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令和３年度関東地方発明表彰
県内企業 過去最多の受賞

令和３年度関東地方発明表彰において、県内企業は、過去最多の１７企業（うち会員：１１企業）の
優れた発明が、受賞の栄誉に輝かれました（長野県関係受賞一覧表をご参照ください）。受賞された皆
さん誠におめでとうございます！
令和３年度は、当協会が開催当番県として表彰式を準備し、去る１１月１２日（金）、ホテルメルパ
ルク長野で開催いたしました。当日の様子をご紹介いたします。
また、文部科学大臣賞、関東経済産業局長賞及び日本弁理士会会長賞の受賞企業４社並びに奨励功労
賞受賞者２名から受賞発明の内容や受賞者のお喜びの声を寄稿いただきましたので、ご紹介いたします。

表彰概要
大正 10 年に開始された地方発明表彰は、全国を８地方に分け、北海道、東北、関東、中部、近
畿、中国、四国及び九州の各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振
興に寄与することを目的として実施され、優れた発明等を生み出した技術者、研究開発者等を顕彰す
るものです。
優秀な発明等を完成された方々や発明等の実施化に尽力された方々などを対象として、次の各賞を
贈呈します。
◇特別賞（文部科学大臣賞、特許庁長官賞、中小企業庁長官賞、経済産業局長賞、発明協会会長賞、
日本弁理士会会長賞（以上「特別６賞」）
、知事賞、地域発明協会会長賞 等）
◇発明奨励賞 他
１ 主催 公益社団法人発明協会
２ 共催 一般社団法人長野県発明協会及び各県発明協会
３ 後援 文部科学省、特許庁、中小企業庁、関東経済産業局、長野県、日本弁理士会、
一般財団法人工業所有権電子情報化センター

令和３年度関東地方発明表彰
長野県関係受賞一覧表 （敬称略）
1 発明等に関する表彰及び実施に関する表彰
文部科学大臣賞、関東経済産業局長賞、日本弁理士会会長賞については、発明等の発明者に対して贈呈され、
併せて、その発明等の実施化に顕著な功績があると認められる法人の代表者に対しては実施功績賞が贈呈され
ます。
賞名
文部科学大臣賞

発明名称
車載用圧力センサ

実施功績賞
関東経済産業局長賞

実施功績賞

省エネ型精密温調空気供
給装置

会社・役職名
長野計器株式会社 経営統括部 情報システム部
システム企画課 課長
長野計器株式会社 技術本部 技術二部
新製品開発課 係長
長野計器株式会社 技術本部 技術三部
センサ素子技術課 係長

