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会社案内 

カームコンピュータ株式会社 

    



会 社 概 要 

 カームコンピュータ株式会社   商号 

 1993年7月20日 設立 

 10,000,000円  資本金 

 代表取締役社長 園田 正彦  代表者 

 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-8-5 本社所在地 

 〒108-0073 東京都港区三田3-1-7 東京事業所 

従業員数  74名 

取引銀行 
 りそな銀行／梅田支店 
 三菱東京UFJ銀行／大阪営業本部 



主 要 取 引 先 

 
 株式会社 NTTデータエンジニアリングシステムズ 
 株式会社 クレオ 
 株式会社 電通国際情報サービス 
 株式会社 ネットマークス 
 株式会社 富士通アドバンストエンジニアリング 
 キヤノンITソリューションズ株式会社 
 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 
 ソニー株式会社 
 シャープシステムプロダクト株式会社 
 ジャパンシステム株式会社 
 東芝医療情報システムズ株式会社 
 東芝情報システム株式会社 
 日本電気株式会社 
 日立ソリューションズ株式会社 
 日本テラデータ株式会社  
 パナソニック エレクトロニック デバイス株式会社 
 パナソニック電工インフォメーションシステムズ株式会社 
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 
 株式会社 堀場製作所 
 ミズノ株式会社 

 
 その他優良企業（50音順敬称略） 



沿 革 

大阪市北区にて会社設立 

1993年7月 

一般第二種通信事業者として届出、プロバイダー事業を開始 

1996年 
事業拡張のため東京事務所の開設 

1998年 

プライバシーマーク制度による認定取得 

2003年 

Mac版指紋認証セキュリティソフトの販売を開始 

2005年 

Mac版ICカードセキュリティソフトを販売開始 

Mac版指紋認証システム 

@SECUREシリーズの販売開始 

2007年 

2004年 

米国Softech社とCADRAに関する代理店契約の締結 

外部認証 

 プライバシーマーク認定 

 特定労働者派遣事業資格 

 電気通信事業者 

20000366(02) 

特27-302555 

E07-591 

その他 

 Oracle Partner認定 

 Auto-Desk社認定パートナー 

2008年 

@SECUREシリーズ 

がWindowsに対応 



コ ア 技 術 

●開発言語 ＆ ツール 

  C・C++・C# 

  Java 

  .Net 

  Visual Basic 

  Perl・PHP 

  XML 

  Fortran・Cobol・PL/I 

  ASM 

   ●CAD/CAM 

 CADRA 

 Unigraphics 

 Solid Edge 

 Solid Works 

 AutoCAD 

 Micro Station 

 ●OS 

   MAC OS X 

   Windows 2003・XP・VISTA 

   Linux 

   UNIX 

   Solaris 

   HP-UX 

   VMS 

   BSD/OS 

                
 ●DB/DC 

 Oracle・TeraData 

 SQL-Server・ PostgerSQL 

 Apache・IIS・OracleAPServer 

 Access・Excel・ActiveX 

 INFORMIX  

  



主 な 事業 

製品開発・ 
販売 

 

インフラ構築 

アプリケー
ション開発 

業務システ
ム開発 

運用・保守 



主な事業内容(1) 

 ソフトウェア受託開発 
– 製造/流通/通信/サービス業などの業務アプリケーションシス
テムの設計・開発・保守 

– データベースを利用した情報管理アプリケーションの開発 

– CAD/CAMパッケージ製品のカスタマイズ及び業務支援ソフ
トウェアの設計・開発 

– スマートカード、USBトークン等を利用した認証関連システ
ムの設計・開発 



主な事業内容(2) 

 IT基盤構築 
– インターネット環境構築に関わるコンサルティングから設計
・開発・保守までをトータルにサポート 

– 認証基盤の構築及びWebアプリケーションソフトウェアの設
計・開発 

 製品販売 
– デスクトップセキュリティ製品の開発・販売・保守 
（PUPPY Suite・＠SECURE

®
シリーズ） 

– CAD/CAMパッケージソフトウェアの販売・保守 
（CADRA・AutoCADなど） 

 



