
昭和63年l月～ほ月受賞分

受賞順に記載

旦型蔓草昼型吐二.±粗製型___
｢日立カラー液晶投射式大型ディスプレイ+

株式会社日立製作所

社団法人情報処理学会･学術奨励賞(62年度)
レ〈ターンに対する高遠ストリングサーチアルゴリズムの提案+

システム開発研究所…‥ ･…･･大曽根 匡

社団法人日本電機工業会 電機工業技術功績者表彰(63年度,第37回)
進歩賞

｢分散形地下鉄トータルシステムの開発J

｢原子力発電所用高信頼化制御装置の開発+

エネルギー研究所…‥ …･･伊藤 哲男

大みかエ場･…･
･･…浅見 一夫

発達賞

｢高速インバータエレベーターの開発+

日立研究所…‥
…稲葉 博美

水戸工場･････ ==目黒 都志雄

｢高性能交流電気機関車用全電子化コントロールシステムの開発+

日立研究所…‥
……木村 彰

水戸工場…･･ ……坂本 英雄

｢トルク制御低騒音ルームエアコン+

功労賞

｢蒸気タービン用高性能新長翼の開発+

賞

日立工場=…
･･･…佐藤

武

機械研究所‥…
‥‥坪内 邦良

｢階層･分散形高機能プログラマブルコントローラの開発+

習志野工場‥･‥ ‥･･押賀 孝幸,藤原 克弘

｢回転機械はめ合い構造部の強度評価技術+

機械研究所‥･･･ …服部 敏雄,石田 昭

｢原子九 火力発電枚器,製造への電子ビーム溶接の実用+

日立工場…‥ ･…ヰ崎 隆光.岡村 久宣

｢FBRにおけるナトリウム微少漏洩検出手法の開発+

フ亡

升

型塾垂△里邑重畳宣盈岨室墨鄭重葦星型墜賢二亘雌粗製__
lnnovationApproachtoSw加hingSof仙areDesignUsingDataflowConcept''

中央研究所叫･･‥･･･白須 宏俊,鈴木 太平,前島 幸仁,田辺 史朗

彰

廷堅蔓人旦重量撃掌章二畢昼翠掌匝些些葺(第5回)
｢韻律情報を用いた音声会話文の文構造推定+

中央研究所…･･ ……大平 栄二

堕塾蔓△蔓至煙撃通信学牟∴墜昼亘麹車重塵_)
｢PbTeSe膜へのピットエッジ記金曇の適用+

中央研究所=…
…‥一斉藤 温

｢音声言語受容における韻律効果の検討+

中央研究所…･･ …北原 義典

｢キャリア注入型4×4光スイッチ+

中央研究所･･… …･･･井上 宏明

社団法人日本機械学会･技術賞(62年度)
｢高密度大容量磁気ディスク装置の開発+

小田原工場=…
･･‥加藤 勝彦

機械研究所…‥ …=山口 雄三

中央研究所=･･･
･…･堤 善治,菅沼 庸雄

奨励賞(62年度)
｢磁気ディスク装置実働状態でのヘッド浮上量変動計測技術に関する開発+

中央研究所…･･
…‥松本 貴明

廷塾蔓4日杢昼主星掌宣二塁傘型垂阜昼L箪些興し______________
｢改良型沸騰水原子力発電プラント(ABWR)の開発+

原子力事業部…･･ ････杉野
栄美

(東京電力株式会社,株式会社東芝.GEと共同)

論文賞(62年度,第20回)
｢BWR再循環ポンプの二相流特性に関する研究+

研司

明彦

(東京電力株式会社,株式会社東芝.日本原子力研究所と共同)

｢二相流数値計算におけるあいまい推論の計算効率向上への応用+

エネルギー研究所…‥ …･冨山 明男

(東京大学と共同)

社団法人日本化学会･化学技術賞(62年度,第36回)

日立研究所･…･ ･…･松田 臣平

(三菱油化株式会社三菱重工業株式会社,ハブコック日立株式会社と共同)

社団法人日本非破壊検査協会･論文賞(63年度)
｢可変焦点集束ビーム探触子による超音波深傷法+

日立研究所…‥
‥･･･窪田

純,石井 潤一

エンジニアリングファンデーション･最優秀シミュレーション賞
｢シミュレーションの正確さ等+

日立研究所

社団法人日本ME学会･科学新開･新技術開発寛(62年度)
｢欄‾百竜G-50塑‾)丁‾

浩一,内田 哲郎

誠,小泉 英明

･･‥･河野 英樹

･･･…横山 哲夫

科学技術庁･注目発明(第4了回)
‾‾｢感熟転写書己斬‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

