
 1

News Release 
 

2005 年 2 月 16 日 

 

報道関係各位 

 

株式会社日本システムディベロップメント 

（東証第一部コード番号・9759） 

リコー販売株式会社 

 

 

 
 

株式会社日本システムディベロップメント（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小岸 勲、以

下：NSD）と、リコー販売株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：畠中 健二、以下：リコ

ー販売）は、NSD が新たに開発し、2005 年 6 月下旬から新発売するセキュアドキュメントソリューシ

ョン「錠勝（じょうしょう）」の販売を共同で展開することに合意いたしました。 

 

新製品｢錠勝｣は、NSD が日本販売代理店として、販売を行っている AirZip,Inc.の「FileSECURE」

と、リコーの文書管理サーバーシステム「Ridoc Document Server Pro」を連携させたセキュアドキ

ュメントソリューションです。「錠勝」の活用により、AutoCAD、Office、PDF 等の電子情報に対して

永続的な追跡・対処可能なセキュリティを付与することが可能です。さらに、図面や契約書などの紙

文書を電子化し、「FileSECURE」で暗号化してセキュリティを付与したうえで、「Ridoc Document 

Server Pro」に保管するまでの一連の作業を、リコーのデジタル複合機｢imagio Neo シリーズ｣の操

作だけで行えるようになります。 

 

現在、情報漏えいの脅威がある為、情報の活用を組織ネットワーク内のみに限定する対策が一般的

ですが、これでは活用されるべき情報の価値を発揮する事ができません。さらに 2005 年 4 月の個人

情報保護法の施行を控え、各企業は情報漏えいへの対策の責任が発生致します。 

「錠勝」は従来製品とは違い、情報を一元管理する事で組織ネットワーク内での情報活用を推進し、

重要情報に対しては永続的な追跡・対処可能なセキュリティを付与する事で、組織ネットワーク内外

を問わず、フレキシブルな情報活用、及び万が一情報が漏えいした際の対策を実現します。 

これにより、従来閲覧できなかった部署や外部からの閲覧が安全にできるようになり、本来の「武

器（情報）としての活用」を可能に致します。 

 

  NSD は、「錠勝」を実現する上で必要なカスタマイズを行うと共に、リコー販売と連携し首都圏の

お客様向けへのご提供を中心とし、日本全国での拡販も視野に入れご提供してまいります。 

一方リコー販売は、従来からご提供してきた、ドキュメントライフサイクルに関わる様々なソリュ

ーションに加え、情報漏えいを防止する高度なセキュリティを実現した「錠勝」を、首都圏のお客様

NSD とリコー販売、個人情報から設計図まで、 

あらゆる情報のセキュリティを網羅する“錠勝”を提供 

～セキュアドキュメントソリューション：情報を活用しながらセキュアに～
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向けにご提供してまいります。 

 

将来的には、印刷した紙へのセキュリティ対策として、リコーのデジタル複合機｢imagio Neo シリ

ーズ｣で採用している｢不正コピー抑止地紋印刷機能｣など、セキュリティ印刷機能との連携を図るな

ど、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

な連携を行う事を目標としております。 

 

＜情報活用におけるセキュリティ面での課題＞ 

 

１、【情報活用とそのリスク】 

“情報とは、適切な判断・意思決定をする為に使用するもの”つまり情報は、本社・支社・工場・

パートナー・サプライヤー等様々な場所・人で活用する事により、ビジネスチャンスという価値

を生み出します。 

しかし、「情報漏えい」という言葉が一般化しつつある現代、悪意ある漏えい・ヒューマンエラ

ーによる漏えいというリスクがある為、情報を活用する事が難しくなってきています。 

 

２、【適用場面の限定】 

従来の暗号化製品は、組織ネットワーク内のみの対応や、特定のアプリケーションのみの対応、

特定の端末内のみでの対応等、適用場面を限定される製品が多く、情報を活用できる場面を限定

してしまう事で、情報の本質を損なってしまう可能性があります。 

 

３、【情報の取り扱い】 

通常、暗号化製品は情報をセキュアにする事が役割となっています。しかし企業にとって情報は

資産です。つまりそのセキュアになった情報（資産）が企業として管理、活用されている状態で

なければ、価値が発揮されません。 

 

  このような課題を解決できるのが、NSD とリコー販売が提供させていただく、セキュアドキュメ

ントソリューション、「錠勝」です。 

 

＜システムの特長・内容＞  

 

１、【永続的な追跡、対処、管理】 

閲覧・印刷・保存・有効期間等の使用権限を付与し暗号化されたファイルは、アクセスコントロ

ールによりどこに配布されようと、永続的な追跡、対処、管理をする事が可能となります。 

さらに効果的なアクセスコントロールだけでなく、ユーザの証跡管理を行う事で、強力で持続的

なセキュリティ対策を可能とし、情報を安心して活用できる環境を実現します。 

 

