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プレスリリース 
2008 年 1 月 25 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、東京都港

区港南、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、『ASP・SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００７／２００８』として、グランプリ

や各賞を決定、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、これらのビジネスモデルや技術が社会に貢献するものとするため、また各ベンダー経営者・

営業・企画・技術者の意欲向上を目的として開催致しました。今回は 122 社（昨年は 90 社）の

ご応募がありました。ASP・SaaS 部門のご応募は 96 社（今回は 1 社 1 サービスに限定）、今回

新設しました IDC 部門は 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、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。 
なお、総務副大臣・ご後援団体、中小企業関連団体、マスコミ、委員、関連企業をお招きし、

下記のような表彰式を開催し、賞の発表と授与を実施いたしました。 
 

記 
【表彰式の開催】 
日時：２００８年１月２５日(金) １３：３０～１８：００ 

場所：大手町サンケイプラザ「３０１・３０２会議室」 

 

別紙１ ＡＳＰアワード２００７／２００８ 受賞企業等 

別紙２ 同上 受賞のＡＳＰ・ＳａａＳ概要、ＩＤＣ概要 

別紙３ 同上 後援企業・団体一覧 

別紙４ 同上 委員会メンバー 

 

 

 

（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。 

ASP･SaaS・ICT アウトソーシングアワード２００７／２００８ 
－第２回 ASP･SaaS 大賞－ グランプリ、各賞などが決定 



 

2 

別紙１ ＡＳＰアワード２００７／２００８ 受賞企業等 

 

＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

 

各賞名 会社名 サービス名 

総合グランプリ プロパティデータバンク㈱ 
不動産管理ＡＳＰ・ＳａａＳ「＠プロパ

ティ」 

バックオフィスアプリケ

ーション分野グランプリ 
㈱ネオレックス 

ASP 型勤怠管理システム「バイバイ タイ

ムカード」 

情報系アプリケーション

分野グランプリ 
シナジーマーケティング㈱ 

統合顧客管理システム Synergy!（シナジ

ー） 

ASP・SaaS 支援・ミドルウ

ェア／ハードウェア分野

グランプリ 

インターナップ・ジャパン㈱ インターナップ・インターネット 

ベストベンダー賞 E2open ジャパン㈱ 
企業間サプライチェーンマネージメン

ト 

ベストイノベーション賞 ㈱キューブマジック 
インターネット・バンニング・サービス  

Cube Magic 

ベストブレイク賞 ㈱エイ・アイ・エス 
基幹業務 ASP サービス「ちゃっかり」シ

リーズ 

ベストベンチャー賞 ㈱テラ エムスタ（バージョン 2.0） 

委員会特別賞 ㈱ＢＳＮアイネット DENTAL ﾌﾚﾝﾄﾞ ASP 

委員長特別賞 ㈱ツインテック 
Tuais 次世代オーディオ・ミキシング＆

オーディオコンテンツクリエーション 

イー・トラック㈱ 
自動配車・配送計画最適化サービス

e-SmarTrack（イー・スマートラック） 

㈱エフ・イー・エス Jigsaw 

㈱ＮＴＴデータ 

空間情報配信サービス 

（住宅地図配信サービス「MaDoRE」、 

自 治 体 向 け 地 図 配 信 サ ー ビ ス

「Geogate」、 

渋滞情報配信サービス「ViewRoad」） 

コクヨ㈱ @Tovas(あっととばす) 

新日鉄ソリューションズ㈱ 
オンデマンド電子化アーカイブソリュ

ーション 

ビジネスオンライン㈱ ネット de 会計 

㈱富士通ビジネスシステム WEBCON 

ノミネート賞 

㈱ワイズマン ワイズマン ASP サービス 

イー・トラック㈱ 
自動配車・配送計画最適化サービス

e-SmarTrack（イー・スマートラック） 

新日鉄ソリューションズ㈱ 
オンデマンド電子化アーカイブソリュ

ーション 

プライマリーサービス賞 
※前回より連続受賞したサー

ビス 

ビジネスオンライン㈱ ネット de 会計 
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＜ＩＤＣ部門＞ 

