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プレスリリース 
２０１０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、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているＡＳＰ(注１)・ＳａａＳ(注２)サービスと 

IDC(注３)の中から優秀なものを選定し、『第４回 ＡＳＰ・ＳａａＳ・ＩＣＴアウトソーシングアワード２０１０』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。 

最近ではＡＳＰ・ＳａａＳに加えて、さらにその集合体であるクラウドコンピューティングへと発展し、 

グローバル化の加速と共に、社会インフラシステムとして注目を浴びている現在、さらに急激に拡大して 

いるＡＳＰ・ＳａａＳ・ＩＣＴ(注４)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。 

今回の応募状況は、１１３社（１２６サービス）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、選定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：２０１０年２月１９日(金) １３：３０～１７：２０ 

場所：ゆうぽうと（五反田）／ ７Ｆ・重陽 

 

 

【資料】 

資料１  受賞企業とサービス名 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門／ＩＤＣ部門＞        Ｐ２～Ｐ３ 

資料２  各賞の説明                                    Ｐ４ 

資料３  受賞サービス概要 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門／ＩＤＣ部門＞          Ｐ５～Ｐ７ 

資料４  アワード２０１０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(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)  Ｐ１０ 

 

 

（注１）ＡＳＰは、Application Service Provider（＝アプリケーション・サービス提供事業者）の略。 

（注２）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。 

（注３）ＩＤＣは、Internet Data Center の略。 

（注４）ＩＣＴは、Information and Communication Technology の略。 

『第４回 ＡＳＰ･ＳａａＳ・ICT アウトソーシングアワード２０１０』 

－ＡＳＰ･ＳａａＳ／IDC 大賞－ グランプリ、各賞などが決定 
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資料１(１/２)  【 受賞企業とサービス名 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 】 
 
＊ 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 → ＊：認定済 （㋐～㋒：Ｐ３参照） 

各賞名 会社名 サービス名 
＊ 

認

定 

総合グランプリ 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）』  
＊ 

株式会社富士通四国システムズ DDworks21/ASPサービス ＊ 

株式会社ＮＴＴデータ かがやきぷらん®Ⅱ ＊ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

 

社会・業界特化系 

グランプリ 
三菱商事株式会社 「建設サイト シリーズ」 ＊ 

東芝ファイナンス株式会社 T-CON SOLUTION  

アマノビジネスソリューションズ 

株式会社 

CYBER XEED シリーズ 

就業/人事ASP サービス、 

給与アウトソーシングサービス 

㋐ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

 

基幹業務系 

グランプリ 

株式会社エイ・アイ・エス ちゃっかりシリーズ＆GDIS ㋑ 

日立ソフトウェアエンジニアリング 

株式会社 
SecureOnline 在宅勤務サービス  

株式会社ソリトンシステムズ 
Soliton OnDemand series  

(ソリトン オンデマンド シリーズ) 

 

 

 

分

野 

別

グ

ラ

ン

プ

リ 
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

 

支援業務系 

グランプリ 

株式会社ショーケース・ティービー ナビキャスト フォームアシスト  

ＳＢＩベリトランス株式会社 Veritrans 決済サービス    
 
ＰａａＳ分野 

グランプリ 
ＫＤＤＩ株式会社 Business Port Support Program   

ベストベンダー賞 株式会社日立情報システムズ e-CYDEEN/電子入札ASP   ＊ 

ネットスイート株式会社 NetSuite    
ベスト 

イノベーション賞 
ブランドダイアログ株式会社 Knowledge Suite（GRIDY）   

ベストブレイク賞 
株式会社 

インターネットイニシアティブ 
Ｉ Ｉ ＪセキュアMXサービス   

株式会社アスタリクス 
SaaS で提供するビジネスアプリケーション・ 

プラットフォーム「Bizca」   

 

 
ベスト連携賞 

株式会社ＮＴＴデータ 
PastelPort® 

（パステルポート）   

 

 

ベスト環境貢献賞 ビジネスオンライン株式会社 環境家計簿 えこ花  

ベスト公共部門賞 株式会社ワイズマン ワイズマン ASP サービス   ＊ 

ニュー 

ビジネスモデル賞 
株式会社ＮＴＴデータ コンテンツモニタリングサービス  

委員会特別賞 株式会社カナミックネットワーク 
地域連携型 介護事業管理プラットフォーム 

『TRITRUS』    

 

