
２００４年１⽉２７⽇
報道発表資料

ブロードバンドフォーラム
東京急⾏電鉄株式会社
株式会社ニッポン放送

⽇本ヘラルド映画株式会社
株式会社ランシステム 

ANAビジネスクリエイト株式会社
株式会社ブイシンク

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社

エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社
東⽇本電信電話株式会社
⽇本電信電話株式会社

「パ写ＷＡＲＰ」サービスのフィールドトライアルの開始について
〜紙媒体などの平⾯広告メディアとホームページなどの
サイバー広告メディアを繋げる新しい広告ツール〜

 ブロードバンドフォーラム（会⻑︓中井 豊[芝浦⼯業⼤学システム⼯学部助
教授]）及び、フォーラムメンバーである東京急⾏電鉄株式会社（以下東京急
⾏電鉄、本社︓東京都渋⾕区、代表取締役社⻑︓上條清⽂）、株式会社ニッポ
ン放送（以下ニッポン放送、本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓⻲渕昭
信）、⽇本ヘラルド映画株式会社（以下⽇本ヘラルド映画、本社︓東京都中央
区、代表取締役社⻑︓古川博三）、株式会社ランシステム（以下ランシステ
ム、本社︓埼⽟県狭⼭市、代表取締役社⻑︓⽥中千⼀）、ANAビジネスクリ
エイト株式会社（以下ABC、本社︓東京都⼤⽥区、代表取締役社⻑︓栗原 
武）、株式会社ブイシンク（以下ブイシンク、本社︓東京都新宿区、代表取締
役社⻑︓井部孝也）、エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社（以下ＮＴＴアイ
ティ、本社︓神奈川県横浜市、代表取締役社⻑︓橋⽥幸雄）、エヌ・ティ・テ
ィ・ソフトウェア株式会社（以下ＮＴＴソフトウェア、本社︓神奈川県横浜
市、代表取締役社⻑︓鈴⽊滋彦）、エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社
（以下ＮＴＴビズリンク、本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓清⽔ 
博）、東⽇本電信電話株式会社（以下ＮＴＴ東⽇本、本社︓東京都新宿区、代
表取締役社⻑︓三浦 惺）は、⽇本電信電話株式会社（以下NＴＴ、本社︓東京
都千代⽥区、代表取締役社⻑︓和⽥紀夫）とともに、ＮＴＴサイバーソリュー
シュン研究所のモバイル電⼦透かし「サイバースカッシュ※１」の技術を利⽤
して、電⼦透かし⼊り画像をカメラ付き携帯電話及びパソコンのＷＥＢカメラ



で撮影すると、特定のホームページのＵＲＬを携帯電話及びパソコンに⾃動⼊
⼒し、遷移させるサービス「パ写ＷＡＲＰ」サービス※２のフィールドトライ
アルを２００４年１⽉３１⽇（⼟）から実施します。

1.トライアルの背景及び⽬的
 近年、紙媒体などの平⾯広告メディアとホームページなどのサイバー広
告メディアを連携させる広告⼿法の⼀般化が進み、平⾯広告上にＵＲＬや
２次元バーコード※３を記載するなどの広告が数多く登場するとともに、Ｕ
ＲＬや２次元バーコードを⾃動的に認識し、⼊⼒可能なカメラ付き携帯電
話が登場しつつあります。⼀⽅、画像を携帯電話やパソコンで送信する回
線のブロードバンド化が進み、端末、ネットワークともに画像を簡単に⾼
速で送信する環境が整いつつあります。
 ＵＲＬや２次元バーコードを平⾯媒体上に記載する従来の広告⼿法で
は、街頭広告などの画像のデザインを制約せざるを得ないなどの課題があ
りました。「パ写ＷＡＲＰ」サービスのフィールドトライアルは、このよ
うな課題を克服し、平⾯広告メディアとサイバー広告メディア（ホームペ
ージ等）とを連携させる新たな広告⼿法として、実フィールドにおいて
「パ写ＷＡＲＰ」サービスの技術検証を⾏うことにより、技術的な課題を
明らかにするとともに、今後のマーケットトライアル、及び事業化に向け
て、サービスコンセプトの精緻化をはかることを⽬的として実施されま
す。

