
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 放射線検出器 特許 第4211435号
株式会社島津製作所　基盤技術研究所　主
任研究員

佐藤　賢治

実施功績賞 株式会社島津製作所　代表取締役社長 中本　晃

文部科学大臣発明奨励賞
周波数 適制御を適用したオ
ゾナイザ用電源

特許 第4108108号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所パ
ワーエレクトロニクスシステム開発センター
主席研究員

民田　太一郎

三菱電機株式会社　中津川製作所太陽光発
電システム第二部　部長

岩田　明彦

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所環
境システム技術部　主席研究員

和田　昇

三菱電機株式会社　神戸製作所社会システ
ム第一部　専任

峯　慎吾

三菱電機株式会社　神戸製作所社会システ
ム第一部　主席技師長

中谷　元

実施功績賞 三菱電機株式会社　執行役社長 山西　健一郎

特許庁長官奨励賞
車載用の仮想視点画像合成
技術の基本発明

特許 第3286306号
パナソニック株式会社　先端技術研究所　主
幹研究員

登　一生

パナソニック株式会社　オートモーティブシス
テムズ社事業開発センター横断事業開発グ
ループ第２開発チーム　チームリーダー

岡本　修作

パナソニック株式会社　システムエンジニアリ
ングセンターソフト開発力強化グループ　グ
ループマネージャー

中川　雅通

パナソニックシステムネットワークス株式会社
要素技術開発センター開発第１グループ　参
事

森村　淳

実施功績賞 パナソニック株式会社　代表取締役社長 大坪　文雄

特許庁長官奨励賞 白血球分類計数方法 特許 第4248017号
シスメックス株式会社　診断薬開発本部診断
薬開発グループ　係長

水上　利洋

株式会社同仁化学研究所　海外マーケティ
ング本部　執行役員、本部長

石山　宗孝

シスメックス株式会社　科学計測事業本部科
学計測事業部理化学課　課長

坂田　孝

実施功績賞 シスメックス株式会社　代表取締役社長 家次　恒

中小企業庁長官奨励賞 茶巾しぼり成形機 特許 第4319674号 株式会社コバード　代表取締役社長 小林　將男

株式会社コバード　代表取締役専務 小林　博紀

株式会社コバード　常務取締役 吹上　透

中小企業庁長官奨励賞 卵のヒビ検出装置 特許 第3749961号 株式会社ナベル　代表取締役 南部　邦男
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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

近畿経済産業局長賞
有機ＥＬ絶縁膜用ポジ型感光
性ポリイミド

特許 第4333219号
東レ株式会社　電子情報材料研究所　研究
員

三好　一登

東レ株式会社　新事業部門ＣＭＰグループ
主任部員

奥田　良治

東レ株式会社　リサーチフェロー電子情報材
料研究所　研究主幹

富川　真佐夫

実施功績賞 東レ株式会社　代表取締役社長
日覺 昭廣
（※廣はまだれ
に黄）

近畿経済産業局長賞
高温強度・耐熱疲労特性にす
ぐれた耐熱鋳鋼

特許 第3486713号
株式会社クボタ　素形材事業部材料研究部
主席研究員

高橋　誠

実施功績賞 株式会社クボタ　代表取締役社長 益本　康男

発明協会会長奨励賞
角コラム用継手のつり上げに
適したクランプ

特許 第2535305号
イーグル・クランプ株式会社　大阪営業所
課長代理

深川　博己

イーグル・クランプ株式会社　技術部　次長 豊岡　実

イーグル・クランプ株式会社　技術部　参与 川島　利広

イーグル・クランプ株式会社　代表取締役会
長

津山　初雄

実施功績賞
イーグル・クランプ株式会社　代表取締役社
長

津山　亨

発明協会会長奨励賞 ニットデザインシステム 特許 第4192177号
株式会社島精機製作所　グラフィックシステ
ム開発部　課長代理

寺井　公一

株式会社島精機製作所　グラフィックシステ
ム開発部　部員

西田　憲司

実施功績賞 株式会社島精機製作所　代表取締役社長 島　正博

日本弁理士会会長奨励賞
フラットパネル採用シングルフ
ローエアコン

意匠 第1328151号
ダイキン工業株式会社　空調生産本部デザ
イングループ

辻　華一

実施功績賞
ダイキン工業株式会社　代表取締役社長兼
ＣＯＯ

岡野　幸義

日本弁理士会会長奨励賞
植物の力で飛躍的にしっとりさ
せる化粧品

特許 第3928809号 株式会社ノエビア　研究開発部 中島　紀子

株式会社ノエビア　研究開発部 山下　洋美

実施功績賞 株式会社ノエビア　代表取締役社長 大倉　俊

2



受賞名 発明名称 種別 登録番号 会社・役職名 発明者名

滋賀県知事賞
ドライブレコーダーの誤検知除
去技術

特許 第4238293号
オプテックス株式会社　事業企画本部商品
企画課

水田　貴博

オプテックス株式会社　ＳＴＰ事業本部ＳＤ課 岡部　純一郎

オプテックス株式会社　技術開発本部開発
戦略室

小早川　展久

オプテックス株式会社　ＳＴＰ事業本部　事業
本部長

一圓　健治

オプテックス株式会社　ＳＴＰ事業本部ＳＤ課 蔭山　尚樹

大阪府知事賞
頭が潰れたり錆びた小ネジを
掴んで外す道具

特許 第3486776号 株式会社エンジニア　代表取締役社長 高崎　充弘

奈良県知事賞 水抜ブロック 特許 第3786124号 草竹コンクリート工業株式会社　会長 草竹　杉晃

福井県支部長賞 床下材支持具 特許 第4071548号
フクビ化学工業株式会社　開発本部建築工
事開発部　主任

廣部　賀崇

株式会社八木熊　合成樹脂成形部福井工場
技術部　主任

田村　伊知郎

元　株式会社八木熊　開発本部　本部長 大坂　富一

滋賀県支部長賞 高速高耐ノイズ光増幅回路 特許 第4092243号 ルネサス関西セミコンダクタ株式会社 清水　昌文

京都支部長賞
空気式紡績機における糸継台
車システム

特許 第4020098号
村田機械株式会社　繊維機械事業部紡績機
械Ｇ電気　課長心得

須佐見　浩之

京都支部長賞
質感を読取るマルチアングル
スキャナ

特許 第4348315号 ニューリー株式会社　代表取締役社長 井田　敦夫

ニューリー株式会社　設計課　主任 清田　稔

ニューリー株式会社　開発課　主任 木村　俊介

京都支部長賞
映像音声データ解析による
シーン抽出技術

特許 第3894940号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所蓄
積システム技術部映像データベース技術グ
ループ　グループマネージャー

