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Ｈ 13

一般通信機（携帯電話）による河
川情報提供ｼｽﾃﾑ

(財)河川情報ｾﾝﾀｰ

同ｼｽﾃﾑは、河川の防災情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、携帯電話でいつでも、どこでも、ﾘｱﾙﾀｲﾑに河川管理者及び一般国民に伝達できるｼｽﾃﾑであ
る。提供ﾃﾞｰﾀは、全国26基のﾚｰﾀﾞ雨量計の最新情報、ﾃﾚﾒｰﾀ雨量・水位観測所3,000箇所ﾃﾞｰﾀ、ﾀﾞﾑ情報、水質情報等である。同ｼｽ
ﾃﾑにより河川管理者は、災害時の迅速な初動体制の確立が可能となり、個人は、自己の判断による避難が可能となった。

Ｈ 13

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信販売ｼｽﾃﾑ

(株)たねや

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した和菓子販売ｼｽﾃﾑ。通信販売を基幹業務に直接結びつけることにより、顧客情報を顧客ｻｰﾋﾞｽの源泉として利用
可能とするとともに、基幹業務ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ入力・交換の手間を省き、確実かつ迅速な決済、商品出荷作業の効率化向上に寄与し
た。

Ｈ 13

介護情報通信連携ｼｽﾃﾑ

対馬総町村組合

対馬全島6町が協調し、既存ｼｽﾃﾑのﾈｯﾄﾜｰｸによる総合化によって実現した介護情報通信連携ｼｽﾃﾑ。複数の業務支援ｼｽﾃﾑの共通接続
仕様を実現しており、今後、同様のｻｰﾋﾞｽが広がる可能性が大きい。

Ｈ 13

Quality Network Distributor
Plus

ｸｵﾘﾃｨ(株)

企業内のPC資産及びｿﾌﾄｳｪｱ資産の効率的な管理を実現するｿﾌﾄｳｪｱ製品。企業内ではPCやｿﾌﾄｳｪｱ管理のためのｺｽﾄが隠れた情報ｼｽﾃﾑ
費用となっており、その費用削減を効率的に行うことができる。

Ｈ 13

港湾の危機管理情報ｼｽﾃﾑ

同ｼｽﾃﾑは、全国の主要港湾119港を対象とし、港湾施設の平面図、標準断面図、港湾施設の設計条件、過去の被災事例、建設費等
(財)港湾空港建設技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝ のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び災害発生時の被災情報の収集/伝達、港湾施設の使用可否の判定、被災額の算定、応急復旧工事の支援、本格復旧
工事の支援等を行うｻﾌﾞｼｽﾃﾑから構築されている。同ｼｽﾃﾑにより国及び港湾管理者は、地震等の災害発生時に迅速かつ効果的に災
ﾀｰ
害に対応することが可能になった。

Ｈ 13

在来線信号設備自動検査ｼｽﾃﾑ

東海旅客鉄道(株)

Ｈ 13

J-SKYｽﾃｰｼｮﾝ

J-ﾌｫﾝ東日本(株)ｻｰﾋﾞｽ開発技術 携帯電話を利用したｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ（ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾀｰﾈﾂﾄ）において、ｴﾘｱ毎に特化した情報を自動的に配信し、利用者が確実に情報
を入手できるｼｽﾃﾑであり、携帯電話利用者の利便の向上に貢献した。
推進部

Ｈ 13

JANET

(株)ｼﾞｬｯｸｽ

同ｼｽﾃﾑは、在来線の鉄道沿線に点在する膨大な数の信号設備、電気転轍機、軌道回路、踏切保安装置等の状態を常時監視し、ﾃﾞｰ
ﾀを収集して設備の修理等の保全業務を効率化するｼｽﾃﾑである。本ｼｽﾃﾑにより、現場に行かなくても設備の状態が把握でき、故障
時の故障箇所の特定が容易になり、早期復旧が可能となった。また、本ｼｽﾃﾑは、定期的に設備のﾃﾞｰﾀを蓄積し、故障が起きる前
に部品交換等の適切な措置を講じて事故を未然に防ぐことが可能となった。

JANETは、ｶｰﾄﾞ業務、個品、融資・ﾛｰﾝ、集金無保証、住宅ﾛｰﾝを含む全信販業務をｶﾊﾞｰするとともに、そのすべてが24時間対応で
あり、加盟店の24時間営業を支払の観点から支援し、消費者への新たなｻｰﾋﾞｽ機会の提供に貢献した。
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Ｈ 13

車輌情報ｼｽﾃﾑ「CAST」

(株)ｺｱ九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ

総合的な車輌情報管理ｼｽﾃﾑとして、目に見える車輌の動きをもとにｵﾝﾗｲﾝでの全車輌の位置情報把握、合理的な配車、顧客ｻｰﾋﾞｽ
向上、顧客へのﾚﾎﾟｰﾄ作業の効率化などの企業情報処理ｼｽﾃﾑ化を実現した。本ｼｽﾃﾑは運送業以外への展開も期待される。

Ｈ 13

すかいらーく調達ｼｽﾃﾑ
（B2 Skylark)

(株)すかいらーく

すかいらーくのｵｰﾌﾟﾝ調達ｼｽﾃﾑ。 ﾘﾊﾞｰｽｵｰｸｼｮﾝを導入するなど低価格化が進行する外食産業への波及効果は大きく、また、これだ
けのｼｽﾃﾑを開発期間が約二ヶ月という短期間で構築されたことも大きな成果である。

Ｈ 13

繊維ECｼｽﾃﾑ

ｴｲﾄﾋﾟｱ(株)

繊維業界におけるﾌｧｲﾊﾞｰ販売、調達の標準的業務ﾌﾟﾛｾｽを提供することによって、繊維業界全体の業務効率化と迅速化を実現し
た。技術的にもJava/EJB、XMLなどを採用し、拡張性に優れたｼｽﾃﾑとなっている。

Ｈ 13

総合金融ｻｰﾋﾞｽ用顧客情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ・安田火災海上保険(株)
ｼｽﾃﾑ
・安田火災ｼｽﾃﾑ開発(株)

社内に蓄積している顧客ﾃﾞｰﾀ約4,000万件を、社内の約1万台の端末から検索することにより、顧客に対するｻｰﾋﾞｽの向上及び提案
型営業活動を実現した。高可能性を実現するため、ISO14001取得で得たﾉｳﾊｳを利用したｼｽﾃﾑ開発・運用。ｲﾝﾃﾙﾗﾎﾞ活用による事前
検証の徹底を実施した。

Ｈ 13

中継局ｽｰﾊﾟｰｼｽﾃﾑ

読賣ﾃﾚﾋﾞ放送(株)技術局

文字多重放送の内容を中継局単位で番組に個別にｽｰﾊﾟｰ挿入できるｼｽﾃﾑで、中継局ごと独立した情報の送出が可能であ、地上系TV
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化に伴うｱﾅﾛｸﾞ周波数変更の周知方法として活用されるなど、放送の発展に貢献した。

Ｈ 13

分散ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向地図情報ｼｽﾃﾑ
「GeoMation」

日立ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)

分散ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ技術を活用し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上に分散している空間情報を、OSやﾒｰｶの違いを問わず、さらにｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用を可能にした、
業務用途に応じた地図情報ｻｰﾋﾞｽ提供をﾘｱﾙﾀｲﾑに行うことができるｼｽﾃﾑである。

Ｈ 13

無線LANによる離島遠隔医療支援ｼｽ
(株)ｹｨﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ研究所
ﾃﾑ

無線LANｼｽﾃﾑと双方向映像伝送ｼｽﾃﾑにより構成されている本ｼｽﾃﾑは、従来のｼｽﾃﾑと比べた安価に構築できることや操作が簡単にで
きることなど、離島との間の遠隔医療の向上に貢献した。

Ｈ 14

eznavigation

他社では提供できない精度の高い位置情報を提供し、その位置情報と親和性の高いｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを組み合わせたｼｽﾃﾑであり、利用者
の利便性を格段に向上し、ﾓﾊﾞｲﾙ通信の発展に多大な貢献をした。

ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ(株)
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Ｈ 14

意味情報ﾈｯﾄﾜｰｸSIONetによる病診
連携支援ｼｽﾃﾑ

日本電信電話(株)

複数の医療用ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの相互連携を図り、広範な医療機関・医師情報の検索を可能とした経済的で高信頼な分散型医療ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
を実現し、病院・診療所連携を支援することにより、地域医療の質的向上に多大な貢献をした。

