを渡せますので、より安全にご利用できます。 
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Windows 版同様に API を使い、他の Web サービスなどとマッシュアップしたサービスを開発する

事も可能です。 

また、Emotion Link の高速化についても、Windows 版同等のパフォーマンスを実現しています。 

○動作環境 

Intel 製 CPU を搭載した Macintosh 

MacOS X 10.4 Tiger 以降 

○リリース：6 月中を予定しております。 

 

Mac 版「SemantiqNode アイコン」 

 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20080609/MacDock.jpg 

 

Mac 版「MyStorage」画面 

 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20080609/MacMyStorage.jpg 

※画像は開発中のため、実際と異なる可能性があります。 

Windows 版より約半年遅れてしまいましたが、ようやく MacOS X をお使いのお客様にも DTI が

提供するユビキタス環境を体験して頂けるようになります。大変お待たせ致しました。 

今後も引き続きバージョンアップを行なって参ります。 
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DTI にて提供中の「Dream SemantiqNode」サービスは、「Ubic プラン」を含む全 DTI ユーザーが

無料でご利用いただけます。また、接続が付属していない「Ubic プラン」は現在最大 3 ヶ月無料で

お試しいただけますので、この機会にご入会頂き、新しいユビキタスサービス上での開発をしてみ

てください。 

「Ubic プラン」http://dream.jp/ubic/ 

 

フリービットグループでは、今後デベロッパーの方々が開発を行なうための支援を行なって参り

ます。面白いアイデアやサービスがあれば DTI のサービス内でご紹介して行きますので、ぜひとも

開発を行なってみてください。 

 

【補足資料】 

■「Emotion Link SemantiqNode API」 

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化コンピューティング（grid コンピューティング）

を実現するプラットフォームのこと。 

 

■「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 

 

■マッシュアップ 

Web 上に提供されている情報やサービスなどを組み合わせて、新しいソフトウェアやサービス、

データベースなどを作ること。 

 

■「Ubic プラン」http://dream.jp/ubic/ 

フリービットグループが保有するコアコンポーネント API を利用した各種ユビキタスサービスをコ

ンシューマー向けに直接提供する DTI のサービス。 

 

■開発者ブログ http://blog.dream.jp 

DTI より提供する各サービスの魅力や、開発者がテスト的に行う「先行リリースプロダクト」など

のご紹介、さらには、SemantiqNode API の技術サポートなどを行っています。 

以上 
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【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/ 

 

【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 

 

※Mac、Macintosh は、米国その他の国々で登録された Apple,Inc.の商標です。 


