
社外技術表彰一覧2｡｡1年社外技術表彰受賞題目_覧(国内.海外)
The164thCommほteec〉書Genomel七chno!ogy

TheThirdlnternationalWorkshoponAdvanced

Genomics

DNAAnalysisbyBeadsArray

中央研究所...........…‖.…..….........….……..…......…......‖.…‖小原賢信

QuantitatjveDetectionofSingleNucleotide

PolymorphjsmsforaMixedSamplebyBio山minometric

AssayUsingSpecificPrimerHavinganAr【ificial

Mismatch Base

中央研究所

社団法人映像情報メディア学会

研究奨励寅

Realizationof52･5Gb/inPerpendicularRecording

中央研究所......…....‖…‖‖..............….…….............……...….高野公史

1EEEアンテナ伝搬ソサイエティ日本支那

IEEEAP-SJapanChapterⅥ〉ungEngineerAward

(第101軋2000年度)

StochasticPredictionof■什ansmissionPerformancein

MobileCommunicationSystemsEmp10yingAnti-

multipath¶∋ChniquesinUrbanPropagation

Environments

通信事業部.............…….….….................….….….….....‖.........…高橋賢

磁気共鳴医学会

国際飛躍賞(12年度)

Reductionofthe¶uncationArtifactinHigh-SPeedMRSl

byUsingLinearPredictionExtrapolationand

NormalizationwiththeT2DecayCuⅣe

中央研究所…‖…......‖…..……‖…平田 智嗣,塚田 啓二,尾藤 良孝

株式会社日立メディコ,ルイ･パストゥール医学研究センター,京都府立

医科大学と共同

省エネルギーセンタ叩

省エネ大賞桂済産業大臣賞(12年度)

全開PAMエアコン白くまくん

日立製作所

社団法人日本エネルギー学会

日本エネルギー学会貫(学術部門)

1,000kW破溶融炭酸塩型燃料電池発電プラントの開発

日立製作所仙...‖…...……‖…..............….....…....….……加原俊樹(代表)

日本機械工業連合会

日本機械工業連合会会長賞(薫21固,12年度)

産業向けアモルファス鉄心変圧器

(Superアモルファス変圧器)

産業機器グループ‖‥........….......………...……..........‖........伊豆名具己

財団法人大河内記念会

大河内寮生産葺(第47回,12年度)

摩擦撹拝接合の鉄道車両への適用

日立研究所.……….................…..………‖…..........川上潤三,岡村久宜

英国･公立溶接研究所(ml)と共同

社団法人日本セラミックス協会

学術写真賞優秀賞(第26回)

SiCを観察したTEM写真

日立研究所.…‖….仙.......….‖.………‖........日高貴志夫,安富 義幸

株式会社日立サイエンスシステムズと共同

関東電気協会

電気関係事業功績者最優秀賞(第68回)

低消費電力マイクロプロセッサ

日立研究所............…叫..…‖.….…...........‖......…….……........…岩村将弘

電気関係事業功績者優秀賞(第68回)

リチウムニ次電池用金属複合炭素負極

日立研究所…‖….................….……‖……....‖...........‖.....…‖武内瀞士

社団法人日本原子力学会

奨励賞

雑固体廃棄物セメント固体化における水素ガス発生の低減

電力･電機開発研究所..............叩.….….….............….......……‖松尾俊明

技術開発貰

原子発電プラントセーフティサポートシステムの開発

日立製作所‖…‖….…........….........……..………............…大賀幸冶(代表)

社団法人電子情報通信学会

学術奨励賞(第63回)

1.2V動作400MHzPLLの試作

1.2VIGHzCMOS差動VCOの試作報告

中央研究所….....................‖.....….….……...‖......................柴原禎之

社団法人電気学会

論文発表賞(優秀論文)(12年度)

