
 

令和元年 12 月 27日 

第 8回「ものづくり日本大賞」受賞者が決定しました！ 

 
第 8回「ものづくり日本大賞」について、内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、

特別賞及び優秀賞の各賞が決定され、関東経済産業局管内では、別紙発表資料

のとおり 11件 60名が受賞しました。なお、内閣総理大臣賞の表彰式・祝賀会

は、令和 2年 1月 8日（水曜日）に、経済産業大臣賞・特別賞の表彰式・祝賀

会は、令和 2年 1月 27日（月曜日）にそれぞれ開催されます。 
 
1.「ものづくり日本大賞」について 

「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や伝

統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、「もの

づくり」に携わっている各世代の人材のうち、特に優秀と認められる人材を顕

彰するものです。本賞は、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省

が連携し、平成 17年より隔年開催しており、今回で 8回目を迎えます。 

 

このたび、関係 4省において、15件 37名、1 団体の内閣総理大臣賞受賞者を決

定しました。また経済産業省では、上記の内閣総理大臣賞に加えて、22 件 123

名、1 団体の経済産業大臣賞、1 件 7 名の特別賞、18 件 106 名の優秀賞の受賞

者をそれぞれ決定しました。 

 

2.受賞者及び受賞概要（関東経済産業局管内） 

発表資料 1 第 8回ものづくり日本大賞受賞者一覧（関東経済産業局管内） 

発表資料 2 第 8回ものづくり日本大賞受賞概要（関東経済産業局管内） 

 

（参考）関東経済産業局管内各賞受賞数（特別賞の受賞は無し） 

内閣総理大臣賞 1件 7名、経済産業大臣賞 6件 33名、優秀賞 4件 20名 

 

3.今後の予定 

内閣総理大臣賞の表彰式及び祝賀会は令和 2年 1月 8日（水曜日）に、経済産

業大臣賞及び特別賞の表彰式及び祝賀会は、令和 2 年 1 月 27 日（月曜日）に

それぞれ開催されます。なお、優秀賞の表彰式は、個別に関東経済産業局が行

います。 

 

 

 

（本発表資料の問い合わせ先） 

関東経済産業局産業部製造産業課長 戸川 哲宏 

 担当者：石田、門田 

電話：048-600-0311（直通） 
FAX：048-601-1287 
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（発表資料１） 

 

 

第８回ものづくり日本大賞受賞者一覧（関東経済産業局管内） 

 

１．内閣総理大臣賞 （１件７名） 

【製品・技術開発部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

電気機器の省エネに貢献する省資源型Ｓｉ

傾斜磁性材料の開発 

尾田 善彦  ＪＦＥスチール株式会社 

平谷 多津彦 ＪＦＥスチール株式会社 

浪川 操 ＪＦＥスチール株式会社 

笠井 勝司 JFE スチール株式会社 

日裏 昭 JFE スチール株式会社 

山路 常弘 JFE スチール株式会社 

戸部 輝彦 ＪＦＥスチール株式会社 

 

 

２．経済産業省大臣賞 （６件３３名） 

【製造・生産プロセス部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

IoT 時代の半導体アプリケーションを広げる

低温・低荷重フリップチップ実装 

平田 勝則 コネクテックジャパン株式会社 

下石坂 望 コネクテックジャパン株式会社 

中野 高宏 コネクテックジャパン株式会社 

 

 

【製品・技術開発部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

産学連携により胎児診療の新しい道を拓く、

非侵襲胎児生体電気信号計測技術の開発 

須藤 一彦 アトムメディカル株式会社 

木村 芳孝 国立大学法人東北大学病院 

大和田 一成 アトムメディカル株式会社 

小田桐 直子 アトムメディカル株式会社 

曽根 良和 アトムメディカル株式会社 

窪 昌之 アトムメディカル株式会社 

多比良 大輔 アトムメディカル株式会社 
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案件名 受賞者 所属企業等 