 

委員長特別賞 インフォコム株式会社 LACTEUS（ラクティアス） ＊ 

ＡＳＰＩＣ会長特別賞 グレープシティ株式会社 LeySer Hybrid System  ㋒ 
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資料１(２/２)  【 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 
株式会社 

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ 
門前仲町データセンター 

規模別分野 

中小規模分野グランプリ 
住商情報システム株式会社 netXDC 東京第１センター  

バリュークリエイション賞 株式会社ビック東海 BroadCenter  

セキュリティ賞 インフォコム株式会社 インフォコムデータセンターサービス 

地域貢献賞 
株式会社 

サイバーウェイブジャパン 
CWJ インターネットデータセンター 

ＡＳＰ・ＳａａＳ連携賞 株式会社大塚商会 大塚商会第４センター 

 

 

 

資料１(１/２) ＊情報開示認定状況について 

＊：認定取得済   

 

㋐～㋒：下記サービスにて取得済 

   ㋐アマノビジネスソリューションズ株式会社 

・CYBER XEED サービス 

㋑株式会社エイ・アイ・エス（ちゃっかりシリーズ） 

・ちゃっかりＳ＠ＫＥ兵衛  

・ちゃっかりストア 

・ちゃっかり勤太くん 

㋒グレープシティ株式会社 

・ＬｅｙＳｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ  
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資料２  【 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 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

社会・業界特化系グランプリ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 「社会・業界特化系」において 

高得点を獲得したサービス 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

基幹業務系グランプリ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 「基幹業務系」において 

高得点を獲得したサービス 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

支援業務系グランプリ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 「支援業務系」において 

高得点を獲得したサービス 

分

野

別

グ

ラ

ン

プ

リ 
ＰａａＳ分野グランプリ 「ＰａａＳ分野」において高得点を獲得したサービス 

ベストベンダー賞 ＡＳＰ・ＳａａＳベンダーとして最も評価の高いベンダー 

ベストイノベーション賞 最も社会の改革改善に貢献している企業とサービス 

ベストブレイク賞 売上高・ライセンス数の伸び率が最も高かったサービス 

ベスト連携賞 他社のサービスと最もうまく連携を図ったサービス 

ベスト環境貢献賞 環境に対して最も貢献をしたサービス 

ベスト公共部門賞 
ＡＰの種別が「公共向け」の中で 

総得点が最高得点を獲得したサービス 

ニュービジネスモデル賞 
以下の観点からニュービジネスモデルと考えられるサービス 

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、 

産業創造、教育改革、医療、福祉改革、観光開発、政府効率化 

委員会特別賞 
委員１人が３社を推薦し 

委員全員の集計得点が最高得点のサービス 

委員長特別賞 委員長が推薦したサービス 

 

 

 

 

 

Ａ

Ｓ

Ｐ 

・ 

Ｓ 

ａ 

ａ 

Ｓ 

部

門 

ＡＳＰＩＣ会長特別賞 ＡＳＰＩＣ会長が推薦したサービス 

総合グランプリ 全評価項目の最高得点を獲得したサービス 

規模別グランプリ 

中小規模分野グランプリ 

総合グランプリを除く、最大搭載で１,０００ラック未満の 

データセンターで最も評価の高いデータセンター 

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 

セキュリティ賞 セキュリティ対策に優れているデータセンター 

地域貢献賞 
地域の社会情報基盤に 

最も貢献していると考えられるデータセンター 

 

 

Ｉ

Ｄ

Ｃ 

部

門 

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 
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資料３(１/４)  【 受賞サービス概要 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 】 
 

