
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
デジタルＸ線画像のグリッド縞
除去の発明

特許 第3903027号
キヤノン株式会社　医療機器開発センター医
療機器第三開発部医療機器３４設計室　室
長

井上　仁司

実施功績賞 キヤノン株式会社　代表取締役社長 内田　恒二

文部科学大臣発明奨励賞 間歇給油式スクロール圧縮機 特許 第3696683号
日立アプライアンス株式会社　清水空調本部
圧縮機部　技師

椎林　正夫

日立アプライアンス株式会社　空調グローバ
ル本部　主管技師

東條　健司

元　株式会社日立製作所　機械研究所 佐藤　栄一

元　日立アプライアンス株式会社　清水空調
本部圧縮機部　主任技師

水野　隆夫

日立アプライアンス株式会社　清水空調本部
圧縮機部　主任技師

松永　睦憲

実施功績賞
日立アプライアンス株式会社　代表取締役社
長

石津　尚澄

特許庁長官奨励賞 ＬＥＤ電球（一般電球形） 意匠 第1357989号
東芝ライテック株式会社　技術本部デザイン
センター

高橋　愛子

実施功績賞 東芝ライテック株式会社　取締役社長 福田　正巳

特許庁長官奨励賞
縁なし印刷可能なインクジェッ
トプリンター

特許 第3700677号
セイコーエプソン株式会社　ＩＪ要素開発部
主査

松橋　邦彦

実施功績賞 セイコーエプソン株式会社　代表取締役社長 碓井　稔

中小企業庁長官奨励賞
収納品交換方法および油水
分離装置

特許 第4418872号 株式会社フクハラ　代表取締役社長 福原　廣

中小企業庁長官奨励賞
モータ制御の搾乳ユニット自
動離脱装置

特許 第4376878号
オリオン機械株式会社　酪農事業本部ミルク
センサＰＪ　主任技師

滝沢　裕実

オリオン機械株式会社　酪農事業本部ミルク
センサＰＪ　リーダー

岡谷　利幸

オリオン機械株式会社　酪農事業本部ミルク
センサＰＪ　主席技師

宮下　芳行

オリオン機械株式会社　技術開発本部開発
部　部長

山嵜　修

実施功績賞 オリオン機械株式会社　代表取締役社長 太田　哲郎
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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

関東経済産業局長賞 輸配送計画立案装置 特許 第3280487号
株式会社日立情報制御ソリューションズ　情
報システム第二本部情報システム第四部　主
任技師

鬼澤　均

株式会社日立情報制御ソリューションズ　産
業システム本部産業システム第一部　技師

吉田　英雄

国立大学法人静岡大学　情報基盤センター
副センター長、教授

井上　春樹

元　日立エンジニアリング株式会社　産業計
算制御部

水谷　真由美

実施功績賞
株式会社日立情報制御ソリューションズ　取
締役社長

茅根　修

関東経済産業局長賞
ＣＤＭＡ通信システムランダム
アクセス方法

特許 第4037965号
株式会社富士通研究所　ネットワークシステ
ム研究所ネットワーク方式研究部

須田　健二

富士通株式会社　モバイルフォン事業本部
次世代プラットフォーム開発統括部　プロジェ
クト部長

川端　和生

株式会社富士通研究所　ネットワークシステ
ム研究所ネットワーク方式研究部　主任研究
員

大渕　一央

実施功績賞 富士通株式会社　代表取締役社長 山本　正已

発明協会会長奨励賞 石抜機 特許 第3665994号
株式会社タイガーカワシマ　技術部技術課
主任

関口　文隆

元　株式会社タイガーカワシマ　取締役副社
長

川島　謙蔵

株式会社タイガーカワシマ　専務取締役 川島　誠蔵

株式会社タイガーカワシマ　製造部機械第二
課

蓮見　悦雄

株式会社タイガーカワシマ　製造部機械第二
課　主任

黒子　吉彦

実施功績賞 株式会社タイガーカワシマ　代表取締役社長 川島　昭光

発明協会会長奨励賞
Ｎｉ、Ｍｏフリー２１％クロムステ
ンレス鋼

特許 第4396676号
ＪＦＥスチール株式会社　東日本製鉄所商品
技術部　主任部員

石井　和秀

ＪＦＥスチール株式会社　スチール研究所ステ
ンレス鋼研究部　主任研究員

石井　知洋

九州大学大学院　工学研究院　教授 古君　修

実施功績賞 JFEスチール株式会社　代表取締役社長 林田　英治

日本弁理士会会長奨励賞 心臓磁気計測装置 特許 第3427811号
株式会社日立製作所　基礎研究所　主管研
究員

神鳥　明彦

株式会社日立製作所　基礎研究所　主任研
究員

宮下　豪

岡山大学大学院　自然科学研究科　教授 塚田　啓二

実施功績賞 株式会社日立製作所　執行役社長 中西　宏明
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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

日本弁理士会会長奨励賞 マッサージ椅子 意匠 第1374664号
パナソニック電工株式会社　デザイン開発セ
ンター電器デザイングループ

青木　基浩

実施功績賞
パナソニック電工株式会社　代表取締役社
長

長榮　周作

茨城県知事賞
プレス加工用合金化溶融亜鉛
めっき鋼板

特許 第4158879号
住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所鋼板・
建材カンパニー薄板生産技術部薄板商品開
発室　担当課長

川西　義博

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所鋼板・
建材カンパニー薄板生産技術部薄板管理室
参事

大杉　幸生

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所鋼板・
建材カンパニー薄板部表面処理技術室　参
事

森川　雅博

栃木県知事賞
部位毎にヘリカルピッチ可変
なＸ線ＣＴ装置

特許 第2933107号 東芝メディカルシステムズ株式会社　技師長 東木　裕介

東芝医用システムエンジニアリング株式会社
ハードウェア技術部モダリティコア担当　主務

五十嵐　成身

東芝医用システムエンジニアリング株式会社
ハードウェア技術部モダリティコア担当　参事

林原　良

群馬県知事賞
マルチゲートＦＥＴアンテナス
イッチ

特許 第4272142号

ルネサス エレクトロニクス株式会社　システム
ソリューション統括本部システムソリューション
第三事業部ＲＦモジュールデバイス設計部第
四デバイスＧ　技師

長壁　伸也

ルネサス エレクトロニクス株式会社　システム
ソリューション統括本部システムソリューション
第三事業部ＲＦシステム第一設計部プラット
フォームＧ　主任技師

重野　靖

ルネサス エレクトロニクス株式会社　システム
ソリューション統括本部システムソリューション
第三事業部ＲＦシステム第一設計部プラット
フォームＧ　主任技師

中島　秋重

株式会社日立製作所　中央研究所エレクトロ
ニクス研究センタ通信エレクトロニクス研究部
６３９研究ユニット　研究員

小川　貴史

株式会社日立製作所　中央研究所エレクトロ
ニクス研究センタ通信エレクトロニクス研究部
６３９研究ユニット　研究員

小屋　茂樹

ＷＩＮ　ＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（台
湾）　ＳｅｎｉｏｒＶｉｃｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔ

髙谷　信一郎

株式会社日立製作所　中央研究所ストレー
ジ・テクノロジー研究センタ磁気記録研究部
ＷｒｉｔｅＨｅａｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ研究ユニット　主任
研究員

髙澤　浩幸

埼玉県知事賞
廃熱及び水分回収生成リサイ
クル

特許 第3696544号
本田技研工業株式会社　埼玉製作所塗装・
樹脂工場塗装・樹脂管理ブロック　技師

久米　康広

本田技研工業株式会社　中国本部中国業務
室四輪生産センター　技師

早川　努

本田技研工業株式会社　生産本部四輪生産
企画室グリーンファクトリー推進センター　所
長

向野　裕司

元　本田技研工業株式会社　塗装樹脂・工
場　塗装樹脂管理ブロック　製造技術主幹

鮫川　恵一
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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

千葉県知事賞 ＩＣ内蔵型蛍光表示管 特許 第4231874号
双葉電子工業株式会社　電子部品事業部電
子部品工場技術グループ基盤技術ユニット
要素開発チーム　チームリーダー