世界初のプロジェクションマッピングを応用し

たリアルタイム手術ガイドシステムの開発・

製品化 

中村 勝之 三鷹光器株式会社 

土居 正雄 三鷹光器株式会社 

瀬尾 智 国立大学法人京都大学医学部附属病院 

西野 裕人 カリフォルニア大学サンディエゴ校 外科 

高田 正泰 国立大学法人京都大学医学部附属病院 

川村 壮一郎  
パナソニック i-PRO センシングソリューショ

ンズ株式会社 

佐々木 雄飛 
パナソニック i-PRO センシングソリューショ

ンズ株式会社 

介護の負担軽減と質の向上に貢献する見

守り支援システム 眠り SCAN® 

森田 伸介 パラマウントベッド株式会社 

田村 純一 パラマウントベッド株式会社 

下川 真人 パラマウントベッド株式会社 

細川 雄史 パラマウントベッド株式会社 

木暮 貴政 パラマウントベッド株式会社 

岩田 剛 パラマウントベッド株式会社 

 

 

【伝統技術の応用部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

水泳日本代表水着に採用された撥水加工

技術 

金塚 紀之 新潟染工株式会社 

伊東 克仁 新潟染工株式会社 

横濱 高浩 新潟染工株式会社 

斉藤 進一 新潟染工株式会社 

皆川 哲 新潟染工株式会社 

 

 

【「Connected Industries-優れた連携」】 

案件名 受賞者 所属企業等 

VR Design Studio UC-win/Road のオープン

データ連携による多様な技術・分野間でのコ

ネクト加速 

伊藤 裕二 株式会社フォーラムエイト 

武井 千雅子 株式会社フォーラムエイト 

ペンクレアシュ ヨアン 株式会社フォーラムエイト 

松田 克巳 株式会社フォーラムエイト 

新田 純子 株式会社フォーラムエイト 
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３．優秀賞（４件２０名） 

【製造・生産プロセス部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

ＣＰＳを核とした新生産プロセスでヒューマン

セントリックなスマートものづくり実践 

寺内 秀明 富士通テレコムネットワークス株式会社 

久保田 誠司 富士通テレコムネットワークス株式会社 

市原 康弘 富士通テレコムネットワークス株式会社 

舞田 正朋 富士通テレコムネットワークス株式会社 

手島 康裕 富士通テレコムネットワークス株式会社 

石司 正和 富士通テレコムネットワークス株式会社 

青木 文男 富士通テレコムネットワークス株式会社 

LED ドットパターン投影方式平坦度計を用い

た高強度熱延鋼板の高精度製造技術 

伊勢居 良仁 日本製鉄株式会社 

加藤 朋也 日本製鉄株式会社 

大杉 正洋 日本製鉄株式会社 

太田 武 日本製鉄株式会社 

 

 

【製品・技術開発部門】 

案件名 受賞者 所属企業等 

革新的なウェアラブルチェア「アルケリス」の

開発・製品化 

藤澤 秀行 株式会社ニットー 

飯田 成晃 株式会社ニットー 

塩原 崇志 株式会社ニットー 

文化財の高精細複製制作を可能にした入出

力統合高精度カラーマッチングシステムの

開発 

蒔田 剛 キヤノン株式会社 

秋山 勇治 キヤノン株式会社 

山田 顕季 キヤノン株式会社 

石井 利幸 キヤノン株式会社 

石井 正俊 キヤノン株式会社 

山口 和人 キヤノン株式会社 

 