小容量自励式HVDCシステムの動作解析

日立研究所...…..............….……‖…..........................….….…川添裕成

大容量インバータにおけるコモンモード漏洩電流の新制御法

日立研究所...……‖..............................……..….….…............綾野秀樹

社団法人日本機械学会

日本機械学会黄(技術賞)(12年度)

700m級起高落差･大容量ポンプ水車の開発

火力･水力事業部.‖.......‖..….‖….……...…….........….............新倉和夫

東京電力株式会社,株式会社東芝,三菱電機株式会社と共同

日本機械学会茸(技術賞)(12年度)

磁気ディスク装置の高速･高精度ヘッド位置決め技術

機械研究所‖..….......……‥….............….....‖.....ノJ､林正人,山口高司

ストレージ事業部..............….....….…...沼里英彦,三枝省三㌔小林功

奨励賞(技術)(2000年度)

マルチボディダイナミクスを用いたモノレール車両の運動解析

技術の開発

棟械研究所….…..…..……‖..................‖...……….......….…..合田意次郎

ICパッケージ接着界面の定量的強度評価手法の開発

機械研究所...…….......…..............‖.......…..................…...…..田中直敬

紙葉類の搬送間隔制御システムの開発

横械研究所.....‖…….............…...….......……..….….‖..............玉木淳一

憫+



産業･化学機械部門表彰

(論文表彰)(2000年度)

保守記鐘データに基づくエレベーターの地震感知器設定値の

適正化検討

機械研究所....….…...…...…..…..............

株式会社日立ビルシステムと共同

田朋之,笠井洋昭

文部科学省

文部科学大臣茸(科学技術功労者)

光通信用単一モード半導体レーザの開発･育成

日立製作所.......‖……‥..............….............……‖….......….‖ヰ村道治

都市交通用リニアモータ電車駆動システムの開発

日立製作所(日本地下鉄協会).…...州.‖..............…….…...…安藤正博

(研究功績者)

蛍光検出型DNA塩基配列決定装置の研究

中央研究所.....‖.....................….…………..…..‖......…..........神原秀記

株式会社日刊工業新聞社

日本産薫技術大賞

文部科学大臣賞

紀伊水道直流連系用交直変換設備の完成

日立製作所

関西電力株式会社,四国電力株式会社,電源開発株式会社,

株式会社東芝,三菱電機株式会社,日新電機株式会社と共同

社団法人日本電機工業会

電機工業技術功績者表彰(会長賞)

新冷媒R410Aルームエアコンにおける省電力･高畷力･快適

除湿技術の開発

機械研究所...............州…...
........…......中村啓夫,高田芳廣

(進歩賞)

大容量分解輸送変圧器の開発

電機システム事業部....………‖…..…..…….….......三瓶宏幸,横山雅一

(奨励賞)

原子炉内腐食環境緩和モニタリング技術の開発

日立研究所.….…............................‖.....….…..酒井政則,高橋 卓也

磁性流体軸受の開発

機械研究所….....................‖....….…...…...…..….................新居勝敏

復水器洗浄装置用新型ボール捕集器の開発

電力･電機開発研究所...........
.…….……石橋光司,安ケ平紀雄

日本科学技術振興財団と映像文化製作者連盟

科学技術映画祭入選作晶

文部科学大臣賞(第42回)

ピコメートル世界へ-1MVホログラフィー電子顕微鏡への挑戦

日立製作所

株式会社イメージサイエンスと共同

財団法人新技術開発財団

市村産業賞(第33回)

五酸化タンタル腰をキャパシタ絶縁膜とする起高集積DRAM

の開発

中央研究所..….........….....‖.......…‖…..‖.....................….…...武田英次

デバイス開発センタ.…..…..….…....…..….…..…....‖.................安斎昭夫

工ルピーダメモリ株式会社と共同

日本工業出版株式会社

超音波テクノ覚科学賞(第12回)

超音波治療システム

中央研究所..….……‖…....….......‖...…‖…..........…......梅村晋一郎

社団法人空気調和･衛生工学会

空気調和･衛生工学会賞(学術論文部門)(第39回)

