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社団法人 情報処理学会

高度交通システム研究会偉秀研究報告貫(平成14年度)

プローブカーを利用した交通情報予測方式の検討

日立研究所･… ･…伏木匠,山根憲一軌横田孝義

システム事業部･… =･･権守直彦,岸野清隆,石田康,伊藤彰朗

社団法人 溶接学会

MATE2003シンポジウム優秀論文賞(2003年虔)

応力拡大係数を用いたランド剥離防止条件の検討

機械研究所 ‥･

モノづくり技術事業部
‥･

生産技術研究所･･･

(株式会社日立コミュニケーションテクノロジーと共同)

社団法人 日本エネルギー学会

進歩賞(技術部門)(平成14年度)

高効率ガスニ重効用吸収冷温水機(冷房COPl.35)の開発

日立製作所

(東京ガス株式会社,大阪ガス株式会社,東邦ガス株式会社と共同)

日本コンピュータ外科学会

講演論文責(2002年度)

脳神経外科における手術ロボットの展望

基礎研究所･‥

社団法人 エレクトロニクス実装学会

研究奨励賞(平成15年度)

有限要素法と回路解析の達成解析による同時切替ノイズの評価

日立研究所
=･

･‥寺崎健

･大村智之

･中塚哲也

･西澤幸司

･馬渕勝美

財団法人 電気通信普及財団

テレコムシステム技術貫(襲励賞)(2002年度)

制御系ファイアウォールのためのセキュア遠隔操作プロトコルSTP

システム開発研究所･‥
･･･加藤博光,玉野真紀,古谷雅年

情報制御システム事業部‥= ‥‥宮尾健

財団法人 大河内記念会

大河内貰(生産賞)(平成14年度)

¢300mmウエハ対応新半導体生産システムの開発と実用化

日立製作所

(トレセンチイテクノロジーズ株式会社と共同)

社団法人 精密工学会

ペストプレゼンテーション葺(2003年席亭事大会)

空間フィルタリングを用いた欠陥検査技術

生産技術研究所･･･

社団法人 応用物理学会

講演奨励賞(2002年度)

超電導A/D変換器フロントエンド回路の40GHz動作実証

基礎研究所 =･

社団法人 電気学会

倖秀論文発表箕(平成14年度)

高次構造制御型高熱伝導エポキシ樹脂

日立研究所･=

究極形同期横の三相突発短絡時における漏れインダクタンス解析

日立研究所･･･

超電導A/D変換器フロントエンド回路の設計と40GHz動作実証

基礎研究所･‥

･浜松玲

古田 太

･赤塚正樹

･･･島和男

‥･古田太

157

株式会社 日経BP

日程BP技術賞(電子部門)(2003年度)

世界最小の無線タグIC｢ミューチップ+

ミューソリューションズベンチャーカンパニー ‥･

中央研究所･‥

日経BP技術賞(機械システム部門)(2003年度)

電動四駆システム

オートモティブシステムグループ･‥･

(日産自動車株式会社と共同)

社団法人 日本機械学会

技術賞(2002年度)

高洗浄省スペース縦型洗濯乾燥機の開発

棟械研究所････

･‥･井村亮

‥‥宇佐美光雄

･深作良範,山本立行

りト池敏文,太田義注,川村圭三

(日立ホーム&ライフソリューション株式会社と共同)

奨励責(研究)(2002年度)

筒内噴射式ガソリンエンジンの混合気形成技術の研究

日立研究所
=･

奨励賞(技術)(2002年度)

微小き裂成長別に基づく高温機器の寿命評価技術の開発

日立研究所･･･

磁気ディスク装置用浮上量制御スライダの開発

研究開発本部･‥

多段歯車駆動システムの振動騒音解析技術の開発

機械研究所 …

･･･白石拓也

･‥磯部屈宏

･･･栗田 昌幸

･田中英一郎

文部科学省

文部科学大臣賞(科学技術功労者)(平成15年度)

