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プレスリリース 
2009 年 2 月 19 日 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 
ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム（ASPIC） 

 
 
 
 
 
 
 特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム（略称：ASPIC、東京都品川

区西五反田、会長：河合輝欣）は、総務省、経済産業省などのご後援により、日本国内で提供さ

れている ASP・SaaS サービスと IDC（インターネットデータセンター）の中から優秀なものを

選定し、『第 3 回 ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９』として、グランプリ及

び各賞を決定し、発表・授与いたしました。 
このアワードは、昨今、急激に拡大している ASP・SaaS・ICT アウトソーシング市場におい

て、これらのサービスやビジネスモデル、技術が社会の情報基盤として貢献するため、また各事

業経営者、営業・企画・技術者の意欲向上を目的として開催しております。 
今回は 137 社（昨年は 122 社）のご応募がありました。ASP・SaaS 部門のご応募は 120 社（152

サービス）（今回は 1 社複数サービス可）、昨年から設けました IDC 部門は 17 社（昨年は 26 社）

のご応募がありました。選定にあたっては、各分野の有識者から構成された委員会を組織して、

評価し決定いたしました。 
このアワードにより、ASP・SaaS・ICT アウトソーシング関連業界の活性化、社会情報基盤

の健全な育成、中小企業の生産性向上、さらには日本経済の発展に寄与するものと考えておりま

す。 
そこでこの度、ご後援団体、中小企業関連団体、マスコミ、関連企業、委員会委員等の皆様の

ご臨席を賜り、下記により表彰式を開催し、賞の発表及び授与を実施いたしました。 
 

記 
【表彰式の開催】 
日時：２００９年２月１９日(木) １３：３０～１７：３０ 

場所：ゆうぽうと（五反田）「重陽」 

 

資料１ ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９受賞企業とサービス名  P2～P3 

資料２ 各賞の説明         P4 

資料３ 受賞のＡＳＰ・ＳａａＳ概要、ＩＤＣ概要      P5～P7 

資料４ アワード２００９の特徴と効果       P8 

資料５ 後援団体・企業等一覧        P8 

資料６ 委員会メンバー         P9 

資料７ ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度の概要    P10 

 

（参考） 

ＡＳＰは Application Service Provider（＝アプリケーション・サービス提供事業者）の略、SaaS
は Software as a Service（＝サービスとしてのソフトウエア）の略ですが、ＡＳＰＩＣではＡＳＰの

利活用実態に鑑み、「特定及び不特定ユーザーが必要とするシステム機能を、ネットワークを通じて

提供するサービス、あるいはそうしたサービスを提供するビジネスモデル」と広く定義しており、

「ASP」と「SaaS」は同義語とみなしています。 
 IDC は Internet Data Center の略、ICT は Information and Communication Technology の略で

す。 

『第３回 ASP･SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９』 
－ASP･SaaS 大賞－ グランプリ、各賞などが決定 



 

2 

資料１(1/2)     ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

受賞企業とサービス名 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

各賞名 会社名 
認

定
サービス名 

総合グランプリ コクヨＳ＆Ｔ株式会社 ＊ @Tovas（あっととばす） 

バックオフィスアプリケ

ーション分野グランプリ 
ビジネスオンライン株式会社 ＊ ネット de 会計 

情報系アプリケーション

分野グランプリ 
三菱商事株式会社 ＊ 建設サイト シリーズ 

ASP・SaaS 支援・ミドル

ウェア／ハードウェア分

野グランプリ 

日立ソフトウェアエンジニア

リング株式会社 
 SecureOnline 

ベストベンダー賞 株式会社ネオジャパン ＊
オンデマンド・アプリケーション・サー

ビス『Applitus(アプリタス)』 

株式会社ＮＴＴデータ  
ワンタイムパスワード認証サービス 

「BizEmotion®-OTP」 
ベストイノベーション賞 

株式会社チェプロ  WAOtech 

ＧＭＯホスティング＆セキュ

リティ株式会社 
 Exchange サービス 

株式会社ニューズ・ツー・ユー  News2u リリース 

株式会社富士通ソフトウエア

テクノロジーズ 
＊ NavigStage 

ベストブレイク賞 

株式会社ワイズマン ＊ ワイズマン ASP サービス 

株式会社エイ・アイ・エス ＊ ちゃっかりシリーズ 

ベスト連携賞 

株式会社ガイアックス ＊ 内定者・新入社員ＳＮＳフレッシャーズ

ベストビジネスモデル賞 株式会社パイプドビッツ ＊
スパイラル・メッセージングプレース

(R)  