Ｈ 14

衛星ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄｼｽﾃﾑ

富士ｿﾌﾄABC(株)IT事業本部

衛星ﾙｰﾀを利用し、本格的に衛星をｲﾝﾄﾗﾈｯﾄとして利用した日本最初のｼｽﾃﾑ構築事例。短期間で全国350拠点に対して導入し、ﾕﾆｷｬ
ｽﾄで2.5Mbpsのｱｸｾｽ速度を確保。低ｺｽﾄかつ多地点で広帯域のﾃﾞｰﾀ通信を行う手法として評価できる。

Ｈ 14

abnet（ｴｰﾋﾞｰﾈｯﾄ）

ｴｰﾋﾞｰ(株)

中小工務店向けに住宅の設計、見積もり、建築確認申請書類等の機能をｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて提供する独自ｼｽﾃﾑ。設計専任の担当者を
置くことが困難な中小工務店が、短期間かつ安価に顧客に対して住宅ﾌﾟﾗﾝを提案できる。

Ｈ 14

確定拠出年金共同ｼｽﾃﾑ

日本ﾚｺｰﾄﾞｷｰﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(株)

日本で前例のない純新規業務の開発で、法案成立により業務可能となる業務運営を全面的にｻﾎﾟｰﾄするｼｽﾃﾑを開発。法案成立の度
重なる順延による案件の追加変更が繰り返される中、予定期日に無事ｻｰﾋﾞｽを開始。確定拠出年金の運営を共同代行する会社のｼｽ
ﾃﾑであり、11社による共同開発。このため、投資の大幅抑制と、ﾉｳﾊｳ共有によるｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙの向上に大きな効果を発揮した。

Ｈ 14

学校情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

(株)ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ

ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾈﾝﾄｼｽﾃﾑ「ConceptBase」による「学校情報ﾈｯﾄﾜｰｸ」は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続された全大阪府立高校の端末からの情報取得を
容易にし、各学校、各先生方が持つ情報を有効に活用するｼｽﾃﾑであり、学校における情報化の促進に貢献した。

局地的気象監視ｼｽﾃﾑ

気象庁が開発した局地的気象監視ｼｽﾃﾑ(WINDAS)は、高層風の実況監視を行い、天気予報の基礎資料ならびに各地気象台での予報
業務に活用することを目的として、電波を上空に向けて発射し、大気から反射された電波を受信・解析処理して、上空の風の状
気象庁観測部観測課高層気象観
況を測定するｼｽﾃﾑである。同ｼｽﾃﾑの整備によって、全国25箇所で10分間の空間的・時間的な密度の高い高層風ﾃﾞｰﾀが得られるよ
測室
うになり、数値予報による集中豪雨や台風等の気象現象の予測制度が向上し、警報・注意報をより的確に発表する環境が整っ
た。

Ｈ 14

港湾EDIｼｽﾃﾑ

(財)港湾空間高度化環境研究ｾﾝﾀｰが開発したEDIｼｽﾃﾑは、従前別々の窓口に提出していた船舶入出港に係る港湾管理者・港長への
複数の手続きをｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用して１回の手続き(ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ)で可能とし、今後の官民を含めたﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの推進に大きな役
(財)港湾空間高度化環境研究ｾﾝ
割を果たすものである。同ｼｽﾃﾑは平成11年の稼働以来、順次取扱手続を増やしてきたが、今般、港長関係手続の100％に対象を拡
ﾀｰ
大するとともに、利用者の利便性の一層の向上を図るため、本年１月から、財務省の通関情報ｼｽﾃﾑと接続し、これらによって実
質的にも港湾諸手続を処理するｼｽﾃﾑとして、本格的な稼働を開始した。

Ｈ 14

CRD(中小企業信用ﾘｽｸ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
ｽ)ｼｽﾃﾑ

CRD運営協議会

Ｈ 14

中小企業に対する金融を円滑にすることを主眼に構築された、我が国で初めての中小企業に関する大規模ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ。間接金融が
中心の中小企業金融の世界にあって、物的担保ではなく、企業の財務ﾃﾞｰﾀから読みとれる信用ﾘｽｸを基準に企業を評価して、中小
企業への円滑な資金供給を促すもので、CRDが「中小企業の資金調達ｽｷｰﾑ」を支援する金融ｲﾝﾌﾗとしての期待は大きい。
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Ｈ 14

次期WEBｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ

ﾆｯｾｲ同和損害保険(株)

J2EE(JSP、Servlet)、広域LANという先進のITを有効に活用しつつ、金融機関として絶対性を要求される根幹業務部分では、既存
ﾊｽﾄｼｽﾃﾑの業務ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを再利用する方式を採用し、業務の信頼性を確保したｼｽﾃﾑの構築を短期間で安価に実現。また、本ｼｽﾃﾑ
は、365日24時間稼働を実現できる画期的なものであり、損害保険業界における情報化促進の先導的役割を果たしている。

Ｈ 14

自動車船検数ｼｽﾃﾑ

(社)日本貨物検数協会

(社)日本貨物検数協会が開発した自動車船検数ｼｽﾃﾑは、自動車専用船に係る検数業務について、従来検数員が手書きで作成して
いたものをﾓﾊﾞｲﾙﾊﾟｿｺﾝへの入力に切り替え、船積み終了後、必要書類・帳票を、本船内に持ち込んだﾊﾟｿｺﾝ上で自動作成できるよ
うにした画期的なものである。同ｼｽﾃﾑの導入により、誤積み防止、書類作成の省力化、迅速化が図られ、併せて船社、荷主等へ
の電子ﾃﾞｰﾀの提供による業務内容の拡大などの効果が期待されるものである。

Ｈ 14

3Dｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ「Web3Dｼｮｰﾙｰﾑ」

ﾒｶﾞｿﾌﾄ(株)

Webﾌﾟﾗｳｻﾞ上で3Dによるｲﾝﾃﾘｱ空間の展示が行える。3Dｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰで作ったWeb3Dﾃﾞｰﾀを登録し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で公開することが可
能。独自のﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾗｼﾞｵｼﾃｨ技術で、Webﾌﾟﾗｳｻﾞ上に本物のような美しい3Dｲﾝﾃﾘｱ空間を実現。

地球ｼﾐｭﾚｰﾀ

計算機上で仮想地球を実現し、地球規模で起こる気候、気象、環境、地殻変動を数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより高精度で予測するため、宇
海洋科学技術ｾﾝﾀｰ横浜研究所地 宙開発事業団、日本原子力研究所、海洋科学技術ｾﾝﾀｰがNECへ設計・製作を委託した世界最大の超高速並列計算機ｼｽﾃﾑ。地球温暖
化やｴﾙﾆｰﾆｮ現象等の現象解明・予測等地球科学に飛躍的進歩をもたらすと期待される。大気大循環ﾓﾃﾞﾙ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ用の実ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮ
球ｼﾐｭﾚｰﾀｾﾝﾀｰ
ﾝの実行に成功し、26.6TFLOPSを記録。

Ｈ 14

被災者支援安否情報登録検索ｼｽﾃﾑ

・独立行政法人通信総合研究所
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの持つ災害に強い通信特性等を生かし、災害時における被災者の大量の安否情報を効率的に処理するｼｽﾃﾑであり、有珠
非常時通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ
山・三宅島噴火、米国同時多発ﾃﾛ時においても活用されるなど、被災者の安否情報の登録や検索を可能にし、非常時通信の発
・WIDE Projectﾗｲﾌﾗｲﾝ･ﾜｰｷﾝｸﾞ
展・普及に多大な貢献をした。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ｈ 14

Biz/Browser ver.3.0

ｱｸｼｽｿﾌﾄｳｪｱ(株)

従来のHTMLﾌﾟﾗｳｻﾞやWeb技術では実現困難であった業務ｼｽﾃﾑ構築時に必要となる｢画面の高速表示｣、｢高操作性｣を提供し、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄでの業務ｼｽﾃﾑ構築を容易にする技術を開発。これに基づいて、Webｼｽﾃﾑを最大限に活用し、今後のWebｻｰﾋﾞｽに対応するための製
品としても期待できる。

Ｈ 15

NHKｱｰｶｲﾌﾞｽ

日本放送協会

180万本ものﾋﾞﾃﾞｵ保存、MPEG4動画検索、番組公開ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰによる公開など世界有数の規模のﾃﾞｼﾞﾀﾘｱｰｶｲﾌﾞとして、今後のｱｰｶｲﾌﾞ
に範を示すとともに、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄド時代に向けた映像ｺﾝﾃﾝﾂ流通市場の形成・発展に多大な貢献をした。

Ｈ 15

ｅCATS
［Entertainment Catalog
Service］

(社)日本ﾚｺｰﾄﾞ協会

ﾒﾀﾃﾞｰﾀはｵﾝﾗｲﾝ権利処理や効率的なｺﾝﾃﾝﾂ流通に不可欠な基盤的な情報であり、膨大な楽曲のﾒﾀﾃﾞｰﾀ管理・公開や音源の配信等を
行う本ｼｽﾃﾑはﾃﾞｼﾞﾀﾙ時代のｺﾝﾃﾝﾂ流通に多大な貢献をした。

