
渡辺義介記念賞（G. WATANABE COMMEMORATIVE PRIZE）

受賞者 回数 受賞年月日 受賞理由 受賞時所属

朝熊　利彦 1 1959/04/02 真空鋳造の工業化 関東特殊製鋼㈱製鋼工場長代理

内山　辰丙 1 1959/04/02 製鋼作業の研究 八幡製鉄㈱八幡製鉄所管理局第1部工場診

断課課長

河西　健一 1 1959/04/02 自溶性焼結鉱の製造ならびに全自溶性焼結鉱装

入による高炉操業技術の確立

住友金属工業㈱小倉製鉄所製銑課課長

樫淵　隆 1 1959/04/02 鉄鋼技術の共同研究 日本ｳｼﾞﾐﾅｽ製鉄㈱

加藤　健 1 1959/04/02 鋼塊の品質向上 八幡製鉄㈱八幡製鉄所技術研究所製鋼研

究室室長

北村　外喜男 1 1959/04/02 全連続式線材圧延機の建設ならびに操業 日本鉄板㈱取締役技術部長

木村　重郎 1 1959/04/02 平炉作業の改善 川崎製鉄㈱千葉製鉄所製鋼部製鋼課職長

実松　竹二 1 1959/04/02 自溶性焼結鉱の製造ならびに全自溶性焼結鉱装

入による高炉操業技術の確立

住友金属工業㈱小倉製鉄所焼結課課長

鈴木　登能弥 1 1959/04/02 真空鋳造の工業化 関東特殊製鋼㈱技師長兼製鋼工場長

竹入　佶 1 1959/04/02 真空鋳造による大型鍛鋼品の材質改善の確立 ㈱日立製作所水戸工場製鋼部溶鋼課課長

太宰　三郎 1 1959/04/02 全連続式線材圧延機の建設ならびに操業 八幡製鉄㈱光製鉄所次長

豊田　茂 1 1959/04/02 ﾎｯﾄｽﾄﾘｯﾌﾟ工場の建設ならびに操業の確立 富士製鉄㈱室蘭製鉄所製鋼部副長

中村　政吉 1 1959/04/02 転炉操業の確立ならびに発展 ＮＫＫ川崎製鉄所第2製鋼所転炉製鋼課嘱

託

那須　重治 1 1959/04/02 ﾌｪﾛﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ等特殊ﾌｪﾛｱﾛｲ製造の合理化 ㈱粟村鉱業所常務取締役

藤田　輝夫 1 1959/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の製造ならびに基礎研究 日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱技師長

矢野　巌 1 1959/04/02 ﾌﾞﾘｷ板の製造ならびに研究 東洋鋼鈑㈱下松工場製造部長

渡辺　省三 1 1959/04/02 製鋼作業の能率向上と冶金管理方式の確立 富士製鉄㈱広畑製鉄所製鋼部部長

荒木　透 2 1960/04/01 鉛快削鋼の研究ならびに技術の進歩 大阪特殊鋼㈱取締役技術部長

一戸　正良 2 1960/04/01 塩基性平炉操業の基礎的研究ならびに品質管理

方式の普及

八幡製鉄㈱本社計画部技術調査課課長参

事

井上　繁弘 2 1960/04/01 耐酸高ﾆｯｹﾙ合金鋼の研究ならびに製造 太平金属工業㈱取締役製造部長

上嶋　熊雄 2 1960/04/01 溶鉱炉，ｺｰｸｽ炉および焼結工場の新設ならびに

改修

八幡製鉄㈱八幡製鉄所建設局次長参事

尾崎　利雄 2 1960/04/01 ｺｰｸｽ炉の設計，建設ならびに操業 富士製鉄㈱釜石製鉄所化工部ｺｰｸｽ課課長

工藤　重蔵 2 1960/04/01 電気製鋼作業の改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所製鋼課主任

竹本　国一 2 1960/04/01 ﾌﾞﾘｷ板ならびに薄板の製造工程における各種計

測の研究およびその実用化

東洋鋼鈑㈱下松工場計測課課長

谷口　千之 2 1960/04/01 特殊鋼の製造技術の向上 住友金属工業㈱鋼管製造所製造部次長兼

製鋼課長

持館　英康 2 1960/04/01 酸素製鋼法による超低炭素Ni-Crステンレス鋼の

製造

日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱直江津製造所製造部部長

安田　洋一 2 1960/04/01 鉛快削鋼に関する技術的研究および工業化 大同製鋼㈱本社技術部次長

山田　貞雄 2 1960/04/01 鍛接管製造技術の改良および発達 ＮＫＫ川崎製鉄所製管部製管第2課課長

若松　茂雄 2 1960/04/01 鉄鋼および塩基性鋼滓の化学分析法確立 東都製鋼㈱技術部分析課課長

芦田　勇 3 1961/04/03 溶鉱炉操業および焼結作業の能率の向上 富士製鉄㈱釜石製鉄所製銑部部長

井上　誠 3 1961/04/03 大型溶鉱炉の設計ならびに操業 八幡製鉄㈱八幡製鉄所戸畑製造所技術部

製銑技術課課長

上杉　年一 3 1961/04/03 軸受鋼の製造および研究 山陽特殊鋼㈱取締役技術部長

大平　一郎 3 1961/04/03 電気炉操業 東芝製鋼㈱取締役

河野　勝三 3 1961/04/03 大型鋼材の鍛錬技術改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所鍛錬課長兼鍛造

課長

河村　寛 3 1961/04/03 ﾌﾞﾘｷ板製造設備の合理化計画の立案ならびに推

進

東洋鋼鈑㈱本社計画課課長



熊沢　淳 3 1961/04/03 品質管理を中心として各種工場管理方式の導入

普及および研究

富士製鉄㈱川崎製鋼所副長

小林　剛四 3 1961/04/03 電気炉製鋼技術の向上 尼崎製鉄㈱呉製鋼所生産部製鋼係長

高椋　正雄 3 1961/04/03 製鋼技術の進歩改善 住友金属工業㈱和歌山製鉄所技術部部長

塚本　冨士夫 3 1961/04/03 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の製造技術の改善ならびに研究 日本金属工業㈱本社技術部次長

林　敏 3 1961/04/03 高炉操業技術の向上とその標準化 ＮＫＫ川崎製鉄所製銑部部長

平本　清房 3 1961/04/03 鋼板冷間圧延技術 富士製鉄㈱広畑製鉄所技術管理部部長

前原　繁 3 1961/04/03 純酸素転炉法の研究，建設および操業 八幡製鉄㈱八幡製鉄所製鋼部第5製鋼課課

長

山　外次郎 3 1961/04/03 ﾌｪﾛｱﾛｲ製造作業 ＮＫＫ新潟電気製鉄所製造課職長

山本　大作 3 1961/04/03 帯鋼および切板の品質管理体系の確立 日新製鋼㈱呉工場品質課課長

池見　恒夫 4 1962/04/03 大型鋳鍛鋼品，圧延鋼材の製鋼造塊作業の改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所製鋼部製鋼課課

長

石田　勇 4 1962/04/03 全連続式線材圧延機の運転 八幡製鉄㈱光製鉄所

上野　弁次郎 4 1962/04/03 全連続式線材圧延機の運転 八幡製鉄㈱光製鉄所

臼井　大八郎 4 1962/04/03 ｼﾞﾝｶﾞｰ式押出製管法による鋼管製造技術の向上 住友金属工業㈱鋼管製造所企画部部長

門田　貫介 4 1962/04/03 全連続式線材圧延機の運転 八幡製鉄㈱光製鉄所

北村　善次郎 4 1962/04/03 溶接管（鍛接管，電縫管）製造作業の向上 ＮＫＫ川崎製鉄所製管第3課職長

児玉　惟孝 4 1962/04/03 高炉操業の能率向上 八幡製鉄㈱八幡製鉄所技術研究所製銑研

究室室長

高見　鶴吉 4 1962/04/03 鋳鋼品特に小型鋳鋼品の製作 尼崎製鉄㈱呉製鋼所生産部製鋼課鋳鋼係

兼模型係長

田阪　興 4 1962/04/03 特殊鋼の溶製作業改善ならびに品質向上 北日本特殊鋼㈱八戸工場次長

成田　貴一 4 1962/04/03 鋼材の欠陥防止とくに非金属介在物の成因解明

ならびに熱延技術の進歩

㈱神戸製鋼所中央研究所神戸研究部

野田　郁也 4 1962/04/03 製鋼ならびに熱延技術の進歩 富士製鉄㈱広畑製鉄所圧延部部長

萩原　信夫 4 1962/04/03 ﾌﾞﾘｷ板および薄板の製造および生産管理 東洋鋼鈑㈱下松工場管理部部長

藤田　利夫 4 1962/04/03 耐熱鋼のｸﾘｰﾌﾟ特性の研究 東京大学工学部助教授

不破　祐 4 1962/04/03 製鋼の物理化学的研究 東北大学工学部助教授

阿部　秀夫 5 1963/04/03 金属の再結晶集合組織と方向性珪素鋼板の結晶

学的研究

東京大学工学部助教授

有賀　慶司 5 1963/04/03 ﾌﾞﾘｷ板および塩化ﾋﾞﾆｰﾙ鋼板製造技術の向上 東洋鋼鈑㈱下松工場第5製造課課長

牛島　清人 5 1963/04/03 鋼の連続鋳造に関する研究およびその応用 住友金属工業㈱製鋼所検定部試験課副長

大島　真 5 1963/04/03 分塊圧延における作業管理情報ｼｽﾃﾑの開発 川崎製鉄㈱千葉製鉄所管理部熱管理課

鍵山　正則 5 1963/04/03 鋼材圧延能率の向上および新品種開拓 八幡製鉄㈱八幡製鉄所鋼材部部長

佐々木　三五郎 5 1963/04/03 高炉炉前作業の改善 ＮＫＫ川崎製鉄所製銑課

田鍋　力 5 1963/04/03 鉄鋼技術の共同研究推進 (社)日本鉄鋼協会技術部部長代理

中村　正久 5 1963/04/03 鋼の低温脆性に関する研究 東京工業大学助教授

中村　正則 5 1963/04/03 大型鋳鋼品の製造改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所製鋼部鋳造課課

長

西川　歳喜 5 1963/04/03 電気製鋼技術の向上 尼崎製鉄㈱呉製鋼所生産部製鋼課組長作

業技手

浜野　佐四郎 5 1963/04/03 鋼および高ﾆｯｹﾙ合金鋼の溶解ならびに鋳造技術

の向上

太平金属工業㈱板橋工場工場長

平田　竜馬 5 1963/04/03 大型分塊圧延機の国産化 富士製鉄㈱取締役室蘭製鉄所副所長

松本　豊 5 1963/04/03 転炉製鋼技術の導入と特殊鋼設備合理化の推進 日本鉄鋼連盟調査局次長

村瀬　系三 5 1963/04/03 超低炭素ｽﾃﾝﾚｽ鋼の製造法に関する研究および技

術改善

日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱直江津製造所製鋼部第2製鋼

課副長

守田　紀 5 1963/04/03 大型分塊圧延機の国産化 ㈱日立製作所"理事,日立工場長"

吉田　勝彦 5 1963/04/03 特殊鋼熱処理技術の改善とその標準化 日本特殊鋼㈱製造本部鍛鋼加工部熱処理

課課長



井形　直弘 6 1964/04/04 純鉄中の格子欠陥ならびに固溶炭素および窒素

の挙動に関する研究

東京大学工学部材料工学科助教授

板垣　浩 6 1964/04/04 二重引張試験による鋼材の脆性破壊伝播停止特

性の研究

横浜国立大学工学部造船工学科助教授

井上　敏郎 6 1964/04/04 電気炉における酸素製鋼の導入およびｳｼﾞﾐﾅｽ製

鉄の建設創業

八幡製鉄㈱八幡製鉄所製鋼部部長

小田　豊久 6 1964/04/04 大型鋳鍛鋼品の熱処理技術の改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所鍛錬部熱処理課