文書イメージ認識と文書情報システムに関する研究

中央研究所 ‥･

社団法人 日本電機工業会

電機工業技術功績者表彰(進歩貰)(2003年度)

小水力発電可変速誘導発電装置

日立研究所 ‥･

情報制御システム事業部･=･

電機工業技術功績者表彰(発達賞)(2003年度)

高集塵サイクロン方式電気掃除機｢たつまきサイクロン+の開発

機械研究所 =･

(日立ホーム&ライフソリューション株式会社と共同)

電球形蛍光ランプ用自励式インバータの開発

日立研究所･‥

(日立ホーム&ライフソリューション株式会社と共同)

電機工業技術功績者表彰(奨励賞)(2003年虔)

オイルフリースクロール空気圧相磯の開発

機械研究所 ‥･

省エネ電源用低損失パワーMOSFETの開発

日立研究所･‥

(株式会社ルネサステクノロジと共同)

業界初新分割コア工法を採用した小形･高効率外転型モータの開発

･藤澤浩道

･秋田佳稔

･根本治郎

‥･林正二

･庄司 浩幸

･富冒雄ニ

･白石正樹

日立研究所=･ ･…榎本裕治,小原木春夫

紫綬褒章

蛍光式DNAシーケンサーの開発

フェロー =･

･神原秀記



社団法人 電気学会

電気学術振興賞(論文賞)(平成15年虔)

風力･電池ハイブリッドシステム

日立研究所･‥

電横システム事業部････

日立事業所･=

･一瀬雅故,二見養生

･=･今家和宏

‥清藤康弘

(株式会社日立エンジニアリングサービス,沖縄電力株式会社,沖縄新工ネ開発株式会社,

名古屋大学と共同)

DSPを利用した圧力センサ用センサ補正LSlの開発

日立研究所････

オートモティブシステムグループ ‥･

(株式会社日立カーエンジニアリンクと共同)

環境経営学会

実践貢献賞(2003年度)

環境適合設計の実際

クロスマーケットソリューション事業部･･

環境本部
=･

日立研究所
‥･

生産技術研究所 ‥･

基礎研究所 ‥･

電力･電機開発研究所=‥

･松本昌大,村林文夫,山田弘道

･‥･嶋田 智

･市川 芳明

‥･平野学

･石田智利

･弘重雄三

‥･西 隆之

･‥下田 誠

社団法人 日本冷凍空調学会

技術賞(平成14年度)

省エネ･低騒音インバータパッケージエアコン｢HiインバータRZ+の開発

機械研究所 ‥･

(株式会社日立空調システムと共同)

社団法人 粉体粉末冶金協会

技能賞(平成14年度)

粉末溶射による各種合金,セラミックのコーティング技術の開発

日立研究所･‥

社団法人 低温工学協会

大島賞優良発表責(平成15年度)

PIT法で作製したMgB2超電導線材及びコイルの臨界電流特性

日立研究所
‥･

論文賞(平成15年度)

均一磁気力場発生用NbTi超伝導マグネットの開発

日立研究所 ‥･

(株式会社神戸製鋼所,物質･材料研究棟構と共同)

社団法人 日本高圧力技術協会

科学技術芸(平成15年度)

局部減肉を有する炭素鋼配管の破壊クライテリオン

日立研究所･･･

15蕗

･久保田淳

目幡 輝

･田中和英

･･･森田
裕

･宮崎克雅,根布景

原子力事業部･･ ･…菅野智,石渡雅幸,長谷川邦夫

社団法人 映像情報メディア学会

藤尾フロンティア賞(平成15年度)

MIM電子源平面ディスプレイの研究

日立研究所…･

社団法人 日本塑性加工学会

天田賞(平成15年度)

･鈴木睦三,佐川雅一,楠敏明

板金筐体の構造改革と高効率生産システムの構築

情報制御システム事業部=･･ ‥=大津英司,内山悦郎,濾辺弘,荒川賢一

(東京工業大学と共同)

社団法人 エレクトロニクス実装学会

論文賞(平成15年度)

