パナソニックの受賞技術のご紹介
パナソニックの研究・開発活動は国内外から高い評価を頂いております。
２０２０年に表彰を受けました代表的な技術業績をご紹介いたします。
詳しい技術内容は当社ウェブサイト
「技術表彰」
をご覧下さい。
http://www.panasonic.com/jp/corporate/technology-design/award

令和２年度 春の叙勲 旭日小綬章
『発明考案功労』
5Ｇなどのデジタル通信、手振れ補正、著作権保護の基本特許の発明、開発、事業化
大嶋 光昭＜イノベーション推進部門 テクノロジー本部＞
旭日小綬章の受章対象となった発明技術は、以下の3つになります。
①携帯電話やデジタル放送に広く使われている高速型のデジタル通信技術と、その応用である適応型
や低遅延型デジタル通信方式の基本特許を1991年に発明・開発しました。これにより、
まず、高速性
が要求されるデジタル放送規格に採用されました。2000年には適応変調により5倍以上の伝送容
量を実現し第3世代携帯電話規格（3G）、さらに、通信の安定性を向上させた適応型OFDMは、第4
世代携帯電話規格（4G）
に採用されています。また、低遅延型デジタル通信技術は、近年実用化が進
む第5世代移動通信システム
（5G）
に導入されています。
②振動ジャイロを世界で初めて量産化するとともに、カメラ撮影時の手振れを補正する基本特許を発
明し、
１９８８年に世界初の手振れ補正を内蔵したビデオカメラを実現しました。今日では、デジタル
カメラやスマートフォンカメラ等の手振れ補正技術として広く利用されています。
③光ディスク毎に再現困難な固有の複製防止マークやデータを記録するための基本特許を発明しました。
この発明により、光ディスクの海賊版防止を実現するとともに、デジタル放送のディスクへのコピー回
数を制限できるようになり、
コンテンツ産業に貢献しています。

令和２年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）
『交通系ICカードに幅広く普及した低消費電力強誘電体メモリの開発と実用化』
三河 巧、吾妻 正道＜パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社＞
長野 能久＜パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社＞
藤井 英治＜パナソニック株式会社＞
現在、交通系ICカードは、1枚で異なる路線の電車やバスの乗り継ぎや、電子マネーとしてお店での買物に利用できる利
便性から、国内の交通機関の多く普及しています。交通系ICカードでは、低消費電力性、高速処理、高いセキュリティが求め
られていました。本開発では、交通系ICカードの内部データ保持用メモリとして、優れた特徴を有する強誘電体メモリ

体キャパシタ
集積化技術

FeRAM（Ferro-electric Random Access Memory）
を、以下の3つの技術的ブレークスルーにより実現し、実用化に
大きく貢献しました。

（1）強誘電体を超格子構造とすることで、
メモリとしての信頼性を大幅に
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向上しました。
（2）集積時の特性劣化の要因を解明し、半導体に集積することを可能に
しました。
（3）強誘電体が水素で還元される本質的な課題を、有効なバリア材料を
見出し、素子を完全に被覆する構造で克服しました。
本成果は、処理速度が速く、かつ、有効範囲の広い通信が可能になるこ
とから、スムーズに改札ゲートを通過できるため、複雑な乗り換えを必要
とする日本国内の交通系ICカード用の半導体として広く普及しています。

（公財）市村清新技術財団

第５２回 市村産業賞 功績賞

『自動車の進化を支える金属系パワーインダクタの開発と実用化』
大坪 睦泰、松谷 伸哉、堀内 一志＜インダストリアルソリューションズ社＞

(a)商品

(b)断面図

車の電子化・電動化に伴い、電子制御回路の電源部に用いられるパワーインダクタは、よ
り大電流、高周波対応が求められていました。そこで、金属粉組成、バインダーシステムによ
るコイル一体構造可能な金属複合磁性材料技術、材料の高耐圧化と高充填を両立すると共
に、一体成形のクラックレスを実現した車載用高信頼性材料技術や、高耐振・高信頼性を実
現した接合レス端子構造と、磁性コアの超均一密度制御プロセス技術の開発を行い、大電
流・高周波対応や、耐熱・耐振性などを向上させた小型化、高信頼性の金属系パワーインダ
クタを実現しました。
この結果、高温・高振動のエンジンルームへの搭載が可能になるとともに、車の電動化・ライ
ティングのLED化・走行安全系等の用途にも広く採用されています。これにより、車の安全性向
上、自動運転化、低燃費化の実現と、排ガス規制対応に貢献しています。今後、同じく高信頼性
が求められる産業系（人協調型のエッジ系 ロボット等）
や医療分野、航空宇宙分野などへの展
開が期待されています。