課長

金沢　武 6 1964/04/04 二重引張試験による鋼材の脆性破壊伝播停止特

性の研究

東京大学工学部船舶工学科教授

小池　与作 6 1964/04/04 鋼中の非金属介在物の研究 富士製鉄㈱中央研究所

粉生　宗幸 6 1964/04/04 鉄鋼用工業窯炉の進歩発達 中外炉工業㈱専務取締役

佐藤　卯三郎 6 1964/04/04 鋼板製造作業の改善向上 ＮＫＫ鶴見製作所圧延部厚板課職長

杉沢　英男 6 1964/04/04 銑鋼一貫方式による特殊鋼生産技術の進歩発展 ㈱神戸製鋼所神戸工場工場長

中島　淳夫 6 1964/04/04 特殊鋼業合理化の推進 通商産業省重工業局製鉄課課長補佐

中島　泰祐 6 1964/04/04 新製鉄所の建設，H形鋼の製造およびその鋼質の

向上

八幡製鉄㈱堺製鉄所次長

西　三夫 6 1964/04/04 特殊鋼設備近代化の促進 大同製鋼㈱東京支社次長兼技術課長

増本　健 6 1964/04/04 耐熱合金の焼戻過程に関する研究 東北大学金属材料研究所

町田　進 6 1964/04/04 二重引張試験による鋼材の脆性破壊伝播停止特

性の研究

東京大学大学院工学部船舶工学科

守田　貞義 6 1964/04/04 各種溶接性高張力鋼ならびに低温用強靱鋼の研

究開発

八幡製鉄㈱八幡製鉄所管理局技術管理部

部長

森永　孝三 6 1964/04/04 製鋼技術および冶金技術の進歩 富士製鉄㈱広畑製鉄所技術管理部部長

綿貫　友輔 6 1964/04/04 鋼管の製造，検査技術の改良発達 ＮＫＫﾆｭｰﾖｰｸ事務所長

青山　芳正 7 1965/04/05 平炉および転炉製鋼技術の研究開発 尼崎製鉄㈱堺製鉄所副所長

池田　重良 7 1965/04/05 鉄鋼のｶﾞｽ分析法その他の鉄鋼分析法の研究改良 大阪大学理学部教授

石原　重利 7 1965/04/05 製鋼技術の向上および技術管理制度の向上 八幡製鉄㈱八幡製鉄所八幡製造所技術部

副部長

植木　久 7 1965/04/05 鉄鋼業の標準化の推進 ＮＫＫ技術部次長

川口　三郎 7 1965/04/05 大型火力発電機器用材料の製造改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所第1部工務部材料

企画課課長

久能　一郎 7 1965/04/05 冷延鋼板および表面処理鋼板製造技術の開発 東洋鋼鈑㈱下松工場技術部副部長

佐藤　良吉 7 1965/04/05 砂鉄製錬およびﾍﾟﾚｯﾄ製造研究とその工業化 日曹製鋼㈱研究部部長

塩谷　周三 7 1965/04/05 ﾌｪﾛｱﾛｲ技術の開発 ＮＫＫ富山電気製鉄所所長

相馬　胤和 7 1965/04/05 鉄鉱石層還元の基礎研究 茨城大学教授

平　修二 7 1965/04/05 鋼材のｸﾘｰﾌﾟ研究およびｸﾘｰﾌﾟ試験技術研究組合

における指導

京都大学工学部教授

竹中　哲哉 7 1965/04/05 低炭素鋼の遠心力鋳造の研究ならびに土木建築

構造物への応用の実用化

久保田鉄工㈱取締役鋳物事業部長

津田　信二 7 1965/04/05 製鋼技術の発展と作業の合理化 住友金属工業㈱和歌山製鉄所工程部次長

兼生産企画課長

永石　六雄 7 1965/04/05 製鉄工場建設技術 川崎製鉄㈱技術部部長

中川　龍一 7 1965/04/05 ｵｰｽﾃﾅｲﾄ系耐熱鋼の冶金学的研究 金属材料技術研究所工業化第1研究室室長

山川　正治 7 1965/04/05 高炉の建設ならびに操業技術 朝日製鉄㈱取締役製造部長

大柿　諒 8 1966/04/05 新しい製鉄所の建設 東海製鉄㈱常務取締役

大谷　正康 8 1966/04/05 鉄鋼製錬に関する物理化学的研究 東北大学選鉱製錬研究所教授

神森　大彦 8 1966/04/05 鉄鋼分析技術の進歩発展 八幡製鉄㈱東京研究所分析化学研究室室

長

楠野　桂三 8 1966/04/05 製銑技術の向上と発展 富士製鉄㈱室蘭製鉄所製銑部部長

駒田　日洲雄 8 1966/04/05 堺製鉄所のｽﾄﾘｯﾌﾟ工場建設ならびに銑鋼一貫体

制管理方式の企画

八幡製鉄㈱八幡製鉄所生産部部長



滝波　歓一 8 1966/04/05 大型電気炉工場の建設と操業 大同製鋼㈱中央研究所試作部部長

田中　良平 8 1966/04/05 鋼の加工熱処理に関する研究および高圧窒素中

溶解法による高窒素ｽﾃﾝﾚｽ鋼ならびに耐熱鋼の研

究

東京工業大学金属工業科教授

俵　秀夫 8 1966/04/05 大型鋳鋼品用鋳物砂の改善，鋳鉄ﾛｰﾙの品質改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所製鋼部鋳鉄課課

長

中村　春三 8 1966/04/05 製銑設備および鉄鋼業知識の普及 川崎製鉄㈱千葉製鉄所工場長付

西　義澈 8 1966/04/05 超耐熱鋼の研究ならびに品質向上 日本特殊鋼㈱研究部次長

福田　昌弘 8 1966/04/05 ﾎｯﾄｽﾄﾘｯﾌﾟﾙﾐﾙ・ﾜｰｸﾛｰﾙの遠心力鋳造による製造

法の開発研究

久保田鉄工㈱ﾛｰﾙ研究課課長

堀川　一男 8 1966/04/05 鉄鋼に関する技術研究の進歩発達 ＮＫＫ技術研究所副所長

本田　順太郎 8 1966/04/05 ﾎｯﾄｽﾄﾘｯﾌﾟﾙﾐﾙ・ﾜｰｸﾛｰﾙの遠心力鋳造による製造

法の開発研究

久保田鉄工㈱鋳型ﾛｰﾙ研究部次長

松原　嘉市 8 1966/04/05 鋼中硫化物に関する研究 北海道大学工学部教授

水野　幸四郎 8 1966/04/05 鉄鋼規格の制定普及 工業技術院標準部工業標準専門職

三瀬　真作 8 1966/04/05 ｽﾁｰﾌｪﾙ・ﾏﾝﾈｽﾏﾝ製管法による鋼管製造技術の向

上

住友金属工業㈱和歌山製鉄所製管部部長

石光　章利 9 1967/04/05 製鉄原料の研究開発 八幡製鉄㈱八幡製鉄所技術研究所主任研

究員

今宮　元隆 9 1967/04/05 条鋼圧延技術の向上と作業の合理化 ＮＫＫ川崎製鉄所条鋼部条鋼課課長

大橋　章 9 1967/04/05 鍛造白鋳鉄ﾛｰﾙの発明とその工業化 日曹製鋼㈱富山工場技術課技術係主任

川合　保治 9 1967/04/05 鉄鋼製錬に関する物理化学的研究 九州大学工学部教授

北村　陽一 9 1967/04/05 表面処理鋼板の研究と開発 東洋製缶東洋鋼鈑綜合研究所主任研究員

木村　敬吾 9 1967/04/05 長年にわたる高炉操業と呉製鉄所第1高炉の建設

および火入れ後の優秀なる操業成績の維持

日新製鋼㈱呉製鉄所製銑作業課課長

小島　浩 9 1967/04/05 熱間押出製管法による鋼管製造技術の向上 住友金属工業㈱鋼管製造所生産技術部部

長

近藤　允蔵 9 1967/04/05 電熱合金ならびに電熱体の研究，製造技術の確

立

赤羽冶金㈱常務取締役

坂上　六郎 9 1967/04/05 溶融ｽﾗｸﾞならびに製鋼反応に関する冶金学的研

究

東北大学金属材料研究所助教授

佐藤　公子 9 1967/04/05 鉄鋼の熱間加工および熱処理の基礎的研究 東京工業大学助手

佐藤　祐一郎 9 1967/04/05 鍛造白鋳鉄ﾛｰﾙの発明とその工業化 日曹製鋼㈱富山工場技術課課長

中島　長久 9 1967/04/05 平炉工場の転炉化とその操業法の開発 富士製鉄㈱室蘭製鉄所製鋼部部長

野村　純一 9 1967/04/05 大型鋳鍛鋼品の品質改善ならびに原子炉用圧力

容器鋼材の製造技術の開発

㈱日本製鋼所本店技術部調査役

松倉　清 9 1967/04/05 鍛造白鋳鉄ﾛｰﾙの発明とその工業化 日曹製鋼㈱富山工場技術課技術係主任

宮下　芳雄 9 1967/04/05 鋼の脱酸の動力学的研究 ＮＫＫ技術研究所製鋼研究室係長

横山　俊造 9 1967/04/05 製銑技術の向上および合理化ならびに生産管理

の推進

東海製鉄㈱常務取締役

渡辺　五郎 9 1967/04/05 長年にわたる高炉操業と呉製鉄所第1高炉の建設

および火入れ後の優秀なる操業成績の維持

日新製鋼㈱呉製鉄所設備部部長

渡辺　章三 9 1967/04/05 技術管理組織の確立と各鋼種別転炉溶製法の開

発

八幡製鉄㈱光製鉄所技術部部長

五十部　賢次郎 10 1968/04/02 鉄鋼業における熱管理計測技術の向上 ＮＫＫ京浜製鉄所設備部川崎保全部計装

課課長

伊藤　祐一 10 1968/04/02 みがき特殊帯鋼およびｽﾃﾝﾚｽみがき帯鋼の生産技

術の研究開発

日本金属㈱取締役開発部長兼技術部長

小笠原　藤市 10 1968/04/02 長年にわたる高炉作業従事と高炉の建設，改

修，部下の指導育成

富士製鉄㈱名古屋製鉄所製銑部製銑工場

嘱託

河原　英麿 10 1968/04/02 鋼材圧延用ﾛｰﾙの品質向上 日立金属㈱若松工場次長



加藤　剛志 10 1968/04/02 清浄鋼溶製法の研究 大同製鋼㈱中央研究所化学冶金研究室主

任研究員

楠　謙吾 10 1968/04/02 高級特殊鋼の製造工程合理化 日本特殊鋼㈱企画管理室付部長

阪部　喜代三 10 1968/04/02 大型鋳鍛鋼の破壊に関する研究ならびに製造に

関する基礎技術の確立

㈱日本製鋼所本店技術部鉄鋼課課長

椙山　太郎 10 1968/04/02 清浄鋼溶製法の研究 大同製鋼㈱中央研究所化学冶金研究室室

長

竹内　秀夫 10 1968/04/02 圧延技術の改善進歩 富士製鉄㈱取締役室蘭製鉄所副所長

深田　健三 10 1968/04/02 製鉄設備の開発改善 八幡製鉄㈱工作本部機械設計部部長

八木　靖浩 10 1968/04/02 純酸素転炉技術の発展と生産性の向上 川崎製鉄㈱水島製鉄所製鋼部長兼管理部

長

安武　正幸 10 1968/04/02 製銑技術の進歩向上 三栄鉄工㈱常務取締役

山田　清太 10 1968/04/02 平炉製鋼技術の向上と八幡製鉄所における生産

管理ｼｽﾃﾑの確立と改善

八幡製鉄㈱八幡製鉄所八幡製造所生産業

務部部長

山本　俊二 10 1968/04/02 鉄鋼材料の高温強度の研究開発 ㈱神戸製鋼所中央研究所第4研究室室長

吉井　周雄 10 1968/04/02 鉄鋼製錬に関する冶金学的研究 北海道大学工学部冶金工学科教授

吉武　進也 10 1968/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼業の標準化と普及 日本冶金工業㈱川崎製造所検査課課長

