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幅広い分野を通覧できる

●日本のビジネスやものづくりを支える研究・技術開発に
関する賞の内容を収録した事典です。起業・経営から科
学技術の基礎研究、製造業・環境関連・IT・映像技術
など産業各分野まで、幅広い109賞を収録しています。

概要と全受賞者情報を掲載

●主催者、設立の経緯、選考基準、選考委員、URLなど
各賞の概要と創設以来歴代の全受賞記録を掲載してい
るので、賞の全貌がわかります。

●「受賞者名索引」付き。

技術の進歩や産業の発達に寄与した人や団体を
表彰するために創設された賞を網羅

ビジネス支援、
産学連携のための
基礎資料に最適

9784816923258

渋沢栄一賞、日本カー・オブ・ザ・イヤー、ふるさとイベント大賞など主要109賞

ビジネス・技術・産業の賞事典ビジネス・技術・産業の賞事典

【収録賞例】

■経済・経営
医療経済賞／エコノミスト賞／グッドカンパニー大賞／
経営者賞／経済界大賞／財界賞／渋沢栄一賞／女性起業
家大賞／高橋亀吉記念賞／中小企業研究奨励賞／日本イ
ノベーター大賞／毎日経済人賞　　　　　　　　…など

■科学・技術
明日への環境賞／岩谷直治記念賞／エネルギー・資源学
会技術賞／大河内賞／環境技術賞／国土技術開発賞／新
機械振興賞／中小企業優秀新技術・新製品賞／独創性を
拓く先端技術大賞／日本産業技術大賞／日本バイオベン
チャー大賞／日本ロボット学会賞／パピルス賞　 …など

■農林水産業
漁業経済学会賞／漁船協会賞／森林技術賞／日本草地学
会賞／日本農学賞／日本農業研究所賞／日本森林学会賞
／農業機械学会賞／林木育種賞　　　　　　　　…など

■製造業
アジアデジタルアート大賞／市川賞／エコ＆アート　ア
ワード／機械工業デザイン賞／キッズデザイン賞／グッ
ドデザイン賞／ロボット大賞／ＪＩＡ環境建築賞／ＪＷ
ＤＡ　ＷＥＢデザインアワード／自動車技術会賞／素形
材産業技術賞／日本カー・オブ・ザ・イヤー／日本建築学
会賞／日本塗装技術協会賞／日本品質奨励賞／発明大賞
／光・量子エレクトロニクス業績賞　　　　　　…など

■通信・サービス
朝日社会福祉賞／映像技術賞／Ｃ＆Ｃ賞／ソフトウェア
・プロダクト・オブ・ザ・イヤー／電気通信協会賞／日
経地域情報化大賞／技術開発賞／日本放送文化大賞／ふ
るさとイベント大賞　　　　　　　　　　　　　…など

●音楽に関する主要161賞を収録

音楽の賞事典� A5・950頁　定価（本体18,800円＋税）
� ISBN978-4-8169-2280-0　2010.10刊

●映画に関する主要101賞を収録

映画の賞事典� A5・720頁　定価（本体18,800円＋税）
� ISBN978-4-8169-2223-7　2009.12刊

●児童に関する284賞を収録

児童の賞事典� A5・760頁　定価（本体15,000円＋税）
� ISBN978-4-8169-2197-1　2009.7刊
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『ビジネス・技術・産業の賞事典』内容見本

096　日経地球環境技術賞
　経済成長と地球環境保護の調和に資することを目的として , 平成 3 年に創設された。
人類が 21 世紀にも繁栄を続けていくために欠かせない地球環境科学や保全技術の進歩
に貢献した個人や研究グループに贈られる。

【主催者】日本経済新聞社
【選考委員】委員長：茅陽一（地球環境産業技術研究機構副理事長）, 審査委員：新井

民夫（東京大学大学院教授）, 佐和隆光（滋賀大学学長）, 鈴木基之（放送大学教授）,
土肥義治（理化学研究所理事）, 永田勝也（早稲田大学環境総合研究センター所長）,
中西準子（産業技術総合研究所安全科学研究部門長）, 山根一眞（ノンフィクショ
ン作家）, 鷲谷いづみ（東京大学大学院教授）

【選考方法】公募（自薦 , 他薦不問）
【選考基準】〔対象〕地球環境の保全のための実態把握 , 影響評価 , 対策技術などで優れ

た成果をあげた個人や研究グループ。〔基準〕研究の独創性 , 実現性 , 影響度など
【締切・発表】第 12 回の場合「日本経済新聞」「日経産業新聞」紙上に募集告知 ,6 月

