
                                     

 
平成 年 月 日

クラウドサービス情報開示認定機関

特定非営利活動法人

  ・ ・ クラウドコンソーシアム

（ ）

１ 新規認定サービス

このたび、申請があった次の ・ サービスについて審査した結果、認定機関

の定める審査基準に従って「 ・ 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、認定機関 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。

■ ・ 申請： サービス（ 事業者）

サービスの名称 事業者の名称 サービスの概要

富士通株式会社 図書の貸出管理、返却管理、予約管理、

目録登録及び利用者がインターネット

から簡易に検索・予約できる機能等を

提供する図書館業務サービス

株式会社ミラクルソリュ

ーション

・派遣事業者に特化した顧客、ス

タッフ、案件、勤怠、営業ログの管理、

請求書、注文請書発行、売上分析機能

などを総合的に提供する ・派遣業

務支援サービス

株式会社ミュートス 医療従事者向けに医療業界の最新動向

や薬の情報、転職情報など様々な医療

関連情報をまとめて発信する会員制キ

ュレーションサービス

クラウドサービス情報開示認定機関 ASPIC 

新規に３ASP・SaaS サービスを認定（11 月 27 日） 

 富士通株式会社：「WebｉLis」 

 株式会社ミラクルソリューション：「Cloud Staff」 

 株式会社ミュートス：「CURASAW」 

本認定で、認定 累計２４４サービス、１６９事業者となりました。 

プレスリリース 



                                     

 
２．情報開示認定制度の経緯と現状  ☛別紙 ：「情報開示認定制度の年表」

 平成 19 年、情報開示認定制度については、安心安全なクラウドサービスの推進のため、

に総務省と ASPIC が合同で「ASP・SaaS 普及促進協議会」を立上げ、この協議会で、

ISO27001 を参照したセキュリティ対策ガイドラインの策定、ASP･SaaS の安全・信頼性

に係る情報開示指針の策定を行い、この指針をもとに、情報開示認定制度の検討、立

案を行いました。 

 平成 20年 4 月、「ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を創設し、認

定機関を FMMC、認定事務局を ASPIC として、運営を開始しました。 

 平成 24年 9 月、ISO27017 を参照したガイドライン、情報開示指針をもとに「IaaS・

PaaS の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」及び「データセンターの安全・信頼性

に係る情報開示認定制度」を新設しました。 

 平成 29年 10 月、認定機関は FMMC から ASPIC に移管されました。 

 平成 29 年 10 月、「医療情報 ASP・SaaS 情報開示認定制度」、「特定個人情報 ASP・

SaaS 情報開示認定制度」を新設しました。 

 平成 30年 12 月、「ASP・SaaS（IoT クラウドサービス）情報開示認定制度」、「IaaS・

PaaS（IoT クラウドサービス）情報開示認定制度」を新設します。 

 

これまでに認定されたサービスは、累計２４４サービス、１６９事業者となっています。 

 

 

３．ASPIC の活動について                                      

ASPIC は平成 11 年創立以来、ASP・SaaS・クラウドの普及促進と安心安全なクラウドサービスの

推進に取り組んできました。 

特に安心安全については、総務省と合同、連携して設立した「ASP・SaaS 普及促進協議会」及び

「ASP・SaaS データセンター促進協議会」で、クラウド化に関するセキュリティガイドライン、

情報開示指針、情報の公開二次利用のガイドライン等、２８件のクラウドサービスに関するガ

イドラインを策定してきました。 

これらの活動に対して、総務大臣表彰を、平成20年に ASPICが団体として、平成24年に ASPIC

会長の河合が個人として受賞しました。☛別紙 ：「 の沿革」   

 

４．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 

 



                                     

 
 

７つの認定制度（平成 30 年 12 月より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．本件連絡先（申請受付窓口）

   クラウドサービス情報開示認定機関 

特定非営利活動法人 ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム（ASPIC） 

クラウドサービス安全・信頼性情報開示認定制度事務局（担当：谷合・門井・国松） 

            〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-3-1 たつみビル 2F 

                  ℡：03-6662-6854  Fax：03-6662-6347 

  mail：aspic@cloud-nintei.org 

                     認定サイト： http://www.cloud-nintei.org/ 

新設

新設



                                     

 
別紙 ：情報開示認定制度の年表

 

H19 年 4 月  「ASP・SaaS の普及促進に関する調査研究」 

     4 月  「ASP・SaaS 普及促進協議会」設立（総務省公表） 

     6 月  「ICT 生産性加速プログラム」総務大臣発表 

      11 月   「ASP・SaaS 情報開示指針」公表（総務省） 

      12 月   「ASP・SaaS 情報開示認定制度」の検討 

H20 年 1 月  「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」公表（総務省） 

   4 月  「ASP・SaaS 情報開示認定制度」創設 

(認定機関 FMMC、事務局 ASPIC) 