 

各賞名 会社名 ＩＤＣセンター名 

総合グランプリ 富士通㈱ 館林システムセンター 

準グランプリ 大規模分野 ソフトバンク IDC㈱ 東京新宿データセンター 

旭化成ネットワークス㈱ － 
準グランプリ 中規模分野 

三谷産業㈱ － 

㈱大塚商会 第二センター（渋谷） 
バリュークリエイション賞  

日本電気㈱ SDC 

地域貢献賞 ファーストライディングテクノロジー㈱ － 

都市地区地域貢献賞 富士通エフ・アイ・ピー㈱ 横浜センター 

環境貢献賞 KDDI㈱ 渋谷データセンター 

セキュリティ賞 KVH㈱ 東京データセンター 
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【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、パ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 ライセンス数の伸び率が最も高かったサービス 

ベストベンチャー賞 ベンチャーファンド関係者の推薦による賞 

委員会特別賞 審査員１人が３社を推薦し、その得票が最も多かったサービス 

委員長特別賞 委員長が推薦したサービス 

ノミネート賞 上記の賞を除き、高得点を獲得した順に８サービス 

 

 

 

 

 

A 

S 

P 

・ 

S 

a 

a 

S 

部

門 

プライマリーサービス賞 昨年度より連続受賞したサービス 

総合グランプリ 全評価項目の最高得点を獲得したデータセンター 

準グランプリ 

大規模分野 

総合グランプリを除き、最大搭載で７００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 

準グランプリ 

中規模分野 

総合グランプリを除き、最大搭載で７００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 

地域貢献賞 
関東地区、大阪地区、名古屋地区以外のデータセンターについて、

地域の社会情報基盤に最も貢献しているデータセンター 

都市地区地域貢献賞 
都市地区地域において、最も社会情報基盤に貢献しているデータセ

ンター 

環境貢献賞 最も社会の環境対策に貢献しているデータセンター 

 

 

 

 

Ｉ

Ｄ

Ｃ 

部

門 

セキュリティ賞 最もセキュリティ対策に優れているデータセンター 
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別紙２ ＡＳＰアワード２００７／２００８ 受賞のＡＳＰ・ＳａａＳ概要、ＩＤＣ概要 

 

＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

 