Ｈ 14
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由

Ｈ 15

擬似体験型英会話ｼｽﾃﾑ
［Native World Pro］

(株)ﾗｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ

本ｼｽﾃﾑは、臨場感あふれる実写映像と英文音声認識技術を活用、また独自のｺｰｽ制御を用い て、学習者が主体的に英語を｢話す｣
ためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ環境を実現している。 実践的な英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を身に付けるためﾂｰﾙとして高校や大学で積極的に利用されて
おり、今後のe-ﾗｰﾆﾝｸﾞグ導入及び普及に貢献している。

Ｈ 15

ｻｲﾎﾞｳｽﾞｶﾞﾙｰﾝ

ｻｲﾎﾞｳｽﾞｶﾞﾙｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

本ｼｽﾃﾑは、組織内外で散在するｼｽﾃﾑや情報の流れを一本化し、ﾘｱﾙﾀｲﾑかつ的確な情報の収穫、活性化を促進する企業情報ﾎﾞｰﾀﾙで
あり、組織内での情報の共有化の促進と、個人の生産性と創造性を支援するのに非常に有用なものである。ﾕｰｻﾞｶｽﾀﾏｲｽﾞの容易性
を徹底的に追求しており、その利用実績においても優れている。企業情報ﾎﾞｰﾀﾙの有用性を示しているとともに、今後の迅速な情
報利活用の質的向上に大きく貢献している。

Ｈ 15

GPS連続観測ｼｽﾃﾑ［GEONET］

国土地理院測地観測ｾﾝﾀｰ

本ｼｽﾃﾑは、全国に配備したGPS連続観測点(電子基準点)を用いて地殻変動の観測ﾃﾞｰﾀを解析することにより、地震、火山活動等の
解明や推移予測等を通じて防災・減災に貢献するものである。また広く観測ﾃﾞｰﾀを公開し、諸分野において国土の位置情報を提
供することにより、新産業創出に資するものである。

Ｈ 15

新応対ｼｽﾃﾑ

(株)UFJ銀行

本ｼｽﾃﾑは、従来銀行の窓口でのみ提供されていた業務をﾈｯﾄﾜｰｸ化してｾﾝﾀｰ集約で受付けることを可能にし、通常窓口時間外でも
対応を可能とした、都市銀行初の対話型自動応答受付機ｼｽﾃﾑである。これまでの類似取り組みの問題点を克服し、すでに具体的
な取引成果をあげていることは、新たな窓口業務のあり方を示している点で評価できる。

Ｈ 15

神秘の王朝 -ﾏﾔ文明展VR(ﾊﾞｰﾁｬﾙ･
廣瀬 通孝
ﾘｱﾘﾃｨ) ｼｱﾀｰ

Ｈ 15

StiLL［表計算ﾊﾟｯｹｰｼﾞ活用情報系ｼ
(株)ｱｲｴﾙｱｲ総合研究所
ｽﾃﾑ開発ﾂｰﾙ］

本ﾂｰﾙ、Excelを用いつつ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞせずとも、高度なﾏｸﾛ、さらには他ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとの連動や画面作成機能を実現している。その
ため、必要以上のｿﾌﾄ購入をせずとも、高度なDB連携や、中小規模の業務ｼｽﾃﾑなどの開発が容易に可能となっているため、比較的
規模が小さい事業所などにおいては非常に有効なﾂｰﾙとして評価できる。

Ｈ 15

鋳造方案CAEｼｽﾃﾑ［JSCASTｼﾞｪｲｴｽｷｬ
ｸｵﾘｶ(株)
ｽﾄ］

本ｼｽﾃﾑは、各種鋳造ﾌﾟﾛｾｽおいて、金属が鋳型内を流動、凝固などをｼﾐｭﾚｰｼｮﾝし、鋳造方案の妥当性をﾁｪｯｸできるものである。あ
らゆる鋳造方法・鋳造材料への対応や、独自の解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用いて高速高精度を実現しており、生産性向上に大きく貢献してい
る。

Ｈ 15

電子入札ｺｱｼｽﾃﾑ

東京大学教授

ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨを活用してﾏﾔ遺跡を再現し、配信ｻｰﾊﾞを介して遠隔地のPC等でも視聴ができる技術的な環境を整備することにより、
専門家のみならず幅広い年齢層で体験が可能となり、文化面・教育面での情報通信の活用に多大な貢献をした。

・(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ
本ｼｽﾃﾑは、国土交通省が推進しているCALS/EC地方展開ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの趣旨に則り、各公共発注機関が整備する電子入札ｼｽﾃﾑの中
・(財)港湾空港建設技術ｻｰﾋﾞｽｾ 核となるものである。既に20を超える公共発注機関が本ｼｽﾃﾑを活用して電子入札ｼｽﾃﾑを構築、運用しており、今後の電子入札化
ﾝﾀｰ
による公共事業改革を支えるものである。
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Ｈ 15

東海道山陽新幹線運行管理ｼｽﾃﾑ試
験ｼｭﾐﾚｰﾀ

・東海旅客鉄道(株)
・安川情報ｼｽﾃﾑ(株)

本ｼｽﾃﾑは、従来実現が難しかった大規模高精度列車運行ｼﾐｭﾚｰﾀに、ﾘｱﾙﾀｲﾑ並列ｼｽﾃﾑPIMをﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして適用・完成させ、新幹
線運行管理新ｼｽﾃﾑの試験のみならず、開発前から運用に至るまで適用し、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝできるもので、運行ｼｽﾃﾑ品質向上に多大の貢
献している。また、本ｼｽﾃﾑを適用した運行ｼｽﾃﾑで重要障害を発生させずに稼働していることは、社会的経済的損失を未然に防い
でいる点でも非常に評価できる。

Ｈ 15

Vience-MBPﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾎﾞｰ
ﾄﾞ

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)

Vience-MPBﾎﾞｰﾄﾞは、RISC-CPU、DSP、GAが搭載され、各種ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ高速処理用など高速並列環境でのｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄなﾌﾟﾗｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝとしてDOS/VﾊﾟｿｺﾝのPCIに装着するものである。市場出荷後にも機能追加や変更などが容易に行えることで製品のﾀｰﾝｱﾗｳﾝﾄﾞ短
縮と製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙの飛躍的拡張を可能とし、さらに高性能なﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ処理を実現できることは評価できる。

Ｈ 15

FES［Front End System］

ｲｰﾊﾞﾝｸ銀行(株)

銀行決済というﾐｯｼｮﾝｸﾘﾃｨｶﾙな業務をすべてJAVAで実現しており、2001年7月から国内で初めて実稼動しており、これまで特に問
題なく365日24時間稼働している。 また、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽだけで送金する業務も新しい試みであり、今後の銀行決済業務における情報
化促進の先導的役割となりうる取り組みである。

Ｈ 15

ﾓｰｼｮﾝｷｬﾌﾟﾁｬ、筋骨格系ﾓﾃﾞﾙよる遠
(株)ｼﾞｰｽﾎﾟｰﾄﾞ
隔ﾘﾊﾋﾞﾘｼｽﾃﾑ

本ｼｽﾃﾑは、ﾓｰｼｮﾝｷｬﾌﾟﾁｬから各関節や筋肉で発揮されるﾄﾙｸを計算し、筋力の活動を可視化し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医療に活用するもので
ある。現在のﾘﾊﾋﾞﾘ治療は理学療法士の知識と経緯にたよる部分が大きかったが、これにより、ﾘﾊﾋﾞﾘ医療の質的向上と平準化を
実現 し、高齢化社会への充実した対応に貢献できるものである。

Ｈ 16

WinSafeｼﾘｰｽﾞ

ｼｽﾃﾑﾆｰｽﾞ(株)

PC端末や社屋の入退室の認証と、既存の出退勤管理や在籍管理との連携を行う統合ｼｽﾃﾑである。認証には、ICﾄｰｸｲﾝや指紋認証を
用いることができ、これまでに管理ｸﾗｲｱﾝﾄ数で数多くの実績がある。ICﾄｰｸｲﾝによる電子認証方式の普及にも貢献している。

Ｈ 16

危機報知と安否確認機能を統合し
た危機管理・配信ｼｽﾃﾑ

(株)ｺﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ

これまでの安否確認ｼｽﾃﾑと異なり、ﾕｰｻﾞの在住地での災害発生時に自動通報し、携帯ﾒｰﾙで送り返すことでﾕｰｻﾞの安否を確認でき
る。また、ﾕｰｻﾞの関係者にもその情報を伝えることができる大量安否確認ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽ。災害情報と安否情報を組み合わせたｻｰ
ﾋﾞｽの形態として期待できる。