２、【幅広い情報形式に対応】  

「錠勝」は、AutoCAD、Office、PDF など印刷機能を利用できるアプリケーションであれば 

暗号化する事ができます。また暗号化された情報は専用 Viewer を利用し復号化する為、ネイ 

ティブアプリケーションを必要としません。これにより、ビジネススピードを損なう事なく、 

セキュアな情報活用が実現します。 

 

３、【効果的な情報活用、及び管理】 

「錠勝」は、単純に情報を暗号化するだけでなく、暗号化後の情報を企業として管理する仕組み

（文書管理機能）をご提供します。セキュリティポリシーを明確化する事により、意識統一され

た情報漏えい対策が実現します。また資産である情報ノウハウの体系化的な管理、活用の方法が

容易な為、業務効率の向上を実現します。 
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※ システムイメージは、別紙参照 

【サービス開始時期】2005 年 6 月下旬 

【新製品名】「錠勝（じょうしょう）」 

【ご提供価格】500 ユーザ 650 万円～（最低販売ライセンスは 50 ユーザ～） 

【3 年間の売上目標】30 億円 

以 上 

【株式会社日本システムディベロップメント】 

 

 ・所 在 地：大阪府大阪市中央区高麗橋 3-3-7 

 ・代 表 者：代表取締役社長 小岸 勲 

 ・従業員数：（連結）3,370 名（2004 年 3 月末現在） 

 ・事業規模：（連 結 売 上 高） 36,002 百万円 

             （連結経常利益）  3,690 百万円 

             （連結当期純利益）  3,018 百万円（2004 年 3 月期） 

  ・Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nsd.co.jp/ 

 ・事業内容 

○システム分析・設計の受託 

○プログラム開発及び受託 

○コンピュータ室運営管理 

○ソフトウエアプロダクト 

 

・お問い合わせ先 

○報道機関からのお問い合わせ 

広報室  

 

TEL：03-3342-1250／FAX：03-3342-2987 

e-mail：ir@nsd.co.jp 

○サービス内容に関するお問い合わせ 

ソリューション本部 2部 

錠勝担当 

TEL：03-3342-0955／FAX：03-3342-0956 

e-mail：airzip@nsd.co.jp 

 

【リコー販売株式会社】 

 

・所 在 地：東京都中央区銀座 8-18-11 リコー販売ビル  

・代 表 者：代表取締役社長 畠中 健二  

・従業員数： 4,200 名（2004 年 3 月末現在）  

・事業規模：（売上高） 250,000 百万円（2004 年 3 月期） 

・Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.r-hanbai.ricoh.co.jp/ 

 ・事業内容 

○ドキュメントソリューションをベースとした、リコーのデジタル複写機、プリンター、ネッ

トワーク関連商品、消耗品の販売、及び機器保守、アフターフォロー等をトータルで提案と

提供。 

・お問い合わせ先 

○報道機関からのお問い合わせ 

首都圏広域事業本部 東京システム事業部

中村・村橋 

TEL：03- 5550-2390／FAX：03- 5550-2391
e-mail： 

ken_murahashi@r-hanbai.ricoh.co.jp 

○サービス内容に関するお問い合わせ 

首都圏広域事業本部 東京システム事業部

村橋・中村 

TEL：03- 5550-2390／FAX：03- 5550-2391
e-mail： 

ken_murahashi@r-hanbai.ricoh.co.jp 

 

http://www.nsd.co.jp/
mailto:ir@nsd.co.jp
mailto:airzip@nsd.co.jp
http://www.r-hanbai.ricoh.co.jp/
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Ridoc 
DocumentServer Pro

権限サーバ

クライアント
FileSECURE Author

監視Server

暗号化と文書管理を、同一のGUI上
（FileSECURE Author）で実現！

DocumentServerProへの登録方法は2通り。
・FileSECURE Author上で、ドラッグ＆ドロップで登録
　※FileSECURE Author必須
・監視Server上にあるディレクトリにドラッグ＆ドロップ
　し自動登録（暗号化、非暗号化対応）
　※FileSECURE Author不要

監視Server上にあるディレクトリに
ドラッグ＆ドロップすれば、自動的に
DocumentServerProに暗号化格納！

ディレクトリにドラッグ＆ドロップ

文書
自動格納

暗号化キー格納

セキュリティと文書管理のシー
ムレスな結合により、簡潔な
操作性を実現！

Doc.

Doc.

【【PointPoint】】

セキュリティと文書管理のシームレスな結合
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社内外問わず常時ドキュメントをコントロール社内外問わず常時ドキュメントをコントロール

クライアント 複合機

F/W

RDS Pro

営業部 技術部

監視Server

暗号化ファイルを使用
する際にはFSサーバへ
のアクセスが必要

目的文書を検索

文書の有無を返答

錠勝

暗号化ファイル配布
権限サーバ

暗号化文書、通常文書、検索用
インデックスを格納

FS Server

暗号キー、権限情報を格納

クライアント 複合機

FS Author or ブラウザを使用
し、RDS Proへアクセス

暗号化ファイル使用時に
サーバへアクセスさせる事に
より、強固なセキュリティを実現

【【PointPoint】】

認証＆権限取得 社内社外