発明者名
羽田

幸彦

宮下

香織

武田

英嗣

長野計器株式会社 代表取締役社長

佐藤

正継

オリオン機械株式会社 技術開発本部
エンジニアリングサポート部 技術アドバイザー

小林

正一

オリオン機械株式会社 監査役

𠮷𠮷岡

万寿男

オリオン機械株式会社 代表取締役社長

太田 哲郎

関東経済産業局長賞

金属板から高性能ヒート
シンクを作製する方法

実施功績賞
日本弁理士会会長賞

超音波対応穿刺針

実施功績賞
長野県知事賞

放電ランプ

元 中村製作所株式会社 取締役

宮原

中村製作所株式会社 代表取締役会長兼社長

宮原 友保

株式会社八光 代表取締役会長

丸山

勝

八光商貿（上海）有限公司 董事長

北川

四郎

株式会社八光 仙台支店 メディカル課

小松

正義

株式会社八光 代表取締役社長

高橋 浩

株式会社オーク製作所
基礎研究部

小林

諏訪工場（管球）

株式会社オーク製作所 諏訪工場 管球製造部 嘱託 塩谷

英行

剛
幸男

元 株式会社オーク製作所 基礎研究部 部長

安田

誠

三井

勇久

長野県発明協会会長賞

ワンプッシュ不凍栓

株式会社竹村製作所

技術部 開発設計課 係長

長野県発明協会会長賞

チップ内蔵基板の製造方
法

新光電気工業株式会社 開発統括部
プロセス開発部 主幹研究員

山野

孝治

新光電気工業株式会社 開発統括部 商品開発部

飯塚

肇

坂口

秀明

小林

敏男

荒井

直

小林

壮

小山

鉄也

飯田

清明

真島

智明

田中

功一

国本

裕治

新光電気工業株式会社 第一ＰＬＰ事業部
第三製造技術部
新光電気工業株式会社 第一ＰＬＰ事業部
品質保証部 検査技術課
新光電気工業株式会社 開発統括部
主席研究員兼開発企画部長
国立大学法人信州大学 工学部
電子情報システム工学科
新光電気工業株式会社 開発統括部
商品開発部長
新光電気工業株式会社 設備技術統括部
第一設備技術部 担当部長
新光電気工業株式会社 設備技術統括部
第一設備技術部 プロジェクト課長
新光電気工業株式会社 第一ＰＬＰ事業部
第三技術部 担当課長
新光電気工業株式会社 開発統括部
プロセス開発部

元 新光電気工業株式会社 開発統括部 商品開発部 柳沢
長野県発明協会会長賞

高画質インクジェット双
方向印刷方法

セイコーエプソン株式会社
ＩＪＳ開発戦略部

長野県発明協会会長賞

電極抵抗測定システム

発明奨励賞
発明奨励賞

飛散制御板位置を変えら
れる堆肥散布機
しめじの石づきカット装
置

ＩＪＳ事業部

孝

角谷

繁明

日置電機株式会社 ＥＭユニット

河室

佑貴

日置電機株式会社 ＥＭユニット

半田

信久

日置電機株式会社 ＥＭユニット ユニット長

高橋

哲哉

元 株式会社デリカ 開発技術部 課長

平林 哲

株式会社ピーエーイー 開発製造事業部
商品開発グループ 係長

河合

博次

株式会社ピーエーイー 豊丘工場 成形事業部

吉澤

信也

株式会社ピーエーイー 阿智工場
開発製造事業部 統括副部長

三浦

岳

発明奨励賞

高強度建築用ブロック

株式会社北誠商事 代表取締役会長

髙柳

博

発明奨励賞

手袋除菌システム

株式会社ワークソリューション 代表取締役

荻原

真二

株式会社ワークソリューション 新規開拓部部長

嶋田

清美

発明奨励賞

発明奨励賞

空調設備の風量調整器用
モータ

門型自動洗車機

シナノケンシ株式会社 ＬＥビジネスユニット

小林

寛之

溝口

勝俊

宮沢

利明

エムケー精工株式会社 モビリティ＆サービス
事業本部 Ｍ＆Ｓ販売三部長兼Ｍ＆Ｓ技術二部長

吉川

正永

シナノケンシ株式会社 開発技術本部
モータ技術開発部 技師
エムケー精工株式会社 モビリティ＆サービス
事業本部 Ｍ＆Ｓ制御部 制御システム
一グループ マネージャー兼チームリーダー

発明奨励賞

耳密着しないヘッドホン

エムケー精工株式会社 ライフ＆サポート事業
本部 Ｌ＆Ｓ電子商品部 技術顧問

中島

照正

発明奨励賞

弛み止めボルト

株式会社ヤマザキアクティブ 代表取締役

山崎

忠承

株式会社ヤマザキアクティブ 専務取締役

山崎

一樹

発明奨励賞

特色インクを用いたイン
クジェット印刷方法

セイコーエプソン株式会社 ＩＪＳ事業部
ＩＪＳ開発戦略部 シニアスタッフ
元 セイコーエプソン株式会社 情報画像開発部
部長

小金平
竹本

修一
清彦

２ 発明奨励に関する表彰
科学技術の振興、発明の奨励、知的財産制度の普及啓発等に多年尽力し、特に顕著な功績があると認められる
方に贈呈されます。
賞名
奨励功労賞
奨励功労賞