Ｈ 16

組込みｿﾌﾄｳｴｱ自動検査ｼｽﾃﾑ

日本ﾉｰﾍﾞﾙ(株)

携帯電話等の長時間に渡る物理的に押下する連続ﾃｽﾄの実施、長時間の自動ﾃｽﾄによる効率的なﾃｽﾄｶﾊﾞlrｯｼﾞ向上に寄与できる自動
検査ｼｽﾃﾑである。これまでは手動で行わなければいけなかったﾃｽﾄを自動化することで、試験効率を上げ、品質向上にも大きく期
待できる。

Ｈ 16

ｸﾞﾘｯﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

大学共同利用機関法人自然科学 ｽﾊﾟｺﾝとPCｸﾗｽﾀを組み合わせて実用化した世界最大規模級のｸﾞﾘｯﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞのｼｽﾃﾑで、ﾅﾉｻｲｴﾝｽ研究の分析演算を行うものであ
研究機構分子科学研究所
る。ｽﾊﾟｺﾝとPCｸﾗｽﾀを合わせたこれからの計算環境の効果的な使い方の参考としても今後に貢献できるものである。
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Ｈ 16

THE Staff-2000

(株)ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

人材派遣業に必要な派遣人材管理、営業管理など業務をﾊﾟｯｹｰｼﾞ化したｼｽﾃﾑである。特に人材派遣法に則った管理処理や帳票発行
で工夫が施されており、人材派遣業に特化した総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞとして多くの利用実績を残し、人材派遣業務の効率化に大きく貢献し
ている。

Ｈ 16

THE STARｼｽﾃﾑ
（総合証券業務ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ）

(株)野村総合研究所

本ｼｽﾃﾑは、これまでﾒｲﾝﾌﾚｰﾑで稼働していた約1000万ｽﾃｯﾌﾟの大規模ﾗｶﾞｼｰｼｽﾃﾑを分散ｻｰﾊﾞｰ処理に全面刷新し、注文～約定～残高
更新のﾊﾞｯﾁﾚｽ化を実現したｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑである。ﾕｰｻﾞｰである各証券会社の証券処理業務のｲﾝﾌﾗとなる情報ｼｽﾃﾑであり、その業務の
高度化に寄与している。

Ｈ 16

新総合医療情報ｼｽﾃﾑ

岐阜大学医学部附属病院

標準的な技術仕様(DICOM、HL7、MFER、PKI、XML、標準病名)を積極的に活用し診療現場で発生するあらゆる形態(ﾃｷｽﾄト、数値、
波形、動画など)の診療情報を一元管理できるしくみを構築した、電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑを中心とした総合医療情報ｼｽﾃﾑである。今後の医
療情報ｼｽﾃﾑの展開に非常に参考となるｼｽﾃﾑとして大きく貢献している。

Ｈ 16

配電業務ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

東北電力(株)

配電設備情報から得られる停電情報と、GPS/ｶｰﾅﾋﾞを利用した車両誘導、巡回支援、車輌管理を組み合わせることで、停電復旧支
援や点検を行えるｼｽﾃﾑである。現在すでに日本の幅広いｴﾘｱを管理しており社会的貢献も大きいと同時に、今後広く普及が予測さ
れる車載情報端末の活用において、電力系に限らず、他の業種でも広く応用できる情報ｼｽﾃﾑである。

Ｈ 16

ｵﾌｾｯﾄﾋﾞｰﾄｷｬﾝｾﾗｰ装置

ﾏｽﾌﾟﾛ電工(株)

地上放送のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化に際しては、一部、現行ｱﾅﾛｸﾞ周波数を他の周波数に移行させる必要が生じるところ、本ｼｽﾃﾑはその際に発生
する電波障害を軽減し、かつ対策工事期間を短縮するものであり、地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の普及に大きく貢献。

Ｈ 16

ﾒｶﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ映像ｼｽﾃﾑ

ﾒｶﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ(株)

HDTV技術をﾍﾞｰｽに視野角を水平方向へ3倍拡張し、“見たいところを見られる映像”として実現する世界初のｼｽﾃﾑであり、2002年
日韓ｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催時に開発、実証実験を実施。既存のHDTV撮影ｼｽﾃﾑを利用できるため、ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの高い超高精細映像ｼｽﾃ
ﾑの構築を可能とし、我が国における映像技術の進展に大きく貢献。

Ｈ 16

ﾕﾋﾞｷﾀｽ･ｹﾞｰﾐﾝｸﾞ

凸版印刷(株)

実空間とﾊﾞｰﾁｬﾙ空間を融合させたﾞｹﾞｰﾑの世界をﾘｱﾙに体感できる世界初のｼｽﾃﾑを実現。同ｼｽﾃﾑは現在公開中の「ﾃﾚﾋﾞﾞｹﾞｰﾑとﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ科学展」のような博物館における利用のほか、視覚障害者に対するｶﾞｲﾄﾞｼｽﾃﾑへの応用といった社会的波及効果が大きく、文化
面・福祉面での情報通信の活用に多大な貢献。

Ｈ 16

ｳｲｯﾄﾈｽ

練馬ﾀｸｼｰ(株)

乱暴で危険な運転操作をした際に警告音を発するとともに、事故発生時の映像を記録することができる日本で初めて開発されたﾀ
ｸｼｰ版のﾌﾗｰﾄﾚｺｰﾀﾞｰである。本ｼｽﾃﾑの装備と映像の活用により、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの安全運転に対する意識が高まるとともに事故原因の的
確な把握が可能となり、交通事故の未然防止に大きな効果をもたらす画期的なｼｽﾃﾑである。
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由

Ｈ 16

Travel XML

従来、各旅行会社で個別に定義されている各種商取引ﾃﾞｰﾀをXML技術により標準化し一般に公開した。国内海外の宿泊施設、ﾂｱｰｵ
(社)日本旅行業協会／XMLｺﾝｿｰｼ
ﾍﾟﾚｪｰﾀｰ、旅行業者などがｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて企業間電子商取引をｽﾑｰｽﾞに行うことが可能となり、業務効率化やｺｽﾄﾀﾞｳﾝが図られる
ｱﾑ
とともに観光の振興に大きく寄与するものである。

Ｈ 16

不動産流通標準情報ｼｽﾃﾑ（ﾚｲﾝｽﾞ）

(財)東日本不動産流通機構
(社)中部圏不動産流通機構
(社)近畿圏不動産流通機構
(社)西日本不動産流通機構

不動産取引の適正化と流通の円滑化を促進する目的で開発された我が国唯一の優れたｼｽﾃﾑである。膨大な数の売買不動産の登録
情報や成約情報等を即時に宅建業者や消費者に提供することにより、売買契約の迅速化や取引市場の透明化を促進し、業界の近
代化や国民生活の向上に多大な貢献をした。

Ｈ 17

ｸﾞﾚﾌﾞﾅｰ基底計算ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

渡辺 秀行／光成

ｽﾄﾘｰﾑ暗号の解析に用いられるｸﾞﾚﾌﾞﾅｰ基底の高速計算を実現するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑである。世界最速のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを用いており、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
最適化に加え、64ﾉｰﾄﾞから成る並列計算機上に実装することにより高い性能を誇る。これにより、暗号の安全性検証に大きく貢
献できる。

Ｈ 17

東京大学教育用計算機ｼｽﾃﾑ

国立大学法人東京大学情報基盤 教育・研究向けｺﾝﾋﾟｭｰﾀ及びﾈｯﾄﾜｰｸ設備を世界最大級のｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄｼｽﾃﾑで構築している。複数のOSが混在する環境も実現可能であ
ｾﾝﾀｰ
り、様々な教育ｶﾘｷｭﾗﾑに対応できる。TCO削減、個人情報保護の観点から有効性は極めて高く、波及効果も大きい。

Ｈ 17

証券保管振替ｼｽﾃﾑ

(株)証券保管振替機構

業務系ﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑと共通基盤系ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑとを最新のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ統合技術及びｽﾄﾚｰｼﾞ統合技術等を用いて有機的に連携させることに
より、証券全般にわたる資金と証券の同時決済（DVP決済）を実現した。証券決済ｲﾝﾌﾗにふさわしく、完全二重化、遠隔地ﾊﾞｯｸｱｯ
ﾌﾟ等により、高い信頼性を確保している。

Ｈ 17

DCS/SWIFTｻｰﾋﾞｽﾋﾞｭｰﾛｼｽﾃﾑ

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀーｻｰﾋﾞｽ(株)

個別にSWIFT(全世界の銀行に対して国際通信ｻｰﾋﾞｽを提供するｲﾝﾌﾗ)に接続していた日本の銀行に対して接続APSｻｰﾋﾞｽを提供し、
現在、処理件数は世界一を誇る。物理的・ｼｽﾃﾑ的ｾｷｭﾘﾃｨに加えて、災害対策についても十分に配慮し、体系的かつ包括的なｻｰﾋﾞｽ
を提供している。

