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【趣旨】
• 科学技術・イノベーションの社会実装の取組としてオープンイノベーションの手法を効果的に実施する
企業・団体・大学等を表彰。

オープンイノベーションをさらに普及させ、我が国の科学技術イノベーション創出を加速

内閣総理大臣賞
科学技術政策担当大臣賞、総務大臣賞、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、
農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞、スポーツ庁長官賞、
日本経済団体連合会会長賞、日本学術会議会長賞 、選考委員会特別賞

【表彰の対象】
• オープンイノベーションの取組で、模範となるようなもの、社会インパクトの大
きいもの、持続可能性のあるものを表彰。

• ロールモデルとして関係機関が連携して積極的な水平展開を推進。

【表彰の種類】
• 政府各省庁の担当分野ごとに大臣表彰、長官表彰をするとともに、経済
団体、学術団体の会長賞の表彰を実施。各賞の中で最も優れたものを内
閣総理大臣賞として表彰。

【審査項目】
1. ［連携の目的］社会的ニーズ等への貢献
2. ［連携の内容］先導性・独創性
3. ［連携の効果］客観的な効果と持続可能性

［選考委員会］
•内閣総理大臣賞及び各賞の受
賞者を決定

［専門委員会］
•表彰機関ごとに審査を実施し、
各賞の受賞候補者を決定

【選考プロセス】

［応募］
•自薦他薦を問わない公募方式

【内閣府ＨＰ】
https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/
prize/index.html
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第4回 日本オープンイノベーション大賞 選考・専門委員会 委員
担当賞 委員氏名・所属

選
考
委
員
会

内閣総理大臣賞及び
各賞の受賞者を最終決定

入山 章栄 早稲田大学ビジネススクール（大学院経営管理研究科） 教授
各務 茂夫* 東京大学 大学院工学系研究科 教授

産学協創推進本部 副本部長（兼務）日本ベンチャー学会会長
谷本 有香 Forbes JAPAN Web編集部 編集長
野々村 健一 IDEOマネジング・ディレクター兼共同代表
向井 千秋 東京理科大学 特任副学長

専
門
委
員
会

科学技術政策担当大臣賞
各務 茂夫 東京大学 大学院工学系研究科 教授

産学協創推進本部 副本部長（兼務）日本ベンチャー学会会長
西村 真里子 株式会社HEART CATCH 代表取締役
林 千晶 株式会社ロフトワーク 代表取締役

総務大臣賞
浅見 徹 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長
吉井 博明 東京経済大学 名誉教授
西村 真里子 株式会社HEART CATCH 代表取締役

文部科学大臣賞
西村 訓弘 三重大学大学院地域イノベーション学研究科 教授
村山 英樹 株式会社地球快適化インスティテュート 代表取締役社長
西村 真里子 株式会社HEART CATCH 代表取締役

厚生労働大臣賞
楠岡 英雄 独立行政法人国立病院機構 理事長
福井 次矢 学校法人東京医科大学 東京医科大学茨城医療センター 病院長
津嶋 辰郎 株式会社INDEE Japan 代表取締役マネージングディレクター

農林水産大臣賞
尾関 秀樹 (公社)農林水産・食品産業技術振興協会 専務理事
篠崎 聡 株式会社前川総合研究所 代表取締役
津嶋 辰郎 株式会社INDEE Japan 代表取締役マネージングディレクター

経済産業大臣賞
松田 修一 ウエルインベストメント株式会社 取締役会長

早稲田大学 名誉教授
松本 毅 (一社)Japan Innovation Network 常務理事
斎藤 祐馬 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 代表取締役社長

（順不同、敬称略）

＊：主査
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第４回 日本オープンイノベーション大賞 専門委員会 委員
担当省 委員氏名・所属

専
門
委
員
会

国土交通大臣賞
石田 東生 筑波大学 名誉教授
磯部 雅彦 高知工科大学 学長
津嶋 辰郎 株式会社INDEE Japan 代表取締役マネージングディレクター

環境大臣賞
岡崎 誠 (一社)国際環境研究協会 環境研究総合推進費

プログラムアドバイザー
亀山 秀雄 独立行政法人環境再生保全機構 プログラムオフィサー
林 千晶 株式会社ロフトワーク 代表取締役

スポーツ庁長官賞
平地 大樹 プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社 代表取締役
久木留 毅 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター センター長
西村 真里子 株式会社HEART CATCH 代表取締役

日本経済団体連合会会長賞
永里 善彦 創造科学研究所 代表
高木 真人 (公社)日本工学会 理事
斎藤 祐馬 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 代表取締役社長

日本学術会議会長賞
佐野 正博 明治大学経営学部教授
仁科 弘重 愛媛大学学長
北川 尚美 東北大学大学院工学研究科教授
津嶋 辰朗 株式会社INDEE Japan 代表取締役マネージングディレクター

（順不同、敬称略）



【参考】 日本オープンイノベーション大賞 各大臣賞・長官賞・団体賞について
賞名 対象

内閣総理大臣賞 極めて顕著な取組等が認められる個人又は団体

科学技術政策担当大臣賞
民間事業者、大学、研究機関等と連携し、社会変革を先導するための課題に関す
る先端的研究を行い、将来の事業化まで取り組む若手研究者等であって、特に顕著
な取組等が認められる個人

総務大臣賞 情報通信技術及び消防防災技術の振興の視点から、特に顕著な取組等が認めら
れる個人又は団体

文部科学大臣賞 科学技術・学術の視点から、特に顕著な取組等が認められる個人又は団体

厚生労働大臣賞 医薬品・医療機器等関連産業の振興の視点から、特に顕著な取組等が認められる
個人又は団体

農林水産大臣賞 農林水産業及び関連産業の振興の視点から、特に顕著な取組等が認められる個人
又は団体

経済産業大臣賞 鉱工業の科学技術の振興の視点から、特に顕著な取組等が認められる個人又は団
体

国土交通大臣賞 国土交通分野における科学技術の振興の視点から、特に顕著な取組等が認められ
る個人又は団体

環境大臣賞 地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全の視
点から、特に顕著な取組等が認められる個人又は団体

スポーツ庁長官賞 スポーツ分野における科学技術・学術の振興の視点から、特に顕著な取組等が認め
られる個人又は団体

日本経済団体連合会会長賞 産業界の視点から、特に顕著な取組等が認められる個人又は団体
日本学術会議会長賞 学術の視点から、特に顕著な取組等が認められる個人又は団体
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