＊ 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 → ＊：認定済 （㋐～㋒：Ｐ３参照） 

No 会社名 サービス名 各社コメント 
＊

認

定 

1 
＜総合グランプリ＞ 

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 をはじめ、 

業務効率向上に役立つ全２１種類の 

アプリケーションを自由に選択し、 

ご利用いただけるサービス。 

＊ 

2 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

社会・業界特化系グランプリ＞ 

株式会社 

富士通四国システムズ 

DDworks21/ASPサービス 

製薬会社の新薬開発業務をサポート 

するＡＳＰサービス。 

業界トップシェアを獲得し、現在は 

海外への展開を推進中。 

＊ 

3 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

社会・業界特化系グランプリ＞ 

株式会社ＮＴＴデータ 

かがやきぷらん®Ⅱ 

「低コスト・簡単・安心」！ 

介護事業所が被保険者の管理や国保 

連への介護保険請求等を行うための 

システムです。 

＊ 

4 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

社会・業界特化系グランプリ＞ 

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 

ご利用頂いています。 

＊ 

5 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

基幹業務系グランプリ＞ 

東芝ファイナンス株式会社 

T-CON SOLUTION 

T-CON SOLUTION は長年培って 

きたファイナンスノウハウと東芝グループ 

の総合力による高付加価値ファイナンス 

サービスをＡＳＰ/ＳａａＳで提供します。 

 

6 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

基幹業務系グランプリ＞ 

アマノビジネスソリューションズ 

株式会社 

CYBER XEED シリーズ 

就業/人事ＡＳＰサービス、 

給与アウトソーシングサービス 

就業管理、給与計算、人事情報を一元 

管理し、業務の標準化･ワークフロー 

化を実現した支援機能を提供する 

サービス。 

㋐ 

7 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

基幹業務系グランプリ＞ 

株式会社エイ・アイ・エス 

ちゃっかりシリーズ＆GDIS 

①小売・卸向け統合業務ソリューション。 

ＧＤＩＳから商品マスタ提供も。 

②高セキュリティ勤怠管理ソリュー 

ション。海外含１２万人がご利用中。 

㋑ 

8 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

支援業務系グランプリ＞ 

日立ソフトウェア 

エンジニアリング株式会社 

SecureOnline 

在宅勤務サービス 

在宅勤務に必要なＩＴ環境を、安価で 

簡単に実現できる、今最も注目されて 

いるクラウド型サービスです。 

 

9 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

支援業務系グランプリ＞ 

株式会社ソリトンシステムズ 

Soliton OnDemand series 
(ソリトン オンデマンド シリーズ) 

今求められるパソコンの管理を、安心、 

低価格で実現。 

セキュリティの導入からサポートまで全て 

をお任せできるのが、ソリトンのオンデ 

マンドシリーズです。 

 

10 

＜分野別：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ分野 

支援業務系グランプリ＞ 

株式会社 

ショーケース・ティービー 

ナビキャスト フォームアシスト 

入力フォームにおいて、ユーザの入力 

支援や行動分析を行うことで、商品購入 

などの離脱を改善するマーケティング 

支援ツールです。 
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資料３(２/４)  【 受賞サービス概要 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 】 
 

＊ 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 → ＊：認定済 （㋐～㋒：Ｐ３参照） 

 会社名 サービス名 各社コメント 

＊

認

定 

11 
＜分野別：ＰａａＳ分野＞ 

ＳＢＩベリトランス株式会社 
Veritrans 決済サービス 

高機能、高セキュリティなＥＣ決済イン 

フラの提供が本業。 

広告・セキュリティ関連のＥＣインフラ 

支援サービスも併せて提供。 

 

12 
＜分野別：ＰａａＳ分野＞ 

ＫＤＤＩ株式会社 
Business Port Support Program 

アプリケーションベンダー様のＳａａＳ化 

支援プログラム。「Business Port」より７社 

のサービスを提供中。 

（２０１０年１月現在）。 

 

13 
＜ベストベンダー賞＞ 

株式会社日立情報システムズ 
e-CYDEEN/電子入札ASP 

国・県・市町村等の公共発注機関向け 

電子入札システム。短期間・低コストで 

高度なセキュリティと機能をもった電子 

入札を導入可能。 

＊ 

14 
＜ベストイノベーション賞＞ 

ネットスイート株式会社 
NetSuite 

中小企業様から大企業様向け 

クラウド型 ERP/CRM/EC 統合業務 

アプリケーションスイート。 

 

15 
＜ベストイノベーション賞＞ 

ブランドダイアログ株式会社 
Knowledge Suite（GRIDY） 

業務支援ＳａａＳを通じて独自の特許 

出願中クラウド技術で、自社ＳａａＳ運営 

と導入企業のコスト削減を実現させる 

仮想スパコンの構築。 

 

16 

＜ベストブレイク賞＞ 

株式会社 

インターネットイニシアティブ 

I I J セキュアMXサービス 

企業に必要不可欠なメールセキュリティ 

を完全に網羅したＳａａＳ型メールゲート 

ウェイサービス。 

 