楠　恵明

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所開
発戦略部企画グループ　主席研究員

大塚　功

京都支部長賞
振動する筐体の振動抑制機
構を備えた計量装置

特許 第4163813号
株式会社イシダ　産機技術部産機システム
開発課第二係

大谷　貴文

株式会社イシダ　生産技術部　部長 河野　克彰

大阪支部長賞
新結晶を利用した連続鋳造
モールドパウダー

特許 第3637895号
住友金属工業株式会社　総合技術研究所製
鋼研究開発部　主任研究員

塚口　友一

住友金属工業株式会社　総合技術研究所製
鋼研究開発部　主任研究員

花尾　方史

住友金属工業株式会社　本社技術・品質総
括部製鋼技術室　室長

川本　正幸

株式会社住金鋼鉄和歌山　製鋼部製鋼技術
室　参事

林　浩史
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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

大阪支部長賞 リチウムイオン電池 特許 第4155734号
三洋電機株式会社　モバイルエナジーカン
パニーイオン電池事業部技術統括部技術１
部技術１課　主任

丸林　啓則

三洋電機株式会社　モバイルエナジーカン
パニー資材統括部電池資材課イオン資材課

森下　拓磨

三洋エナジー南淡株式会社　生産技術部金
型設計課

飛田　芳宏

三洋エナジー南淡株式会社　生産技術部金
型製造課　専任課長

藤井　繁樹

大阪支部長賞
スポット溶接部の自動超音波
検査装置

特許 第3886014号
株式会社エクセディ　生産技術開発本部生
技管理チーム　主幹

谷舗　秀樹

大阪支部長賞
自動車用軽量化ハーネス用
複合線

特許 第3530181号
住友電気工業株式会社　特殊線事業部線材
開発部

泉田　寛

住友電気工業株式会社　エレクトロニクス・材
料研究所　プロジェクトリーダー

河部　望

住友電気工業株式会社　特殊線事業部線材
開発部　部長

村井　照幸

住友電工スチールワイヤー株式会社　精密
ワイヤー技術部

高村　伸栄

大阪支部長賞 エアバッグ用基布 特許 第3144307号
東洋紡績株式会社　自動車テキスタイル事
業部エアバッググループ　マネジャー

小西　辰男

兵庫県支部長賞 大腰筋強化スパッツ 特許 第4018682号
株式会社アシックス　スポーツ工学研究所機
能研究部アパレル機能開発チーム　主事

高本　義国

株式会社アシックス　アパレル・エクィップメン
ト統括部マテリアルチーム　主事

辻　良恵

株式会社アシックス　スポーツ工学研究所機
能研究部アパレル機能開発チーム　主事

大室　守

兵庫県支部長賞
シンプル機構のマルチパター
ン形成装置

特許 第4333873号 オークラ輸送機株式会社　代表取締役社長 大庫　良一

オークラ輸送機株式会社　本社工場設計部
設計三課　担当係長

丸岡　洋介

兵庫県支部長賞
航空宇宙用複合材パネルの
製造方法と装置

特許 第3632176号
川崎重工業株式会社　航空宇宙カンパニー
生産本部生産技術部部品技術課　上級専門
職

佐名　俊一

川崎重工業株式会社　航空宇宙カンパニー
生産本部名古屋工作部名古屋二課　課長

村井　晃

株式会社ビー・アイ・テック　代表取締役社長 板東　舜一
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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

