
受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

文部科学大臣発明奨励賞
液体電極プラズマ発光元素分
析法の原理

特許 第3932368号
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大
学　マテリアルサイエンス研究科　准教授

高村　禅

株式会社日立製作所　機械研究所 飯塚　亜紀子

国立大学法人大阪大学大学院　工学研究科
教授

民谷　栄一

実施功績賞
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大
学　学長

片山　卓也

特許庁長官奨励賞
厚膜積層型ジルコニアＮＯｘセ
ンサー

特許 第2885336号
日本ガイシ株式会社　セラミックス事業本部
センサ事業推進部　部長

中垣　邦彦

実施功績賞 日本ガイシ株式会社　代表取締役社長 松下　雋

中小企業庁長官奨励賞
メッシュ・サスペンション・チェ
アー

意匠 第1049182号
愛知株式会社　総合企画室デザイン開発グ
ループ　次長

井関　徹

実施功績賞 愛知株式会社　代表取締役社長 島本　迪彦

中部経済産業局長賞
汚水の有機物酸化分解方法
及び装置

特許 第4087785号 寿設計株式会社　代表取締役 有藤　忠義

発明協会会長奨励賞
グリセミック指数低減用組成物
及び食品

特許 第4286254号
太陽化学株式会社　ニュートリション事業部
営業グループ　主任

余川　丈夫

太陽化学株式会社　ニュートリション事業部
研究開発グループ　次席研究員

石原　則幸

太陽化学株式会社　ニュートリション事業部
営業グループ　副主席

青山　伸彦

太陽化学株式会社　代表取締役副社長、
ニュートリション事業部　本部長

ジュネジャ　レカ
ラジュ

実施功績賞 太陽化学株式会社　代表取締役社長 山崎　長宏

日本弁理士会会長奨励賞 自動工具交換式加工装置 特許 第3612415号
株式会社スギノマシン　新規事業開発本部
本部長

平坂　長博

株式会社スギノマシン　精密機器事業部技
術部設計課　課長

長谷川　悟

株式会社スギノマシン　プラント機器事業部
技術部設計課

氷見　太

実施功績賞 株式会社スギノマシン　代表取締役社長 杉野　太加良

愛知県知事賞 可変動弁機構 特許 第3365199号
アイシン精機株式会社　駆動系技術部商用
ハイブリッドシステムグループ　チームリー
ダー

小川　和己

アイシン精機株式会社　先行技術開発部
部長

江口　勝彦

アイシンエンジニアリング株式会社　参与 青木　金剛

岐阜県知事賞 プレキャスト連続基礎ブロック 特許 第3814682号
揖斐川コンクリート工業株式会社　代表取締
役

清水　保雄
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

三重県知事賞
パーツフィーダ用デジタルコン
トローラ

意匠 第1239128号
シンフォニアテクノロジー株式会社　商品開
発部

村田　一臣

シンフォニアテクノロジー株式会社　コント
ローラ開発営業部

入江　進

シンフォニアテクノロジー株式会社　開発本
部商品開発部豊橋開発グループ

後　伸昌

シンフォニアテクノロジー株式会社　新事業
企画部

森鼻　俊光

富山県知事賞 アルミプレートトラス構造体 特許 第4380516号 株式会社チューリップテレビ 北橋　幸男

石川県知事賞
工作機械の熱変形誤差の補
正方法

特許 第4105598号 中村留精密工業株式会社　技術本部室 中西　賢一

名古屋市長賞 インクジェットプリンタヘッド 特許 第3249545号
ブラザー工業株式会社　ＩＥ開発部　チーム・
マネジャー

高橋　義和

ブラザー工業株式会社　ＩＥ開発部　部長 鈴木　雅彦

愛知県支部長賞
容量可変型コンプレッサの吐
出容量の制御

特許 第3911937号
株式会社豊田自動織機　コンプレッサ事業
部先行開発部　部長

川口　真広

株式会社豊田自動織機　コンプレッサ事業
部先行開発部開発十室　室長

太田　雅樹

株式会社豊田自動織機　コンプレッサ事業
部先行開発部開発十三室　室長

水藤　健

株式会社豊田自動織機　コンプレッサ事業
部先行開発部開発十室３グループ　ワーキン
グリーダー

松原　亮

株式会社豊田自動織機　コンプレッサ事業
部先行開発部開発十四室４１グループ

安谷屋　拓

岐阜県支部長賞 自動車用ヒューズ 特許 第4328298号
太平洋精工株式会社　開発技術部　シニア
スタッフ

柴田　秀樹

太平洋精工株式会社　開発技術部　部長 太田　学

三重県支部長賞 ピストンリング組付装置 特許 第4133960号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所事業管
理部工機金型ブロック　技師