ベスト公共部門賞 
株式会社カナミックネットワ

ーク 
 

地域連携型 介護事業総合管理 ASP／

SaaS サービス 

ベスト環境貢献賞 ＮＥＣソフト株式会社  
地球に優しいエコドライブ＆車両管理

DriveManager® 

グレープシティ株式会社 ＊ レーザーサービス 

委員会特別賞 
ネットスイート株式会社  NetSuite 

委員長特別賞 
シルバーエッグ・テクノロジー

株式会社 
 シルバーエッグ・アイジェント ASP 

株式会社アイアットＯＥＣ  グループウェア ASP/SaaS「WaWaOffice」

東芝ファイナンス株式会社  T-CON SOLUTION 

日本電気株式会社  Cultiiva Global ＡＳＰＩＣ会長特別賞 

三菱スペース・ソフトウエア株

式会社 
 MJ@lert 

＊：「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」における認定サービス（資料７参照） 
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資料１(2/2)     ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

受賞企業とセンター名 ＜ＩＤＣ部門＞ 

各賞名 会社名 ＩＤＣセンター名 

総合グランプリ 
エヌ・ティ・ティ・スマートコ

ネクト株式会社 

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト

データセンター 

大規模分野グランプリ 
三菱電機情報ネットワーク株式

会社 
ＭＩＮＤ 東京第２データセンタ 

旭化成ネットワークス株式会社 旭化成ネットワークスデータセンター

中小規模分野グランプリ 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 
Ｓ－ｉＤＣ（Strategic Internet Data 

Center） 

バリュークリエイション賞 
株式会社ＮＴＴＰＣコミュニケ

ーションズ 
東京第７サーバセンタ 

都市地区地域貢献賞 株式会社大塚商会 
大塚商会インターネットデータセンタ

ー 第２センター 

地域貢献賞 株式会社佐賀ＩＤＣ 佐賀インターネットデータセンター 

グリーンＩＤＣ賞 三谷産業株式会社 － 

ＡＳＰ・ＳａａＳ連携賞 住商情報システム株式会社 netXDC 東京第 1センター 

セキュリティ賞 日本システムウエア株式会社 日本システムウエア山梨ＩＴセンター
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資料２      ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

【各賞の説明】 

 

 賞 説明 

総合グランプリ 全評価項目の最高得点を獲得したサービス 

バックオフィスアプリケー

ション分野グランプリ 

総合グランプリを除き、バックオフィスアプリケーション分野

（財務会計、人事給与、EDI 等）で最高得点を獲得したサービス

情報系アプリケーション分

野グランプリ 

総合グランプリを除き、情報系アプリケーション分野（グループ

ウェア、メール配信等）で最高得点を獲得したサービス 

ASP・SaaS 支援・ミドルウェ

ア／ハードウェア分野グラ

ンプリ 

総合グランプリを除き、ASP・SaaS 支援・ミドルウェア分野（サ

ーバーベーストコンピューティング、レスポンス向上関連ツー

ル、データベース、その他の ASP 支援システム全般）で最高得点

を獲得したサービス 

ベストベンダー賞 ASP・SaaS ベンダーとして優れているベンダー 

ベストイノベーション賞 社会の改革改善に優れている企業とサービス 

ベストブレイク賞 売上高、ライセンス数、伸び率が優れているサービス 

ベスト連携賞 ASP・SaaS サービス連携が優れているサービス 

ベストビジネスモデル賞 

以下の観点からビジネスモデルとして優れているサービス 

イノベーションと生産性向上、新産業創造、グローバル経営、地

域産業創造、地域教育改革、地域医療、福祉改革、地域観光開発、

地域政府効率化 

ベスト公共部門賞 公共部門に対し優れたサービス 

ベスト環境貢献賞 環境に対して優れたサービス 

委員会特別賞 委員会で推薦する優れたサービス 

委員長特別賞 委員長が推薦する優れたサービス 

 

