
◇ ◇ 受賞候補者募集等 ◇ ◇

──第 15 回（平成 30 年度）日本学術振興会賞──

対象分野 人文学・社会科学及び自然科学にわたる全分野
対象者 国内外の学術誌等に公表された論文，著書，その他の研究業績により学術上特に優れた成果を上げたと認められ

る者のうち，平成 30 年 4 月 1 日現在以下の条件を満たす者．
1. 45 歳未満であること
2. 博士の学位を取得していること（博士の学位を取得した者と同等以上の学術研究能力を有する者を含む．）
3. 外国人の場合は推薦時点において我が国で 5年以上研究者として大学等研究機関に所属しており，今後も
継続して我が国で研究活動を予定していること

授 賞 授賞数は 25 件程度．受賞者には，副賞として研究奨励金 110 万円を贈呈．
受付期間 平成 30 年 4 月 6 日（金)～11 日（水）必着
問合先 日本学術振興会研究者養成課「日本学術振興会賞」担当

TEL〔03〕3263-0912，FAX〔03〕3222-1986
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/

──第 18 回（平成 30 年度）材料科学技術振興財団山崎貞一賞──

授賞対象者：①論文の発表，特許の取得，方法・技術の開発等を通じて，実用化につながる優れた創造的業績を上げて
いる人（複数人可．総計 3 名以内）．②誠実な人間性のある人．③候補者の国籍は問わず，日本国内にお
いて業績をあげた人．④過去に応募されたことのある人でも再応募可．

授賞対象分野：(1) 材料，(2) 半導体及び半導体装置
応募締切：平成 30 年 4 月 30 日（月）
件数及び賞金：各分野それぞれに賞状及び賞金 300 万円
問合先 材料科学技術振興財団 山崎貞一賞事務局

TEL〔03〕3415-2200，FAX〔03〕3415-5987，prize@mst.or.jp http://www.mst.or.jp/prize/

──2018 年度大川賞・大川出版賞──

●大川賞
表彰対象 情報・通信分野における研究，技術開発及び事業において，顕著な社会的貢献のあった方，原則として

日本人の研究者，海外の研究者各 1名を表彰する．
表彰内容 賞状並びに副賞（金メダル，賞金 1,000 万円）

●大川出版賞
表彰対象 情報・通信分野に関して技術の発展及び社会的啓蒙に貢献のあった優れた図書（2015 年 1 月 1 日以降に

発刊されたもの）．原則として数件程度を表彰．（著者は原則として個人とするが，数名に限り共著も認める．）
表彰内容 著者に対して賞状並びに副賞（銀メダル，賞金 100 万円）．また，出版社に対して賞状及び賞牌を贈呈．

応募締切 平成 30 年 5 月 11 日（金）必着
問合先 大川情報通信基金

TEL〔03〕3556-6028，FAX〔03〕3288-2280 okawa-foundation@nifty.com
http://www.okawa-foundation.or.jp/



──2018 年度 大川情報通信基金 研究助成──

対象分野 情報・通信分野において，独創性のある，先進的又は社会的に有用な調査・研究について助成を行います．
①基礎分野 ②通信・インターネット分野 ③コンピュータシステム分野 ④人工知能分野 ⑤バイオ分野
⑥応用分野 ⑦人文・社会科学分野において，広く情報通信技術の高度化や応用，社会への普及等に寄与す
る調査・研究を支援致します．

金額 1件あたり 100 万円
助成対象 日本国内の情報・通信分野に関連する研究機関，教育機関に所属する研究者
応募締切日 平成 30 年 5 月 11 日（金）必着
問合先 大川情報通信基金

TEL〔03〕3556-6028，FAX〔03〕3288-2280
http://www.okawa-foundation.or.jp/

──KDDI 財団表彰及び助成プログラム──

◇KDDI Foundation Awards 2018
KDDI 財団は，ICT が拓く豊かな未来社会の実現を目指し，「ICT の普及・発展，グローバル化，ICT を利活用した