17 
＜ベスト連携賞＞ 

株式会社アスタリクス 

ＳａａＳで提供する 

ビジネスアプリケーション・ 

プラットフォーム「Bizca」 

グループウェアやワークフローを 

はじめとした、企業向けのサービスを 

提供するＳａａＳ型アプリケーション 

プラットフォーム。 

 

18 
＜ベスト連携賞＞ 

株式会社ＮＴＴデータ 

PastelPort® 

（パステルポート） 

PastelPort は、企業様に多彩な決済 

ソリューションをワンストップでご提供 

するＡＳＰサービスです。 

 

19 
＜ベスト環境貢献賞＞ 

ビジネスオンライン株式会社 
環境家計簿 えこ花 

環境家計簿えこ花は、一般的な家計簿 

の機能に加え、レシート情報や銀行 

預金データ等の情報を自動的に取り 

込むことができ、さらに購買情報から 

CO2 排出量まで自動算出するＳａａＳ型 

の家計簿サービスです。 

 

20 
＜ベスト公共部門賞＞ 

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様々な福祉事業 

者向けアプリケーションソフトをご利用 

いただけるサービスです。 

＊ 
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資料３(３/４)  【 受賞サービス概要 ＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 】 
 

＊ 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 → ＊：認定済 （㋐～㋒：Ｐ３参照） 

 会社名 サービス名 各社コメント 
＊

認

定 

21 
＜ニュービジネスモデル賞＞ 

株式会社ＮＴＴデータ 
コンテンツモニタリングサービス 

メディア探索技術（ＲＭＳ）を利用して、 

インターネット上などのファイルに含まれ 

るメディアコンテンツ（音楽や映像など） 

を自動的に特定するサービス。 

 

22 

＜委員会特別賞＞ 

株式会社 

カナミックネットワーク 

地域連携型 介護事業管理 

プラットフォーム 

『TRITRUS』 

地域連携型の介護事業管理 ASP・SaaS 

です。社内の業務管理だけでなく地域 

コミュニケーション機能を有したサービス 

です。 

 

23 
＜委員長特別賞＞ 

インフォコム株式会社 
LACTEUS（ラクティアス） 

ラクティアスは、コールセンターの 

運用に必要な機能を短期間・低コスト 

で実現するＳａａＳ型コールセンター 

ソリューションです。 

＊ 

24 
＜ＡＳＰＩＣ会長特別賞＞ 

グレープシティ株式会社 
LeySer Hybrid System 

Ｃ/ＳモデルとＡＳＰモデルの共存を実現 

した新世代レーザーサービス、セキュリ 

ティポリシーに応じてＤＢの格納場所を 

選択可能。 

㋒ 

 

資料３(４/４)  【 受賞サービス概要 ＜ＩＤＣ部門＞ 】 
 

NO 会社名 ＩＤＣセンター名 各社コメント 

1 

＜総合グランプリ＞ 

株式会社 

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ 

門前仲町データセンター 

環境に配慮したハイスペックデータセンター 

で、サーバー、ＮＷ機器の構築、運用、 

監視、保守を２４時間３６５日のワンストップ 

提供する「トータルアウトソーシングサービス」 

です。 

2 

＜規模別分野 

中小規模分野グランプリ＞ 

住商情報システム株式会社 

netXDC 東京第１センター 

コロケーションサービスに留まらない、企業 

システムのライフサイクル全体をカバーする 

ソリューション指向データセンター。 

3 
＜バリュークリエイション賞＞ 

 株式会社ビック東海 
BroadCenter 

自社保有のバックボーンネットワーク、経験に 

培われたマネージドサービスによって、 

お客様のシステム運営をサポートします。 

4 
＜セキュリティ賞＞ 

インフォコム株式会社 

インフォコム 

データセンターサービス 

創業２７年、豊富な構築・運用実績と充実 

したサービスラインナップで信頼性の高いＩＴ 

フルアウトソーシングサービスを提供します。 

5 

＜地域貢献賞＞ 

株式会社 

サイバーウェイブジャパン 

ＣＷＪ 

インターネットデータセンター 

データセンターを中核としたトータルソリュー 

ションより、地域のＩＣＴの促進に寄与する 

各種サービスを提供しています。 

6 
＜ＡＳＰ・ＳａａＳ連携賞＞ 

株式会社大塚商会 
大塚商会第４センター 

「ファシリティ」と「システム運用」の２つの 

サービスをワンストップ且つシームレスに 

ご提供し、安心安全なハウジングサービスを 

実現しております。 
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資料４  【アワード２０１０の特徴と効果】 
 

