
　当会では世の中を変革する優れたイノベーション事例を表彰致します。イノベーションの内容や実
践プロセスを広く紹介することで、次世代の経営者、技術者への参考に供し、さらなるイノベーショ
ンの推進に資し、もってわが国経済の発展、社会の変革、グローバル競争力の向上等に貢献すること
を目的としております。
　募集要項は下記の通りです。多数の自薦他薦の応募をお待ちしております。

募 集 要 項
１．表彰の概要
        表彰対象：経済の発展、社会の変革、競争力の向上、福祉の向上等を飛躍的に実現するイノベー

ション（変革を起こした新事業）で、事業化され投資や雇用を生み出しつつある優れ
た取組みを表彰いたします。大企業から中小企業、ベンチャーを問わず、イノベーショ
ンを推進した経営者や事業推進者およびそのチームを対象といたします。例えば、以
下の点を重視いたします。
・　社会、生活、産業、文化を大きく変えるもの
・　その事業が画期的な変化を生み出したもの（製品・サービス、顧客、生産方式、調達、
　  ビジネスモデル、組織・マネジメントの変化等 )
・　科学技術の活用（技術経営）が優れているもの
・　大きな事業、雇用を生み出すもの

　　賞の種類：「技術経営・イノベーション賞」
　　　　　　　文部科学大臣賞（1件）　　　　 ：賞金（20 万円）、本賞記念盾　　　
　　　　　　　経済産業大臣賞（1件）　　　　 ：賞金（20 万円）、本賞記念盾　
　　　　　　　科学技術と経済の会会長賞（3件） ：賞金（1件につき 20 万円）、本賞記念盾
　　　　　注）過去に文部科学大臣賞および経済産業大臣賞を受賞されている案件に対しては原則として同賞は対象といたしません。
　　主　　催：   一般社団法人  科学技術と経済の会
　　後　　援： 文部科学省、経済産業省、日本経済新聞社、日刊工業新聞社
　　協　　賛：   一般財団法人  新技術振興渡辺記念会

２． スケジュール
　　応募受付：平成 28年 6月 1日から 10 月 15 日（締切）
　　表 彰 日：平成 29 年 2月 14 日

一般社団法人 科学技術と経済の会 (JATES)   

第５回　技術経営・イノベーション賞
文部科学大臣賞
経済産業大臣賞
科学技術と経済の会 会長賞
募集開始のお知らせ！
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３．応募方法
　応募用紙記入要領を参照の上、技術経営・イノベーション賞応募用紙に必要事項を記入してWord
形式で提出して下さい。必要に応じて補足説明資料を添付して下さい。送信容量等の問題でメール送
信ができない場合は郵送してください。なお、提出書類等は返却できませんので、ご了解ください。
　技術経営・イノベーション賞応募用紙および応募用紙記入要領は科学技術と経済の会（JATES）の
ホームページからダウンロードできます。URL: http://www.jates.or.jp

４．記念講演
　受賞された方には、表彰式（平成 29 年 2月 14 日）への出席と、当会主催の技術経営・イノベーショ
ンシンポジウム（平成 29 年 6月 6日）での記念講演をお願いします。

５．提出先：（一社）科学技術と経済の会　技術経営・イノベーション賞事務局　宛
　　　　　　　　　メール送信先：gikeikai@jates.or.jp
　　　　　　　　　郵送の場合：〒 102-0072  東京都千代田区飯田橋 3-3-1 三笠ビル 2F

６．問い合わせ先：上記のメールアドレス、住所にて受け付けます。
　　　　☎：03-3263-5501 　担当者：井上、生駒

■過去の受賞
第４回（平成 27年度）
●文部科学大臣賞
（事業名）自動車の次の 100 年に向けたMIRAI の開発
（受賞者） トヨタ自動車株式会社　代表取締役社長  　　　   豊田　章男氏
　　　　　　　　　　　　　　 　製品企画本部　チーフエンジニア　          田中　義和氏

●経済産業大臣賞
（事業名）航空機用炭素繊維複合材料の開発
（受賞者）東レ株式会社　代表取締役社長     　　　　　日覺　昭廣氏

●科学技術と経済の会会長賞
（事業名）獺祭の取り組み
（受賞者）旭酒造株式会社　代表取締役社長     桜井　博志氏
   　　  取締役副社長     桜井　一宏氏

（事業名）  世界貴重文献資産のデジタル保存における新たな事業モデル構築の取り組み
（受賞者）株式会社NTT データ　代表取締役社長     岩本　敏男氏
　　　　　　   　 取締役常務執行役員    岩井　利夫氏
　　　　　　　　　　　　　　   第一公共事業本部　第三公共事業部長  岩元　宏樹氏
　　　　　　　　　　　　　　   第三システム統括部長    　   中城　章史氏
　　　　　　　　　　　　　　   第三システム統括部第五システム担当 部長        杉野　博史氏
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（事業名） インターナビのプローブデータを用いた快適、安全、安心な運転環境実現への取り組み
（受賞者）本田技研工業株式会社　日本本部営業企画部インターナビ事業室　室長  米田　徹郎氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  チーフ      間　　俊輔氏
                                　四輪事業本部事業企画統括部グローバルテレマティクス部　チーフ　  菅原　愛子氏
    　　　　　    　   　　チーフ 　  益田　卓朗氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主任   　　仙石　浩嗣氏

●科学技術と経済の会会長特別賞
（事業名）PAN系炭素繊維の発明と実用化への貢献
（受賞者）国立研究開発法人 産業技術総合研究所 　　 名誉リサーチャー　 進藤　昭男氏

第３回（平成 26年度）
●文部科学大臣賞
（事業名） 世界 No.1 精度の顔認証技術で安心・安全な社会の実現に貢献
（受賞者）日本電気株式会社　情報・メディアプロセッシング研究所 主席研究員 　　  今岡　　仁氏
  　　　　日本電気株式会社　情報・メディアプロセッシング研究所 主任         細井　利憲氏
　　　　 日本電気株式会社　情報・メディアプロセッシング研究所   　   石井　雅人氏

●経済産業大臣賞
（事業名）   　　 ビジネスジェット機 HondaJet の開発
（受賞者）ホンダ エアクラフト カンパニー 社長兼 CEO    　   藤野　道格氏

