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アイネスらしさは、
より深く、より広く、より近く
という発想です。

住民一人ひとりへのサービス向上や、利便性の向上、多用化する住民ニーズ、
財政削減等のさまざまな課題に対して、全国の自治体でご利用いただい
ているパッケージでお応えします。先進的な技術と最適なシステムで、
電子自治体の実現に向けて利用者の視点に立ったサービスをご提供し
ます。

流通業や製造業、サービス業などのさまざまなお客さまへ、ITソリュー 

ションやアウトソーシングサービスをご提供しています。従来の手法に
とらわれず、お客さまの経営をご支援したり、変革を実現したりするた
めの最適な ITサービスをご提供します。

企業や自治体の情報システムの重要性が高まるほど、システム運用 

には、「安心・安全・安定」が求められます。これまでの実績やノウハ
ウをもとに、お客さまのニーズに柔軟にお応えして、運用アウトソー 

シングやクラウドソリューション等のサービスをご提供します。

銀行、証券、生保、損保、クレジットなどの金融機関向け基幹業務 

システムや周辺システムなどの開発、パッケージシステムの販売等を
行っています。業務の多様化とともに進化する金融機関のニーズや課題に
対してコンサルティングから開発・保守・運用にいたるまで、幅広いサー
ビスをご提供します。

公共ソリューション事業

産業ソリューション事業

運用サービス事業

金融ソリューション事業

お客さまの成功、そして社会の発展のために不可欠な情報。

その情報を誰もが活用できるように、集め、さまざまなかたちに変え、

発信することが、私たちの仕事です。

私たちは、「より深く、より広く、より近く」という発想でみなさまと関わり、

お客さまや社会の発展に貢献してまいります。

事業概要
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株式会社協栄計算センターと
して協栄生命保険（株）（現ジ
ブラルタ生命（株））より独立
し情報処理サービスを開始

民間計算センターとして
初めて地方自治体向け住
民記録システムを開発

相互銀行キャッシュ
ディスペンサー・サー
ビスのセンター業務を
受託

東京証券取引所第一部へ
指定替え。
FAXネットワークサービス
FITNESS（フィットネス）
サービス開始

運用管理システム
GoodParStrength
（グッパーストレングス）
を発表

金 融 機 関 等 コ ン
ピュータシステムの
安全対策基準（設備
基準）に適合

Web型総合行政情報
シ ステ ム WebRings
（ウェブリングス）を
発表。
金融機関向けフルアウト
ソーシングを開始

銀行業向け総合資産管理システム
InsAsset（インスアセット）を発表。
自動車部品製造業に特化した ERP
ソリューション Aerps（アープス）
の提供開始

創立 50周年

大蔵省より運用管理
システムを受託

早稲田大学と日本のイ
ンターネットの基と
なった JUNET（ジュ
ネット）による国際電
子メールシステムの研
究を開始

独 SAP 社 ERP シ
ステムにおけるマス
ター管理の正確性・
完全性を強化する
「AerpsMASTER（アー
プス・マスター）」の
提供開始 株式会社三菱総合

研究所と業務資本
提携。
「AIスタッフ総合 
案内サービス」の
販売代理として
販売開始

株式会社アイネスに
商号を変更

東京証券取引所
第二部に株式を上場

1964年

1968年

1974年

1990年

1996年

2006年

2000年 2007年

2014年

1973年

2008年

WebRings が社会
保障・税番号（ マ
イナンバー）制度
に対応開始

2013年

2012年

ロボティクスソリューション提供
開始。ソフトバンクロボティクス
（株）の「Pepperパートナープ
ログラム」ロボアプリパートナー
（Basic）として認定を取得

