
平成2年i月～12月受賞分

受賞順に記載

山内記念会･山内奨励賞(第5回,元年度)
｢視覚的プログラミングシステムLIVE+

中央研究所…･･ =小島 啓二,松田 芳樹

社団法人 日本燃料協会･燃料協会進歩黄(元年度)
｢噴流床石炭ガス化炉に関する設計手法+

日立研究所･･･… ･りト山 懐太郎

燃料協会賞(元年度)

｢石炭灰利用乾式脱硫装置の開発+

武勇

(バブコック日立株式会社,北海道電力株式会社と共同)

Thelnstitute of臼ectricaland Elect｢0nics Engineers,lnc.

19901EEE Field Award(超LSl回路部門)solid-State Circuits Aw∂rd

``For Plneerlng Contributions to NMOS Depletion-Load Circuits∂nd the

Deve10Pment Of Hjgh Speed

lnternationalSo】id-State Circujt Confarence･BestlSSCC

｢ULSlTechno10gyDriver:DRAM,SRAMorAS‡C5?+

(超々LSlの牽引車:DRAM,

CMOS Memories

‥‥‥増原 利明

PanelAward

SRAMそれともASICs?)

彰二郎

社団法人日本機械工業連合会･優秀省エネルギー機器表彰(第10回,元年度)
｢l′3000C級Z5MW高効率ガスタービン+(コージェネレーション,コンバインド発電用)

株式会社日立製作所 日立工場,電力事業部,機械研究所,日立研究所

l法人大河内記念会･大河内記念賞(第36回,元年度)

口波プラズマエッチング技術の開発と実用化+

ス開発センタ

敬三

義直
l】壬】

▼党_

一男
真二

社団皐△_埋草些畢掌阜_二+蔓撃些理学会･全国大会学術奨励賞(革39些し
｢並列処理用OS SKY-1のスケジューリング方法+

日立研究所…‥ ‥･･‥上脇
正

廷墜皐△__旦杢丞竪琴撃墜翠協章二旦杢丞里萱準軍遷遇阜二埠嘩呈上車型型
｢浄水場フロック監視システム+

日立研究所･･･… ‥…馬場 研二

社団法人 日本非破壊検査協会･日本非破壊検査協会賞･論文賞(元年度)
｢ ‾スペックル干渉計による面内変位測定+

機械研究所-…･ ‥…三浦 英生,熊沢 鉄雄

廷塾ゝ_畢享埋撃型蔓草睾･篠厚蚕室蔓埋草_旦旦し元年寧)_
｢超高速l.55llm,l.3トLm,等分布帰還型半導体レーザ+

中央研究所････= ‥…･魚見
和久

篠原記念学術奨励賞

｢ATM交換技術を用いたリングLANにおける同期系情報収容方式の検討+

中央研究所･････ =…滝安美弘

財団法人防衛技術協会･防衛技術発明賞(元年度)
｢装軌車両用変速操向機試験装置+

土浦工場‥=‥ …･･･吉田
真二

日立東京エレクトロニクス株式会社…･･ ‥…･畑 慶忠

些堅蔓△_旦声音響学会･粟屋 潔学術奨励賞(第7回,元年度)

｢音声の韻律成分制御による感情表現+

中央研究所‥… …北原
義典

型旦蔓△__旦杢準械学会･日本機械学会賞･論文賞(元年度)
｢液体を内蔵したロータの不安定振動に対する電磁ダンパによる安定化+

土浦工場･･･… ……松下 修己

機械研究所…… …･･高木
享之

土浦工場…‥･ ‥‥‥米山
光徳

機械研究所…･･･ ･･･…斉藤
郁浩

日立工機株式会社

奨励賞(元年度)

｢面付実装形ICパッケージの信頼性向上に関する研究+

機械研究所=…･ …北野 誠

廷堅皐△__日本鉄鋼協会･西山記念賞(2年度)
｢高温機器用耐熱合金の開発と実用化+

日立研究所…‥ ‥=･･福井 寛

廷堅皐△+室墜掌垂:嘩乍_杢翼臼_重畳し____________________________
｢電気･電子機器製造への新しい溶接･接合プロセスの工業的実用化に関する