Ｈ 17

品質情報管理ｼｽﾃﾑ Mercrius

JFEｼｽﾃﾑズ(株)

商品を構成する原材料や包装資材の品質情報を一元管理し、顧客からの問合せ対応や商品規格書の作成等を支援する品質情報管
理ｼｽﾃﾑ。幅広いﾆｰｽﾞに対応させるとともに、ﾕｰｻﾞによるﾒﾝﾃﾅﾝｽも可能にしている。食品ﾒｰｶｰの品質管理ﾚﾍﾞﾙル向上に貢献してい
る。

Ｈ 17

非構造格子系熱流体解析ｼｽﾃﾑ

(株)ｿﾌﾄｳｪｱｸﾚｲﾄﾞﾙ

他社製品と比較して高い評価を得ている、高精度な計算で熱流体解析を行う、高機能かつ高性能なｿﾌﾄｳｪｱである。熱流体解析を
設計分野に広め、日本の産業界における設計技術の向上、試作ｺｽﾄの低減及び開発期間の短縮等に大きく貢献している。

滋生
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由

Ｈ 17

数式処理ｿﾌﾄ ｶﾙｷﾝｸﾞ Ver6

(株)ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ

ﾜｰﾌﾟﾛ感覚で使える数式計算ｿﾌﾄｳｪｱ。他の数式処理ｿﾌﾄと比較して高機能であるにも関わらず、直感的で優れたﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを実
現し、かつ低価格である。日本発で世界ﾚﾍﾞﾙのﾃﾞｨﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを狙えるｿﾌﾄｳｪｱといえる。

Ｈ 17

MIKI-NET V2

(株)三城

ﾐｯｼｮﾝｸﾘﾃｨｶﾙｼｽﾃﾑのﾒｲﾝﾌﾚｰﾑからLinuxｸﾗｽﾀｼｽﾃﾑへの移行に成功し、大幅なｺｽﾄ減と高い拡張性も実現した先駆的事例である。ｵｰﾌﾟﾝ
ｿｰｽｿﾌﾄｳｪｱによるﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑ移行のﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽであり、波及効果は大きい。

Ｈ 17

ｲﾝﾀｰﾈｯEDI導入ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ REXASSｰ
(株)ｻﾝﾚｯｸｽ
EDI

Ｈ 17

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送高速移動受信ｼｽﾃﾑ

本ｼｽﾃﾑの実用化により、今まで不可能とされてきた都心のﾋﾞﾙ街や高速道路走行時においても安定したﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ移動受信が可能と
・(株)豊田中央研究所
なり、電車やﾊﾞｽ、乗用車でのﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ受信、走行中の自動車に対するきめ細かい情報提供ｻｰﾋﾞｽなど、ｱﾅﾛｸﾞ放送では実現できな
・奈良先端科学技術大学院大学
かった新しいｻｰﾋﾞｽの利用が可能となるなど、情報化の促進に多大な貢献をした。

Ｈ 17

光MEMS

富士通(株)

Ｈ 17

北極域環境ﾃﾞｰﾀﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
SALMON

・(独)情報通信研究機構磁波計
測部門北極域国際共同研究ｸﾞﾙｰ 日米科学技術協力協定下で推進されてきた地球環境のための高度電磁波利用技術に関する国際共同研究において、JGN-Ⅱ等高速
ﾌﾟ
実験回線で接続された米国ｱﾗｽｶの環境ｾﾝｻｰﾈｯﾄﾜｰｸについて、先進的な自動ﾃﾞｰﾀ処理ｼｽﾃﾑを構築するとともに、環境計測の情報処
・富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ(株)環境ｼｽﾃ 理技術の向上など情報化の発展に多大な貢献をした。
ﾑ事業部

Ｈ 17

九州新幹線高速架線検測装置

九州旅客鉄道(株)

新幹線の営業車両の屋根上に設置したｶﾒﾗで、営業中にﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ周辺の画像を取得、画像解析することにより、走行中のﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ
と架線の状態を計測する装置で、新幹線の設備保全を効率的に行うものである。撮影画像は、同時に取得する区間・距離情報とﾘ
ﾝｸさせることで不良箇所の設備状態確認を容易に行える。また、検測専用車両や専用車両の運行を必要としないことからｺｽﾄﾀﾞｳﾝ
が図れ、技術的、経済的にも優れている。

（株）大阪証券取引所

国内の証券取引所として初めて完全なオープン化を果たしたシステム。
独自の処理方式により、従来システムと比較して高い処理性能を誇り、システム構成要素を全て冗長化構成とすることにより、
高い信頼性を確保している。
拡張性にも優れ、取引量の急増に備えている他、プログラムの改修無しで商品追加ができる機能も実現していることから、高性
能・高信頼性システムのオープン化の好事例であるといえる。

Ｈ18

証券取引所売買システム

流通小売業者向けにASP形式の受発注EDIｻｰﾋﾞｽを提供している。安価な価格体系であるため、中小規模流通業界におけるEDI促進
と電子商取引の活性化に大きく貢献している。また、ｼｽﾃﾑ導入時にはｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを行い、企業のIT利活用立ち上げをｻﾎﾟｰﾄしてい
る。

電気機械制御の微小ﾐﾗｰによる世界最小、最速の切替時間の高速光ｽｲｯﾁ(256×256ch)を開発し、世界で初めて信号を10倍以上高速
の20ﾐﾘ秒で光のまま経路変更、制御できることを実証し、情報通信分野の発展に多大な貢献をした。
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由
市販の携帯電話の赤外線機能を利用してエレベータのメンテナンス作業を実現したシステム。
端末と有線ケーブルを利用する従来方式と比較して大幅なコスト削減を実現した他、インターネット機能との連携を果たすこと
により、センター側との情報の送受信も可能とした。携帯電話を通話・通信以外に使用したことは斬新であり、今後、他分野へ
の波及が期待できる。

Ｈ18

携帯電話を端末とした昇降機メン
テナンス作業支援システム

（株）日立ビルシステム

Ｈ18

ＣＷＡＴ（シーワット）

ＰＣ端末の操作を監視することにより、情報漏えいや不正利用を防止するシステム。企業の内部統制及びコンプライアンス対策
（株）インテリジェントウェイ
として非常に有効である。機能はきめ細かく設定可能であり、セキュリティポリシー設定機能を備える他、普段と異なる挙動の
ブ
検知機能も備えている。金融機関においても実績があり、高く評価されている。

Ｈ18

Safety Disclosure Container

データ保存時に強制的にパスワードによる暗号化が行われるＵＳＢメモリ。読み取り時には、設定したパスワードを入力しない
イーディーコントライブ（株） 限り復号化できないため、ＵＳＢメモリの紛失・盗難時の情報漏えいリスクを抑えることができる。パスワードの最低文字数、
データの読込可能回数、データの有効期限など、様々な設定が可能である。

Ｈ18

ＩＣＴを活用した次世代授業シス
テム

投影したＰＣの画面上で、書込み等のホワイトボードのような操作が可能な電子情報ボードと、電子情報ボード向けデジタルコ
（株）日立ソフトウェアエンジ
ンテンツを組み合わせたシステム。
ニアリング
電子情報ボードシステムは、従来製品と比較して大幅に低価格かつ可搬性に優れており、教育現場での活用促進が期待できる。
（株）さなる
また、デジタルコンテンツの自動配信によりコスト低減も果たし、教育の情報化に貢献している。

Ｈ18

中堅プロセス産業向け統合管理
パッケージ
ＪＩＰＲＯＳ

日本電子計算（株）

中堅プロセス産業のノウハウを盛込んだ製薬・化学・食品メーカに特化した統合管理パッケージ。業種に特化したことにより、
従来の汎用パッケージ製品と比較し、よりきめ細かな機能を備え、低価格化を実現している。導入時の手法が確立されているこ
とから、導入時の負担が少なく、短時間・低価格・ローリスクを実現しており、中堅プロセス産業のＩＴ化に貢献している。

Ｈ18

デキスパート

（株）建設システム

建設業界向けの出来高管理、工程管理等を行うパッケージソフトウェア。機能ごとにソフトウェアが分かれているため、導入が
容易で、必要なものだけを選択することができる。導入実績も豊富で、建設業界のＩＴ化に大きく貢献している。

Ｈ18

新ＢＩＳ規制対応システム「ＢＲ
ＡＭＳ」

ＵＦＪＩＳ（株）

金融機関に対する信用リスク規制（ＢＩＳ規制）に対応したリスク計算システム。オープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）であ
るＬｉｎｕｘとブレードサーバの組合せで並列計算を行うことにより、大幅な性能向上とコスト削減を実現している。金融機関
への波及効果が期待できる他、ＯＳＳを利用した高性能システムとしても評価に値する。