2015年

2018年

（株）アイネス総合研究所
を設立。
「えるぼし」認定最高位
を取得。
INES-SIRT（アイネス・
サート）、日本シーサート
協議会に加盟

2017年

1984年

1987年

1992年

1960
1970

1980
1990

2000

社内保育園「アイネス
キッズクラブころぽの
森」を開設

「イクボス企業同盟」に
加盟

2016年

2000

1960
1970

1980
1990

20102010

（株）アイネス総合
サービスを設立

2019年

1964年、協栄生命保険（株）機械計算部門より独立し、
（株）協栄計算センターとして創業。事務計算ならび
に機械事務処理の専門会社として、ホストコンピュー
タ上に設計開発したシステムを運用し、業務処理を 
代行する受託計算業務を開始する。当初よりソフト
ウェア生産の工業化に注目するとともに、アプリケー
ションプログラムのパッケージ化についても積極的に
推進する。加えて、ホストコンピュータの基本ソフトウェ
ア開発業務に取り組む。

事業基盤の強化をねらい日立ソフトウェアエンジニア
リング（株）（現（株）日立ソリューションズ）とのアライ
アンスを進める。インターネットの急速な普及に対応
し、Web型総合行政情報システムWebRingsを発表
する。また、金融機関を中心としたシステム開発ニー
ズに対応し、金融業界へ本格的に注力する。一方で、
情報セキュリティや個人情報保護体制の改善・強化
と、コンプライアンスの徹底を図り、あわせて環境保
全活動など内部体制の強化にも取り組む。

受託計算業務の量的拡大への対応と、全国規
模の受託計算事業への進出を目指し、北関東
支社を筆頭に札幌、名古屋、大阪、仙台、岡
山（後に広島に移設）、福岡に支社を開設。
全国規模の総合的な情報処理サービスセン
ターとしての地位を確立する。また、全国均
一の高品質サービスの提供を目指し、システ
ム開発・運用技術の高度化、オペレーション
の自動化に積極的に取り組む。

ホストコンピュータから、ダウンサイジング、オープン
化への技術革新と、ユーザーニーズの高度化・複雑化な
どの市場環境の急激な変化に対応すべく、第二の創業期
と位置付け、収益構造の改善に向けた事業再構築に取
り組む。クライアント・サーバー型システム構築事業、
ERP等のパッケージ導入支援サービス事業に着手する。
（株）コルネットと合併し、人的経営基盤の強化を図る。

事業構造改革に着手し、執行役員制度の導入による経営
の効率化とコーポレートガバナンスの充実を図る。また、
事業部制の導入による市場環境に柔軟に対応し機敏に行
動する体制の整備、工程管理、品質管理の専門部署の設
置による生産体制の見直しと強化に努める。あわせて、
研修施設、都筑倶楽部、社内保育園などの充実を図る。
経営環境の変化に対応した機動的資本政策の見直しを行
うとともに、東京都千代田区に新本社を開設し、次の半
世紀へ向けた成長基盤を確かなものとする。

1984年、創立20周年を機に、社名を（株）アイネスと改める。
1987年には、東京証券取引所に株式を上場する。通信の自由化
に伴い、全国規模の通信網KICNETと安全対策実施事業所を
拡充し、情報と通信を融合した情報通信事業を積極的に拡大す
る。システムインテグレーションサービスを事業展開の戦略的中
枢に据え、多様化する市場ニーズへの柔軟な対応を進める。

創業から成長へ

事業基盤の変革

全国展開へ

第二の創業期

事業構造の改革
そして未来

高度情報化に対応

2000-2007

1992-1999

2008-

1964-1972

1984-1991

1973-1983

History

アイネスの歴史
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公共ソリューションの主要製品は、「WebRings（ウェブ
リングス）」という総合行政パッケージシステムで、自治
体業務全般を網羅するラインアップを取り揃えています。
自治体業務の基幹となる住民記録・税分野から、各種保険
制度や年金・医療・福祉サービスなどの社会保障分野まで
をカバーし、度重なる制度改正にもスムーズに対応して円
滑な業務をサポートしています。
当社が特に注力している「保健福祉業務」は、医療やケ
ア、高齢福祉・児童福祉・障がい者福祉・生活保護・後期

金融ソリューションは、銀行・生命保険・損害保険の 3 本柱
を中心に、システム提供と業務受託を行っています。具体
的には、お客さまのオフィスにてシステム開発や保守を行う 