明田　義男 11 1969/03/28 大形電気炉ならびに真空処理操業技術の確立に

よる各種高級鋼の生産

住友金属工業㈱製鋼所生産技術部部長

大山　太郎 11 1969/03/28 ﾌﾞﾘｷおよび表面処理の研究 東洋鋼鈑㈱下松工場研究所主任研究員

岡部　英雄 11 1969/03/28 製鋼技術の発展と生産性の向上 川崎製鉄㈱千葉製鉄所副工場長

鹿野　昭一 11 1969/03/28 大形鋼材の温間鍛錬法および大形鍛鋼品の型鍛

造法の開発

㈱日本製鋼所室蘭製作所鍛錬部鍛錬課課

長

鈴木　驍一 11 1969/03/28 大形高炉技術の確立 ＮＫＫ福山建設本部銑鋼建設部部長

染野　檀 11 1969/03/28 鉄鋼，非鉄金属および合金とガスの反応に関す

る研究

東京工業大学教授

田中　実 11 1969/03/28 特殊鋼の熱処理，破壊に関する研究 東京工業大学精密工学研究所教授

戸田　健三 11 1969/03/28 銑鋼一貫設備の建設と操業ならびに新製品，新

技術の開発

八幡製鉄㈱君津製鉄所次長

蜂須　幹雄 11 1969/03/28 大形鋳鋼製補強ﾛｰﾙの製造 ㈱日立製作所勝田工場鋳鋼課課長

平尾　英二 11 1969/03/28 転炉操業技術の確立と進歩向上 富士製鉄㈱釜石製鉄所製鋼部部長

藤井　浩一 11 1969/03/28 特殊鋼線二次加工技術の確立ならびに進歩発展 大同製鋼㈱星崎工場次長

松代　綾三郎 11 1969/03/28 製鋼技術の向上 ＮＫＫ本社本社付次長

村山　周治 11 1969/03/28 特殊鋼製造技術の向上進歩 八幡製鉄㈱光製鉄所生産業務部部長

吉川　道三 11 1969/03/28 特殊鋼の製造技術の発展 日本特殊鋼㈱生産管理部次長

渡辺　秀夫 11 1969/03/28 造塊技術の向上と真空脱ｶﾞｽ法の開発 富士製鉄㈱広畑製鉄所熱延部部長

有賀　靖 12 1970/04/08 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の標準化ならびにIEの推進 日本金属工業㈱技術部技術管理課課長

岩崎　徹二 12 1970/04/08 溶融めっき技術の進歩発達 日新製鋼㈱製造本部製造総括部部長

小田部　精一 12 1970/04/08 新しい高炉操業技術の導入確立 新日本製鐵㈱大分製鉄所建設本部本部長

岸田　正夫 12 1970/04/08 転炉技術の向上 ＮＫＫ京浜製鉄所鋼管条鋼製造部技術工

程部

久保　慶正 12 1970/04/08 大型鋳鍛鋼品製鋼技術の改善 ㈱神戸製鋼所機械事業部鋳鍛鋼本部営業

部技術担当部長

河野　耕二 12 1970/04/08 新鋭厚板工場の建設とその操業推進 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所熱延部部長

小柳　明 12 1970/04/08 含鉛快削鋼の開発量産化およびその普及 山陽特殊製鋼㈱技術部部長

高橋　俊雄 12 1970/04/08 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同製鋼㈱開発部部長

千葉　佳実 12 1970/04/08 平炉による特殊製鋼技術の確立 愛知製鋼㈱生産本部品質保証部次長

中村　直人 12 1970/04/08 大型高炉操業法の確立による製銑技術の進歩 新日本製鐵㈱君津製鉄所次長

西村　富隆 12 1970/04/08 特殊鋼研究開発 日本特殊鋼㈱研究所副主管研究員

平倉　園衛 12 1970/04/08 分塊技術の向上と生産管理ｼｽﾃﾑの確立 新日本製鐵㈱東京製造所所長

前田　健次 12 1970/04/08 各種鍛造用および厚板用鋼塊の製造技術の進歩

改善

㈱日本製鋼所室蘭製作所製鋼部製鋼課課

長



三井田　逸朗 12 1970/04/08 条鋼圧延技術の向上 川崎製鉄㈱西宮工場副工場長

山崎　善雄 12 1970/04/08 大径継目無鋼管および溶接鋼管の製造技術の向

上

住友金属工業㈱和歌山製鉄所管理部部長

青木　宏一 13 1971/04/06 特殊鋼鋼板の研究開発と製造技術の確立 新日本製鐵㈱八幡製鉄所八幡製造所特殊

鋼技術部部長

小沼　敬祐 13 1971/04/06 ｽﾃﾝﾚｽみがき帯鋼およびみがき特殊帯鋼の製造技

術の進歩改善

日本金属㈱取締役板橋工場長

小倉　静逸 13 1971/04/06 高級継目鋼管の品質管理，検査体制の確立と検

査技術の開発

住友金属工業㈱鋼管製造所技術部部長

小倉　隆夫 13 1971/04/06 LD転炉による高級鋼量産体制の確立 住友金属工業㈱小倉製鉄所副所長

甲斐　幹 13 1971/04/06 科学的管理手法の導入，冶金管理体制の導入確

立，および製鋼技術の発展

新日本製鐵㈱堺製鉄所技術部部長

岸田　壽夫 13 1971/04/06 特殊鋼製造の進歩発展 大同製鋼㈱調査室長

熊井　浩 13 1971/04/06 国産技術による電磁鋼板製造技術の確立と連続

鋳造操業の早期安定

新日本製鐵㈱広畑製鉄所製鋼部部長

清水　政治 13 1971/04/06 標準化と品質管理化の推進および高炉生産性の

向上

川崎製鉄㈱千葉製鉄所製銑部部長

菅原　節男 13 1971/04/06 特殊鋼の製造技術確立 日本特殊鋼㈱生産技術課課長

徳山　忠臣 13 1971/04/06 連続亜鉛めっき鋼板の品質向上 大同鉄器㈱専務取締役

樋口　正昭 13 1971/04/06 大型高炉の建設と操業 ＮＫＫ福山製鉄所製銑工場工場長

肥後　実男 13 1971/04/06 ﾌﾞﾘｷならびに冷延鋼鈑の製造技術と生産性の向

上

東洋鋼鈑㈱下松工場技術部部長

細木　繁郎 13 1971/04/06 鋼板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所技術管理部部

長

松浦　実 13 1971/04/06 特殊鋼溶製の発展および合金鉄電気炉精錬の技

術的展開

㈱神戸製鋼所製鋼事業所高知工場長兼加

古川製鉄所気付

宮下　幸好 13 1971/04/06 ｸﾗﾝｸ軸製造技術の改善 ㈱神戸製鋼所機械事業部鋳鍛鋼本部呉工

場工場長

有村　康男 14 1972/04/04 近代先進圧延工場の建設ならびに圧延技術の確

立と生産性の向上

川崎製鉄㈱千葉製鉄所副所長

江上　英一 14 1972/04/04 大型高炉の建設ならびに製銑技術の向上と発展 住友金属工業㈱鹿島製鉄所建設本部計画

部次長

川上　辰男 14 1972/04/04 大型鍛鋼品の熱処理技術の進歩改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所検査部部長代理

鋳鍛検査二課長

岸川　官一 14 1972/04/04 条鋼圧延技術の発展推進および新製品の開発 新日本製鐵㈱八幡製鉄所条鋼部嘱託

久芳　正義 14 1972/04/04 転炉による特殊鋼の製造技術の開発 新日本製鐵㈱室蘭製鉄所研究所長

桑原　春樹 14 1972/04/04 鋼管の品質管理と標準化の推進 住友金属工業㈱東京技術部部長

小南　曠 14 1972/04/04 製鉄所における輸送の合理化ならびに鉄鉱石事

前処理方式の展開

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部加古川製鉄所副

所長兼加古川建設本部副本部長

小池　伸吉 14 1972/04/04 連続鋳造操業技術の確立 大平洋金属㈱八戸工場次長

高橋　徹夫 14 1972/04/04 各種特殊鋼溶製技術ならびに衣剤による造塊技

術の確立，進歩発展

大同製鋼㈱研究開発本部中央研究所主任

研究員

田原　基次 14 1972/04/04 ﾌｲﾝ型ﾚｷｭﾍﾟﾚｰﾀｰの開発ならびにﾌｲﾝ型ﾚｷｭﾍﾟﾚｰﾀｰ

第一列熱交換管の発明

㈱米子製鋼所取締役業務部長

児子　茂 14 1972/04/04 ｽﾄﾘｯﾌﾟ圧延技術の向上発展および新製品の開発 新日本製鐵㈱八幡製鉄所薄板部部長

根本　秀太郎 14 1972/04/04 大型連続鋳造ｽﾗﾌﾞ製造技術の開発 ＮＫＫ技術研究所製鋼研究室次長

松永　晴男 14 1972/04/04 ぶりき生産設備の合理化と自主技術工業化の推

進

東洋鋼鈑㈱下松工場工務部部長

八塚　健夫 14 1972/04/04 製銑技術の開発と大型高炉の建設と操業 新日本製鐵㈱広畑製鉄所製銑部部長

結城　晋 14 1972/04/04 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ用高炭素ｸﾛﾑ軸受鋼およびﾊﾀﾞ焼鋼の開発