NO 会社名 サービス名 サービスの概要（特徴） 

1 プロパティデータバンク㈱ 
不動産管理ＡＳＰ・Ｓ

ａａＳ「＠プロパティ」 

不動産管理のあらゆる業務をカバーする業

務支援型本格 ASP･SaaS。不動産業界のイン

フラとして約 400 法人、11 万棟で利用 

2 ㈱ネオレックス 

ASP 型勤怠管理システ

ム「バイバイ タイムカ

ード」 

「PC､携帯､QR コード､IC カードなどの多種

多様な打刻方法（タイムレコーダ）」と「低

価格でフレキシブルなカスタマイズ対応」

が特徴 

3 シナジーマーケティング㈱ 
統合顧客管理システム

Synergy!（シナジー） 

顧客データを一元管理し、メール配信や Web

アンケート等、ターゲットに最も効果的な

マーケティングアクションを起こすことが

できる SaaS 型の CRM ソリューション 

4 インターナップ・ジャパン㈱ 
インターナップ・イン

ターネット 

ASP･SaaS 事業者に最適な「切れない、安定

品質、サポート万全」なインターネット接

続サービス（ISP サービス） 

5 E2open ジャパン㈱ 
企業間サプライチェー

ンマネージメント 

E2open は、SCM における企業間プロセス連

携のソリューションを提供し、多くのグロ

ーバル企業の問題解決に貢献。 

6 ㈱キューブマジック 

インターネット・バン

ニ ン グ ・ サ ー ビ ス  

Cube Magic 

Cube Magic は、海上コンテナ等へ様々な積

荷をギッシリ詰め込むための３次元配置図

を瞬時に作成する ASP サービス 

7 ㈱エイ・アイ・エス 

基幹業務 ASP サービス

「ちゃっかり」シリー

ズ 

ワールドワイドに生産者から消費者へ良い

ものを早く安く提供する ASP 基幹業務シス

テム 

8 ㈱テラ 
エムスタ（バージョン

2.0） 

携帯電話を使用したラーニングや検定サイ

トを簡単に構築できる ASP サービス 

9 ㈱ＢＳＮアイネット DENTAL ﾌﾚﾝﾄﾞ ASP 

歯科医院様向けレセプトシステム。サーバ

ーに確認されたデータよりレセプトをセン

ター側で作成し、基金・連合会への代納ま

で実施 

10 ㈱ツインテック 

Tuais 次世代オーディ

オ・ミキシング＆オー

ディオコンテンツクリ

エーション 

サウンド、音声、読み上げ、翻訳を簡単に

組み込めるオーディオ・インターフェイ

ス・ソリューション 

11 イー・トラック㈱ 

自動配車・配送計画最

適 化 サ ー ビ ス

e-SmarTrack（イー・ス

マートラック） 

受注データを基に配送トラックの最適な配

車・スケジュールを自動作成し、物流コス

トと排出ガスの削減を実現する画期的な

ASP･SaaS サービス 

12 ㈱エフ・イー・エス Jigsaw 
DB 連動型の携帯 CRM・マーケティング・イ

ントラネット活用システム 
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13 ㈱ＮＴＴデータ 

空間情報配信サービス 

（住宅地図配信サービ

ス「MaDoRE」、 

自治体向け地図配信サ

ービス「Geogate」、 

渋滞情報配信サービス

「ViewRoad」） 

住宅地図をはじめ、地価情報・渋滞情報等、

現実空間に依存する各種情報を配信するプ

ラットフォームを提供 

14 コクヨ㈱ @Tovas(あっととばす) 
システム連携可能な情報トレーサビリティ

サービス 

15 新日鉄ソリューションズ㈱ 

オンデマンド電子化ア

ーカイブソリューショ

ン 

ドキュメント管理 ASP の提供と膨大な書類

の管理業務（電子化、原本保管、配送等）

のアウトソーシングサービス 

16 ビジネスオンライン㈱ ネット de 会計 

ASP･SaaS 会計「ネットｄｅ会計」は、中小

企業の ICT 利用を促進し、新しいネットワ

ーク社会を創造 

17 ㈱富士通ビジネスシステム WEBCON 

建設生産に関わる様々な企業間の情報交換

の実現を目指す建設業界 EDI 標準（CI-NET）

対応の ASP 型 WebEDI サービス 

18 ㈱ワイズマン 
ワイズマン ASP サービ

ス 

介護保険事業者/障害福祉サービス事業者/

自治体向けの ASP サービス利用者（高齢者）

の情報管理～ケアプラン/サービス予定/実

績を管理し利用者負担金/保険請求管理を

実施（オプション機能として、異なる法人

間のデータ連携あり） 
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＜ＩＤＣ部門＞ 

 

