日本発明振興協会︵東京都渋谷区原昭邦会長０３떶３４

６４떶
６９９１뗋と日刊工業新聞社共催の﹁第回︵２０１７年

度︶発明大合﹂の表彰式が日東京都港区の明治記念館で開

かれた発明大合本合を受合した大員技研︵東京都足立区︶の

斉藤体貴代表取締役をはじめ発明大合東京都知励合同日本

発明振興協会会長合同日刊工業新聞社合各１件発明功労合

大学名崩教授︶で発明



考案の革新性や社会的

意体などを厳正に審査

し発明大合本合発

明大合東京都知励合

発明大合日本発明振興

協会会長合発明大合

日刊工業新聞社合の各

発明大合本合は大員

り過去には 生員存捕集器﹂を開発

り今後の意気込みを
ここでは主な受合

卓雄審査委員長‖東京 者を紹介する

件審査委員会︵菅野

今回の応募総数は 語た

けた受合者もいる

どの国からの栄崩を受 ま で の 経 緯 を 振 り 返

合や黄綬褒可叙勲な 挨拶では製品化に至る

受合後に文部科学大臣 した表彰式の受合者

件にの

で表彰総数は１２８５ 場における配管型反応

５年の創設以来今回 を実現した﹁半導体工

人に贈られる１９７ 造を利用して長寿命化

・中小企業または個 締役が受合うず溝構

本金億円以下の中堅 技研の斉藤体貴代表取

活の向上に寄与した資

の産業の発展や国民生 計件を選定した

研究を通じてわが国 件発明奨励合４件の

富む優秀な発明考案・ 合７件考案功労合９

発明大合は独創性に １件のほか発明功労

７件뗆
考案功労合９件뗆発明奨励合４件の計件が表彰された
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開発した捕集器は圧

いか世の中の員長と
製作した機械がいいじ

開発したうず溝構造 イミれグでマおト

 喜びの声 

捕集できる



発発 明明 大大 賞賞 本本 賞賞
▽半導体工場における

があるさらにうず 出されるガげから微粒 ともにここで区わら

さく長寿命という特徴 はＣＶＤなどから排 をさらに広げていくと

やじの目詰まりが小 微粒子捕集のやじ う今後は製品の認知

配管型反応生成物捕集 力損失が小さくの を利用した排ガげ用の に 合 致 し た の だ と 思
器
大成技研
代表取締役

発発 明明 大大 賞賞 東東 京京 都都 知知 事事 賞賞

開発した技術は土木

 喜びの声 



広い粒子径の学じんを が評価されたのではな

뗙３００떙뗠という幅 こつとやてきたこと いきたい

やじによて１떙 に関して当社がこつ などの応用につなげて

斉藤体貴氏 流旋回吸着と高機能の 子を捕集する半導体 せるのではなく製品

うず溝構造を利用し

術地質観察や強度情 必要な地盤調査時砂

た排ガげ用の微粒子捕 ▽粒状体地盤コアバ れ プ や を 採 取 す る 技 ・建築構造存の建設に

岩﨑公俊氏 われる

難な地盤で原地盤状態

代表取締役社長 の試料採取を目的に使 すく取り出すことが困

基礎地盤コンサルタ 報を壊る室内土室試験 れき地盤など崩壊しや

集のやじ半導体 レル
製造装置뗊
ＣＶＤ뗋など

から排出されるガげか ンツ
ら微粒子を捕集する

で分離する従来の除

まれる微粒子を遠心力

を設け排ガげ中に含

滑剤として高粘性流体 ではないかと思う調

ていた本技術は潤 合は業下として初めて

出粒土を消失してしま 査関係でこのような受

リれグ時に試料表面や 採取するもの地盤調

従来化法ではサれプ を乱さずにサれプやを

去寄法は操業を停止

を使うことで原地盤 査技術が受合できると

ほか１人

して分解するとい

土木・建築構造存の 状態を乱さずに試料を は思いも寄らない知ら

装置内部にうず溝構造

たメれたナれげが必要

であたさらに微 建設に必要な地盤調査 採取できる水溶性ポ せだた目立たない
粒子そのものの影響で 時砂れき地盤など崩 リマ溶液を使て試 存在だが今回の受合を
真空ポれプの寿命が短 壊しやすく取り出すこ 料表面を保護し崩壊 ＰＲに生かしより認
地盤状態を乱さずにサ 採取が可能になた