とそれらの熱処理技術の進歩開発

山陽特殊製鋼㈱技術研究所所長

安生　浩 15 1973/04/05 鉄鋼生産設備の合理化と技術の進歩向上 新日本製鐵㈱釜石製鉄所管理部部長



岡田　秋好 15 1973/04/05 ﾌﾗﾝ樹脂自硬性造型法による鋼塊用鋳型類の製造

技術の確立と生産性向上

久保田鉄工㈱取締役鋳物事業本部長

岡田　典昌 15 1973/04/05 連続生産品に対する自動検査設備の開発およびﾗ

ｲﾝ検査体制の確立

住友金属工業㈱小倉製鉄所副所長兼ｼｽﾃﾑ

部長

小田　尚輝 15 1973/04/05 鉄道車両用車輪の研究推進 住友金属工業㈱中央技術研究所副所長兼

企画調査室長

神居　詮正 15 1973/04/05 圧延技術の向上発展および新技術・新成品の開

発

新日本製鐵㈱室蘭製鉄所圧延部部長

北川　典生 15 1973/04/05 臨海大型製鉄所建設用地造成と地盤改良工事の

開発

ＮＫＫ建設本部副本部長

高木　文雄 15 1973/04/05 新鋭製鉄所における薄板工場（熱延，冷延）の

建設

川崎製鉄㈱知多工場副工場長

高橋　久 15 1973/04/05 電磁鋼板，ﾌﾞﾘｷ，錫無しﾒｯｷ鋼板の製造技術と生

産性の向上

新日本製鐵㈱名古屋製鉄所冷延部部長

田中　誠一 15 1973/04/05 表面処理鋼板の製造技術と品質管理の推進 東洋鋼鈑㈱本社技術部副長

天明　玄之輔 15 1973/04/05 高靭性高張力鋼の研究 ＮＫＫ技術研究所鋼材研究室次長

細井　秀夫 15 1973/04/05 線材製造技術の向上 ㈱吾嬬製鋼所取締役東京製造所長

松尾　英一 15 1973/04/05 自溶性ﾍﾟﾚｯﾄの多配合および超高温熱風炉による

高炉操業技術の展開

㈱神戸製鋼所高知工場工場長

南　敬太郎 15 1973/04/05 近代工程管理の確立と発展およびZD運動の導入

と発展

新日本製鐵㈱東京製造所所長

山崎　宏 15 1973/04/05 厚肉高級鋼板の製造法の確立 ㈱日本製鋼所室蘭製作所圧延部部長代理

横田　礼三 15 1973/04/05 大形製紙用合金鋳鉄ﾁﾙﾄﾞﾛｰﾙの製造技術の確立 ㈱淀川製鋼所取締役ﾛｰﾙ鋳造本部長

池田　稔 16 1974/04/02 鉄鋼製造技術特に取鍋精錬炉による高品質大重

量極厚鋼板製造技術の開発

川崎製鉄㈱技術開発部部長

磯村　清 16 1974/04/02 製銑・製鋼技術の向上発展 新日本製鐵㈱室蘭製鉄所製銑部部長

板橋　哲男 16 1974/04/02 大型高速鍛造ﾌﾟﾚｽによる型打鍛造技術の向上と

発展

住友金属工業㈱製鋼所副所長

伊丹　高彦 16 1974/04/02 電気炉製鋼設備の合理化と電気炉製鋼技術の改

善

日本砂鉄鋼業㈱常務取締役工場長

上野　学 16 1974/04/02 特殊鋼材（軸受鋼材および電磁鋼板）の品質お

よび生産性向上と新製品の量産化推進

新日本製鐵㈱八幡製鉄所電磁鋼板部部長

宇野　聖哉 16 1974/04/02 特殊鋼圧延技術の進歩，発展 大同製鋼㈱知多工場副工場長

岡　雄彦 16 1974/04/02 表面処理鋼板の生産技術開発と技術輸出の推進 東洋鋼鈑㈱下松工場技術部部長

逆瀬川　浩次 16 1974/04/02 分塊工場の建設，操業に関する進歩，発展 ＮＫＫ福山製鉄所分塊工場工場長

下川　敬治 16 1974/04/02 規格体制の確立，整備，研究開発体制の確立，

原子力製鉄開発推進

新日本製鐵㈱研究開発本部技術開発部専

門副部長

高沖　亮 16 1974/04/02 大型鋳鍛鋼品および厚板の超音波探傷に関する

研究

㈱日本製鋼所室蘭製作所品質管理部部長

富田　明 16 1974/04/02 新製鉄所における銑鋼および鋼管設備の建設な

らびに改善

住友金属工業㈱鹿島製鉄所建設本部副本

部長兼計画部長･工事部長

藤井　成美 16 1974/04/02 高炉操業技術の向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部技術開発部担当

部長

松原　啓弌 16 1974/04/02 高速度綱ﾊﾞｲﾄの改良と軸受鋼の品質改善 日本高周波鋼業㈱取締役八戸工場長

水野　実 16 1974/04/02 ｺｰｸｽ製造技術の改良，開発，焼結排煙脱硫技術

の開発推進，その他製鉄化学技術の進歩発展

ＮＫＫ環境管理部部長

吉田　正人 16 1974/04/02 鋼材生産技術の向上 新日本製鐵㈱研究開発本部生産技術研究

所所長

有沢　源之介 17 1975/04/03 鉄鋼生産設備の合理化と製造技術の進歩 ㈱神戸製鋼所取締役神戸製鉄所長

有働　功 17 1975/04/03 電気炉製鋼法における迅速製鋼技術の開発 東伸製鋼㈱姫路製鋼所製鋼部部長

北村　一郎 17 1975/04/03 大型鍛鋼補強ﾛｰﾙの製造技術の確立 ㈱日本製鋼所室蘭製作所鋳鍛部部長代理



栗田　満信 17 1975/04/03 製銑，製鋼技術の発展技術の発展向上 住友金属工業㈱鹿島製鉄所製銑部長兼製

鋼部長

小畠　賢介 17 1975/04/03 鋼管製造設備の近代化と製造技術の向上 川崎製鉄㈱知多工場"副工場長,設備部長"

佐々木　健二 17 1975/04/03 高級鋼板および鉄粉の製造技術の開発 川崎製鉄㈱水島製鉄所ｼｽﾃﾑ部部長

佐藤　豊 17 1975/04/03 砂鉄を原料とする海綿鉄生産技術の向上安定化 日立金属㈱安来工場製鋼部原鉄課課長

嶋田　駿作 17 1975/04/03 超高圧高炉の操業推進 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所製銑部部長

田坂　鋼二 17 1975/04/03 鉄鋼製造技術の改善ならびに高級条鋼製品の量

産化

住友金属工業㈱小倉製鉄所副所長

中村　雄松 17 1975/04/03 各種熱間圧延の技術向上 ㈱吾嬬製鋼所常務取締役千葉製造所長

長谷川　博 17 1975/04/03 特殊鋼異形材および線材の圧延技術の進歩 大同製鋼㈱帯鋼事業部部長

深川　弥二郎 17 1975/04/03 大型溶鉱炉の一般操業および計算機操業技術の

開発推進

新日本製鐵㈱堺製鉄所技術部部長

藤田　敏彦 17 1975/04/03 製銑製鋼技術の向上 日新製鋼㈱呉製鉄所銑鋼部部長

山近　純一郎 17 1975/04/03 製鉄所における設備技術の進歩発展 ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

山本　全作 17 1975/04/03 総合的な連続鋳造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱大分製鉄所生産技術部部長

石橋　義行 18 1976/04/05 大形形鋼製造設備の近代化と製造技術の進歩 日本砂鉄鋼業㈱専務取締役技術部長兼臨

時建設部長

一丸　隆六郎 18 1976/04/05 近代的冷延工場の操業と建設に関する進歩，発

展

ＮＫＫ福山製鉄所薄板部部長

神田　良雄 18 1976/04/05 製銑技術の発展向上 住友金属工業㈱和歌山製鉄所製銑部部長

後閑　敬也 18 1976/04/05 表面処理鋼板の品質向上と量産化 東洋鋼鈑㈱下松工場ﾋﾞﾆﾄｯﾌﾟ部部長

孝橋　要二 18 1976/04/05 大形鋳鍛鋼品の製造技術の向上 ㈱神戸製鋼所高砂事業所長兼鋳鍛鋼工場

長

古茂田　敬一 18 1976/04/05 新鋭製鋼設備の建設と製鋼技術の発展向上 川崎製鉄㈱水島製鉄所企画部部長

佐伯　修 18 1976/04/05 高級品種製造ならびにﾍﾟﾚｯﾄ，連鋳を中心とした

製銑鋼技術の開発

㈱神戸製鋼所加古川製鉄所副所長

佐々木　隆 18 1976/04/05 特殊鍛鋼品の鍛造技術の進歩改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所鍛造課課長

志水　敏詮 18 1976/04/05 条鋼，鋼管新鋭設備の建設および鋼管製造技術

の向上発展

新日本製鐵㈱鋼管技術部部長

長井　保 18 1976/04/05 製銑技術の進歩発展 川崎製鉄㈱千葉製鉄所製銑部部長

舟知　明 18 1976/04/05 高級鋼管量産技術の確立およびｵﾝﾗｲﾝ綜合一貫生

産管理ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの確立

住友金属工業㈱鹿島製鉄所副所長兼工程

部長

松本　嘉猷 18 1976/04/05 特殊鋼の研究開発と品質の改善 日本特殊鋼㈱技術部次長

宮崎　義利 18 1976/04/05 銑鋼一貫製鉄所におけるｵﾝﾗｲﾝ総合情報処理ｼｽﾃﾑ

の確立

新日本製鐵㈱大分製鉄所ｼｽﾃﾑ開発室室長

村木　潤次郎 18 1976/04/05 高張力鋼および低合金鋼の製造技術の開発と鋼

材特殊性の評価方法の確立

新日本製鐵㈱広畑製鉄所技術管理部部長

山田　浩蔵 18 1976/04/05 薄鋼板製造技術の確立および一貫製鉄所の品

質・工程管理ｼｽﾃﾑ化

ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

越智　範幸 19 1977/04/05 最新鋭製鉄所の建設および製鉄設備の開発 新日本製鐵㈱エンジニアリング事業本部

工作事業部副事業部長

甲斐　健男 19 1977/04/05 大規模臨海製鉄所の建設と海外における製鉄所

建設に対する技術協力

新日本製鐵㈱本社設備技術ｾﾝﾀｰ土木建築

技術部部長

梶原　太吉 19 1977/04/05 近代製鉄所の企画・建設と製鋼設備技術の改

善・開発

新日本製鐵㈱広畑製鉄所生産管理部部長

小滝　昌治 19 1977/04/05 高級継目無鋼管の一貫した製造体制の確立およ

び製造技術の向上

ＮＫＫ京浜製鉄所生産部部長

柴崎　鶴雄 19 1977/04/05 圧延用ﾛｰﾙの品質向上および製造技術の進歩改善 ㈱日本製鋼所室蘭製作所品質管理部部長

菅原　常典 19 1977/04/05 大型高炉の建設を中心とした製銑設備の進歩発

展

ＮＫＫ製鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部主任部員

玉本　茂 19 1977/04/05 わが国の製鋼技術の発展向上 住友金属工業㈱和歌山製鉄所副所長

都築　誠毅 19 1977/04/05 製鋼技術の発展向上 新日本製鐵㈱室蘭製鉄所設備部部長



西澤　一彦 19 1977/04/05 鋼板製造技術の発展向上と技術開発 住友金属工業㈱鹿島製鉄所副所長

深尾　雄四郎 19 1977/04/05 新鋭特殊鋼工場の建設と特殊製鋼技術の改善 大同特殊鋼㈱築地工場工場長

松本　敏郎 19 1977/04/05 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の改善ならびに品質向上 川崎製鉄㈱西宮工場副工場長兼管理部長

三村　滋 19 1977/04/05 特殊線材並びに高級棒線製造技術の確立 新日本製鐵㈱釜石製鉄所管理部部長

森住　一郎 19 1977/04/05 鉄鋼設備とその製造技術の進歩発展 ㈱神戸製鋼所尼崎製鉄所所長

山崎　尚 19 1977/04/05 鉄鋼の圧延，検査及び溶接等に関する技術向上 川崎製鉄㈱溶接棒･鉄粉工場工場長

涌島　滋 19 1977/04/05 厚板高級鋼の開発並びにｽﾃﾝﾚｽ長尺細管連続製造

体制の確立

㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部長府北工場工

場長

太田　豊彦 20 1978/04/04 製鋼技術の発展向上と酸素吹錬製鋼技術の確立 川崎製鉄㈱取締役千葉製鉄所副所長

片田　中 20 1978/04/04 鉄鋼業における熱技術の向上ならびに管理技術

活動の推進

新日本製鐵㈱本社設備技術ｾﾝﾀｰ熱技術部

部長

武市　彥四郎 20 1978/04/04 鋳鍛鋼ﾛｰﾙ製造技術の開発と品質の向上 ㈱日立製作所勝田工場技師長

田代　晃一 20 1978/04/04 大型鋼塊の造塊技術の確立ならびに大型鋳鍛鋼

品の製造技術の進歩

日本鋳鍛鋼㈱取締役製造本部副本部長兼

技術開発部長

田中　俊章 20 1978/04/04 鋼板製造技術の進歩発展と設備開発 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所設備部部長

