
全国発明表彰　　平成１９年受賞者一覧　第一表彰区分
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 　　氏　名 企業名
恩賜発明賞 磁気交換結合による熱安定性磁気記録媒体の発明 特許３４２１６３２号 岡村　巌 (株)山形富士通

ノエル・アバラ 元 富士通(株)
溝下　義文 富士通(株)
吉田　祐樹 (株)山形富士通

発明実施功績賞 黒川　博昭 富士通(株)
内閣総理大臣発明賞 接触分解ガソリンの脱硫処理プロセスの発明 特許３４４３４７４号 畑中　重人 新日本石油(株)

滝澤　政樹 新日本石油精製(株)
定兼　修 新日本石油(株)

発明実施功績賞 渡　文明 新日本石油(株)
文部科学大臣発明賞 指静脈認証技術の発明 特許３７７０２４１号 長坂　晃朗 (株)日立製作所

宮武　孝文 (株)日立製作所
三浦　直人 (株)日立製作所
鹿志村　祐一 (株)日立製作所

発明実施功績賞 古川　一夫 (株)日立製作所
経済産業大臣発明賞 ＤＶＤとＣＤの互換技術の発明 特許３６６１６８０号 金馬　慶明 松下電器産業(株)

水野　定夫 松下電器産業(株)
西野　清治 元 松下電器産業(株)

発明実施功績賞 大坪　文雄 松下電器産業(株)
特許庁長官賞 コンパクトスポーツカーの意匠 意匠１０９３４１１号 山本　叔弘 ダイハツ工業(株)

岡本　敏晶 ダイハツ工業(株)
発明実施功績賞 箕浦　輝幸 ダイハツ工業(株)
発明協会会長賞 既設配管を再利用した環境配慮型空調機更新技術の発明 特許３３６１７６５号 河西　智彦 三菱電機(株)

倉地　光教 三菱電機(株)
発明実施功績賞 下村　節宏 三菱電機(株)
日本経済団体連合会会長発明賞 化学増幅型フォトレジスト用材料の発明 特許３０４２６１８号 前田　勝美 日本電気(株)

岩佐　繁之 日本電気(株)
中野　嘉一郎 日本電気(株)
長谷川　悦雄 日本電気(株)

発明実施功績賞 矢野　薫 日本電気(株)
日本商工会議所会頭発明賞 予混合式ガス燃焼バーナの発明 特許１７７３８５３号 妹尾　泰利 三浦工業(株)

田井　誠二 (株)三浦プロテック
三浦　正敏 (株)三浦プロテック
樋口　功 三浦工業(株)

発明実施功績賞 髙橋　祐二 三浦工業(株)
日本弁理士会会長賞 ホームプロジェクターの意匠 意匠１２７２６５２号 田中　雅春 セイコーエプソン(株)

千田　玄樹 セイコーエプソン(株)
桜井　照夫 セイコーエプソン(株)
黒田　明寿 セイコーエプソン(株)
渡邉　利光 セイコーエプソン(株)
池内　端 元 セイコーエプソン(株)

発明実施功績賞 花岡　清二 セイコーエプソン(株)
朝日新聞発明賞 ＥＰＩ法にて良好な画像を得られるＭＲＩ装置の発明 特許２６４２３６２号 久原　重英 東芝メディカルシステムズ(株)
発明実施功績賞 桂田　昌生 東芝メディカルシステムズ(株)

西田　厚聰 (株)東芝



全国発明表彰　　平成１９年受賞者一覧　第一表彰区分
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 　　氏　名 企業名
発明賞 オートゲートの発明 特許３５００３８８号 高橋　稔 旭イノベックス(株)
発明賞 微細なインク滴を吐出させるインクジェットの発明 特許２７８３６４７号 中島　一浩 キヤノン(株)

竹之内　雅典 キヤノン(株)
乾　利治 キヤノン(株)
滝沢　吉久 キヤノン(株)
宮川　昌士 キヤノン(株)
八重樫　尚雄 キヤノン(株)
城田　勝浩 キヤノン(株)
大熊　典夫 キヤノン(株)
浅井　朗 キヤノン(株)