 

 

 

 

A 

S 

P 

・ 

S 

a 

a 

S 

部

門 

ＡＳＰＩＣ会長特別賞 ＡＳＰＩＣ会長が推薦する優れたサービス 

総合グランプリ 全評価項目の最高得点を獲得したデータセンター 

大規模分野グランプリ 
総合グランプリを除き、１０００ラック以上のデータセンターで

最高得点を獲得したデータセンター 

中小規模分野グランプリ 
総合グランプリを除き、１０００ラック未満のデータセンターで

最高得点を獲得したデータセンター 

バリュークリエイション賞 
データセンター事業に新しい事業モデルや付加価値を生み出し

ているデータセンター 

都市地区地域貢献賞 
大都市圏（関東地区、大阪地区、名古屋地区）のデータセンター

で地域の社会情報基盤に貢献している優れたデータセンター 

地域貢献賞 
大都市圏以外のデータセンターで地域の社会情報基盤に貢献し

ている優れたデータセンター 

グリーンＩＤＣ賞 環境対策に優れた貢献をしているデータセンター 

ＡＳＰ・ＳａａＳ連携賞 ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者との連携について優れたデータセンター

 

 

 

 

Ｉ

Ｄ

Ｃ 

部

門 

セキュリティ賞 セキュリティ対策について優れたデータセンター 
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資料３(1/2)    ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

受賞サービス概要 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

 

NO 会社名 サービス名 
認

定
サービスの概要（特徴） 

1 コクヨＳ＆Ｔ株式会社 @Tovas（あっととばす） ＊

情報トレーサビリティサービス@Tovas は

すべての企業間コミュニケーションに「い

つ・誰が・何を・どこに・どうやって」の

記録を提供 

2 ビジネスオンライン株式会社 ネット de 会計 ＊

中小企業を対象とした会計 SaaS。金融・

電子行政サービスと SaaS 連携することで

新たな価値を提供 

3 三菱商事株式会社 建設サイト シリーズ ＊

ゼネコン－協力会社間の情報共有や、労務

安全管理、作業調整などを支援する ASP

で、全国数千の建設現場で利用中 

4 
日立ソフトウェアエンジニアリ

ング株式会社 
SecureOnline  

IT 業界に先駆けて発表しサービス提供を

行っているクラウドコンピューティング

型 IT インフラ提供サービス 

5 株式会社ネオジャパン 

オンデマンド・アプリケー

ション・サービス 

『Applitus(アプリタス)』

＊

グループウェア desknet's シリーズを中

心に 20 種類もの豊富で有用なアプリケー

ションをワンストップで提供するオンデ

マンド型 SaaS 

6 株式会社ＮＴＴデータ 
ワンタイムパスワード認証

サービス「BizEmotion-OTP」
 

携帯電話で動作するアプリケーション（ワ

ンタイムパスワードアプリ）を開発し、ダ

ウンロード/認証/管理の各機能を備えた

ＡＳＰサービス 

7 株式会社チェプロ WAOtech  

C/S(ｸﾗｲﾝｱﾄｻｰﾊﾞｰ)資産を SaaS アプリへ刷

新する開発支援ツール、SaaS で C/S 同等

のレスポンススピードと操作性を実現 

8 
ＧＭＯホスティング＆セキュリ

ティ株式会社 
Exchange サービス  

Microsoft Outlook と連動し、メールやグ

ループウェアの総合環境としてご利用い

ただける ASP サービス。最新の Windows

モバイル端末などにも連携可能なビジネ

スツール 

9 株式会社ニューズ・ツー・ユー News2u リリース  

会員企業のニュースリリースを、Yahoo!

