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Masao Horiba Awards

堀場雅夫賞 アワードディレクター

株式会社 堀場製作所

代表取締役会長兼グループCEO

堀場雅夫賞について

ご挨拶

2022堀場雅夫賞実行委員長

株式会社 堀場製作所

代表取締役社長

堀場雅夫賞は、「分析・計測」技術を対象として、2003年に設立されました。物質の組成や性質を解明すること、

さまざまな現象の意味や影響を把握すること ― それはまさに科学の第一歩であり、科学技術や産業発展の  

ための基本的アプローチです。それらのさらなる探究や革新のため、分析・計測技術は必要不可欠なものです。

堀場製作所創業者・堀場雅夫の名前を冠した本賞が、分析・計測分野で活躍されている研究者の方々の功績

を、分析・計測の重要性とともに広く世に知らしめてくれることを願っています。

本日は、お忙しい中、2022堀場雅夫賞受賞記念セミナーならびに授賞式にご出席いただきありがとうござい    

ます。本年の堀場雅夫賞では、「カーボンニュートラル社会に向けた水素の利活用に貢献する分析・計測技術」

をテーマとしました。昨今エネルギー利用のさらなる効率化に加え、水素などの新たなエネルギーの採用

が世界的に進んでいます。しかしその実用化には、製造コストの低減など、産業界は多くの課題を抱えて

います。このような社会的なニーズに対し、分析・計測の視点から独創的な研究開発に意欲的に取り組ん

でおられる国内外の研究者、技術者から多くの応募をいただきました。本日、ご参加いただいた皆様それぞれ

のお立場から、受賞者の研究に対する理解を深めていただくことが、受賞者の大きな励みとなり、さらには研究

発展の支援につながるものと確信しております。

本日の2022堀場雅夫賞受賞記念セミナー、授賞式の開催にあたり、ご協力をいただきました関係者の皆様

に感謝を申し上げますとともに、皆様の一層のご活躍とご発展を祈念申し上げます。



式次第

　　　   2022年10月18日　火曜日　　 京都大学　吉田キャンパス　国際科学イノベーション棟　５F　シンポジウムホール開催日 会場

■  受賞記念セミナー （１４：３０～1６：３０）

1 ．  開会挨拶

 堀場雅夫賞実行委員長　足立 正之 　

2 ．受賞者講演

　【堀場雅夫賞】

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 大学院工学研究科 化学システム工学専攻　特任准教授

佐藤 勝俊 （サトウ カツトシ） 氏

受賞研究題目 「原子分解能電子顕微鏡解析で先導する新しい窒素還元サイトのデザイン」

　【特別賞】

九州大学　カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所　准教授

髙橋 幸奈 （タカハシ ユキナ）氏

受賞研究題目 「太陽光をエネルギー源としたプラズモン誘起電荷分離による高効率水素発生システムの開発」

カールスルーエ工科大学 ヘルムホルツ研究所 ウルム校　テニュアトラック教授

Helge Sören Stein （ヘルゲ・ゼーレン・シュタイン）氏

受賞研究題目 「相関分光法と実験室レベルの小規模製造技術を駆使したデータ駆動型材料探索と材料生産技術の確立」

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 大学院工学研究科 電子工学専攻　教授

高橋 康史 （タカハシ ヤスフミ）氏

受賞研究題目 「触媒活性サイトの実空間イメージングに資する電気化学セル顕微鏡の開発」

東北大学 多元物質科学研究所　准教授

中村 崇司 （ナカムラ タカシ）氏

受賞研究題目 「電気化学に基づく欠陥エンジニアリング技術の開発」

3 ．特別講演　　

九州大学 副学長　主幹教授 ・ 水素エネルギー国際研究センター長

佐々木 一成 （ササキ カズナリ） 氏

■  授賞式 （１６：３０～１７：15）

1 ．受賞者研究紹介

 2 ．贈呈式 ・審査講評： ２０２２堀場雅夫賞審査委員長　

                公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）理事長　山地 憲治 氏

・贈呈式　プレゼンター： 堀場雅夫賞アワードディレクター　堀場 厚

3 ．来賓紹介

4 ．閉会挨拶： 堀場雅夫賞アワードディレクター　堀場 厚
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４．ポスターセッション : 受賞者の研究内容についてのポスタープレゼンテーション