（合計 １１件 ６０名） 

（以上） 



第８回ものづくり日本大賞
受賞概要

（関東経済産業局管内）

（発表資料２）



内閣総理大臣賞
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51歳平均年齢神奈川県川崎市所在

JFEスチール株式会社
所属
企業

受賞者

電気機器の省エネに貢献する省資源型Ｓｉ傾斜磁性材料
の開発

受 賞
件 名

大企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

尾田 善彦 ：他6名
おだ よしひこ

案件の概要

世界最高の高周波低鉄損電磁鋼板の開発により

モーターなどの電気機器の小型・高効率化に貢献。

世界初の連続浸珪プロセスにより板厚方向にSi濃度

勾配を付与し、渦電流分布を制御して低鉄損化。開発

鋼を電気機器の鉄心材料として使用することにより電

力消費の大きいモーターやトランスの省エネへの貢献

が期待できる。

Si傾斜磁性材料の板厚方向の渦電流分布

Si傾斜磁性材料Si均一材

渦電流損大 渦電流損小渦電流

板厚

6.5%Si

3%Si

Si量



経済産業大臣賞
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50歳平均年齢新潟県妙高市所在

コネクテックジャパン株
式会社

所属
企業

受賞者

IoT時代の半導体アプリケーションを広げる低温・低荷重
フリップチップ実装

受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製造・
生産プロセス

案件の概要

わずか3工程、しかもデスクトップファクトリーで半導

体チップの基板実装が可能。

従来34工程であった半導体製造プロセスを3工程に

集約。しかも低荷重で製造できるため装置の小型化が

可能に。これにより設備投資や設置面積も大幅に低減。

半導体産業が地域の中小企業でも可能な産業として

の道筋を示す。

平田 勝則 ：他2名
ひらた かつのり

49歳平均年齢埼玉県さいたま市所在

アトムメディカル株式会
社 ：他1団体

所属
企業

受賞者

産学連携により胎児診療の新しい道を拓く、非侵襲胎児
生体電気信号計測技術の開発

受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

案件の概要

世界初。胎児の生体電気信号がモニタリング可能に。

産学連携により、母体生体電気信号に混じった微小

な胎児生体電気信号波形を抽出する信号処理技術を

開発。妊娠20週台から計測可能であり、胎児の状態を

従来より詳しくモニタリング可能にした。

須藤 一彦 ：他6名
すどう かずひこ
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44歳平均年齢東京都三鷹市所在

三鷹光器株式会社 ：他
３団体

所属
企業

受賞者

世界初のプロジェクションマッピングを応用したリアルタイ
ム手術ガイドシステムの開発・製品化

受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

案件の概要

中村 勝之 ：他6名
なかむら かつゆき

確実な固定とスムーズ
移動が可能なアーム

・投影のタイムラグは0.2秒程度
・臓器が動いても常に±2mm
以内の精度

プロジェクター

正確な切除部位を臓器に直接投影。患者、医師双方

の負担を軽減。

プロジェクションマッピングを用いて、臓器上に正確な

切除ラインをリアルタイムに投影。医師は患者から目を

離すことなく手術に没頭でき、手術の短時間化､確実化

などを実現。

46歳平均年齢東京都江東区所在

パラマウントベッド株式
会社

所属
企業

受賞者

介護の負担軽減と質の向上に貢献する見守り支援シス
テム 眠りSCAN®

受 賞
件 名

大企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

案件の概要

非装着型の高感度シート型センサで被介護高齢者全

員の状態をリアルタイムに表示可能。

被介護高齢者全員の睡眠／覚醒／離床の状態を職

員居室のモニタにリアルタイム表示可能なシステム。

睡眠の質等も表示・記録ができるため、介入効果の確

認・改善と職員間での共有が可能→被介護者のQOL
向上、介護職員の疲弊改善と定着にも寄与。

森田 伸介 ：他5名
もりた しんすけ

シート型センサ WiFi PC(ナースステーション) 携帯端末

眠りSCANのシステム構成



44歳平均年齢新潟県五泉市所在

新潟染工株式会社
所属
企業

受賞者

水泳日本代表水着に採用された撥水加工技術
受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 伝統技術の
応用

案件の概要

金塚 紀之 ：他4名
かねづか のりゆき

伝統産業で培った技術がハイエンド水着に。ロンドン

五輪以降多くのメダリストが着用。

縦横比を自在に圧縮する精錬漂白技術で、競泳用水

着に適した伸張回復性の付与とカラフルな染色と両面

撥水加工を実現。高度の競技性能も伝統繊維技術か

ら。2020年の東京五輪で採用の可能性大。雇用130人
年売上16億円で地域に貢献。

45歳平均年齢東京都港区所在

株式会社フォーラムエイ
ト

所属
企業

受賞者

VR Design Studio UC-win/Roadのオープンデータ連携
による多様な技術・分野間でのコネクト加速

受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 「Connected Industries
-優れた連携」