オンビジネスを始め優良ポータルサイト

29 サイトへ同時 WEB 掲載をするサービス

10 
株式会社富士通ソフトウエア 

テクノロジーズ 

 

NavigStage 

 

＊
インターネット経由でご利用いただく、

SaaS 型 e ラーニングサービス 

11 株式会社ワイズマン ワイズマン ASP サービス ＊

インターネットを通じて介護事業者向け

に提供する様々なアプリケーションソフ

トをご利用いただけるサービス 

12 

 

株式会社エイ・アイ・エス 

 

ちゃっかりシリーズ ＊
基幹業務向け ASP・SaaS 製品で簡単お手軽

な販売管理・勤怠管理システムを提供 

13 株式会社ガイアックス 
内定者・新入社員ＳＮＳフ

レッシャーズ 
＊

人事業務の効率化と入社意欲を向上させ、

辞退を防止する SaaS 型内定者・新入社員

フォローSNS 
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14 株式会社パイプドビッツ 
スパイラル・メッセージン

グプレース(R)  
＊

個人情報を中心とする情報資産を高セキ

ュリティのデータベースで管理・有効活用

できるアプリケーションサービス 

15 
株式会社カナミックネット 

ワーク 

地域連携型 介護事業総合

管理 ASP／SaaS サービス 
 

介護サービスにおける自治体、ケアマネジ

ャー、サービス提供事業者の地域連携ネッ

トワークが構築出来る ICT 介護サービス 

16 ＮＥＣソフト株式会社 

地球に優しいエコドライブ

＆ 車 両 管 理

DriveManager® 

 

ドライバの運転挙動の変化や燃費データ

を車載機で自動的に収集し、エコドライブ

診断や安全運転診断を行うサービス 

17 グレープシティ株式会社 レーザーサービス ＊

オンラインサポートやデーターセンター

側での自動バックアップ等、ASP ならでは

の利便性を実現した学校運営トータルサ

ービス 

18 ネットスイート株式会社 NetSuite  

SaaS 型統合業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽｲｰﾄ。商談管

理、見積作成、顧客ｻﾎﾟｰﾄ、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｷｬﾝﾍﾟ

ｰﾝ管理、販売予測・管理といった包括的な

CRM 機能から、財務会計、購買、在庫、出

荷などの ERP 機能、さらには E ｺﾏｰｽｻｲﾄ運

営といった主要業務を単一のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ上

で統合、大幅な TCO 削減と、企業のﾘｱﾙﾀｲ

ﾑ経営をｻﾎﾟｰﾄ 

19 
シルバーエッグ・テクノロジー

株式会社 

シルバーエッグ・アイジェ

ント ASP 
 

日本初、ASP として提供された WEB レコメ

ンデーション・サービス。簡易な導入と、

導入企業のリスクを低減する成果報酬型

課金方式が特徴 

20 株式会社アイアットＯＥＣ 
グループウェア ASP/SaaS

「WaWaOffice」 
 

全国のSI企業13社で共同開発し各社独自

ブランドでサービス提供しているグルー

プウェア、SFA 等の機能が利用可能なサー

ビス 

21 東芝ファイナンス株式会社 T-CON SOLUTION  

当社特有のファイナンス・ノウハウと

ASP・SaaS サービスである各種 T-CON サー

ビスの組み合わせで、T-CON SOLUTION の

機能を実現 

22 日本電気株式会社 Cultiiva Global  

グローバルでラーニング環境を提供し、し

かもコンプライアンス対応、資格設定など

様々な機能をパラメータ設定で柔軟に取

捨選択できる SaaS 型の人材育成サービス

23 
三菱スペース・ソフトウエア 

株式会社 
MJ@lert  

お客様拠点毎に震度、地震動到達までの猶

予時間等の緊急地震情報の計算・配信をカ

スタマイズして提供する防災・減災のため

の高信頼性サービス 

 

＊：「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」における認定サービス（資料７参照） 
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資料３(2/2)    ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

受賞サービス概要 ＜ＩＤＣ部門＞ 

 