●科学技術と経済の会会長賞
（事業名）少量採血でのアミノ酸測定によるがんリスク検査の事業化
（受賞者）味の素株式会社　取締役社長 最高経営責任者    　   伊藤　雅俊氏
　　　　  味の素株式会社　取締役常務執行役員　　　    　  　 木村　　毅氏
　　　　  味の素株式会社　イノベーション研究所 ｸﾞﾙｰﾌﾟｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 　　   宮野　　博氏
　　　　  味の素株式会社　研究開発企画部　シニア・アドバイサー   　   吉元　良太氏

（事業名） ロングテールの飲食店市場の生産性向上に貢献する独自インフラの構築
（受賞者）株式会社ぐるなび　代表取締役会長・創業者      　　滝　　久雄氏

（事業名） 安全計装システム ProSafe-RS の事業化
（受賞者）横河電機株式会社　代表取締役社長     　   西島　剛志氏
　　  　　横河電機（中国）有限公司　副総経理　戦略発展事業本部 本部長  　   安藤　忠明氏
　　          Yokogawa Electric International Pte. Ltd. ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ開発ｾﾝﾀｰ長　  　   佐藤　正仁氏
　　　　 横河電機株式会社  IA ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業本部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ営業部 SIS 課 課長 　山城　靖彦氏

（事業名）化学合成人工抗体バイオ技術の海外スピンオフベンチャー設立による事業化
（受賞者）Apta Biosciences Pte. Ltd. R&D Group　共同設立者、CTO    　   藤田　省三氏
　　　　  株式会社富士通研究所　R&D戦略本部 シニアマネージャー  　   有永　健児氏
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第２回（平成 25年度）
●文部科学大臣賞
（事業名）小型 ･低消費電力な携帯電話基地局の実現に向けた「高電圧動作 ･高効率窒化ガリウム
                  トランジスタ (GaN HEMT)」の立ち上げ
（受賞者）住友電気工業株式会社研究統轄本部　伝送デバイス研究所   　   小林　正宏氏
　　　　  住友電工デバイス・イノベーション株式会社　電子デバイス事業部  　   長谷川裕一氏
　　　　  Sumitomo Electric Asia, Ltd.Electro Devices Group General Manager 　   佐野　征吾氏
　              住友電気工業株式会社　研究統轄本部 伝送ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 　　　　    井上　和孝氏
　　　　 住友電工デバイス・イノベーション株式会社　電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部 課長 　　   蛯原　　要氏
　　　　 住友電工デバイス・イノベーション株式会社　技術部  部長       　桑田　展周氏

●経済産業大臣賞
（事業名）発熱、保温、保湿、吸汗速乾など 10の機能を併せ持つ機能性インナーウェアの開発
（受賞者）株式会社ファーストリテイリング 　代表取締役会長兼社長　　  　　   柳井　　正氏
　　　　  東レ株式会社　代表取締役社長  　  　　　　　  　   日覺　昭廣氏

●科学技術と経済の会会長賞
（事業名）URUR 工法（Ultra Rapid Under Pass) 　　
（受賞者）株式会社大林組　土木本部プロジェクト部 主席技師　　　         三木　慶造氏
　　　　  株式会社大林組　土木本部プロジェクト部 担当部長　　   　   横溝　文行氏
　 　    　 株式会社大林組     機械部 部長　　　　　　　　　　　    　   阪本　公明氏

（事業名）長期冷蔵保存技術による生鮮品の新たなコールドチェーン物流インフラの構築
（受賞者）株式会社MARS Company（マーズカンパニー）  代表取締役　　  　   松井　寿秀氏
　　　　  株式会社MARS Company（マーズカンパニー）  常務取締役　　  　   井筒　伊朗氏

第１回（平成 24年度）
●文部科学大臣賞
（事業名）センサ部品領域におけるハードとソフトの融合のソリューション事業（電子コンパス）
（受賞者）旭化成株式会社　 旭化成エレクトロニクス株式会社　 旭化成グループフェロー        山下　昌哉氏

●科学技術と経済の会会長賞
（事業名）プログラミング言語 Ruby
（受賞者）株式会社ネットワーク応用通信研究所　フェロー    　まつもと　ゆきひろ氏

（事業名）ソフトウェアデファインドネットワーク実現に向けたオープンフロー事業の立上げ
（受賞者）日本電気株式会社　クラウドシステム研究所　  　　  下西　英之氏、岩田　淳氏
　　　　  エヌイーシーコーポレーション　オブ　アメリカ　                        小林　正好氏

以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第 5回（平成 28年度） 技術経営・イノベーション賞 応募用紙  

                                                   平成28年  月  日 

 

応募件名  

会社名  

 

 

 

 

推進者 

 

 

 

 

氏名（ふりがな）・役職 （筆頭者）                

勤務先・所属・E-mail  

所在地・電話 〒                     TEL 

氏名（ふりがな）・役職                

勤務先・所属・E-mail  

所在地・電話 〒                     TEL 

氏名（ふりがな）・役職                

勤務先・所属・E-mail  

所在地・電話 〒                     TEL 

連絡者 

（※） 

氏名（ふりがな）・役職                 

勤務先・所属・E-mail  

所在地・電話 〒                     TEL 

（※）連絡者：事務局から連絡する際の窓口 

 

 

  ◎他薦の場合は記入してください。 

推薦者の氏名  

推薦者の事業体・役職  

推薦者の所在地・電話 〒                     TEL 

 

 

 

概要（500字以内でまとめてください） 
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① 社会的背景と着手の動機および今後の展望 

（着手の時期、当時の環境、動機などをわかりやすく具体的に[5W1H]、その効果と今後の展開・展望を簡潔に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② シーズやシーズの活用 

技術シーズ 

 

 

 

技術シーズが社外の場合その経緯 

 

 

外部との連携の有無 

 

 

産学連携の有無 

 

 

③ イノベーションによって生み出した変化 

製品の変化 有・無 

 

 

 

顧客の変化 有・無 

 

 

 

生産方式の変化 有・無 

 

 

 

供給源・調達の変化 有・無 
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① 社会的背景と着手の動機および今後の展望 

（着手の時期、当時の環境、動機などをわかりやすく具体的に[5W1H]、その効果と今後の展開・展望を簡潔に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② シーズやシーズの活用 

技術シーズ 

 

 

 

技術シーズが社外の場合その経緯 

 

 

外部との連携の有無 

 

 

産学連携の有無 

 

 

③ イノベーションによって生み出した変化 

製品の変化 有・無 

 