＜休憩＞

演題 「水素エネルギーの現状と将来展望」
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「カーボンニュートラル社会に向けた水素の利活用に貢献する分析・計測技術」

2022堀場雅夫賞 対象分野

堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

佐藤 勝俊 氏 Dr. Katsutoshi Sato

国立大学法人東海国立大学機構 

名古屋大学 大学院工学研究科 

化学システム工学専攻　

特任准教授

Designated Associate Professor
Department of Chemical Systems, 
Graduate School of Engineering, 
Nagoya University　

原子分解能電子顕微鏡解析で先導する新しい窒素還元サイトのデザイン
Design of novel nitrogen reduction site led by atomic resolution electron microscopy analysis

堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

高橋 康史 氏 Dr. Yasufumi Takahashi

国立大学法人東海国立大学機構

名古屋大学 大学院工学研究科

電子工学専攻　

教授

Professor

Department of Electronics, 

Graduate School of Engineering, 

Nagoya University　

触媒活性サイトの実空間イメージングに資する電気化学セル顕微鏡の開発

Development of scanning electrochemical cell microscopy for real space catalytic imaging

水素の貯蔵・輸送に優れた水素キャリアとしてのアンモニア合成触媒・プロセスは、再生可能エネルギーの有効利用手段として注目さ

れている。高活性な触媒開発のためには、活性点の構造と化学状態を解析して、新しいデザインへとつなげる必要がある。佐藤氏は、

触媒開発において重要な大気非曝露下での収差補正透過型電子顕微鏡と各種分光検出器による観察・分析技術を組み合わせ、触

媒の活性点を原子レベルで直接解析する手法を確立した。佐藤氏の研究は、触媒反応プロセスの技術革新につながる分析・計測技

術として極めて重要である。この手法により、高活性アンモニア合成触媒に必要な窒素還元サイト（活性点）の構造と作用機構を明ら

かにし、さらなる高活性化や非貴金属化を達成するとともに、世界最高レベルの実用的な触媒を複数開発した。開発された分析・解析

法は実際の触媒開発（デザイン）にも適用され、それらがアンモニアの水素キャリアとしての利用拡大と水素流通ネットワークの構築に

つながり、カーボンニュートラル社会構築に貢献すると期待される。

近年の水素需要の増加に伴い、プラチナなどの高価な貴金属に代わる水素の効率的な生成が可能な触媒開発が進められている。その触媒

として注目されている二硫化モリブデン（MoS
2
）は、原子1層分の厚さのナノシートにすることで水素生成の優れた触媒になることが知られてい

る。MoS
2
の触媒能のさらなる向上のためには、触媒のどのような構造が活性に寄与しているかを知る必要があるが、従来の走査型電気化学

顕微鏡では分解能の限界により、触媒能が向上する原理の詳細な理解には至っていない。高橋氏は現象の理解に最適な評価装置として、

分解能を従来の十数μmから20～50 nmへと大幅に向上した世界最高分解能の走査型電気化学セル顕微鏡（SECCM）の開発に成功した。

さらにSECCMを用いた触媒活性部位の可視化（電気化学イメージング）により水素発生反応の効率が良いMoS
2
の構造を明らかにした。また、

このSECCMは触媒自体の改変や劣化部位の特定、水素発生反応以外の触媒についての評価ができることから、光触媒や蓄電材料といった

さまざまな研究への応用が可能であり、今後のエネルギー関連研究への貢献が期待される。
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堀場雅夫賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

中村 崇司 氏 Dr. Takashi Nakamura

東北大学　

多元物質科学研究所　

准教授

Associate Professor

Institute of Multidisciplinary Research 

for Advanced Materials, 

Tohoku University

電気化学に基づく欠陥エンジニアリング技術の開発
Development of electrochemical techniques for defect engineering on advanced energy materials 