NO 会社名 ＩＤＣセンター名 サービスの概要（特徴） 

1 
ＮＴＴスマートコネクト 

株式会社 

エヌ・ティ・ティ・スマート

コネクト データセンター 

ハウジングサービスを中心に、ホスティング

サービス、ストリーミングサービス等の「イ

ンターネットプラットフォーム」を提供 

2 
三菱電機情報ネットワーク 

株式会社 

ＭＩＮＤ 東京第２データ

センタ 

ハウジング、ホスティング、コロケーション、

システム運用、プラットフォーム構築・運用、

セキュリティ、ネットワークなどの高品質で

セキュアなサービスをネットワーク・監視運

用などと組み合わせて提供 

3 
旭化成ネットワークス 

株式会社 

旭化成ネットワークスデー

タセンター 

活断層から遠い場所に立地。電力は旭化成グ

ループの水力・火力発電所を活用。通信は高

品質で大容量な回線を提供。事業継続性への

対応に適したデータセンター 

4 
ＮＥＣネッツエスアイ 

株式会社 

Ｓ － ｉ Ｄ Ｃ （ Strategic 

Internet Data Center） 

２３区内の便利な場所に位置し、免震構造を

はじめとする高い防災性能と、強固なセキュ

リティ設備を備えるデータセンター 

5 
株式会社ＮＴＴＰＣ 

コミュニケーションズ 
東京第７サーバセンタ 

都内オフィスからのアクセスに優れた東京

都中央区に立地。システムの構築・監視・保

守をワンストップ提供する環境配慮型ハイ

スペックデータセンタ 

6 株式会社大塚商会 

大塚商会インターネットデ

ータセンター  

第２センター 

ラックコロケーションサービスからインタ

ーネット接続サービス・運用監視／管理サー

ビスまで、全てワンストップで提供 

7 株式会社佐賀ＩＤＣ 
佐賀インターネットデータ

センター 

「ノンストップ、ノントラブル」を経営目標

とし、自然災害の少ない佐賀県で地域型ＩＤ

Ｃとして、各種サービスを展開 

8 三谷産業株式会社 － 

免震建物と二重化された設備で「情報機器の

無停止稼動」を実現する強固で堅牢なデータ

センター。ＩＴシステムの災害対策に最適 

9 住商情報システム株式会社 netXDC 東京第 1センター 

netXDC は、真の IT サービスをワンストップ

で提供する「ソリューション指向データセン

ター」 

10 
日本システムウエア 

株式会社 

日本システムウエア 

山梨ＩＴセンター 

都市型と郊外型のデータセンタを自社保有

し、４０余年に亘る情報システム運用経験と

豊富な実績でアウトソーシングサービスを

展開 
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資料４       アワード２００９の特徴と効果 

 

① 売上、利益、ライセンス数が伸びている 

② 中小規模の企業が積極的にユニークなサービスを展開している 

③ IT 企業以外の事業者が（ノウハウを持って）市場参入している 

④ 新しいビジネスモデルが出てきている 

 （ex：ニュース配信、環境関連、地域貢献、連携など） 

⑤ ASP・SaaS 事業に対する強い思いをもつ企業が増えてきた 

⑥ ASPIC 会員や会員企業以外からも応募が多い（知名度向上） 

⑦ 応募企業の多くは情報開示認定（＊）取得への関心が高い 

⑧ アワード受賞の PR 効果により、売上増大などが図れている 

 

＊情報開示認定：ASP・SaaS サービスの安全・信頼性に係る情報開示認定制度 

 

 

 

 

資料５  ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

後援団体・企業等一覧 

 

総務省 

経済産業省 

財団法人マルチメディア振興センター  

財団法人インターネット協会 

財団法人地方自治情報センター 

財団法人全国地域情報化推進協会 

財団法人関西情報・産業活性化センター 

財団法人九州ヒューマンメディア創造センター 

財団法人日本システム開発研究所 

東京商工会議所 

社団法人千葉県商工会議所連合会 

社団法人神奈川県情報サービス産業協会 

社団法人千葉県情報サービス産業協会 

社団法人埼玉県情報サービス産業協会 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

日本社会情報学会 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

日本ソフトウエア産業協会 

日経コンピュータ 

株式会社 IDG ジャパン 

情報産業新聞社 

日刊工業新聞社 

日本イージェイケイ株式会社 

株式会社ＢＣＮ 

アイティメディア株式会社 

 

 

 



 

9 

資料６      ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００９ 

 

