
 

プレスリリース 
平成 24 年 9 月 3 日 

特定非営利法人 
ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム（ASPIC） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定非営利法人 ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム（略称：ASPIC、東京都品川区西五反

田、会長、河合輝欣）は、平成 11 年からクラウドサービスの普及啓発活動を進めているところで

すが、この一環として、一般財団法人マルチメディア振興センター（略称：ＦＭＭＣ、東京都虎

の門、理事長：辻井重男）に協力して、「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」

及び「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」（以下、本認定制度）の認定審査等

に伴う事務を受託し、9 月 18 日から申請の受付を開始することとしました。 
本認定制度は、平成 23 年 12 月に総務省から公表された「データセンターの安全・信頼性に係

る情報開示指針」及び「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針」を受けて実施するも

ので、本認定制度の検討は ASPIC 内部に設置した「ASP・SaaS データセンター促進協議会 デ
ータセンター情報開示委員会（委員長：阪田史郎千葉大学大学院教授）」において行ってまいりま

した。 
「ASP・SaaS データセンター促進協議会」は平成 21 年 2 月に設立された協議会で、データセ

ンターの安全性・信頼性の向上に寄与するテーマを中心に活動を行ってまいりました。今般、こ

の成果として、「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」と「IaaS・PaaS の安

全・信頼性に係る情報開示認定制度」を開始することとしたものです。 
本認定制度は、利用者がデータセンターや IaaS・PaaS サービスを安心して利用できるように

することで、より一層の利用拡大を意図し、データセンターや IaaS・PaaS 市場の健全な発展に

寄与するものです。本認定制度と現在実施している「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示

認定制度」（平成 20 年 4 月から実施中）により、クラウドサービス関連業界の発展や社会情報基

盤の健全な発展、さらには日本経済の発展に寄与するものと考えています。 
 
なお、「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」、「データセンターの安全・信頼

性に係る情報開示認定制度」及び「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」をあ

わせて、「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」と総称します。今後の運用

日程については、以下のように予定しております。 
 

記 
９月 ３日：認定制度に対する問い合わせ受付開始 
９月１８日：申請受付開始 

クラウド情報開示認定サイト：http://www.fmmc.or.jp/cloud-nintei/ （新設） 

◆データセンター情報開示認定サイト http://www.fmmc.or.jp/dc-nintei/ （新設） 

◆IaaS・PaaS 情報開示認定サイト http://www.fmmc.or.jp/ip-nintei/ （新設） 

  ◆ASP・SaaS 情報開示認定サイト http://fmmc.or.jp/asp-nintei/ （既設） 

お問い合わせ先：「クラウドサービス 安全・信頼性情報開示認定制度事務局」 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-3-1 たつみビル 2Ｆ  

TEL：03-6662-6854   e-mail:btr-ojoufj@fmmc.or.jp 
以上

「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」 

及び 

「IaaS・PaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」 
— ９月１８日申請受付開始 — 

【ＡＳＰＩＣが認定審査等に伴う事務を受託】 



 
 

【ASPIC の沿革】 
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）

2002 年 ２月 特定非営利活動法人（NPO）の認証取得 
2003 年 ４月 「2003 年版 ASP 白書」作成・出版 
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」作成・出版 
2006 年 １１月 「日韓共同 ASP ワークショップ」ソウルにて開催（以降、毎年開催） 
2006 年 ７月 「ASP 総覧 2006/2007」作成・出版 
2007 年 ２月 国内初の「ASP･IT アウトソーシングアワード 2006」開催（以降、毎年開催） 
2007 年 ４月 総務省と合同で「ASP･SaaS 普及促進協議会」設立（以降、毎年活動） 
2008 年 ３月 名称変更 「特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダストリ・コンソーシアム」 
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 ５月 「ASP・SaaS イノベーション・シンポジウム(ASIS)2008」開催（以降、毎年開催）

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 ９月 「ASP・SaaS 分野別市場拡大研究会｣設置（以降、毎年活動） 
2009 年 ２月 ｢ASP・SaaS データセンター促進協議会」設立 
2009 年 ８月 ｢ASP・SaaS 白書 2009/2010｣作成・出版 
2010 年 ３月 「クラウドセキュリティガイダンス日本語版」出版 
2010 年 １１月 グリーン･グリッドとデータセンターエネルギー効率改善等に関する提携 
2011 年 ７月 クラウドサービス利用者の権利保護とコンプライアンス確保のためのガイド」公表 
2011 年 ９月 名称変更 「特定非営利活動法人 ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム」 
2011 年 12 月 NPO 法人インターライ日本とケアアセスメントクラウドサービスの基本合意 
2012 年 ４月 国際標準介護アセスメント・インターライ方式クラウドサービス提供開始 

 
 
 
 
 
 



 
（参考） ASP・SaaS データセンター促進協議会 体制と活動テーマ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特定非営利法人 ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム（ASPIC） 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-3-1 たつみビル 2Ｆ 

（TEL：03-6662-6854、FAX：03-6662-6347） E-Mail:office@aspicjapan.org 
 

 

 
 

ASP・SaaS データセンター促進協議会 
会 長：村井 純（慶應義塾大学 環境情報学部教授） 

副会長：中島 洋（国際大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ教授、 

㈱MM 総研代表取締役所長） 

副会長：海野 忍（NTT コミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長） 

                    ※氏名・役職は、H23 年度協議会総会時点 

データセンター情報開示委員会 
委員長：阪田 史郎 

（千葉大学大学院教授） 

クラウドコンピューティング 
国際戦略委員会 

委員長：中島 洋 
（協議会 副会長） 

活動テーマ（H23 年度～24 年度） 

1. データセンター等情報開示認定制度の立ち

上げと推進 

2. データセンターの安全・信頼性に係る情報

開示項目の追加等見直し 

3. データセンターの環境対策等の検討 

 等 

活動テーマ（H23 年度～24 年度） 

1. データセンターのサービス継続力のあり方 

2. 国際競争力強化のための支援策等の検討 

3. 地方型・中小規模型データセンターの活用

支援策の検討 

等 

活動テーマ（H22 年度） 

1. 安全・信頼性の点からみたクラウドサービ

スの実態と課題の分析 

2. クラウドサービスの安全・信頼性の向上に

資する情報開示項目の検討資する情報開

示項目の検討 

3. データセンターの省エネへの取組みとエネ

ルギー効率指標に関する検討 

等 

活動テーマ（H22 年度） 

1. 日本のクラウド型サービスの具体的な海外

展開モデルの検討 

 

2. 地方公共団体のデータセンター誘致施策一

覧 Web の作成 

等 

活動テーマ（H21 年度） 

1. データセンターの安全性・信頼性に係る 

情報開示認定制度の検討 

2. データセンターの CO2 削減等の環境対応

指針の論点整理 

3. データセンター利用ガイドの作成 

等 

活動テーマ（H21 年度） 

1. データ安全保障の観点からの利用促進策の

検討 

2. データセンター（PaaS を含む）の利用促

進策の検討 

3. 国際競争力強化施策の検討 

等 


