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令和３年度 

公益財団法人 永井科学技術財団 助成事業 

募集要領（詳細） 

 

 

 

１．永井科学技術財団賞 ・学術賞 ・技術賞 ・奨励賞 

２．永井科学技術財団 奨励金 
・研究 ・共同研究 ・革新的融合技術 

・特定課題研究（超スマート社会研究、カーボンニュートラル研究） 

・モノづくり試作 

３．永井科学技術財団 助成金 
・国際交流 ・大学院生海外研修 ・科学技術育成教育 ・企業化支援 

 

 

 

前期募集；令和３年４月１日～５月７日  ※本年度は終了しました。 

     ☆ 永井科学技術財団 助成金（科学技術育成教育、企業化支援） 
※ 本年度は渡航禁止環境のため“国際交流助成金”、“大学院生海外研修助成金”の募集を 

中止します。 

 

後期募集；令和３年９月１０日～１１月１２日 

     ☆ 永井科学技術財団賞 

☆ 永井科学技術財団 奨励金 

     ☆ 永井科学技術財団 助成金（科学技術育成教育） 

 

ご注意；助成内容によって応募期間が異なります。 
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１．助成事業の目的 

   素形材分野、これに関連する分野又はこれを他の産業へ応用する科学技術（以下これらを

「当該科学技術」という）に関する学術研究、技術開発、国際交流、講演会、発表会、展示

会等に対する助成および科学技術全般の育成教育に対する助成を行うことにより、学術及び

科学技術の振興と社会経済の発展に寄与することを目的としています。 

  ※「素形材」とは 

     素材に熱や力を加えて形が与えられた部品や部材のことをいいます。素材には金属、

石材、ゴム、ガラス、プラスチック、ファインセラミックス、複合材料などがあり、そ

れらに形を与えるには鋳造、鍛造、プレス、粉末冶金など様々な加工法が使われます。 

 

２．助成事業の内容 

   愛知県内の大学、研究機関、中小企業の若手研究者・技術者および団体を対象に以下の 

事業を行います。 

  （１）当該科学技術に関する学術研究、技術開発および国際交流に対する助成 

  （２）当該科学技術に関する講演会、発表会、展示会等に対する助成 

  （３）科学技術全般に関する育成教育に対する助成 

  （４）その他この財団の目的を達成するために必要な助成事業 

 

３．募集分野 

  （１）素材の創製に関する新たな研究 

【金属、有機材料、無機材料、複合材料など】 

  （２）素材を成形・加工する方法に関する新たな研究 

【鋳造、鍛造、プレス、粉末冶金、３Ｄ造形など】 

  （３）素材、成形品、加工品への機能付加技術に関する新たな研究 

      【改質、表面処理、接合、造粒、微粒化など】 

  （４）素形材技術の融合（応用・活用）によりさらなる技術革新につながる研究 

      【エネルギー、環境、カーボンニュートラル、AI、ロボット、CASE 関連など】 
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４．助成内容 