西脇　実 20 1978/04/04 新鋭転炉工場の建設と製鋼技術の開発 新日本製鐵㈱八幡製鉄所製鋼部部長

羽鳥　幸男 20 1978/04/04 厚板製造技術の確立および一貫製鉄所の品質工

程管理における進歩発展

ＮＫＫ福山製鉄所副所長

浜地　和夫 20 1978/04/04 珪素鋼製造技術の向上 川崎製鉄㈱葺合工場副工場長

林　泰生 20 1978/04/04 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術部管理室室長

堀田　一雄 20 1978/04/04 特殊鋼溶製技術の進歩改善と生産性の向上 山陽特殊製鋼㈱常務取締役

松岡　秀男 20 1978/04/04 鋼板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱堺製鉄所技術部部長

山崎　俊二 20 1978/04/04 一貫製鉄所の製銑技術，公害防止技術の開発と

安定操業

住友金属工業㈱和歌山製鉄所副所長

山本　治男 20 1978/04/04 熱間押出法による継目無鋼管製造技術の進歩発

展

㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部鋼管技術部部

長

山本　勝司 20 1978/04/04 転炉全連鋳設備の建設と操業技術の確立並びに

硬質水砕製造技術の確立

㈱中山製鋼所常務取締役(生産技術担当)

吉永　博一 20 1978/04/04 新鋭製銑設備の企画建設と製銑技術の進歩発展 光和精鉱㈱専務取締役戸畑製造所長

岩崎　兀 21 1979/04/04 製銑・製鋼技術の発展向上 ㈱中山製鋼所取締役製銑化工統括部長

梅根　英二 21 1979/04/04 日本鉄鋼業の国際化に対する貢献 新日本製鐵㈱人事部

尾越　秀夫 21 1979/04/04 生産管理ならびに設備管理技術の向上発展と製

鉄所近代化の企画・推進

新日本製鐵㈱設備部部長

狐崎　寿夫 21 1979/04/04 製銑技術の発展向上 新日本製鐵㈱中国協力本部上海宝山製鉄

所協力本部計画技術部部長

小島　鴻次郎 21 1979/04/04 石炭組織分析法による原料炭のｺｰｸｽ化性評価

法，ならびにその自動測定装置の開発

新日本製鉄化学㈱君津製造所主任研究員

斉藤　剛 21 1979/04/04 製鋼技術の発展向上 ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

櫻澤　章 21 1979/04/04 中国地区鉄鋼業の発展への寄与 中国鉄鋼業協会参与

芝田　弘之 21 1979/04/04 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱市場開発部部長

高橋　静夫 21 1979/04/04 鋼板の製造品質の向上および品質管理技術の改

善と開発

㈱日本製鋼所室蘭製作所品質管理部部長

代理

田中　孝秀 21 1979/04/04 高級ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟの開発，特に高靭性ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ，耐

硫化水素ﾜﾚ性ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟにおける貢献

住友金属工業㈱取締役支配人

筒井　信行 21 1979/04/04 表面処理工場に於ける表面技術の進歩発展 東洋鋼鈑㈱下松工場技術部部長

涛崎　忍 21 1979/04/04 厚板製造技術の確立および一貫製鉄所の生産管

理における進歩発展

川崎製鉄㈱取締役水島製鉄所副所長

研野　雄二 21 1979/04/04 近代的製銑設備の建設と操業技術の確立 新日本製鐵㈱君津製鉄所製銑部部長

中野　良知 21 1979/04/04 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の向上 日新製鋼㈱本社社長室人事部付

水内　通 21 1979/04/04 鉄鋼生産設備の合理化と製造技術の進歩 ㈱神戸製鋼所神戸製鉄所所長

大日方　達一 22 1980/04/03 製鋼技術の発展向上 新日本製鐵㈱鋼管技術部部長

京井　勲 22 1980/04/03 形鋼製造技術の進歩と近代化に貢献 新日本製鐵㈱堺製鉄所副所長



黒津　亮二 22 1980/04/03 熱間圧延技術の発展向上 川崎製鉄㈱取締役ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部副事

業部長

近藤　豊 22 1980/04/03 原子力用鉄鋼材料の研究開発と鉄鋼の技術設備

を応用した新分析の開拓

大阪ﾁﾀﾆｳﾑ製造㈱常務取締役

渋谷　芳夫 22 1980/04/03 形鋼圧延技術の発展向上 東伸製鋼㈱取締役姫路製鋼所副所長

杉山　信明 22 1980/04/03 高品質特殊鋼の迅速製鋼技術の確立と品質の向

上

山陽特殊製鋼㈱製鋼部部長

鈴木　桂一 22 1980/04/03 熱延および冷延鋼板の製造技術の確立と錫ﾒｯｷ鋼

板の製造技術の向上

川崎製鉄㈱取締役千葉製鉄所副所長

土手　彬 22 1980/04/03 福山および扇島における一貫製鉄所の建設 ＮＫＫ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部部長

中野　平 22 1980/04/03 高級鍛鋼品の開発と進歩発展 ㈱神戸製鋼所技術開発本部副本部長

原田　利夫 22 1980/04/03 新鋭条鋼設備の建設と操業並びに一貫製鉄所に

於ける総合技術管理体制の確立

新日本製鐵㈱君津製鉄所技術部部長

堀江　重栄 22 1980/04/03 製鉄技術の進歩発展，特に製銑技術の近代化 ＮＫＫ鉄鋼事業部主任部員

益子　美明 22 1980/04/03 高周波焼入車軸の製造技術確立 住友金属工業㈱製鋼所副所長

矢ヶ崎　秀世 22 1980/04/03 内燃機関弁用耐熱鋼の改善とその製造技術の確

立

東北特殊鋼㈱工場副長

柳本　龍三 22 1980/04/03 超大型鍛鋼品の鍛練および熱処理技術の進歩改

善

㈱日本製鋼所室蘭製作所技術管理部部長

吉谷　豊 22 1980/04/03 鉄鋼業における計測制御および自動化技術の進

歩発展

新日本製鐵㈱本社開発企画本部専門部長

朝位　義照 23 1981/04/02 高級特殊鋼生産技術の進歩，発展 日立金属㈱安来工場副工場長

岩崎　重雄 23 1981/04/02 製鉄所の設備保全技術の確立 川崎製鉄㈱千葉製鉄所設備部部長

岩崎　有一郎 23 1981/04/02 転炉連続鋳造技術の発展向上 ㈱中山製鋼所取締役製鋼圧延統括部長

尾山　一郎 23 1981/04/02 条鋼および大形形鋼製造技術の確立とその進歩

発展

㈱吾嬬製鋼所千葉製造所取締役副所長

小野田　克己 23 1981/04/02 鋼板製造技術の発展と技術開発 住友金属工業㈱和歌山製鉄所副所長

川端　清 23 1981/04/02 特殊鋼および特殊合金線材，棒鋼，鋼管の開発

と製造技術の確立

㈱神戸製鋼所特殊合金本部本部長

北西　碩 23 1981/04/02 薄鋼板製造における一貫冶金管理体系の確立と

省ｴﾈﾙｷﾞｰ取代に対応する鉄鋼技術の発展向上

新日本製鐵㈱名古屋製鉄所生産管理部部

長

清水　勇夫 23 1981/04/02 鋼板製造技術の発展向上と製鉄所における技術

開発の推進

川崎製鉄㈱知多製造所副所長

杉本　正勝 23 1981/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の改善と新材料の開発 日本金属工業㈱相模原製造所研究部長付

谷　幸男 23 1981/04/02 薄鋼板製造技術の進歩発展ならびに近代的一貫

製鉄所の生産管理体制の確立

ＮＫＫ鉄鋼技術部部長

中川　一 23 1981/04/02 製鋼技術の発展向上 新日本製鐵㈱八幡製鉄所技術部部長

林　清造 23 1981/04/02 製鋼技術全面にわたる発展向上 新日本製鐵㈱釜石製鉄所副所長

平田　宏 23 1981/04/02 特殊鋼量産管理技術の確立 大同特殊鋼㈱技術ｻｰﾋﾞｽ部部長

星野　和行 23 1981/04/02 冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼帯及びみがき特殊帯鋼の品質改

善と用途開発

日本金属㈱取締役埼玉工場長

森　禮次郎 23 1981/04/02 高級鋼管製造技術の確立と足質の向上 住友金属工業㈱鋼管製造所所長

池高　聖 24 1982/04/02 極薄鋼板製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑㈱下松工場製造部部長

伊藤　慶典 24 1982/04/02 溶接用鋼材の技術開発と実用化推進 住友金属工業㈱"支配人,技術管理部"

遠藤　良幸 24 1982/04/02 極厚ﾎﾞｲﾗ・圧力容器用鋼板およびｸﾗｯﾄﾞ鋼板製造

技術の確立とその進歩発展

㈱日本製鋼所室蘭製作所製造部圧延工場

工場長

大矢　龍夫 24 1982/04/02 製鋼技術ならびに電磁鋼板製造技術の発展向上 新日本製鐵㈱技術本部製鋼技術部部長

金倉　三養基 24 1982/04/02 鉄鋼業における設備保全体制の確立と保全技術

の進歩発展

新日本製鐵㈱設備技術本部副本部長

鈴木　昭男 24 1982/04/02 鉄鋼生産における設備技術の発展と向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部加古川製鉄所

副所長

角南　秀夫 24 1982/04/02 冷間圧延製造技術の発展向上と新製品の開発 川崎製鉄㈱千葉製鉄所管理部部長



瀬戸　浩蔵 24 1982/04/02 高品質特殊鋼の開発普及と量産管理技術の確立 山陽特殊製鋼㈱取締役技術管理部長

田山　昭 24 1982/04/02 製銑技術の発展向上 新日本製鐵㈱広畑製鉄所副所長

辻井　和正 24 1982/04/02 条鋼及び鋼板，鋼帯製造技術の発展向上と新鋭

棒線ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞﾐﾙの建設

㈱中山製鋼所取締役企画管理統括部長

福岡　利和 24 1982/04/02 特殊鋼製造技術の確立 大同特殊鋼㈱技術部部長

三好　俊吉 24 1982/04/02 製鋼技術および製鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ技術の進歩発展 ＮＫＫ製鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部部長

山元　深 24 1982/04/02 製鉄所における省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の開発ならびに操

業技術の進歩発展

川崎製鉄㈱水島製鉄所動力部部長

吉川　欣彌 24 1982/04/02 異形形鋼のﾛｰﾙ孔型設計法の改善と建機部品熱処

理技術の確立

ﾄﾋﾟｰ工業㈱常務取締役

安藤　駿也 25 1983/04/02 線材ﾐﾙの設備，操業，管理方式の確立とその改

善，開発

㈱吾嬬製鋼所取締役技術部長

今井　一郎 25 1983/04/02 薄板圧延における技術開発の推進と新鋭設備の

建設・操業

新日本製鐵㈱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部製鉄ｴﾝ

ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ｲﾀﾙｼﾃﾞﾙ派遣班長

牛山　博美 25 1983/04/02 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱星崎工場工場長