安岡　祐介

台湾双葉電子股份有限公司 加藤　雅弘

台湾双葉電子股份有限公司 渡辺　照男

双葉電子工業株式会社　電子部品事業部電
子部品工場電子管製造グループＶＦＤ製造
ユニットデバイス実装チーム　チームリーダー

富士原　浩二

東京都知事賞
シールドトンネル用ＲＣセグメ
ントの締結具

特許 第4439131号 フジミ工研株式会社　セグメント技術部　部長 森　孝臣

ユニタイト株式会社　営業部営業開発課　係
長

宮田　勝治

神奈川県知事賞 仮想ストレージシステム 特許 第3671595号
株式会社日立製作所　研究開発本部　技師
長

山本　彰

株式会社日立製作所　システム開発研究所
主管研究員

福澤　寧子

株式会社日立製作所　ＲＡＩＤシステム事業
部海外事業統括本部　本部長

中野　俊夫

長野県知事賞
車両用ディスクブレーキの
パーキング機構

特許 第3336426号 日信工業株式会社　開発１部Ｍ２ＢＬ　主幹 土屋　竹徳

日信工業株式会社　ＮＩＳＳＩＮ　Ｒ＆Ｄ　ＵＳＡ
－Ｅａｓｔ　Ｌｉｂｅｒｔｙ　シニアスタッフエンジニア

岩月　繁幸

山梨県知事賞
自動原稿送り装置のメンテナ
ンス機構

特許 第4145599号
ニスカ株式会社　ＯＡ事業本部第１開発部１
２開発課　課長

渡辺　康人

ニスカ株式会社　新規事業推進部ＭＥプロ
ジェクト　主任

青柳　達三

ニスカ株式会社　ＯＡ事業本部第１開発部１
１開発課

遠藤　文仁

静岡県知事賞 歯車の加工方法 特許 第4182137号
本田技研工業株式会社　浜松製作所ギア加
工モジュール技術グループ　技術主任

横井　達夫

本田技研工業株式会社　浜松製作所 大野　克由

新潟県知事賞
主要部品の一体形成で精度
向上した冷凍機

特許 第3769751号
ツインバード工業株式会社　ＳＣ製造部　部
長

山桐　恒男

ツインバード工業株式会社　ＳＣ事業推進部
係長

高橋　隆志

ツインバード工業株式会社　商品開発部 浦澤　秀人

東京商工会議所会頭賞
診察時の負担をより軽減した
婦人科用検診台

特許 第4183467号 アトムメディカル株式会社　代表取締役社長 松原　一雄

アトムメディカル株式会社　技術開発セン
ター技術部　課長

川上　秀生

アトムメディカル株式会社　技術開発セン
ター技術部　主任

渡部　強志
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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

茨城県支部長賞 走査電子顕微鏡 特許 第4305421号
株式会社日立ハイテクノロジーズ　那珂事業
所電子線応用システム設計部　主任技師

江角　真

株式会社日立ハイテクノロジーズ　研究開発本
部　主管技師

小瀬　洋一

株式会社日立ハイテクノロジーズ　那珂事業
所新事業開発センタ　技師

池上　明

株式会社日立製作所　中央研究所 戸所　秀男

株式会社日立ハイテクノロジーズ　那珂事業
所ポストセールス強化プロジェクト　技師

石島　達晃

株式会社日立ハイテクノロジーズ　那珂事業
所デバイスソフトウェア設計部　企画員

佐藤　隆博

株式会社日立ハイテクノロジーズ　那珂事業
所電子線応用システム設計部　主任技師

深谷　律雄

株式会社日立ハイテクノロジーズ　研究開発
本部第一部　技師

淺尾　一成

茨城県支部長賞 燃焼式釘打機 特許 第4353110号
日立工機株式会社　開発本部第７設計部
主任技師

秋葉　美隆

日立工機株式会社　開発本部開発研究所 西河　智雅

日立工機株式会社　開発本部第四設計部
副技師長

山本　邦男

元　日立工機株式会社　開発本部　開発研
究所長

大津　新喜

日立工機株式会社　開発本部第五設計部
技師

藤澤　治久

栃木県支部長賞
空間分解能・時間分解能の良
好な画像ノイズフィルタ

特許 第4170767号
東芝メディカルシステムズ株式会社　研究開
発センター戦略開発部戦略企画担当　主査

南部　恭二郎

栃木県支部長賞
ノンフロン吹き付け断熱システ
ム

特許 第4154654号
アキレス株式会社　研究開発本部　副本部
長

大沼　善行

アキレス株式会社　研究開発本部産業資材
開発部

森　潤一郎

アキレス株式会社　断熱資材工場技術３課 戸崎　英樹

群馬県支部長賞
自動車電着塗装膜厚予測シ
ステム

特許 第4220169号
富士重工業株式会社　生産技術研究部　主
査

沈　建栄

富士重工業株式会社　スバル技術本部車両
研究実験第３部　主査

小森谷　徹

5



受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

埼玉県支部長賞 エンジンの排気浄化装置 特許 第3892452号
ＵＤトラックス株式会社　ＰＴ商品開発ニュー
プロダクト担当　ゼネラルマネージャー

金谷　勇

ＵＤトラックス株式会社　ＰＴ商品開発サブシ
ステム・エンジン担当

本多　幸太郎

ＵＤトラックス株式会社　ＰＴ商品開発サブシ
ステム・エンジン担当

雨宮　智子

ＵＤトラックス株式会社　ＰＴ商品開発サブシ
ステム・エンジン担当　マネージャー

平田　公信

ＵＤトラックス株式会社　ＰＴ商品開発サブシ
ステム・エンジン担当

正木　信彦

ＵＤトラックス株式会社　ＰＴビジネスオフィス
商品企画担当　シニアエンジニア

尾花　信也

東京濾器株式会社　　開発第二部門排気設
計部設計グループ　チームリーダー

白井　大輔

東京濾器株式会社　取締役、開発第二部門
部門長

平本　均

埼玉県支部長賞
定格電力の変更機能を有する
加熱調理器

特許 第3963225号
三菱電機ホーム機器株式会社　住設機器技
術部ＩＨ制御課　課長

木下　広一

千葉県支部長賞 携帯電話機 意匠 第1311714号
セイコーインスツル株式会社　デザイン総括
部コーポレートデザイン部デザイン開発グ
ループ

石原　悠

千葉県支部長賞 多層金属配線のテーパ形状 特許 第2985124号
株式会社日立ディスプレイズ　製造本部第３
ＴＦＴ製造部　部員

橋本　雄一

株式会社日立ディスプレイズ　開発本部プロセ
ス開発部　部長

金子　寿輝

株式会社日立ディスプレイズ　大形パネル業
務本部ＴＶ用ＴＦＴ開発部　技術主管

小野　記久雄

株式会社日立ディスプレイズ　製造本部第１
ＴＦＴ製造部　技師

高畠　勝

株式会社日立製作所　日立研究所　所長付 鬼沢　賢一

東京支部長賞 レーザー加工装置 特許 第4299185号
株式会社ディスコ　技術開発本部レーザー
技術部開発グループ

能丸　圭司

東京支部長賞 制振装置を取り付けた階段 特許 第2975440号 株式会社竹中工務店　執行役員 岡本　達雄

株式会社竹中工務店　大阪本店設計部構造
部門

下野　直人

株式会社竹中工務店　大阪本店設計部 茨木　保

株式会社竹中工務店　東京本店設計部 加部　佳治

株式会社竹中工務店　大阪本店作業所 片山　和喜

特許機器株式会社　技術本部　顧問 村井　信義

竹中工務店　技術研究所建設技術研究部環
境・計画部門　主任研究員

高橋　良典

6



受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

神奈川県支部長賞
ＨＤＤ用磁気ヘッド・サスペン
ション

特許 第3782277号
元　日本発条株式会社　精密ばね生産本部
サスペンション部　部長

高木　康司

ＮＨＫ　ＳＰＲＩＮＧ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴ
Ｄ．　ＰｒｅｃｉｓｉｏｎＳｐｒｉｎｇＤｉｖｉｓｉｏｎ　ＶｉｃｅＰｒｅｓ
ｉｄｅｎｔ