研究の推進ならびに後進の育成に対する貢献+

日立研究所･･･… ･･････志田 朝彦

型撃墜準星二型掌些廼些野草表竪二_型撃墜野草畢塾__j_年度)
｢カラーブラウン管の蛍光面形成方式の開発+

中央研究所…･･･ …･･･野々垣 三朗

注目発明(第49回)
｢画像表示方式+

システム開発研究所…… =…･武田 晴夫

｢超臨界ガスまたは液化ガスによる基板の洗浄方法及びその影響+

日立研究所･……‥大内田 功,久保田 昌良,松崎 晴美,望月 康弘

｢自動車用空燃比センサ+

日立研究所･･… ･･････鈴木
清光,三木 政之,笹山 陸生

108

社団法人日本電機工業会･電機工業技術功績者表彰･進歩賞(第39回,2年卑2
｢配電系系充の負荷融通システムの開発+

日立研究所･‥… ････‥今村
大みか工場……

｢高信頼データ駆動型制御用計算機システムの開発+
‥････平野

発達告(第39回,2年度)
｢高温高効率ガスタービン用7-リングシステムの開発+

機械研究所‥‥･･ ･…‥梅沢
貞夫,川池

｢沸騰水型原子炉のシミュレータ方式炉心性能計算システムの開発+

エネルギー研究所･････ ･･･…福崎
日立工場…･･･

｢界磁巻線製作技術の開発+

ントの防食および放射能低減+

‡…

能PWMインバータの開発+

靖雄

広和

和彦

孝治

孝則

智也,鈴木 敏明

和利,佐々木 英一

…‥泉谷 雅清

･･‥･大角
克己

…･･･武藤
信義

……神原 孝次

賀

｢超薄型プログラマブル･コントローラ･EBシリーズ+

中条工場…･･･ ‥‥‥笠原
家庭用丸形掃除機｢つれてって+シリーズの開発

多賀工場…… ･‥…笹井

日本原子力学会･原子力学会･論文賞(第22回)

敏郎,槙村 剛

五郎,渡辺 修自

｢原子炉一次冷却系における放射性窒素の挙動解明+

エネルギー研究所…… ･･…伊部 英史,唐澤 英年,内田 俊介

原子力学会･技術賞(第22回)
｢大型FBR軸方向非均質炉心概念と基本核特性の研究+

エネルギー研究所‥･… ･･･…井上
孝太郎,三田 敏男

(日本原子力研究所,日本原子力発電株式会社と共同)

財団法人新技術開発財団･市村貴･貢献賞(第22回)
｢太陽光発電利用電気透析塩水淡水化システムの開発+

日立研究所…… =…高橋
燦吉

(バブコック日立株式会社,財団法人進水促進センタと共同)

社団法人 日本ガスタービン学会･
｢l

タービン学会･技術賞(2年度)

Thelnstitute of Electricaland Elect｢onics

"Miniature SAW Antenna Duplexer for

Usedin Ce仙Iar Radio Systems”lEEE

Theory and Techniques

中央研究所･･…･

乗)毎工場=･…

社団法人 日本ME学会･科学新聞賞･

｢心臓用高速･高精度DFA装置+

Engineers,lnc.･1990Mic｢ow∂Ve P｢ize

800-MHz Portable Telephon

Transactions on Microwave

･･･…疋田 光孝,田渕 豊治

…･･･石田 喜勝,黒沢 和仁

新技術開発賞(元年度)

中央研究所･…= =…構内
久猛

(株式会社日立メディコ,名城大学,東京慈恵会医科大学と共同)

社団法人日本塑性加工学会･日本塑性加工学会賞･新進賞(第25回,2年度)
｢半導体リード曲げ加工の研究+

生産技術研究所…‥ ･･･畑田 直純

会田技術奨励賞(第25回,2年度)
｢大型水車ランナユニバーサル成形技術の開発+

日立工場…‥･ ･････渡辺 忍,桑原 広,蛭田 竜輪.柴田 勇

社団法人 日本冷凍協会･日本冷凍協会賞･技術賞(第16回)
｢スクロlル搭載フ令凍用コンデンシングユニット+

清水工場=…･‥‥‥佐渡 慎太郎,水野 隆夫,堀内 紀昭,菊地 昭治

機械研究所･…= ･‥…末藤 和孝

空気調和･衛生工学会･空気調和･衛生工学会賞

｢高発熱通信機室用空調システムの開発+

)香水工場

社団法人電子情報通信学会･業績賀(第27回,元年度)
｢TV信号の多次元処理とその応用に関する研究+

中央研究所･･･‥･ -･‥=吹抜
敬彦

｢メガビット級DRAMの技術開発と実用化+

中央研究所･････ ‥･･･伊藤 清男

(日本電気株式会社,株式会社東芝と共同)