委員会メンバー ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

  氏名 企業 所属部署名 役職名 

委員長 中島 洋  
株式会社ＭＭ総研 

国際大学グローバルコミュニケーションセンター  

代表取締役所長 

教授 

副委員長 島田 達巳 摂南大学経営情報学部 教授 

浅見 訓男 財団法人マルチメディア振興センター 専務理事 

太田 敏澄 電気通信大学 大学院情報システム学研究科 教授 

河原 潤  月刊 CIO Magazine 編集部 編集長 

桔梗原 富夫 日経コンピュータ 編集部長 

三本松 進 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
シニアリサーチャー

（大学連携等担当）

杉田 悟 情報産業新聞社  

鈴木 章太郎 

マイクロソフト株式会社 デベロッパー＆プラットフォ

ーム統括本部 

早稲田大学 大学院国際情報通信研究科 

中央大学 総合政策学部 

アーキテクトエバン

ジェリスト 

非常勤講師 

非常勤講師 

高田 伸朗 株式会社野村総合研究所 社会産業コンサルティング部 部長 

舟橋 信 財団法人未来工学研究所 研究参与 

前川 徹  サイバー大学 IT 総合学部 教授 

吉本 明平 財団法人全国地域情報化推進協会 企画部 担当部長 

河合 輝欣 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 会長 

委 員 

寺崎 信夫 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 常務理事 

 

 

委員会メンバー ＜ＩＤＣ部門＞ 

  氏名 企業 所属部署名 役職名 

委員長 中島 洋  
株式会社ＭＭ総研 

国際大学グローバルコミュニケーションセンター  

代表取締役所長 

教授 

副委員長 阪田 史郎 千葉大学大学院融合科学研究科 教授 

秋山 真咲 ソフトブレーン株式会社 代表取締役社長 

岩井 靖 アイビーシー株式会社 
常務取締役 

マーケティング本部長 

渋谷 實 
日本ソフトウエア産業協会 

株式会社ユーエスエス 

 

専務取締役 

長野 光博 日刊工業新聞社 編集局 第一産業部長 論説委員

舟橋 信 財団法人未来工学研究所 研究参与 

河合 輝欣 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 会長 

委 員 

寺崎 信夫 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 常務理事 
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資料７     ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度の概要 

 

１．目 的 

「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」は、ASP・SaaS サービスのうち、安全・

信頼性に係る情報を適切に開示し、かつ一定の要件を満たすものを認定することにより、ユー

ザによる ASP・SaaS サービスの比較・評価・選択を容易にするとともに、認定を受けた ASP・

SaaS サービスの普及を図り、もって情報通信システムの利用を促進することを目的とするもの

です。 

 

２．背景と経緯 

情報通信システムを、ユーザが自ら「持つ」のではなく、必要なつどネットワークに接続し

て、ASP・SaaS の情報通信システムを「使う」という利用形態を普及させることは、世界最先

端のブロードバンド環境が整備されている我が国ならではの生産性向上策として期待されて

おり、「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19 年 6 月 19 日閣議決定）でも、その普及促進が

盛り込まれています。 

しかしながら、どの事業者が、どのような ASP･SaaS のサービスを提供しているかについて、

一般のユーザの認知度は必ずしも高くありません。 

この点について、総務省と ASPIC との合同で設立された「ASP・SaaS 普及促進協議会」にお

いて検討が重ねられ、「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針」（平成 19 年 11 月 27

日総務省公表）が策定されています。 

上記指針を踏まえ、財団法人マルチメディア振興センター（ＦＭＭＣ）では、これまでに「ASP

白書」を取りまとめてきた実績を活かしつつ、ASPIC の協力を得て、公益法人として中立的な

立場から、「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を創設し、安全・信頼性に係る

情報を適切に開示し、かつ一定の要件を満たす ASP・SaaS サービスについて、その審査・認定

を行うこととするものです。 

 

３．認定制度の意義 

（１）ASP・SaaS サービスを利用するユーザにとっての意義 

ASP・SaaS サービスに係る情報開示が豊富になるとともに、情報開示項目が共通化される

ことで、サービス及び事業者の比較・評価・選択が容易になります。 

（２）ASP・SaaS サービスを提供する事業者にとっての意義 

認定によって提供するサービスの認知度が高まり、ユーザ獲得の機会が広がります。 

（３）社会全体としての意義 

認定制度の実施により、ASP・SaaS のサービスが産業、生活、社会システム等の経済社会

活動の多くの分野に普及、定着し、安全・信頼性の高い効果的・効率的な社会情報基盤の形

成が進みます。 

 

