
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

高性能新冷間ダイス鋼 特許 第4258772号
日立金属株式会社　冶金研究所　主
任研究員

久保田　邦親

日立金属株式会社　冶金研究所　主
任研究員

中津　英司

日立金属工具鋼株式会社　技術サー
ビス部　部長

小松原　周吾

実施功績賞
日立金属株式会社　代表執行役　執
行役社長

藤井　博行

特許庁長官奨励賞
ガラス長繊維強化複合材
の射出成形技術

特許 第3757875号
マツダ株式会社　技術研究所　シニア・
テクニカル・スペシャリスト

田中　力

マツダ株式会社　技術研究所　主幹研
究員

栃岡　孝宏

実施功績賞
マツダ株式会社　代表取締役会長　社
長兼ＣＥＯ

山内　孝

中小企業庁長官奨励賞
α－グリコシルトレハロー
スの製造方法

特許 第4249055号
株式会社林原生物化学研究所　常務
取締役、特許センター担当

三宅　俊雄

株式会社林原生物化学研究所　研究
センター糖質研究所部門　研究員

丸田　和彦

株式会社林原生物化学研究所　取締
役、開発センター担当

久保田　倫夫

株式会社林原　取締役 杉本　利行

実施功績賞
株式会社林原生物化学研究所　代表
取締役社長

林原　健

中国経済産業局長賞
低摩擦係数の複合硬質皮
膜の形成法

特許 第3918895号
地方独立行政法人山口県産業技術セ
ンター　企業支援部　副部長

井手　幸夫

実施功績賞
地方独立行政法人山口県産業技術セ
ンター　理事長

山田　隆裕

発明協会会長奨励賞
植生マットおよび多自然型
護岸工法

特許 第3882980号
日本植生株式会社　技術部技術Ⅰ課
課長

中村　剛

実施功績賞 日本植生株式会社　代表取締役社長 長岡　保男

日本弁理士会会長奨励
賞

折畳み機器のヒンジ機構
及び折畳み機器

特許 第4212578号
三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　車載機器事業部事業統括
部純正開発部純正技術課　担当課長

上山　知毅

実施功績賞
三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　代表取締役社長

松岡　信昭

三洋電機株式会社　代表取締役社長 佐野　精一郎

鳥取県知事賞 農業用高所作業車 意匠 第1185319号
有限会社河島農具製作所　代表取締
役社長

河島　隆則

島根県知事賞
コンバインにおける前処理
変速装置

特許 第4301743号
三菱農機株式会社　開発・生産本部開
発設計二部　部長

大本　啓一
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岡山県知事賞
高強度高変形ラインパイプ
用鋼板

特許 第4419695号
ＪＦＥスチール株式会社　スチール研究
所厚板・形鋼研究部　主任研究員

石川　信行

ＪＦＥスチール株式会社　スチール研究
所薄板加工技術研究部　主任研究員

新宮　豊久

ＪＦＥスチール株式会社　厚板セクター
部　主任部員

遠藤　茂

ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所
鋼材商品技術部溶接管室　主任部員

村岡　隆二

広島県知事賞 電力計測補正回路 特許 第4193697号
三菱電機株式会社　福山製作所計測
制御製造部電力量計技術グループ

黒田　淳文

三菱電機株式会社　開発本部先端技
術総合研究所センサ情報処理システム
技術部センサ応用システムＧ

新土井　賢

三菱電機株式会社　福山製作所計測
制御製造部電力量計技術グループ　Ｇ
Ｒ

近藤　桂州

山口県知事賞
高分子フィルターを活用し
た濁水処理装置

特許 第4394990号 中村建設株式会社　代表取締役 中村　廣義

鳥取県支部長賞 加湿機能付温風機 特許 第4201744号
三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　家電事業部技術三部　部
長