兵庫県支部長賞
高炉湿ダストを用いる還元鉄
および粗酸化亜鉛製造方法

特許 第3723521号
株式会社神戸製鋼所　新鉄源プロジェクト本
部プロセス技術部　主任部員

原田　孝夫

株式会社神戸製鋼所　新鉄源プロジェクト本
部

杉山　健

Ｍｉｄｒｅｘ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．Ｖｉｃｅ Ｐｒｅｓｉｄ
ｅｎｔ

鉄本　理彦

株式会社神戸製鋼所　鉄鋼事業部門技術総
括部　主任部員

松井　良行

株式会社神戸製鋼所　新鉄源プロジェクト本
部技術センタープロジェクト部　主任部員

玉澤　博

株式会社神戸製鋼所　鉄鋼事業部門原料部
資源技術担当主任部員

牧　剛司

兵庫県支部長賞
合流式下水道改善向け無動
力式除塵装置

特許 第4401969号
株式会社日立プラントテクノロジー　環境シス
テム事業本部水処理事業部モノづくりセンタ
機器設計部　技師

古舞　邦博

新阜技研　代表 新阜　輝一

兵庫県支部長賞 ＧＰＳ偏位計測装置 特許 第4289767号 古野電気株式会社　システム機器事業部 井澗　健二

兵庫県支部長賞
多ピン高性能半導体パッケー
ジ

特許 第4372749号
株式会社ルネサステクノロジ　実装技術開発
部　主任技師

馬場　伸治

奈良県支部長賞
開封明示機能を備えたキャッ
プ

特許 第3413564号 三笠産業株式会社　西日本技術開発部 宮田　由弘

三笠産業株式会社　監査役 林田　光治

奈良県支部長賞 焼嵌め式工具ホルダ 特許 第3932216号
株式会社ＭＳＴコーポレーション　代表取締
役社長

溝口　春機

和歌山県支部長賞
冷凍装置のインジェクション回
路

特許 第3987682号
三菱電機株式会社　冷熱システム製作所産
業冷熱機器製造部

佐多　裕士

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所産
業冷熱機器製造部　課長

山下　哲也

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所製
造管理部

石川　英気

三菱電機冷熱応用システム株式会社　船橋
事業所製造部　部長

川崎　雅夫

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所産
業冷熱品質管理部

森山　浩光

三菱電機エンジニアリング株式会社　和歌山
事業所

東　耕一

三菱電機エンジニアリング株式会社　和歌山
事業所

原井川　博文

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所産
業冷熱機器製造部

藤本　肇

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所資
材部コストセンター　センター長

須川　昌晃

和歌山県支部長賞 分光分析装置のオートゲイン 特許 第3931875号
財団法人雑賀技術研究所　技術開発部　常
務理事

乙井　崇史
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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 妻側化粧体の施工方法 特許 第4087183号
フクビ化学工業株式会社　開発本部押出・新
生産開発部　主任

石田　尚也

フクビ化学工業株式会社　社長室　主任 山内　康弘

フクビ化学工業株式会社　営業本部建築資
材事業部建築資材事業企画室　室長

武田　敏

発明奨励賞 立体模様形成立毛布帛 特許 第4047305号
セーレン株式会社　自動車内装材商品開発
室商品開発部

窪田　治和

セーレン株式会社　ビスコテックス研究部　主
管

高坂　貴浩

発明奨励賞
ブルートゥース対応基板およ
びモジュール

特許 第3876921号
株式会社村田製作所　モジュール事業本部
通信モジュール商品事業部第２商品部商品
技術２課　係長

藤川　勝彦

株式会社福井村田製作所　第４製造部技術
２課　主任

田中　浩二

発明奨励賞 繊維用抗菌剤 特許 第3784609号
日華化学株式会社　化学品部門研究開発本
部国際技術開発部抗菌・消臭グループ　主
任研究員

宮本　賢一

元　日華化学株式会社　化学品部門研究開
発本部技術開発部

亀岡　仁美

元　日華化学株式会社　研究開発本部天然
物機能グループ

宮本　英和

元　日華化学株式会社　研究開発本部　上
席部長

牧野　公博

発明奨励賞 ヒップアップ効果のあるパンツ 特許 第4356643号
東レ株式会社　テキスタイル開発センター素
材・商品設計室　部員

石川　恵美子

東レ株式会社　東京本社縫製品事業企画推
進室

吉田　美智子

発明奨励賞 スリットダイ 特許 第4389607号
東レ株式会社　エンジニアリング開発セン
ター　主任部員

川竹　洋

東レ株式会社　エンジニアリング開発セン
ター　主幹

北村　義之

発明奨励賞 次世代帯電防止フィルム 特許 第3966171号 東レ株式会社　フィルム研究所　主任研究員 高田　育

東レ株式会社 三村　尚
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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 冷蔵庫 特許 第4200315号
パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部アプライアンス開発センター商品
開発第二グループ　主任技師

平井　剛樹

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社冷蔵庫ビジネスユニット技術グループ　主
任技師

上田　啓裕

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部アプライアンス開発センター商品
開発第二グループ　チームリーダー

上迫　豊志

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社冷蔵庫ビジネスユニット技術グループ　主
任技師

松永　正美

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社冷蔵庫ビジネスユニット商品企画グループ
チームリーダー

高西　英知

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社冷蔵庫ビジネスユニット技術グループ

堀井　慎一

発明奨励賞 食器洗い乾燥機 特許 第4238887号
パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部オール電化開発センター商品開
発第１グループ第３チーム　チームリーダー

乾　浩章

元　松下電器産業株式会社　ホームアプライ
アンス社技術本部電化住設研究所

岩永　茂

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部基幹技術開発センター　要素技
術総括担当

廣瀬　徹

発明奨励賞
局所加熱のためのアンテナ位
置決め装置

特許 第3617181号
パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部オール電化開発センター商品開
発第二グループ　主任技師

吉野　浩二

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部基幹技術開発センター制御開発
グループ　主任技師

今井　博久

発明奨励賞
吹雪キャンセル機能付き自動
ドアセンサ

特許 第3229122号
オプテックス株式会社　エントランス事業本部
開発部　部長

大庭　浩之

発明奨励賞
ハナヤスリ科植物抽出物配合
の抗老化化粧品

特許 第3597520号
常盤薬品工業株式会社　ブランドマネージメ
ント部　課長代理

花野　彰紀

株式会社ノエビア　知財・品質保証部 前田　速

株式会社ノエビア　研究開発部　課長代理 小路　哲生

発明奨励賞
高機能フィルム用生産ロス減
少巻芯

特許 第3964892号 長岡産業株式会社　営業部営業１課　課長 藤　高広

発明奨励賞
電気設備の稼動状態並びに
異常劣化診断法

特許 第4332800号 エイテック株式会社　代表取締役社長 高　博

発明奨励賞 カラー画像処理装置 特許 第4108407号
村田機械株式会社　研究開発本部京都Ｒ＆
Ｄセンター　課長心得

並川　浩史

村田機械株式会社　研究開発本部京都Ｒ＆
Ｄセンター　主任部員

南野　勝巳

発明奨励賞 軸体移送装置 特許 第4289632号
日本輸送機株式会社　技術本部物流システ
ム技術部物流システム設計一課

吉元　啓朗

発明奨励賞 クランプ装置の昇降制御装置 特許 第4282397号
日本輸送機株式会社　国内営業本部システ
ムサービスセンター　センター長

山口　正史
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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
流量計積算単位の表示処理
装置