Ｈ18

つくばエクスプレス列車内無線Ｌ
ＡＮ

インテル（株）
エヌ・ティ・ティ・ブロードバ 走行する列車内における高速インターネット接続環境を構築し、我が国初の本格的な実証実験を行い、列車での移動中において
ンドプラットフォーム（株）
も大容量データの送受信、ストレスのないインターネット閲覧の実現に向けて大きく貢献。
首都圏新都市鉄道（株）
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情報化月間優秀処理システム
年度

Ｈ18

システム名

つくばエクスプレス設備監視制御
装置

企業名

表彰理由

本システムは、秋葉原・つくば間に先進性と最新の技術を駆使して建設されたつくばエクスプレス58.3㎞の線路と20の駅に点在
する各種設備(防災、衛生、換気・空調、昇降機、ホームドア、多機能トイレ、照明、電源等の設備および信号設備、通信情報設
備)に関する膨大な情報をネットワーク化により一元的に指令所等で管理することを可能としたものである。さらに、線路内すべ
（独）鉄道建設・運輸施設整備
ての設備の運転状況や故障の早期発見と特定が瞬時に可能となり、確実で効率的な保全業務の推進により、安全で安定した鉄道
支援機構
輸送に貢献している。
また、本システムは、地下鉄道において増加する火災対策設備や駅の利便性向上により増加する各種設備に対しても情報管理、
保守の省力化及び蓄積データの有効な活用が可能であり、技術的、先進性にも優れている。

Ｈ18

Ｐ型列車無線システム

九州旅客鉄道(株)

既存のトランシーバー方式のような単信方式列車無線に、移動体通信に一般的に用いられている変調方式を用いての文字情報電
送機能を付加し、運行指令員から列車乗務員に対する情報伝達がスムーズに行え、また情報伝達に要する無線の使用時間を大幅
に短縮でき、また、情報が車上のプリンタに自動的に出力されるため確実な情報配信を実現することができた。
本システムは、アナログ列車無線でデータ電送を可能としたこと、既存の列車無線装置に汎用の技術を積極的に取り込むことで
低コストでシステムを構築できることなど技術的、経済的にも優れている。

Ｈ19

RFIDタグを活用した鉄道電気設備
の検査システム

東日本電気エンジニアリング
（株）
竹下昭、川口彰、筧友彦

検査設備に貼ったRFIDタグを活用し、鉄道電気設備を検査するためのシステム。
RFIDタグの設備IDで識別した検査設備の前回検査データ、基準値、留意すべきチェック項目等をPDA端末に表示しながら検査を実
施することで、人のスキルに依存した検査品質を均一にし、間違いのない確実で効率的な検査が実施できる。また、現場からPDA
端末で直接データ入力を行うことにより、作業効率化にも寄与している。RFIDの交通機関設備のメンテナンスへの応用は、鉄道
という重要インフラの安全性を確保するために大きく貢献している。

Ｈ19

看護支援システム「ナース物語」
シリーズ

看護実践の視点で開発した看護業務支援ソフトウェア。
マルマンコンピュータサービス 看護師の視点から看護計画管理・指示管理など看護業務支援、患者認証システム、あるいは勤務管理など、看護業務全般につい
（株）
て、他社に先駆けてシステム化を実施している。看護業務プロセスの標準化によりケアレベルを平準化することで、看護サービ
スレベルの向上及び患者満足度向上に貢献。

Ｈ19

Crack Proof

（株）ハイパーテック

ソフトウェア知的財産を違法コピーやクラッキングから守るために、実行プログラムのセキュリティ強度（耐タンパ性）を高め
るソフトウェア。
コンセプト自体が先進的であり、あらゆるクラッキング手法の解析と学術的理論に基づくセキュリティ技術は非常に高い水準に
あり、他社の追随を許していない。ファイルレベルの静的解析はもとよりプログラム動作中のデバッガによる動的解析からも効
果的に防御できる点が高く評価されている。

Ｈ19

子供見守りサービス

蕨ケーブルビジョン（株）

平成18年9月より、独自サービスとして、「子供見守りサービス」を市内一部エリアに提供。また、平成19年4月からは基地局数
を拡大し、今後、蕨市内にある全小学校へ通学する児童を対象に、「子供見守りサービス」を提供する予定であり、国民の地域
情報化に多大な貢献。

Ｈ19

次世代勘定系システム
（BankVision）

（株）百五銀行

日本ユニシスとの共同開発により、地方銀行向けの勘定系システム（オン・バッチ処理を含む）を完全なオープン基盤で実現し
たバンキングシステム。
オープンシステムによる柔軟なスケーラビリティを確保しつつ、ミッションクリティカル業務に耐える信頼性・安全性、性能を
実現している。また、オブジェクト指向によるカプセル化等により、開発生産性を約３０％向上、オープン基盤の採用により開
発コストも従来比約３０％の低減を実現したことからも、オープン基盤でミッションクリティカルシステムを構築する先進的事
例といえる。

Ｈ19

芯線管理システム

（株）ケイ・オプティコム

通信サービス事業を進める上で必要不可欠な光ファイバ設備の構築業務から管理・運営業務までを一貫して支援する情報システ
ム。膨大かつ複雑な光ファイバ網のデータを効率よく管理し、管理図面（地図）を含む工事設計書を自動生成するシステムは他
に類を見ない。従来は人手で行っていた設計作業のシステム化により、回線開通までの期間を半分以下に短縮、コストも３０～
４０％程度削減するなど業務効率化に加えサービス品質の向上を成し得ている。
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情報化月間優秀処理システム
年度

Ｈ19

システム名

企業名

船舶動静広域監視・解析システム

Ｈ19

東京アメッシュ

Ｈ19

HOYAグローバル・システムにおけ
るインフラ環境の仮想化

Ｈ19

prezvision

Ｈ20

ＧＩＧＡＰＯＤ
ＡＲＤ

Ｈ20

漁港総合管理システム

Ｈ20

新Ｆｒｏｎｔ
ｅｍ

Ｈ20

ＦｉｌｅＢｌｏｇ

ＯＦＦＩＣＥＨ

Ｅｎｄ

Ｓｙｓｔ

表彰理由

船舶のAIS（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）から発信される情報を複数の陸上受信局において受信し、
世界的なデータベース（ロイズデータ等）と統合処理することにより、船舶の動静（船舶の航行、離着桟、係船、沖合停泊、避
国土交通省国土技術政策総合研
泊等）を広域的かつリアルタイムに監視するとともに、海域の効率的利用のためのデータ解析を実現したシステム。情報の提供
究所港湾研究部港湾計画研究室
手段としてインターネットを活用したことにより、情報へのアクセスフリー・コストフリーを実現し、海上工事等の安全性・効
率性の確保・向上に貢献。

東京都下水道局

東京都下水道局が的確な雨水排除のために設置したレーダー雨量計測システム。
国内気象レーダー最小サイズとなる250mのメッシュで東京都周辺の降雨状況を把握できる。今年度、近隣自治体の降雨情報を取
り入れ、更なる精度向上を図った。
本システムの降雨情報をインターネットにて提供することにより、誰もが、居住する地域の降雨状況を把握し浸水への備えを講
じることができるようになった。降雨情報は広域かつリアルタイムで提供しており、これほど精細に観測データを収集して一般
公開しているシステムは他に例を見ない。また、サービス開始からアクセス数が順調に伸びていることは降雨情報提供の有用性
を実証している。

HOYAサービス（株）

ITインフラを仮想化することでビジネスの優先事項に迅速に対応することができる環境を実現したシステム。
日本のデータセンタに設置されながら、地域別、言語エリア別の１２サーバに分散されていた海外２８カ国７０法人のサーバ群
を７サーバに統合し、その後仮想化技術によりITインフラ資源の利用効率と生産性の向上を具現化した。仮想化技術を大規模シ
ステムに適用し、作業のリードタイム削減および運用コストの低減を実現するなど、技術的、経済的にも優れている。

ソフトアドバンス（株）

本格的な3Dアニメーションをビジネスプレゼンテーションに応用したソフトウェア。
2枚のスライドの各図形の差分を自動検出し、切り替え中にその差分を徐々に見せることでアニメーションを自動生成する"シー
ムレストランジション"機能により、非常に簡単に3Dプレゼンテーションが作成できる。3Dアニメーションによる聴衆へのインパ
クトは特筆すべき点であり、ビジネスプレゼンの新しいジャンルを開拓し世界的に広く使われる可能性を感じさせる。