低コスト･高信頼ウエハプロセスパッケージ"wpp-2”の開発

機械研究所 ‥･

日立研究所･‥

生産技術研究所 ‥･

(エルピータメモリ株式会社,株式会社ルネサステクノロジと共同)

･=風間敦

･佐藤俊也

･山口欣秀

社団法人 情報処理学会

俸秀デモンストレーション苦(野口貫)(2003年度)

要約地図の携帯向けSVGブラウザによる高速表示

中央研究所･… ==丸山貴志子,谷崎正明,嶋田茂

社団法人 日本顕微鏡学会

論文賞(2003年度)

Three-DimensionalSTEMtorObseⅣingNanostructures

中央研究所 ･高口雅成,柿林博司,常田るり子,山岡正作

社団法人 発明協会

全国発明表彰(発明賞)(平成15年度)

摩擦規拝接合

日立研究所
‥･

笠戸事業所‥･

日本動物細胞工学会

動物細胞工学産業応用部門最優秀賞(2003年度)

動物細胞培養における溶存炭酸ガスの影響

電力･電横開発研究所･･

産業プラント事業部･･･

･･･青田欣也

･石丸靖男,竹中剛

･芳賀良一,難波勝

‥‥村上聖

AM-LCDOrganizlngCommitteeandAwardCommittee

BestPaperAward(2002年度)

UsingSOIT打stolnvestigateGateOxideDeg｢adationinLow一丁emperaturePoly-Si

TFTs

中央研究所 ･松村三江子,豊田善章,芝健夫

社団法人 情報処理学会

優秀論文賞(2003年度)

空間要約による携帯ナビゲーションシステムの構成方式とその評価

中央研究所=･･ ‥嶋田茂,丸山貴志子,谷崎正明

無線uN統合アクセスシステムー位置検出方式の検討-

中央研究所 ･荻野敦

株式会社 日刊工業新聞社

機械工業デザイン賞(書童貞特別賞)(2003年虔)

磁気共鳴イメージング装置 APERTO(アペルト)

デザイン本部‥‥ ‥‥神村成自,岩崎正克,竹越勇,深水竜介

(株式会社日立メディコと共同)

社団法人 日本機械学会

情報･知能･精密機器部門ペストプレゼンテーション表彰(2002年度)

光ディスク傾き補正用スリム3次元アクチュエータの開発

機械研究所
‥･

エンジンシステム部門 技術業績賞(平成14年度)

筒内噴射式ガソリンエンジンの混合気形成技術の研究

日立研究所 ‥･

･木村勝彦

･白石拓也



倣

社団法人 応用物理学会

講演奨励責(2003年度)

マイクロサンプリング法による3次元STEM観察用試料の作製

中央研究所 =･

･福田宗行

社団法人 日本工ム･イ一字会

生体医工学シンポジウムペストリサーチアワード(2003年度)

Wir8-DrivenMicrofo｢cepswithBipolarCoagulationFunctionforaNeurosurgery

S岬PO｢tSystem

機械研究所 ‥･

･･‥河合俊和

基礎研究所…･ =‥菅和俊,西澤幸司,田島不二夫

(信州大学,東京女子医科大学,早稲田大学,東京大学と共同)

The7thWorldMutti-COnferenceonSystemics,Cybernetics

andlnformatics(SC12003)
Educati…andlnformationSystem部門 8estPaper(2003年度)

lnteractiveEducationalContesttorhlmerSiveProjectionEnvironments

システム開発研究所=‥
‥･･生井仁,守屋俊夫,宇都木契,武田晴夫

2003lnternationalConferenceonSolidStateDevicesand

Materials

SSDMPaperAward(2003年度)

Mobi】ityReductionDuetoRemoteChargeScatteringinAl203/SiO2Gate-Stacked

MISFETs

中央研究所

基礎研究所

中央研究所

･斎藤慎一,嶋本泰洋

･‥･平谷正彦

･･‥木村紳一郎

社団法人 日本応用磁気学会

学術奨励賞(内山貰)(平成15年度)