業務が中心ですが、お客さまのシステム構築構想を具現化し
ていくといった提案型の業務も担っています。先端技術を取り
入れた提案を求められることもあり、お客さまと設計の段階
から議論しながらシステムを構築しています。
近年、金融業界もシステムに対する発想が大きく変わってき
ており、Fintech（フィンテック）サービスなど、新たな領域

国の方針としてはシステムの共同利用を推進しており、当社
でも共同利用型システムを推進し、共同利用に対応したシス
テムづくりを行っています。クラウド利用も視野に入れ、当
社のノウハウや経験を生かしたシステム設計を行っています。
共同利用は、小規模の自治体だけではなく、政令指定都市
のように大規模な自治体においても、システム維持費削減や
負担軽減の観点からも注目されており、今後の自治体システ

システムによる業務効率化や経費削減を提案しそれを実現さ
せるためには、お客さま以上に業務に詳しくなければなりま
せん。そのためには、私たちの業務知識を伸ばすとともに、
現場における経験を積んでいくことが重要と考えています。
最近では、Fintech や AI などの新しい技術も導入されるよ
うになっており、業務知識と経験を伸ばしていくとともに、IT 

スキルの向上や技術動向を敏感に感じ取る感性も意識的に高

自治体に寄り添ったシステム提供 開発・保守から受託まで、金融系全般を支援

共同利用型システムの推進と、データサイエンスや RPAの実用に向けて スキル向上とノウハウの獲得で意識改革

Vision Vision

〈公共ソリューション事業の強み〉 〈金融ソリューション事業の強み〉

公共ソリューション事業
Municipality

金融ソリューション事業
Finance Insurance

高齢者医療制度・介護保険など幅広い業務に対応しており、 
国の制度から自治体ごとの単独業務までニーズに合わせた
きめ細かな設定が可能です。
「WebRings」の特長である「実務に即したきめ細かな 

パラメータ設定」が、業務の効率化をサポートし住民サー
ビス向上につながるとともに、制度改正や法改正の際にも
安心してご利用いただけることから、ご採用いただいてい
る多くのお客さまより高い評価をいただいています。

に踏み込んだ知識と技術が強く求められるようになってきました。
加えて、古いシステムと新規に導入したシステムが混在する
といった特殊な環境もあり、両者を同じ次元でとらえていかな
ければならないという難しさもあります。
生命保険関連を例に取ると、データ入力からサーバーでの運
用、契約管理システム、ホストコンピュータの運用に加え、
お客さまが個々に使用されているパソコンのヘルプデスク機
能も当社で受託するなど、さまざまな対応でお客さまのニーズ
にお応えしています。

自治体業務全般を
カバー

実務に即した
きめ細かな
パラメータ設定

業務受託で
ワンストップを実現

ムづくりで取り組むべき点と考えています。
また、当社のデータセンターでは、システムをお預かりして
常時監視するほか、業務受託も行うなどして、インプットか
らアウトプットまで、自治体業務のすべてをワンストップで実
現できるのが大きな特長となっています。
今後は、データサイエンスや RPAなどの技術の活用もさら
に発展させていきたいと考えています。

めるように努めています。
また、現場で学び取った知識や経験を他の分野でも生かせる
ような組織作りにも併せて取り組んでおり、「改革」と「変革」
をキーワードに、個々人の意識改革を推進しています。
周りの状況をつぶさに把握し問題意識を持つことと、広い 

視野を持つことの重要さを意識し、お客さまに対して一歩先
を行く提案が自発的にできるような組織作りを行っています。

お客さまのニーズに合わせた設定ができるパッケージで、
業務の効率化をサポート

金融業務とITを熟知したエンジニアが
お客さまをサポート

事業紹介
Solution

金融系業務を
丸ごと受託

旧来データの
利活用スキル

改革・変革で、
一歩先を行く提案力

直近の事例直近の事例 ● 政令市向けWebRings福祉総合システム導入　● WebRings窓口支援システム導入　●RPAの導入　など ● 銀行向け市場系フロント・バックシステム間のハブシステム開発　● 銀行向け事務部門におけるEUC開発支援 
および保守体制構築　● 保険業向け決算早期化対応における基幹系システム開発　など　 
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事業紹介
Solution