登夫

(株式会社日立メディコと共同)

機械研究所=･‥
‥･‥松野 順一.河内 政隆

東海工場…‥
……吉田 雅志

マイクロエレクトロニクス機器開発研究所‥･･･ ･川l村 暫士

｢時間スイッチ+

戸塚工場･…･ ･…竹村 哲夫,郷原 忍

｢交涜電気車の保護装置+

水戸工場･････
‥川添 雄司

(財団法人鉄道技術研究所と共同)

型掌堕重圧_二科学技術庁長官賞･科学技術功労者奏彰
｢軸方向同期吹荷了子音六う‾ララ師直面番あ南東育成+

本社技術管理部…= ･…･高砂 常義

科学技術庁長官賞･研究功績者表彰(63年度)
｢沸騰水型原子炉炉心核燃料特性向上に関する研究+

エネルギー研究所…･･ ･‥…武田
鰊三

科学技術庁長官賞･創意工夫功労者表彰(63年度)
｢モートルエンドカバー用ネジ穴加工装置の考案+

習志野工場=… ‥･‥田上 俊久

｢電子部品半田付け作業方法の改善+

習志野工場…‥ =‥‥嘉久和 希,栗田 俊明

｢二槽式洗濯機生産工程の改善+

多賀工場‥… ==‥飛田 秀幸

デザイン研究所=… ･…‥野崎 耕一

｢連続巷取式蒸着装置の改良+

中央研究所…･･
･･…･今川 一重

｢超高速スイッチ回路の改良+

中央研究所･･…
=‥･･原 龍男

墾堕蜃園琴堅匝二重型宣二重匪量麒劃
｢予見ファジィ制御による列車自動運転システムの蘭尭+

システム開発研究所‥… …･‥妄信 誠二

機電事業本部‥…
･…･･大島 弘安

(仙台市交通局と共同)

廷艶空_二重壁麺堤含二_埋準星埋重度L_____________________
｢碁気タービン用高性能新長翼の開発+

日立工場…‥ ……金子 了市,池内

機械研究所

社団法人日本油空圧学会･技術開発賞(62年度)

和雄,佐藤 武

清,坪内 邦良

｢油圧エレベーターの着床時間最短化制御(LM制御)+

機械研究所‥… ･‥‥中村 一朗,小林 聖,小笠原 剛

水戸工場‥‥･ ･…･･奈良 俊彦
(日立建機株式会社と共同)

油空圧技術振興財団賞(62年度)
｢スプール弁の流体力軽減法に関する実験的研究+

機械研究所‥･･･ =…渡辺 春夫

(東京工業大学と共同)

社団法人日本冷凍協会･技術賞(62年度)
｢半密閉形スクリュー冷凍機+

清水工場=‥･ ‥･‥岡田 成一,内川 直志,住田 了志,野沢 重和

枚械研究所 昌幸

100



社団茎△蔓塾昼型垂直学会･筆頃貫(与ぞ里昼+筆硯し____
｢交換機のデータフロー制御とそのソフトウェア設計法の研究+

中央研究所 宏俊

(東京大学,大阪大学と共同)

小林記念特別賞(第4回)

｢交操機のデータフロー制御とそのソフトウエア設計法の研究+

中央研究所‥･･･
=‥･白須 宏條

(東京大学,大阪大学と共同)

論文賞(62年度)

｢実時間半導体ウエハ外観検査アルゴリズム+

中央研究所…‥
････酒匂 裕,依田 晴夫,江尻 正員

社団旦△蔓蔓草宣二_音量星星___
｢直流多端子分散形制御のシミュレータによる青函医療面r‾‾

日立研究所 博雄

(東京電力株式会社,株式会社東芝と共同)