魚住　幸司

日本発条株式会社　ＤＤＳ事業本部開発部
部長

半谷　正夫

日本発条株式会社　ＤＤＳ事業本部製品設
計部　主査

齋藤　則幸

神奈川県支部長賞
超低フリクションコーティング技
術

特許 第3555844号
日産自動車株式会社　要素技術開発本部材
料技術部金属・防錆材料グループ　主担

保田　芳輝

日産自動車株式会社　要素技術開発本部材
料技術部パワートレイン材料グループ　主担

馬渕　豊

神奈川県産業技術センター　機械・材料技
術部

加納　眞

日本工業大学　教授 三宅　正二郎

長野県支部長賞
ヒートポンプバランス制御空
調・温調機

特許 第4435278号
オリオン機械株式会社　新事業開発部　次
長

小林　正一

オリオン機械株式会社　取締役、開発部　部
長

吉岡　万寿男

長野県支部長賞
スリム型スキャナー付きプリン
ター

意匠 第1361552号
セイコーエプソン株式会社　機器デザインセ
ンター

石川　隆祥

セイコーエプソン株式会社　（ＥＡＩ）機器デザ
インセンター　主任

柳澤　健司

セイコーエプソン株式会社　機器デザインセ
ンター

吉岡　一郎

セイコーエプソン株式会社　機器デザインセ
ンター　課長

川原　学

セイコーエプソン株式会社　ＣＩＪ生産技術部
主事

北澤　晋司

山梨県支部長賞 ＣＰＵリソース管理方法 特許 第4427802号
ＮＥＣコンピュータテクノ株式会社　コン
ピュータ第三技術部　技術エキスパート

渡邉　冬樹

山梨県支部長賞
防塵フィルタ目詰まり検知方
式

特許 第4328770号
ＮＥＣコンピュータテクノ株式会社　ワークス
テーション第二技術部　技術エキスパート

望月　洋暢

静岡県支部長賞
ビル用マルチ空調システムの
室外ユニット

特許 第4109813号
東芝キヤリア株式会社　空調換気設計部中
国設計担当　グループ長

望月　薫雄

東芝キヤリア株式会社　業務用空調第二設
計部ビル設備空調設計担当　参事

山本　敏浩

東芝キヤリア株式会社　給湯・温水設計部海
外給湯・温水設計担当　主務

田中　富雄

東芝キヤリア株式会社　空調換気設計部 鈴木　啓浩

新潟県支部長賞
フォワードコンバータの同期整
流ドライブ回路

特許 第4088756号
ＴＤＫラムダ株式会社　ＳＰＳ技術本部先行開
発部　エンジニア工学博士

竹上　栄治

7



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
表面性状の良好な熱延鋼板
の製造方法

特許 第4144567号
住友金属工業株式会社　総合技術研究所鋼
板プロセス研究開発部　主任研究員

岡田　光

住友金属工業株式会社　総合技術研究所鋼
板プロセス研究開発部　主任研究員

橘　久好

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所熱延工場
工場長

焼田　幸彦

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所薄板管
理室　担当課長

杉本　純

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所薄板商
品開発室　担当課長

高橋　裕之

住友金属工業株式会社　総合技術研究所薄
板研究開発部　主任研究員

野村　茂樹

発明奨励賞
ツイン・トリプル鋳造用鋳型装
置および連続鋳造方法

特許 第4380490号
住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所鋼板・
建材カンパニー製鋼部第二製鋼工場　副長

馬場　宣彰

住友金属工業株式会社　東京本社ブーシャ
ン技術協力部　参事

熊倉　誠治

発明奨励賞 印字検査機用撮像・照明装置 特許 第3612119号
株式会社日立情報制御ソリューションズ　組
込みシステム本部組込みハード開発部　主
任技師

小舩　邦友

元　日立エンジニアリング株式会社　画像シ
ステム部

仲田　昭

発明奨励賞 予見ＰＷＭ制御 特許 第3259571号
株式会社日立製作所　情報制御システム社
パワーエレクトロニクスシステム本部　主管技
師

飛世　正博

株式会社日立製作所　日立研究所　主管研
究員

岩路　善尚

元　株式会社日立製作所　日立研究所　主
任研究員

奥山　俊昭

日立建機株式会社　技術開発センタ　主管
研究員

伊君　高志

発明奨励賞 節水・高洗浄第三世代洗濯機 特許 第4383812号
株式会社日立製作所　機械研究所生活家電
研究部電化機器ユニッ　ト主任研究員

小池　敏文

日立アプライアンス株式会社　家電事業部多
賀家電本部

釜野　年恭

日立アプライアンス株式会社　家電事業部多
賀家電本部

宮野　譲

日立アプライアンス株式会社　家電事業部多
賀家電本部生産技術部試作開発グループ
主任技師

桧山　功

日立アプライアンス株式会社　家電事業部多
賀家電本部生産技術部試作開発グループ
技師

吉田　哲士

株式会社日立製作所　機械研究所生活家電
研究部電化機器ユニット　研究員

大林　史朗
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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
画像処理共有メモリアーキテク
チャ

特許 第3573614号
株式会社日立製作所　日立研究所　主任研
究員

村松　彰二

株式会社イメージ・アルファ　代表取締役 小林　芳樹

株式会社日立情報制御ソリューションズ　主
任技師

廣瀬　健二

株式会社日立製作所　日立研究所　研究員 崎村　茂寿

発明奨励賞
パターンマッチング装置及び
電子顕微鏡

特許 第4154374号 株式会社日立製作所　日立研究所　研究員 豊田　康隆

株式会社日立ハイテクノロジーズ　研究開発
本部　主管技師

池田　光二

株式会社日立ハイテクノロジーズ　ナノテクノ
ロジー製品事業本部那珂事業所システム開
発部　部長

高根　淳

発明奨励賞 ソイルフリートラック 特許 第4060796号
日立建機株式会社　開発・生産統括本部商
品開発・建設システム事業部

浦瀬　広平

日立建機株式会社　開発・生産統括本部事
業戦略本部事業戦略室　主任技師

佐久間　宣光

発明奨励賞 クリームはんだ印刷機 意匠 第1251956号
株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部電子システム事業部竜ヶ崎
事業所ＳＭＴ設計部　主任技師

栗原　弘邦

発明奨励賞 ドライガスシール 特許 第3979091号
株式会社日立プラントテクノロジー　社会・産
業システム事業本部気体機技術本部

野際　日出人

発明奨励賞 液晶パネル製造方法 特許 第4241339号
株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部電子システム事業部ＤＳＰ設
計部　主任技師

川隅　幸宏

株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部電子システム事業部調達部
主任技師

内村　満幸

株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部電子システム事業部品質保
証部　部長

山間　伸也

株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部　事業本部長

島内　義典

株式会社日立プラントテクノロジー　メカトロ
ニクス事業本部電子システム事業部ＤＳＰ設
計部　部長

石田　茂

発明奨励賞
用紙変位を制御するインク
ジェット記録装置

特許 第3157624号
キヤノン株式会社　インクジェット事業本部イ
ンクジェットデバイス画像プロセス１２設計室
室長

岩崎　督

キヤノン株式会社　インクジェット事業本部イ
ンクジェット開発統括部門　統括部門長

大塚　尚次

キヤノン株式会社　Ｌプリンタ事業本部Ｌプリ
ンタデバイス開発センターＬプリンタデバイス
第三開発部　副部長

新井　篤

キヤノン株式会社　インクジェット事業本部イ
ンクジェットデバイス画像プロセス第二部　部
長

矢野　健太郎

キヤノン株式会社　インクジェット事業本部イ
ンクジェットデバイス画像プロセス１１設計室
室長

高橋　喜一郎

キヤノン株式会社　インクジェット事業本部イ
ンクジェットデバイス画像プロセス１２設計室
主任研究員

錦織　均

発明奨励賞 細菌採取用綿棒 特許 第3845037号 有限会社佐藤化成工業所　代表取締役 佐藤　役男
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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
静電霧化装置を搭載したルー
ムエアコン

特許 第4366405号
日立アプライアンス株式会社　空調事業部空
調システム設計部　設計部員

橋本　浩之

日立アプライアンス株式会社　空調事業部空
調システム設計部　設計部員

上田　貴郎

日立アプライアンス株式会社　空調事業部空
調システム設計部　技師

松島　秀行

日立アプライアンス株式会社　空調事業部空
調システム設計部　主任技師

寺内　英樹

発明奨励賞
真空貯蔵室を設けた家庭用冷
蔵庫

特許 第4423320号
株式会社日立製作所　機械研究所生活家電
研究部　主任研究員

山下　太一郎

日立アプライアンス株式会社　家電事業部冷
蔵庫設計部　主任技師

芦田　誠

日立アプライアンス株式会社　家電事業部冷
蔵庫設計部　主任技師

遠藤　幸広

日立アプライアンス株式会社　家電事業部冷
蔵庫設計部　部員

加納　奨一

日立アプライアンス株式会社　家電事業部冷
蔵庫設計部　技師

石塚　正展

日立アプライアンス株式会社　家電事業部冷
蔵庫設計部　技師

山脇　信太郎

発明奨励賞 ＣＤＭＡ送受信機 特許 第3698543号
富士通株式会社　モバイルフォン事業本部
次世代プラットフォーム開発統括部

大出　高義

富士通マイクロソリューションズ株式会社　第
四開発統括部モバイル第二開発部プロジェ
クト課　課長

渡辺　保信

富士通株式会社　モバイルフォン事業本部
第六技術部プロジェクト課　課長

高橋　茂樹

発明奨励賞
コネクティングロッドの検査装
置

特許 第4206067号
本田技研工業株式会社　栃木製作所パワー
トレイン部品工場生産技術支援開発ブロック
技術主任

小口　嗣夫

Ｈｏｎｄａ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｏｆ　Ａｒａｂａｍａ，
ＬＬＣ　Ｐｏｗｅｒ　ｔｒａｉｎ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　技術主任

奥村　秀樹

発明奨励賞 等速ジョイント 特許 第4068824号
本田技研工業株式会社　栃木製作所品質管
理室　技師

中尾　彰一

本田技研工業株式会社　栃木製作所研究開
発ブロック　指導員

若尾　逸郎

本田技研工業株式会社　栃木製作所研究開
発ブロック　技術主任

村上　貴文

本田技研工業株式会社　栃木製作所研究開
発ブロック　技術主任

長山　泰久

発明奨励賞
ロータリーダイカッターのアン
ビルロール機構

特許 第4391957号 高塩技研工業株式会社　代表取締役社長 髙塩　吉治

発明奨励賞
貯湯中の放熱損失を考慮して
運転する給湯機

特許 第4430030号
三菱電機株式会社　群馬製作所製造管理部
技術情報システム課

風間　史郎

三菱電機株式会社　群馬製作所給湯機製造
部品質管理課

松山　哲也
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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
給湯停止中の沸上げを考慮し
た給湯温度制御