４－１．永井科学技術財団賞 

 （１）学術賞 

     大学、研究機関等が実施する素形材に関わるアカデミックかつオリジナルな研究を実

施して顕著な成果を挙げた若手研究者（30～40 歳台）に対し、更なる研究成果を期待し

て表彰し賞金を贈呈します。 

 （２）技術賞 

     大学、研究機関、民間企業が素形材に関わるプラクティカルかつオリジナルな技術開

発を実施して顕著な成果を挙げた若手開発者（30～40 歳台）に対し、当該技術の産業界

への貢献を期待して表彰し賞金を贈呈します。 

 （３）奨励賞 

     学術賞、技術賞に次ぐ優れた研究開発であると認められる成果を挙げた若手研究者お

よび開発者（30～40 歳台）に対し、表彰し賞金を贈呈します。 

４－２．奨励金 

 （１）研究奨励金 

     将来顕著な成果が期待できる素形材に関わる研究開発テーマを実施する若手研究者お

よび開発者（45歳以下※申請時）に対し、奨励金を贈呈します。 

 （２）共同研究奨励金 

     将来顕著な成果が期待できる素形材に関わる研究開発テーマを実施する共同研究グル

ープに対し、奨励金を贈呈します。 

     愛知県内の研究機関を主体とし県外の共同研究者を含む研究グループが対象です。研

究者の役割分担を明確にしてリーダーを含め４名以内（45歳以下※申請時）で申請くださ

い。 

 （３）革新的融合技術奨励金 

     特に素形材技術と他分野技術との融合（応用・活用）に特徴がある革新的発想の研究

テーマのうち、将来の成果が期待できる若手研究者および開発者（45 歳以下※申請時）に対

して奨励金を贈呈します。 

 （４）特定課題研究奨励金 

   ① 超スマート社会研究奨励金 

     内閣府が提唱する Society5.0※1及び「超スマート社会」、「モビリティ社会」の実現に

寄与する AI、IoT、Robot、CASE、MaaS、３D-Print などに関わる研究開発を支援するた

めに奨励金を贈呈します。研究期間３年以内のテーマが対象です。（45歳以下※申請時） 

       ※1 Society5.0 ； サイバー(仮想)空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより経済発展と   

社会的課題解決を両立する社会 

   ② カーボンニュートラル研究奨励金 

     脱炭素社会「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」の実現に向けたカーボン

ニュートラル研究（カーボンリサイクル、ゼロエミッション、再生可能エネルギーな

ど）を支援するために奨励金を贈呈します。研究期間３年以内のテーマが対象です。 

（45 歳以下※申請時） 
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（５）モノづくり試作奨励金 

     研究開発の成果を形にするための試作費用を支援します。愛知県内の大学、研究機関

に加え工科高等学校、高等専門学校の個人やグループが対象です。 

４－３．助成金 

 （１）国際交流助成金 ※本年度は渡航禁止環境のため募集を中止します。 

     海外に赴き素形材に関わる研究発表、調査研究活動、ダイバーシティ推進活動を行う

研究者（40 歳以下※申請時）に対し、その活動を支援するために渡航費用等を助成します。 

 （２）大学院生海外研修助成金 ※本年度は渡航禁止環境のため募集を中止します。 

     素形材に関わる研究を行う大学院生の海外研修、海外国際会議での研究発表に対し、

その活動を支援するために渡航費用等を助成します。 

 （３）科学技術育成教育助成金 

     次世代を担う青少年を対象に化学技術に関する教育活動、ダイバーシティ推進活動を

支援する団体に対し、その活動を支援するめに助成します。 

 （４）企業化支援助成金 

     素形材に関わる事業に挑戦する若手のスタートアップ起業家を支援する団体に対し、

その活動を支援するために助成します。 

 

５．助成規模 

   令和３年度（2021 年度）助成費予算額   ２,１００万円 

  

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討課題 

分野 脱炭素技術 克服課題 

発電 

再エネ 発電コスト低減 

原子力 安全性 

水素発電 水素専焼火力技術開発、 インフラ整備 

アンモニア発電 アンモニア専焼火力技術開発 

燃料（熱） 

電化 産業用ヒートポンプ開発、 オール電化、 ZEH、 ZEB 

水素化（メタネーション） ※2 水素バーナー技術開発、 燃料電池コスト低減、 大型メタネーション設備開発 

アンモニア化 アンモニアバーナー技術開発 

合成燃料 量産設備開発、 コスト低減 

製造プロセス 
人工光合成 高効率技術開発（光触媒）、 コスト低減 

CO2 吸収材料 CO2 吸収金属・無機材料（コンクリート）開発 

運輸 
EV コスト低減、 インフラ整備、 次世代電池開発、 充電時間短縮 

FCV コスト低減、 インフラ整備、 水素コスト低減 

炭素除去 
DACCS ※3 エネルギー消費量低減、 コスト低減 

植林 環境影響、 維持管理 

※2 メタネーション ； 水素と二酸化炭素から天然ガスの主成分であるメタンガスを合成する技術 

※3 DACCS ； Direct Air Capture and Storage （直接大気回収・貯蔵） 
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６．応募資格 