社会的課題の解決に貢献する優れた業績」を表彰します．
対 象 分野：技術，産業，制度，社会，文化，医療等広範囲の研究

年齢：2019 年 3 月 31 日時点で 45 歳以下であること
採択件数及び副賞金 KDDI Foundation Awards 2 件，200 万円／件，KDDI Foundation 奨励賞 2件 50 万円／件
締切日 2018 年 6 月 30 日（土）
問合先 公益財団法人KDDI 財団 助成業務部

grant@kddi-foundation.or.jp http://www.kddi-foundation.or.jp/award/
◇調査研究助成
助成対象 ICT が拓く豊かな未来社会をテーマとし，ICT の普及・発展，グローバル化，ICT を利活用した社会的課

題の解決に寄与する調査，研究（技術，産業，制度，社会，文化等）．申請者は日本の大学，高専，研究機
関に属する研究者，ポスドク，大学院生とし，個人の場合は調査研究者本人，グループの場合は代表者．
ただし，通信事業者等の本来業務に該当するものは対象外．

助成期間 2019 年 4 月以降に開始され，2022 年 3 月までに終了の研究
助成金額及び件数 1件当たり 300 万円まで，15 件程度（ただし大学院生は 100 万円まで）．今年度は，当財団設立 10

周年記念として別途「特別助成」を設ける．
問合先 公益財団法人KDDI 財団 助成業務部

grant@kddi-foundation.or.jp http://www.kddi-foundation.or.jp/support/
◇国際会議開催助成
助成対象 情報通信の普及・発展に寄与する国際会議．ただし，通信事業者等の本来業務に該当するものは対象外．
対象期間 2019 年 4 月から 2020 年 6 月末日までに開催されるもの
助成金額及び件数 1件あたり 80 万円まで，2 件程度
募集期間 2018 年 7 月 2 日（月)～6日（金）
問合先 公益財団法人KDDI 財団 助成業務部

grant@kddi-foundation.or.jp http://www.kddi-foundation.or.jp/support/



──平成 30 年度東レ科学技術賞及び東レ科学技術研究助成──

東レ科学振興会から本会宛てに上記候補者の推薦依頼がありましたのでお知らせ致します．なお，東レ科学振興会内
の選考において国家的な賞を既に受けている場合は，東レ科学技術賞の授賞対象外となるようですので念のため申し添
えます（例えば文化勲章，学士院賞など）．
東レ科学技術賞 候補者の対象 本会に関する分野で，下記に該当する方．

(1)学術上の業績が顕著な方 (2)学術上重要な発見をした方 (3)効果が大きい重要な発明をした方 (4)技術
上重要な問題を解決して，技術の進歩に大きく貢献した方，1 件につき賞状，金メダル及び賞金 500 万円（2
件以内）

東レ科学技術研究助成 候補者の対象 本会に関する分野で国内の研究機関において自らのアイデアで萌芽的研究に従
事しており，かつ今後の研究の成果が科学技術の進歩，発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究
者．（原則として推薦時 45 才以下）総額 1億 3,000 万円，1 件最高 3,000 万円程度まで計 10 件程度．

本会からの候補者推薦可能件数 東レ科学技術賞 2件以内
東レ科学技術研究助成 2件以内

推薦方法 所定の用紙に必要事項記載の上，平成 30 年 8 月 17 日（金）までに本会事務局会員サービス部調査課宛て提
出のこと．本会からの推薦候補者は理事会で選考し会長名で推薦します．所定の用紙送付希望は上記調査課宛
て返信用アドレス（そのまま貼れる形で）を明記の上郵送または FAX で申し出るか，下記 HP からダウン
ロード（6月中旬から可）して下さい．

問合先 東レ科学振興会
TEL〔03〕6262-1655・1656，FAX〔03〕6262-1901
http://www.toray.co.jp/tsf/index.html