20 日締切 ,9 月下旬両紙上に発表
【賞・賞金】最大 6 件を表彰。そのうち最優秀賞として、最大 3 件を選び、表彰状と賞

金 100 万円を授与。他は「優秀賞」とし、表彰状と記念品（ブロンズ像）授与。最
優秀賞の中で、特に優れた成果には「大賞」（賞金 200 万円）授与。

【URL】http：//www.nikkei-events.jp/chikyu-kankyo

第 1 回（平 3 年）
◇大賞

忠鉢繁（気象研究所主任研究官）　南極上空
のオゾン減少を発見 , 世界で最初に報告

◇環境技術賞
安成哲三（筑波大学地球科学系助手）　地球

気候システムにおけるモンスーン・エルニ
ーニョ結合系を解明

森田知二（三菱電気材料デバイス研究所主幹）
　磁気ディスクを中心とした高温超純水洗
浄・乾燥方式の実用化

第 2 回（平 4 年）
松下電池工業・無水銀アルカリ乾電池研究開

発グループ）　無水銀アルカリ乾電池の開
発

国立環境研究所オゾン層研究グループ）　オ
ゾン観測用レーザーレーダーの開発とオゾ
ン層破壊メカニズムの実証研究

門村浩（東京都立大学理学部教授）　西アフ
リカ・サハラ南縁地帯における環境変動と
砂漠化に関する研究

第 3 回（平 5 年）
◇大賞

田中正之（東北大学理学部教授）　日本にお
ける CO2 濃度の長期及び広域観測ともそ
れにもとずく CO2 循環の研究

◇環境技術賞

尾上守夫（リコー副社長）コピー用紙リサイ
クル技術開発グループ　コピー用リサイク
ル技術

桜井武一（技術開発本部技術研究所長）　東
京電力 EV 研究会　高性能電気自動車「IZA」
の開発

第 4 回（平 6 年）
◇大賞

森田恒幸（国立環境研究所総合研究官）松岡
譲（京都大学助教授）AIM 開発グループ　
アジア太平洋地域における地球温暖化対策
分析のための総合モデル（AIM）の開発

◇環境技術賞
深尾昌一郎（京都大学超高層電波研究センタ

ー教授）　MU レーダーグループ　MU レ
ーダーの開発及びそれを用いた大気環境リ
モートセンシング法の確立と国際化の推進

向後元彦（「砂漠に緑を」代表）　地球レベル
で応用可能なマングローブ植林技術の開発

第 5 回（平 7 年）
◇大賞

陽捷行（国際農業水産業研究センター環境資
源部部長）　農林水産省農業生態系メタン
研究グループ　農業生態系から放出される
メタンの発生機構解明と発生量の評価およ
び制御技術

096　日経地球環境技術賞 科学・技術

第1回（平14年）
◇最優秀賞

藤田敏子（クック・チャム代表取締役社長）
　お惣菜の製造・販売の直営・FC展開

◇スタートアップ部門（創業5年未満）
●優秀賞

志村薫（RAYFIX（レイフィックス）代表）
おもてなしの心を形にしたブライダルプロ
デュース

第2回（平15年）
◇最優秀賞

小宮山真佐子（ウォーブンハーツ代表取締
役）　認定保育園の運営・保育所の運営受
託業務,人材発掘コンサルティング業務

◇スタートアップ部門（創業5年未満）
●優秀賞

堀木エリ子（堀木エリコ＆アソシエイツ代表
取締役）　和紙作品製作・販売,内装仕上
げ工事業,和装インテリア,和紙素材開発

●奨励賞
　池田治子（エコトラック代表取締役）　一

025　女性起業家大賞
女性の視点で革新的・創造的な企業の創業や経営を行い , 事業を成功させている女性
起業家を顕彰し , 督励・支援する。

【主催者】日本商工会議所；全国商工会議所助成連合会
【選考委員】全国商工会議所女性会連合会役員・日本商工会議所役員、学識経験者等
【選考方法】公募
【選考基準】〔対象〕創業期（創業から 10 年未満）の女性経営者で , 日々 , 経営革新・

創意工夫に果敢に取り組み , 他の女性経営者の範となる企業経営・事業展開・事業
発展等に実績を挙げている人物。グロース（Growth）部門（創業から 5 年以上 10
年未満）とスタートアップ（Start　up）部門（創業から 5 年未満）がある。〔応募
規定〕所定の「応募用紙」により , 各地商工会議所女性会を通じて応募する。自薦・
他薦は問わない。添付書類は ,1 次審査：会社・事業に関する資料（会社案内・パ
ンフレット , 報道記事等。コピー可）。2 次審査：（1 次審査通過後）直近の営業報
告書（貸借対照表 , 損益計算書もしくは , 確定申告書のコピー）

【締切・発表】（第 9 回）平成 22 年 5 月 31 日応募締切 ,10 月 16 日表彰
【賞・賞金】最優秀賞（商工会議所会頭賞→日本商工会議所会頭賞）1 名：表賞状・

副賞 20 万円 , 優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）2 名：表賞状・副賞
10 万円 , 奨励賞（全国商工会議所女性会連合会企画調査委員長賞）4 名：表賞状・
副賞 5 万円 , 特別賞（「女性起業家大賞」審査委員会委員長賞など）若干名：表賞
状

【URL】http：//joseikai.jcci.or.jp/

025　女性起業家大賞  経済・経営

第 9 回（平 22 年）
◇最優秀賞

阪本惠子（ビッグバイオ代表取締役）　納豆
菌群を利用した水質浄化ブロックのオンリー
ワン商品の開発

◇スタートアップ部門
●優秀賞

大塚玲奈（エコトワザ代表取締役社長）　エ
コ商材を持つ中小企業の , 情報発信・販売・
コンサルティングで世界のかけ橋

●奨励賞
石田友子（愛心援助サービス 2 人 3 脚代表取

締役）　医療連携で , 一対一の寄り添う介護

中村文妃子（マミードルチェ代表取締役）　
食物アレルギーの子供たちに , 冷凍パンで
家族皆で食べられる喜びを提供

●特別賞
乾由香（ナンクルナイサァーケアネット代表

取締役）　障害福祉サービスに力を入れ , 笑
顔いっぱい社会づくりで成功

佐伯明香（阿蘇デザインファーム代表取締役）
　女性ならではの視点で食育や環境問題を
取り入れた体験農業

◇グロース部門

国内の各分野の賞から
幅広い109賞の

全受賞データを掲載

賞について
解説と概要

創設以来の
受賞者