（公財）電気科学技術奨励会

第６８回 電気科学技術奨励賞

『トマト収穫ロボットの開発と実用化』
戸島 亮、荒木 秀和＜マニュファクチャリングイノベーション本部＞

岡本 眞二＜コネクティッドソリューションズ社＞

農業において収穫などの作業を行う労働者の確保が大きな課題になっています。その中で
も、人が作業をする割合が高く、年間を通じて栽培が行われているトマトに着目し、収穫作業の
自動化を行うトマト収穫ロボットを開発しました。
トマト収穫ロボットは、収穫対象の果実、ならびに果実周辺の茎や果梗の検出と、その位置を
特定するためのAI画像認識部、収穫作業を行うアームやエンドエフェクタ
（実際に果実を収穫
する機構）などのマニピュレータ部、および障害物を避けて高速で収穫することを可能とする
アームの高速制御部から構成され、農園内の特殊な環境に適用したロボット制御技術と認識情
報に基づきロボットの各ユニットを効率的に動作させるアルゴリズムを開発しました。
これらの開発により、日本初の「24時間収穫農園」を実現するとともに、茎や葉などの障害
物を避けて高速で収穫し、かつトマトに傷を付けない、
トマト自動収穫ロボットを実現しました。
さらに、花き果菜類に加えて、アスパラガスなど地面から生育する種類の作物等にも展開する
ことで、農業における労働問題の解決に貢献していきます。

令和２年度 全国発明表彰 発明賞
『高性能金属化フィルムコンデンサの発明』
（特許第6074667号）
竹岡 宏樹、藤井 浩、島崎 幸博＜インダストリアルソリューションズ社＞ 大地 幸和＜エナジーテクノロジーセンター＞
久保田 浩＜元パナソニック(株)＞
■フィルムコンデンサ外観

■フィルムコンデンサ素子構造
コンデンサ電極
(Al-Mg合金蒸着電極)

外部電極
(メタリコン）
非蒸着部(マージン）
誘電体フィルム(PP）

本発明は、各種電子機器、電気機器、産業機器、自動車等に使用されるフィルムコンデンサに
関するものです。特に耐湿要求の厳しい電気自動車等の電動車のモータ駆動用イバータ回路
の平滑用、
フィルタ用のケースモールド型コンデンサに効果的です。
本発明のポイントは、アルミニウムーマグネシウム合金がコンデンサ電極として高い耐湿性
を有するとを見出し、これを従来のアルミニウムに替えて量産適応した点です。本発明により、
フィルムコンデンサのモールド樹脂を増やすことなく優れた耐湿性能を確保すると同時に、従
来同等の高耐電圧、低損失の電気特性を実現することができ、高寿命化、小型軽量化、低コスト
化を可能としました。
本発明のフィルムコンデンサは、今後の電気自動車等の電動車の普及を助け、サステーナブ
ルな社会の実現に貢献します。

(一社)日本電機工業会

第６９回 電機工業技術功績者表彰

最優秀賞『美味しい「冷凍」や調理時の
時短・省手間を実現した家庭用冷蔵庫の開発』
（家電部門）
松山 真衣、安信 淑子＜アプライアンス社＞
昨今の共働き世帯の増加に伴い、長期間保存が可能な「冷凍」
した食品を美味
しく食べたいという要望に加え、おかずや下ごしらえなど調理の時短・省手間のニ
ーズが高まっています。そこで、冷凍した食品の細胞の観察から、食品を冷凍する
過程で氷結晶が大きくなりやすい「最大氷結晶生成帯（-1〜-5℃）」を約３０分で
通過させることが、美味しさを保つ最適な冷凍方法であることを見いだし、新たに
開発した急速冷却ユニットと冷凍シーケンスにより、最大氷結晶生成帯の通過時
間約30分（従来比1/5）
を実現しました。これにより、から揚げでは衣のサクサク
した食感が保たれるなど、自家製冷食を手軽に実現できるようになりました。さら
に、急速冷却ユニットを用いて調理の時短・省手間を図る新たな冷却シーケンスの
開発を行い、お弁当の短時間でのあら熱取りや、鶏肉への短時間での下味付けな
どの調理アシストを実現しました。今後もお客様のライフスタイルの変化に寄り添
い続けることで、豊かな食生活の実現に貢献していきます。

