
日本 MSP 協会について 

 

【団体名】 日本 MSP 協会 

【英語名】 Managed Service Provider’s Association Japan（略称 MSPJ) 

【所在地】 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-30 NHN テコラス株式会社内 

【設立】    2014 年 11 月 1 日 

【理事長】 江戸達博 株式会社スカイアーチネットワークス  

【URL】    http://www.mspj.jp/ 

【E-mail】  contact@mspj.jp 

 

1 目的 

インターネットビジネスを支える IT 情報基盤は仮想化技術とクラウドコンピューティングの出現

を契機に様々な技術とサービスによって多様化しています。さらに現在仮想レイヤを介さないベア

メタルシステムへの注目度も高まっていることから今後ますます IT 情報基盤はハイブリッド化

し、複雑化していくでしょう。 

情報基盤を安全に効率良く活用するには適切な運用ポリシーと技術を必要としますが、実装技術の

進化やサービス展開の速度に比べ、運用に関する議論が不十分であり、今後ハイブリッド化し複雑

化していく情報基盤をいかに運用するかという課題が非常に重要になってきます。 

日本 MSP 協会では、この問題に対して運用事業者、運用技術者間での情報共有や基盤提供者と基

盤利用者に対して情報発信を行う事で、IT 情報基盤運用の技術向上と品質向上、運用技術に携わる

人材の発掘と育成、運用に関連する様々な評価軸を整理明確化し、最適な IT 情報基盤の選定と、

適切なコストで安全かつ効率的に運用する指標を提供する事を目的としています。 

  

mailto:contact@mspj.jp


2 役員及び運営委員 

 

理事長 江戸 達博 株式会社スカイアーチネットワークス 
理事 藤崎 正範 株式会社ハートビーツ 
理事 嶋田 健作 NHN テコラス株式会社 
理事 田中 邦裕 さくらインターネット株式会社 
理事 安田 忠弘 クリエーションライン株式会社 

 

運営委員 荒井 康宏 一般社団法人クラウド利用促進機構 
運営委員 馬場 俊彰 株式会社ハートビーツ 
運営委員 高添 修 マイクロソフト株式会社 
運営委員 大久保 智之 テコラス株式会社 
運営委員 前佛 雅人 クリエーションライン株式会社 
運営委員 中村 寿之 株式会社スカイアーチネットワークス 
運営委員 三石  剛史 ニスコム株式会社 
運営委員 須藤 武文 さくらインターネット株式会社 
運営委員 千葉 則行 株式会社エクシード 
運営委員 伊藤 誠史 株式会社ネットアシスト 

運営委員 丹羽 直樹 株式会社エクストランス 

運営委員 高林 徹 ARアドバンストテクノロジ株式会社 

運営委員 悴田 怜子 エヌシーアイ株式会社 

運営委員 宇野 素史 株式会社クララオンライン 

運営委員 前田 章博 ビットスター株式会社 

顧問 棟朝 雅晴 北海道大学 情報基盤センター 
   

 

3 会員 

3.1 正会員  

 協会の活動方針内容等を検討議論し実施する法人団体および個人 

 年会費一口 30 万円(年度途中入会の場合は入会金一口 20 万のみ、年会費は不要) 

  



 

3.1.1 正会員特典 

 

1) 協会活動への参画 

2) 運用サービス市場動向の共有 

3) 運用サービス需要および案件事例の共有 

4) 基盤提供者及び利用者とのマッチング 

5) 会員間交流によるビジネスの創出 

6) 会員イベントの開催告知の支援（協賛、講演者手配、講演料割引等） 

7) 協会関連イベントでの会員パンフレットの配布 

8) 協会関連イベントのプレゼン枠、ブース出展枠の優先招待及び会員価格を提供 

9) 協会関連イベントの来場者枠の優先確保 

10) 寄稿依頼の斡旋 

11) 協会会報への会員紹介を掲載 

12) 協会名義及びロゴの使用 

 

3.1.2 会員一覧 

 

1 株式会社スカイアーチネットワークス 
2 NHN テコラス株式会社 
3 株式会社ハートビーツ 
4 クリエーションライン株式会社 
5 ニスコム株式会社 
6 さくらインターネット株式会社 
7 株式会社エクシード 
8 ビットスター株式会社 
9 株式会社ネットアシスト 
10 株式会社エクストランス 
11 エヌシーアイ株式会社 
12 AR アドバンステクノロジ株式会社 
13 株式会社クララオンライン 



(2015 年 7 月時点 全 13 社) 

 

3.2 賛助会員  

 年度毎に協会活動を賛助する法人団体および個人 

 年度会費一口 10 万円 (入会時のみ)  

 

3.2.1 賛助会員特典 

 

1) 協会関連イベントでの会員パンフレットの配布 

2) 協会関連イベントの来場者枠の優先確保 

3) 協会関連イベントでの交流によるビジネスの創出 

4) 協会会報への会員紹介を掲載 

 

3.3 特別会員  

 

協会活動を支援指導する法人、団体及び有識者 

波田野祐一 運用設計ラボ合同会社 
鵜澤幹夫 Agile_Cat 

 

   

3.4 事務局 

事務局長 伊勢幸一 NHN テコラス株式会社 
事務局員 結城千愛 株式会社スカイアーチネットワークス 
事務局員 門馬優子 NHN テコラス株式会社 

 

     

https://www.facebook.com/pages/%E9%81%8B%E7%94%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%83%A9%E3%83%9C%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE/325997507543897


4 主な活動内容 

 

1) 会員による会合の開催を通して事業者間、技術者間で問題課題と対処事例を共有する。 

2) 会員向けの外部講師によるセミナーを実施し、業界動向や技術トレンドを共有する。 

3) 一般向けのワークショップ、セミナー、勉強会等を実施し、HP などでそれらの内容を公開

し、業界全体で広く共有する。 

4) 運用における評価軸を整理してドキュメント化し、適切な情報基盤と運用サービスの選択基準

と運用ガイドラインの整備を図る。 

 
 

5 後援 

日本マイクロソフト株式会社 

Cloud Business Alliance 

Open Compute Project Japan 

工業技術研究院(台湾) 

一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA) 

 

 
以上 

 

  



更新履歴 

 

年月日 内容 バージョン 
2016 年 1 月 20 日 ・運営委員変更(NCI 様) 2.8 ⇒ 2.9 
2016 年 1 月 14 日 ・運営委員に 1 名追加(ビットスター様) 2.7 ⇒ 2.8 
2015 年 11 月 18 日 ・運営委員の変更(クララオンライン様) 2.6 ⇒ 2.7 
2015 年 11 月 16 日 ・理事に 1 名(クリエーションライン様)追加 

・テコラス株式会社の社名変更 
2.5 ⇒ 2.6 

2015 年 7 月 1 日 ・運営委員に 1 名追加 
・正会員に 1 社追加 

2.4 ⇒ 2.5 

2015 年 5 月 14 日 ・3.2.1「賛助会員特典」の 3)を文言変更しまし

た。「会員間交流」→「協会関連イベントでの交

流」 

2.3 ⇒ 2.4 

2015 年 5 月 8 日 ・運営委員に 1 名追加 2.2 ⇒ 2.3 
2015 年 4 月 9 日 ・運営委員に 3 名追加 

・正会員に 4 社追加 
2.1 ⇒ 2.2 

2015 年 3 月 5 日 ・運営委員に 2 名追加 
・書式様式の変更 

2.0 ⇒ 2.1 

2015 年 1 月 30 日 「3.2 賛助会員」項目を追加 1.0 ⇒ 2.0 
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