 

 

顧客の変化 有・無 

 

 

 

生産方式の変化 有・無 

 

 

 

供給源・調達の変化 有・無 

 

 

 

ビジネスモデルの変化 有・無 

 

 

 

組織・マネージメントの変化 有・無 

 

 

 

その他の変化 有・無 

 

 

 

④ 事業化・アウトカム 

事業化時期 

 

事業化までの困難性 

 

 

 

上記困難を克服するためにとったアクション 

 

 

 

上記困難に対して組織やマネージメントが関わった克服策 

 

 

 

イノベーションによって生み出した新たな売上高と雇用者数 

（累積値と単年の両方について記載してください） 

 

 

公表資料 

 

 

 

 

 

備考 
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第５回 技術経営・イノベーション賞 応募用紙記入要領 

 

記入上の留意事項 
（１） 応募用紙は（一社）科学技術と経済の会（JATES）のホームページからダウンロード

して使用してください。 
（２） 応募用紙は 5 ページ以内に要領よくまとめてください。 
（３） 補足説明資料は必要に応じて添付してください。 
 
記入要領 
（１） 応募件名 

イノベーションの内容がわかるように簡潔な件名を記入してください。 
 
（２） 推進者 

3 名以上の場合は枠を拡大して記入してください。 
 
（３） 連絡者 

本件に関して事務局から連絡する際の窓口の方を記入してください。 
 

（４） 他薦の場合 
推薦者の氏名、事業体・役職、所在地・電話番号を記入してください。 

 
（５） 概要 

背景、目標、そして目標を達成したことによって何をどのように変化させたか、 
または新たに何を生み出したか等を 500 字以内にまとめてください。 

 
（６） ①社会的背景と着手の動機および今後の展望 

なぜこのイノベーションに取り組んだのか。着手の時期、当時の環境、動機などを 
わかりやすく具体的に（5W1H）、その効果と今後の展開・展望を簡潔に記入してくだ

さい。 
 
（７） ②シーズやシーズの活用 

開発した科学技術、または組み合わせた科学技術について記入してください。 
 
（８） ③イノベーションによって生み出した変化 

取組みによって起こした変化について該当する項目の“有”をチェック（○しるし）

して、その変化の前後を具体的にわかりやすく記入してください。該当しない項目は

“無”にチェック（○しるし）してください。 
 
【一例】 
・製品の変化：従来 100Kg だった重量を 50Kg の 1/2 に軽量化 
・顧客の変化：従来の顧客は企業中心だったが、一般コンシューマーまで顧客層を拡大 
・生産方式の変化：従来は高温化学プロセスであったが、常温バイオプロセスを実現 

・供給源・調達の変化：従来は欧米メーカから購入していた高価な素材を安価（低品質）

な東南アジアからの購入に変更可能になった 
   ・ビジネスモデルの変化： 

・従来は多くの介在者が存在するサプライチェーンであったが、シンプルで 
最短のサプライチェーンを実現 

      ・従来の単品売りから、ライフサイクル収益（消耗品、修理監視、改良 更 

新等） 重視に変更 
   ・組織・マネージメントの変化： 

・プロジェクトを推進する専任の推進室を設置 
      ・個人の裁量に委ねる自由研究開発時間を勤務時間の 20%へ拡大 
        （基礎研究重視へ研究開発方針をシフト） 
      ・複数事業部連携を促進させるために、ダブルカウント管理会計制度に変更 
 
（９） ④事業化・アウトカム 

・事業化に至るまでに存在した困難、およびそれをどのように克服したかを記入して

ください。研究者が自ら実施した克服策、ならびに会社組織やマネージメントによっ

て克服した取り組み（例えば方針変更等）を記入してください。 
・イノベーションによって新たに生み出した売上高と雇用者数について、累積と単年

度の両方を記入してください。記入が難しい場合はオーダレベルで記入してください。 
 
（１０） 公表資料 

本件に関する公表された学術論文、講演、専門誌および新聞等への掲載について、件

名、機関名、時期を記入してください。 
可能であれば資料の添付をお願いします。 
 

（１１） 備考 
イノベーションのプロセスやユニーク性など上記項目で記載できなかったことや、イ

ノベーションを引き起こすことができた成功要因や今後のビジョンについて重要項目

等がありましたら記入してください。 

8

第5回技術経営～.indd   8 2016/05/17   13:56:02



第５回 技術経営・イノベーション賞 応募用紙記入要領 

 

記入上の留意事項 
（１） 応募用紙は（一社）科学技術と経済の会（JATES）のホームページからダウンロード

して使用してください。 
（２） 応募用紙は 5 ページ以内に要領よくまとめてください。 
（３） 補足説明資料は必要に応じて添付してください。 
 
記入要領 
（１） 応募件名 

イノベーションの内容がわかるように簡潔な件名を記入してください。 
 
（２） 推進者 

3 名以上の場合は枠を拡大して記入してください。 
 
（３） 連絡者 

本件に関して事務局から連絡する際の窓口の方を記入してください。 
 

（４） 他薦の場合 
推薦者の氏名、事業体・役職、所在地・電話番号を記入してください。 

 
（５） 概要 

背景、目標、そして目標を達成したことによって何をどのように変化させたか、 
または新たに何を生み出したか等を 500 字以内にまとめてください。 

 
（６） ①社会的背景と着手の動機および今後の展望 

なぜこのイノベーションに取り組んだのか。着手の時期、当時の環境、動機などを 
わかりやすく具体的に（5W1H）、その効果と今後の展開・展望を簡潔に記入してくだ

さい。 
 
（７） ②シーズやシーズの活用 

開発した科学技術、または組み合わせた科学技術について記入してください。 
 
（８） ③イノベーションによって生み出した変化 

取組みによって起こした変化について該当する項目の“有”をチェック（○しるし）

して、その変化の前後を具体的にわかりやすく記入してください。該当しない項目は

“無”にチェック（○しるし）してください。 
 
【一例】 
・製品の変化：従来 100Kg だった重量を 50Kg の 1/2 に軽量化 
・顧客の変化：従来の顧客は企業中心だったが、一般コンシューマーまで顧客層を拡大 
・生産方式の変化：従来は高温化学プロセスであったが、常温バイオプロセスを実現 