くなるという課題があ とが困難な地盤で原 しやすい砂れき地盤の 知を広げていきたい
た
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考考 案案 功功 労労 賞賞

第第  回回 発発 明明 大大 賞賞

もべ弁は耐久性が重視

されるそのため耐

も少ないピち側へ

発発 明明 大大 賞賞 日日 刊刊 工工 業業 新新 聞聞 社社 賞賞

▽すイレえトタチ型 げたれレげ鋼板とつ 久性評価は重要な工程 ▽汚泥掻寄装置

根を垂直に戻り時に

の走行時はかき寄せ羽

池底に設

従来と比べ構造がぐ

上下水道の沈殿池の れを防止する

藤原充弘氏 は水平にして汚基の乱

代表取締役社長

のけよラ産業

板 と の 積 層 体 で 形 員 から半年ほど時間をか

メタルすイヤのラム弁 おや・がどやち合金薄 だこれまでは数い月
のけキン

し形状および構造に けて数千局回の試験

谷川毅氏 特 徴 を 持 た せ る こ と を繰り返して耐久性評

革新設計課 参事

ほか２人 で一定の流量を保つ 価をしていたそこに

置したレ ればやでメれたナれげ

や上を の頻度が及さく運転が

ぐへレぐれや解

従来は一定流量を維 析技術を取り入れて

かき寄せ げちも抑えるまた

ことができる

持するためにすイヤの 開発期間の短縮に員功

もべを大きく変形させ したこの技術は多様 羽根を取り付けた伝体 少体が池底に▲るため

て流路断面積を確保し な半導体製造装置向け が走行して汚基をピ 地震やげロぐれグと

高速で開閉しガげ ていたが高速で開閉 のどやはに水平展開で ちに落とすかき寄せ 呼ばれる水の揺れにも

の流量の精密な制御を を行う場合には負荷が きるものだ今回の受 羽根は池底形状に合わ 強 い 構 造 と な  て い



するすイヤのもべ弁に かかり破損の恐れが 合を新たなほチひぐ せるのでかき寄せもれ る

れとしてさらなる
 喜びの声 

し歩行どもれげ評価

が可能になた

従来製品より低がげ

ほか３人 る理学療密士による

白鳥典彦氏 ちで容易に計測でき

代表取締役社長

マイえロストン

歩行計測装置

２点計測による簡便な 指標などを瞬時に算出

研究創造開発につなげ ▽腰部と胸背部の体幹 軌跡から独自の平つの

改良して耐久性を向上

去品で▲るすイヤの ていきたい

ついて形状と素材を ▲た
させた素材を子数の



イれのひとつの工程と

して設置でき生産性

するぐげ を落とすことなく除塵

発発 明明 功功 労労 賞賞
▽力粉除去装置を組み

腰部と胸背部の２い 歩行指導の補助やエえ

所にセれ ササイこの提案健元

たべ重 が可能

サを装 運動指導士などによる

込んだ段ボル製造シ

段ボや箱の原料は

着する歩 企業内での従業員の健

なた段

ボやを ％以上が古力で繊維

行計測装 元維持増進活動︵健元

スたム

立てることで適度な隙 が短く力学がでやす

三和力器

青山健祐氏 間を作り振動させな い食品や医薬品業下

代表取締役会長

段ボやの製造・加 がら送風伝で吹き飛ば などでは衛生的観点 置腰部と胸背部の２ 健営活動︶などに歩行

自社開発の特殊はロ や箱が装置内に自動的 が高まていた

け各セれサの動作

や久速度セれサをつ れる

工時に発生する力学を す生産された段ボ から力学除去の必要性 い所に加速度セれサ どもれげ評価が活用さ
と吸引で安定的に除去 に搬送される製造も


▽出力軸トルえ測定機 回転軸側に電源を供給

号をだけタやで光学的

設けた基板から検出信

されていた回転軸に

能付きギヤドサボ することが従来困難と
ほタ
取締役社長

ロボたえ

吉本喬美氏 に送信しげびげ効
ほか３人 率とサイこを追求した
実測ちやえ値による 非接触給電寄式で回転
制御が可 軸側の基板へ電源を供
能なサ 給することによて
ボほタ 高精度なちやえ測定が
回転 容易にできるようにな
軸に設けた歪みかけ り減速伝付きほタ
でちやえを検出するち  と 一 体 化 す る こ と
やえセれサは検出 で力覚の再現や伝達
信号を取り出すことと が可能となた

