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ASTERIA Ethereum アダプター に暗号資産の標準規格 ERC20 との連携機能を追加

日本円連動ステーブルコイン「JPYC」と「ASTERIA Warp」が連携
ステーブルコインと情報システムをノーコードで連携！デジタル給与にも対応
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー（大阪市中央区、代表取締役社長：前田 丈彰、以
下：ISI ソフトウェアー）
、アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋
一郎、東証一部：3853、以下 アステリア）
、JPYC 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締
役：岡部典孝、以下 JPYC 社）は、企業データ連携（EAI/ESB）製品の国内市場においてソフト
ウェア市場で 15 年間市場シェア No.1※１を継続している「ASTERIA Warp」とスマート・コント
ラクト※２を構築できるブロックチェーン「Ethereum※３」（イーサリアム）の連携アダプターとな
る「ASTERIA Ethereum アダプター」に、日本円と連動するステーブルコイン※４「JPYC」との
連携機能を追加したことを発表します。
■「ASTERIA Ethereum アダプター」に JPYC との連携機能を追加した背景
ブロックチェーン技術やステーブルコインが世界的に注目を集める中、日本でも 2021 年 4 月に
中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する実証実験が日本銀行により開始され、デジタル通貨の
社会実装に向けた取り組みが始まっています。JPYC 社が発行する「JPYC」は、日本円と連動し
流通している日本初のブロックチェーンベースのステーブルコインで、2021 年 1 月 27 日のスタ
ートから 1 年間の発行額は 5 億円を突破。松屋銀座などの実店舗での決済も可能です。
そこで、ASTERIA Warp のテクニカルパートナー「ISI ソフトウェアー」は、同社が開発し
2018 年 12 月から提供している「ASTERIA Ethereum アダプター」に、標準的な暗号資産で採用
されている規格「ERC20※５」と連携する機能を追加。この機能追加により、日本円連動ステーブ
ルコイン「JPYC」との連携が可能となりました。
ASTERIA Ethereum アダプ
ターは Ethereum と企業内外の
情報システムをノーコード※６で
連携することから、ブロックチ
ェーンに関する開発知識や経験
が無いエンジニアでも開発が可
能になります。また、
ASTERIA Warp を介して企業
内のシステムと JPYC が連携す
ることから、厚生労働省などに
より検討が進められている「給
与のデジタル払い（デジタル給
与）」にも対応できる連携機能
となります。

左）会計システムとブロックチェーンを連携した支払イメージ
右）アダプターを使った JPYC での支払業務の自動化イメージ

■「ASTERIA Ethereum アダプター」販売価格（共に 2 月 9 日から提供開始）
サブスクリプション版
ライセンス版

月額 15,000 円（税別）
300,000 円（税別）
※保守サポート費用は対象正価の 15%（年額）初年度より別途必要。
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※１：テクノ･システム･リサーチ社「2021 年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」 EAI/ESB は、
それぞれ Enterprise Application Integration、Enterprise Service Bus の略で企業内外のデータ連携を司
る 製品カテゴリーを指す。
※２：ブロックチェーン上において処理の自動化を実現するプログラム。
※３： イーサリアム。ブロックチェーン技術の１つ。オープンソースプロジェクトとして開発が進められてお
り、スマート・コントラクトが実装され、ブロックチェーンアプリケーションプラットフォームとして、
インターネット上で 24 時間止まらないアプリケーションを作ることができる特長を持っている。
※４：日本初の ERC20 自家型前払式支払手段で発行された日本円連動ステーブルコイン
※５：Ethereum Request for Comments: Token Standard #20 の略。Ethereum のブロックチェーンで動作する
統一規格。
※６：ソースコードを書かなくてもソフトウェアやアプリ等の開発ができる仕組み。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■「株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー」について（ Web サイト https://www.isi-grp.co.jp/ ）
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアーは、”繋ぐ、繋がる”をテーマに、企業における一連の業務フローに
対応したソリューションをトータルで提供する IT 企業です。各企業に最適な IT 基盤を構築することで、お客様の
ワークスタイルの改善・働き方改革の実現をサポートします。2012 年から「ASTERIA Warp」のテクニカルパー
トナーとして、お客様にノウハウの提供を行ってきました。当社では、「ASTERIA Warp」をお客様のシステム全
体をつなぐ重要な位置づけとして、提供しています。
■「アステリア株式会社」について（ Web サイト https://www.asteria.com/ ）
アステリア株式会社（2018 年 10 月にインフォテリアから社名変更）は、企業内の多種多様なコンピューターや
デバイスの間を接続するソフトウェアやサービスを開発・販売しています。主力製品の ASTERIA Warp は、異な
るコンピューターシステムのデータをノーコードで連携できるソフトウェアで、大企業、中堅企業を中心に 9,398
社（2021 年 6 月末現在）の企業に導入されています。また、Handbook は、営業資料や商品カタログ、会議資料
などあらゆる電子ファイルをスマートフォンやタブレットで持ち運べるサービスのスタンダードとして、1,618 件
（2021 年 6 月末現在）の企業や公共機関で採用されています。
■「JPYC 株式会社」について（ Web サイト https://jpyc.co.jp/ ）
JPYC 株式会社は 2019 年 11 月に創業し、2021 年 1 月に日本初の ERC20 自家型前払式支払手段として日本円
連動ステーブルコイン『JPYC（JPY Coin）』を発行しました。JPYC をより多くの方にご利用いただくために
も、ASTERIA Warp など親和性の高い事業者との業務提携を積極的に進めております。
■『ASTERIA Ｗarp』について（ Web サイト https://www.asteria.com/jp/warp/ ）
EAI/ESB 製品の国内市場において 15 年連続シェア No.1 製品である「ASTERIA Warp」は、異なるコンピュー
ターシステムのデータを、ノーコードで連携できる ASTERIA Warp を主力製品とするミドルウェアです。メイン
フレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、様々なシステム間の接続とデータの変換を行うロジック
を複雑なプログラミングなしで行えることが評価されています。ASTERIA Warp Core は、ASTERIA Warp の厳
選された機能を初期費用 0 円、月額 30,000 円からのサブスクリプション形式で「手軽」にご利用いただけます。
様々なシステムやサービスと迅速に連携することで業務自動化やデータ活用を実現します。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー マーケティング部：会見卓矢
TEL : 06-6260-3131 ／ FAX : 06-6260-3130 ／ E-mail : mktg@isi-grp.co.jp
アステリア株式会社 広報・IR 部：長沼史宏、齋藤ひとみ
TEL : 03-5718-1297 ／ 携帯電話:携帯 : 080-7709-5212（齋藤） ／ E-mail : press@asteria.com
JPYC 株式会社 広報担当：柿添尚弘
メディア対応用携帯電話：080-7208-8509（柿添） ／ https://jpyc.co.jp/contact
【ASTERIA Ethereum アダプターに関するお問い合わせ先】
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー 営業本部 ソリューション営業部：北村順司
TEL : 03-5733-6977 ／ FAX : 03-5733-6978 ／ E-mail : asteria_info@isi-grp.co.jp
【ASTERIA Warp に関するお問い合わせ先】
アステリア株式会社 マーケティング本部：東出 武也
TEL:03-5718-1250 ／ E-mail: pm@asteria.com
アステリア、ASTERIA、Handbook はアステリア株式会社の登録商標です。
本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。
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