特許 第3598041号
日東精工株式会社　制御システム事業部製
造部設計課　課員

髙井　英之

発明奨励賞 自動紙折り装置 特許 第4307460号
太陽精機株式会社　技術ユニット制御開発
Ⅰグループ　ゼネラルマネージャー

片山　栄二

太陽精機株式会社　技術ユニット機構開発
Ⅲグループ　ゼネラルマネージャー

山本　宏生

太陽精機株式会社　技術ユニット制御開発
Ⅰグループ

井田　辰章

太陽精機株式会社　技術ユニット制御開発
Ⅰグループ

横木　健人

発明奨励賞
分析装置及び分析システムの
管理

特許 第4066743号
島津製作所　分析計測事業部ライフサイエン
ス事業統括部ＬＣビジネスユニット

逢坂　直樹

発明奨励賞 イオントラップ型質量分析装置 特許 第3575441号
株式会社島津製作所　基盤技術研究所　主
任

谷口　純一

株式会社島津製作所　分析計測事業部技術
部

河藤　栄三

発明奨励賞 Ｘ線透視装置 特許 第4143859号
株式会社島津製作所　分析計測事業部ＮＤＩ
ビジネスユニット　統括マネージャー

亀川　正之

株式会社島津製作所　分析計測事業部ＮＤＩ
ビジネスユニット　課長

國　嘉夫

発明奨励賞
アーク式蒸発源の絶縁・接触
不良診断装置

特許 第3924832号
日新電機株式会社　ファインコーティング事
業部　主査

村上　浩

日新電機株式会社　ファインコーティング事
業部　グループ長

宮﨑　修

発明奨励賞
安定動作可能な高精度角速
度センサ

特許 第2888029号
株式会社村田製作所　技術・事業開発本部
次世代研究所研究部　主席研究員

小林　真司

発明奨励賞
ファンモータの巻き線処理方
法

特許 第3459083号 ベトナム日本電産会社　技術部　部長 高橋　秀二

発明奨励賞
小型モータにおけるステータ
コアの固定構造

特許 第4294365号
日本電産モーターズアンドアクチュエーター
ズ株式会社　開発部　部長

藤居　義雄

日本電産株式会社　滋賀技術開発センター
開発５部１グループ　課長

山田　陽介

元　日本電産株式会社　滋賀技術開発セン
ター開発３部

大田垣　晃

発明奨励賞
コントラスト改善映像信号処理
技術

特許 第3698710号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所映
像入出力技術部映像表示技術グループ　グ
ループマネージャー

南　浩次

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所映
像入出力技術部映像表示技術グループ　主
席研究員

佐桑　千尋

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所映
像入出力技術部映像表示技術グループ　主
席研究員

賀井　俊博

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所映
像入出力技術部映像表示技術グループ　主
席研究員

浅村　まさ子
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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
生鮮食品等をフイルムでラップ
するストレッチ包装装置

特許 第4070997号
株式会社イシダ　流物技術部流通技術三課
課長

信重　労

株式会社イシダ　流物技術部流通技術三課
第三係

小栗　利夫

発明奨励賞 溶液中成分濃度測定方法 特許 第4231757号
株式会社堀場製作所　科学・半導体システム
統括部自動計測機器開発部プロセスコント
ロールチーム　マネジャー

横山　一成

株式会社堀場製作所　品質保証センター信
頼性評価チーム

湯原　義公

株式会社堀場製作所　法務・知的財産セン
ター開発管理チーム

小島　淳二

株式会社堀場製作所　科学・半導体システム
統括部共通技術部　部長

矢田　隆章

発明奨励賞
グロー放電発光分析装置及び
グロー放電発光分析方法

特許 第4079919号
株式会社堀場製作所　科学・半導体システム
統括部自動計測機器開発部金属分析機器
チーム

茂原　治久

株式会社堀場製作所　科学・半導体システム
統括部自動計測機器開発部金属分析機器
チーム　チームリーダー

平野　彰弘

発明奨励賞 吸光式分析計 特許 第4218954号
株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部ガス計測開発部Ｐｒｏｃｅｓｓチーム
ジョブリーダー

生田　卓司

株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部

秋山　重之

株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部ガス計測開発部Ｐｒｏｃｅｓｓチーム
チームリーダー

遠藤　正彦

株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部ガス計測開発部Ａｍｂｉｅｎｔチーム

岩田　憲和

株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部ガス計測開発部　部長

井ノ上　哲志

株式会社堀場製作所　環境・プロセスシステ
ム統括部環境・プロセスシステム製品企画部
副部長

藤原　雅彦

発明奨励賞 マスフローコントローラ 特許 第3637270号
株式会社堀場エステック　開発本部開発設
計１部　部長

山口　正男

発明奨励賞
液体／ポリマーエマルジョンと
その製品

特許 第3963941号
有限会社サンサーラコーポレーション　研究
開発部　サイエンチスト

水上　義勝

クラレリビング株式会社　研究開発部　部長 秋庭　英治

発明奨励賞
熱延冷却帯内における鋼板温
度計測技術

特許 第4151022号
住友金属工業株式会社　総合技術研究所加
工・計測技術研究開発部　主任研究員

本田　達朗

住友金属工業株式会社　総合技術研究所
主任研究員

植松　千尋

住友金属工業株式会社　鋼板建材カンパ
ニー薄板部熱延技術室　参事

武衛　康彦

Ｃｈｉｎａ Ｓｔｅｅｌ Ｓｕｍｉｋｉｎ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｊｏｉｎｔ Ｓｔｏ
ｃｋＣｏｍｐａｎｙ

藤野　和久

発明奨励賞 ちり取り不用の掃除道具 特許 第4138714号 ちりちりばんばん 中井　青
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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
板・瓶ガラス製造用溶解炉の
ガス専焼技術

特許 第4190564号
大阪ガス株式会社　エネルギー事業部エネ
ルギー技術部環境・燃焼技術チーム　副課
長

平野　誠

大阪ガス株式会社　エネルギー事業部エネ
ルギー技術部環境・燃焼技術チーム

井上　仁司

発明奨励賞
デジタルカメラのフォーカス調
整

特許 第4271083号
三洋電機株式会社　デジタルシステムカンパ
ニーＤＩ事業部設計三部ソフト設計課　主任

辻野　和廣

発明奨励賞
多様な形態に展開可能なデス
クシステム

特許 第4307200号
株式会社イトーキ　マーケティング本部商品
戦略部デザイン戦略室

白鳥　毅

伊藤喜オールスチール株式会社　商品開発
部設計課　課長

大久保　純一

発明奨励賞 輸液容器自動洗浄装置 特許 第3088119号
日立造船株式会社　精密機械本部システム
機械事業部生産技術部　部長

細川　徹

発明奨励賞 全自動おそうじトイレ 特許 第4215113号
パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
課長