・供給源・調達の変化：従来は欧米メーカから購入していた高価な素材を安価（低品質）

な東南アジアからの購入に変更可能になった 
   ・ビジネスモデルの変化： 

・従来は多くの介在者が存在するサプライチェーンであったが、シンプルで 
最短のサプライチェーンを実現 

      ・従来の単品売りから、ライフサイクル収益（消耗品、修理監視、改良 更 

新等） 重視に変更 
   ・組織・マネージメントの変化： 

・プロジェクトを推進する専任の推進室を設置 
      ・個人の裁量に委ねる自由研究開発時間を勤務時間の 20%へ拡大 
        （基礎研究重視へ研究開発方針をシフト） 
      ・複数事業部連携を促進させるために、ダブルカウント管理会計制度に変更 
 
（９） ④事業化・アウトカム 

・事業化に至るまでに存在した困難、およびそれをどのように克服したかを記入して

ください。研究者が自ら実施した克服策、ならびに会社組織やマネージメントによっ

て克服した取り組み（例えば方針変更等）を記入してください。 
・イノベーションによって新たに生み出した売上高と雇用者数について、累積と単年

度の両方を記入してください。記入が難しい場合はオーダレベルで記入してください。 
 
（１０） 公表資料 

本件に関する公表された学術論文、講演、専門誌および新聞等への掲載について、件

名、機関名、時期を記入してください。 
可能であれば資料の添付をお願いします。 
 

（１１） 備考 
イノベーションのプロセスやユニーク性など上記項目で記載できなかったことや、イ

ノベーションを引き起こすことができた成功要因や今後のビジョンについて重要項目

等がありましたら記入してください。 

9

第5回技術経営～.indd   9 2016/05/17   13:56:02



　わが国発の優れたイノベーション事業を発掘
して表彰するとともに、そのイノベーションプ
ロセスを他の技術者の範として紹介し、広くわ
が国でイノベーションを促進させ、国際競争力
の強化につなげていくことを目的に、文部科学
省、経済産業省、日本経済新聞社、日刊工業新
聞社の後援、新技術振興渡辺記念会の協賛を得
て、技術経営・イノベーション賞を贈呈してい
る。
　第４回技術経営・イノベーション賞の表彰を
2016 年 2 月 15 日に実施した。
　なお受賞者による技術内容やイノベーション
プロセスの発表会が、2016 年 6 月 7 日「技術

第 4回「技術経営・イノベーション賞」表彰

経営・イノベーション・シンポジウム」にて開
催される予定である。
　また、第５回技術経営・イノベーション賞は、
2016 年 6 月～ 10 月に募集する予定であり、
皆様からの積極的なご応募をお待ちしている。

１．選考結果
　応募案件の選考プロセスは、（一社）科学技
術と経済の会 技術経営会議運営委員からなる
選考委員のもとで、各専門家からなる WG（ア
ドバイザ：丹羽　清氏〈東京大学名誉教授〉）
での検討作業を実施した。作業結果を受けて、
選考委員会で審査決定し、当会理事会にて承

〔前列左より〕山下徹（技術経営会議議長 )、大西盛行氏 ( 東レ )、星野岳穂氏 ( 経済産業省大臣官房審議官 )、
伊藤洋一氏（文部科学省科学技術・学術政策局長 )、田中義和氏（トヨタ自動車）、野間口有 (( 一社 ) 科学
技術と経済の会会長 )、〔後列左から〕中井久志氏 ( トヨタ自動車 )、須賀康雄氏 ( 東レ )、竹内芳裕氏 ( 東レ )、
桜井博志氏 ( 旭酒造 )、高木真吾氏 ( 旭酒造 )、岩井利夫氏 (NTT データ )、杉野博史氏 (NTT データ )、由見
哲郎氏 (NTT データ )、菅原愛子氏 ( 本田技研工業 )、益田卓朗氏 ( 本田技研工業 )

認された。
　応募は自薦や他薦などを含めて機械、電気、
電子、繊維、材料、ソフトウエア、建築、土
木、通信、流通分野など多岐にわたった。選考
の結果、文部科学大臣賞が 1件、経済産業大
臣賞が1件、科学技術と経済の会会長賞が3件、
科学技術と経済の会会長特別賞が 1件の合計 6
件が選ばれた。受賞者には、文部科学大臣賞は
文部科学省科学技術・学術政策局長の伊藤洋一
氏から、経済産業大臣賞は経済産業省大臣官房
審議官の星野岳穂氏から、また科学技術と経済
の会会長賞は（一社）科学技術と経済の会会長
の野間口有からそれぞれ表彰状と副賞、賞金が
授与された。

２．受賞テーマの概要

（１）文部科学大臣賞

・事業名：自動車の次の 100 年に向けたMIRAI
　　　　　の開発

・受賞者：
　　トヨタ自動車株式会社　
　　代表取締役社長　　　　　　豊田　章男氏
　　製品企画本部　チーフエンジニア　
　　　　　　　　　　　　　　　田中　義和氏

・技術の概要：
　トヨタ自動車は、新型燃料電池自動車（FCV）

「MIRAI」を開発し、2014 年 12 月 15 日に発
売した。
　MIRAI は、車両タンクに搭載した圧縮水素
と空気中から取り込んだ酸素を燃料電池（FC）
に供給して化学反応させることで電気を発生さ
せ、その電気でモーターを駆動して走るクルマ
である。走行中は、「CO2 や環境負荷物質を排
出しない」という優れた環境性能をもつととも
に、「現状のガソリンエンジン車と同等の利便
性」を兼ね備えており、サスティナブルなモビ
リティ社会の実現に貢献する、究極のエコカー
である。
　さらにMIRAI は、環境問題・石油の枯渇問題・
エネルギー保障問題の解決につながる自動車自
身のイノベーションと、FCV を適用の第１歩
とする輸送機器や発電に水素を使う社会構造の
イノベーションをもたらすと期待されている。

中井久志氏　　田中義和氏

燃料電池自動車イメージ図

10

第5回技術経営～.indd   10 2016/05/17   13:56:02



　わが国発の優れたイノベーション事業を発掘
して表彰するとともに、そのイノベーションプ
ロセスを他の技術者の範として紹介し、広くわ
が国でイノベーションを促進させ、国際競争力
の強化につなげていくことを目的に、文部科学
省、経済産業省、日本経済新聞社、日刊工業新
聞社の後援、新技術振興渡辺記念会の協賛を得
て、技術経営・イノベーション賞を贈呈してい
る。
　第４回技術経営・イノベーション賞の表彰を
2016 年 2 月 15 日に実施した。
　なお受賞者による技術内容やイノベーション
プロセスの発表会が、2016 年 6 月 7 日「技術

