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プレスリリース 
2016 年 10 月 26 日 

特定非営利活動法人 

  ASP・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム（ASPIC） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 特定非営利活動法人ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム（略称：ＡＳＰＩＣ、東京都品川区西五

反田、会長：河合輝欣）は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているクラウドサービスとデー

タセンター及びそれらを利用するユーザ企業の優秀なものを選定し、『第10回ASPICクラウド・IOTアワード

２０１6』において、総務大臣賞及び各賞を表彰いたしました。 

本年から IoT部門を新設し多数の応募があり、審査にあたっては各分野の有識者から構成され

た選考委員会により審査を行い決定いたしました。 

この IoT・クラウドアワードにより、国内の IoT・クラウド関連業界の活性化、市場創造、情報基盤

の確立、企業の生産性向上、さらに日本経済の発展に寄与するものと考えております。     

この度、総務省をはじめとする後援団体、マスコミ、審査委員等のご臨席を賜り下記により表彰 

式を開催いたしました。  

 

 

＜ 記 ＞ 
 

１．表彰式 

 

日時 ： ２０１6 年１０月 26 日(水) １５：００～１７：３０ 

会場 ： 経団連会館 国際会議場(ゴールデンホール)  千代田区大手町１－３－２ 

 

２．受賞企業 

 

受賞企業とサービス名 (資料 1) 

 

３．その他 

 

(１) 審査委員一覧 (資料 2) 

 

(２) 後援団体一覧 (資料 3)                                           

 

 
 

 

 

   

 

『第 10 回 ASPIC クラウド・IoT アワード２０1６』 

総務大臣賞及び各賞を発表 
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資料１  【受賞企業とサービス名】 

 

＜総務大臣賞＞ 

各賞名 会社名 サービス名 

総務大臣賞 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 Enterprise Cloud 

 

＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞ 

賞 名 会社名 サービス名 

総合グランプリ 株式会社ネットラーニング Multiverse®（マルチバース） 

分

野 

別 

社会・業界特化系 

グランプリ 

公益社団法人 

日本医師会治験促進センター 
治験業務支援システム カット･ドゥ･スクエア  

基幹業務系 

グランプリ 
株式会社パスコ 災害リスク情報サービス 『DR-Info』 

支援業務系 

グランプリ 
株式会社プロット 

CYAS（サイアス） 

【Cyber Attack Simulator】 

委員会賞 株式会社日立システムズ クラウド基盤運用自動化サービス 

ベストイノベーション賞 株式会社日立製作所 
活 文  Managed Information Exchange 

Service 

先進技術賞 

NEC ネクサソリューションズ株式会社 マイナンバー収集代行サービス 

株式会社サパナ 
次世代メール配信システム  

WiLL Mail 

ベスト連携賞 
株式会社富士通マーケティング 

FUJITSU Enterprise Application 

AZCLOUD SaaS WEBCON 

日本ユニシス株式会社  SASTIK サービス 

ベスト社会貢献賞 いきいきメディケアサポート株式会社 いきいきメディケアサポート 

ベスト海外展開賞 株式会社ソルクシーズ Cloud Shared Office 

委員長特別賞 株式会社ファルコバイオシステムズ 電子カルテ HAYATE／NEO（ハヤテ・ネオ） 

ASPIC 会長賞 株式会社 e-Return 
保険契約情報管理システム 

「e-Return 」 

 

＜IoT 部門＞ 

賞 名 会社名 サービス名 

総合グランプリ 株式会社 NTT データ IoT クラウド基盤「ANYSENSE」 

分

野 

別 

アプリケーション 

分野グランプリ 
一般社団法人認知症高齢者研究所 認知症対応型健康管理支援システム 

プラットフォーム 

分野グランプリ 
NTT コミュニケーションズ株式会社 IoT Platform Factory パッケージ 

先進技術賞 株式会社日立製作所 Doctor Cloud 

委員長特別賞 株式会社日立製作所 
SaaS 型機器ライフサイクルサポート Global 

e-Service on TWX-21 
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＜IaaS・PaaS 部門＞ 