山口　重行

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
課長

北村　仁史

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
技師

前田　康成

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター材料技術開発グループ
課長

丹生　貴也

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター材料技術開発グループ
グループ長

六嶋　一雅

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
技師

伊藤　良泰

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
主任

柴田　尚紀

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター設備機器開発グループ
課長

北地　範行

パナソニック電工株式会社　住建綜合技術・
商品開発センター技術企画・管理グループ
グループ長

鈴木　眞人
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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
静電霧化デバイス付き加熱送
風機器

特許 第4379473号
パナソニック電工株式会社　アクア・デバイス
事業部事業企画グループ　技師

秋定　昭輔

パナソニック電工株式会社　新規デバイス開
発推進部デバイス技術・商品開発グループ

今堀　修

パナソニック電工株式会社　新規デバイス開
発推進部デバイス技術・商品開発グループ
主担当

須川　晃秀

パナソニック電工株式会社　アクア・デバイス
事業部品質保証部電子デバイス品質保証課

三原　史生

パナソニック電工株式会社　生産技術研究
所工法技術開発グループ　グループ長

吉岡　浩一

パナソニック電工株式会社　Ｒ＆Ｄ企画室先
行Ｒ＆Ｄ企画・推進グループ　副参事

片山　弘典

パナソニック電工株式会社　電器Ｒ＆Ｄセン
ターメカトロデバイス技術開発グループ　参
事

山内　俊幸

パナソニック電工株式会社　電器Ｒ＆Ｄセン
ターメカトロデバイス技術開発グループ

須田　洋

パナソニック電工株式会社　ビューティ・ライ
フ事業部技術開発グループ

松井　康訓

発明奨励賞
人間工学に基づいた使いや
すい電気かみそり

特許 第4396094号
パナソニック電工株式会社　電気事業本部
ビューティ・ライフ事業部

山口　孝志

パナソニック電工株式会社　電気事業本部
ビューティ・ライフ事業部

上田　泰教

パナソニック電工株式会社　電気事業本部
ビューティ・ライフ事業部

楊　康太郎

パナソニック電工株式会社　電気事業本部
電器Ｒ＆Ｄセンター　課長

三原　泉

パナソニック電工株式会社　ＩＳ企画部情報
管理グループ　技師

高谷　昌宏

パナソニック電工解析センター株式会社
ユーザビリティ事業部　部長

小川　哲史

パナソニック電工株式会社　デザイン開発セ
ンター　課長

足立　卓実

パナソニック電工株式会社　デザイン部デザ
イン開発センター電器デザインＧ　課長

村松　悦司

パナソニック電工イタリア　ミラノデザインオ
フィス　ゼネラルマネージャー

西澤　剛

パナソニック電工株式会社　ヘルシーライフ
推進部商品技術開発グループ

湯川　隆志

パナソニック電工株式会社　先行技術開発
研究所分析技術研究室　主担当

山本　松樹

パナソニック電工株式会社　電気事業本部
ビューティ・ライフ事業部

谷口　文朗

パナソニック電工株式会社　電気事業本部
ビューティ・ライフ事業部

山崎　正信
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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 ブラシレスモーター制御方式 特許 第4259448号
パナソニック電工株式会社　ヘルシーライフ
事業推進部商品技術開発グループ

塚田　大輔

パナソニック電工パワーツール株式会社　工
具商品部

武藤　元治

パナソニック電工株式会社　ヘルシーライフ
事業推進部商品技術開発グループ

梶山　聡

パナソニック電工株式会社　電器事業本部
戦略企画・工法開発グループ

井上　弘幹

パナソニック電工株式会社　電器事業本部、
パナソニックＲ＆Ｄセンター蘇州有限公司
本部長付、副部長

鈴木　誠之

発明奨励賞 インパクト回転工具 特許 第4289087号
パナソニック電工パワーツール株式会社　工
具商品部

椿本　浩幸

パナソニック電工パワーツール株式会社　工
具商品部　工具開発主担当

田中　尚武

パナソニック電工パワーツール株式会社　工
具商品部

橋本　浩一

発明奨励賞
符号表切替式の画像符号化
用可変長符号

特許 第4158998号
パナソニック株式会社　臨場感コムタスク
フォース　主幹技師

角野　眞也

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　チームリーダ

近藤　敏志

パナソニック株式会社　セミコンダクター社シ
ステムＬＳＩ事業本部　主任技師

羽飼　誠

パナソニック株式会社　ＡＶＣネットワークス社
技術統括センター　主任技師

安倍　清史

発明奨励賞
オールメタル誘導加熱浮力低
減構成

特許 第3465711号
パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社キッチンアプライアンスビジネスユニットＩＨ
クッキングヒーター開発担当　総括

弘田　泉生

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部基幹技術開発センター制御開発
グループ　主幹技師

藤田　篤志

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社キッチンアプライアンスビジネスユニットＩＨ
クッキングヒーター開発担当技術グループ調
理ソフトチーム　チームリーダー

宮内　貴宏

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社キッチンアプライアンスビジネスユニットＩＨ
クッキングヒーター開発担当技術グループ制
御開発チーム　主任技師

藤井　裕二

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社技術本部オール電化開発センター商品開
発第二グループ　主幹技師

片岡　章

パナソニック株式会社　ホームアプライアンス
社キッチンアプライアンスビジネスユニットＩＨ
クッキングヒーター開発担当技術グループ設
計チーム　主任技師

相原　勝行
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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
アルカリ蓄電池の正極材料に
関する発明