大本　裕万 25 1983/04/02 高級特殊鋼帯鋼の製造技術の進歩・発展 日立金属㈱安来工場帯鋼工場長

小島　勢一 25 1983/04/02 条用連鋳機における高級鋼製造技術の進歩発展 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部生産技術部部

長

小林　啓二 25 1983/04/02 常温自硬性の技術確立と大型鋳鋼品製造技術の

進歩発展

㈱日本製鋼所室蘭製作所技術管理部鋳鋼

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

鈴木　利勝 25 1983/04/02 近代製鉄所における動力およびｴﾈﾙｷﾞｰ関連技術

の確立

ＮＫＫ設備部部長

竹内　久彌 25 1983/04/02 鋼板製造・設備技術の発展向上と技術開発 住友金属工業㈱取締役支配人

中里　嘉夫 25 1983/04/02 薄鋼板関連製品の開発と製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱千葉製鉄所冷間圧延部部長

中田　久也 25 1983/04/02 圧延ならびに保全技術の開発と進歩発展 ＮＫＫ福山製鉄所副所長

蜂谷　整生 25 1983/04/02 熱延鋼板製造技術の進歩と近代化 新日本製鐵㈱堺製鉄所副所長

馬場　善禄 25 1983/04/02 溶接鋼管製造技術の開発と近代化 住友金属工業㈱第一製品技術部部長

樋上　寛 25 1983/04/02 わが国製鉄業原燃料の資源調査並びにその関連

技術の向上発展

新日本製鐵㈱資源調査部部長

森脇　延年 25 1983/04/02 高級条鋼の製造および生産管理技術の向上 ㈱神戸製鋼所尼崎製鉄所所長

柳沢　忠昭 25 1983/04/02 鋼材の熱間圧延技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所企画部部長

飯島　健一 26 1984/04/01 鉄鋼業における環境保全技術の進歩発展 (社)日本鉄鋼連盟環境管理部部長

石川　泰 26 1984/04/01 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術本部製銑技術部部長

河内　昭太 26 1984/04/01 鉄鋼生産設備技術の発展と向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部神戸製鉄所副

所長兼設備部長

岸田　民也 26 1984/04/01 高級特殊鋼製造技術の進歩・発展 日立金属㈱安来工場副工場長兼製鋼部長

栗原　淳作 26 1984/04/01 高炉操業技術の発展向上 川崎製鉄㈱水島製鉄所製銑部部長

杉田　清 26 1984/04/01 鉄鋼用耐火物技術の進歩発展 新日本製鐵㈱設備技術本部熱技術部部長

高井　慶和 26 1984/04/01 特殊鋼圧延技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱技術部部長

長　昭二 26 1984/04/01 継目無管用鋼の製造技術の開発と合金鉄部門の

近代化

ＮＫＫ富山電気製鉄所所長

永田　泰郎 26 1984/04/01 特殊鋼製造技術及び棒鋼線材製品品質の向上 ㈱中山製鋼所常務取締役

中西　成美 26 1984/04/01 電気計装技術及び一貫製鉄所のｴﾈﾙｷﾞｰ管理技術

の進歩発展

新日本製鐵㈱技術本部ｴﾈﾙｷﾞｰ企画管理部

部長

梨和　甫 26 1984/04/01 製鋼技術の発展向上と技術開発 住友金属工業㈱和歌山製鉄所副所長

松原　博義 26 1984/04/01 厚鋼板・大径溶接鋼管の製造技術の確立と鉄鋼

新製品開発

ＮＫＫ取締役鉄鋼製品技術部長

安田　達 26 1984/04/01 厚鋼板製造技術の進歩向上 川崎製鉄㈱製鋼・鋼材技術部部長

矢部　茂慶 26 1984/04/01 製銑技術の発展向上 住友金属工業㈱銑鋼技術部部長

吉ヶ江　昇 26 1984/04/01 圧延技術，鍍金技術の進歩・発展ｽﾃﾝﾚｽ鋼冷延技

術の海外技術供与

日新製鋼㈱顧問

石田　二郎 27 1985/03/31 高級特殊鋼量産技術の進歩と発展 大同特殊鋼㈱星崎工場工場長



植田　嗣治 27 1985/03/31 製鋼技術の発展向上 住友金属工業㈱鹿島製鉄所副所長

河野　拓夫 27 1985/03/31 製鋼技術ならびに鋼管製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱本社鋼管事業部副事業部長

後藤　和司 27 1985/03/31 販売に直結した表面処理鋼板の製品開発 ＮＫＫ薄板技術部主任部員(部長格)

三枝　誠 27 1985/03/31 製鋼技術の開発と発展向上 川崎製鉄㈱千葉製鉄所企画部部長

阪本　英一 27 1985/03/31 転炉・連続鋳造技術の発展向上 ＮＫＫ鉄鋼技術企画部部長

戸田　龍 27 1985/03/31 鋼板圧延技術の発展向上 新日本製鐵㈱光製鉄所副所長

中倉　正雄 27 1985/03/31 鉄鋼業におけるﾌﾟﾛｾｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ技術の進歩発展 新日本製鐵㈱設備技術本部電気計装技術

部部長

野嵜　徳彦 27 1985/03/31 鋼板製造技術の発展向上と技術開発 住友金属工業㈱鹿島製鉄所副所長

畑田　鉄男 27 1985/03/31 ｱｰｸ炉による大型鍛造用塊製造技術の進歩発展 ㈱日本製鉄所室蘭製作所圧延部部長

服部　健 27 1985/03/31 鉄鋼業における近代工場管理の基盤確立 新日本製鐵㈱設備技術本部機械技術部部

長

原　隆啓 27 1985/03/31 特殊鋼継目無鋼管の製造技術の進歩発展 山陽特殊製鋼㈱取締役設備計画本部計画

部長

弘田　昇 27 1985/03/31 製銑・製鋼技術の向上 日新製鋼㈱設備計画部部長

藤井　靖治 27 1985/03/31 鉄鋼業における計算機制御技術並びに総合管理ｼ

ｽﾃﾑの開発

ＮＫＫ新材料開発ｾﾝﾀｰｾﾗﾐｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾏ

ﾈｰｼﾞｬｰ

柳沢　治明 27 1985/03/31 熱間圧延技術の進歩向上 川崎製鉄㈱鉄鋼技術本部薄板技術部部長

荒木　茂昭 28 1986/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製鋼技術に関する技術向上および海外技

術協力

日新製鋼㈱呉製鉄所生産管理部部長

緒方　公明 28 1986/04/02 一貫製鉄所の設備近代化および操業保全技術の

進歩

ＮＫＫ設備部部長

梶井　貞夫 28 1986/04/02 棒鋼，線材および縞鋼板圧延技術の発展向上 ㈱中山製鋼所取締役圧延部長

加藤　直 28 1986/04/02 一貫製鉄所における高級条鋼製品の開発と量産

技術の確立

住友金属工業㈱小倉製鉄所副所長

合田　照夫 28 1986/04/02 ｼｰﾑﾚｽ鋼管製造技術の発展向上 新日本製鐵㈱鋼管事業部副事業部長

鈴木　充 28 1986/04/02 高級特殊鋼製造技術の進歩発展 日立金属㈱安来工場技術部部長

高井　岩男 28 1986/04/02 継目無鋼管製造技術の開発と近代化 住友金属工業㈱鋼管製造所副所長

高石　昭吾 28 1986/04/02 製鋼・圧延技術の進歩向上と鋼材製品の開発 新日本製鐵㈱中央研究本部専門部長

田中　功 28 1986/04/02 製鋼技術の開発と発展向上 黒崎窯業㈱参与

田村　節夫 28 1986/04/02 製銑技術の発展と向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部原料･製銑担当

部長

藤堂　保和 28 1986/04/02 高級特殊鋼生産技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱渋川工場工場長

平井　信恒 28 1986/04/02 厚鋼板生産技術の開発と発展向上 川崎製鉄㈱理事LSI事業推進部長兼新素材

事業推進部長

望月　達也 28 1986/04/02 継目無管製造技術の向上および特殊管の開発 ＮＫＫ鉄鋼事業部技術ｻｰﾋﾞｽ部部長

山田　孝雄 28 1986/04/02 製銑技術の開発と発展向上 川崎製鉄㈱取締役

渡辺　泰男 28 1986/04/02 特殊鋼の製管技術，圧延技術ならびに製鋼技術

の進歩発展

山陽特殊製鋼㈱取締役第二製鋼部長

飯塚　元彦 29 1987/04/02 製銑技術の進歩発展，特に大型高炉の設備およ

び操業技術の向上

ＮＫＫ新材料事業部主任部員

大西　稔泰 29 1987/04/02 転炉による高級条鋼製造技術の確立 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部神戸製鉄所副

所長

釘宮　肇 29 1987/04/02 鋼板の新ﾌﾟﾛｾｽ開発及び高級鋼板の開発と量産体

制の確立

住友金属工業㈱取締役和歌山製鉄所副所

長

久保田　正郎 29 1987/04/02 冷延・表面処理技術の向上発展 日新製鋼㈱参与市川製造所長

斎藤　達 29 1987/04/02 一貫製鉄所におけるｼｽﾃﾑ技術の発展向上 川崎製鉄㈱水島製鉄所副所長兼企画部長

渋谷　庄平 29 1987/04/02 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱星崎工場工場長

田桐　浩一 29 1987/04/02 製鋼技術の開発と発展向上 新日本製鐵㈱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部技術協

力事業部副事業部長

立花　宏 29 1987/04/02 小径冷間継目無鋼管の操業技術の進歩・発展 住友金属工業㈱鋼管技術部部長



平岡　昇 29 1987/04/02 大型鋳鍛鋼品製造の技術供与における国際的活

動

㈱日本製鋼所室蘭製作所ﾌﾟﾗﾝﾄ協力部部長

平松　裕更 29 1987/04/02 缶用材料製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑㈱下松工場技術部部長

平山　満男 29 1987/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板・鋼帯の製造技術の開発と発展向上 日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱常務取締役技術部長

藤原　俊朗 29 1987/04/02 冷延・表面処理鋼板とその製造技術の開発，並

びに設備技術の開発

新日本製鐵㈱技術本部電磁鋼板技術部部

長

丸岡　芳樹 29 1987/04/02 特殊鋼素形材熱処理の進歩発達 中外炉工業㈱専務取締役

毛利　良一 29 1987/04/02 特殊鋼棒線製造設備並びに製造技術の開発と近

代化

新日本製鐵㈱技術本部条鋼技術部部長

山鹿　素雄 29 1987/04/02 製鋼技術の発展向上 ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

東　良学 30 1988/03/31 電縫鋼管の製造ﾌﾟﾛｾｽ及び高級電縫鋼管の開発と

量産技術の確立

住友金属工業㈱設備技術ｾﾝﾀｰ長

磯　平一郎 30 1988/03/31 製鋼技術の進歩発展並びに製鉄一貫操業技術の

向上

新日本製鐵㈱中央研究本部第三技術研究

所所長

伊藤　雅治 30 1988/03/31 製鋼技術の進歩発展ならびに鉄鋼業の近代化 米国ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾁｰﾙ社執行副社長

梅本　純生 30 1988/03/31 薄鋼板圧延技術の発展向上 川崎製鉄㈱理事･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部副事業

部長兼製鉄ﾌﾟﾗﾝﾄ技術部長

川田　敏郎 30 1988/03/31 小規模製銑設備の高稼動操業技術の確立 ㈱中山製鋼所取締役製銑部長

菅野　勛崇 30 1988/03/31 大型高品質鉄鋼素材の技術開発 ㈱日本製鋼所鉄鋼事業部技術部部長

君嶋　英彦 30 1988/03/31 薄鋼板製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱ 取締役千葉製鉄所副所長