産業ソリューション事業
Industry

運用サービス事業
Operation Service

〈産業ソリューション事業の強み〉

専門知識に基づいた
コンサルティング力

アカウントマネージャー
制度

事業を支える
運用基盤

〈運用サービス事業の強み〉

24時間 365日の
監視体制

情報セキュリティ
インシデント対応力

強化した
「INES-SIRT」

お客さまのニーズに合わせ
高品質なインフラ基盤を

設計・構築

産業ソリューションは、「組立製造業」「流通（小売業、専
門店）」「サービス業」「食品加工業」「医薬品産業」など多
岐にわたる分野において、エンドユーザーと直結する業務
を行っています。
オーダーメードのスクラッチ開発案件も多くあることから、
オフショア開発や他ベンダーとのアライアンス、パッケージ 

の活用などを図って効率化を進めるとともに、専門的な業
務知識を習得し得意分野を強化しています。
ITは今や企業の損益に直結するものであり、お客さまの 

1964 年、当社は、ホストコンピュータ上に設計・開発したシ
ステムを運用し、業務処理を代行する受託計算業務を事業と
する専門会社としてスタートしました。これは、現在の運用サー
ビス事業に通じるもので、運用サービスはいわば当社の礎で
あり事業の根幹となっているものです。この当時、24 時間
365 日稼働させるホストコンピュータのオンラインバッチシス
テムを全国で運用していた経験も、現在の運用事業やデータ

アイネスでは、オンプレミス（自社運用）環境や、パブリッ
ククラウドとオンプレミスを混合させたハイブリッドクラ
ウドに、マネージドサービスを付加して運用監視などを行
うサービスを提供しています。オンプレミスやプライベー

コンサルティングと提案力
課題と真のニーズをくみ取ってその事業を加速させるご提
案を目指しています。システム開発の手法としては、レガ
シーシステムを新システムに移行するのか、新規で開発す
るのか、パッケージを使うのか、新たな技術を採用するの
かなど、お客さまにとって最適な手法を見極めてご提案し
ています。また、お客さまのシステムにかかる負担を大幅
に軽減させるため、当社の運用基盤にお客さまのシステム
を乗せて日々の運用から保守までを行うきめ細かなワンス
トップサービスもご提供しています。

センター事業に生かされています。公共・金融・産業すべて
の分野においてデータのエントリーから運用・保守、出力や加
工・配送までの一貫したサービスをご提供しているほか、クラ
ウドサービスやマネージドサービス、ファシリティサービスなど
システムにかかわる包括的なご支援を行い、お客さまの IT に
かかる時間とコストの削減に貢献しています。

トクラウド、大手パブリッククラウドなどの違いを意識す
ることなく、24 時間 365 日の監視体制で安心・安全をお
届けし、お客さまがクラウドのメリットを享受してビジネ
スを高度化させるご支援を行っています。

お客さまの事業を加速させるシステム 50年以上にわたる運用事業とデータセンター事業

運用業務負荷を軽減するクラウドサービス

アカウントマネージャーは、システムとビジネスの両面か
らアプローチしてお客さまの経営を支援するご提案を行
い、システム開発から運用・保守までを統括する役割を担っ
ています。お客さまの課題とニーズを的確に把握し、シス
テム導入後の運用や保守を視野に入れた最適なソリュー
ションをご提供します。当社のアカウントマネージャーは、
システムの導入後、問題なく運用されているか監視を行い、
障害を防ぐためのテクニカルな支援を行ったり、万が一障

巧妙なサイバー攻撃による不正アクセスや情報漏えいなどの
被害が、企業や組織において深刻な問題となっていることか
ら、情報セキュリティインシデントへの対応力強化を目的として
「INES-SIRT（アイネス・サート）」を構築し、日本シーサート
協議会に加盟しています。「INES-SIRT」は、コンピュータセキュ
リティ・インシデントだけではなく、情報セキュリティインシデン
ト全般を対象に、トラブル発生時におけるスピーディーな対応、