カーボンニュートラルの実現に向けて、次世代型蓄電池や燃料電池などの高効率エネルギー貯蔵・変換技術は必要不可欠である。これら

のデバイスを構成するエネルギー機能材料では材料中に存在する格子欠陥※１が機能発現の源となることが知られている。中村氏は、固体

電解質から成る電気化学セル※２を用いて、電量滴定※３により欠陥生成メカニズムを評価する手法を確立し、欠陥がどのように生成し、機能

性にどのような影響を与えるか、その詳細を明らかにした。近年では、上記技術を応用した印加電圧や電気量による欠陥制御技術を開発

し、材料開発に欠陥を積極利用することにも挑戦している。これまでに、蓄電材料への酸素欠陥の導入によりエネルギー密度維持率が飛躍

的に向上することを見出すなどの成果が得られ始めており、新たな材料開発コンセプトの確立とエネルギー機能材料の革新が期待される。

※１ 格子欠陥：結晶性材料における原子配列の乱れ。代表例として、空孔や置換イオン、格子間イオンなどがあげられる。

※２ 電気化学セル：電解質、正極および負極などから構成される電気化学測定用の器具

※３ 電量滴定：電解によりイオンを発生させ、イオンと対象物質の反応が終了するまでに要した電解の電気量を測定することで、対象物質を評価する手法。
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特別賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

髙橋 幸奈 氏 Dr. Yukina Takahashi 　

九州大学　

カーボンニュートラル・エネルギー

国際研究所　

准教授

Associate Professor

International Institute for Carbon-Neutral Energy Research, 

Kyushu University

太陽光をエネルギー源としたプラズモン誘起電荷分離による高効率水素発生システムの開発
Development of Highly Efficient Hydrogen Generation System by Plasmon-Induced Charge Separation Using Sunlight as Energy Source

特別賞 受賞者

受賞研究題目

受賞研究紹介

ヘルゲ・ゼーレン・シュタイン氏 Dr. Helge Sören Stein 　

カールスルーエ工科大学 

ヘルムホルツ研究所 ウルム校　

テニュアトラック教授

Tenure Track Professor 

Institute for Physical Chemistry (IPC) & 

Helmholtz Institute Ulm (HIU) 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

相関分光法と実験室レベルの小規模製造技術を駆使したデータ駆動型材料探索と材料生産技術の確立

Data driven acceleration of materials discovery and upscaling through correlative spectroscopy and lab-scale manufacturing

シュタイン氏は、エネルギーインフラの脱炭素化を実現できる技術を開発するため、電池や電解機器に使用される高信頼性・高効率の材質

の発見プロセスを加速することをめざしている。材質の発見プロセスでは数百の複合材料にて試験を行うため膨大な計測、データ解析及び

試験準備が必要なことから、材質の発見には数か月以上かかることが通例で、材質の発見を加速することは重要な課題である。同氏は、電

気化学エネルギー貯蔵迅速研究プラットホーム（PLACES/R）を開発した結果から材質発見の自動化を実現した。データサイエンスの活用

により材質評価段階においてもデータ解析装置とロボットの自動化を実現している。人工知能（AI）が評価目標や試験パラメーターを調整す

るため、研究者はより深い研究計画やデータ解釈を中心に作業を行うことができる。シュタイン氏が実現できた材質発見の自動化は、エネル

ギー部門の脱炭素化におけるエネルギー材質研究の新世代をもたらすと期待される。　

髙橋氏は、従来よりも安価で安定、かつ高効率な、太陽光による水素発生システムの開発をめざしている。太陽光は総量が大きく有望な資

源であるが、単位面積あたりのエネルギー密度は小さく、供給量が不安定である。そのため、何らかの手段でエネルギーを貯める、その密度

を高めるといった工夫を施すことが、実装においては重要な課題となる。髙橋氏は、金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴（LSPR)※1に