製品開発・製品販売 

◇製品開発 

 昨今の情報社会における情報セキュリティを重視し、 

  情報漏洩防止(抑止)製品の開発・販売。 

  

◆指紋認証ソリューション 

  ＠SECURE® / fs  Biz 

◆カード認証ソリューション 

  ＠SECURE® / SC 

◆利用統計・資産管理ソリューション 

 ＠SECURE® / Audit  for Education 

◆シングルサインオン・ID統合管理ソリューション 

 ＠SECURE® / SSO 

◆クラウド環境でのセキュアなファイル共有ソリューション 

 ＠SECURE® / KeｙShare-Encryption  for Cloud 

 

 

 

 

 

 

  



@SECURE/FS 

@SECURE/Audit 
for Education 

@SECURE/SC 

＠SECUR＠
E/SSO 

@SECURE/Keｙ
Share-Encryption  

for Cloud 

指紋認証でMac/ 

Windows 

へログオン 

2009～ 2011～ 

教育機関向け 

利用統計システム 

（Mac/Windows対応） 
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シングルサインオン/ 

ID統合管理パッケージ 

（Mac/Windows対応） 
 

2010～ 

201２～ 

エンタープライズ向け 

ICカード認証システム 

（Mac/windows 

フェリカ対応） 

2007～ 

※世界で初めて Mac OS X で指紋認証ログオンを実現 

Windows及びMacに対応したセキュリティ製品は当社唯一 

競合の無い製品を開発、提供 

@SECURE/SSO 

製品ラインナップ(Mac/Windows) 

クラウド環境での 

セキュアなファイル共有 



製品ラインナップ(アライアンス製品) 

200３～ 

国内でCADRAの販売・サポート 

CADRAは、Windows/Unix/Linuxで動作する、
Sofeech社のハイスピード・ハイクオリティ 

最先端2次元CADシステムです。 

当社では、1993年から販売/サポートを開始
し、2003年より日本での一次代理店として幅
広いユーザー様のサポートを行っております。 

   【約２００社のお客様をサポート】 
 

CADRA本体及びトランスレータなどの 

各種オプションの販売  

PC本体およびプロッターなどの設置・ 
インストール  

 

 



アプリケーション開発事業 

 

 
 

 

 

製造系システムに欠かせない代表的な CAD/CAM     

 システムのアプリケーション開発を支援します。 

グループウェアで代表的なLotus Notes/Dominoシ   

 ステムのAP開発を支援します。 

その他、Google  Appliance  API等 

 

 
設計部門 

CADを用いて 

 ・製品デザインの設計 

 ・材料の決定 

 ・図面作成 

Teamcenterを用いて 

 ・組立工程の検討 

 ・工程別に必要部品、工具、
資材の配置 

※設計BOM（E-BOM） 

※製造BOM（M-BOM） 

製造部門 



●Lotus Notes/Dominoのアカウント管理・運用 

●Lotus Notes/Dominoのアプリケーション開発 

●Lotus Notes/Dominoのバージョンアップ支援 

●Lotus Notes/Dominoから他のグループウェアへのマイグレーション作業支援 

 

Notes/Domino アプリケーション開発・運用支援 

 Lotus Notes/Dominoのユーザー先での運用支援・開発サポー
ト技術者をご提供致します。 

  



インフラ構築事業 

◆インターネット環境      ◆アカウント管理 

◆ネットワークセキュリティ   ◆Webセキュリティ 

◆ディスクトップセキュリティ  ◆アプリケーション 

 

 

各種システムを適切に制御する基盤構築サービスを 

 ご提供致します。 

 



インターネット、アカウント管理 

【インターネット環境構築】 

 ・インターネット公開サーバ 設計・構築 

  （メール、ウェブ、DNS ・・・） 

 ・モバイルVPN環境 

  （Cisco、Netscreen ・・・） 

 