第 4回「技術経営・イノベーション賞」表彰

経営・イノベーション・シンポジウム」にて開
催される予定である。
　また、第５回技術経営・イノベーション賞は、
2016 年 6 月～ 10 月に募集する予定であり、
皆様からの積極的なご応募をお待ちしている。

１．選考結果
　応募案件の選考プロセスは、（一社）科学技
術と経済の会 技術経営会議運営委員からなる
選考委員のもとで、各専門家からなる WG（ア
ドバイザ：丹羽　清氏〈東京大学名誉教授〉）
での検討作業を実施した。作業結果を受けて、
選考委員会で審査決定し、当会理事会にて承

〔前列左より〕山下徹（技術経営会議議長 )、大西盛行氏 ( 東レ )、星野岳穂氏 ( 経済産業省大臣官房審議官 )、
伊藤洋一氏（文部科学省科学技術・学術政策局長 )、田中義和氏（トヨタ自動車）、野間口有 (( 一社 ) 科学
技術と経済の会会長 )、〔後列左から〕中井久志氏 ( トヨタ自動車 )、須賀康雄氏 ( 東レ )、竹内芳裕氏 ( 東レ )、
桜井博志氏 ( 旭酒造 )、高木真吾氏 ( 旭酒造 )、岩井利夫氏 (NTT データ )、杉野博史氏 (NTT データ )、由見
哲郎氏 (NTT データ )、菅原愛子氏 ( 本田技研工業 )、益田卓朗氏 ( 本田技研工業 )

認された。
　応募は自薦や他薦などを含めて機械、電気、
電子、繊維、材料、ソフトウエア、建築、土
木、通信、流通分野など多岐にわたった。選考
の結果、文部科学大臣賞が 1件、経済産業大
臣賞が1件、科学技術と経済の会会長賞が3件、
科学技術と経済の会会長特別賞が 1件の合計 6
件が選ばれた。受賞者には、文部科学大臣賞は
文部科学省科学技術・学術政策局長の伊藤洋一
氏から、経済産業大臣賞は経済産業省大臣官房
審議官の星野岳穂氏から、また科学技術と経済
の会会長賞は（一社）科学技術と経済の会会長
の野間口有からそれぞれ表彰状と副賞、賞金が
授与された。

２．受賞テーマの概要

（１）文部科学大臣賞

・事業名：自動車の次の 100 年に向けたMIRAI
　　　　　の開発

・受賞者：
　　トヨタ自動車株式会社　
　　代表取締役社長　　　　　　豊田　章男氏
　　製品企画本部　チーフエンジニア　
　　　　　　　　　　　　　　　田中　義和氏

・技術の概要：
　トヨタ自動車は、新型燃料電池自動車（FCV）

「MIRAI」を開発し、2014 年 12 月 15 日に発
売した。
　MIRAI は、車両タンクに搭載した圧縮水素
と空気中から取り込んだ酸素を燃料電池（FC）
に供給して化学反応させることで電気を発生さ
せ、その電気でモーターを駆動して走るクルマ
である。走行中は、「CO2 や環境負荷物質を排
出しない」という優れた環境性能をもつととも
に、「現状のガソリンエンジン車と同等の利便
性」を兼ね備えており、サスティナブルなモビ
リティ社会の実現に貢献する、究極のエコカー
である。
　さらにMIRAI は、環境問題・石油の枯渇問題・
エネルギー保障問題の解決につながる自動車自
身のイノベーションと、FCV を適用の第１歩
とする輸送機器や発電に水素を使う社会構造の
イノベーションをもたらすと期待されている。

中井久志氏　　田中義和氏

燃料電池自動車イメージ図

11

第5回技術経営～.indd   11 2016/05/17   13:56:03



・技術開発の経緯：
1992 年　燃料電池スタックの開発開始
1996 年　水素を燃料とする FCEV を発表
2001 年　水素吸蔵合金タンクを搭載した
　　　　　「FCHV-3」を発表
2002 年　日米で世界初の「トヨタ FCHV」限
　　　　　定リース販売を開始
2005 年　型式認証を取得した新型「トヨタ
　　　　　FCHV」の限定リース販売を開始
2008 年　進化した燃料電池システムを搭載し
　　　　　た「トヨタ FCHV-adv」の限定リー
　　　　　ス販売を開始
2013 年　次世代燃料電池自動車「TOYOTA 

FCV CONCEPT」を東京モーターショ
ーに世界初出展

2014 年 12 月　「MIRAI」国内販売開始
2015 年 10 月　「MIRAI」海外販売開始

・選考の理由：
　従来の自動車の利便性や安全性を損なわず、
排出ガスを一切出さないエコカーである燃料電
池自動車の基礎技術開発から実用化まで実現し
た高い技術力と、水素社会実現に向けた大きな
一歩のイノベーションとして、その社会的意義
が高く評価された。

（２）経済産業大臣賞

・事業名：航空機用炭素繊維複合材料の開発

・受賞者：
　　東レ株式会社　代表取締役社長 
 　　　　　　  日覺　昭廣氏

・技術の概要：
　 東 レ は 長 年 炭 素 繊 維 複 合 材 料

（CFRP）の研究開発に取り組み、極
めて高い強度と弾性率を持つ材料を
開発し、民間航空機への全面的な適
用を実現した。
　CFRP を航空機の一次構造材とし
て適用するために、弾性率が高く高
強度な炭素繊維や高靭性なマトリッ
クス樹脂を開発。更に、安定して高
靭性が発現するプリプレグ（成形

用中間材料）の生産技術をはじめとする、高生
産性・低コストな炭素繊維生産技術を確立させ、
商業的に大量適用可能な材料とした。これによ
り、航空機メーカーの高い要求に応え、CFRP
の民間航空機への全面的な適用、それによる飛
躍的な軽量化、製造・運航・維持管理の効率化
を実現した。
今後、航空機分野での CFRP 普及を進めるとと
もに、自動車、エネルギー分野へも適用が見込
まれる。