発明賞 エアレーション及びプリセットスクイズ方式を用いた枠付生型鋳型造型機の発明 特許３４１３７９８号 平田　実 新東工業(株)
波多野　豊 新東工業(株)

発明賞 鋼の高速連続鋳造用モールドフラックスの発明 特許３４６３５６７号 花尾　方史 住友金属工業(株)
川本　正幸 住友金属工業(株)
谷澤　好徳 (株)住友金属小倉
熊倉　誠治 住友金属工業(株)

発明賞 ＨＤＬコレステロールの測定試薬の発明 特許３２８８０３３号 松井　寛史 デンカ生研(株)
伊藤　康樹 デンカ生研(株)
小原　秀一 デンカ生研(株)
藤原　明 デンカ生研(株)

発明賞 超小型・大容量ＨＤＤ用磁極分離型磁気ヘッドの発明 特許３３４６９０２号 與田　博明 (株)東芝
堀　昭男 東芝ビジネス＆ライフサービス(株)
澤邊　厚仁 青山学院大学

発明賞 ３ＣＣＤハードディスクムービーの意匠 意匠１２３９１５７号 谷藤　修士 日本ビクター(株)
宮森　昭彦 日本ビクター(株)

発明賞 高性能結晶性薄膜トランジスターの作製方法の発明 特許３５３９８２１号 田中　幸一郎 (株)半導体エネルギー研究所
大沼　英人 (株)半導体エネルギー研究所

発明賞 半導体又は液晶エッチング装置からの排出ガスの処理方法の発明 特許３２６９４５６号 菅野　周一 (株)日立製作所
池田　伸三　 元 (株)日立製作所
安田　健 元 (株)日立製作所
山下　寿生 元 (株)日立製作所
小豆畑　茂 (株)日立製作所
玉田　愼 (株)日立製作所
入江　一芳 (株)日立製作所

発明賞 水系塗布熱現像感光材料の発明 特許３６５２８０３号 畠山　晶 富士フイルム(株)
発明賞 声を音色に変換する電子トランペットの意匠 意匠１１９３３４８号 鈴木　俊英 ヤマハ(株)
発明賞 ３バスを備えたＤＳＰ内蔵マイコンの発明 特許３７２７３９５号 大須賀　宏 (株)ルネサンステクノロジ

木内　淳 (株)ルネサンステクノロジ
長谷川　博宣 (株)ルネサンステクノロジ
馬路　徹 (株)ルネサンステクノロジ
野口　孝樹 (株)ルネサンステクノロジ
赤尾　泰 (株)ルネサンステクノロジ
馬場　志朗 (株)ルネサンステクノロジ



全国発明表彰　　平成１９年受賞者一覧　第二表彰区分
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 　　氏　名 企業名
２１世紀発明賞 エアロゾルデポジション法の発明 特許３７４０５２３号 明渡　純 （独）産業技術総合研究所
２１世紀発明貢献賞 吉川　弘之 （独）産業技術総合研究所
２１世紀発明奨励賞 ナノサイズの析出を活用した高強度熱延鋼板の発明 特許３５９１５０２号 塩崎　毅 JFEスチール(株)

船川　義正 JFEスチール(株)
斉藤　孝信 JFEスチール(株)
前田　英司 JFEスチール(株)
山本　徹夫 JFEスチール(株)
村尾　安浩 JFEスチール(株)
冨田　邦和 JFEスチール(株)
山下　敬士 JFEスチール(株)
益本　博司 JFEスチール(株)

２１世紀発明貢献賞 馬田　一 JFEスチール(株)
２１世紀発明奨励賞 LCフォント生成技術の発明 特許３５５２０９４号 長谷川　進 シャープ(株)

小山　至幸 シャープ(株)
朝井　宣美 シャープ(株)
幸西　優香 元 シャープ(株)
岡田　哲 シャープ(株)

２１世紀発明貢献賞 片山　幹雄 シャープ(株)
２１世紀発明奨励賞 新希土類錯体の創製と発光素子への応用の発明 特許３８１１１４２号 岩永　寛規 (株)東芝

相賀　史彦 (株)東芝
信田　直美 (株)東芝
天野　昌朗 (株)東芝

２１世紀発明貢献賞 西田　厚聰 (株)東芝


