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「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」創設趣意
テクノオーシャン・ネットワーク
（TON）
では、岡村健二氏のご遺志を継ぐ事業
の一つとして、ご遺族のご芳志をいただき、同氏が所属されていた三菱重工業
株式会社のご厚意のもと、2010年に
「海のフロンティアを拓く岡村健二賞」
を
創設いたしました。
故岡村健二氏は、日本の海洋開発について、先行的・共通的技術開発の必要
性、重要性を強調され、海洋科学技術センター
（現JAMSTEC）
の設立および初
代理事の一人として機器開発や深海研究の実施に積極的に取り組まれました。
これは国家プロジェクトである有人潜水艇
「しんかい2000」
や
「しんかい6500」
の実現につながりました。また、海洋技術の先進国である米国を目標にわが国
の海洋工学の向上に腐心され、わが国の海洋関係者に米国の技術レベルとわ
が国のそれとをしっかり認識することの重要性を常に考えられ、米国で毎年開
催される海洋国際コンベンションであるOCEANSやROV International
（現
Underwater Intervention）
等を日本に誘致することを考えておられました。
その夢は、岡村氏が物故された後、ようやく2004年にNOAA長官を基調講演
に招いたTechno-Ocean / OCEANS 2004として実現したわけです。また、
同氏は、技術者として世界トップクラスの高速ディーゼル機関を開発、完成させ
たディーゼル機関の国際的権威者でもあります。
このように、技術者として常に新しい技術への挑戦を続け、国際的視野に立
ち、先見の明をもたれた岡村健二氏は、海洋立国日本の発展のためにご活躍さ
れ、多大なるご貢献をされました。
そこで、TONでは、2010年のTechno-Ocean開催を機に、岡村健二氏の社
会的功労を偲び、学術的功績を讃え、
「 海のフロンティアを拓く岡村健二賞」
を
創設し、同氏の遺志を継ぐわが国の若い研究者・技術者に対して、
これを贈呈す
ることといたしました。
岡村健二氏

プロフィール

大正元年12月8日長岡市にて出生。昭和9年東京帝国大学工学部卒業後、同
年三菱航空㈱入社。昭和39年社名改称により三菱重工業㈱転籍。本社技術本
部技術管理部長、同社技術本部長代理等の要職を経た後、昭和62年1月まで同
社技術本部顧問。昭和39年5月より菱日エンジニアリング㈱取締役、三菱開発
㈱常務取締役、菱和海洋開発㈱取締役社長を歴任。昭和46年海洋科学技術セ
ンター理事、昭和61年同顧問。昭和50年国際海洋資源工学委員会
（ECOR）
会
長。昭和26年米国Naval Academyから
「舶用高性能ディーゼル機関の開発」
でPhDを授与。昭和30年紫綬褒章、昭和55年第一回MTS国際賞、昭和58年勲
三等瑞宝章、昭和62年国際燃焼機関会議ゴールドメダルなどを受賞。平成元
年1月15日逝去。
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January 15, 1989.
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や
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深海現場レーザー誘起破壊分光システム
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発した。同博士が提案した多変量解析とLIBSで生じるプラズマの物理解析を組
れ、多大なるご貢献をされました。
み合わせた定量解析法は、液中プラズマの特性を深く理解した上で考案した手
そこで、TONでは、2010年のTechno-Ocean開催を機に、岡村健二氏の社
法で、その内容はLIBSの国際学会で高評価を得て、
国際ジャーナル論文に採択
会的功労を偲び、
学術的功績を讃え、
「 海のフロンティアを拓く岡村健二賞」
を
された。
同博士は、既に4本の国際ジャーナル論文で筆頭著者として論文を発
創設し、
同氏の遺志を継ぐわが国の若い研究者
・技術者に対して、
これを贈呈す
ることといたしました。
表し、国内・国際学会でそれぞれベストプレゼンテーションアワードを受賞して
おり、深海LIBSプロジェクト全体の成功に大きく貢献している。
岡村健二氏 プロフィール
また、同博士は、基礎研究からサイエンスへの応用を意識して研究に取り組
み、
専門分野以外の知識や技術を積極的に取り入れ、
新しい分野を切り開き、
今
大正元年12月8日長岡市にて出生。
昭和9年東京帝国大学工学部卒業後、
同
年三菱航空㈱入社。
昭和39年社名改称により三菱重工業㈱転籍。本社技術本
後、さらに深海化学分析の研究分野において飛躍的な成果が期待できる。
部技術管理部長、
同社技術本部長代理等の要職を経た後、
昭和62年1月まで同
テクノオーシャン・ネットワークは、深海化学分析の顕著な研究成果を挙げた
社技術本部顧問。昭和39年5月より菱日エンジニアリング㈱取締役、三菱開発
高橋朋子博士に、我が国の深海化学分析・海洋工学の学術研究を担う人材にな
㈱常務取締役、菱和海洋開発㈱取締役社長を歴任。昭和46年海洋科学技術セ
りうると判断し、
この分野の将来を切り開く若手研究者への賞である
「海のフロ
ンター理事、昭和61年同顧問。昭和50年国際海洋資源工学委員会
（ECOR）
会
ンティアを拓く岡村健二賞」
を贈り、
これまでの顕著な業績を讃える。
長。
昭和26年米国Naval Academyから
「舶用高性能ディーゼル機関の開発」
でPhDを授与。昭和30年紫綬褒章、昭和55年第一回MTS国際賞、昭和58年勲
三等瑞宝章、昭和62年国際燃焼機関会議ゴールドメダルなどを受賞。平成元
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2018 Award Winner

Tomoko TAKAHASHI
Dr. Tomoko Takahashi has developed a new method of performing LaserInduced Breakdown Spectroscopy （LIBS） quantitative analysis on the
elemental composition of hydrothermal minerals at depths exceeding
1,000m. She suggested quantitative analysis that combined multivariate
analysis with physical analysis of plasma by LIBS, a method she devised
based on an advanced understanding of the characteristics of in-liquid
plasma. This development was highly praised at the LIBS International
Conference and selected for publication of articles in international journals.
Already, as lead author, she has presented her paper in four international
journals, and received Best Presentation award at both domestic（Japanese）
and international conferences. In so-doing she has made a signiﬁcant contribution to the success of the deep-sea LIBS project as a whole.
Dr. Tomoko Takahashi has been conducting her research with an extensive
ﬁeld awareness ranging from basic research to applied science, actively
employing knowhow and technologies from outside the regular specialist
ﬁelds, and thereby developing a new one. From what we have seen of her
work so far, we conﬁdently anticipate further dramatic results coming out
of the research surrounding deep sea chemical composition analysis of
solids. The Techno-Ocean Network has therefore judged that Dr. Tomoko
Takahashi, having achieved outstanding results in ocean chemical composition analysis, is set to become a key individual leading Japan s academic
research into deep sea chemical composition analysis of solids and ocean
engineering. Therefore, we present the Kenji Okamura Memorial Award,
for a young researcher who is opening the future of the ﬁeld, and we recognize her impressive achievements to date.
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