大容量ファイル転送・共有をインターネット上で簡単・安全に行うためのシステム。
アプライアンス製品であるため使いやすく、また、本製品自体に暗号化通信等の各種セキュリティ強化を施していることから信
トライポッドワークス株式会社
頼性の高いシステムであり、保守要員の割り当てができない中小企業の
ＩＴ化の促進に寄与するものといえる。

沖縄コンピュータ販売株式会社

地図（図面）上から、台帳・写真・断面図等が引き出せるようにパッケージ化されたシステム。
本システムは、沖縄だけでなく長崎県などすでに他県にも導入実績がある。最初のシステム導入から１０年が経過し、その間
ユーザの要望に対応し続けることで、利便性の高いシステムが構築できている点は、強い地域ＩＴベンダの育成において手本に
なることが期待される。

イーバンク銀行株式会社

最新フレームワーク技術を用いた銀行基幹システム。
開発手法の標準化や共通化、テストケースの徹底的な洗い出しといった開発プロセスが優れているといえる。本システムの導入
を機に、ミッションクリティカルなシステムであっても、汎用フレームワークによる効率のよい開発手法の普及や、信頼性の高
いシステム開発プロセスの普及が期待できる。

株式会社鉄飛テクノロジー

ファイルサーバに特化した文書共有・文書検索システム。
各ファイルの各ページを画像化しておくことで、高速なプレビュー機能を実現し、ファイルの検索機能性を高めている。今後、
情報資産が増える中、その管理の容易化に着目した点が評価できる。
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由
データ形式が統一されていない複数のニュースソース発信元及び発信先に一括して対応するための変換機能を備えた統合システ
ム。
本システムの導入により、対応に要する人員を減らすことができ、また、一斉操作による迅速な情報の発信が可能になった。災
害情報などの緊急情報をいち早く確実に伝えようとする点は、安全安心な社会の形成に寄与すると考えられる。

Ｈ20

報道情報集配信システム

中京テレビ放送株式会社

Ｈ20

みなとナビせとうち（リアルタイ
ム航路情報提供システム）

瀬戸内海地域の港（広島港、三原港、尾道港、宇野港、高松港）を発着するフェリー・旅客船のリアルタイムの運航状況等（運
瀬戸内・海の路ネットワーク推 賃、時刻表については瀬戸内海全域を網羅）を、各船舶運航事業者と連携して一元的にインターネットによりパソコン、携帯電
進協議会
話に提供するシステム。特に船舶の運航状況に関する情報は天候による影響を受けやすく、リアルタイムで船舶の運航状況が確
認できることにより、利用者利便の向上に大きく貢献している。

Ｈ20

労働社会保険申請（電子申請連
動）システム

H21

H21

H21

H21

H21

IT資産管理・ライセンス管理シス
テム「License Guard」

銀行用新営業店端末CUTE

セキュリティ強化とユーザビリ
ティを追求した生命保険営業担当
者向け支援システム

フィットネスクラブのトレーニン
グデータ等をICタグで管理する
「Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｈｅｃｋ ｆ
ｉｔ」

消費財卸売業向けERPパッケージ
「ASPAC-消費財卸」

第一交通産業株式会社

社会保険情報を管理し、「ｅ-Ｇｏｖ」との連携を図ったシステム。
紙によるやりとりがなくなり、年間１万枚程度の紙の節約が実現。また、事務員の業務効率化や印刷等の費用削減により、年間
約４２０万円の経費削減を実現。これまでシステム化が進まなかった運送業において、最適化を考慮したシステムを導入した点
が評価でき、当該業界におけるシステム導入の手本となることが期待される。

株式会社日立情報システムズ

ソフトウェアのライセンスを一括して効率的に管理するシステム。
約５００製品分のソフトウェアベンダ各社のライセンス契約管理情報を取り込んだソフトウェア辞書を保持する特徴を有し、ラ
イセンスの適正利用によるコンプライアンス意識の向上に加え、過剰な購入・不要なライセンス契約の解消によるコストの最適
化も実現しており、企業の競争力強化に貢献している。

株式会社三井住友銀行

T&D情報システム株式会社

カシオ情報機器株式会社

株式会社アスコット

事務処理と顧客対応を同時に実現可能とした対話型の銀行向け営業店端末システム。
徹底した顧客視点に基づいて構築された本システムは、導入後、営業業務の生産性を飛躍的に向上させている。また、業界紙等
で広く取り上げられるなど、金融機関をはじめとして、営業店システムのあり方に多大なインパクトを与えている。

生命保険の加入状況などのお客様情報の管理を行う営業担当者の支援システム。
セキュリティとユーザビリティを両立し、既存業務の生産性を大きく向上させると共に、安全性の高いシステムを構築してい
る。

ICタグを用いた、フィットネスクラブの会員用トレーニング履歴等管理システム。
収縮自在なICリストバンド型タグにより、フィットネスクラブのトレーニングデータの管理など総合的なサービスを一元的に実
現することにより、利用者の利便性を大きく向上させると共に、健康管理の促進に寄与するものといえる。

中堅・中小卸売企業が、製・配・販のサプライチェーンの中核として、情報武装化により勝ち残りの実現に貢献できるソフト
で、一般の販売管理システムに加えてリテールサポートなどの７種類の戦略的ソリューションが組み込まれた消費財卸売業向け
ERPパッケージ。
１５０社以上での導入実績があり、在庫日数削減、営業利益率向上などに貢献する共に、業界３団体から推奨ソフトに認定され
るなど、その実用性・信頼性は高く、物流分野における業務効率化に大きく貢献している。
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由

H21

ＲＦＩＤを活用したカゴ台車管理
システム

食料品等の運搬用のカゴ台車をRFIDを用いて個別管理するシステム。
独自のRFIDタグ取付具を開発するなど、様々な工夫により、効率的なカゴ台車の個別管理を実現。カゴ管理の人件費を抑えつ
株式会社紀文フレッシュシステ
つ、台車の紛失が無くなるなどシステム導入により高い実績を上げている。また今後、商品のトレーサビリティへの対応も期待
ム
できる。

H21

株式等振替システム（株券電子化
対応）

株式会社 証券保管振替機構

H21

FairCast®～子ども安全連絡網

地域で子供たちの安全を守るために関係者が共有すべき緊急情報や連絡情報を、正確・公平・安価・迅速・確実に伝えることを
可能にするシステム。
最先端の音声変換技術などを駆使し、メール、電話、ファックスなどに一斉に迅速に連絡を行える技術であり、全国約３５０
校、１７万家庭で継続利用中であるなど、高い普及実績をもつ。従来の緊急連絡網の不都合を解決した、安全のためのシステム
として評価できる。

株式会社NTTデータ

駅の自動改札機とホストコンピュータ(座席予約システム)のオンラインシステムを構築し、新幹線を含む全ての乗車券のチケッ
トレスサービスを実現した。
同システムの導入により、予約したきっぷを券売機で受け取ることなくＩＣカードで新幹線に乗車できるほか、在来線用ＩＣ
カードと重ねて改札機にタッチするだけで在来線との乗り継ぎも可能とした。また、券売機等の負荷低減により保守コストの減
少や混雑緩和に寄与するなど、他の鉄道、航空分野などへの波及効果も期待できる。

イーエックス
－

H21

エクスプレス予約システム「ＥＸアイシー

東海旅客鉄道株式会社

ＩＣサービス」

プ

H21

ラ

ネ

ッ

鉄道初となる映像と音声などによる運転支援システムの開発と、ＧＰＳを活用して正確な列車位置情報をリアルタイムに全国規
模で一元管理できる列車・貨物位置情報の把握を可能としたことにより、事故防止と利用者サービス向上の両立を実現した画期
的なシステムである。
同システムは、既存の技術と市販ベースの機器類を活用することにより開発期間の短縮と費用低減を実現し、他の鉄道やバス事
業者等への波及効果が期待できる。

ツ

運転支援システム「ＰＲＡＮＥＴ

日本貨物鉄道株式会社

Ｓ」

H21

鹿児島県公共交通総合案内システ
ム「交通ナビかごしま」

「株券電子化（ペーパーレス化）」制度の開始に伴い構築された株式等振替システム。
証券の電子化により、様々な手続きを一元的に行うことを可能にし、利便性向上に大きく寄与している。非常に複雑で高負荷の
世界最先端金融システムを、これまでトラブル無く運用している高信頼性は、世界的にも大きなインパクトであり、当該業界の
規範となるシステムといえる。

様々な公共交通モードを融合した乗り継ぎ検索・時刻表検索総合サービスであると同時に、観光地や公共施設を出発地・目的地
にした経路情報案内サービスとしても極めて有効であり、観光振興のほか公共交通機関の利用促進による道路交通混雑緩和も期
待される。
鹿児島県公共交通総合案内シ
同システムは、ダイヤ改正の多いバス事業者のため簡易なシステムを開発しデータ更新が効率化され、汎用性が高いこと、ＰＣ
ステム運営協議会
や携帯電話のほか駅や空港に設置されたタッチパネル装置などで誰でも無料で利用できることから、他地域への波及効果が期待
できる。