 （１）愛知県内の専門学校、大学、研究機関、企業、団体に属する個人またはグループ 

     ※ 一部奨励金は工科高等学校、高等専門学校を含む 

 （２）共同研究奨励金は愛知県内の研究機関を主体とし県外の共同研究者を含む研究グループ 

 （３）大学院生海外研修助成金は愛知県内の大学の大学院修士課程、博士課程の学生 

 （４）所属機関長の推薦が得られること 

 （５）年齢制限は“４．助成内容”に記載の年齢記述に従う 

 （６）その他注意事項 

    ① 過去に財団賞を受賞した方は応募できません。 

    ② 以下は助成後５年未満の方は応募できません。 

      ・研究奨励金  ・共同研究奨励金  ・国際交流助成金 

・大学院生海外研修助成金 

    ③ 大学院生海外研修助成金には企業からの派遣および海外から国費留学している大学院

生は応募できません。また、同一専攻研究室からの複数の応募はご遠慮ください。 

 

７．応募手続 

 （１）応募期間 

① 前期募集  ２０２１年４月１日～５月７日 ※本年度は終了しました。 

助成金【科学技術育成教育、企業化支援】 

    ② 後期募集  ２０２１年９月１０日～１１月１２日 

永井科学技術財団賞【学術賞、技術賞、奨励賞】 

奨励金【研究、共同研究、革新的融合技術、特定課題研究（超スマー

ト社会研究、カーボンニュートラル研究）、モノづくり試作】 

            助成金【科学技術育成教育】 

（２）応募方法  所定の申請様式に必要事項を記入し、締切り期日までに当財団事務局宛て

に E-Mail でお送りいただくと同時に原本を郵送ください。 

          ※ 当財団ホームページに申請様式（ＰＤＦ）を掲載 

                    ※ Microsoft Word 形式の申請様式を希望される方は、事務局まで直接 

ご依頼ください 

 （３）申請書類、添付資料 

    ① 永井科学技術財団賞【学術賞、技術賞、奨励賞】 

      ・申請様式【１】 

      ・内容を説明する研究論文等１編 

    ② 奨励金【研究、共同研究、革新的融合技術、特定課題研究（超スマート社会研究、 

カーボンニュートラル研究）、モノづくり試作】 

      ・申請様式【２】 

      ・研究開発の内容が理解できる資料（計画書など） 
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    ③ 国際交流助成金  ※本年度は渡航禁止環境のため募集を中止します。 

      ・申請様式【３】 

      ・国際交流の内容が理解できる資料 

    ④ 大学院生海外研修助成金  ※本年度は渡航禁止環境のため募集を中止します。 

      ・申請様式【４】 

      ・海外研修の内容が理解できる資料 

    ⑤ 科学技術育成教育助成金 

      ・申請様式【５】 

      ・育成教育事業の内容が理解できる資料 

    ⑥ 企業化支援助成金  ※本年度は終了しました。 

      ・申請様式【６】 

      ・企業化への事業内容が理解できる資料 

 

８．審査 

   外部学識経験者から成る選考委員会により申請書類を審査し、理事会にて決定します。 

 

９．採否通知と公表 

前期・・・２０２１年６月中旬    後期・・・２０２２年２月下旬 

   採否は当財団理事長より申請者に文書で通知します。採択テーマについては当財団ホーム

ページで氏名、所属、研究テーマ等を公表します。 

 

１０．助成金の交付 

   ・永井科学技術財団賞、奨励金、助成金（後期募集分） 

     ２０２２年３月（予定）の贈呈式にて表彰、交付します。 

   ・助成金（前期募集分） ※本年度は終了しました。 

     ２０２１年６月中旬の採択後、個別に交付します。 

 

１１．申請書類の提出先、連絡先 

［事務局］ 

    〒450-6424 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号 

          新東工業株式会社内 

    公益財団法人 永井科学技術財団 事務局 

    電話 (052)582-9211  FAX (052)586-2279 

    E-Mail nagaizaidan@sinto.co.jp 

 