会社・役職名等
前 一般社団法人長野県発明協会 理事
公益財団法人長野県テクノ財団 評議員
株式会社デリカ 代表取締役会長

受賞者

一般社団法人長野県発明協会 理事
めぶき国際特許業務法人 代表パートナー

◆ 表 彰 式
受賞者総数（関東地方）は、５０４名で
した。新型コロナウイルス感染防止対策を
講じての開催となったため、出席者が一定
規模に制限され、受賞者１１５名をはじめ
約１８０名のご出席をいただきました。
一般社団法人長野県発明協会の碓井稔
会長による式辞に始まり、公益社団法人発

碓井 稔 会長

式辞

明協会の岩井良行 副会長、長野県の関昇一
郎 副知事からあいさつが行われました。
続く表彰では、各賞が贈呈されまし
た。その後、関東経済産業局の中嶋重光地
域経 済部長か ら来賓祝辞を いただき まし
た。最後に、受賞者を代表して文部科学大
臣賞を受賞した羽田幸彦氏（長野計器株式
会社）による謝辞が述べられ、盛況の内に
終了いたしました。

岩井良行 副会長

主催者あいさつ

戸田

竹廣

松尾

誠剛

関 昇一郎 副知事

ごあいさつ

実施功績賞
太田 哲郎 オリオン機械株式会社 代表取締役社長

実施功績賞
高橋 浩 株式会社八光 代表取締役社長

受

付

実施功績賞（特別６賞の会社代表への賞）
佐藤正継 長野計器株式会社 代表取締役社長

実施功績賞
宮原 友保 中村製作所株式会社 代表取締役会長兼社長

羽田幸彦氏（長野計器株式会社） 謝辞

特別６賞の受賞技術を紹介する
パネルコーナー

◆ 受賞発明・受賞者のご紹介
文部科学大臣賞
車載用圧力センサ（特許第６３５６６５９号）
発明者

羽田 幸彦

長野計器株式会社 経営統括部 情報システム部

発明者

宮下 香織

長野計器株式会社 技術本部 技術二部

発明者

武田 英嗣

長野計器株式会社 技術本部 技術三部

実施功績賞
佐藤 正継

長野計器株式会社 代表取締役社長

本発明は、車両に搭載される圧力センサのセンサモジュールにおいて、金属ダイアフラム上に抵抗素子や導
電体を形成する際に蒸着パターンずれが生じても、抵抗値のばらつきを少なくし出力調整を容易にしたパターン
技術に関するものです。
本圧力センサは、金属ダイアフラム上に薄
膜を複数枚重ねた構造で製作します。これら
の薄膜で形成したパターンを重ね合わせる
製造過程で、僅かなパターンの位置ずれが
圧力センサのゼロ点出力にばらつきを生じさ
せ、センサの性能や生産性を低下させる問
題がありました。
これら各薄膜パターンの位置ずれが生じる
現象は、薄膜の種類やずれの方向、ずれの
量によって数多くの組合せが考えられまし
た。それぞれの組合せにおいて、各薄膜の最適な形状を導き出すために、センサの性能や生産性への影響の
程度を一つ一つシミュレーションしながら何度も検証を行いました。
圧力センサパターンの製造過程にお
いて、ダイアフラム上に歪ゲージ及び接
続部を形成し、接続部のうち導電体部か
ら露出する直線部分と、導電体部のうち
直線部分を横切る辺とを直交させる構成
とすることにより、接続部と導電体部の形
成でずれが生じても、導電体部から露出
した歪ゲージ及び接続部の部分の面積
が変化しないため、複数の歪ゲージ間の
出力ばらつきを抑え、出力調整を容易に
行うことを実現しました。
本発明製品の車両への搭載が普及す
ることでエアコン、トランスミッション、ブレーキユニット組み込み等のきめ細かな制御が可能となり、燃費向上、排
ガス減少により資源の保全、環境負荷の低減に貢献することができました｡