アカウントマネージャー制度の導入 情報セキュリティインシデント対応力を強化した「INES-SIRT」

Vision Vision

害が発生した際の対応を行ったりするシステムのスペシャ
リストです。高度なテクニカルスキルだけでなく、お客さ
まをはじめ社内およびパートナー企業などを取りまとめ連
携を強化するコミュニケーション力とマネジメント力を発
揮して、「アイネスの代表」としてお客さまと強い信頼関
係を築き、お客さまの事業を加速させる新たなソリュー
ションを創り上げています。

再発防止のための対策強化を図ります。さらに、「INES-SIRT」
の中で、SOC（セキュリティ・オペレーション・センター）を運
用しており、取り組みの一つとして、セキュリティ大学院大学に
てセキュリティに関する最新動向を学ぶと同時に、産学官の連
携で新たなセキュリティソリューションを創ることにも取り組んで
います。また、専門会社とのアライアンスも行っており、セキュ
リティ環境の構築ができる体制を整えています。
　　

直近の事例 直近の事例● 大手専門小売業向け販売管理システム構築　● 運輸グループ会社向け就業管理システムの構築
● 小売業向け基幹システム（ＭＤ、販売）の構築　など

● 小売業・保険業向け情報システムフルアウトソーシングサービス
● 小売業向け電子決済システムセキュリティ対策基盤構築　● 保険業向けネットワークセキュリティ基盤構築　
● 外食産業向けセキュリティ運用監視サービス　など
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研究・開発の取り組み

地域・社会との関わり

アイネスは、加速する社会経済構造の革新と、情報社会の健全な発展を担う情報サービス企業として誇りを持つと同時に、その社
会的責任を強く認識しています。この誇りと認識に基づき、高度な情報技術・サービスの提供による社会貢献はもちろんのこと、
文化活動支援などを通じた、より豊かな社会づくりや未来の人材育成に積極的に取り組んでいます。

AI、セキュリティ、FinTech、IoT／ビッグデータ等のさまざ
まな分野を研究対象として、研究開発ならびにビジネスモデ
ルの創出を担っているのがアイネス総合研究所です。人材を
戦略的・積極的に活用するとともに、産学官など外部と積極
的に連携しているイノベーション拠点です。お客さまの新し
いビジネスモデルの創出やビジネス変革に貢献することによ
り、お客さまとともに社会イノベーションの共創を目指して
います。

TOPICS

働き方改革への取り組み

アイネスの強みを生かせる「人」と「環境」を 築き上げること
により、「人」と「環境」の両輪で生産性を最大限に高める働き
方を目指しています。
また、多様な働き方を可能とするダイバーシティ推進の一環とし
て、「えるぼし※ 1」認定の最高位および「トモニン※ 2」マークを取得。
多様な人材が活躍できる環境の整備や企業風土の醸成に積極的に
取り組んでいます。

人材育成への取り組み

社員は最大の経営資源と位置付け、社員が仕事を通じて個人の価値を高めることにより、会社の成長と
個人の成長を実現していきます。また、変化が速い社会において、お客さまの期待を超えた価値の実現
に向けて、自ら考えチャレンジし続ける人材を育成します。「アイネス社員としての基盤」および、「も
のづくり」「専門性」を重視し、社員の成長と役割に応じた「共通教育」を行い、アイネス社員としての
基盤の強化に取り組んでいます。経営ビジョン「プロフェッショナルとして専門性の高いソリューショ
ンを提供する」ための、ものづくり力強化をはじめとする「専門教育」も体系的かつ継続的に一貫性を持っ
て行っています。自律性を持ったアイネス社員の成長をサポートするため、目標を定め主体的にスキル
アップできる環境として、ITスキル標準を活用しています。