小泉　義則

本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所エンジ
ン工場エンジン組立モジュール　技術主任

井口　清史

富山県支部長賞
スライドファスナーの製造方法
と製造装置

特許 第3698562号
中国投資有限公司　中国生産技術センター
高級指導員

今井　茂

ＹＫＫ株式会社　ファスナー事業本部技術開
発センター　主事

加藤　隆

ＹＫＫ株式会社　ファスナー事業本部　技術
開発センター　コア商品開発室　ＰＦ開発グ
ループ　ＣＦ技術チーム長

上坂　芳弘

石川県支部長賞 弾性表面波フィルタ 特許 第3414384号
株式会社金沢村田製作所　第１高周波部品
商品部商品設計３課　主任

高田　俊明

発明奨励賞
軌道内上面を走行駆動する天
井台車システム

特許 第4240843号
ムラテックオートメーション株式会社　第２技
術部機械設計課　主任

秋山　拓生

発明奨励賞 チップアイスディスペンサー 特許 第4293652号
ホシザキ電機株式会社　第一設計部先行技
術開発課要素開発第一係

土川　浩司
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

発明奨励賞 工作機械の制御装置 特許 第3852636号
豊和工業株式会社　機械事業部工作機械グ
ループ製品設計二課　主査

小池　昌宏

豊和工業株式会社　機械事業部工作機械グ
ループ　主幹

芹澤　一明

発明奨励賞
膨れにくい角形リチウムイオン
電池ケース材

特許 第4242225号
住友軽金属工業株式会社　研究開発セン
ター第一部　主任研究員

田中　宏樹

住友軽金属工業株式会社　研究開発セン
ター第五部

長井　康礼

住友軽金属工業株式会社　名古屋製造所生
産本部板生産技術部　担当課長

伊藤　智康

住友軽金属工業株式会社　研究開発セン
ター第六部　主任研究員

八太　秀周

元　住友軽金属工業株式会社　研究開発セ
ンター第一部　副主任研究員

岡田　英人

発明奨励賞
排水速度低減用旋回ガイド付
単管式継手

特許 第4198244号 株式会社小島製作所　取締役会長 小島　徳厚

株式会社小島製作所　開発部　部長 加古　洋三

株式会社小島製作所　研究部　次長 河村　憲彦

発明奨励賞
中空糸膜型人工透析器の構
造

特許 第4207741号
東レ株式会社　医療材技術部装置開発グ
ループ　主任部員

中松　修

東レプレシジョン株式会社　代表取締役社長 大谷　洋

東レプレシジョン株式会社　技術開発部 雲　一郎

発明奨励賞 ナイロン中空繊維 特許 第3653842号
東麗合成繊維（南通）有限公司　董事長兼総
経理

木下　直之

東レ株式会社　石川工場繊維製造部第２生
産課

藤井　一

加藤技術士事務所　所長 加藤　哲也

発明奨励賞
ポリブチレンテレフタレートの
製造法

特許 第4306038号
東レ株式会社　化成品研究所樹脂研究室
研究員

熊澤　貞紀

東レ株式会社　技術センター　主任部員 大目　裕千

山形大学大学院　理工学研究科機能高分子
工学専攻　教授

熊木　治郎

発明奨励賞
砥粒チップへの接着剤浸透防
止法

特許 第3502843号
株式会社ノリタケスーパーアブレーシブ　生
産技術部

中川　利道

ＮＯＲＩＴＡＫＥ　ＣＯ．，ＩＮＣ．（米国） 近藤　朋治

株式会社ノリタケボンデッドアブレーシブ　研
削ソフト技術部

吉田　和正
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

発明奨励賞
寿命診断機能を有するイン
バータ装置

特許 第4151651号
三菱電機株式会社　名古屋製作所開発部電
子制御技術グループ

畑井　彰

元　三菱電機株式会社　名古屋製作所駆動
プロジェクト　プロジェクトリーダ

海野　真人

元　三菱電機株式会社　名古屋製作所開発
部　主席技師長

大上　正勝

三菱電機株式会社　名古屋製作所インバー
タシステム部インバータソフトウェア開発課

江口　清

発明奨励賞 制御技術 特許 第4306168号
三菱電機株式会社　名古屋製作所ＦＡシス
テム部ＦＡ開発第四課　課長

伊丹　伸司

発明奨励賞
レーザ加工機におけるレーザ
パルス制御方法

特許 第3846573号
三菱電機株式会社　名古屋製作所レーザシ
ステム部発振器設計課

城所　仁志

三菱電機株式会社　名古屋製作所レーザシ
ステム部発振器設計課

松原　真人

発明奨励賞 冷蔵庫 特許 第4250664号
東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　参事

佐伯　友康

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

及川　誠

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

今久保　賢治

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

松村　茂樹

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

