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株式会社ウィル・ドゥ（本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町５-５-１ 葵シャトーB1 代表取締役：塩屋

智章、以下ウィル・ドゥ）は、ヴィジョネア株式会社（本社：渋谷区道玄坂 1-22-7 代表取締役社長：内古閑

宏、以下ヴィジョネア）の特許技術『DVDMAGIC』Ⓡが持つ著作権管理技術を用いた視聴回数制限のある

DVD に、映画作品『0（ゼロ）からの風』を収録し、大手企業や教育機関向けに研修を目的とした上映用

DVD として 9 月 1 日から提供を開始します。既にトヨタ自動車株式会社、三井住友海上火災保険株式会

社では本 DVD の利用を決定しています。 

 

今回提供する新方式の DVD は、ヴィジョネアが開発した著作権管理（DRM）技術により、視聴回数・期間

に制限を設けることが可能となり、視聴可能回数あるいは視聴可能期間により DVD の利用価格を設定す

ることができます。視聴可能回数及び期間の管理は DVD 利用時に発行するユーザーID により行い、有

効回数・期間を超過したのちも、ユーザーID の再購入により、ユーザーの手元にある DVD で引き続き視

聴することができます。 

このように視聴制限をかけた DVD を提供することにより、従来のように特定の映画館での上映に限られた

映像作品を、版権や著作権を保護しながら、企業や教育機関などの組織でも上映することが可能となり、

作品を広く流通することができ、コンテンツ流通の新しい形を実現しています。 

 

『0（ゼロ）からの風』は、最愛の息子を交通事故で失った女性・鈴木共子さんをモデルに描かれた映画で

す。わが子を交通事故で失ったことをきっかけに、彼女は同じ境遇の仲間とともに立ち上がり、一般市民

による初めての法改正となる 「危険運転致死傷罪」の新設を成し遂げます。 この映画は、世界中の何処

かで繰り返される悪質な飲酒運転の撲滅と その被害者家族の心の救済を目的として、トヨタ自動車株式

ウィル・ドゥがヴィジョネアの著作権管理（DRM）技術を採用。 

安全運転への啓蒙、命の尊さを描いた話題の映画『0（ゼロ）からの風』を収録した 

視聴回数/期間が制限可能な新方式の上映用 DVD を寄付協賛企業、教育機関などに提供を開始 



会社、富士通株式会社をはじめとする 220 社を超える企業、団体、個人の方からの寄付・協賛、そして多

数の企業、団体による撮影協力により、製作され自主上映を行ってきました。 さらに、この作品を通して、

命の尊さ、安全運転の大切さをより多くの方に理解してもらうため、企業および教育機関に限定で本 DVD

が提供されます。 

 

今回採用された新方式の DVD は、企業や教育機関での上映の際にも、視聴回数や視聴期間などの著

作権管理が徹底された上で、映像作品をより多くの人々に視聴してもらう機会を創ることができます。また

エンターテインメント作品を企業内研修に取り込むといった意味でも新しい試みです。 

 

本 DVD では、株式会社キューテックの協力により、聴覚障害者の方も楽しめるように、日本語字幕スーパ

ーを用意しています。 

 

なお、『0（ゼロ）からの風』の視聴は平成 21 年までは、本 DVD 提供と自主上映のみに限定されています。 

以上 

 

【「0（ゼロ）からの風」について】 

文部科学省 選定 国土交通省 後援 社団法人企業メセナ協議会認定 （認定番号 N05-172） 

塩屋俊監督作品。 

交通事故により最愛の息子を失った女性・鈴木共子さんをモデルとした映画。 

彼女のひとり息子は早稲田大学に入学 1 週間後、自宅付近でパトカーに追われる無車検・無保険の車にはね

られ即死。 加害者の男は免許失効中の身にありながら、泥酔状態、3 度目の事故であったのにも関わらず 

「業務上過失致死傷罪」と処理され、刑期は当時で最高の 5 年。一人息子を亡くした喪失感、絶望、怒りが交

錯する中、刑の軽さに疑問を感じた彼女は、 同じ思いを抱く仲間達と共に 2 年間街頭に立ち、約 37 万人の署

名を集め、刑法改正に動く。彼女達の血のにじむような努力は実を結び、翌々年、国会審議を経て、一般市民

による初めての法改正となる 「危険運転致死傷罪」(最高刑期 20 年、併合加重の場合は最高 30 年)の新設を

成し遂げます。【'01 年 12 月 25 日施行】  

さらに彼女は、50 代を過ぎてから、息子が通っていた早稲田大学へ入学するのである。息子の人生を代わり生

きるために。 

塩屋監督は鈴木さんを 3 年間追い続け、実際のエピソードを基に製作されたこの映画では、大切な命の重み

を決して忘れずに、悲惨な事故を二度と繰り返さないでほしいという願いを込め、より多くの方に観て頂けること

を目指しています。 

多数の企業・個人の方からの寄付・協賛にて製作・自主上映を行っています。 

協賛企業名資料を参照 

 