関東経済産業局長賞
省エネ型精密温調空気供給装置（特許第４８７５７１４号）
発明者

小林

正一

発明者

𠮷𠮷岡 万寿男

オリオン機械株式会社 技術開発本部
オリオン機械株式会社

実施功績賞
太田 哲郎

オリオン機械株式会社 代表取締役社長

本発明は、精密な温度調整を行う精密空調機に関する技術です。
精密空調機は、電子デバイスや精密機械加工分野等で精密加工を行う際、素材の熱膨張(収縮)による
加工精度への影響を低減するために、加工装置の周囲温度を安定する目的で使用されてきました。
本発明の精密空調機は、従来の精密空調機では一般的に使用されている電気ヒータを使用せず、冷凍
サイクルのみで周囲温度変動を±1℃以下に抑制し、精密温度調整と大幅な省エネの両立を実現しまし
た。
オリオン機械が精密空調分野に本格参入し本発明技術を模索していた当時、精密温度調整を維持する
ために必要なエネルギーは膨大であり、半導体.ＦＰＤ産業等では全消費電力の５０％近くをクリーン
ルーム空調はじめ生産プロセスの温度調整に消費している場合もありました。市場からは省エネ化の要
求が増えていたため、その一つの解決方法として、生産プロセス全体の空調を改め、必要部分のみ精密
空調を行う局所空調の流れが加速し、省エネ対策として注目されていました。 このような省エネ要求、
局所空調の要求から省エネ化を図れる精密空調機が求められていました。そこで、本発明の精密空調機
は冷却器を通過した空気を電気ヒータで精密温度調整する従来の精密空調方式を改め、電気ヒータを廃
し冷凍サイクルのみで精密温度調整する精密温度調整方法を実現しました。

本発明の温度調整方法は、１台の空調機で冷房と暖房を同時に運転・制御しているイメージです。圧
縮機の吐出側に配した分配手段により、加熱流路と冷却流路とを流れる熱媒体の分配比率を適宜可変す
ることによって、加熱手段と冷却手段とを通過する温調対象の空気に加えられる加熱量と冷却量とを調
整して、高精度の温調を可能としています。加えて本発明は外部熱源および冷却流路の凝縮器が放熱し
た熱エネルギーを、加熱流路内に配置したヒートポンプ手段により吸熱してから圧縮機に戻すという特
徴を有しています。

本発明により、温調機の加熱能力が著しく高くなり、広範囲にわたる温度調整が可能となり、高精度
で安定性の高い温度調整が実現しました。しかも、従来必要としていた電気ヒータを廃止することが可
能となり、革新的な省エネルギー化を実現しました。
【受賞者コメント】
《小林正一》
この度は関東経済産業局長賞という大変栄誉ある賞を頂く事ができ、大変光栄に思います。
本発明の製品は、電気ヒータを使用せずに省エネを図り、高精度な空気温度制御を可能にした製品で
す。開発にあたっては、多くの課題がありましたが会社全体の理解と、関係者の多大な協力を頂きなが
ら、開発メンバーの仲間と一緒に製品化に取り組んできました。その成果がこのような受賞に結び付き
大変嬉しく思います。今後もより時代にあった特長のある製品開発に努めていきたいと思います。
《𠮷𠮷岡万寿男》
この度は栄誉ある賞を賜り、大変光栄に思います。製品開発に携わった関係者と共に喜んでおります。
本発明は従来一般的であった高精度精密温調制御方法に対し最大 80%の省ｴﾈを実現、環境問題の関心が
世界的に高まっている昨今市場から高い評価を頂いております。今後も人との絆を大切にし、科学技術
を基盤にした企業の技術者として身近な社会課題解決を目指したいと思います。
関東経済産業局長賞
金属板から高性能ヒートシンクを作製する方法（特許第４８８８７２１号）
発明者 宮原 英行