優秀賞『家電製品に向けたセルロースファイバー成形材料の開発』
（モノづくり部門）
浜辺 理史、今西 正義、西野 彰馬＜マニュファクチャリングイノベーション本部＞
石油資源の枯渇・地球温暖化などの環境問題から、天然資源の効率的な利用が
SDGsに定められるとともに、石油由来の樹脂量の削減が求められています。天
然由来材料で軽量・高強度という特性を有するセルロースファイバー（以下CeF）
に着目し、複合樹脂の開発を進めています。CeFは一般的にパルプを水中でほぐ
して製造しますが、その後の乾燥に、多くのエネルギーが必要となります。そこで
我々は水を使用せず、溶融樹脂中でパルプをほぐす「全乾式プロセス」を開発し、
複合樹脂製造時のCO2排出量を従来比で約80%削減しました。さらにCeFの形
状、添加剤の種類・量を工夫・最適化することで、強度の向上を図り軽量化と耐衝
撃性の両立を実現しました。開発した成形材料は、スティッククリーナーの本体部
に使用され、樹脂使用量を20%以上削減しました。また、CeFを業界最高濃度で
ある55%以上樹脂に混ぜ込む複合加工技術の開発にも成功しました。今後、さ
らなる樹脂使用料削減を図るとともに、強度特性などをさらに高め、家電筐体を
初め広く展開し、持続可能な社会へ向けた企業活動を推進していきます。

優良賞『更なる快適性を追求した洗浄機能付レンジフードの開発』
（家電部門）
佐伯 雅和、殿垣内 崇、加藤 大和＜パナソニックエコシステムズ株式会社＞
夏場の不在時等、暑くなった室内の熱ごもり状態を解決する為、自動排熱運転
機能を搭載するレンジフードを開発しました。自動運転機能用温度センサーによ
り、不在時の熱ごもりを検知し自動で換気運転することで、熱ごもり状態を解決し
ます。この機能が働くことで、エアコンの電力使用量を半減させ、快適な室内空間
を、省エネルギーで実現しています。また、換気（排気）の際に外気から流入する
花粉や粉じん（PM2.5）等を除去するフィルター搭載の給気ファンユニットも開
発し、きれいな空気環境の提供も可能としました。更に、従来から搭載している業
界唯一の自動洗浄機能も改善致しました。新規設計のファン・ケーシングにより、
浸け置き洗浄時に、お湯の浸され方を最適化し、洗浄効果の向上を図った結果、
洗浄頻度を半減するとともに、
１０年間ファンフィルターを取り外さないで、お手
入れ出来ます。その結果、お客様のお手入れの煩わしさを更に低減致しました。

他の主な技術関連社外受賞
表 彰 機 関 / 受 賞 名 / 受 賞 タ イト ル
(一財）省エネルギーセンター
令和元年度 省エネ大賞「省エネ事例部門」資源エネルギー庁長官賞
リチウムイオン蓄電池新工場における熱利用の高効率化への取り組み

受 賞 者
パナソニック 環境エンジニアリング株式会社
（他機関と共同受賞）

令和元年度 省エネ大賞「省エネ事例部門」省エネルギーセンター会長賞
省エネとBCPを融合させたマザー工場主導でのグローバル展開

ライフソリューションズ社

令和元年度 省エネ大賞「製品・ビジネスモデル部門」省エネルギーセンター会長賞
家庭用PEFC型燃料電池「エネファーム」
住宅用全館空調システム「エアロハス」

アプライアンス社（他機関と共同受賞）
パナソニック ホームズ株式会社

(一社）
日本電機工業会
2020年度 第69回 電機工業技術功績者表彰
奨励賞 家電部門
「業界最薄のスタイリッシュ高性能床置きエアコンの開発」
西田 晃、渡邉 大輔、藤社 輝夫＜アプライアンス社＞
「大容量でも洗濯物を出し入れしやすい「ビッグサークル投入口」搭載全自動電気洗濯機の開発」 松岡 修司、土屋 法宏、山岡 直人＜アプライアンス社＞
「家電にも搭載可能な電解オゾン水デバイスの開発」
稲垣 賢一郎、今堀 修、平野 基文＜アプライアンス社＞

