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情報の共有・活用を推進するセキュアドキュメント

ソリューション「錠勝」を販売開始

「錠勝（じょうしょう）」は、企業の資産である情報を一元管理

するとともに、AutoCAD・Office・PDF等あらゆる電子情報

に対して永続的にアクセス管理することを実現します。これによ

り、外出先からの閲覧や顧客、パートナーへの情報配布が安心し

て行えるようになります。

2005年4月に個人情報保護法が全面施行され、「情報漏えい」

という言葉が一般化しつつある現在、悪意ある漏えいや社員の不

注意による漏えいといったリスクによって、情報の活用が難しく

なってきています。従来の情報セキュリティ対策は、いかに情報

を守るかということを目的としてきました。しかし、これからは

「情報を守ること」ではなく「情報を活用すること」を目的とし、

「情報を守ること」はあくまでそのプロセスの一つだという認識

が必要です。錠勝がこの「情報を活用しながら守る」セキュリテ

ィを実現することで、情報の本来の活用方法を促進します。

錠勝は、株式会社リコーの文書管理サーバシステム「Ridoc

Document Server Pro」と、当社が日本販売代理店として販売

を行っているAirZip, Inc.のDRM製品「FileSECURE」をシー

ムレスに連携させたセキュアドキュメントソリューションです。

この錠勝の販売に関して、リコーグループのリコー販売株式会社

と連携して、お客様へのご提供を積極的に行うと共に、将来的に

はドキュメントライフサイクルに関する幅広い分野において、お

客様のニーズを満たすべく積極的な連携を行うことを目標とし

ています。

Sales launched for “Josho”: secure document solutions for 

information sharing and use

“Josho” enables both uniform management of information as a corporate

asset and persistent access management of all electronic information such

as AutoCAD, Office and PDF documents. This secure document solution

made it possible to browse information from outside of the company and

distribute information to your customers and partners with a sense of

security.

The term “information leakage” has commonly been used since the enforce-

ment of the Personal Information Protection Law in April 2005. In this era, it

has become difficult to make use of information because of risks such as

malicious leaks and careless leaks by company employees. Conventional

information security measures are aimed to protect information. However, in

the future, the focus will not be on “information protection,” but rather “infor-

mation use,” and it is necessary to recognize “information protection” as part

of the process of “information use.” “Josho” protects the original use of infor-

mation by providing security for the “information use and protection.”

“Josho” is a secure document solution where “Ridoc Document Server Pro,”

a document management server system of Ricoh Company, Ltd., and

“FileSECURE,” a DRM product of AirZip, Inc., for which we act as a

Japanese sales agent, are seamlessly linked with each other. For the sales

of “Josho,” we aim to proactively provide the products to customers in

cooperation with Ricoh Sales Company, Ltd., one of the Ricoh Group com-

panies. To meet customer needs, we also pursue proactive cooperation in a

wide range of business areas relating to the document life cycle in the future.
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簡単な暗号化、文書登録が可能 

自動暗号化サーバにドラッグ＆ドロップす
るだけで、予め設定された権限で暗号化、
文書管理サーバへ登録します。 

暗号化ファイルにアクセス時、権限サーバに
アクセス権限の確認を行います。 

共有する文書は、 
全て文書管理サーバで一元管理します。 

永続的なアクセス管理が可能 

企業として管理、有効活用が可能 