元 中村製作所株式会社 取締役

発明実施功績賞
宮原 友保 中村製作所株式会社 代表取締役会長兼社長
本発明は、金属板の任意の部位に、板厚を薄くかつ微細なピッチで先端側を薄くした複数の放熱フィ
ンを形成した、放熱効果の高いヒートシンクに関するものです。
本発明の製造方法は「オーロラフィン工法」
（『Aurora Fin』
は登録商標）と称し、加工の初期段階で、金属板の一端側より
も離間した所定位置に掘り起こし工具を傾斜挿入して小寸なフ
ィンを形成し、当該工具の刃部が所定の深さに達するまで複数
枚のフィンを順次形成し、金属板に放熱フィンを連続形成する
ことを特徴とします。
本発明によれば、金属板の任意の部位に、スクラップを発生
させることなく複数の放熱フィンを形成することができます。
また、各放熱フィンの板厚を薄く、かつ微細なピッチで、先端
側を薄く形成できることから、放熱効果の高いヒートシンクを
提供することが可能となりました。

本製法により、従来の押出し加工やスカイブ工法では実
現できない最小ピッチ 0.2mm の微細なフィン加工を実現しま
した。
また、薄板への微細なフィン加工が可能であり、底面厚
さを最小 0.3mm まで薄くでき圧倒的な小型化を実現できるな
ど、多様なニーズに対応するフィン形状が可能となりまし
た。
本発明により同じ熱効率の押出成形ヒートシンクと比
較して６４％の重量減と７９％の省スペース化を実現、
切削加工によるヒートシンクと比較しても温室効果ガス
の排出量について５６％の削減を達成しており、省資源
化と低環境負荷に貢献しています。
【受賞者コメント】
＜宮原 友保＞
この度は関東経済産業局長賞という大変名誉ある賞を頂き、ありがたく光栄に存じます。更に実施功
績賞という身に余る賞も頂く事ができ、感謝いたします。この賞につきましては、弊社の開発チーム全
員に賜ったものとして、心より御礼申し上げます。これを機会に本発明を更に進化させ、効果とされる
CO2 削減及び省エネルギーに今まで以上に取り組み、地球環境保全に貢献したいと思っております。乞
うご期待ください。
日本弁理士会会長賞
超音波対応穿刺針の発明（特許第４７０００５７号）
発明者

丸山 勝

株式会社八光 代表取締役会長

発明者

北川 四郎 八光商貿（上海）有限公司 董事長

発明者

小松 正義 株式会社八光 仙台支店 メディカル課

実施功績賞
高橋 浩

株式会社八光 代表取締役社長

本発明は、人体に穿刺する医療用の針で、針先の位置を超音波映像（超音波探触子からの超音波を穿
刺針に照射し、穿刺針からの反射波を探触子で受波して、画像処理した映像）で観察しながら穿刺する
ための超音波対応穿刺針に関するものです。
人体深部の正確な位置に針を穿刺する場合、血管などの組織を損傷しないように超音波映像を確認し
ながらの穿刺が行われることがあり、これに
使用されるのが超音波対応穿刺針です。
この穿刺針については、発明当時から超音
波に映りやすい様々な針管への加工が検討さ
れ、提案されていましたが、穿刺条件により
明瞭な映像が得られないことがあり、特に、
体表と穿刺針との穿刺角度が大きな場合

本発明の穿刺針の加工部

穿刺針の超音波画像

（45 度以上）などでは顕著に映り悪くなるという課題があり
ました。
そこで、超音波が減衰しやすい条件でも明瞭な映像を映す
ことができ、また、細径な針管へ施すことができる加工を模
索する中、光や超音波の入射角と反射角がいかなる条件でも
平行になる再帰反射に着想を得て、この特性を持つ加工とし
てコーナーキューブミラー（三角錐）を穿刺針の針管に施す
ことで、前記課題を解決する本発明に至りました。
この技術は、例えば、患者さんの痛みを緩和するため、痛
みを支配している神経直前まで針を刺し、麻酔薬等を注入
したり、高周波治療を行ったりするための絶縁電極神経ブ