４．認定制度の主な内容は以下のとおりです。 

項 目 内 容 

認定対象 ASP・SaaS サービス 

申請資格 ASP・SaaS 事業者 

申請受付 随時 

審査 ・認定の審査は、FMMC が認定機関として行う。 

・申請者より提出された申請書類をもとに、審査基準に

基づき審査する。 

・詳細は下記サイトを参照 

 http://www.fmmc.or.jp/asp-nintei/service.html 
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（参考） 特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム（略称：ＡＳＰＩＣ） 

 

【沿革】 

１９９９年１１月 任意団体 ASP インダストリ・コンソーシアム・ジャパン設立（創立メンバー85 社） 

２００１年  ８月 日本、韓国、シンガポールでアジア国際組織 ASP/IDC Alliance を結成 

２００２年  ２月 特定非営利活動法人（NPO）の認証取得 

２００２年  ４月 行政機関からの受託事業を開始。 

以降、全国電子自治体、中小企業、地域コミュニティに受託事業の活動範囲を拡大 

２００３年  ４月 2003 年版 ASP 白書（ASP 白書 2003）を作成 

２００４年 ５月 日本、韓国、シンガポールによる ASP/IDC Alliance 会合を東京で開催 

２００５年 ９月 ASP 白書 2005 を作成・出版 

２００６年 ５月 ASP・IDC 活用による電子自治体アウトソーシング実践の手引きの作成・出版 

２００６年 ７月 ASP 総覧 2006/2007 の作成・出版 

２００６年１１月 日韓共同 ASP ワークショップをソウルにて開催 

２００７年 ２月 国内初の「ASP･IT アウトソーシングアワード 2006」を開催 

２００７年 ４月 総務省と合同で「ASP・SaaS 普及促進協議会」を設置 

２００７年 ４月 「ASP・SaaS の普及促進策に関する調査研究」報告書作成 

２００７年 ６月 韓国政府・韓国 IT レンタル産業協会(KITRIA)と総務省・ASPIC との東京会合 

２００７年 ６月 ASP・SaaS 普及促進協議会（第 1回協議会 6月 15 日開催） 

２００７年 ６月 ASP・SaaS の情報セキュリティ対策に関する研究会（第 1回研究会 6 月 21 日開催） 

２００７年１１月 総務省から「ASP・SaaS の安全・信頼性に関わる情報開示指針」を公表 

２００８年 １月 第２回の「ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード 2007/2008」を開催 

２００８年  ４月 「ASP・SaaS 安全・信頼性情報開示認定制度」運用事務の受託 

２００８年  ４月 「ASP・SaaS 構築ガイド」を作成、各地で「ASP・SaaS 構築ガイドセミナー」開催 

２００８年  ５月 「ASP・SaaS イノベーション・シンポジウム（ASIS）2008」を開催 

２００８年  ５月 第三回日韓 ASP ミーティング開催（東京） 

２００８年  ６月 平成 20 年度「電波の日・情報推進月間」にて「総務大臣賞表彰」を受賞 

２００８年 ９月 「ＡＳＰ・ＳａａＳソリューションガイド２００８／２００９」出版 

２００８年１０月 総務省「地方公共団体 ASP・SaaS 活用推進会議」の開催 

 

【事業内容】 

（1）ＡＳＰ市場調査活動及び情報提供・出版・シンポジウム支援 

（2）中央官庁・地方自治体からの受託事業 

（3）政策・制度立案・ガイドライン・標準化などの支援 

（4）民間ＡＳＰ事業者ビジネス立ち上げ支援、ＡＳＰ事業者の表彰（アワード） 

（5）民間ＡＳＰ事業者間のビジネスアライアンスの支援 

（6）諸外国のＡＳＰ情報収集とＡＳＰ関連団体との連携活動 

（7）総務省と合同で ASP・SaaS 普及促進協議会を設立、４委員会を推進中 

 

特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム（ASPIC） 

〒141-0031 東京都品川区西五反田７－３－１ たつみビル２Ｆ 

（TEL：03－6662-6591、FAX：03－6662-6347） 

E-mail：office@aspicjapan.org 

URL：http://www.aspicjapan.org 

 

以上 
 

 