特許 第3136668号
パナソニック株式会社　エナジー社技術担
当・新規事業担当　理事

生駒　宗久

パナソニック株式会社　エナジー社リチウムイ
オン電池ＢＵ企画グループ事業推進チーム
ＴＬ

吉井　史彦

パナソニック株式会社　エナジー社リチウムイ
オン電池ＢＵ商品技術グループ　ＧＭ

海谷　英男

元　松下電池工業株式会社　アルカリ蓄電
池事業部

阿久津　徳勝

元　松下電池工業株式会社　アルカリ蓄電
池事業部

榎戸　雅史

元　松下電池工業株式会社　アルカリ蓄電
池事業部

津田　信吾

発明奨励賞
樹脂封止型半導体装置およ
びその製造方法

特許 第3012816号
パナソニック株式会社　生産革新本部実装
技術研究所

南尾　匡紀

元　松下電子工業株式会社 奥村　一郎

元　松下電子工業株式会社 杭東　詔夫

元　松下電子工業株式会社 森川　健

パナソニック株式会社　セミコンダクター社生
産本部アセンブリ技術センター

福田　敏行

パナソニック株式会社　セミコンダクター社生
産本部プロセス開発センター

伊藤　史人

発明奨励賞
冷凍装置の停止中の待機電
力の削減方法

特許 第4111246号
ダイキン工業株式会社　空調生産本部商品
開発グループ　主任技師

下田　順一

ダイキン工業株式会社　空調生産本部商品
開発グループ

木下　英彦

発明奨励賞
圧縮機の可動スクロール押し
付け力調整機構

特許 第3731433号
ダイキン工業株式会社　空調生産本部圧縮
機グループ

加藤　勝三

ダイキン工業株式会社　環境技術研究所
主任研究員

古庄　和宏

ダイキン工業株式会社　空調生産本部圧縮
機グループ

樋口　順英

ダイキン工業株式会社　空調生産本部圧縮
機グループ

小森　啓治

ダイキン工業株式会社　空調生産本部圧縮
機グループ　主任技師

北浦　洋

発明奨励賞 ＲｆＩの製造方法及び製造装置 特許 第4165399号
ダイキン工業株式会社　淀川製作所プロセス
技術部

平田　達也

ダイキン工業株式会社　化学事業部プロセス
技術部

野田　幸三

ダイキン工業株式会社　化学事業部化学研
究開発センター　主席研究員

三木　淳
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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 トラクタの変速装置 特許 第3917887号 株式会社クボタ　車両技術統括部 梅本　享

株式会社クボタ　車両技術統括部 山口　哲雄

株式会社クボタ　車両技術統括部 花　英俊

株式会社クボタ　車両技術統括部 河合　勇

発明奨励賞 作業機のショックレス走行装置 特許 第3541159号
株式会社クボタ　作業機技術第一部　担当
課長

奥山　天

株式会社クボタ　油機・制御部基礎・特命
チーム　チーム長

平岡　実

株式会社クボタ　作業機技術第一部Ｓ１２
チーム　作業長

宮野　良實

株式会社クボタ　作業機技術第一部Ｓ１２
チーム　担当課長

長野　文男

株式会社クボタ　作業機技術第一部第一開
発室　室長

中村　國祐

発明奨励賞
シャトル機能をもつ副変速装
置

特許 第4194066号
クボタ機械サービス株式会社　サービス情報
センタートラクタグループ　グループ長

吉岡　英隆

株式会社クボタ　トラクタ技術部中形トラクタ
担当部長

佐藤　謙一

クボタ機械設計株式会社　設計・製図部第一
チーム　設計部員

沢井　恵

株式会社クボタ　トラクタ技術部中形トラクタ
チーム　研究部員

三枝　誠

株式会社クボタ　トラクタ技術部中形トラクタ
チーム　研究部員

山本　真史

株式会社クボタ　トラクタ技術部中形トラクタ
チーム　設計部員

小林　大介

株式会社クボタ　トラクタ技術部中形トラクタ
チーム　設計部員

樫本　龍幸

発明奨励賞 アクセル連動無段変速装置 特許 第3998488号
株式会社クボタ　作業機技術第二部　担当
課長

藤井　健次

株式会社クボタ　作業機技術第二部 中川　善清

株式会社クボタ　トラクタ技術部　担当課長 田中　富穂

発明奨励賞
田植機用ＨＭＴ（機械・油圧駆
動）の発明

特許 第4067310号
ヤンマー株式会社　農機事業本部作業機統
括部開発部第三開発部

前川　智史

ヤンマー株式会社　農機事業本部トラクタ統
括部振興国開発グループ　専任部長

松岡　秀樹

ヤンマー株式会社　農機事業本部作業機統
括部開発部第一開発部　専任課長

井上　誠

ヤンマー株式会社　グローバルＣＳ部カスタ
マーサポート部部品マスター管理グループ

山下　綱丈
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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
コンバインのトルクリミッター装
置

特許 第4109603号
ヤンマー株式会社　農機事業本部開発部基
幹技術部

梶原　康一

発明奨励賞
歩行型耕耘作業機のリヤヒッ
チ構造

特許 第3744602号
ヤンマー株式会社　農機事業本部作業機統
括部開発部第三開発部

中野　将憲

発明奨励賞
走行型芝刈機の刈取芝排出
構造

特許 第3958324号 ＹａｎｍａｒＡｍｅｒｉｃａＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 栖原　康行

ヤンマー株式会社　ものづくり改革部ＹＷＫ
推進センター

山中　直人

発明奨励賞
パッケージ型コージェネのラジ
エータ室

特許 第3974514号
ヤンマーエネルギーシステム株式会社　営業
部エンジニアリング部新エネルギーグループ

菅野　義美

ヤンマーエネルギーシステム株式会社　開発
部発電システムグループ

宮脇　義明

発明奨励賞 補聴器 意匠 第1358744号
パナソニック四国エレクトロニクス株式会社
Ｒ＆Ｄセンター商品創造グループ　グループ
マネージャー

黒川　光也

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社
Ｒ＆Ｄセンター商品創造グループＰＭＤチー
ム　主任意匠技師