特許 第4333651号
三菱電機株式会社　群馬製作所給湯機製造
部品質管理課

堀越　康一

三菱電機株式会社　群馬製作所品質保証部
部品認定課

古川　芳洋

三菱電機株式会社　群馬製作所給湯機製造
部設計課

佐久間　利幸

発明奨励賞
プリンタにおけるメモリ使用の
効率化技術

特許 第3797524号
株式会社沖データ　プリンタ事業統括本部技
術開発第一センタ開発第三部第二チーム
チームリーダ

浦沢　康二

発明奨励賞
車体組立ラインにおけるドア取
付装置

特許 第3653162号
富士重工業株式会社　第２生産技術部２トリ
ム技術課

松本　信二

発明奨励賞
自動車エンジン用タイミング
チェーン

特許 第3656848号
株式会社椿本チエイン　自動車部品事業部
技術部チェーン開発課　副参事

加我　有将

株式会社椿本チエイン　自動車部品事業部
エンジニアリング統括生産技術部　課長

嶋谷　和彦

発明奨励賞 郵便物仕分配送用移載装置 特許 第4213024号
株式会社椿本チエイン　マテハン事業部営
業・技術統括商品開発担当　参与

梅沢　研二

株式会社椿本チエイン　マテハン事業部技
術３部プロセス機器技術２課　副参事

岡本　正吾

株式会社椿本チエイン　マテハン事業部技
術１部埼玉技術２課　主事

飛鳥井　雅弘

株式会社椿本チエイン　マテハン事業部技
術１部埼玉技術２課　副参事

吉田　雅彦

発明奨励賞 ディスク式中耕除草機 特許 第4005512号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構　生物系特定産業技術研究支援セン
ター基礎技術研究部　部長

後藤　隆志

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構　生物系特定産業技術研究支援セン
ター評価試験部　主任研究員

手島　司

発明奨励賞
清掃性が良い集塵ケースを用
いた電気掃除機

特許 第4243723号
三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部クリーナー技術課

関口　剛徳

三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部クリーナー技術課　課長

岩原　明弘

三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部クリーナー技術課

柳沢　健児

三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部電化品質管理課

大牧　清人

発明奨励賞 電気炊飯器の蓋体補強構造 特許 第4258740号
三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部クリーナー技術課

福島　忠史

三菱電機ホーム機器株式会社　家電製品技
術部調理機器技術課

根岸　和善

発明奨励賞
エアコンプレッサ用アンロード
機構の改良

特許 第3121797号
三輪精機株式会社　ニシウミ技術研究所　特
別研究員

奈良　浩

発明奨励賞 ４輪駆動車検査方法 特許 第4191001号
本田技研工業株式会社　埼玉製作所品質管
理室完成車品質モジュール　技術主任

佐藤　信幸

本田技研工業株式会社　埼玉製作所品質管
理室完成車品質モジュール　技術主任

江波戸　克彦
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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
ナイトビジョンシステム検査装
置

特許 第4160534号
本田技研工業株式会社　埼玉製作所品質管
理室完成車品質モジュール　技術主任

平井　義貴

本田技研工業株式会社　埼玉製作所品質管
理室企画管理ブロック　技術主任

町田　貴晴

発明奨励賞 バルブ隙間自動調整装置 特許 第4026689号
本田技研工業株式会社　中国本部中国業務
室四輪生産センター　技師

立野　康幸

本田技研工業株式会社　埼玉製作所総務Ｂ
Ｌ所属Ｈｏｎｄａ　ｏｆ　Ｃａｎａｄａ　Ｍｆｇ駐在　技
師

宮嶋　俊幸

株式会社本田技術研究所　四輪Ｒ＆Ｄセン
ター第五技術開発室第２ブロック

津吉　智明

発明奨励賞 模型用サーボ装置 特許 第4218730号
双葉電子工業株式会社　電子機器事業部無
線機器グループ技術第一ユニット

土屋　弘幸

発明奨励賞 サーマルプリンタ 特許 第3599595号
セイコーインスツル株式会社　プリントシステ
ム事業部

関谷　宏彰

発明奨励賞
ブリーダー抵抗付き半導体装
置

特許 第3526701号
セイコーインスツル株式会社　半導体前工程
技術一部

鷹巣　博昭

セイコーインスツル株式会社　半導体前工程
技術二部　部長

小山内　潤

元　セイコーインスツル株式会社　半導体事
業部

北村　謙二

発明奨励賞 充放電制御装置 特許 第3434759号
セイコーインスツル株式会社　半導体事業部
半導体設計部

須藤　稔

セイコーインスツル株式会社　メカトロ事業ユ
ニットＰＩ部　部長

下田　貞之

元　セイコーインスツル株式会社　半導体事
業部半導体設計部

向中野　浩志

発明奨励賞 フォーカルプレーンシャッタ 特許 第4317237号
セイコープレシジョン株式会社　オプト事業本
部開発部開発チーム　副主査

高橋　裕士

セイコープレシジョン株式会社　オプト事業本
部開発部開発チーム　副主事

中野　洋一

セイコープレシジョン株式会社　オプト事業本
部技術チーム　副主事

根本　千秋

発明奨励賞
オフセットオープン、２ウェイ
アーム搭載透視撮影システム

特許 第4179564号
株式会社日立メディコ　ＸＲシステム本部ユ
ニット設計部機構グループ　技師

日比野　淳

株式会社日立メディコ　ＸＲシステム本部ユ
ニット設計部機構グループ　技師

西来路　哲士

株式会社日立メディコ　ＸＲシステム本部ユ
ニット設計部　部長

原　昭夫

発明奨励賞
棒状蛍光灯の反射装置を備
える袖看板

特許 第4008650号 能田電気工業株式会社　代表取締役会長 能田　舜二

発明奨励賞
セーフティーループ引き通し
工法

特許 第4293381号
株式会社東電通　安全品質・ＫＡＩＺＥＮ推進
本部技術開発部　部長

池畑　浩一

株式会社東電通　安全品質・ＫＡＩＺＥＮ推進
本部技術開発部　サブマネージャー

高橋　信

株式会社東電通　品質保証部　マネージャ 大塚　洋一
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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 自動番組制作装置 特許 第4017290号
日本放送協会　放送技術研究所次世代プ
ラットフォーム研究部　専任研究員

道家　守

株式会社インターネット総合研究所　事業開
発部　上席研究員

林　正樹

発明奨励賞 ハイテクローリ 特許 第3180630号
株式会社タツノ・メカトロニクス　常務取締役
技術担当役員

本橋　俊明

株式会社タツノ・メカトロニクス　技術管理室
室長

清水　誠

発明奨励賞
バックライト装置および撮像機
器

特許 第4102927号
カシオ計算機株式会社　羽村技術センター
ＱＶ事業部第二開発部第２０開発室　室長

大塚　浩一

発明奨励賞
明るさを任意に調整可能な投
影表示装置

特許 第4085723号
カシオ計算機株式会社　羽村技術センターコン
シューマ事業部ＰＪ部第１開発室　室長

小川　昌宏

発明奨励賞
斜流ポンプディフューザの
適形状

特許 第3790101号
株式会社荏原製作所　風水力機械カンパ
ニー開発統括部　副統括部長

後藤　彰

株式会社荏原製作所　風水力機械カンパ
ニー企画管理統括部企画室企画管理グ
ループ　グループ長

足原　浩介

株式会社荏原製作所　風水力機械カンパ
ニー開発統括部技術開発室流体設計グ
ループ　グループ長

櫻井　高幹

ジェイフェニックスリサーチ　ディレクター 鈴木　雅俊

ロンドン大学　工学部機械工学科　教授
メヘダット　ザン
ゲネー

発明奨励賞 直結（増圧）給水装置 特許 第2923638号
株式会社荏原製作所　汎用ポンプ事業統括
技術生産開発統括部技術生産企画室

中島　薫

発明奨励賞
デルタシグマ変換器のオフ
セット補正装置

特許 第3843232号
大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器開発グループ　副主任技師

大平　健夫

大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器開発グループ　課長

呉　一憲

大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器設計グループ　課長

今泉　光治

大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器開発グループ　副主任技師

川島　直人

発明奨励賞
電子式電力量計の停復電検
出機能

特許 第3926631号
大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器開発グループ　グループマネ
ジャー