三嶋　浩二

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

真下　拓也

東芝ホームアプライアンス株式会社　開発生
産本部冷蔵庫事業部冷蔵庫技術部　主務

上山　英夫

株式会社東芝　電力システム社京浜事業所
発電機部発電機設計担当　主事

富士　大

株式会社東芝　ＣＳ推進部ＣＳ評価センター
主務

藤井　加奈子

株式会社東芝　ＣＳ推進部お客様部　主務 藤本　健一

発明奨励賞
内燃機関のブローバイガス還
流装置

特許 第4213968号 愛知機械工業株式会社　製品開発部　主担 伊藤　則夫

愛知機械工業株式会社　製品開発部 佐竹　隆

愛知機械工業株式会社　製品開発部　主管 嵯峨田　宗博

日産自動車株式会社　パワートレイン開発本
部第２製品開発部　部長

山根　通宏

日産自動車株式会社　パワートレイン開発本
部第１製品開発部　主担

石塚　隆
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

発明奨励賞 時差射出による低圧成形技術 特許 第3310271号
大和化成工業株式会社　生技部生産技術グ
ループ

鈴木　誠

東和ブロー株式会社　技術部　主任 小栁津　勝正

発明奨励賞
車両用窓縁モール組立体の
角部構造

特許 第4135937号 東海興業株式会社　購買部調達技術課 神谷　浩二

東海興業株式会社　第二製造部技術課 小嶋　徳治

発明奨励賞
座席シート用クッションの裏打
材

特許 第4107311号
東海興業株式会社　研究開発部商品開発課
係長

三浦　康雄

東海興業株式会社　第１製造部 田中　宏幸

東海興業株式会社　第１製造部 土井　麻記子

発明奨励賞 自動車用アンテナの接点装置 特許 第4176103号
小島プレス工業株式会社　電子技術部電子
設計３課

本間　啓太

発明奨励賞
車両用テーブル装置の引出
機構

特許 第4286830号
小島プレス工業株式会社　第１技術部開発
課

石松　英史

小島プレス工業株式会社　第１技術部機能
設計課

伊藤　啓一郎

発明奨励賞
車両用テーブル装置のロック
機構

特許 第4302695号
小島プレス工業株式会社　第１技術部機能
設計課

荒井　芳介

発明奨励賞 絵瓦の作成方法 特許 第4417982号 株式会社説田屋根工業　代表取締役 説田　洋機

発明奨励賞
軽量気泡コンクリートパネルの
表面加工方法

特許 第3969811号 旭化成建材株式会社　執行役員 柳田　洋明

旭化成建材株式会社　建材研究所　研究員 小林　祐二

発明奨励賞 起立補助椅子 特許 第3202151号 株式会社キタニ　取締役常務 東　庄豪

株式会社カンディハウス　企画部製品企画担
当

本庄　良寛

岐阜県　総合企画部研究開発課　課長 堀部　哲

株式会社キタニジャパン　営業部　部長 稲田　浩司

株式会社シラカワ　企画技術部　係長 萩下　敏男

ｋｏｃｈｉ　代表 東　和俊

株式会社キタニ　企画部 坂本　哲夫

発明奨励賞
土留め枠及びこれを使用した
土留め工法

特許 第3871988号
天龍工業株式会社　製造本部管理グループ
生産計画チーム

梅村　達夫

元　天龍工業株式会社　環境緑化部　部長 木村　光男
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

発明奨励賞 太陽電池パネルの固定装置 特許 第4381634号
三菱電機株式会社　中津川製作所営業部公
共・産業用太陽光発電システム営業課

大堀　正春

三菱電機株式会社　中津川製作所太陽光発
電システム部事業計画グループ　グループ
マネージャー

篠田　幸雄

三菱電機株式会社　中津川製作所太陽光発
電システム部品質管理課

加藤　祐智

三菱電機株式会社　中津川製作所太陽光発
電システム部技術第一課

宮本　慎介

三菱電機株式会社　中津川製作所太陽光発
電システム部

伊藤　直樹

元　三菱電機株式会社　中津川製作所太陽
光発電システム事業センター

林　義之

元　三菱電機エンジニアリング株式会社　中
津川事業所

袴田　憲秀

元　三菱電機エンジニアリング株式会社　中
津川事業所

大橋　浩人

発明奨励賞 簡易スライドガイド 意匠 第1200813号
株式会社タカイコーポレーション　代表取締
役社長

高井　孝市朗

発明奨励賞
左右と近接前方を同時に撮像
する車載カメラ

特許 第3860039号
株式会社オートネットワーク技術研究所　パ
ワーネットワーク研究部電源プラットフォーム
研究室　主任研究員

井本　政善

発明奨励賞
陽極ジャンクション層を備えた
蛍光表示管

特許 第3519371号
ノリタケ伊勢電子株式会社　製造部製造グ
ループ　チームリーダー

三浦　裕

ノリタケ伊勢電子株式会社　製造部　部長 西井　良行

元　ノリタケ伊勢電子株式会社　技術統括部 菊田　繁樹

株式会社ノリタケセラミックス 北出　貢

発明奨励賞 ドア搬送装置 特許 第4119005号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所組立工
場完成車組立３モジュール　技術主任