里　友成

三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　家電事業部製造統括部技
術三部技術三課　課長

松尾　茂

島根県支部長賞
ジャイロを用いた傾斜自動
制御

特許 第3568597号
三菱農機株式会社　開発・生産本部開
発設計一部　主査

山崎　弘章

岡山県支部長賞
畦塗り機の過負荷防止装
置

特許 第4396838号
小橋工業株式会社　開発部開発設計
チーム　班長

遠藤　忠治

小橋工業株式会社　開発部開発設計
チーム

中谷　公紀

広島県支部長賞
ベッドレスマシニングセン
タ

特許 第4061553号 ホーコス株式会社　開発企画部　係長 甲斐　久博

山口県支部長賞
減圧気相成長装置内の未
反応ガスの除去方法

特許 第2766100号
ルネサス セミコンダクタ九州・山口株式
会社　山口工場拡散技術部　チームマ
ネージャー

保坂　弘士

発明奨励賞 電気温風暖房機 意匠 第1297033号
三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　家電事業部製造統括部Ｍ
Ｃ推進課開発課

南部　一郎

三洋電機コンシューマエレクトロニクス
株式会社　家電事業部製造統括部
副統括部長

滝口　隆久

発明奨励賞
竹パルプを含んだあぶらと
り紙

特許 第4415168号
株式会社ヒロデザインスタジオ　代表取
締役

小西　裕美

地方独立行政法人鳥取県産業技術セ
ンター　電子・有機素材研究所有機材
料科　研究員

寺田　直文

地方独立行政法人鳥取県産業技術セ
ンター　電子・有機素材研究所有機材
料科　科長

木村　伸一

発明奨励賞 ローラーマッサージ器 特許 第4461363号 エルメス美容室　店主 瀬上　一海
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発明奨励賞
植付作業機の油圧昇降制
御装置

特許 第4301826号
三菱農機株式会社　開発・生産本部品
質保証部

高見　幸徳

元　三菱農機株式会社　研究部 中村　八郎

三菱農機株式会社　開発・生産本部実
験・研究部

宇山　昌樹

三菱農機株式会社　開発・生産本部開
発設計二部　主査

野上　久男

発明奨励賞
自動衛生管理機能を備え
た電解水生成装置

特許 第4076462号
ホシザキ電機株式会社　第二設計部
先行技術開発課　主務

浅野　勝宏

財団法人しまね産業振興事業団 原　安夫

ホシザキ電機株式会社　第二設計部
第一設計課　主務

周藤　明彦

ホシザキ電機株式会社　第二設計部
先行技術開発課

稲田　雅司

発明奨励賞
ブロー成形体内のプラス
チック断片処理方法

特許 第3742778号
みのる化成株式会社　技術本部技術
開発部第二技術部　グループ長

金谷　伸之

発明奨励賞 座位分娩台 特許 第3723331号 有限会社ペリネイト明和 田淵　明子

発明奨励賞 多軸通電焼結機 特許 第4226674号 株式会社アカネ　代表取締役 砂本　健市

発明奨励賞
エネルギー吸収部材を備
えた制震ダンパー

特許 第3997289号
三菱重工業株式会社　技術本部広島
研究所構造・振動研究室　主任研究員

森下　邦宏

ＭＨＩソリューションテクノロジーズ株式
会社　技師長

村瀬　良秀

ＭＨＩ原子力エンジニアリング株式会社
プロジェクトマネージャー

小磯　幸雄

大日本塗料株式会社　長崎営業所
支店長

築山　富成

三菱重工業株式会社　原動機事業本
部　主任

水原　昌弘

岡山理科大学　総合情報学部建築学
科構造・生産系研究室　教授

井上　一朗

発明奨励賞
ビル解体機のアタッチメン
ト連結用ピン装置

特許 第4151683号
コベルコ建機株式会社　環境特機開発
部特機開発グループ　グループ長

山崎　隆典

発明奨励賞
シリコン中の不純物の高精
度定量方法

特許 第4200107号
株式会社トクヤマ　特殊品部門Ｓｉ製造
部技術一課　主任

山本　朋浩

奨励功労賞

天野実業株式会社　取締役会長、社
団法人発明協会広島県支部　理事・備
後支会　支会長、福山少年少女発明ク
ラブ　会長

天野　肇

有限会社コスモ研究所　取締役会長、
社団法人発明協会山口県支部　副支
部長

小泉　達也
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