社団法人電気学会･電気学術振興賞･進歩賞(第46回,2年度)

｢光電流･電圧変成器の開発+

日立研究所･…‥ =…･佐藤
忠

(中部電力株式会社,株式会社東芝,東京電力株式会社と共同)



論文賞

｢正弦波入力電流形GTOコンバータの制御法と特性+

日立研究所･…･･ ･･･…植田 明照,上田 茂太,本部 光幸

｢知識工学的手法を応用した変電所レイアウト設計支援システム+

エネルギー研究所…… ‥小林
康弘

･･･…吉田 健一

至克,原 玲子

(東京電力株式会社と共同)

社団法人 日本鋳物協会･日本鋳物協会･日下賞(2年度)
｢鋳造シミュレーション技術の開発.実用化+

日立研究所…… =…安斎
浩一

社団法人テレビジョン学会･丹羽高柳賞･著述賞(63年度)
｢テレビ信号のディジタル回路+=989年 コロナ社刊)

中央研究所‥…･
･･…江藤 良純

技術振興賞･開発費

小型カセット÷インチハイビジョンVTR｢ユニハイ+
(日本放送協会.株式会社日立製作所他メーカー9社と共同)

日本IE(インダストリアルエンジニアリング)協会･日本IE文献賞･論文賞(第19回,2年度)
｢プリント板組立における投入計画システム+

生産技術研究所‥…
=…大成 尚,小林 秀明

日刊工業新聞社･環境賞(2年度)
｢石炭灰利用乾式脱硫装置の開発+

日立研究所･･…- 紀夫,小室 武勇

(バブコック日立株式会社,北海道電力株式会社と共同)

社団法人高温学会･高温学会･論文賞(2年度)

｢減圧雰囲気中溶射による熟達へいコーティングの耐久性+

日立研究所=‥‥ ･･…児島 慶享,大高 清,大中 紀之

ハイビジョン推進協議会り＼イビジョン･アウォード98ハイビジョ ン推進協議会賞
｢MUSEデコーダ+

株式会社日立製作所,日本電気株式会社,松下電器産業株式会社.ソニ

ー株式会社,シャープ株式会社,株式会社東芝

社団法人発明協会･全国発明表彰･発明賞(2年度)

｢ループ伝送システムの発明+

システム開発研究所･…‥

早宮技術推進本部･

財団法人放送文化基金･放送文化基金賞(第】6回)

欣司,能見 誠

･･…･井原 廣一

｢高感度･高画質HARP撮像管の開発+

HARP撮像管開発グループ(日本放送協会,株式会社日立製作所)
中央研究所…=

･‥…平井 忠明,辻 和隆
茂原工場=‥--

･…う西井 英之,高専 幸男

(日本放送協会と共同)

ASME(米国機械学会)･ASME(米国機械学会)･Honors Paper賞
ー`Development of High-Speed Struct=ralAnalysis Program SIMUS''

機械研究所‥･… ==‥斉藤 直人,坂田 信二,清水 翼

InternatjonalConfe｢ence on d∂te Communication Systems and

!坦〔Performance･月est Paper(学会発表に対する優秀論文賞)(第4回)
`lDevelopme=t

a=d Perform∂nCe Ev∂luation o†Polnt

to Multipoint Communic∂tion ControIScheme via Satelite''

The Th汁d Optoelect｢0njcs Con†erence･A Best Paper Award

"High Speedl.551▲m M(〕W-DFB Lasers

勤

和久,土屋 朋信,青木 雅博

中野 博行,茅根 直樹

日刊工業新聞社･機械工業デザイン賞(第20回,2年度)
｢日立超電導MRイメージング装置MRH-500+

株式会社日立製作所(デザイン研究所,那珂工場)

計測自動制御学会･計測自動制御学会･蓮沼賞(2年度)

｢LSレ(ターンからの反射光の偏光特性を利用した異物検出法の開発+

････秋山 伸幸

(日立電子エンジニアリング株式会社と共同)

社団法人日本水質汚濁研究協会･日本水質汚濁研究協会･会長賞(2年度)
｢浄水場フロック監視システム+

日立研究所==---‥渡辺 昭二,馬場 研二,圃悌 伊智郎,松崎 晴美

社団法人情報処理学会･研究賞(2年度)