2.本サービスの利⽤⽅法
（専⽤アプリダウンロード⽅式の場合）
<１> 「パ写ＷＡＲＰ」プロモーションサイト（http://p-warp.jp/）から、ご

利⽤の携帯電話、⼜はパソコン※４の機種に応じたソフトをダウンロ
ードします。

<２> 「パ写ＷＡＲＰ」が埋め込まれていることを⽰すマーク※５が記載さ
れた画像を、カメラ付き携帯電話、⼜はパソコンのＷＥＢカメラで
撮影します。

<３> 「パ写ＷＡＲＰ」が埋め込まれた画像を撮影すると、⾃動的にサー
バへ透かし情報（携帯の場合は画像データ）がアップロードされ、
サーバで透かし情報からIDを解読し、IDに関連付けられた特定のＵ
ＲＬが携帯電話、⼜はパソコンに⾃動的に⼊⼒されます。

<４> ＵＲＬに接続するとホームページを閲覧できます。

（メール添付⽅式の場合）
<１> 「パ写ＷＡＲＰ」が埋め込まれていることを⽰すマークが記載され

た画像を撮影します。

http://p-warp.jp/


<２> 特定のアドレス（p@p-warp.jp）へ撮影した画像を添付し、送信しま
す。

<３> サーバで解読された特定のＵＲＬが携帯電話、⼜はパソコンに⾃動
的に⼊⼒されます。

<４> ＵＲＬに接続するとホームページが閲覧できます。

3.本トライアルで検証するサービス機能
 本トライアルは「パ写ＷＡＲＰ」埋め込み素材、撮影距離、被写体とカ
メラの撮影⾓度、環境明度の異なる条件下で実施し、以下の各機能につい
てアンケート調査による主観評価を⾏い、サービス性を検証します。

 ・ 画像データに電⼦透かしを埋め込む機能

 
・ 電⼦透かしをカメラ付き携帯電話、及びパソコンのＷＥＢカメラで撮
影し、サーバで解読・関連情報の取り出しを⾏い、特定のホームペー
ジのＵＲＬを携帯電話、パソコンへ⼊⼒する機能

4.検証するサービスの特⻑
（１）画⾯のデザイン性を損なうことなく電⼦情報を画像に埋め込むこと

ができます。
 ＵＲＬを画像上に表⽰する⽅式や２次元バーコードを画像上に表⽰す
る⽅式では、画⾯のデザイン性を損ないますが、本サービスでは、デザ
イン性を損なうことなく、電⼦情報を画像に埋め込むことができます。

（２）複数キャリアのカメラ付き携帯電話からサービスをご利⽤できま
す。
 ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、Ｖｏｄａｆｏｎｅのカメラ付き携帯電話※

６であり、メール添付による⽅式を利⽤する場合であれば、キャリアを
問わずご利⽤いただくことができます。

（３）特殊な印刷が不要です。
 ステルスバーコード※７などの特殊なインクなどを利⽤する⽅式とは
異なり、画像データに埋め込む⽅式であるため、追加の印刷コストが不
要です。

（４）電⼦情報を画⾯全体に埋め込むことも、部分的に埋め込むこともで
きます。
 同じ内容の電⼦情報を画⾯全体に埋め込むことができるため、画像の
⼀部を撮影した場合でも利⽤できます。また、異なる内容の電⼦情報を