伊藤 裕二 ：他4名
いとう ゆうじ

案件の概要

インフラ・公共空間計画の初期段階で３ＤＶＲを提供。

駅や道路など公共性の高い工事前に３ＤＶＲを提供す

ることで、複雑に絡む利害関係者間の適切な合意形成

支援を可能にした。自動運転開発研究、防災、環境、

教育など各分野に適用でき、課題解決の共通プラット

フォームとなっている。

北海道新幹線 札幌駅計画
VRシミュレーション

大橋ジャンクション
シミュレーション



優秀賞



48歳平均年齢栃木県小山市所在

富士通テレコムネット
ワークス株式会社

所属
企業

受賞者

ＣＰＳを核とした新生産プロセスでヒューマンセントリック
なスマートものづくり実践

受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製造・
生産プロセス

寺内 秀明 ：他6名
てらうち ひであき

45歳平均年齢茨城県鹿嶋市所在

日本製鉄株式会社
所属
企業

受賞者

LEDドットパターン投影方式平坦度計を用いた高強度熱
延鋼板の高精度製造技術

受 賞
件 名

大企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製造・
生産プロセス

案件の概要

熟練作業者不足への対応とCO2削減を両立するイン

ライン計測・制御技術。

鋼板の圧延工程における品質管理は、熟練作業者

不足で品質、生産性の維持が課題に。高輝度LEDを

使用したパターン投影方式によって、最高温度950℃、

圧延速度90km/hの鋼板の平坦度を瞬時計測し自動制

御することで生産性を向上させ、CO2削減と熟練者不

足にも対応。

伊勢居 良仁 ：他3名
いせい よしと

LEDドット
パターン基板

投影レンズ

測定範囲
幅1.8m×長さ1.0m

鋼板
速度：～90km/h
温度：～950℃

撮像カメラ

圧延方向

圧延鋼板の平坦度計測技術

案件の概要

CPSを核とした改善サイクル「過去」と「現在」データから「未来予測」

実工場

仮想工場

止めないライン運用で改善を加速

ちょっと先が予測できるスマートなものづくりを実現 .

IoTによって、人・設備・製品から産み出されるあらゆる

データを取得し「ちょっと先の未来を予測」。CPSを核とし

人の成長もリアルタイム最適でラインを止めず進化し続

ける新生産プロセスを確立。 今後、日本で求められる

「一品一様」のものづくりを先行実践し、従来の改善の延

長線にない非連続的な高い生産性向上に加え、人にやさ

しいものづくりを同時実現。 CPS：Cyber Physical System



41歳平均年齢神奈川県横浜市所在

株式会社ニットー
所属
企業

受賞者

革新的なウェアラブルチェア「アルケリス」の開発・製品化
受 賞
件 名

中小企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

藤澤 秀行 ：他2名
ふじさわ ひでゆき

48歳平均年齢東京都大田区所在

キヤノン株式会社
所属
企業

受賞者

文化財の高精細複製制作を可能にした入出力統合高精
度カラーマッチングシステムの開発

受 賞
件 名

大企業
企業
別

分類
64

［東海2-59］通し番号産業社会を支えるものづくり 製品・
技術開発

案件の概要

蒔田 剛 ：他5名
まきた たけし

最高の和の文化財に“誰でも･どこでも”を最新デジタ

ル技術で実現。

世界最先進の総合技術（光学レンズ､撮影､画像処理､

印刷）を活用して和の文化財を高精細に複製。アクセ

スの困難性（例：海外流出品､寺院での公開条件の制

約（保管場所・入館時間・照明））を取り除き､最高の文

化財に「誰でも・どこでも」を実現した。

入力から出力まで一貫処理9

案件の概要

長時間の立ち姿勢医療に働き方改革。 “立ったまま

座れる”世界初のウェアラブルチェア。

新しい発想によって、医師の肉体的負担を軽減する

簡易な機構を持つ製品。電気を用いず立位を支え、歩

行も可能。応用範囲は無限に広く、医療分野以外の利

用も期待。
手術現場の動きに対応できる
「座る」と「歩く」の両動作が可能

スネとモモで体重を受けて体幹安定
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