地下空間の気流･温熱環境の予測手法に関する研究

機械研究所(大阪大学).…..…..….....…..
..........…...…‖福代和宏

社団法人日本トライポロジー学会

奨励賞(2000年度)

ガソリン用オイルシールの密封性に関する研究

機械研究所…..….......….........‖......………..........................….栗田昌幸

財団法人日本汀∪協会

ユニバーサルアクセシビリティ賞

(視覚聴覚発声などコミュニケーション機能に障害を持つ人たち

のための情報通信技術の開発に寄与したため)

中央研究所‖…‖.……....…‖…..............……‖.…...............‖..佐川浩彦

国際活動奨励賞

(国際電気通信連合に関連する活動に参加し貢献したため)

研究開発本部..……......
.…‖武田

幸子

日本ダイカスト協会

小野田貰

大規模解析に適したダイカストプロセスシミュレーションプロ

グラムの開発

日立研究所...........
.……‥高橋

勇

社団法人情報処理学会

論文賞(12年度)

2部グラフ描画問題に対する近似アルゴリズム

中央研究所..…….......…....…..........‖……‖…….............山口 敦子

社団法人電気学会

電気学術振興賞(進歩賞)(第57回)

基幹系統用直流送電システムの開発･実用化

電機システム事業部..…‖…..…….叩......‖..........‖...…‖….….…吉栖立格

関西電力株式会社,四国電力株式会社,電源開発株式会社,

株式会社東芝と共同

(論文隻)(第57回)

70MW破超電導発電機の特徴と電磁気特性

日立研究所..….........叩..............佐藤征規,高橋 身佳,井出 一正

高橋 和彦,高橋 龍吉

電機システム事業部..........‖…‖…..塩原亮一,佐藤 浩之,山口 潔

火力･水力事業部......
.....‖…荻原

正弘

超電導発電関連機器･材料技術研究組合井部電力株式会社と共同

社団法人未踏科学技術協会

超伝導科学技術茸(第5回)

超伝導磁気分離システムの開発と実証

機械研究所.........………….........…...佐保典英,水守隆司,西嶋規世

+151



社団法人日本塑性加工学会

日本塑性加工学会箕

技術開発賞

アモルファス鉄心切断成形機の開発

生産技術研究所…‖..............…….…..…..….…...…….............種田幸記

株式会社日立中条テクノロジーと共同

新進貴

大口径管の二次加工に関する研究

生産技術研究所.…....................……........‖.....….…‖….........寺前俊哉

社団法人腐食防食協会

腐食防食協会 技術賞

吸収式冷温水システムの防食技術

日立研究所..........‖…..….…..................…....…‖.….......‖.....馬渕勝美

産業機械システム事業部.………...........…….…‥.…......….....相沢道彦

日立協和エンジニアリング株式会社,財団法人いわて産業振興センター

と共同

社団法人日本溶接協会

技術賞(第31回)

揺動式狭開先ホットワイヤTIG溶接装置の開発と適用

火力･水力事業部仙..........‖‖…....…...‖...........‖..…….........蛭田竜輔

機械研究所....................……............……......…..….......…......羽田光明

バブコック日立株式会社と共同

日本生体磁気学会大会

研究粥励賞(第16回)

CurrenトRatioMap法を用いた狭心症の心磁図解析

中央研究所.........……................………‖..................….…‖…神烏明彦

2000舶ernationa】‡nterconnect海Chno10gy

Conference

Miche‖_ermeBe$tPaperAward

Complete-Abrasive-FreeProcessforCopper

Damascenelnterconnection

中央研究所はか....................近藤誠一,佐久間 憲之,本間 喜夫

後藤 康

社団法人溶接学会

軽構造接合加工垂具合講演奨励賞(12年度)

各種Al合金の摩擦挽拝接合特性及び他の接合法との比較

日立研究所...........…..……‖.........‖.....叩…...…..……............青田欣也

日本学術振興会プラズマ材料科学第153委員会

プラズマ材料科学賞(基礎部門)(第4回,12年度)