  6 月  ASPIC が総務大臣表彰を受賞 

         （安全信頼性に係る情報開示指針の策定に対する貢献） 

H21 年 2 月   「データセンター情報開示指針」公表(総務省） 

       2 月   「データセンター促進協議会」設立 

H22 年 23 年  「データセンター情報開示認定制度」の検討 

H23 年 12 月  「データセンター情報開示指針」改定(総務省） 

      12 月  「IaaS・PaaS 情報開示指針公表（総務省） 

     12 月  「IaaS・PaaS 情報開示認定制度」及び「データセンター情報開示認定制度」の検討 

H24 年 6 月  河合会長が総務大臣表彰を受賞 

           （分野毎の事業者向けガイドラインの策定に対する貢献） 

    9 月  「クラウドサービス情報開示認定制度」新設 （データセンター、Iaas・PaaS） 

H28 年 3 月   情報開示認定制度高度化の推進の検討 

H29 年 3 月  「ASP・SaaS（医療情報取扱いサービス）情報開示指針」及び 

             「ASP・SaaS（特定個人情報取扱いサービス）情報開示指針」公表(総務省) 

H29年H30年 クラウドサービス事業者が「IoTクラウドサービスに参入する際のリスクへの対応方針」

検討 

H29 年 10 月  情報開示認定機関が FMMC から ASPIC へ移管 

10 月  「医療情報 ASP・SaaS 情報開示認定制度」及び 

            「特定個人情報 ASP・SaaS 情報開示認定制度」の新設 

H30 年 7 月   「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第 2 版)公表 

（第Ⅳ編に「IoT サービスリスクへの対応編」）（総務省） 

    10 月   「IoT クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針（ASP・SaaS 編）」 

「IoT クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針（IaaS・PaaS 編）」 

公表(総務省) 

    12 月  「ASP・SaaS（IoT クラウドサービス）情報開示認定制度」、 

「IaaS・PaaS（IoT クラウドサービス）情報開示認定制度」新設（ASPIC） 

 



                                     

 
 

別紙２ ASPIC の沿革 

 

2017年 (H29) 10月 クラウドサービス情報開示認定制度の認定機関業務をFMMCより移管

11月

10月

10月

10月

3月

2月

12月

5月 日韓（ASPIC＆KCSA）国際交流東京開催

6月

1月

6月 平成24年度「電波の日・情報通信月間」にて会長が「総務大臣表彰」受賞

4月

9月

7月

3月

8月

2月

6月

4月

3月

1月 総務省「ASP・SaaSにおける情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」公表(作成協力)

4月

2月

2006年 (H18) 11月

2005年  (H17) 9月

4月

3月

2002年 (H14) 2月

1999年 (H11) 11月

名称変更 「特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム」

第９回　ASPIC クラウドアワードに総務大臣賞創設

2015年 (H27)

2014年 (H26)

ASPIC創立15周年式典開催

情報開示認定サービス数(累積)「200」達成

ASP・SaaS・クラウド関連ガイドライン・指針策定累計数｢23｣達成(作成協力)

特定非営利活動法人（NPO）の認証取得

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）

「ASP白書2005」作成・出版

2003年 (H15)
「2003年版ASP白書」作成・出版

総務省「公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン」公表

｢ASP・SaaS　データセンター促進協議会」設立

2007年 (H19)
総務省と合同で「ASP･SaaS普及促進協議会」設立

国内初の「ASP･ITアウトソーシングアワード2006」開催

「日韓共同ASPワークショップ」ソウルにて開催

2008年 (H20)

平成20年度「電波の日・情報通信月間」にてASPICが「総務大臣表彰」受賞

「ＡＳＰ・ＳａａＳ安全・信頼性情報開示認定制度」運用事務の受託

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」

2009年 (H21)

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

2011年 (H23)
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」

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

2012年 (H24)

第10回　ASPIC クラウド・IoTアワード　開催

第9回　ASPIC クラウド・IoTフォーラム　開催

2016年 (H28)

｢ASP・SaaS白書2009/2010｣作成・出版

2010年 (H22)

2013年 (H25)
総務省｢ICT 街づくり推進会議報告書｣の中で｢ASPICと連携して進めることが重要｣と明記

ミッション・ビジョン策定

「クラウドセキュリティガイダンス日本語版」出版

 