① ＡＳＰ・ＳａａＳサービスの売上高の伸び率が高い 

② 基幹業務系サービスの売上規模は最も大きいが、業務支援系サービスの伸び率は非常に高い 

③ 大規模企業の売上規模は非常に大きいが、中堅企業・中小規模企業の伸び率が非常に高い 

④ ＩＴ企業以外の事業者が特定のノウハウ（ex：建設、決済等）を活用して市場参入している 

⑤ 社会基盤系のサービスも着実に伸びてきている（ex：決済、介護等） 

⑥ 新しいビジネスモデルが出てきている（ex：コンテンツモニタ、環境、リソース再利用等） 

⑦ グローバルな展開が具体的に見え始めた 

⑧ ＡＳＰ・ＳａａＳ事業に対する強い思いをもつ企業がさらに増えてきた 

⑨ アワード４回目による知名度の向上により、ＡＳＰＩＣ会員以外からの応募が増えてきた 

⑩ 情報開示認定(＊)制度の普及により、認定済みサービスの受賞が増加してきている 

⑪ 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  【後援団体・企業等一覧】 
 

・総務省 

・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 

・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 
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資料６  【委員会メンバー】 
  

【 ＡＳＰ・ＳａａＳ部門 選定委員 】 （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 所属役職 

株式会社ＭＭ総研 代表取締役 所長 
委員長 中島 洋 

国際大学グローバルコミュニケーションセンター 教授 

東京都立科学技術大学 名誉教授 
副委員長 島田 達巳 

情報セキュリティ大学院 セキュアシステム研究所 客員研究員 

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 

飯田 幸弥 東京商工会議所 共済証明事業部 部長 

太田 敏澄 
国立大学法人電気通信大学 大学院 

情報システム学研究科  
教授 

岡嶋 裕史 関東学院大学 経済学部 准教授 

河原 潤 前 月刊 CIO Magazine 編集部 編集長 

木村 忠正 東京大学 大学院 総合文化研究科 准教授 

杉田 悟 情報産業新聞社 編集記者 

サイバー大学 ＩＴ総合学部  教授 
前川 徹 

社団法人コンピュータソフトウェア協会  専務理事 

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 顧問 

 

 

 

【 ＩＤＣ部門 選定委員 】  （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 所属役職 

株式会社ＭＭ総研 代表取締役 所長 
委員長 中島 洋 

国際大学グローバルコミュニケーションセンター 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 

板谷 敏正 プロパティデータバンク株式会社 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 

岩本 幸男 
ウイングアークテクノロジーズ株式会社 

事業統括本部 ＳａａＳ推進室 
室長 

日本ソフトウェア産業協会 ニュービジネス委員会  
渋谷 實 

株式会社ユーエスエス 専務取締役 

竹本 祐介 日刊工業新聞社 編集局 第一産業部 部長 

委員 

河合 輝欣 ＡＳＰ・ＳａａＳインダストリ・コンソーシアム 会長 
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資料（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】 

２００９年 ８月  ｢ＡＳＰ・ＳａａＳ白書 2009/2010｣ 作成・出版 

２００９年 ２月  ｢ＡＳＰ・ＳａａＳ データセンター促進協議会」設立 

２００８年 ６月  平成２０年度「電波の日・情報通信月間」にて「総務大臣表彰」受賞 

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 

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

２００２年 ２月  特定非営利活動法人(ＮＰＯ)の認証取得 

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） 
 

 

 

【事業内容】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＡＳＰＩＣ活動の新しい５本柱】 

１．分野別市場拡大研究会の積極的な展開 

２．ＡＳＰ・ＳａａＳ普及促進の推進（総務省と合同）  

３．ＡＳＰ・ＳａａＳサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定制度の推進  

４．ＡＳＰ・ＳａａＳ データーセンター促進協議会の推進 

５．会員サービスの推進 
 

 

 

 

 

 

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 


