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アドビ システムズ社、LiMo Foundation に参加

Flash テクノロジーを LiMo Platform に対応させることで、
モバイルアプリケーションの開発者を幅広く支援
【2010 年 2 月 16 日】
ス ペ イ ン、 バ ル セ ロ ナ 発（2010 年 2 月 15 日 ）Adobe Systems Incorporated（Nasdaq：
ADBE）（ 本 社： 米 国 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 サ ン ノ ゼ、 以 下 ア ド ビ シ ス テ ム ズ 社 ） と LiMo
Foundation ™は、モバイル業界のリーダー企業で構成されるグローバルコンソーシアムで
ある LiMo Foundation にアドビ システムズ社が参加し、Adobe® Flash® Platform を LiMo
Platform に提供すると発表しました。LiMo Platform 上で Flash がサポートされることで、
開発者やコンテンツ提供会社は、LiMo 端末上で実行可能なアプリケーションを開発できる
ようになります。アドビ システムズ社は LiMo Foundation の加盟企業として、メンバーと
の共同で開発される端末プラットフォームである LiMo の開発をサポートします。LiMo は、
LG、NEC、NTT ド コ モ、Orange、 パ ナ ソ ニ ッ ク、Samsung、SK Telecom、Telefonica、
Vodafone、Verizon Wireless などの業界を代表する通信事業者と OEM メーカーが商業ベー
スで推進しています。

LiMo Foundation のエグゼクティブディレクターであるモーガン ジル（Morgan Gillis）氏は、
「LiMo Foundation は、モバイル業界にとって中立的なデバイスプラットフォームプロバイ
ダーとして評価されています。私たちの目的は、LiMo Platform が業界を牽引する通信事業
者やベンダーに幅広く採用されることで、大規模な開発者のコミュニティが LiMo Platform
上で自由に活躍できるよう、その活動を支援することです。開発者は、アドビ システムズ
社のアプリケーションプラットフォームを使用することで、さまざまなスクリーン形式を使
用するユーザー向けに、表現力豊かで、これまでにない映画のような体験を提供すること
ができます。プラットフォームの真のリーダーであるアドビ システムズ社が、その技術と
LiMo Platform を連携させるために LiMo への参加を決定し、私たちのオープンなエコシス
テムの中でコラボレーションすることにより、開発者にとっては、あらゆる地域のモバイル
ユーザーに訴求することのできる新たな機会を提供できることを嬉しく思います」と述べて
います。
アドビ システムズ社の LiMo Foundation への参加により、アプリケーションの開発者や設
計者は、Adobe Creative Suite® など、アドビ システムズ社のオーサリングツールを活用し、
LiMo Platform を搭載したアプリケーションをさまざまな端末向けに開発できるようになり
ます。LiMo のオープンかつ透明な運営体制の下で、アドビ システムズ社は他の LiMo メン
バーと連携し、Flash Player による API（Application Program Interface）の移植によって
LiMo Platform を強化します。これにより、Flash の LiMo 端末への連携が大幅に簡素化され
ます。
アドビ システムズ社 プラットフォーム部門 ゼネラルマネージャー兼バイスプレジデントで
あるデービッド ワドワーニ（David Wadhwani）は、「Flash Platform が LiMo に対応するこ
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とは、表現力豊かなモバイルコンテンツでオープンスタンダードとマルチスクリーンの相互
運用性を実現しようというかねてからの我々の目標を、さらに推し進める大きな機会となり
ます。Linux と Flash Platform は真にオープンであり、Open Screen Project の目的に合致
しています。これは消費者に対して端末の種類や場所を問わず、シームレスで表現力豊かな
インターネット体験をもたらす、われわれの共通のビジョンを意味しています」と述べてい
ます。

2007 年 1 月に発足した LiMo Foundation は、業界全体で利用するためのオープンかつ世界
的に一貫した Linux ベースのモバイルプラットフォームを実現し、消費者に次世代のモバイ
ル体験を提供することを目的に設立されました。LiMo Platform は、ネイティブアプリケー
ションとモバイル Web アプリケーションやウィジェットの実行をサポートします。LiMo
Foundation に参加していない開発者は、2010 年第 2 四半期から LiMo のメンバー企業を通
じて提供される SDK を活用し、ネイティブアプリケーションと Web アプリケーションを開
発することができます。
本日、アドビ システムズ社の LiMo Foundation への参加が発表されたことで、同社の開
発者コミュニティに所属する多数の開発者は、アドビ システムズ社の各種のオーサリン
グツールを活用し、世界中の消費者のために臨場感あふれるインタラクティブなコンテン
ツの開発に取り組むことになります。LiMo の開発者向けの詳細情報は、LiMo Developer
Connection の Web サイト（http://developer.limofoundation.org）に掲載されています。