森　政和

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社
Ｒ＆Ｄセンター商品創造グループＰＭＤチー
ム

由喜門　弘次

発明奨励賞 ＬＥＤネックライト 意匠 第1222776号
パナソニック株式会社　デザインカンパニー
ＡＶＣネットワークデザイン分野ＡＶＣＮホーム
グループＶＤチーム

羽田　大利

発明奨励賞 蒸気発生器 意匠 第1357942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

大牧　宏治

パナソニック電工株式会社　ビューティライフ
事業部商品企画グループ 主担当課長

大田　馨子

発明奨励賞
汗による滑りを軽減させたグ
リップ

特許 第3417877号
株式会社アシックス　アパレル・エクィップメン
ト統括部ライフスタイル開発部レクリエーショ
ン・アスリートケアチーム　主事

今里　克博

ウイスカー株式会社　専務執行役員 徳井　康之

株式会社アシックス　経営企画室新規事業
チーム　主事

橋本　隆一

発明奨励賞 真空蒸着装置 特許 第4199062号
株式会社神戸製鋼所　機械事業部門産業機
械事業部高機能商品部営業室　次長

藤井　博文

有限会社ＫＳ－ＣＡＤ 下島　克彦

株式会社神戸製鋼所　機械事業部門産業機
械事業部高機能商品部　部長

河口　博
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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
２電極エレクトロガスアーク溶
接技術

特許 第3993150号
ＫＯＢＥ　ＷＥＬＤＩＮＧ（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）ＰＴ
Ｅ．ＬＴＤ．

日髙　武史

株式会社神戸製鋼所　溶接カンパニー　主
任研究員

笹倉　秀司

株式会社神戸製鋼所　溶接カンパニー　主
任部員

中尾　哲也

神鋼溶接サービス株式会社　技術調査部技
術室　主任研究員

橋本　哲哉

株式会社ＪＫＷ　常務取締役、営業本部　本
部長

長谷　薫

発明奨励賞
免疫クロマトグラフィー検査用
検体前処理液

特許 第4199606号
シスメックス株式会社　診断薬開発本部診断
薬開発グループ　課長

一口　毅

発明奨励賞 液体吸引装置 特許 第3771380号
シスメックス株式会社　診断システム開発グ
ループ　主任技師

今津　雅範

シスメックス株式会社　ＳＣＭ本部調達部機
器調達課　係長

都留　良行

シスメックス株式会社　診断システム開発グ
ループ

坂東　匡

シスメックス株式会社　診断システム開発グ
ループ　課長

福田　和也

発明奨励賞 血液凝固測定装置 特許 第3722570号
シスメックス株式会社　研究開発企画本部技
術管理部

畑田　和徳

シスメックス株式会社　診断システム開発グ
ループ　主任技師

藤野　裕之

発明奨励賞
プラズマチューブアレイ型表
示装置

特許 第4291025号
篠田プラズマ株式会社　執行役、技術開発
部　部長

平川　仁

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　研究員

渡海　章

篠田プラズマ株式会社　取締役 石本　学

篠田プラズマ株式会社　取締役 粟本　健司

発明奨励賞
尿素製造プラント用の二相ス
テンレス鋼

特許 第3716372号
住友金属工業株式会社　特殊管事業所特殊
管カスタマー技術部　部長

山寺　芳美

住友金属工業株式会社　総合技術研究所
主監部長研究員

小川　和博

東洋エンジニアリング株式会社　技術ビジネ
ス本部応用技術グループ設備技術チーム
チームリーダー

長島　英紀

発明奨励賞
複数ウインドウを連続操作する
表示制御方法

特許 第3439634号
富士通株式会社　自治体ソリューション事業
本部西日本第一ソリューションサービス部

田中　敬子

発明奨励賞 生化学分析装置 特許 第4361002号
古野電気株式会社　システム機器事業部Ｍ
Ｅ開発課　課長

花岡　雅行

古野電気株式会社　舶用機器事業部開発部
機構開発課

渡辺　智範

発明奨励賞 水中通信システム 特許 第4386282号
古野電気株式会社　技術研究所研究部　主
幹研究員

奥西　哲
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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 発電用ガスタービン 特許 第4070758号
三菱重工業株式会社　高砂研究所流動・燃
焼研究室　主任

斉藤　圭司朗

三菱重工業株式会社　高砂研究所流動・燃
焼研究室

森脇　敦

三菱重工業株式会社　横浜製作所ディーゼ
ル設計部　主任

太田　将豊

三菱重工業株式会社　高砂製作所ガスター
ビン技術部　主席

谷村　聡

三菱重工業株式会社　高砂製作所ガスター
ビン技術部　主任

赤松　真児

三菱重工業株式会社　高砂製作所ガスター
ビン技術部

永井　宜彦

発明奨励賞 蒸気タービン 特許 第3970116号
三菱重工業株式会社　高砂研究所ターボ機
械研究室　主任

北村　剛

大阪大学大学院　工学研究科　教授 武石　賢一朗

三菱重工業株式会社　高砂研究所構造研究
室　主席

大谷　幸広

三菱重工業株式会社　原動機事業本部蒸気
タービン統括技術部　グループ長

中野　隆

三菱重工業株式会社　原動機事業本部蒸気
タービン統括技術部　主任

西本　慎

発明奨励賞 全閉形電動機の冷却構造 特許 第3894114号
三菱電機株式会社　伊丹製作所車両システ
ム部駆動システム開発課

園山　賢司

三菱電機株式会社　伊丹製作所車両システ
ム部駆動システム設計課　課長

坂根　正道

三菱電機株式会社　伊丹製作所工作部工作
管理課

堀江　一司

三菱電機株式会社　伊丹製作所車両システ
ム部品質管理課

吉澤　英之

発明奨励賞
高周波帰線電流低減フィルタ
回路

特許 第4037208号
三菱電機株式会社　伊丹製作所車両システ
ム部企画課

伊藤　大介

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所パ
ワーエレクトロニクスシステム開発センター電
力変換装置グループ　グループマネー
ジャー