よって、太陽光のエネルギー密度を高めるとともに、金属ナノ粒子と半導体とを組み合わせた時に生じるプラズモン誘起電荷分離（PICS)※2

を用いて、光のエネルギーを電気化学エネルギーに変換し、水素発生システム等に活用しようとしている。半導体は、従来系のn型半導体※3

の代わりにp型半導体※4を用いることで、安定性や電荷分離効率の改善が期待できる。また、金属ナノ粒子の構成金属や結晶面の制御に

よって、反応生成物の選択性向上も見込まれる。本研究は、光エネルギーを高効率かつ安定的に、電気・動力・熱などのエネルギーへ変換

して活用する技術として、エネルギー問題の解決に資すると期待される。 

※1 局在表面プラズモン共鳴（LSPR, Localized Surface Plasmon Resonance)：金属に光を照射した際、特定波長の光エネルギーが、金属ナノ粒子表面近傍の回折　

　　　限界を超えたナノ空間に、時間的・空間的に局在化する現象。理論上は、光エネルギーを数十倍～数百万倍に捕集することが可能。  

※2 プラズモン誘起電荷分離（PICS, Plasmon Induced Charge Separation)：LSPRを示すナノ金属と半導体を組み合わせることにより、共鳴波長の光照射化で、金属

　　　ナノ粒子の電荷が半導体に移動する現象。  

※3 n型半導体：自由電子の移動よって電気伝導が起こる半導体。 

※4 p型半導体：電子の欠損部である正孔（ホール）の移動によって電気伝導が起こる半導体。
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（敬称略、順不同） 

審査委員長 山地 憲治 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構（RITE）理事長　　　　　　　　　　　　　　　　

東京大学名誉教授、グリーンイノベーション戦略推進会議 座長

審査委員 石谷 治 東京工業大学 理学院化学系 教授

広島大学 先進理工系科学研究科 特任教授（兼任）　

カーボン・エネルギーコントロール社会協議会（CanApple）共同代表

石原 達己 九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授

一般社団法人 日本固体イオニクス学会 会長

里川 重夫 成蹊大学 理工学部 教授

一般社団法人 水素エネルギー協会 理事・副会長

Scott Samuelsen
（スコット・サミュエルセン)　

カリフォルニア大学アーバイン校（アメリカ）教授

Mechanical and Aerospace Engineering

水野 裕介 株式会社堀場製作所 ビジネスインキュベーション本部

Alternative Energy Conversionセンター Alternative Energy Conversion部 部長

花木 保成

社内審査委員

海外審査委員

株式会社堀場製作所 ビジネスインキュベーション本部

Alternative Energy Conversionセンター　新エネルギー技術担当マネジャー　

審査委員

■ 特別講演　「水素エネルギーの現状と将来展望」

さ さ き  かずなり

佐々木 一成 氏

 

九州大学 

副学長・主幹教授

水素エネルギー

国際研究センター長

カーボンニュートラルや脱炭素化は、エネルギーの在り方を根底から変えることを迫っている。  

電化、CO
2
回収とともに「水素化」、つまり使ってもCO

2
を排出しない化学的なエネルギー媒体   

「水素」の本格普及がグリーントランスフォーメーション（GX）の鍵となる。本講演では、電気や熱と

並ぶ二次エネルギーとしての水素の位置づけ、代表的な水素エネルギー技術、水素エネルギー

に関する国内外の動向と我が国の戦略、グリーン成長産業として期待される分野、このグリーン

イノベーションの意義と今後の展望について述べる。産学官地域連携の在り方、エネルギー安全

保障への貢献、今後のインフラ整備に向けた政策や法制度についても触れる。

1965年京都市生まれ。1987年東京工業大学工学部卒業、89年同大学院修士課程修了、93年スイス

連邦工科大学（ETH）工学博士。独マックスプランク固体研究所客員研究員を経て10年の在欧後、

1999年九州大学・助教授、2005年教授、11年主幹教授、16年副学長。燃料電池の材料・プロセス研究

などに従事し、水素関連企業などとの産学官連携を進め、九大水素プロジェクトを牽引。現在、資源

エネルギー調査会 水素政策小委員会委員長、アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会委員長、

グリーンイノベーション戦略推進会議WG委員、科学技術・学術審議会 環境エネルギー科学技術委員

会 専門委員、世界自動車技術会（FISITA）Academic Advisory Boardメンバー、日本学術会議連携

会員、JST特任フェローなども務める。






