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報道発表資料               

平成 23 年 7 月 27 日 
財団法人マルチメディア振興センター 

 
 

 ASP・SaaS サービスの安全・信頼性に係る情報開示認定について     

 
平成 19 年 11 月に総務省から公表された「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示

指針（第 1 版）」を具体化するものとして翌年 4 月にスタートした財団法人マルチメデ

ィア振興センターの認定制度では、これまでに 131 件の ASP・SaaS サービスを認定し

ております。 

その後に申請があった以下のサービスにつきましても、当財団の定める審査基準に適

合しており、ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示が適切に行われていることを

認定いたしました。 

なお、認定したサービスにつきましては、利用者が比較、選択等する際の参考に利用

いただけるよう、当財団ホームページに掲載しております。また、今後も申請があった

ものから順次、審査を行い、情報開示が適切と判断されるサービスを認定していく予定

です。 

 

 サービスの名称 事業者の名称 サービスの概要 

１ OnDemand シリーズ 株式会社ソリトンシス

テムズ 

企業で所有する PC の情報漏洩対

策や IT 資産管理業務を支援する

ための操作ログ収集・分析機能お

よび IT 資産管理機能を提供する

セキュリティ対策サービス 

２ i-search （アイサーチ） デジアナコミュニケー

ションズ株式会社 

Web サイトの利用者が検索する

キーワードにヒットするページ

を検索結果として表示し、そのペ

ージのキャプチャー画像も表示

して視覚的なページ紹介を可能

にする、顧客の Web サイト内検

索エンジンサービス 

３ i-ask （アイアスク） デジアナコミュニケー

ションズ株式会社 

Web サイトの FAQ コンテンツの

作成・管理に特化したコンテンツ

管理システム（CMS）で、タイマ

ー機能により任意の時刻にコン
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テンツのアップや終了などの自

動化、承認機能も兼ね備え、社内

の情報共有（ナレッジマネジメン

ト）ツールとしての活用も可能な

サービス 

４ i-entry （アイエントリ

ー） 

デジアナコミュニケー

ションズ株式会社 

アンケートやキャンペーンサイ

トに特化した、HTML の知識がな

くても制作が可能なコンテンツ

管理システム（CMS）で、アンケ

ートやキャンペーンの運営管理

や集計機能の他、メール配信機能

も備えた CRM サービス 

５ IMAGE WORKS 富士フイルムイメージ

テック株式会社 

インターネット環境を利用して

画像、図面、ドキュメントなどの

デジタルデータの「共有」、「管

理」、「送受信」などが安全で簡

単に実現できるファイル共有ス

トレージサービス 

６ iStudy Cloud 株式会社システム・テ

クノロジー・アイ 

スキル診断による現状分析から

業務スキルを把握し、その結果か

ら対象者に必要とされる最適な

研修計画を立案、研修・学習を実

践していくための機能をトータ

ルに提供するサービス 

７ IT-Agent セミオーダー

サービス社内伝票管理

システム 

株式会社エイ・エヌ・

エス 

個別の企業に応じてカスタマイ

ズすることによって同一情報の

複数入力をなくし、業務の最適化

により経理部の作業負荷を軽減

させ、決算処理を明瞭化、迅速化

して業務効率の向上を図るサー

ビス 

８ WEB 請求 ASP サービ

ス「e-billeco」「おまか

請求」ベーシックプラン 

株式会社フォーバルテ

レコム 

請求書や利用明細をエンドユー

ザ専用の WEB サイトで確認でき

る機能や入金消込機能等を提供

し、請求書発行作業（封入・封か

ん・投函）にかかる人件費、請求
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書用紙代、印刷代及び郵便代削減

を図るサービス 

９ Hi-PerBT モバイル給

与 

株式会社日立中国ソリ

ューションズ 

既設の給与システムから出力さ

れた明細データをもとに、携帯電

話、パソコンを持つ従業員へ多様

な方法で明細データ配信・受渡し

を可能とする給与明細配信サー

ビス 

 注１：今回の認定における有効期間は、認定の日から 2 年間です。 

注 2：「サービス概要」の記述内容は、申請に基づき認定機関で編集したものです。 

 

 

お問合せ先 

「ASP・SaaS 安全・信頼性情報開示認定制度事務局」 

電話：03-6662-6854 FAX：03-6662-6347 

Mail：btr-ojoufj@fmmc.or.jp 

財団ホームページ：http://www.fmmc.or.jp 

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

 

 

 

認定制度の運用にかかる事務を、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）に委託しています。 
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【 参考 】 
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）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・認定を行うこととしました。 

 

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。 
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（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、当センター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。 

・認定を実施するために必要があるときは、申請者に対し、

営業所、事務所等の調査の受け入れを求めることがある。

審査(認定)基準 事業者が、審査基準の「必須開示項目」すべてについて適切

な情報開示を行い、かつ「必須開示項目」の中で特にユーザ

にとって重要な「一定の要件を考慮すべき項目」のすべてに

ついて、一定の要件を満たしている場合に認定する。 

認定審査委員会 申請者と利害関係を有しない有識者等で構成する「認定審査

委員会」を設置する。 

認定期間 認定した日から 2 年間（平成 23 年 6 月以降の申請） 

認定証・認定マークの発行 認定したサービスに対して、「認定証」及び「認定マーク」

を発行する。 

認定サービスの公表 認定したサービス及び開示情報をホームページ上で公表す

る。 

認定の更新 認定の更新を求める場合は、更新審査を受ける。 

認定の取消し 認定サービスを提供する事業者に不適格な事由が発生した

ときは、認定を取り消すことがある。 

 