【アカウント管理構築】 

  マルチプラットフォーム統合認証 

  （ActiveDirectory、OpenLDAP） 

  ID管理 

  （LDAP Manager、ID Admin ・・・） 

 

 

 

 



ネットワークセキュリティ・ウェブセキュリティ 

【ネットワークセキュリティ構築】 

 ・Firewall設計・構築 

  （Firewall-1、Netscreen、FortiGate ・・・） 

 ・認証ネットワーク設計・構築 

  （認証VLAN、IEEE802.1X ・・・） 

 

【ウェブセキュリティ環境構築】 

 SSO 

  （getAccess、SiteMinder ・・・） 

 他要素認証 

  （securematrix、指紋、スマートカード ・・・） 



デスクトップセキュリティ 

【デスクトップセキュリティ構築】 

 ・指紋認証 

  （PUPPY Suite、SecureSuite、@SECURE ・・・） 

 ・スマートカード認証 

  （SecureSuite、＠SECURE ・・・） 

 



業務システム開発事業 

◆業務アプリケーション開発 

◆人事給与システム 

◆販売・物流システム 

◆受発注システム 

◆ETC料金所サーバ関連 

 

あらゆる企業様、業種に対して最適なソリュー
ションを、開発だけでなく 

企画から運用まで幅広くサポートしています。 

 



トピックス 

 案件名  平成22年度産業技術研究開発委託費 
      （次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業） 
 
 
• 期間 ： 平成22年10月～平成24年3月末（約1年半） 
 
 
• 研究・開発内容 ： 認証・暗号鍵分散管理技術の開発 
  
 

 
※カームコンピュータ（株）は、クラウド環境での認証セキュリティ強化として、認
証・暗合鍵を分散管理し、セキュアな環境を提供する次世代システムを「独
立行政法人 産業技術総合研究所」様と共同で事業提案し採択されました。 

 

 



システム概要 

LR-AKEプライマリサー
バ 

利用者管理サーバ 

クラウドストレージ 

LR-AKE  

セカンダリサーバ 

 

アカウント情報等のメール送
信 

Webアプリケーション 

ユーザ・グループの登録 

システム管理者 

暗号鍵情報の冗長処理 

利 用
者 

認証 

暗号鍵取得 

認証 

暗号鍵取得 

アップロード・ダウンロード 

クライアント 

アプリケーション 

LR-AKE 
API 

LR-AKE 
API 

LR-AKE 
API 

①システム管理者が利用者およびグループを登録する。 

②システム管理者がグループと利用者についてアカウントを 

 発行する。 

③システム管理者が利用アカウントを発行した際、クラウドス 

 トレージ利用クライアントを使用するためのアカウント情報と 

 パスワードを利用者にメール送信する。 

④利用者はクラウドストレージ利用クライアントの認証に成功 

 する事でファイルの暗号化および復号を行う事ができる。 

 認証にはアカウント情報（アカウントファイル）とパスワードが 

 必要となる。暗号化ファイルはクラウドストレージ上に保存し 

 グループ間で共有を行う。 

⑤あるグループに所属する利用者が暗号化したファイルは同じ 

 グループの利用者のみが復号できる。（認証に成功している 

 必要あり） 
⑥システム管理者はあるグループに所属する特定の利用者 

 のみの利用を停止する事ができる。 

⑦利用アカウント発行時にはアカウントの有効期限を設定する 

 事ができ、利用可能期間を指定できる。 



弊社の特徴（強み） 

◆セキュリティ技術およびMacでの開発実績 

  世界初の Mac OS X で指紋認証を実現した技術力 

◆各種ビジネスに対応可能な豊富な人材 

  確かな技術力を元に多くの企業との取引実績 

◆CAD（CADRA） 

  国内で数少ない米国Softech社CADRA販売代理店 

  （直接取引企業様約２００社） 