｢大規模文書情報システム用テキストサlチマシンの研究+

中央研究所･･･… 寛次

lnte｢∩∂tionalTestCon†erence.1EEEComp〕terSociety･Honorab】eMentiDnPaperAward(第ZO軌元年度)
"A250MHz Shared-Rescurce VLSITest System with

High Pin Count and Memory Test Capabil吋'
生産技術研究所･･…

･･…･菊地 修司,林 良彦
神奈川工場･･･…

‥‥一校本 隆,吉野 売三

デバイス開発センタ･･…

社団法人 日本金属学会･技術開発賞(第13回)
｢∪しSl極微小部応力評価技術の開発+(マイクロX線分析装置と応力シ

技術開発賞(第13回)

｢高性能圧延機用新複合ロール+

隆一

レークー)

直樹

…･･･坂田 信二

(株式会社堀場製作所,東京理科大学と共同)

‥･‥児玉 英世,近藤 保夫

･･････鎌田 俊夫,吉岡
一郎

修

利幸

日本鉄鋼協会･日本鉄鋼協会･浅田賞(2年度)
｢高性能板材圧延機の開発+

動力炉･核燃料開発事業団･理事長表彰･開発功績寅(2年度)
｢+UPITER計画による大型FBR炉心の設計解析法の開発+

エネルギー研究所=… ･･…三田 敏異

社団法人 日本非破壊検査協会･日本非破壊検査協会･奨励賞(2年度)
｢AE法による量産型圧縮機の診断+

エネルギー研究所･‥-･ ‥･･･一木山 隆雄,佐藤 弐也

社団法人 日本分析化学会･有功賞(元年度)

l分光光度計シリーズの製品管理及び回折格子の製作+

那珂工場･･･…

｢∪3500/4000形自記分光光度計の製品開発+

那珂工場‥==

重典

良夫

社団法人発明協会･関東地方発明表彰･科学技術庁長官発明･奨励賞(2年度)
｢イオン加工装置+

‥一登木口

…･･･鹿又

之
己
郎
三
之

訓
克
一
敬
定

中国地方発明表彰･通商産業局長賞(2年度)

｢構造用薄板およぴその製作法+

笠戸工場･…･･
……福専 一成

日本真空協会･日本真空協会賞･真空技術賞(第15回)
｢ステンレス鋼の放出ガス速度の低減に関する研究+

雄一,尾高 憲二,上田 新次郎

オーム･オーム技術賞(第38回,2年度)
｢送電線の事故様相特定装置の開発+

国分工場･･･…

財団法人機械振興協会･機械振興協会賞(第25回,

｢超微細電子ビーム描画装置Hし-700Fの開発+

中央研究所=…･

那珂工場==‥

-‥)甫原 秀明

…=阿部 茂

2年度)

徳郎

一光
(日本電信電話株式会社と共同)

米国原子力学会･米国原子力学会冬の大会･炉物理部門最優秀･論文賞(元年度)
｢曲線座標変換を用いたノード展開法+

エネルギー研究所=･… ‥小山 淳一,青山 肇男

企画委員 評論委員

長昌

幸

員

〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

委委

幹

義
紘
寧
恒
淳
郎
勉
彦
蔵
雄

免梨藤田崎窺誤
信明堂

高
加
守
川
河
五
伊
岡
三

長員

手

鼻

〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃

委委

幹

堂免信義

小笠原英雄

増田崇雄

大島弘安

井伊 誓

池田イ受明

焼田 寺

及川忠芳

久イ呆征フ台

織田原啓二

岡村昌弘

菊地勝日召

三巷達夫

伊藤イ変彦

岡田米蔵

三村紀久雄

日 立評論

発 行 日

発 行 所

編集兼発行人

印 刷 所

定 価

取 次 店

第73巻第l号

平成3年1月20日印刷 平成3年1月25日発行

口立評論社 東京都千代日】区神川駿河台四丁目6番地面101-10

電話(03)3258-1111(大代)

伊藤俊彦

日立印刷株式会社

1部730円(本体709円)送料別 年間購読料9,500ト勺(送料含む)

株式会社オーム社 東京都千代出区神円錦町三丁目1番

愚101電話(03)3233-0641(代) 振替U座東京6-20018

⑥1991HitachiHyoronsha,PrintedinJapan(禁無断転載)xz-073-01