中山　悦郎

大崎電気工業株式会社　研究開発センター
電子計器設計グループ　副主任技師

内堀　哲也

発明奨励賞
インクジェットヘッドの駆動制
御方法

特許 第3920596号
東芝テック株式会社　技術企画部コア技術
開発センターグループ開発第４担当　専門主
査

楠　竜太郎

発明奨励賞 光走査装置 特許 第3095627号
東芝テック株式会社　ドキュメントシステム事
業本部設計第一技術部グループ機構設計
第二担当　主査

益田　宣尚

発明奨励賞
ジョブメモリ機能を改善した複
合機

特許 第4086679号
東芝テック株式会社　ドキュメントシステム事
業本部設計第六技術部グループシステムコ
ントローラ開発第三担当　主事

緒方　克樹
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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
平膜エレメント用膜シートの溶
着方法

特許 第4244842号
株式会社日立プラントテクノロジー　研究開
発本部松戸研究所　主任研究員

武村　清和

株式会社日立プラントテクノロジー　環境シス
テム事業本部技術開発部　課長

能登　一彦

株式会社スガテック　設計センター 畑中　満

株式会社日立プラントエンジニアリングアンド
サービス　事業統括本部産業工事事業部産
業プラント工事部　部員

藤本　孝

株式会社日立テクノロジーアンドサービス
生産統括部生産技術グループ　部員

田頭　辰晃

発明奨励賞
コンクリート補強用波型ポリプ
ロピレン繊維

特許 第3276080号
鹿島建設株式会社　関東支店栃木営業所工
事課　課長代理

平石　剛紀

鹿島建設株式会社　技術研究所土木材料グ
ループ　グループ長

坂田　昇

鹿島建設株式会社　技術研究所　主任研究
員

柳井　修司

鹿島建設株式会社　技術研究所　副所長 信田　佳延

発明奨励賞 杭頭半固定接合工法の開発 特許 第3804443号
鹿島建設株式会社　技術研究所建築構造グ
ループ　上席研究員

宮田　章

元　鹿島建設株式会社　建築設計本部構造
設計統括グループ

吉松　敏行

鹿島建設株式会社　建築設計本部構造設計
統括グループ　グループリーダー

齋藤　一

発明奨励賞 半導体装置 特許 第4076261号
セイコーＮＰＣ株式会社　塩原テクノロジーセ
ンター設計部設計一課　課長

坂本　修司

セイコーＮＰＣ株式会社　塩原テクノロジーセ
ンター品質保証部

関谷　典生

発明奨励賞 測量機の振り向き光リモコン 特許 第3741477号 株式会社トプコン 片山　康隆

株式会社トプコン　ＴＭ－１推進グループ品
質改革推進部　部長

木村　和昭

株式会社トプコン　ポジショニングビジネスユ
ニットＧＮＳＳ開発技術部　主任

笹川　潤

ＧＯＫＯカメラ株式会社　映像事業部映像技
術第２グループ　リーダー

越川　和重

発明奨励賞
ロータリープリズム方式による
眼屈折力測定

特許 第3071693号
株式会社トプコン　アイケアビジネスユニット
新医療技術開発部　部長

福間　康文

株式会社トプコン　アイケアビジネスユニット
事業企画部　専任課長

林　健史
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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

発明奨励賞 交流電気集塵装置 特許 第3943461号
富士電機システムズ株式会社　産業プラント
事業本部道路技術部　課長補佐

瑞慶覧　章朝

富士電機システムズ株式会社　産業プラント
事業本部第二統括部

安本　浩二

富士電機システムズ株式会社　川崎工場特
機部

河野　良宏

東京都市大学　名誉教授 伊藤　泰郎

発明奨励賞 燃料反応器 特許 第3820765号
富士電機ホールディングス株式会社　技術
開発本部先端技術研究所

中川　功夫

発明奨励賞
クリーンルーム用空気清浄装
置

特許 第4333598号
富士電機システムズ株式会社　産業プラント
事業本部第二統括部技術第一部

澤田　朋之

元　富士電機モータ 大久保　温

元　鳥取電気製造株式会社 高橋　富行

発明奨励賞
異種燃料切替機能を有する燃
料電池発電装置

特許 第3738888号
富士電機ホールディングス株式会社　技術
開発本部先端技術研究所　主任研究員

千田　仁人

富士電機ホールディングス株式会社　技術
開発本部先端技術研究所　主席研究員

小松　正

発明奨励賞 エレベータのガイド機構 特許 第3996664号
東芝エレベータ株式会社　姫路事業所品質
保証部　主査

村上　伸

東芝エレベータ株式会社　常務、品質保証
統括部　部長

宗像　正

元　株式会社東芝　電力･産業システム技術
開発センター電器システム開発部

鈴木　聡

東芝テクニカルサービスインターナショナル
株式会社

中垣　薫雄

東芝エレベータ株式会社　府中工場　工場
長

小原　英也

株式会社東芝　モバイルコミュニケーション社
モバイル機器メカ設計部

東川　弥

元　東芝エレベータ株式会社　府中工場　昇
降機開発部

我妻　康幸

発明奨励賞 遊技機用途の画像合成用ＬＳＩ 特許 第3481913号
株式会社アクセル　取締役、技術グループ
アシスタントゼネラルマネージャー

松浦　一教
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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 スーパーフレックススラブ 特許 第4031469号
株式会社竹中工務店　東京本店設計部構造
部門　副部長

太田　博章

元　株式会社竹中工務店　東京本店設計部 吉田　啓喜

株式会社竹中工務店　本社（東京）役員室
参与

吉井　信幸

株式会社竹中工務店　東京本店作業所　作
業所長

渋田　祥一郎

元　株式会社竹中工務店　東京本店設計部 今田　晴雄

株式会社竹中工務店　東京本店作業所　総
括作業所長

市東　信明

株式会社竹中工務店　営業本部集合住宅部
門

西尾　秀平

株式会社東京ソイルリサーチ 山本　正幸

株式会社竹中工務店　東京本店設計部　部
長

山本　敦史

元　株式会社竹中工務店　東京本店設計部 中川　晃

株式会社竹中工務店　本社（東京）設計本部
設計管理部

北村　俊久

株式会社竹中工務店　東京本店作業所 井上　竜太

株式会社竹中工務店　本社（東京）技術研究
所

日高　孝之

発明奨励賞 プロセス用伝送器 特許 第4366652号
横河電機株式会社　ＩＡ事業部フィールド機
器事業センター無線ソリューションＧｒフィー
ルド無線ＳｕｂＧｒ

吉野　広樹

横河電機株式会社　ＩＡ事業部フィールド機
器事業センター伝送器技術ＧｒファームＳｕｂ
Ｇｒ　マネージャー

小山　越太郎

発明奨励賞 ＩＣテスタ 特許 第4232637号
横河電機株式会社　ＡＴＥ事業部マーケティ
ングセンターマーケティング統括Ｇｒシステム
ＬＳＩ製品企画Ｇｒ

永沼　英樹

発明奨励賞 フォトダイオード 特許 第3991548号
横河電機株式会社　半導体開発センター化
合物第２技術部２チーム　マネージャー

梅沢　俊匡

横河電機株式会社　通信機器センター生産
技術Ｇｒ第４チーム

工藤　貴裕

横河電機株式会社　人財本部キャリア開発
センター２Ｇｒ３チーム

中島　眞一

横河電機株式会社　半導体開発センター化
合物第２技術部　部長

和田　守夫

横河電機株式会社　品質保証本部品質企画
Ｇｒ

荒木　昌二郎

発明奨励賞
精密観察・分析装置用防振
ベースプレート

特許 第3581257号
日本電子株式会社　ＥＭＢＵ　ＥＭ設計グ
ループ　主任技師

羽持　満
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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 通信帯域の監視方法 特許 第4078755号
株式会社日立製作所　中央研究所　主任研
究員

矢崎　武己

アラクサラネットワークス株式会社 相本　毅

発明奨励賞
伸縮自在のショルダーストラッ
プ

特許 第3359627号 川北国際特許事務所、株式会社ＩＰ５　代表 川北　喜十郎

発明奨励賞
ＣＯ２の発生を削減した油圧プ
レス機械

特許 第4192206号 株式会社関東メカニカル　代表取締役社長 渡辺　利彦

発明奨励賞
メモリインターフェイス制御回
路

特許 第4284527号
日本電気株式会社　応用ワークステーション
事業部　技術エキスパート

青木　睦

発明奨励賞
ディスクアレイ装置用ガロア体
乗算回路

特許 第4288486号
日本電気株式会社　ストレージ事業本部シス
テムストレージ事業部装置開発グループ　主
任

小林　栄治

発明奨励賞
半導体素子を用いた信号遅
延回路

特許 第3401683号
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会
社　開発本部エレクトロニクス開発センターＰ
Ｐ　ＨＷ開発部

高木　幸一

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会
社　開発本部エレクトロニクス開発センターＰ
Ｐ　ＨＷ開発部

東井　満男

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会
社　開発本部エレクトロニクス開発センターＰ
Ｐ　ＨＷ開発部