「0（ゼロ）からの風」オフィシャルサイト： 

http://www.zero-karano-kaze.com/ 



【株式会社ウィル・ドゥについて】 

俳優養成所の経営を始めとして、俳優、タレント等のマネージメント業務、映画、演劇等の企画及び製作、 

企業・学校向け教育研修受託を行う。 

俳優養成所では、これまでの受講生は総数 5,000 人を超える。深田恭子、新山千春、長谷川京子、木村佳乃

など多数の俳優を輩出している。 

映画製作業務では、「0（ゼロ）からの風」を始めとして、「ビートキッズ」、（企画・監督：塩屋俊（当社代表）） 

インターネットシネマで「GORGUS! 僕のエンジェル」（監督：矢城潤一） 

「HEY JAPANESE! Do you believe LOVE, PEACE and UNDERSTUNDING?2007 ～2007 年。 

イマドキジャパニーズよ。愛と平和と理解を信じるかい？～」（監督：村松亮太郎） 

「Waiting for the Sun～天気待ち～」（監督：奈良橋陽子）などを製作。 

その他にも小学校、大学、企業等を対象に、現在、インプロ・即興ゲームを取り入れた教育研修プログラムを提

供・実施。教育界、企業、日本のコミュニケーション事情に大きな波紋を投げ掛けている。 

 

【ヴィジョネア株式会社について】 

「日本発 世界初」の独自技術をベースに新しいビジネス、新しいライフスタイルを世の中に提唱する会社として

2000 年に設立。DVD とインターネットを連動する特許技術『DVDMAGIC』Rをベースに、セル、レンタルに続く

第三の映像の視聴スタイルとなる、「ペイパービューDVD」を展開中。 

同技術を用いてDVDの視聴率を計測する「DVDリサーチ」、DVDからウェッブサイトに視聴者を誘導する「Web

リンク」の機能は雑誌付録 DVD、無料配布 DVD、企業プロモーション DVD、学校紹介ＤＶＤなどに幅広く活用

され年間約 3,000 万枚の実績がある。Web2.0 の流れに対応し映像にタグをつける技術を開発。映像検索サイ

ト onyon（http://onyon.jp）として、DVD 映像などのお気に入りシーンを登録・検索・再生できるウェッブサービス

を展開。Consumer Generated Media としてユーザーが登録したシーンの閲覧やコメントを書き込むことを可能と

した。 

日本映像ソフト協会会員、Blu-ray Disc Association コントリビューションメンバー、DVD フォーラム・プリンシパ

ルメンバーでもあり次世代ディスクに対して積極的に開発を行うなど映像コンテンツの新しい流通プラットフォー

ム構築を目指しメディア技術の開発に注力している。 

ヴィジョネアサイト： 

http://www.visionare.co.jp/ 

 

【視聴回数制限付き DVD の申し込み問い合わせ先】  【このリリースに関するお問い合わせ先】  

株式会社ウィル・ドゥ                             ヴィジョネア株式会社       

プロデューサー：                          広報担当：   

土屋哲男（つちやのりお）                        池田久仁子（いけだくにこ）  

TEL:03-5919－1219   FAX:03-5919－1049       TEL:03-6415-3088 

e-mail:tsuchiya@zero-karano-kaze.com            e-mail:kikeda@visionare.co.jp 

 

 

 



資料１：寄付・協賛金決定 企業/団体 

 

トヨタ自動車(株) アートコーポレーション(株) 富士通(株) あいおい損害保険(株) (株)ウエマツ  

京王グループ スズキ(株) ダイハツ工業(株) 松下電器産業(株)  

パナソニック オートモーティブシステムズ社 キリンビール(株) サントリー(株)  

(株)NKO ビジネスサポート  豊田通商(株) ニッセイ同和損害保険(株) ロックペイント(株)  

(株)きんでん 元気！勇気！本気！2006  (株)大阪木材相互市場 コスモ警備保障(株)  

あすなろ法律事務所  大阪信用金庫  大阪ターミナルビル(株)  (株)コミューチュア  

(株)シーモス  昇栄エステート(株) 高千穂鉄工(株) (株)電通 関西支社 東洋紡 (株)ベック  

ヤンマー(株) (株)ユニシス  レッキス工業(株) 愛知南総合保険センター  国際パトロール(株)  

税理士法人大阪総合会計事務所 (株)大伍総合開発  堂本会計事務所 (株)ピーオーイー  

(株)ブレインワークス  山本貴金属地金(株) トヨタ自動車九州(株) 大豊通信(株)  

坂和総合法律事務所 弁護士 坂和章平  KDDI(株)  (株)T&D ホールディングス  

本田技研工業(株)  (株)伊藤園  加賀電子(株) 新日本製薬(株)  (株)瀬戸内  

東京海上日動火災保険(株) 三井住友海上火災保険(株) アサヒビール(株) サッポロビール(株)  

アイシン精機(株) 清水建設(株)  (株)デンソー 日野自動車(株)  (株)サクラクレパス  

(株)アバンス (株)ユニオン (株)曲田商店  辰野(株)  アドバンス開発(株)  