・技術開発の経緯：
1959 年　通産省工業技術院　進藤博士　PAN

系炭素繊維の特許出願（1963 年特
許登録）

1970 年　東レ　通産省工業技術院より PAN
系炭素繊維特許の実施許諾を得る。

1986 年　高性能炭素繊維トレカⓇ T800H 生
産開始

須賀康雄氏　大西盛行氏　竹内芳裕氏

炭素繊維複合材料によるモノづくりの変革

部 材

構 造

機 体

材 料

アルミ合金

部 材

構 造

サプライヤーは航空機
メーカーの決めた仕様
で材料・部材を納入

機体メーカーが材料メーカーの新素材を
新型機の構想段階から取り込み．
材料の特徴を引き出す設計・製法を追求

炭素繊維/プリプレグ

材 料機 体

ワークシェア

翼の大面積化

大型部材の一体成形

革新製造法

革新設計 革新材料

材料が
“主役”
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2015 年 10 月　「MIRAI」海外販売開始

・選考の理由：
　従来の自動車の利便性や安全性を損なわず、
排出ガスを一切出さないエコカーである燃料電
池自動車の基礎技術開発から実用化まで実現し
た高い技術力と、水素社会実現に向けた大きな
一歩のイノベーションとして、その社会的意義
が高く評価された。

（２）経済産業大臣賞

・事業名：航空機用炭素繊維複合材料の開発

・受賞者：
　　東レ株式会社　代表取締役社長 
 　　　　　　  日覺　昭廣氏

・技術の概要：
　 東 レ は 長 年 炭 素 繊 維 複 合 材 料

（CFRP）の研究開発に取り組み、極
めて高い強度と弾性率を持つ材料を
開発し、民間航空機への全面的な適
用を実現した。
　CFRP を航空機の一次構造材とし
て適用するために、弾性率が高く高
強度な炭素繊維や高靭性なマトリッ
クス樹脂を開発。更に、安定して高
靭性が発現するプリプレグ（成形

用中間材料）の生産技術をはじめとする、高生
産性・低コストな炭素繊維生産技術を確立させ、
商業的に大量適用可能な材料とした。これによ
り、航空機メーカーの高い要求に応え、CFRP
の民間航空機への全面的な適用、それによる飛
躍的な軽量化、製造・運航・維持管理の効率化
を実現した。
今後、航空機分野での CFRP 普及を進めるとと
もに、自動車、エネルギー分野へも適用が見込
まれる。

・技術開発の経緯：
1959 年　通産省工業技術院　進藤博士　PAN

系炭素繊維の特許出願（1963 年特
許登録）

1970 年　東レ　通産省工業技術院より PAN
系炭素繊維特許の実施許諾を得る。

1986 年　高性能炭素繊維トレカⓇ T800H 生
産開始

須賀康雄氏　大西盛行氏　竹内芳裕氏

炭素繊維複合材料によるモノづくりの変革

部 材

構 造

機 体

材 料

アルミ合金

部 材

構 造

サプライヤーは航空機
メーカーの決めた仕様
で材料・部材を納入

機体メーカーが材料メーカーの新素材を
新型機の構想段階から取り込み．
材料の特徴を引き出す設計・製法を追求

炭素繊維/プリプレグ

材 料機 体

ワークシェア

翼の大面積化

大型部材の一体成形

革新製造法

革新設計 革新材料

材料が
“主役”

1989 年　高靭性プリプレグ T800H/#3900-2
　　　　　認定
1994 年　B777 初飛行。米国にて T800H/
　　　　　#3900-2 生産開始
2000 年　“量産型” 高性能炭素繊維トレカ®
　　　　　T800S 開発着手
2003 年　B787 プロジェクト開始。トレカ®
　　　　　T800S 生産開始
2006 年　B787 向けに炭素繊維複合材料の長
　　　　　期供給に関する契約を締結
2009 年　B787 初飛行
2011 年　B787 初号機　全日空へ納入

・選考の理由：
　炭素繊維複合材料（CFRP）の民間航空機へ
の全面的な適用による飛躍的な軽量化、低燃
費化、快適性向上を実現し、航空機産業全体
に大きな変化をもたらすイノベーションであ
ること。また、今後、自動車など、他産業へ
の展開が期待でき、その変化の影響範囲が非
常に広いイノベーションであることが評価さ
れた。

（３）科学技術と経済の会会長賞

・事業名： 獺祭の取り組み

・受賞者：
　　旭酒造株式会社　
　　代表取締役社長 　桜井　博志氏
　　取締役副社長 　桜井　一宏氏

・技術の概要：
　旭酒造は、高品質日本酒の製造において、杜
氏による冬場だけの生産方式を変革し、一般社
員による通年生産を実現することで、品質と生
産能力を飛躍的に向上させた。また、国内
の高品質日本酒マーケットを開拓、活性化
すると同時に、海外のマーケットにも注力
し、日本酒輸出の代表銘柄になった。
　この取り組みは、酒蔵の後継者による酒
造りの可能性を開き、山口県内だけでも 5
社の酒蔵が追随した。また、酒の代表産地
と言えない山口県の山奥にある小さな酒蔵
が、東京市場や海外市場を開拓したことは、

全国の小さな酒蔵たちの販路拡大に道を開い
た。
　さらに、純米大吟醸の拡大は酒米の拡大につ
ながり、減少傾向にあった山田錦の全国生産量
を 2010 年の 33 万俵から 2014 年秋の 48 万
俵まで増加させるきっかけとなった。

・技術開発の経緯：
1987 年　純米大吟醸製造及び東京市場開拓開
　　　　　始
1997 年　全国契約直売店網の構築
1999 年　年間雇用の社員による四季醸造を開
　　　　　始。真夏でも大吟醸が製造可能な空
　　　　　調機能付き仕込蔵の開発
2014 年　山田錦栽培未経験農家に対する栽培

技術教育、IT システムを使った栽培
技術支援

2015 年　年間最大５万石が生産可能な本社蔵
　　　　　完成

・選考の理由：
　生産を工業化しても杜氏の匠の技を再現した
生産技術力と、原料米である山田錦の生産量向
上という供給源・調達の変化をもたらしたイノ

桜井博志氏
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ベーションであり、さらには、国内の日本酒市
場の活性化と、世界に日本酒の価値を認識させ
た活動により、大きな市場の変化をもたらした
イノベーションが評価された。