石井　宏

発明奨励賞
ＢＤ用光ピックアップ対物レン
ズ

特許 第4254986号
コニカミノルタオプト株式会社　光学事業本
部ＯＣ事業部

木村　徹

コニカミノルタオプト株式会社　技術開発本
部開発戦略室　マネージャー

大田　耕平

発明奨励賞
色補間方法および色補間装
置

特許 第4288865号
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社
システム技術研究所イメージシステム開発室
室長

洪　博哲

発明奨励賞 撮像装置 特許 第3842093号
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社
デバイス技術研究所メカトロ技術開発部

和田　滋

発明奨励賞 半導体集積回路装置 特許 第4106033号
株式会社ルネサステクノロジ　武蔵事業所設
計開発本部ＬＳＩ設計統括部低電力ＩＰ開発
部　部長

石橋　孝一郎

株式会社日立製作所　中央研究所 水野　弘之

株式会社日立製作所　ワイヤレスインフォベ
ンチャーカンパニーセンサネット事業開発部
部長

志村　隆則

株式会社ルネサステクノロジ　システムソ
リューション統括本部システムソリューション
第二事業部　副事業部長

服部　俊洋

発明奨励賞
内視鏡のオートクレーブ対応
技術

特許 第3327965号
オリンパスメディカルシステムズ株式会社　開
発企画本部知的財産部　部長

窪田　哲丸

元　オリンパス光学工業株式会社　映像開発
部

太田　睦月
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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 生体組織の結紮装置 特許 第4242614号
オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部ＥＴ機器開発部

木村　耕

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部未来内視鏡開発部部長

下中　秀樹

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部ＥＴ機器開発部

松野　清孝

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部ＥＴ機器開発部

鈴木　孝之

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部ＥＴ機器開発部

村松　潤一

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部ＥＴ機器開発部

小林　司

発明奨励賞 携帯式内視鏡 特許 第3459889号
オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
２開発本部未来内視鏡開発部

渡邊　勝司

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　第
１開発本部外科内視鏡開発部

大嵜　至

オリンパス株式会社　研究開発センター医療
探索部

高橋　裕史

白河オリンパス株式会社　品質保証グループ 細田　誠一

オリンパス株式会社　研究開発センター医療
技術開発本部　部長

五反田　正一

中村　剛明

発明奨励賞
負圧スライダを有するランプ
ロード式ＨＤＤ

特許 第3772026号
東芝ストレージデバイス株式会社　ストレージ
デバイス開発部　部長

伊藤　淳

発明奨励賞
初期状態へ復元可能な情報
処理装置

特許 第3677252号
株式会社東芝　ＰＣ＆ネットワーク社ＰＣ開発
センターＰＣソフトウェア設計第二部第一担
当　グループ長

熊谷　明

発明奨励賞
指紋認証機能搭載情報処理
装置

特許 第2877547号 株式会社ソキエ　システム技術部　部長 平松　憲一

発明奨励賞 アンプの歪補償装置 特許 第3993362号
株式会社東芝　社会システム社放送・ネット
ワークシステム部通信システム機器担当　主
査

来島　徹

発明奨励賞
発電所用制御装置のロジック
保守ツール

特許 第4008809号
株式会社東芝　府中事業所電力プラット
フォーム開発部　電力プラットフォームハード
ウェア開発担当

吉澤　晋

株式会社東芝　府中事業所電力プラット
フォーム開発部　電力プラットフォームハード
ウェア開発担当

萩　武仁

株式会社東芝　府中事業所電力プラット
フォーム開発部　電力プラットフォームハード
ウェア開発担当

若松　謙一

株式会社東芝　府中事業所電力プラット
フォーム開発部　電力プラットフォームハード
ウェア開発担当

田川　敏夫

東芝システムテクノロジー株式会社　システ
ムソリューション第四部　エレクトロニクス開発
担当

西原　和彦
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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 燃焼式排ガス処理装置 特許 第4066107号
株式会社荏原製作所　精密・電子事業カン
パニー精密機器事業部環境製品技術室設
計グループ

川村　興太郎

荏原冷熱システム株式会社　製品事業部
開発統括

竹村　與四郎

中村　力弥

株式会社荏原製作所　風水力機械カンパ
ニー汎用ポンプ事業統括藤沢工場汎用機器
技術室技術・見積グループ　グループ長

白尾　祐司

発明奨励賞 ラクトフェリン複合体 特許 第4195486号 株式会社ＮＲＬファーマ　品質管理室　室長 瀬戸　勇

株式会社ＮＲＬファーマ　特別顧問 清水　洋彦

株式会社リブラメディシーナ　取締役 河野　源

元　株式会社ＮＲＬファーマ 高山　梢

発明奨励賞
低演算量帯域拡張オーディオ
圧縮技術の発明

特許 第3579047号
日本電気株式会社　共通基盤ソフトウェア研
究所　主任研究員

野村　俊之

日本電気株式会社　モバイルターミナル開発
本部　主任

嶋田　修

ＤｏｌｂｙＪａｐａｎ株式会社　テクニカルマネー
ジャ

高見沢　雄一郎

日本電気株式会社　共通基盤ソフトウェア研
究所　研究部長

芹沢　昌宏

パナソニック株式会社　ＡＶＣネットワークス社
主任技師

田中　直也

パナソニック株式会社　デジタル・ネットワー
ク開発センター　主任技師

津島　峰生

パナソニック株式会社　デジタル・ネットワー
ク開発センター　主幹技師

則松　武志

パナソニックシンガポール研究所　主任研究
員

Ｃｈｏｎｇ　Ｋｏｋ
Ｓｅｎｇ

ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃＰｔｅＬｔ
ｄ．　研究員

Ｋｕａｈ　Ｋｉｍ　Ｈ
ａｎｎ

パナソニックシンガポール研究所　Ｒ＆Ｄ　マ
ネージャ

Ｎｅｏ　Ｓｕａ　Ｈｏ
ｎｇ

発明奨励賞
ＣＤＭＡ用高速セルサーチ方
式

特許 第2861985号
日本電気株式会社　システムプラットフォー
ム研究所　主任研究員

丸　次夫

発明奨励賞
モバイル電子チケットサービス
基盤

特許 第3753118号
日本電気株式会社　サービスプラットフォー
ム研究所　主任

十河　卓司

発明奨励賞 機能論理回路検証装置 特許 第3173506号
日本電気株式会社　システムＩＰコア研究所
主幹研究員

中村　祐一

発明奨励賞
交差偏波間干渉補償器回路リ
セット方法

特許 第4120422号
日本電気株式会社　モバイルネットワーク事
業本部モバイルワイヤレスネットワーク事業部
主任

市川　正樹
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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
赤外線通信機能を備えた携帯
電話機

特許 第3914668号
日本電気株式会社　モバイルターミナル事業
本部モバイルターミナル開発本部　グループ
マネージャー

倉松　寛泰

発明奨励賞
耐破断性能に優れた溶接接
合部

特許 第3937389号
ＪＦＥスチール株式会社　スチール研究所土
木・建築研究部　主任研究員

加村　久哉

日本鋳造株式会社　エンジニアリング事業部
建築プロジェクトチーム

形山　忠輝

セイケイ株式会社　顧問 平野　攻

ＪＦＥテクノリサーチ株式会社　千葉分析・材
料事業部鋼材溶接部　部長

小嶋　敏文

岡本　晴仁

発明奨励賞
小面積な半導体チップ内蔵静
電保護素子

特許 第3237110号
ルネサス エレクトロニクス株式会社　コア開発
部　チームマネージャー

平田　守央

発明奨励賞
サリサイド形成時のゲート耐圧
劣化抑制法

特許 第3569133号
ルネサス エレクトロニクス株式会社　生産本
部プロセス技術部　主任

濱中　信秋

ルネサス エレクトロニクス株式会社　基盤技
術開発本部先端デバイス開発部　シニアプロ
セスエンジニア

井上　顕

ルネサス エレクトロニクス株式会社　第一Ｓｏ
Ｃ事業本部第一ＳｏＣ製品技術部　シニアプ
ロダクションエンジニア

安彦　仁

ルネサス エレクトロニクス株式会社　生産本部
プロセス技術部　シニアプロダクションエンジニ
ア

樋口　実

発明奨励賞
半導体集積回路の静電気保
護装置

特許 第3123489号
ルネサス エレクトロニクス株式会社　基盤技
術開発本部コア開発部　チームマネー
ジャー

森下　泰之

発明奨励賞
ダミー配線幅規定に関する特
許

特許 第4191110号
ルネサス エレクトロニクス株式会社　基盤技
術開発本部先端デバイス開発部　主任

井口　学

Ｒｅｎｅｓａｓ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．
ＰｒｉｎｃｉｐａｌＰｒｏｃｅｓｓＥｎｇｉｎｅｅｒ