本発明を使用した絶縁電極神経ブロック針

ロック針に使われています。
この手技に本発明の穿刺針を用いることにより、穿刺中、超音波映像下で明瞭に針管を確認できるた
め、針先による血管穿刺や神経損傷のリスクが減り、安全で確実な施術が可能となりました。
本発明の後、神経ブロックに超音波を用いるという手技が世界中に普及し、発明から 15 年を経た今も
多くの医療現場でこの穿刺針が採用されています。
奨励功労賞
戸田 竹廣
前

一般社団法人長野県発明協会 理事

公益財団法人長野県テクノ財団 評議員
株式会社デリカ 代表取締役会長
戸田竹廣氏は、平成 21 年に発明協会長野県支部理事に就任して以来、一般社団法人設立以降現在に至
るまで 12 年の長きにわたり、発明協会事業の運営に尽力してきました。特に、発明表彰事業が発明奨励
のために重要な取組みであることを認識し、制度周知に尽力しました。
【受賞者コメント】
この度、全国発明表彰におきまして、名誉ある発明奨励功労賞を賜りましたことは身に余る光栄でご
ざいます。これもひとえに、長年にわたる長野県発明協会に携わる皆様のご支援ご指導の賜物と心より
感謝申し上げます。
これからも今回の受賞を励みに、より一層の研鑽を重ね、わが国の科学技術の向上と産業振興のため、
知的財産制度の普及啓発、青少年の創造性開発育成、発明の奨励に微力ながら尽力してまいる所存でご
ざいます。今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。
奨励功労賞
松尾 誠剛
一般社団法人長野県発明協会 理事
めぶき国際特許業務法人 代表パートナー

松尾誠剛氏は、平成 20 年に発明協会長野県支部理事に就任して以来、一般社団法人設立以降現在に至
るまで 13 年の長きにわたり、理事中 2 名の弁理士の一人として専門性を活かし発明協会の事業実施に積
極的に協力し、発明考案の奨励や県内企業における創意の意識高揚等に努めてきました。
【受賞者コメント】
このたび、令和３年度関東地方発明表彰におきまして、奨励功労賞という名誉ある賞を賜りましたこ
とは身に余る光栄でございます。 これもひとえに、長年にわたる長野県発明協会に携わる皆様方のご支
援とご指導の賜物と心より感謝申し上げます。
今になってみますと、受賞の対象となった一つ一つの活動がすべて楽しい想い出となっており、私に
とっても貴重な経験となりました。
これからも今回の受賞を励みに、より一層の研鑽を重ね、我が国及び地域における科学技術の向上と
産業の発展のために、そして知的財産権制度の普及啓発、青少年の創造性開発育成、発明の奨励のため
に微力ながら尽力してまいる所存でございます。 今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

◆ おわりに
本表彰は、１１年毎に開催当番が回ってきますので、平成２２年度以来の当県での表彰式開催となり
ました。至らない点も多々あったと思いますが、無事挙行することができ、職員一同ほっとしています。
当日の受付をはじめお手伝いをいただきました長野県庁の産業技術課の皆さん、ありがとうございま
した。この場をお借りしてお礼申し上げます。
表彰式は、受賞者の皆様が笑顔でご出席され、晴れの舞台を喜んでいただけた
と思われたことが、何より良かったと思っています。また、長野県庁様が提供し
てくださった「ノベルティ＝飯田の水引きで作成されたリンゴのデザインのピン
バッチ」が、出席者から好評でした。早速、胸に付けていただき、表彰式が華や
かになりました。

ピンバッチ

この度の表彰では、過去最高となる１７社の県内企業の皆様が１８件受賞されました。これは、県内
企業様の技術力の高さ、技術者のご努力、そして積極的なご応募の賜物だと思っています。来年度以降
も、多くのご応募をお待ちしています。