斎藤　栄増 30 1988/03/31 高級特殊鋼生産技術の進歩発展 東北特殊鋼㈱取締役鋼材事業部長

三宮　章博 30 1988/03/31 綿材生産技術の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所取締役兼鉄鋼生産本部副本

部長

清水　三郎 30 1988/03/31 製銑・製鋼技術の向上発展 日新製鋼㈱技術部専門部長

高田　努 30 1988/03/31 鉄鋼業における設備技術の進歩発展 新日本製鐵㈱ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･情報通信事業本部

副本部長

谷井　充 30 1988/03/31 高級特殊鋼の製造技術の進歩発展 日立金属㈱安来工場副工場長

西崎　允 30 1988/03/31 一貫製鉄所における管理ｼｽﾃﾑ及び厚板製造技術

の進歩発展

㈱神戸製鋼所取締役兼鉄鋼生産本部副本

部長兼神戸製鉄所長

山本　倫久 30 1988/03/31 鉄鋼業におけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ技術ならびに総合

品質制御ｼｽﾃﾑの開発

ＮＫＫ技術開発本部ｼｽﾃﾑ技術研究所所長

和栗　眞次郎 30 1988/03/31 製銑技術の進歩発展，特に大型高炉の設備およ

び操業

新日本製鐵㈱大分製鉄所副所長

井上　睦夫 31 1989/04/04 ｽﾃﾝﾚｽ鋼特殊継目無鋼管の開発と量産技術の確立 住友金属工業㈱鋼管技術部部長

上田　仁 31 1989/04/04 高級鋼板の新製造ﾌﾟﾛｾｽ，新製品開発及び量産技

術の確立

住友金属工業㈱取締役支配人

郷農　雅之 31 1989/04/04 鉄鋼業における省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の推進並びに高級

特殊鋼製造技術の向上

新日本製鐵㈱室蘭製鉄所副所長

小林　清二 31 1989/04/04 厚鋼板の製造技術及び生産管理の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所鉄鋼生産本部厚板技術部部

長

中川　師夫 31 1989/04/04 冷間圧延用ﾛｰﾙの開発と信頼性の向上 ㈱日立製作所日立研究所主任研究員

永瀬　英典 31 1989/04/04 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の圧延技術の進歩発展 日本金属工業㈱相模原製造所副所長

西原　久尅 31 1989/04/04 遠心力鋳鋼管に関する溶接技術の進歩発展 久保田鉄工㈱素形材事業本部主席部員，

部長

長谷川　義彦 31 1989/04/04 特殊鋼製造における製鋼技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱取締役粉末事業部長

藤原　淳二 31 1989/04/04 薄板製造技術の向上と製品開発 ＮＫＫ商品技術ｾﾝﾀｰ薄板技術部部長

堀　珊吉 31 1989/04/04 製鋼技術の進歩発展ならびに国際協力 国際鉄鋼協会事務局次長

堀井　英範 31 1989/04/04 鋼管製造技術の開発並びに新材料分野に於ける

技術開発

ＮＫＫ新材料事業部金属材料部部長

山口　冨士夫 31 1989/04/04 冷延・表面処理鋼板の製造技術の進歩・発展 川崎製鉄㈱理事･薄板技術部長

山田　桂三 31 1989/04/04 鉱石からの一貫体制によるｽﾃﾝﾚｽ鋼の連鋳鋳片製

造法の確立

太平洋金属㈱八戸製造所第二製造部部長



山本　幸雄 31 1989/04/04 鋼管の製造技術および設備理技術の発展向上 川崎製鉄㈱理事･知多製造所副所長

山本　泰五 31 1989/04/04 製鋼技術の発展向上 ㈱中山製鋼所技術部部長

今井　卓雄 32 1990/04/03 製鋼技術の開発と発展向上 川崎製鉄㈱取締役鉄鋼企画本部副本部長

大庭　半次 32 1990/04/03 薄板熱延技術の進歩発展と製鋼熱延直結ﾌﾟﾛｾｽ技

術の確立

新日本製鐵㈱堺製鉄所副所長

笹生　宏明 32 1990/04/03 鉄鋼業におけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ技術ならびに総合

生産管理ｼｽﾃﾑの開発

ＮＫＫ富山製造所所長

末永　允 32 1990/04/03 鋳造ﾛｰﾙの製造技術の開発と進歩発展 日立金属㈱素材研究所所長

征矢　昇 32 1990/04/03 冷延・表面処理技術の向上発展 日新製鋼㈱堺製造所副所長

高石　一英 32 1990/04/03 高級継目無管の製造技術及び品質管理の進歩と

発展

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業本部長府北工場工

場長

楯岡　正毅 32 1990/04/03 製銑技術の進歩発展，特に大型高炉の建設と操

業

新日本製鐵㈱技術本部製銑技術部部長

野見山　寛 32 1990/04/03 製銑技術，特に高炉の改修技術，長寿命化技術

の発展向上

住友金属工業㈱銑鋼技術部部長

野田　忠吉 32 1990/04/03 交通産業機械品の製造技術開発と近代化及び新

製品の開発

住友金属工業㈱取締役製鋼所長

原　貞夫 32 1990/04/03 超大型鋳鍛鋼素材の製造技術及び品質管理の確

立

日本鋳鍛鋼会専務理事代行

原淵　孝司 32 1990/04/03 連続鋳造技術の発展と精錬設備技術の開発 新日本製鐵㈱設備技術本部副本部長

伴　誠二 32 1990/04/03 鉄鋼生産における薄鋼板生産技術の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業本部生産本部技師

長

松本　昭平 32 1990/04/03 冷延鋼板，溶融亜鉛めっき鋼板類の製造技術の

開発と発展向上

大同鋼板㈱常務取締役

森　甲一 32 1990/04/03 高品質特殊鋼の精錬・鋳造技術の進歩発展 愛知製鋼㈱取締役知多工場長

横井　信司 32 1990/04/03 電子計算機による特殊鋼生産技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱取締役技術部長

秋月　英美 33 1991/04/02 製銑技術の進歩発展 川崎製鉄㈱取締役

石川　慶悟 33 1991/04/02 特殊鋼，ｽﾃﾝﾚｽ形鋼の圧延技術の進歩発展と製品

開発

愛知製鋼㈱取締役刈谷工場長

上村　眞彦 33 1991/04/02 生産・物流管理ｼｽﾃﾑ及び厚板・条鋼生産技術の

進歩と発展

㈱神戸製鋼所取締役鉄鋼事業本部生産本

部副本部長

王寺　睦満 33 1991/04/02 製鋼技術の進歩発展，特に高級鋼・高純度鋼の

大量生産技術の確立

新日本製鐵㈱君津製鉄所副所長

小椋　徹也 33 1991/04/02 条鋼技術の近代化及び新製品の開発 新日本製鐵㈱条鋼技術部部長

小野　定雄 33 1991/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の熱間圧延技術の発展向上 日本冶金工業㈱常務取締役川崎製造所長

栗山　哲郎 33 1991/04/02 ｺｰｸｽ製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱取締役化学事業部副事業部長

斎藤　喜一 33 1991/04/02 ｽﾃﾝﾚｽ鋼，高合金及びﾁﾀﾝの溶接研究ならびに新

材料開発

日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱技師長

副島　利行 33 1991/04/02 鉄鋼生産における製鋼技術の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所取締役鉄鋼生産本部副本部

長

萩原　康彦 33 1991/04/02 高品質鋼板の開発と製造技術の確立 住友金属工業㈱取締役支配人

日西　弘明 33 1991/04/02 鋼材圧延技術の進歩と製品品質の向上 ㈱中山製鋼所取締役圧延部長

平野　治男 33 1991/04/02 特殊鋼量産製造技術の確立 大同特殊鋼㈱本社工場常務取締役

宮川　保重 33 1991/04/02 製銑・製鋼技術の向上発展 日新製鋼㈱呉製鉄所副所長

宮部　隆 33 1991/04/02 厚鋼板製造技術の進歩発展 ﾅｼｮﾅﾙｽﾁｰﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ副社長

森玉　直徳 33 1991/04/02 真空精錬技術の向上並びに連続鋳造技術の進歩

発展

新日本製鐵㈱光製鉄所副所長

大森　尚 34 1992/04/01 製鋼技術の進歩発展と生産方式の高度化 川崎製鉄㈱取締役水島製鉄所副所長

菊地　晋 34 1992/04/01 薄板生産体制の確立と新製品の商品化の推進 ㈱神戸製鋼所取締役鉄鋼事業本部販売本

部副本部長

小林　未子夫 34 1992/04/01 ｽﾃﾝﾚｽ鋼，高合金およびﾁﾀﾝの腐食防食研究なら

びに新材料開発

日本ｽﾃﾝﾚｽ㈱技術本部支配人



近藤　徹 34 1992/04/01 薄鋼板製造技術の進歩と発展 川崎製鉄㈱取締役鉄鋼企画本部副本部長

斎藤　実 34 1992/04/01 軸受鋼鋼線と工具鋼の生産技術の確立 日本高周波鋼業㈱専務取締役技術開発本

部長

櫻井　昭二 34 1992/04/01 電気炉によらない高・中・低炭素ﾌｪﾛﾏﾝｶﾞﾝ吹錬

技術の確立

水島合金鉄㈱監査役

澁谷　悌二 34 1992/04/01 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ取締役新材料事業部担当

末光　敬正 34 1992/04/01 鋼板表面処理技術の向上および新商品の開発 新日本製鐵㈱ｱｲ･ｴﾇ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ技術班長

角南　達也 34 1992/04/01 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の進歩発展，特に一貫製造技術

の確立

新日本製鐵㈱ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術部部長

塚田　尚史 34 1992/04/01 大型素形材製品の製造ならびに品質管理技術の

進歩発展

㈱日本製鋼所取締役室蘭製作所副所長

鍋丁　雍彦 34 1992/04/01 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板・表面処理鋼板の生産技術の向上発展

と海外技術協力

日新製鋼㈱取締役市川製造所長

野間　吉之介 34 1992/04/01 薄板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ薄板技術開発部部長

光武　紀芳 34 1992/04/01 鉄鋼生産における生産・物流ｼｽﾃﾑおよび条鋼生

産技術の進歩と発展

㈱神戸製鋼所取締役鉄鋼事業本部生産本

部副本部長

芳木　通泰 34 1992/04/01 製銑技術の発展向上 住友金属工業㈱銑鋼技術部部長

吉谷　正治 34 1992/04/01 製鉄所動力設備の高効率化と環境改善技術の進

歩発展

㈱中山製鋼所取締役環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ総括部長

大泉　治喜 35 1993/03/31 鉄鋼生産における品質保証体制の確立および素

材製造技術の改善

㈱神戸製鋼所生産本部技師長

奥村　信義 35 1993/03/31 厚板・熱延製品の製造技術，品質・工程管理技

術の向上および新商品の開発

新日本製鐵㈱大阪支店副支店長

彼島　秀雄 35 1993/03/31 製銑技術の向上 新日本製鐵㈱技術本部製銑技術部部長

工藤　和也 35 1993/03/31 製鋼設備ならびに精錬技術の進歩発展 新日本製鐵㈱光製鉄所副所長

黒田　浩一 35 1993/03/31 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ新規事業センターセンター長

