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ご案内
2015

堀場雅夫賞 事務局
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町２番地  
株式会社 堀場製作所内 堀場雅夫賞 事務局
TEL：075-325-5110　FAX：075-325-5192　
E-mail :  info@mh-award.org 　URL : http://www.mh-award.org/

● 選考方法
審査委員会にて、応募書類を基に、応募者の実績のみならず将来性と応募研究における応募者の果たしている役割重視した
審議の上、受賞者を決定します。

2015堀場雅夫賞 審査委員会（敬称略、順不同）

● 選考結果の通知
審査結果は、応募者に2015年7月末までにお知らせします。

● 授賞式および受賞記念セミナー
授賞式および受賞記念セミナーを、2015年10月16日（金）に京都大学
芝蘭会館で実施します。あわせて受賞記念パーティーも開催します。

● 受賞内容の公開
受賞研究の内容は、本賞ホームページおよび弊社の技術情報誌
　　　　 （HORIBA Technical Reports）に掲載します。

● 応募用紙の送付先

名誉審査委員長

審査委員長

副審査委員長

海外審査委員

審査委員

堀場 雅夫（株式会社堀場製作所 最高顧問）

堀場 厚（株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長）

綿野 哲（大阪府立大学大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 教授）

Reginald M. Penner

Chairman and Chancel lor 's Professor of Chemistry 

University of Cal i fornia ,  Irvine

秋吉 一成（京都大学大学院 工学研究科 高分子化学専攻 教授）

大谷 吉生（金沢大学 理工研究域 自然システム学系 学長補佐 国際機構副機構長 教授）

藤本 俊幸（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）

保田 芳輝（株式会社 堀場製作所 開発本部 アプリケーション開発センター 部長）

山口 哲司（株式会社 堀場製作所 開発本部 アプリケーション開発センター）

堀場雅夫賞募集に当たって

内容、性質、挙動が不明の物質を解明することは、科学者や技術者にとって
大変重要なことであります。課題を解決するには高度の科学、技術を駆使
した分析機器が必要となります。ところが、その重要性と技術的な難しさにも
かかわらず、一般社会は勿論のこと、学界においてもその存在感は大きなもの
ではありませんでした。当賞が、一見地味にも見える分析の分野で、基本を
確立すべく努力されている学究の徒に少しでも勇気を与えてくれることを願い、
皆様からの応募をお待ちしております。

Readout
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2015 堀場雅夫賞 

趣意書
堀場雅夫賞は、2003年、堀場製作所創立50周年を記念し、計測技術研究に従事する若手研究者を
対象として創設されました。本賞は、画期的な分析・計測技術の創生が期待される研究開発に従事
する国内外の研究者・技術者を支援し、科学技術における計測技術の地位をより一層高めることに
貢献しようというものです。毎年、分析・計測技術の中でも堀場製作所が育んできた原理や要素技術を
中心に対象分野を定め、その成果や今後の発展性を世界にアピールすべきユニークな研究・開発に
スポットを当てています。

第12回にあたる2015堀場雅夫賞の募集テーマは、「ナノ粒子計測」です。ナノ粒子を活用する
ナノテクノロジーは、IT・情報通信、ライフサイエンス、環境・エネルギーの分野における科学技術の
進歩や課題解決に貢献する重要な技術です。たとえば、分子認識材料であるナノ粒子を用いた生体
反応バイオセンサーや、患部へ特定の薬物を輸送するドラッグデリバリーシステム、優れた白色性や
紫外線吸収力を持つ酸化チタンナノ粒子を用いた白色顔料などもナノテクノロジーによるものです。
ナノ粒子に特異な機能を持たせるにはナノ粒子の粒径をはじめ、その形状や物性など、ナノ粒子の
実態を把握してコントロールする必要があり、ナノ粒子計測がナノテクノロジーの進展を左右すると
いっても過言ではありません。

2015堀場雅夫賞では、産業的に生成され、なおかつ、特異的な機能・効果を発現するナノ粒子の
特性や状態の計測を対象に、革新的な計測技術やそれに結びつく研究を募集いたします。ナノ粒子
計測に関わる基礎研究に従事され、将来の分析・計測技術発展の担い手となられる方の積極的な
応募を期待しています。
　

2015堀場雅夫賞実行委員長
株式会社 堀場製作所
取締役 開発本部長

応募要領  

● 趣旨
国内外の大学または公的な試験研究機関において、分析・計測およびその応用に関する科学技術分野で顕著な業績を挙げ
つつある研究者・技術者を奨励表彰するものです。独創的な研究開発に意欲的に取り組んでいる国内外の研究者・技術者
の応募を歓迎します。

● 対象技術分野
ナノ粒子の状態・特性（粒子径、粒子数、形状、分散性、物性など）の計測において、イノベーションをもたらす次世代のナノ
粒子計測に関する研究を対象とします。

１．ナノ粒子計測技術の新規開発、または、既存のナノ粒子計測技術の高度化（高速化・高精度化、および、そのための
　解析技術）に関する研究
２．ナノ粒子のin-situ計測に関する研究
３．ナノ粒子の前処理技術に関する研究

なお、計測対象は産業的に生成した無機・有機からなる機能性材料において、特異的な機能・効果を発現するナノ粒子とします。

● 応募者資格
大学、公的試験研究機関に所属し、上記分野の研究・開発に従事し、以下のいずれかに該当する研究者・技術者。
・上記対象分野において、学術上、技術上の優れた発見、発明を成すことが期待されること
・上記対象分野において、学術上、技術上の重要な課題の解決が期待できること

● 表彰内容
2015年10月16日（金）に京都大学芝蘭会館において挙行する授賞式にて、本賞の授与ならびに副賞の贈呈を執り行います。
副賞としては、初年度に1件当たり50万円、さらに受賞翌年と翌々年にそれぞれ同額を授与します。なお、本賞および副賞の
受賞は、授賞式に出席し、応募研究を公表できること、かつ上記の応募資格を有していることを条件とします。

● 応募
下記の①応募用紙（原紙）、②推薦書（原紙）、③関連論文（用紙）を正副各1部（副はコピー可）、およびこれら（①、②、③）を
PDFファイル形式にて保存した電子記録媒体(CD-R、DVD等)、それぞれを堀場雅夫賞事務局に提出して下さい。なお、提出
書類等(電子記録媒体を含む)は返却いたしません。
① 応募用紙：本賞ホームページ http ://www.mh-award.org/ よりダウンロードして下さい。所定事項を記入のうえ

（英語記入ページも必須）、正副各1部（副はコピー可）およびPDFファイルを提出して下さい。
②  推 薦 書：本賞ホームページ ht tp : //www.mh-award . org/  よりダウンロードして下さい。推薦人により、推薦

理由が記述された、正副各1部（副はコピー可）およびPDFファイルを提出して下さい。なお本推薦書の
提出をもって、所属機関による応募の承認とみなします。推薦人は応募者の上長とします。

③ 関連論文：当該研究開発に関連する論文（可能な限り英文のもの）最大3報のコピーおよびPDFファイルにて提出して
下さい。

● 応募期間
2015年4月1日（水）～5月22日（金）（事務局必着）M
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