伊藤

整一

ファイルサーバに蓄積されたアクセスログを取得し、操作履歴形式に変換・整形することで、情報処理の専門家でなくとも、誰
でも簡単にその結果を検索・追跡したり、レポートを作成したりすることを可能とするシステム。監査証跡として必須とされる
アクセスログをサーバから取得するエージェントレス方式を先駆的に開発することにより、システム運用と独立した監査を実現
した。
導入リスクが少なく、導入・運用コストが安価であることから、1200社の導入実績を持ち、導入企業のコンプライアンス業務の
負担軽減に貢献しており、我が国の健全な情報化の推進に大きく貢献をした。

H22

ALog ConVerter®

株式会社網屋

H22

GOSATデータ処理運用システム

世界で唯一の人工衛星による温室効果ガスの観測データ処理システム。効率的な近似計算手法の開発により、これまで百数十点
富士通エフ・アイ・ピー株式会 しかない地上観測地点に比べ、3日間で56000地点を観測することを可能とした。
社
観測データの解析結果を世界中の研究者に公開するとともに、本年4月のアイスランドの噴煙観測結果を政府機関に提供し災害監
視に貢献するなど、世界中の衛星プロジェクトの先駆的システムであり、環境防災分野の研究開発の促進に貢献をした。
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情報化月間優秀処理システム
年度

システム名

企業名

表彰理由

H22

Saas型Webコラボレーションサービ
スSaasBoard
ニューロネット株式会社

SNSをベースとしたSaaS型のWeb会議システム。動画、画像、ファイル等の共有を可能とするWebボードと呼ばれる独創的なホワイ
トボード機能により、遠隔会議参加者間でのシームレスな情報共有を可能とした。
導入費用が安価で、これまでに3000IDの利用実績があり、在宅勤務の促進、出張の削減などワークライフバランス促進、環境負
荷低減に貢献しており、我が国の健全な情報化の推進に大きく貢献をした。

H22

楽々FrameworkⅡ

住友電工情報システム株式会社

業務システム開発のための、プログラム部品とデータ項目部品による部品組立型開発支援システム。部品ベースでの開発手法を
採用することにより、プログラムの80%の自動生成が可能になり、開発生産性及び品質の向上を実現。
これまでに10年以上の保守を継続しており、大企業を中心として220社の採用実績を有するなど、高い生産性・安全性・信頼性も
実証されており、我が国企業の情報化の推進に大きく貢献をした。

H22

コロニーな生活☆PLUS

株式会社コロプラ

同システムは、携帯電話利用者向けに新たに位置情報を活用したゲーム。携帯ゲーム内の仮想空間と現実世界におけるプレー
ヤーの行動を連動させることにより、交通事業者、旅行事業者等を巻き込んだ地域の活性化や交流人口の拡大を実現するなど、
情報化の推進による交通・観光事業の発展に多大な貢献をした。

H22

地震・津波観測監視システム
（DONET(ドゥネット)）

地震・津波観測監視システムは世界初の震源域での稠蜜な海底観測システムであり、深海底における多点同時リアルタイム観測
独立行政法人海洋研究開発機構
を実現し、瞬時に幅広い帯域での地震、津波現象を観測することに成功した。
地震・津波防災研究プロジェク
観測データの即時利用等によって緊急地震速報、津波予報の精度が格段に向上するとともに、地殻活動の連続モニタリングによ
ト
る地震発生メカニズムの解明が一層推進する。

＠プロパティ

業界随一の不動産（土地・建物・設備）の管理を行うクラウドサービス。
アクセス制御、料金計量、システム運用手法等の独自開発や、機器の多重化等により高信頼性を実現し、業界初のビジネスモデ
プロパティデータバンク株式会 ルとなる不動産管理サービスとして、SLAの整備、料金体系等の仕組みを整備した。
これまでに10年以上の運用を継続しており、大手企業及び官公庁・自治体などを中心として800社、利用棟数13万棟の採用実績を
社
有するなど、不動産管理の標準化をリードするとともに、高い安全性・信頼性も実証されており、我が国企業の情報化の推進に
多大な貢献をした。

航空機搭載合成開
口レーダーシステム

世界最高の分解能30㎝ に加え、広範囲（幅10㎞×長さ50㎞程度）の観測能力を持つレーダーとして、昼夜、天候、噴煙等に左右
されず地形情報を収集し、短時間かつ詳細に機上で画像処理し分析する性能を有するシステムとして、平成22年度から運用を開
独立行政法人情報通信研究機構 始、天候等に大きく左右される光学系観測の欠点を克服するシステムとして、地球観測等に貢献。
平成23年1月19日以降、噴火の続く新燃岳の火口を中心に5㎞四方の範囲の観測を行い、気象庁、火山噴火予知連絡会への画像
データの提供を行い、火口付近の地形変化の把握に活用されるなど、顕著な観測成果があった

住宅ひろば

般社団法人
住宅クラウドコンソーシアム
理事長 加藤善也

主に中小の工務店や設計事務所向けにクラウドコンピューティング技術を活用し、ＣＡＤをはじめとする住宅建設関連ソフトを
はじめ、データ保管・転送サービスなど各種ＡＳＰサービスと連携するとともに、ファイナンスから外構設計など各種業務サ
ポート機能等を単一のＩＤに対して一括提供することで、簡便且つ安価に利用可能なシステムを実現した。本システムにより、
宣伝、営業、設計、契約、申請、精算、事務所運営等の住宅建設にかかる一連業務が行え、また、事業者間で連携して業務を行
うことができるため、住宅建設業界の効率化、サービスの向上が図られることから、中小住宅業界の活性化に貢献をした。

sinsai.info

sinsai.info関係者一同
総責任者 関 治之
OSMFJ代表理事 三浦 広志

震災に関わる草の根の情報に地理情報を付加して集約し、現地ボランティアや自衛隊、他国からの救助隊による現地救援や復
旧・復興を後方支援するシステム。
クラウド技術の利用やオープンソースソフトウェアを活用することで、データ数、参加者、トランザクション数など過去に例の
ない規模での開発を実現した。震災後４時間で稼働開始、12000超の記事投稿、最初の一ヶ月で120万超のページビューを記録す
るなど、災害救援対策へ多大な貢献をするとともに、災害時におけるシステム活用の有用性を示すなど、我が国の情報化の促進
に多大な貢献をした。

H23

H23

H23

H23
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情報化月間優秀処理システム
年度

企業名

表彰理由

直売所総合販売管理システム
「toreta」

システムデザイン開発株式会社

農作物の直売所をターゲットとして、トレーサビリティ、電子受発注、集荷配送管理などを支援する総合的なシステム。
直売所で必要とする機能を総合的に網羅したシステムをクラウド技術、地理情報、バーコード、SNS、ブログ等さまざまな技術を
効果的に利活用することで実現し、従来コスト面から難しいとされてきた分野のシステム化を実現し、全国14箇所への導入実績
を持つなど、我が国地域企業の情報化の促進に貢献をした。

H23

日本沿海海洋予測システム
（JCOPE(ジェイコープ)）

これまで個別に扱われていた日本近海における海流予測、潮汐予測、波浪予測を１つのシステムに統合し、リアルタイムでの予
測シミュレーションとその結果の多方面への提供までを担う我が国では唯一の高精度の海況予測システムであり、その結果は、
研究者や気象関係機関、船会社、漁業者等における海洋変動研究分野での活用や漁業者の操業計画策定、船舶の経済運航計画の
独立行政法人海洋研究開発機構
策定等に貢献をしている。
ラボヘッド 山形 俊男
また、本年３月に発生した福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の海洋への放出について、海洋内での拡散シミュレー
ションにより、放射線モニタリングにおける検出精度を決定する際の検討に利用されるなど、放射線モニタリングにも貢献をし
た。

H23

ハイウェイドライビングシミュ
レータ

株式会社フォーラムエイト
代表取締役社長 伊藤 裕二

H23

システム名

安全運転啓発のためのドライブシミュレータ。
基本ソフトウェア部分にパッケージソフトウェアを採用することで、道路データベース等の更新が従来技術と比較し1/7程度のコ
スト削減を実現することで、道路データベース及び体験メニュー等の更新が容易になり、体験者への訴求効果の高い安全運転啓
発のためのドライブシミュレータの提供を実現している。ドライブシミュレータ市場を変革するほどの価格的なインパクトを示
すなど、我が国の情報化の促進に貢献をした。
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