Funnovation Room（共創ルーム） 

※ iCD: 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が提供する「ｉ コンピテンシ ディクショナリ（iCD）」。企業において ITを利活用するビジネスに求められる業務と、それを
支える IT人材の能力を広範囲にわたって網羅した「ディクショナリ（辞書）」。業務を見える化し、潜在的な問題発見とソリューション、必要な人材を明確化するスキル標準
を体系的に網羅。 企業成長に必要な戦略と人材を正確に把握し、企業のあるべき姿を明確にすることを目標として策定された。当社は、iCD活用企業認証の「iCD Silver」
の認証を受けています。 

環境への取り組み

私たちは、環境保全をもっと身近なものにしたいと考えています。
そこで注目したのが「もったいない」の気持ちです。古くから日
本社会にあって、誰もが慣れ親しんでいることばである「もった
いない」と思うだけで、つぶやくだけで、「ものを惜しみ、大切
に扱おう！」という呼びかけに聞こえます。また、環境省が推進
する 3R（Reduce、Reuse、Recycle）に 2つの R（Relationship、
Reengineering）を加えた「5R」を推進し、私たちは、「もった
いない」と「5R」を合言葉に、環境にやさしい働き方を実践して
います。

アイネスのもったいない 5R活動
● Reduce：資源を大切に使います
● Reuse：ものを再利用します
● Recycle：ゴミを資源に変えます
● Relationship：地域・社会と協力します
● Reengineering：環境にやさしいサービスを提供します

セキュリティへの取り組み

アイネスは、情報セキュリティの構築および運用を事業とする企業として、すべての人々が安
心して情報化のメリットを受けられるよう、個人情報保護ならびに情報セキュリティの強化と
向上に努めています。アイネスで働くすべての社員とパートナーが、個人情報保護や情報セキュ
リティに関する取り組み姿勢、方針、規程、ルールをその背景からしっかりと理解し、常識と
して日々の活動において実践するよう、「ア
イネスグループの個人情報保護 3原則」や
「情報セキュリティに対する 3つの姿勢」
などを定め、教育活動および啓発活動に積
極的に取り組んでいます。

情報セキュリティに対する３つの姿勢

1  個人情報保護は “ひとりの人間 ”のために
2  人の “かけ算 ”で成り立つ情報セキュリティ
3  情報セキュリティにゴールはありません

● 地域の清掃活動を積極的に実施

地域で事業を行う一企業市民として、地域の環境美化と、周辺住民や近隣企業・
学校などのみなさまとの調和を目的に、定期的に事業所周辺の清掃を行っています。

● 若い音楽家の育成を支援

文化・芸術・教育振興サポートの一環として「パシフィック･ミュージック･
フェスティバル（PMF※）」に協賛しています。
※ PMF：若手音楽家の育成と、音楽文化の普及 ･発展を目的とする国際教育音楽祭

● 数学的才能に恵まれた若い世代の世界挑戦を支援

世界の算数・数学好きな子どもたちを励まし、その才能を伸ばしていこう・・。
そんな主旨に賛同し、アイネスでは「数学オリンピック財団」を、設立以来支援しています。

● パラノルディクスキー日本チームのオフィシャルスポンサー
パラノルディクスキー日本チームは、日本国内の障がい者およびその関係者が、クロスカントリースキーとバイ
アスロンに親しみ、競技力の向上と同競技の振興と普及を図ることを 目的として活動する、日本障害者スキー連
盟のメンバーを母体に結成されているナショナルチームです。アイネスはオフィシャルスポンサーとして、パラ
ノルディクスキー日本チームを応援しています。

TOPICS

アイネスの取り組み

※ 1 えるぼし : 2016年 4月 1日に施行された女性活躍推進法に基づき、行動計画
を策定し、その実施状況が優良な企業に対して厚生労働大臣より与えられる認定
※ 2 トモニン：厚生労働省が定めた「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備・
促進のためのシンボルマークの愛称

健康経営で
未来の投資へ

環境 人
生産性を最大限に
高める働き方

柔軟な働き方
への制度対応

多様な状況で
働き続けられる

体系的・継続的
人財育成

個々人の成長
チャレンジ

生産性・スキル
の見える化

風通しの良い
コミュニケーション

効率的な
オフィス環境

計画的な
働き方･休み方
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