積層フェリ固定屑Fe酸化層を挿入したボトムスピンバルブの磁気抵抗効果と自

由屑の磁気特性

研究開発本部･

社団法人 日本ロボット学会

実用化技術賞

手術支援のためのマニピュレータ技術

基礎研究所･‥

機械研究所‥･

(東京女子医科大泉信州大学はかと共同)

･星野勝美

‥･西澤幸司,菅和俊

･河合俊和,桃井康行

財団法人 日本産業デザイン振興会

グッドデザイン寅(2003年度)

プラズマテレビWoooシリーズ W32-P5000,W37-P5000,W42-P5000

(はか6件受賞)

日立製作所

ASMlnternational(米国金属学会)

JournalotPhase【quilibria2001StudentResearGhPa叩rAward

LlO-Diso｢derPhaseEquilibriaintheFe-PdSystemln〉eStigatedby

Phenomeno10gicalCalculation

日立研究所
=･

･堀内寿晃

(新日本製織株式会社,物質･材料研究機構超鉄鋼研究センター,住友金属工業株式会社,

北海道大学との共同)

社団法人 精密工学会

高城賞(2003年度)

柔軟媒体搬送技術と学理に関する研究

機械研究所 ‥･

(東京工業大学,芝浦工業大学,株式会社東芝と共同)

･松野順一

l憫

技術賞(2003年度)

投射電子線磁界トモグラフィ装置の開発

中央研究所 ‥･

研究開発本部･･･

社団法人 日本金属学会

奨励賞(平成15年度)

大型単結晶材の製造プロセスの確立

日立研究所 =･

‥･･鈴木寛

･島倉智-.中村公夫

･岡本和孝

R&DMagazine

R&DlOO(2003年度)

PositionandCurrentSensorlessMotorD｢iveSystemfo｢CompressorsofAir-

Conditioners

日立研究所･･･
･･=岩路善尚,遠藤常博,川端幸雄,坂本潔

(日立ホーム&ライフソリューション株式会社と共同)

ABluetoothTransceiverChipSet:HD157100,SH7630

中央研究所 ‥･

‥小久保優,志田雅昭,柴原禎之,大島俊

World'sFirstlPv6BroadbandAccessSeⅣer:AG8100

中央研究所･･･
･‥･平田=哲彦,滝広眞利,吉本哲郎

基礎研究所 …

･…大串積

日本i夜晶学会

業績貰(平成15年虔)

ln-PlaneSwitching(lPS)モードを用いた広視野角TFT液晶ディスプレイの実用化

日立研究所
=･

････近藤克巳

社団法人 発明協会

関東地方発明表彰(知事賞)(平成15年度)

二重遮光機能を有する液晶表示装置

日立研究所
‥

･‥･津村誠,三上佳朗,舟幡一行,斎藤隆一

(株式会社日立ディスプレイズ,日立原町電子工業株武舎社,長崎綻合科学大学と共同)

高速ルータの分散処理アーキテクチャ

エンタープライズサーバ事業部･‥

システム開発研究所=‥

(株式会社日立インフォメーションテクノロジーと共同)

関東地方発明表彰(発明奨励賞)(平成15年度)

液体クロマトグラフ分析システム(はか3件受賞)

デザイン本部･

･池田尚哉,榎本博道

････高田
治

･大沼満,ニノ宮篤,柳澤和典

(株式会社日立ハイテクノロジーズ,那珂インスツルメンツ株式会社と共同)

車両駆動用押込みフアン型電動機(はか4件受賞)

電機システム事業部 一

財団法人 電気科学技術奨励会

電気科学技術奨励頁(オーム技術賞)

インナークーラー方式高効率空冷タービン発電機の開発

日立研究所･･･

電機システム事業部‥･･

電力･電機開発研究所････

新幹線用デジタルATC(DS-ATC)の開発と実用化

交通システム事業部･･‥

(東日本旅客鉄道株式会社と共同)

･増田 誠吉,今井勇人

･井出 一正

･服部憲一

･岩垂健五

･網谷憲晴