｢誘導電動機の速度･電圧センサレス･ベクトル制御法+

日立研究所…･･ …･･･奥山 倭昭,藤本 登,松井 孝行,窪田 諸

国家褒章･紫綬褒章!卑製型___________________
｢自動制御系解析設計用ソフトウエアの開発を通じての科学技術の振興への貢献+

システム開発研究所…‥ …‥三巷 達夫

国_際ハイブリッドマイクロ羊ヒ空士里主墾旦堅担ゼロ羊_レクトロニクス会革重畳馳革製
｢厚膜抵抗体における導電粒子サイズの影響+

日立研究所･･･‥･････伊藤 修,浅井 忠最 小川 敏夫,

長谷川 満,池上 昭

根城研究所 書重

社団蓮△壇墾些塁学会･言命文賞_(6草生塵⊥_________
｢データ鮮度に着目した新しい応答時間の定義とその応用+

システム開発研究所･‥‥ ……福岡 和彦

社団法人日本材坦重畳掌宣二重室旦(_62年度)
｢構造用セラミックスの破壊強度と微少損傷+

機械研究所…= …‥宮田 寛,木本 寛,中門 公明

塾国蔓△旦本能率協会･'8年重畳全室蜃埋昼重賞(TP賞)=988年蜃)_
水戸工場

社団星△亘_ヒビゼj___ン学会･丹ヨヨ垂埋量二重星賞___
｢lDTV受像機のための動き適応型信号処理+

中央研究所

ニューメデイ

社団法人発明協会
全国発明表彰･内閣総理大臣賞(63年度)

｢回折格子の製作法+

中央研究所

征彦, 和夫

尚武

達男,森山 茂夫,喜多 敏昭

(九州電通株式会社と共同)

発明賞

｢半導体処理用ポリアミド酸の製造法+

日立研究所･･… ……横倉 久男

(日立化月乞工業株式会社と共同)

巨j担三寒登園埜･礫機工業デサイと二拠旦2___
｢了150形生化学自動分析装置+

株式会社日立製作所==･ =‥･三田 勝毘

財団法∧電気軽挙堕墾整塾宣二互二年草術賞(第36回)
｢圧延機振動抑制トルク制御の開発+

日立研究所…･･ ……遠藤 常博

｢給電用シミュレータの開発+

大みか工場･･…
･････丸山 彰

(関西電力株式会社と共同)

社団革△星型堤宣二里塞葦盟表彰(63年度)
｢二光速光光度計+

那珂工場･･… ･…‥遠山
恵夫,秋友 信雄

社団革人情報処理学章二_呈墾些塾宣土壁里監_筆写6回)
｢時空間様相理論による運動の表現+

ソフトウエア工場=… ･･････兼子 隆

R&D100･Resea｢ch&D旦ye担臣町与坦し____________________________
‾千両衰CT3次元画像処理システム+

システム開発研究所

(株式会社日立メディコと共同)

Edua｢d Rhein Stj仙+ng･EDUARD RHE州PRIZE

"HITACHIGas Discharge FlatPa=elDispはy Deve】oped underApplica"0n

Townsend Ef†ect

茂生,品田

of the

真一

延堕拠旦重畳即学会●有功賞(63年革Lニー扇面--一面頂向真治那珂工場=･･･

日本VE堤章二_ヱ越生塵)_
｢産業構造の転換を先取りしたVEC活動の展開+

水戸工場･･…
･･…馬場 辰夫

垂重量虹二_衷星型知事表彰･発明研究功星章担型型_
｢ダイナミックMOSメモリの開発+

中央研究所‥…
=…伊藤 満男

社団_革樋里主筆全二旦準星圭卓萱卑見第8回)
｢非軸対称非球面用高精度鏡面加工装置の開発+

中央研究所 茂夫,内田 史彦,瀬谷 英一

(新明和工業株式会社と共同)

廷塾垂入庫用物理学会･_晦旦麹些掌全量吐重宝葺1_
"SiEtchingwitha HotSF6Beam∂ndtheEtchingMecha山sm

中央研究所･･…
…･鈴木 敬三,二宮 健,西松 茂,岡田 修身

社団草△旦杢輩壁墜墜至垣垂_･奨固賞
｢走査光子顕微鏡によるSiウエハの非破壊棉査+

中央研究所…･･ ･‥‥様方 忠輔,木滑 寛治

堅塁星△旦杢現格協会･標準化星型旦担室生L________________
｢社内標準化推進のこつ+

光

迫昭

インテリぎモと仁王ワニ±進整昼重量･インテリジェントアワード(与鞄j廷旦L__
｢パークシティ新川崎ICカード実験システム+

株式会社日立製作所

毎日新聞社･毎日工蔓墜重賞上旦蔓重量し筆4P国)
｢自律分散型鉄鋼プラント計算制御システムの開発+

株式会社日立製作所‥･･･ ･･…渡辺 宏,金井 務
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