竹脇　利至

発明奨励賞
オンチップ縦型バイポーラ静
電気保護素子

特許 第3633880号
ルネサス　エレクトロニクス株式会社　基盤技
術開発本部　シニアデザインエンジニア

奥島　基嗣

発明奨励賞
ウェハエッジからの汚染金属
除去方法と装置

特許 第3395696号
ルネサス　エレクトロニクス株式会社　生産本
部プロセス技術部

山崎　進也

発明奨励賞 クロック制御回路および方法 特許 第3450293号
ルネサス　エレクトロニクス株式会社　第一Ｓｏ
Ｃ事業本部産業・ネットワーク事業部　シニア
プロフェッショナル

佐伯　貴範

発明奨励賞
開発日程短縮・小面積化タイミ
ング収束手法

特許 第4015807号
ＮＥＣマイクロシステム株式会社　第二ＳｏＣ開発
事業部　チームマネージャー

入江　和幸

発明奨励賞 道路地物計測装置 特許 第4344869号
三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部機動開
発課　課長

瀧口　純一

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部機動開
発課　課員

梶原　尚幸

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部機動
開発課　課員

島　嘉宏

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部　主
管技師長

黒崎　隆二郎

学校法人早稲田大学　理工学術院総合研究
所　教授

橋詰　匠
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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
バッテリ装置の過電圧保護回
路

特許 第3872057号
三菱電機株式会社　鎌倉製作所宇宙システ
ム部システム技術第三課

木村　利之

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部電子
技術第七課

清水　康弘

三菱電機エンジニアリング株式会社　鎌倉事
業所技術部宇宙技術課

山崎　裕之

新光電子株式会社　技術開発部 木野田　正信

エリーパワー株式会社　電源システム部　執
行役員

郷内　敏夫

発明奨励賞
情報表示システムおよび無線
情報装置

特許 第3816735号
三菱電機株式会社　自動車機器開発セン
ター　グループマネージャ

岡田　玲子

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所 佐々木　幹郎

発明奨励賞 移動体通信用適応等化技術 特許 第2894406号
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所無
線通信技術部　部長

久保　博嗣

発明奨励賞
データ配信管理装置及び
データ配信管理方法

特許 第3377994号
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所無
線アクセス部

柳生　理子

発明奨励賞
継続時間長を用いた耐騒音
音声認識技術

特許 第2845019号
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所音
声・言語処理技術部音声処理チーム　チー
ムリーダー

岩﨑　知弘

発明奨励賞 薄型導波管偏分波器 特許 第4060228号
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所知
的財産センター　特許担当

荒巻　洋二

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所ア
ンテナ技術部　チームリーダー

米田　尚史

三菱電機株式会社　通信機製作所技術部 宮崎　守泰

三菱電機株式会社　通信機製作所品質保証
部

津村　顯

三菱電機株式会社　通信機製作所技術部
チームリーダー

堀江　聡介

発明奨励賞
マルチ給電分配回路型増幅
器

特許 第4202833号
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光・マイクロ波回路技術部

山内　和久

新エネルギー・産業技術総合開発機構　研
究開発推進部　主査

池田　幸夫

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光・マイクロ波回路技術部

森　一富

三菱電機株式会社　鎌倉製作所ＭＤ製造部 中原　和彦

三菱電機株式会社　鎌倉製作所ＭＤ製造部 小出　秀之

三菱電機株式会社　鎌倉製作所ＭＤ製造部技
術第一課　課長

坪田　吉弘
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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
モード制御導波路型レーザ装
置

特許 第4392024号
三菱電機株式会社　京都製作所レーザ光源
開発プロジェクトグループ

柳澤　隆行

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光・マイクロ波回路技術部　部長

平野　嘉仁

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光・マイクロ波回路技術部

山本　修平

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部 今城　正雄

三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
光・マイクロ波回路技術部

酒井　清秀

三菱電機株式会社　鎌倉製作所技術部 小矢田　康晴

発明奨励賞 ＡＶ機器用リモコン 意匠 第1377085号
三菱電機株式会社　デザイン研究所情報シ
ステムデザイン部情報第１グループ

佐藤　聡

発明奨励賞 コンテンツ利用制御方法 特許 第3502035号
富士通株式会社　ソフトウェア計画本部開発
企画統括部プロジェクト課　課長

畠山　卓久

有限会社ａＩＰｉｄ　代表取締役 吉岡　誠

富士通株式会社　ＴＲＩＯＬＥビジネス推進本
部ＴＲＩＯＬＥオファリング統括部

宮澤　雄司

発明奨励賞 録画番組の階層管理 特許 第4400684号
株式会社日立製作所　コンシューマエレクト
ロニクス研究所開発企画部　主任研究員

吉田　進

株式会社日立製作所　コンシューマエレクト
ロニクス研究所ストレージシステム研究センタ
主任研究員

塩川　淳司

株式会社日立製作所　コンシューマエレクト
ロニクス研究所ストレージシステム研究センタ
担当部長

岡本　宏夫

発明奨励賞
電子機器等に用いる小型プリ
ンタカッタ

特許 第4174489号
ＮＥＣインフロンティア株式会社　ｉアプライア
ンス開発本部基盤技術グループ　主任

吉岡　幸夫

発明奨励賞 ＬＥＤ電球 特許 第4406854号
東芝ライテック株式会社　照明器具事業部需
給部

諏訪　巧

東芝ライテック株式会社　技術本部ＬＥＤ技
術統括部製品技術部　参事

田中　敏也

東芝ライテック株式会社　技術本部ＬＥＤ技
術統括部製品技術部

久安　武志

東芝ライテック株式会社　技術本部ＬＥＤ技
術統括部製品技術部

大澤　滋

発明奨励賞 ペレットボンディング装置 特許 第3662404号
芝浦メカトロニクス株式会社　ボンディング装
置事業部営業部　主査

武田　泰

元　東芝メカトロニクス株式会社　半導体装
置部　部長

有江　誠
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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 プロペラ送風機及び冷蔵庫 特許 第3761137号
三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ター空調冷熱技術開発部空調デバイス技術
グループ

加藤　康明

東日本旅客鉄道株式会社　新潟支社新津車
両製作所技術部設計課　課長

吉橋　淳

三菱電機冷熱応用システム株式会社　船橋
事業所製造部　次長

加藤　睦

三菱電機株式会社　静岡製作所冷蔵庫製造
部技術課

中津　哲史

三菱電機株式会社　静岡製作所冷蔵庫製造
部技術課

吉田　淳二

発明奨励賞 電動機の振動抑制制御装置 特許 第4060805号
三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ター電機技術開発部駆動デバイス開発グ
ループ

有澤　浩一

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ター電機技術開発部ファンモータ開発グ
ループ　グループマネージャ

坂廼辺　和憲

発明奨励賞 ゲートウェイ装置 特許 第3660545号
三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターシステムエンジニアリング部

鈴木　繁樹

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターシステムエンジニアリング部　部長

久代　紀之

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターシステムエンジニアリング部システム技術
グループ　グループマネージャ

中田　成憲

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターシステムエンジニアリング部システム技術
グループ

小宮　紀之

発明奨励賞 蒸気処理装置 特許 第4334575号
三菱電機株式会社　リビング・デジタルメディ
ア技術部開発企画Ｇ

中村　輝男

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターＩＨＣＨ開発プロジェクトＧ

田村　憲一

三菱電機株式会社　住環境研究開発セン
ターＩＨＣＨ開発プロジェクトＧ

西　健一郎

三菱電機ホーム機器株式会社　住設機器技
術部ＩＨクッキングヒーター技術課

関根　加津典

発明奨励賞
非破壊検査に用いるカラー透
視装置

特許 第4116571号
株式会社東芝　電力・社会システム技術開発
センター機器・システム開発部　主査

日塔　光一

東芝電子管デバイス株式会社　イメージング
デバイス技術部　イメージ管技術担当

野地　隆司

東芝原子力エンジニアリングサービス株式会
社　技術開発部

小長井　主税

発明奨励賞
家庭内ネットワークの著作権
保護技術

特許 第3769580号
株式会社東芝　研究開発センターコンピュー
タアーキテクチャ・セキュリティラボラトリー　研
究主務

磯崎　宏

株式会社東芝　デジタルメディアネットワーク
社コアテクノロジーセンターインターフェース
技術開発部第四担当　グループ長

小久保　隆

株式会社東芝　デジタルメディアネットワーク
社コアテクノロジーセンター次世代デジタルメ
ディア技術開発部ＰＣコア技術開発担当　グ
ループ長

金澤　浩二
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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
直接変換方式無線器向け周
波数変換回路