（４）科学技術と経済の会会長賞

・事業名： 世界貴重文献資産のデジタル保存に
　　　　　おける新たな事業モデル構築の取り
　　　　　組み

・受賞者： 
　　株式会社 NTT データ
　　代表取締役社長       　　  　 岩本　敏男氏
　　取締役常務執行役員　　　　岩井　利夫氏
　　第一公共事業本部　第三公共事業部長
　　　　　　　　　　　　　　　岩元　宏樹氏
　　同事業部　第三システム統括部長
　　　　　　　　　　　　　　　中城　章史氏
　　同事業部　第三システム統括部　
　　第五システム担当　部長  　 杉野　博史氏

・技術の概要：
　NTT データは、日々劣化の進む貴重な文化
資産や、日々産み出されるボーンデジタルデ
ータを保存・公開するための仕組みである、
デジタルアーカイブ事業に取り組んできた。
そうした中、このたび人類史上極めて貴重な
歴史的手書き文献を有するバチカン教皇庁図
書館が進める、後世に永続的な継承を目指す
デジタルアーカイブ事業に参画した。本事業
では、古くは 2 世紀に羊皮紙やパピルス等に
書かれた約 3,000 冊の手書き文献を 4 年間で
デジタル化し、将来にわたって活用で
きるように長期保存し、世界中の人々
に公開を行っている。 デジタルアーカ
イブサービス「AMLAD®（アムラッド）」
をコアとした様々なデジタルアーカイ
ブ技術を活用し、門外不出だった文献
が広く公開されることで、学術的・文
化的な利用価値を高め、人類に新たな
利用機会を創出している。また同時に、
クラウドファンディングによる事業資
金確保の仕組みを具備した新たなビジ
ネスモデルとし、従来散発的であった

アーカイブ事業をより拡張性・継続性のある
ものへ変革した。

・技術開発の経緯：
2004 年　国立国会図書館におけるデジタルアー

カイブプロジェクトへの参画
2012 年　デジタルアーカイブソリューション

AMLAD ® の提供を開始
2014 年　バチカン図書館とデジタル保存に関

するプロジェクト開始。
同　  年　バチカン図書館 Web サイト上でデジ

タル化済文献の公開を開始

・選考の理由：
　高精細・長期保存デジタルアーカイブ技術と
クラウドファンディングを活用し、従来、採算
上の理由から進まなかった人類文化遺産のアー
カイブ化を可能とするサステナブルな維持管理
モデルを実証したイノベーションの社会的意義
が評価された。

〔前列左より〕由見哲郎氏、岩井利夫氏、
中城章史氏、杉野博史氏

（５）科学技術と経済の会会長賞

・事業名： 「インターナビ」のプローブデータ
を用いた快適、安全、安心への取り
組み

・受賞者：本田技研工業株式会社
日本本部営業企画部インターナビ事
業室 室長 　　　　　  米田　徹郎氏
チーフ                          間　　俊輔氏

　　　　　四輪事業本部事業企画統括部グロー
　　　　　バルテレマティクス部　

主任　　　　　　　　仙石　浩嗣氏
チーフ　　　　　　　菅原　愛子氏
チーフ　　　　　　　益田　卓朗氏

・技術の概要：
　本田技研工業は、車両から収集するプロー
ブデータを用いた高度な交通情報サービス「イ
ンターナビ」を世界に先駆け実用化した。イ
ンターナビは、2003 年に双方向通信型カーナ
ビとして開始。さらに 2010 年には無料通信
サービスを開始し、収集データ量を飛躍的に
増加させ、様々な活用方法を開発、提供して
いる。

　➢ プローブデータに規制情報や気象情報を加
味することで、ユーザのニーズに合わせた
最速ルートや、省燃費で環境に優しいルー
ト等をリアルタイムに計算、誘導する「イ
ンターナビ・ルート」。

　➢ 災害発生後に実際に通行できた
道路を公開する「通行実績情報
マップ」。東日本大震災では避
難・救援ルートを見つけ出すた
めの支援ツールとして大きな役
割を果たした。

　➢ 渋滞箇所や急ブレーキ多発地点
から潜在的危険箇所を検出、道
路整備効果の検証や交通安全対
策の立案支援する、道路行政の
効率化、高度化への活用など。

・技術開発の経緯：
2002 年　双方向通信型カーナビ
　　　　　「インターナビ」発表

2003 年　車両自体をセンサーとするプローブデ
ータシステム「インターナビ・フロ
ーティングカーシステム」開始

2007 年　急ブレーキ発生地点データ当道路行
政支援データ提供開始

2007 年　新潟県中越沖地震で行実績情報マッ
プを一般公開

2009 年　リアルタイムな渋滞情報を含む様々
なデータを活用した、「インターナ
ビ・ルート」開発

2010 年　永年無料のデータ通信サービス「リ
ンクアップフリー」を開始

2011 年　東日本大震災で通行実績マップを
KML デ ー タ 化 し、Google、Yahoo! 
JAPAN へ提供

2013 年　危険スポット情報を地図上に掲載し
た ソ ー シ ャ ル マ ッ プ「SAFETY 
MAP」を一般公開

菅原愛子氏　　　　益田卓朗氏
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ベーションであり、さらには、国内の日本酒市
場の活性化と、世界に日本酒の価値を認識させ
た活動により、大きな市場の変化をもたらした
イノベーションが評価された。

（４）科学技術と経済の会会長賞

・事業名： 世界貴重文献資産のデジタル保存に
　　　　　おける新たな事業モデル構築の取り
　　　　　組み

・受賞者： 
　　株式会社 NTT データ
　　代表取締役社長       　　  　 岩本　敏男氏
　　取締役常務執行役員　　　　岩井　利夫氏
　　第一公共事業本部　第三公共事業部長
　　　　　　　　　　　　　　　岩元　宏樹氏
　　同事業部　第三システム統括部長
　　　　　　　　　　　　　　　中城　章史氏
　　同事業部　第三システム統括部　
　　第五システム担当　部長  　 杉野　博史氏

・技術の概要：
　NTT データは、日々劣化の進む貴重な文化
資産や、日々産み出されるボーンデジタルデ
ータを保存・公開するための仕組みである、
デジタルアーカイブ事業に取り組んできた。
そうした中、このたび人類史上極めて貴重な
歴史的手書き文献を有するバチカン教皇庁図
書館が進める、後世に永続的な継承を目指す
デジタルアーカイブ事業に参画した。本事業
では、古くは 2 世紀に羊皮紙やパピルス等に
書かれた約 3,000 冊の手書き文献を 4 年間で
デジタル化し、将来にわたって活用で
きるように長期保存し、世界中の人々
に公開を行っている。 デジタルアーカ
イブサービス「AMLAD®（アムラッド）」
をコアとした様々なデジタルアーカイ
ブ技術を活用し、門外不出だった文献
が広く公開されることで、学術的・文
化的な利用価値を高め、人類に新たな
利用機会を創出している。また同時に、
クラウドファンディングによる事業資
金確保の仕組みを具備した新たなビジ
ネスモデルとし、従来散発的であった