東　聖

発明奨励賞
光ファイバ通信用半導体レー
ザ

特許 第3672272号
三菱電機株式会社　高周波光デバイス製作
所開発部光デバイス開発グループ

高木　和久

発明奨励賞
移動体通信装置における無線
技術

特許 第3908574号
三菱電機株式会社　コミュニケーション・ネッ
トワーク製作所コミュニティ通信システム部
技術第二課

村田　隆司

発明奨励賞 障害監視装置 特許 第3995992号
三菱電機株式会社　コミュニケーション・ネッ
トワーク製作所光トランスポート部ソフトウェア
技術課

都筑　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
産業機器用リニアサーボモー
タの電機子構造

特許 第3851265号
三菱電機株式会社　生産技術センターモー
タ製造技術推進部

橋本　昭

三菱電機株式会社　稲沢製作所巻上機開発
部巻上機開発設計課　主席技師長

木村　康樹

三菱電機株式会社　稲沢製作所　副所長
巻上機開発部　部長

中原　裕治

三菱電機株式会社　名古屋製作所サーボ
モータ製造部サーボモータ技術第一課　課
長

度會　明

三菱電機株式会社　姫路製作所製造管理部
開発試作課

西谷　昌一郎

発明奨励賞 面光源装置 特許 第4172008号
三菱電機株式会社　生産技術センター構造
化技術推進部構造適合化グループ

米田　俊之

三菱電機株式会社　名古屋製作所生産シス
テム推進部知的財産課

満田　博志

発明奨励賞
樹脂溶着体およびその製造方
法

特許 第4377419号
三菱電機株式会社　生産技術センターデバ
イス製造技術推進部

浅田　晋助

三菱電機株式会社　姫路製作所センサー製
造部

原　京史

三菱電機エンジニアリング株式会社　電装技
術第一部要素機器技術第一課センサー２グ
ループ

藤本　晴三

三菱電機株式会社　姫路製作所エネルギー
高効率利用プロジェクトグループモーター
ジェネレータ設計グループ　グループマネー
ジャー

樽谷　公昭

発明奨励賞 真空遮断器用電磁操作機構 特許 第4230246号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部　主席研究員

月間　満

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所品
質工学センター　主席研究員

中川　隆文

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部　次長

竹内　敏惠

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部　部長

小山　健一

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部　主席研究員

松田　哲也

三菱電機株式会社　受配電システム事業所
開閉器製造部遮断器設計課

遠矢　将大

発明奨励賞
永久磁石モータのトルク脈動
低減技術

特許 第4062217号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部

山口　信一

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所電
機システム技術部

米谷　晴之

株式会社ダイヤモンドパーソネル 藤野　千代

三菱電機株式会社　名古屋製作所サーボ
モータ製造部

菊池　友弘

三菱電機株式会社　名古屋製作所サーボ
モータ製造部

宮﨑　高志
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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

発明奨励賞 絶縁コイルの製造方法 特許 第3843967号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所マ
テリアル技術部　主席研究員

山本　茂之

株式会社岡部マイカ工業所　技術顧問 美藤　亘

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所マ
テリアル技術部

磯岡　利雄

発明奨励賞
微弱電界を用いた広域侵入
検知センサー

特許 第3878103号
三菱電機株式会社　先端技術総合研究所セ
ンサ情報処理システム技術部　主席研究員

猪又　憲治

株式会社パソナグループ関西ナレッジバンク 深江　唯正

発明奨励賞
高電圧スイッチ回路の故障検
出装置

特許 第3593027号
三菱電機株式会社　通信機製作所技術部基
盤技術課第１チーム

石原　秀泰

三菱電機株式会社　通信機製作所品質保証
部生産品質改善グループ　グループマネー
ジャー

藤井　慎輔

三菱電機株式会社　通信機製作所技術部基
盤技術課第１チーム

向井　一裕

発明奨励賞
粒子線治療装置における加速
器技術

特許 第3857096号
三菱電機株式会社　電力システム製作所磁
気応用先端システム部加速器応用システム
設計課　主席技師長

吉田　克久

発明奨励賞 燃料噴射弁 特許 第3880991号
三菱電機株式会社　姫路製作所アクチュ
エータ製造部アクチュエータ設計第４グルー
プ

井倉　穣

三菱電機株式会社　姫路製作所アクチュ
エータ製造部アクチュエータ設計第３グルー
プ

福冨　範久

発明奨励賞
発泡用組成物および発泡同
軸絶縁ケーブル

特許 第3461758号
三菱電線工業株式会社　技術本部　副本部
長　開発企画部　部長

葛下　弘和

セントジュードメディカル株式会社 東久保　隆

三菱電線工業株式会社　ケーブル事業部技
術部ケーブルシステムグループ　主席部員

二星　明登

発明奨励賞 レース付き５本指フットカバー 意匠 第1318745号 ニッティド株式会社　代表取締役社長 井戸端　康宏

発明奨励賞
横編機における編目サイズ制
御方法

特許 第4366312号 株式会社島精機製作所　製造技術部　次長 武田　浩志

株式会社島精機製作所　メカトロ開発部第２
グループ　部員

吉村　昌章

発明奨励賞
「海洋のうつろ」による治水お
よび水利システム

特許 第3823998号
ＮＧＯ「海洋の空（ＵＴＳＵＲＯ）」　研究グルー
プ　代表者

赤井　一昭

発明奨励賞 省エネ型メリヤス針 特許 第4454634号 元　福原ニードル株式会社　生産部 阿部　集

奨励功労賞
戸川特許事務所　所長、社団法人発明協会
福井県支部　常任理事

戸川　公二

広野化学工業株式会社　会長、社団法人発
明協会兵庫県支部　常任理事

宮崎　三郎

エスペックテクノ株式会社　顧問、社団法人
発明協会兵庫県支部　副支部長

吉岡　昭一郎
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