特許 第3993555号
株式会社東芝　研究開発センターワイヤレス
システムラボラトリー　研究主務

三友　敏也

株式会社東芝　研究開発センターワイヤレス
システムラボラトリー　主任研究員

渡辺　理

株式会社東芝　研究開発センターワイヤレス
システムラボラトリー　研究主幹

大高　章二

発明奨励賞
空中線装置の小型・軽量化構
造

特許 第4189278号
株式会社東芝　社会システム社小向工場基
盤技術部技術応用第一担当　主務

大久保　健次

株式会社東芝　社会システム社小向工場基
盤技術部技術応用第一担当　参事

伊藤　誠二

発明奨励賞
顔抽出タイムラグのない撮像
装置

特許 第4121026号
富士フイルム株式会社　Ｒ＆Ｄ統括本部画像
技術センター　主席研究員

伊藤　渡

発明奨励賞
巻取りロールの自動巻替え装
置及び方法

特許 第4136864号
富士フイルム株式会社　Ｒ＆Ｄ統括本部生産
技術センター　課長

疋田　伸治

発明奨励賞
高密度垂直記録用薄膜磁気
ヘッド

特許 第3965358号
日立金属株式会社　情報部品カンパニー開
発センター　技師

岡田　泰行

株式会社日立製作所　中央研究所ストレー
ジ・テクノロジー研究センタ磁気記録研究部
ＲｅａｄＳｅｎｓｏｒＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ研究ユニット　ユ
ニットリーダー主任研究員

星屋　裕之

株式会社日立製作所　中央研究所ストレー
ジ・テクノロジー研究センタ先端ストレージ研
究部　主任研究員

川戸　良昭

発明奨励賞
波長傾斜特性可変光学フィル
タ

特許 第3779054号
富士通株式会社　ネットワークプロダクト事業
本部光方式プロジェクト部　部長

寺原　隆文

富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社
第二商品部

福島　暢洋

発明奨励賞
背分力パルスカッティング帯
鋸盤

特許 第3949693号
株式会社アマダマシンツール　切削事業本
部、販売推進部、マシン販売技術　グループ
リーダ

相原　尚仁

株式会社アマダ　技術研究所　上級研究員 常盤　徹

株式会社アマダマシンツールエムエフジー
切削技術部門、切削製造技術部、商品技術
部

後藤　実

発明奨励賞 携帯電話用着信報知装置 特許 第3172487号 三洋精密株式会社　技術部　部長 鳴沢　一登

発明奨励賞 発光うちわ 特許 第3514748号 マイクロストーン株式会社　代表取締役社長 白鳥　典彦

マイクロストーン株式会社　開発生産部　部
長

市川　和豊

発明奨励賞
バーハンドル車両用操作レ
バー

特許 第3934085号 日信工業株式会社　開発２部　主幹 波多腰　弦一

発明奨励賞 腰の屈伸補助具 特許 第3972119号 武田　徳太郎
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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
空気調和機用ロータリコンプ
レッサ

特許 第3867006号 東芝キヤリア株式会社　技師長 川辺　功

東芝キヤリア株式会社　コンプレッサー設計
部小形コンプ設計担当　主務

平野　浩二

東芝キヤリア株式会社　技術本部技術統括
室　主務

加藤　久尊

東芝キヤリア株式会社　生産技術部製造技
術担当　グループ長

吉川　和宏

東芝キヤリア株式会社　コンプレッサ製造部
コンプレッサ部品課　課長

竹谷　一吉

発明奨励賞
高周波加熱装置の出力変成
器

特許 第3644238号 株式会社ミヤデン　代表取締役会長 宮崎　力

株式会社ミヤデン　開発担当取締役 川嶋　茂義

発明奨励賞
歯車を加工する研削盤砥石の
再生装置

特許 第4233198号
本田技研工業株式会社　浜松製作所事業管
理部工機金型ブロック　技術主任

鈴木　英夫

ホンダベトナムＣｏ．，Ｌｔｄ． 松下　信吾

発明奨励賞
部品へスチールボールを供給
する装置

特許 第4197087号
本田技研工業株式会社　浜松製作所トラン
スミッション工場組立モジュールリビルトチー
ム

袴田　喜章

発明奨励賞
簡単メンテ機能を搭載した空
気調和機

特許 第4229019号
三菱電機株式会社　静岡製作所パッケージ
エアコン製造部技術第二課

服部　太郎

三菱電機エンジニアリング株式会社　静岡事
業所空調機技術部制御技術一課　主任技師

松永　直也

発明奨励賞 エアコン用リモコン 特許 第4381942号
三菱電機株式会社　静岡製作所ルームエア
コン製造部技術第一課

長瀬　幸彦

三菱電機株式会社　静岡製作所品質保証部
フィールドサービス課

今城　康雄

三菱電機株式会社　環境推進本部企画グ
ループ　担当課長

田中　基寛

発明奨励賞
冷蔵庫の除霜用ヒーターの設
置方法

特許 第4111247号
三菱電機株式会社　静岡製作所冷蔵庫製造
部技術課

西澤　章

三菱電機株式会社　静岡製作所品質保証部
フィールドサービス課　課長

丸山　等

発明奨励賞
インクジェット記録用圧着葉書
用紙

特許 第3392649号
特種製紙株式会社　営業開発本部機能紙営
業部工業用紙課　課長

平澤　智樹

特種製紙株式会社　技術本部品質保証部 萩原　清次

発明奨励賞 セルフチェックアウトシステム 特許 第4302650号
東芝テック　オートＩＤ・プリンタ事業本部技術統
括部第一技術部サプライ商品担当　　主幹

田代　鋼

発明奨励賞 ポータブル型プリンタ装置 特許 第2954726号
東芝テック株式会社　　リテールソリューショ
ン事業本部ＰＯＳ技術部グループ量販店・セ
ルフ担当　専門主査

伏見　和宏

元　東芝テック株式会社　流通システムカン
パニー　システムソリューション統括部

塩崎　二男
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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 硬貨入出金装置 特許 第3865310号
東芝テック株式会社　　オートＩＤ・プリンタ事
業本部技術統括部第一技術部グループＢＣ
Ｓ商品担当　専門主査

落合　照行

東芝テック株式会社　　リテールソリューショ
ン事業本部大仁事業所周辺・アプライアンス
技術部グループＰＯＳ周辺機器担当　主務

小谷　和己

東芝テック株式会社　　リテールソリューショ
ン事業本部周辺・アプライアンス技術部グ
ループＰＯＳ周辺機器担当　主事

大川　一也

東芝テック株式会社　　リテールソリューショ
ン事業本部周辺・アプライアンス技術部グ
ループＰＯＳ周辺機器担当　グループ長

漆畑　芳実

発明奨励賞 石油給湯機 特許 第4294541号
株式会社コロナ　技術本部住設商品開発グ
ループ温水チーム　技士補

綿貫　順也

株式会社コロナ　技術本部住設商品開発グ
ループ給湯チーム　技士補

田村　竹年

発明奨励賞 ヒートポンプ式給湯機 特許 第4262223号
株式会社コロナ　技術本部エコ商品開発グ
ループエコ２チーム　副技士

島田　政美

株式会社コロナ　技術本部エコ商品開発グ
ループエコ２チーム　副技士

村山　成樹

株式会社コロナ　技術本部エコ商品開発グ
ループエコ２チーム　副技士

小川　昇

発明奨励賞 ミニファンヒーターの開発 特許 第4146409号
株式会社コロナ　技術本部ライフ商品開発グ
ループ石油暖房チーム　副技士

近藤　武志

株式会社コロナ　技術本部ライフ商品開発グ
ループ石油暖房チーム　副技士

佐藤　裕悦

発明奨励賞 配電監視システム 特許 第3996119号
株式会社日立産機システム　事業統括本部
受配電・環境システム事業部品質保証部開
閉器品質保証課　技師

髙鴨　直大

株式会社日立産機システム　事業統括本部
空圧システム事業部品質保証部開発・商用
グループ　技師

河内　信行

発明奨励賞 照明装置 特許 第3862017号
日本精機株式会社　技術本部車載設計統括
部第２設計部外装設計２１

高橋　泰史

発明奨励賞 指針照明装置 特許 第3738954号
日本精機株式会社　技術本部車載設計統括
部第２設計部外装設計２１

梅沢　勝仁

日本精機株式会社　技術本部車載設計統括
部第２設計部外装設計２２　アシスタントマネ
ジャー

土屋　聡

発明奨励賞
ミミズと蟻を用いた健康食品の
製造方法

特許 第3762364号 株式会社ミヤトウ野草研究所　代表取締役 近藤　堯

奨励功労賞
元　小山市立城東小学校　教諭、小山市少
年少女発明クラブ　企画運営委員・指導員

白井　丈夫

株式会社野口製作所　代表取締役社長、社
団法人発明協会群馬県支部　常任理事・富
岡分会　分会長、富岡少年少女発明クラブ
会長

野口　十九一

阿部建設株式会社　代表取締役社長、旭少
年少女発明クラブ　副会長

阿部　典義

キッセイ薬品工業株式会社　代表取締役社
長、社団法人発明協会長野県支部　副支部
長

神澤　陸雄

テクノエクセル株式会社　代表取締役社長、
社団法人発明協会長野県支部　理事

神林　章
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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
株式会社山交百貨店　代表取締役社長、社
団法人発明協会山梨県支部　理事

内田　賢一
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