前出　理

発明奨励賞 搬送ハンガー 特許 第4080660号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所塗装・
樹脂工場化成１モジュール　技術主任

上坂　賢

本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所塗装・
樹脂工場塗装・樹脂管理ブロック　技師

山本　真嗣

発明奨励賞 エアブロー装置 特許 第4204276号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所トラン
スミッション工場トランスミッション管理ブロック
技師

廣崎　和禎

発明奨励賞 ワーク梱包体 特許 第4209755号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所生販物
流部技術開発ブロック　主任

中森　浩司

発明奨励賞 鋼板搬送装置 特許 第3943657号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所ボディ
工場プレスモジュール　技術主任

朝日奈　正光

発明奨励賞 オーバーヘッドコンベア 特許 第3976224号
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所組立工
場完成車組立１モジュール　技術主任

清水　利治

発明奨励賞
無機フィラー沈降防止型エポ
キシ樹脂

特許 第3385784号
シンフォニアテクノロジー株式会社　開発本
部研究部

山本　明

元　神鋼電機株式会社　開発本部研究部 松村　盛也
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

発明奨励賞 インバータ試験装置 特許 第4032731号
シンフォニアテクノロジー株式会社　商品開
発部　部長

河村　博年

発明奨励賞 フルオープンヒンジキャップ 特許 第4235096号
キタノ製作株式会社　営業本部商品企画室
参事

池本　健二

発明奨励賞 ランドセル用背板 特許 第4128211号 株式会社ハシモト　代表取締役 橋本　洋二

発明奨励賞 金型用ガス抜き装置 特許 第3508014号 株式会社ダイエンジニアリング　社長 森川　巖

発明奨励賞
発泡バンガロールシート及び
テープ

特許 第4347362号 株式会社やぶうち商会 野﨑　齊治

発明奨励賞
コイン精米機の利用料金設定
方法

特許 第4303642号
株式会社タイワ精機　常務取締役、製造本
部兼研究部　本部長兼部長

成川　栄一

株式会社タイワ精機　研究部　主任 松田　清

発明奨励賞
積み重ね可能なキャップ付き
組立容器

特許 第4463387号 ジャパンパック株式会社　代表取締役 長田　宏泰

発明奨励賞 圧電発音体 特許 第4203911号
株式会社富山村田製作所　デバイス事業本
部エレクトロメカニカル商品事業部第１商品
部設計３課　主任

山内　政和

株式会社富山村田製作所　デバイス事業本
部エレクトロメカニカル商品事業部第１商品
部設計３課　係長

草開　重雅

発明奨励賞 ごみ箱用の前後回転式蓋 意匠 第1245071号 株式会社カイスイマレン　開発課 堀　彩子

発明奨励賞
モニタ内蔵センサによるキャリ
ブレーション技術

特許 第4393433号
株式会社ナナオ　映像商品開発部商品開発
１課　主任エンジニア

坂井　良和

発明奨励賞
熱切断機用ヒューム減容固化
装置

特許 第4413259号
コマツ産機株式会社　板金ＫＢＵ　開発グ
ループ　主幹技師

山口　義博

コマツ産機株式会社　板金ＫＢＵ　開発グ
ループ

大西　知志

コマツ産機株式会社　板金ＫＢＵ　開発グ
ループ

畑　尚宏

シンコー技研株式会社　代表取締役社長 石栗　幸博

発明奨励賞 設備配管の寿命延長の考案 特許 第4351748号 株式会社アクセス　代表取締役 熊谷　亮二

発明奨励賞
ウオータージェットルームの機
上脱水装置

特許 第3102551号
津田駒工業株式会社　コンポジット機械部コ
ンポジット機械課

徳野　繁夫

津田駒工業株式会社　繊維機械部繊維機械
技術部技術繊維課　主任

深町　淳史
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受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

奨励功労賞
株式会社チップトン　代表取締役社長、社団
法人発明協会愛知県支部　監事

小林　史明

元　瑞穂市立小熊小学校　校長、社団法人
発明協会岐阜県支部　理事、岐阜市少年少
女発明クラブ　会長

松野　宗十郎

ケーワイ国際特許事務所　所長、社団法人
発明協会三重県支部　理事

小林　洋平

元　福野町立福野小学校　教諭、福光少年
少女発明クラブ　指導員

大江　近

元　黒部市立石田小学校　校長、元　黒部
少年少女発明クラブ　指導員

蛇澤　道雄

金沢商工会議所　石川県地域ジョブ・カード
センター　センター長、元　社団法人発明協
会石川県支部　常任理事

高田　永吉
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