画⾯の部分毎に複数埋め込むことができるため、⼀枚の画⾯から、いろ
いろな情報を取り出すことができます。

5.トライアル実施期間
 平成１６年１⽉３１⽇（⼟）〜平成１６年３⽉３１⽇（⽔）

6.トライアル期間中イベント予定
（１）平成１６年１⽉３１⽇（⼟）〜２⽉１⽇（⽇）
実施場所︓千葉県千葉市 幕張メッセ ⾳楽フェスティバル「ソニック
マニア」会場内
概要︓ニッポン放送が主催する⾳楽フェスティバル「ソニックマニア」
出場アーティストの「パ写ＷＡＲＰ」埋め込みロゴ及び画像を会場ロビ
ーにてプラズマディスプレイで表⽰し、来場者にカメラ付き携帯でその
画像を撮影することにより、⼀部出演者楽曲のオリジナル着メロ（予定
曲 ⽇曜⽇よりの使者/THEHIGH-LOWS、ＲＩＧＨＴ ＮＯＷ/Korn、
BRING ME TO LIFE/Eｖａｎｅｓｅｎｃｅ、マッシュルームキャットナ
ンバープレート/SHAKALABBITS）をプレゼントするイベント

（２）平成１６年２⽉１４⽇（⼟）
実施場所︓東京都渋⾕区 駅の情報受発信拠点店舗「ranKing ranQueen
（ランキンランキン）渋⾕店」前
概要︓２⽉１４⽇全国⼀⻫封切りの映画「ロード・オブ・ザ・リング 
王の帰還」のプロモーションと連携し、「パ写ＷＡＲＰ」を埋め込んだ
映画関連の画像をパソコンに掲⽰し、通⾏中のお客様向けに、カメラ付
き携帯で撮影していただき、景品があたるゲームにご参加いただくイベ
ント

（３）平成１６年２⽉２３⽇（⽉）〜２⽉２７⽇（⾦）
実施場所︓東京都渋⾕区 複合カフェ「スペースクリエイト⾃遊空間」
渋⾕ハチ公⼝店
概要︓「パ写ＷＡＲＰ」埋め込みチラシを配布し、来店されたお客様向
けに、持参されたチラシをパソコンのＷＥＢカメラで撮影し、景品があ
たるゲームにご参加いただくイベント

7.トライアル参加各社の役割分担
（１）ブロードバンドフォーラム
・プラットフォームの提供

（２）東京急⾏電鉄
・イベント協⼒



（３）ニッポン放送
・イベント協⼒

（４）⽇本ヘラルド映画
・イベント協⼒

（５）ランシステム
・イベント協⼒（複合カフェ「スペースクリエイト⾃遊空間」運営）

（６）ABC
・イベント協⼒

（７）ブイシンク
・実験結果分析

（８）ＮＴＴソフトウェア
・システム保守・運⽤

（９）ＮＴＴアイティ
・システム保守・運⽤・技術⽀援

（１０）ＮＴＴビズリンク
・システム保守・運⽤

（１１）ＮＴＴ東⽇本
・システムの提供

（１２）ＮＴＴ
・モバイル電⼦透かし「サイバースカッシュ」の技術提供

8.今後の展開
 本トライアルの結果を踏まえ、平成１６年度上半期を⽬途に、料⾦体
系、料⾦⽔準、エンドユーザのサービス受容性、メニューバリエーション
等のサービスコンセプト及び本サービスによるビジネスモデルの検証を⾏
うマーケットトライアルを⾏い、平成１６年度中の事業化を⽬指します。

※１ サイバースカッシュ・・・電⼦透かし技術を⽤いて、情報が埋め込まれた印刷物を、カメ
ラ付き携帯電話やWebカメラで読み取ることで、指定された
Webページに⾃動的にナビゲートする技術。NTTサイバーソリ
ューション研究所のトライアルサイトで公開中
（http://squash.cyber-trial.com/）