プラズマエッチングの表面反応研究

中央研究所……....................….….….‖.……..….….....…..……田地新一

株式会社日刊工業新聞社

機械工業デザイン貫

(審査妻員会特別賞)(第31回)

遺伝子解析装置 PRISM3100

日立製作所

アプライドバイオシステムズジャパン株式会社と共同

152r

社団法人発明協会

全国発明表彰

特許庁長官賞(13年度)

高速書込みストレージシステム

システム開発研究所...‖.....…….................….…‖…............…..山本章

情報･通信プラットフォームグループ......…‖...........本間繁雄,安積義弘

野沢正史

システムソリューショングループ......…‖...….…..…‖.........川....桑原善祥

i.e.ネットサービスグループ.....…‖…......州……...…...‖.....‖....北嶋弘行

日立コンピュータ機器株式会社と共同

質量分析総合討論会

憬秀ナイスポスター賞(薫49回)

ソニックスプレーイオン化法を用いたCE/MSの応用

中央研究所…...…......…....……….....................平林由赤己子,平林 集

社団法人日本産業機械工業会

優秀環境装置

経済産業省産業技術環境局長賞(第27回)

触媒式PFC分解装置

日立製作所

Journa10書Photopo‡ymerSciencean8‾抱chno!ogy

ThePhotop01ymerScienceandTbchn0logyAward

DesignofNovelArFNegativeResistSystemforPhase-

ShiftingLithographyUsingAndrosteroneStructurewith

6-HydroxyAcid

中央研究所....……....横山 義之,服部 孝司,田中 稔彦,白石 洋

株式会社日立超LSlシステムズと共同

国際低温工学会

ICMCBestPaperÅwards(最優秀論文賞)

Deve】opmentofLargeCurrentCar巾ngBi-2212Tapes

andWires

日立研究所‖‖.‖...‖..........….…..……‖...........……岡田道哉,田中和英

物質材料研究機構,昭和電線電痘株式会社,日立電線株式会社と共同

10th岳nternatiorlaヨConずererモCeOn Precision

Engineer暮ng

OutstandingPosterAward

AssemblyRe】iabilityEvaluationMethod(AREM)

生産技術研究所.....‖.....叫..……..….‖..........................……川鈴木辰哉

社団法人電気学会 産業応用部門

電気学会産業応用特別賞 貢献賞

技術委員会委員長他への貢献

日立研究所.......................……..…‖….仙..........….......….....諸岡泰男

社団法人精密工学会

精密工学会技術賞(第21匝l)

10いmレベルの微小片を直接摘出する電子顕微鏡用マイクロ

サンプリング技術の開発

中央研究所……‥.….‖...........‖…...……‖……..仙.....梅村馨,富松聡

計測器グループ….......…‖…..............枚島勝,大西 毅,小池 英巳



巨SCSAwacIComm托モee

YbungScientistAwardofthe28thtnternational

SymposiumofCompoundSemicondu¢tOrS

PioneertngContributionstotheEpitaxialGrowthand

LaserApp】icationofGalnNAs

中央研究所…….‖川
.…‖….….近藤

正彦

社団法人発明協会

関東地方発明表彰関東経済産業局長賞

リアルタイム近接効果補正による電子線描画

(はか地方発明表彰14件受賞)