LiMo Foundation 取締役である NEC の手島俊一郎氏は、「業界をリードするアプリケーショ
ンプラットフォームサプライヤーであるアドビ システムズ社が LiMo Foundation に参加し
たことを大変喜ばしく思っています。これにより、LiMo Foundation のプラットフォームが
ユーザー体験を実現するための、これまで以上に強力で汎用性の高いなツールになることを
期待しています」

LiMo Foundation 会長である NTT ドコモの永田清人氏は「LiMo Foundation のメンバーと
して、そして Open Screen Project のパートナーとして、LiMo Foundation へのアドビ シス
テムズ社の参加を歓迎します。アドビ システムズ社の技術は、LiMo プラットフォームを様々
な LiMo 対応デバイスにおいて一貫性のある実行環境を提供できるようにし、何百万人もの
開発者とデザイナーが今よりもっと簡単に世界中の消費者にコンテンツの配信を可能にしま
す」
LiMo Foundation 執行役員兼取締役であるパナソニックモバイルコミュニケーションズの杉
村良一氏は、「アドビ システムズ社が LiMo Foundation に参加されたことを心から歓迎しま
す。アドビ システムズ社とのコラボレーションが LiMo プラットフォームの急速な進歩を促
し、次世代のモバイルカスタマー体験を可能にすることを期待しています」と述べています。

Samsung Electronics の バ イ ス プ レ ジ デ ン ト で あ る SP ユ ン（SP Yoon） 氏 は、「LiMo
Foundation の設立企業として、Samsung は、LiMo Platform の進化に貢献するため、LiMo
に参加するというアドビ システムズ社の決定を歓迎します。携帯電話の高度化が進み、よ
り高品質のマルチメディアコンテンツをサポートすることで、モバイルによる視聴体験は非
常に重要となっています。アドビ システムズ社の参加により、LiMo はマルチメディア機能
をさらに強化できるものと期待しています」と述べています。
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Open Screen Project について

アドビ システムズ社が推進役を務める Open Screen Project は、様々な業界大手の約 50 社
と協力しながら、携帯電話、PC、およびその他の消費者向けエレクトロニクスデバイスを対
象に、一貫したランタイム環境の実現を目指しています。Open Screen Project では、幅広
い種類の機器において Web ブラウジングや単体のアプリケーションにおける課題に対処し、
どのような端末でもコンテンツやアプリケーションを表示する際の障壁を取り除くことに取
り組んでいます。Open Screen Project に関する詳細や動画は、www.openscreenproject.
org/about/ に掲載されています。

Adobe Flash Platform について
Adobe Flash Platform は、Web のデザインと開発で業界をリードするプラットフォームで
あり、さまざまな OS や機器で同じように動作する表現力豊かなアプリケーション、コンテ
ンツ、動画を開発することができ、これらはインターネットに接続された 98% 以上の PC
で再生することができます。最新バージョンである Flash Player 10 は、初期リリースから
わずか 10 カ月で全世界の PC の 93% 以上にインストールされました。comScore Media
Metrix によれば、世界中で視聴されているオンラインビデオの約 75 ％が Adobe Flash 技
術を使って配信されており、Adobe Flash 技術は Web 上で最も普及している動画フォー
マットとなっています。Disney.com、MLB.com ならびに DIRECTV などの主要放送局や
メディア企業は Web での動画配信に Adobe Flash Platform を利用しており、YouTube や
MySpace といったソーシャルネットワークサイトにおけるプラットフォームとして利用さ
れています。Adobe Flash Platform についての詳細は、www.adobe.com/jp/flashplatform
に掲載されています。
アドビ システムズ社について
アドビ システムズ社は、時間や場所、利用するメディアや機器を問わず、あらゆるユーザー
の、アイデアや情報との関わり方に変革をもたらしています。アドビ システムズ 株式会社
はその日本法人です。同社に関する詳細な情報は、Web サイトに掲載されています。

LiMo Foundation について
LiMo Foundation は、モバイル業界のリーダー企業による専業コンソーシアムとして、オー
プンかつ透明なガバナンスモデル内で連携し、リーダーシップと意思決定を共有することで、
Mobile Linux をベースに、モバイル業界全体で利用するための、オープンかつ世界的に一
貫した端末ソフトウェアプラットフォームを提供します。ビジョン、目標、憲章、指針、規
則、会員情報など、LiMo に関する情報は、www.limofoundation.org で余すところなくご
覧いただけます。
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