※２ パ写ＷＡＲＰ・・・本トライアルにおける提供サービス及びサービスで使⽤する電⼦透か
しの名称

※３ ２次元バーコード・・・横⽅向だけの⼀次元の従来のバーコードに対し、縦、横⼆⽅向の
２次元の情報を持つことで、記録できる情報量を増加させたバー
コード

※４ パソコン・・・本トライアルにおける推奨パソコンのスペックはＯＳ︓Ｗｉｎｄｏｗｓ 
２０００以上、ＣＰＵ︓ｐｅｎｔｉｕｍ３同等以上

※５ 「パ写ＷＡＲＰ」が埋め込まれていることを⽰すマーク・・・本トライアルで使⽤するブ

http://squash.cyber-trial.com/


ロードバンドフォーラムが
著作権を持つマーク

※６ 対応機種・・・⼀部機種によっては利⽤できない可能性があります。

※７ ステルスバーコード・・・可視光線下では透明で、紫外線で読み取り可能な特殊インクで
媒体に印刷されたバーコード

・（参考１）サービスイメージ 
・（参考２）「パ写ＷＡＲＰ」が埋め込まれていることを⽰すマーク 
・（参考３）「パ写ＷＡＲＰ」プロモーションサイトイメージ 
・（参考４）ブロードバンドフォーラム概要 

【本件に関するお問い合わせ先】
ブロードバンドフォーラム事務局
（ＮＴＴ東⽇本法⼈営業本部ブロードバンドビジネス部内）
⼤⻄
電話 (03)3830-6498 FAX (03)3830-1413
電⼦メール︓pw-support@bbfourm.jp

東京急⾏電鉄株式会社
都市⽣活事業本部コミュニケーション事業部ランキンランキン担当
三浦
電話 (03)3477-6039 FAX (03)3461-3861
電⼦メール︓rk.rq@tkk.tokyu.co.jp

株式会社ニッポン放送  デジタル＆イベント局
檜原、前⽥
電話 (03)5500-3341 FAX (03)5500-3514

⽇本ヘラルド映画株式会社 劇場マーケティング部
上⾕
電話 (03)3248-1166 FAX (03)3248-1176
電⼦メール︓kamiya@herald.co.jp

株式会社ランシステム 情報システム部
沖野
電話 (042)959-4092 FAX (042)959-0728
電⼦メール︓okino@runsystem.co.jp

ANAビジネスクリエイト株式会社 ビジネスサポート事業部

https://www.ntt.co.jp/news/news04/0401/040127_1.html
https://www.ntt.co.jp/news/news04/0401/040127_2.html
https://www.ntt.co.jp/news/news04/0401/040127_3.html
https://www.ntt.co.jp/news/news04/0401/040127_4.html


柴床・⼩松
電話 (03)3747-8210 FAX (03)3747-0142
電⼦メール︓bs@abc.jp

株式会社ブイシンク
藤井、⽯丸
電話 (03)5361-7550 FAX (03)5361-7554
電⼦メール︓maru@v-sync.co.jp

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社
コーポレートコミュニケーショングループ
加藤、⽥⼝
電話 (03)5782-7040 FAX (03)5782-7044
電⼦メール︓cc-press@po.ntts.co.jp

エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社
映像コミュニケーション事業部 コンテンツ処理部
清末
電話 (045)651-7514 FAX (045)651-7588
電⼦メール︓kiyosue.yasuyuki@ntt-it.co.jp

エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社
ビジネスリンク事業部
⼤⽊、古屋
電話 (03)5251-8430 FAX (03)5251-8440
電⼦メール︓bizlink@ntt-biz.co.jp

東⽇本電信電話株式会社
法⼈営業本部 ブロードバンドビジネス部
⾼森、⾦⼦
電話 (03)3830-6127 FAX (03)3830-1413
電⼦メール︓p-warp@ml.bch.east.ntt.co.jp

⽇本電信電話株式会社
サイバーコミュニケーション総合研究所 企画部広報担当
定⽅、⼭下
電話 (046)859-2032 FAX (046)855-1104
電⼦メール︓ckoho@lab.ntt.co.jp

Copyright(c) 2004 ⽇本電信電話株式会社

https://www.ntt.co.jp/news/index.html