中央研究所…....…..…….
‖…….村井

二三夫

株式会社日立ハイテクノロジーズ‖….
.............依田

晴夫

R&DMagaz貞ne

2001R&DlOO賞

Abrasive-freeCMPSIur≠HS-C430

中央研究所.….….
..…..….....…近藤

誠一はか

デバイス開発センタ…...…........….…..…....................大橋直史はか

日立化成工業株式会社と共同

Dioxin PrecursorMonitorCP-2000

中央研究所............
..….…....….….........橋本雄一郎はか

日立研究所…‥
.….....................吉成

清美

電力･電機開発研究所...…...............……..….‖……….….…堀 嘉成ほか

株式会社日立ハイテクノロジーズ.....…........…......….......…‖阪本将三

DVDCamcorder

中央研究所…….....…
.................…影山

昌広はか

デジタルメディア開発本部....…
.........奥

万寿男はか

システムLSl事業部..…..
..….....坪井

幸利はか

MAP-CA

システム開発研究所......
..............….......‖........小島啓二はか

デバイス開発センタ....
.............岩渕

真人はか

PlasticMiniDIL:1328DJS

中央研究所.…....
...‖.......立野公男はか

日立研究所...........
‖.…….….….石井利昭

機械研究所......
.…‖….….‖嶋岡誠

生産技術研究所........
........................外川英雄

半導体グループ…‖…..
.......‖.仲

宏はか

Nor【elNetworksCo.と共同

LinkStick

日立研究所.........
..…………‖…‥.........荒井俊史

社団法人エレクトロニクス実装学会

ペストペーパ賞(2000年度)

Siマイクロマシニング技術を応用したLS】検査ブローフ

機械研究所.…..…..…
..…..…河野竜冶,金丸昌敏,清水浩也

半導体グループ......‖...‖....…
.…..…..‖....‖.......伴直人

Sem岳cor-8uモOr萱nsi9わ晦Lt8.

BestProcesslnnovation賞(2000年度)

世界初のTa205の実用化および256MDRAM量産適用

半導体グループ

社団法Å産業環境管理協会

優秀論文賞(2000年度)

廃LCDの燃焼における排ガス処理の基礎検討

電力･電機開発研究所………................
……り......川越博

声音E郭芸人日本産業デザイン振興会

グッドデザイン賞(はかグッドデザイン賞9件受賞)

プラズマテレビW32-PD2100､BSデジタルハイビジョンプラ

ズマテレビW32-PDH2100

日立製作所

財団法人電気科学技術奨励会

電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)(第49回)

実時間ビデオ認識技術の研究開発

中央研究所…..…......
..…..........宮武

孝文

磁気記録媒体の低ノイズ･高信頼化技術の開発

中央研究所…………...….....
‖…....山中 一助

東北･上越新幹線電力系統の制御システム

(COSMOS-SCADA)の開発と導入

情報制御システム事業部.…........................……..……..........菊地邦行

東日本旅客鉄道株式会社,株式会社ジェイアール東日本情報システムと

共同

運行管理システムの大規模線区展開を可能にしたアシュアラン

ス技術の実用化

交通システム事業部.‖......‖
..….….....…..…..............ノJ､牧

亨

東日本旅客鉄道株式会社と共同

高度配電自動化システムの開発･実用化

情報制御システム事業部.........….
.........…...井上

汎

関西電力株式会社,三菱電機株式会社と共同

社団法人日本化学会関東支部

ポスター発表憬秀賞

高性能ブラウン管用表面処理膜の開発

日立研究所....…叩‖…..‖…............…
‖…..嘉本大五郎

社団法人白布材料学会

X線材料強度部門委員会業績掌

中性子回折による残留応力測定法実用化のための基礎技術の

確立

機械研究所…......‖...‖..........
...…林眞琴

社団法人寸ヒ学工学会流動層特別研究会

流動層シンポジウム賞(技術賞)

中国電力株式会社大崎発電所

250MW加圧流動床ボイラの完成

日立製作所

中国電力株式会社,バブコック日立株式会社と共同

資源循環型生産システムシンポジウム8MS2000

資源循環型生産システム研究会会長賞(第5回,2000年度)

リサイクル性評価法(REM)と環境配慮強化型製品設計

生産技術研究所....
..….…弘重雄三,大橋敬二郎,西隆之

環境本部.‖...........................….…‖….
....…..平野

学

インターネットプラットフォーム事業部‖....….........................‖.松下伸二
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