NO 会社名 ＩＤＣセンター名 サービスの概要（特徴） 

1 富士通㈱ 
館林システムセンタ

ー 

1995 年の開設以来、無事故のファシリティと充実

した運用体制で高品質なサービスを提供している

メインデータセンター 

2 ソフトバンク IDC㈱ 
東京新宿データセン

ター 

運用を継続しながらの基幹設備大改修を完遂した

DC リニューアルの先駆け事例。高い空調効率を誇

る ColdMall(r)や統合監視センターによる効率運

営を可能とした大規模都市型 DC 

3 旭化成ネットワークス㈱ － 

旭化成グループの水力・火力発電所を活用した

iDC。圧倒的なコストメリットが出せ事業継続性の

対応に最適 

4 三谷産業㈱ － 

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も最適 

5 ㈱大塚商会 第二センター（渋谷） 

ＡＳＰやハウジングサービスをコンサルティング

から運用管理まで全てのプロセスを「ワンストッ

プ」で提供 

6 日本電気㈱ SDC 
プラットフォーム、セキュリティなど、多彩なサ

ービスソリューションを提供 

7 
ファーストライディング

テクノロジー㈱ 
－ 

国内トップクラスのファシリティ、人にもデータ

にも優しいデータの楽園「FRT の iDC」は沖縄にあ

る 

8 富士通エフ・アイ・ピー㈱ 横浜センター 

災害とセキュリティに対する重厚な備えと、省エ

ネ・省資源を徹底追及した環境配慮型データセン

ター 

9 KDDI㈱ 渋谷データセンター 

渋谷データセンターは KDDI の永年の経験とノウ

ハウを集約したデータセンター専用ビルで最高レ

ベルのサービスを提供 

10 KVH㈱ 東京データセンター 

国内最大級施設で業界トップレベルの安全性と信

頼性を実現。企業の ITニーズに包括的な ITマネ

ジメント・ソリューションでお応えする 
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別紙３ ＡＳＰアワード２００７／２００８ 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 

東京商工会議所 

千葉県商工会議所連合会 

日本社会情報学会 

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 

日本ソフトウェア産業協会 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

日刊工業新聞社 

日経コンピュータ 

株式会社アスキー 

月刊Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ  

情報産業新聞社 

日本イージェイケイ株式会社 

シーネットネットワークスジャパン株式会社 
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別紙４ ＡＳＰアワード２００７／２００８ 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  

ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 

代表取締役 所長 

教授 

顧問 

副委員長 島田 達巳 
摂南大学経営情報学部 

ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 

教授 

顧問 

アレン マイナー 株式会社サンブリッジ  代表取締役社長 

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   株式会社 IDG ジャパン 月刊 Computerworld 編集部 編集長 

桔梗原 富夫 株式会社日経 BP 日経コンピュータ編集部 編集長 

三本松 進 

一橋大学商学部 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 

客員教授 

シニアリサーチャー

（大学連携等担当） 

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  

国立大学法人香川大学 大学院 

エバンジェリスト 

 

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

ィング部長 

広瀬 秋良 
オリックス株式会社 

オリックス・キャピタル株式会社 

グループ執行役員 

代表取締役社長 

前川 徹  

サイバー大学 IT 総合学部 

株式会社富士通総研  経済研究所 

早稲田大学 国際情報通信研究センター 

国際大学 グローバル･コミュニケーション･センター 

教授 

客員研究員 

客員教授 

主幹研究員 

山下 竜大 シーネットネットワークスジャパン株式会社 編集部 ＺＤＮｅｔ編集長 

吉本 明平 全国地域情報化推進協会(APPLIC) 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 

津田 邦和 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 
常務理事・技術部会

長 
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＜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  

ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 

代表取締役 所長 

教授 

顧問 

副委員長 阪田 史郎 千葉大学 教授 工学博士 

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 

小澤 純理 株式会社アルファシステムズ 経営監査本部 常務取締役 本部長 

渋谷 實 日本ソフトウエア産業協会  

河合 輝欣 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 会長 

委員 

津田 邦和 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム 常務理事・技術部会長 
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（参考） 
AＳＰＩＣについて： 
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 

 
【活動理念】 

(1) ASP を活用した情報サービスにより、社会生活の改善及び企業の活性化の更なる促進を図ることを目

的とした社会貢献活動を行います。 

(2) 特定のハードウェア、ソフトウェアに依存することなく中立的な活動を行います。 

(3) 常に最新の ASP 及び IT 関連分野の市場動向に関する情報把握を行い、将来の社会と IT インフラ 

境に最適なビジネスモデルの企画及びその普及に務めます。 

(4) 常に世界レベルの先端技術とそれを具現化する会員からなり、NPO 法人として行政、業界、ユーザか

ら期されるモデル組織となるように務めます。 
 
【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） 

〒108-0075 東京都港区港南 1－6－38 イズミヤビル３F 

TEL：03－5796－9691、FAX：03－5460－0515 

E-mail：office@aspicjapan.org   http://www.aspicjapan.org 

 