大阪国際空港ターミナル(株)  (株)クラレ (株)三輝  (株)自然科学調査事務所 白山殖産(株)  

(株)ティーネット (株)東京昇栄  不二印刷(株) みのり税理士法人  (株)ユー・エス・ジェイ  

(株)リメディア (株)近鉄百貨店  大阪中央会計事務所 鳥居義昭  十文字鉄工(株)  

城英敏税理士事務所  津法律事務所 弁護士喜多正達 (株)日本ネットワークサポート  

(株)フレッシュパワー  丸紅(株) ラッキーベル(株) 豊田合成(株) 医療法人 宮崎会  

氷見温泉郷 永芳閣 

 

資料 2：チケット、その他協賛決定 企業/団体 

 

大阪トヨタ自動車(株)  (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ 日立マクセル(株)  

新日本製薬(株) フンドーキン醤油(株)  (株)カザン トヨタカローラ岩手(株) 阪和興業(株) (株)大丸  

ユニオン(株) (株)近鉄百貨店 コスモ警備保障(株) 天神橋 3 丁目商店街振興組合 近畿日本鉄道(株)  

井上特殊鉄鋼(株) (株)コシイプレザービング (株)大西 (株)オージス総研 トヨタ自動車(株)  

トヨタカローラ南海(株) トヨタカローラ新大阪(株) ネッツトヨタ南海(株) ネッツトヨタ新大阪(株)  

ネッツトヨタいずみ南海(株) トヨタカローラ浪速(株) ネッツトヨタ北大阪(株) (株)阪神百貨店  

近畿日本ツーリスト(株)  (株)レインボー 大和ハウス工業(株) (株)平松経営センター (株)のむら給食  

(株)寿商会 大西公認会計士事務所 中谷運輸(株) エコ関西 今城グループ アート引越センター  

明治安田生命保険相互会社 武蔵野学院大学 武蔵野短期大学  

三和酒類(株) 中央自動車工業(株) トヨタカローラ八戸(株) ネッツトヨタみちのく(株)  

(株)サクセスプレナー (株)阪急ホテルマネジメント (株)大阪木材相互市場 (株)曲田商店 辰野(株)  

川口中央ロータリークラブ (株)心斎橋ミツヤ 近江産業(株) フェザー(株)  

有光工業(株) (株)明来（あき） 大阪トヨペット(株) トヨタ部品大阪共販(株) ネッツトヨタ大阪(株)  

トヨタカローラ大阪(株) ネッツトヨタ中央大阪(株) ネッツトヨタニューリー北大阪(株)  

(株)トヨタレンタリース新大阪 (株)関電 L&A (株)モデル・ランゲージ・スタジオ（MLS）  

(株)シェル石油大阪発売所 コスモス司法行政書士事務所 (株)フレック 洋食 KATSUI  味処 桃井  

(株)ジェイテクト (株)イーサーブ 中谷運輸機工(株) (株)アクティス 



資料 3：撮影・協賛 企業/団体 

 

(株)トヨタレンタリース大阪 財団法人ヤマハ音楽振興会 (株)ケーツーステーション KDDI(株)  

有限会社 A Ｐｏｉｎｔ (株)伊藤園 喫茶館 英國屋  eze エズ  千房(株)  (株)正弁丹吾グループ  

松下電器産業(株) パナソニック オートモーティブシステムズ社 (株)サクラクレパス アパグループ  

(株)デジウェア キリンビール(株) キリンビバレッジ(株) 喜多呂 (株)いかめし阿部商店  

狐太閤 いなり寿司専門店  

 

資料 4：協力 企業/団体 

 

早稲田大学 関西大学 大阪スクールオブミュージック専門学校  

東京フィルムセンタースクールオブアート専門学校 東京スクールオブミュージック専門学校 渋谷校  

放送芸術学院< 大阪藝術大学 学校法人ビジュアルアーツ専門学校 （株）ヤマハミュージック大阪  

社団法人日本自動車会議所 大阪商工会議所 社団法人関西経済連合会  

大阪ロケーション・サービス協議会 神戸フィルムオフィス (社)箕面青年会議所 箕面市議会  

三原グループ （株）三原組 （株）三原工業 スリーフィールド（株） （株）もっと （有）あっとマイク  

ヤマハ エピキュラススタジオ パナソニック AVC ネットワークス社 パナソニックデジタルソフトラボ  

松竹株式会社 大阪観光（株） 箕面観光ホテル 箕面本町会商店街 箕面本通商店街<  

（財）大阪国際交流センター 大阪府庁 大阪市中央公会堂 神戸市立西神斎場 エビスタ西宮  

西宮市立勤労会館 長谷地域づくり協議会 長谷地域交流センター （株）エキスプレス 花のように  

泉州警備保障（株） よみうり文化センター千里中央 法泉寺 小山（株） （株）インテ 神奈川県警察本部  

（株）ボイスバンク 

 

 

資料 5：寄付をお寄せ頂きました個人の皆様 

 

508 名様 

 

全資料：『0(ゼロ)からの風』公式サイト（平成 19 年 8 月 22 日現在） 