賞名 会社名 サービス名 

総合グランプリ ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 Enterprise Cloud 

IaaS 分野グランプリ ユニアデックス株式会社 U-Cloud® IaaS Managed 

委員長特別賞 AGS 株式会社 プライベートクラウド QuickⅡ 

 

 

＜データセンター部門＞ 

賞名 会社名 サービス名 

総合グランプリ 株式会社 IDC フロンティア 白河データセンター 

準グランプリ AGS 株式会社 「さいたまｉＤＣ」さいたまセンター 

ベスト環境貢献賞 青い森クラウドベース株式会社 青い森クラウドベース 

 

 

＜運用部門＞ 

賞名 会社名 サービス名 

総合グランプリ 株式会社スカイアーチネットワークス マネージドサービス 

準グランプリ 株式会社 IDC フロンティア 
IDC フロンティア  

クラウド運用サービス 

委員会賞 BizMobile 株式会社 BizMobile GO! 

ニュービジネスモデル賞 株式会社富士通マーケティング クラウド運用支援サービス 

 

 

＜ユーザ部門＞ 

賞名 会社名 データセンター名 

ベストイノベーション賞 
公益社団法人日本医師会  

治験促進センター 
治験計画届作成システム 
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資料２  【審査委員一覧】 
 

【ASP・SaaS 部門/ユーザ部門 選定委員】               （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 役職 

委員長 島田 達巳 東京都立科学技術大学（現 首都大学東京） 名誉教授 

副委員長 山本 隆一 一般財団法人 医療情報開発システムセンター 理事長 

委員 

飯田 幸弥 東京商工会議所 総務部統括付 

井筒 郁夫 一般財団法人 マルチメディア振興センター 専務理事 

木村 忠正 立教大学 社会学部メディア社会学科 教授 

杉田 悟 株式会社インプレス IT Leaders 編集部 

藤本 正代 情報セキュリティ大学院大学 客員教授 

前川 徹 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 所長 

御宿 哲也 弁護士法人 御宿・長町法律事務所  弁護士 

河合 輝欣 ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム 会長 

 

 

 

【データセンター部門/IoT 部門/IaaS・PaaS 部門/運用部門 選定委員】  （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 役職 

委員長 阪田 史郎 千葉大学 大学院 融合科学研究科 教授 

委員 

稲田 修一 
情報未来創研 

東京大学先端科学技術研究センター 

代表 

特任教授 

井堀 幹夫 地方公共団体情報システム機構 理事 

川村 一郎 一般財団法人マルチメディア振興センター プロジェクト企画部長 

後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科長   教授 

中村 太一 国立情報学研究所 特任教授 

大和 敏彦 一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス  副会長  

吉本 明平 一般財団法人全国地域情報化推進協会 企画部  担当部長  

河合 輝欣 ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム 会長 
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資料３  【後援団体 一覧】   順不同 
 

・ 総務省 

・ 東京商工会議所 

・ 地方公共団体情報システム機構（J-LIS） 

・ 全国ソフトウェア協同組合連合会（JASPA） 

・ 一般財団法人 関西情報センター（KIIS） 

・ 一般財団法人 インターネット協会（Iajapan） 

・ 一般財団法人 日本システム開発研究所（SR＆ＤＩ） 

・ 一般財団法人 マルチメディア振興センター（FMMC） 

・ 一般財団法人 全国情報化推進協会（APPLIC） 

・ 一般社団法人 東京都情報産業協会（IIJ） 

・ 一般社団法人 千葉県商工会議所連合会 

・ 一般社団法人 日本情報システム・ユーザ協会（JUAS） 

・ 一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS） 

・ 一般社団法人 社会情報学会（SSI） 

・ 一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 

・ 一般社団法人 テレワーク協会 

・ 一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会（DDDS） 

・ 公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団 

・ 公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会（CHISA） 

・ 公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 

・ 株式会社 日刊工業新聞社 

・ 株式会社 インプレス 

 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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

〒141-0031 

東京都品川区西五反田７－３－１ たつみビル２Ｆ 

ＴＥＬ：03－6662-6591 ・ ＦＡＸ：03－6662-6347 

E-mail：office@aspicjapan.org ・ URL：http://www.aspicjapan.org 
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