政 府・各 種 団 体 関 連

奨励賞 重電部門
HEMS対応住宅分電盤 スマートコスモ(マルチ通信型)の開発

永野 友一朗、京面 公士、丸田 勝幸
＜パナソニック スイッチギアシステムズ
（株）
＞

優良賞 委員会活動
海外の規格認証制度への対応 海外認証制度検討分科会

内田 由紀夫＜品質・環境本部＞
大西 由晃、奥村 昭周＜アプライアンス社＞

奨励賞 委員会活動
第1回目となる展示会「IIFES
（アイアイフェス）2019」の成功 IIFES実行委員会

小崎 英治、谷口 勝彦
＜インダストリアルソリューションズ社＞

内閣府賞勲局
令和2年度 春の褒章 黄綬褒章
業務精励（アーク溶接工・卓越技能）

水野 雅裕＜アプライアンス社＞

(一社）大阪工研協会
第70回（令和2年度）工業技術賞
狭配光・高効率光学系による光害対策屋外照明

高田 和政、荒木 要介
＜マニュファクチャリングイノベーション本部＞
平井 純＜ライフソリューションズ社＞

（一社）
日本電気協会 関西支部
第67回 電気関係功績者表彰 発明・考案・改良（企業・団体部門）
火災を未然に防ぐ感熱お知らせコンセントの開発

工藤 弘行、生島 剛、上田 康弘、豊田 一郎、
ラムリ サブリナ、馬場 一哉、水谷 政希、
朴木 悠＜ライフソリューションズ社＞

（一社）電波産業会
第31回電波功績賞 総務大臣表彰
5.2GHz帯無線LAN屋外利用の推進並びに国立競技場における実用化

松浦 正員
＜コネクティッドソリューションズ社＞（他機関と共同受賞）

経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部、関西電気安全委員会
令和2年度電気保安功労者表彰
中部近畿産業保安監督部近畿支部支部長表彰
関西電気安全委員会委員長表彰

橋内 賢二＜ハウジングシステム事業部＞
森平 春治＜コネクティッドソリューションズ社＞

学 会 関 連

（公社）発明協会
令和2年度 近畿地方発明表彰 近畿経済産業局長賞
高輝度プロジェクタとそのスイッチング電源装置（特許第6515338号）

山路 剛＜コネクティッドソリューションズ社＞

（一社）情報処理学会 情報規格調査会
2020年度 標準化貢献賞
ISO/IEC JTC1 SC23専門委員会での光ディスク関係の国際標準化に多大な貢献

小石 健二＜コネクティッドソリューションズ社＞

（公社）
日本顕微鏡学会
2020年度 日本顕微鏡学会 論文賞
Electric shielding ﬁlms for biased TEM samples and
their application to in situ electron holography

野村 優貴＜テクノロジー本部＞
（他機関と共同受賞）
水素バリア技術

日本ソノケミストリー学会
2020年度 日本ソノケミストリー学会 論文賞
Formation of particle of bismuth-indium alloys and particle
diameter by ultrasonic cavitation
（一社）
日本MRS
第30回 日本MRS年次大会奨励賞
Predicting the temperature dependence of properties of
CH3NH3PbI3 by DFT/3D-RISM approach.

水素

古澤 彰男、日根 清裕
上電極
SBT系強誘電体膜
＜マニュファクチャリングイノベーション本部＞
下電極
水素
下電極
（他機関と共同受賞）
強誘電体材料技術

横山 智康＜テクノロジー本部＞
水素

★強誘電体キ
集積

2020年1月〜12月の受賞業績を掲載 受賞者所属は受賞時
★水素バリア技術

イノベーション戦略室

強誘電体
集