アーカイブ事業をより拡張性・継続性のある
ものへ変革した。

・技術開発の経緯：
2004 年　国立国会図書館におけるデジタルアー

カイブプロジェクトへの参画
2012 年　デジタルアーカイブソリューション

AMLAD ® の提供を開始
2014 年　バチカン図書館とデジタル保存に関

するプロジェクト開始。
同　  年　バチカン図書館 Web サイト上でデジ

タル化済文献の公開を開始

・選考の理由：
　高精細・長期保存デジタルアーカイブ技術と
クラウドファンディングを活用し、従来、採算
上の理由から進まなかった人類文化遺産のアー
カイブ化を可能とするサステナブルな維持管理
モデルを実証したイノベーションの社会的意義
が評価された。

〔前列左より〕由見哲郎氏、岩井利夫氏、
中城章史氏、杉野博史氏

（５）科学技術と経済の会会長賞

・事業名： 「インターナビ」のプローブデータ
を用いた快適、安全、安心への取り
組み

・受賞者：本田技研工業株式会社
日本本部営業企画部インターナビ事
業室 室長 　　　　　  米田　徹郎氏
チーフ                          間　　俊輔氏

　　　　　四輪事業本部事業企画統括部グロー
　　　　　バルテレマティクス部　

主任　　　　　　　　仙石　浩嗣氏
チーフ　　　　　　　菅原　愛子氏
チーフ　　　　　　　益田　卓朗氏

・技術の概要：
　本田技研工業は、車両から収集するプロー
ブデータを用いた高度な交通情報サービス「イ
ンターナビ」を世界に先駆け実用化した。イ
ンターナビは、2003 年に双方向通信型カーナ
ビとして開始。さらに 2010 年には無料通信
サービスを開始し、収集データ量を飛躍的に
増加させ、様々な活用方法を開発、提供して
いる。

　➢ プローブデータに規制情報や気象情報を加
味することで、ユーザのニーズに合わせた
最速ルートや、省燃費で環境に優しいルー
ト等をリアルタイムに計算、誘導する「イ
ンターナビ・ルート」。

　➢ 災害発生後に実際に通行できた
道路を公開する「通行実績情報
マップ」。東日本大震災では避
難・救援ルートを見つけ出すた
めの支援ツールとして大きな役
割を果たした。

　➢ 渋滞箇所や急ブレーキ多発地点
から潜在的危険箇所を検出、道
路整備効果の検証や交通安全対
策の立案支援する、道路行政の
効率化、高度化への活用など。

・技術開発の経緯：
2002 年　双方向通信型カーナビ
　　　　　「インターナビ」発表

2003 年　車両自体をセンサーとするプローブデ
ータシステム「インターナビ・フロ
ーティングカーシステム」開始

2007 年　急ブレーキ発生地点データ当道路行
政支援データ提供開始

2007 年　新潟県中越沖地震で行実績情報マッ
プを一般公開

2009 年　リアルタイムな渋滞情報を含む様々
なデータを活用した、「インターナ
ビ・ルート」開発

2010 年　永年無料のデータ通信サービス「リ
ンクアップフリー」を開始

2011 年　東日本大震災で通行実績マップを
KML デ ー タ 化 し、Google、Yahoo! 
JAPAN へ提供

2013 年　危険スポット情報を地図上に掲載し
た ソ ー シ ャ ル マ ッ プ「SAFETY 
MAP」を一般公開

菅原愛子氏　　　　益田卓朗氏
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・選考の理由：
　IoT とビッグデータ分析技術を用いた高度な
交通情報サービスを世界に先駆けて実用化し
たイノベーションであること。さらに、災害
時の通行実績情報マップや、急ブレーキ多発
地点分析による道路行政への貢献など、大き
な社会貢献に結び付けた社会的意義が評価さ
れた。

（６）科学技術と経済の会会長特別賞

・事業名： PAN 系炭素繊維の発明と実用化への

貢献
・受賞者： 
　　国立研究開発法人 産業技術総合研究所　
　　名誉リサーチャー　　　　　進藤　昭男氏

・技術開発の経緯：
1959 年　「アクリルニトリル合成高分子物よ

り炭素製品を製造する方法」特許出
願

1962 年　特許公告（特公昭 37-4405 号。関連
する国内特許 26 件、海外特許 7 件）

1970 年　10 社に実施許諾
1982 年まで、工業技術院（現産業技術総合研
究所）にて 28 社に技術指導を実施

・選考の理由：
　通産省工業技術院大阪工業技術試験所（現産
業技術総合研究所関西センター）で炭素繊維の
基礎研究をはじめ、1959 年に PAN（ポリアク
リロニトリル）系炭素繊維を発明。その後、産
学官連携によるオープンイノベーションを実践
し、その技術を産業に展開、発展させた功績を
表彰する。
　当時は海外を中心に、炭素繊維にはレーヨ
ン系が主に研究対象となっていた。その中に
あって、進藤博士は PAN 系に着目し、種々
PAN 系繊維の焼成実験に取り組み、電気炉へ

供給する酸素の量を調整しなが
ら 2 段階で焼成すると非常に強
靱な材料が得られることを発見
した。それが、今日航空機にま
で利用されるに至った軽量にし
て強靱な炭素繊維の発見である。

イノベーションの源～炭素繊維とその製造プロセスの発見

元大阪工業技術試験所 進藤
昭男博士によるポリアクリルに
トリルから炭素繊維製造の発
見（1959年）

レーヨンとPAN繊維の炭化の構造形成

2016年1月26日産総研関西センターにて、博士
は89歳

イノベーションの源～炭素繊維とその製造プロセスの発見

元大阪工業技術試験所 進藤
昭男博士によるポリアクリルに
トリルから炭素繊維製造の発
見（1959年）

レーヨンとPAN繊維の炭化の構造形成

2016年1月26日産総研関西センターにて、博士
は89歳

進藤昭男氏
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