小谷野　敬之 35 1993/03/31 製鋼技術の進歩発展 ＮＫＫ福山製鉄所取締役副所長

塩飽　潔 35 1993/03/31 高級特殊鋼条鋼材の製造と品質保証技術の進歩

と発展

日本高周波鋼業(株)市川工場工具事業部取

締役市川工場長

神馬　照正 35 1993/03/31 冷延・表面処理技術の進歩発展 ＮＫＫ表面処理技術開発部部長

杉原　弘祥 35 1993/03/31 製鋼分野における新技術の開発と高能率操業の

確立

㈱中山製鋼所技術総括部取締役部長

鈴木　三千彦 35 1993/03/31 高合金特殊鋼材料の開発とその応用技術への貢

献

愛知製鋼㈱取締役

高橋　市朗 35 1993/03/31 ｽﾃﾝﾚｽ鋼および高合金の製造技術の開発・発展 住友金属工業㈱ステンレス生産本部直江

津製造所取締役所長

高橋　國展 35 1993/03/31 高合金鋼継目無鋼管の製造管理技術の確立 山陽特殊製鋼㈱技術本部取締役副本部長

塚本　行 35 1993/03/31 自動車用高機能鋼材の商品化と市場開拓 新日本製鐵㈱名古屋支店副支店長

中井　俊次 35 1993/03/31 鋼管製造技術の進歩発展 ＮＫＫ鋼管技術開発部部長

中村　豊之 35 1993/03/31 薄板製造技術の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所生産本部薄板技術部部長

早瀬　鑛一 35 1993/03/31 製銑技術および製鉄所ｴﾈﾙｷﾞｰ有効活用技術の進

歩・発展

川崎製鉄㈱鉄鋼技術本部銑鋼技術部部長

姫田　昌孝 35 1993/03/31 製銑技術の開発と発展向上 新日本製鐵㈱広畑製鉄所副所長

藤田　通孝 35 1993/03/31 条鋼分野における高機能製品と二・三次加工設

備の開発・実用化

住友金属工業㈱小倉製鉄所上席専門部長

三宅　祐史 35 1993/03/31 薄鋼板製造技術および設備管理技術の進歩発展 川崎製鉄㈱設備計画部部長

宮島　正和 35 1993/03/31 製銑・製鋼技術の向上発展 日新製鋼㈱技術部長

三芳　純 35 1993/03/31 鋼板製造技術の発展向上 川崎製鉄㈱鉄鋼技術本部取締役副本部長

矢島　忠正 35 1993/03/31 わが国鉄鋼業,特に特殊鋼製鋼技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱技術部取締役部長

早稲田　孝 35 1993/03/31 圧延技術,特に高級特殊鋼棒線圧延技術の進歩発

展と新製品の開発

新日本製鐵㈱室蘭製鉄所副所長

岩崎　利雄 36 1994/03/30 薄板の新製品開発と製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所管理部 理事・部長



宇田　勇之助 36 1994/03/30 ｽﾃﾝﾚｽ鋼冷延設備の合理化 日本冶金工業㈱常務取締役建設本部長

大城　毅彦 36 1994/03/30 特殊鋼条鋼材の品質保証ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑの構築と新規

事業化の推進

日本高周波鋼業㈱富山製造所常務取締役

所長

角田　孝三 36 1994/03/30 自動車用鋼材の製造技術開発及び商品企画 新日本製鐵㈱知的財産部部長

熊野　征晴 36 1994/03/30 鉄鋼製品における生産技術の進歩と発展 ㈱神戸製鋼所機械ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部高

砂製作所生産本部高砂鋳鍛鋼工場所長兼

工場長

佐藤　信吾 36 1994/03/30 鉄鋼技術ならびに高級特殊鋼製鋼技術の開発と

進歩発展

新日本製鐵㈱技術本部製鋼技術部部長

竹内　紀政 36 1994/03/30 製銑技術、生産技術の向上発展 日新製鋼㈱堺製造所副所長

谷沢　清人 36 1994/03/30 製鋼技術の開発と向上 新日本製鐵㈱八幡製鉄所副所長

長阪　哲男 36 1994/03/30 製鋼技術及び鋼管製造技術の発展向上 新日本製鐵㈱技術本部鋼管技術部部長

中島　龍一 36 1994/03/30 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

中西　輝行 36 1994/03/30 条鋼製品製造技術の進歩発展と鉄鋼製品生産管

理方式の高度化

川崎製鉄㈱鉄鋼企画本部鉄鋼企画部取締

役部長

西川　幸一良 36 1994/03/30 継目無鋼管製造技術の進歩発展と新製品の開発

実用化

住友金属工業㈱鋼管技術部部長

西出　輝幸 36 1994/03/30 薄鋼板製造技術の進歩と発展 川崎製鉄㈱鉄鋼技術本部水島製鉄所取締

役副本部長兼副所長

野口　義哉 36 1994/03/30 高級条鋼製品の製造技術開発と新製品開発 新日本製鐵㈱釜石製鉄所副所長

野原　努 36 1994/03/30 特殊合金製造技術の進歩、発展 日立金属㈱安来工場技術部理事副工場長

兼技術部長

半明　正之 36 1994/03/30 製鋼技術の進歩発展 ＮＫＫ取締役

桝井　明 36 1994/03/30 銑鋼技術の進歩発展と海外技術協力 ＮＫＫ総合材料技術研究所取締役所長

御園生　一長 36 1994/03/30 薄鋼板製造技術の開発と発展 東洋鋼鈑㈱下松工場常務取締役下松工場

次長

村田　哲也 36 1994/03/30 鉄鋼生産における設備技術の発展向上 ㈱神戸製鋼所取締役生産本部副本部長

森井　廉 36 1994/03/30 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱知多工場取締役知多工場長

山本　俊郎 36 1994/03/30 自動車用特殊鋼材料の研究開発 愛知製鋼㈱研究開発部常務取締役

横山　晃一 36 1994/03/30 小型製銑設備の高生産性技術の進歩発展 ㈱中山製鋼所技術部部長

吉田　圭治 36 1994/03/30 わが国の製鋼技術の発展向上 住友金属工業㈱製鋼技術部取締役製鋼技

術部長

井上　直温 37 1995/04/03 冷間圧延技術の開発と冷延・表面処理鋼板製造

技術の向上発展

新日本製鐵㈱君津製鉄所副所長

江見　敏夫 37 1995/04/03 自動車用特殊鋼の品質向上と品質保証体制の確

立

愛知製鋼㈱取締役

大西　正之 37 1995/04/03 転炉精錬技術・連続鋳造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱鉄鋼開発・生産本部水島製鉄

所企画部理事・部長

鍬本　紘 37 1995/04/03 薄板製造技術とくに冷間圧延技術の進歩発展 ＮＫＫ福山製鉄所副所長

坂井　勝義 37 1995/04/03 鉄鋼生産における設備管理技術・設備技術の進

歩発展

新日本製鐵㈱名古屋製鉄所副所長

佐々木　盛治 37 1995/04/03 製銑技術の進歩発展ならびにｴﾈﾙｷﾞ施策への取り

組み

ﾆｯﾃﾂ大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱代表取締役社長

塩谷　樫夫 37 1995/04/03 製鋼技術、表面処理鋼板製造技術の向上と発展 日新製鋼㈱堺製造所取締役所長

清水　文夫 37 1995/04/03 ｽﾃﾝﾚｽ形鋼の新製造技術開発と特殊合金・機能製

品の新製造法による商品化

日本ｽﾃﾝﾚｽ工材㈱取締役支配人

末瀧　哲郎 37 1995/04/03 製銑技術ならびに製銑設備の進歩と発展 新日本製鐵㈱環境管理部専門部長

副田　直彦 37 1995/04/03 薄鋼板製造技術の発展向上 川崎製鉄㈱鉄鋼技術本部薄板技術部部

長・理事

宅見　正雄 37 1995/04/03 厚鋼板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ取締役鉄鋼事業部鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ需

要部門担当



田中　英輔 37 1995/04/03 ｼｽﾃﾑ、制御技術の進歩発展と圧延操業の近代化 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業本部生産本部加古

川製鉄所副所長

田村　榮 37 1995/04/03 製銑分野の総合管理と自動化技術の発展 川崎製鉄㈱化学事業部理事・副事業部長

内藤　行雄 37 1995/04/03 特殊鋼圧延技術の進歩発展 山陽特殊製鋼㈱取締役生産管理部長

長井　俊彦 37 1995/04/03 高品質薄板鋼板の開発と製造技術の確立 住友金属工業㈱薄板技術部支配人兼薄板

技術部長

中島　啓之 37 1995/04/03 新精錬技術ならびに新連鋳技術の開発と進歩発

展

新日本製鐵㈱光製鉄所副所長

丹羽　康夫 37 1995/04/03 製銑技術とくに大型高炉操業技術の進歩発展 ＮＫＫ富山製造所所長

橋本　幸雄 37 1995/04/03 薄板製造技術とくに深絞り用鋼板製造技術の進

歩発展

ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ主席

花田　裕司 37 1995/04/03 ｱｰｸ炉製鋼技術、特に普通鋼の操業技術および新

技術の開発

ﾄﾋﾟｰ工業㈱豊橋製造所副所長

東山　馨 37 1995/04/03 特殊鋼条鋼製品製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱鋼材生産技術部部長

藤﨑　正俊 37 1995/04/03 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の進歩発展 日本金属工業㈱衣浦製造所取締役生産本

部衣浦製造所長

三科　陽弘 37 1995/04/03 鉄鋼業における生産設備技術の発展向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業本部生産本部長府

北工場工場長

水谷　誠 37 1995/04/03 条鋼用特殊鋼製造における製鋼技術の確立 住友金属工業㈱和歌山製鉄所取締役和歌

山製鉄所副所長

村山　直美 37 1995/04/03 鉄鋼生産部門、特に厚鋼板の製造技術、品質・

生産管理技術の向上及び新商品の開発

新日本製鐵㈱大阪支店副支店長

森　俊一郎 37 1995/04/03 軸受鋼線の高品質、高能率大量生産ｼｽﾃﾑの構築 日本高周波鋼業㈱高周波再構築推進室新

規事業チーム担当部長

荒牧　透 38 1996/03/26 鉄鋼技術政策の企画・推進 新日本製鐵㈱技術開発本部技術開発企画

部担当部長

市瀬　圭次 38 1996/03/26 一貫製鐵所における総合情報処理ｼｽﾃﾑおよび鉄

鋼生産技術の進歩発展

新日本製鐵㈱棒線事業部室蘭製鉄所厚板

営業部担当部長

岩崎　宣博 38 1996/03/26 厚鋼板商品技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術センター主席

鵜飼　敦 38 1996/03/26 特殊鋼製造技術の開発 大同特殊鋼㈱技術企画部主席部員知的財

産室長

奥島　敢 38 1996/03/26 線材棒鋼製造技術の発展向上と国際化への貢献 ㈱神戸製鋼所"人事労政部付（USS/KOBE

SUTEEL,CO.)"EXECUTIVE VICE

PRESIDENT

奥村　治彦 38 1996/03/26 製鋼技術の進歩発展 新日本製鐵㈱建材事業部堺製鉄所知的財

産部部長

小高根　正昭 38 1996/03/26 新工具鋼・新製品の開発と製造技術の確立 日本高周波鋼業㈱技術開発本部技術開発

部部長

久保　進 38 1996/03/26 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術総括部担当部長

久保田　鐵也 38 1996/03/26 ｽﾃﾝﾚｽ鋼の製造・設備技術の向上発展 日本冶金工業㈱技術部取締役技術部長

久米　正一 38 1996/03/26 製銑技術とくに装入物の高炉内挙動の解明とそ

れによる高炉操業技術の発展

㈱中山製鋼所取締役

桑野　恵二 38 1996/03/26 製銑技術の発展と向上 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業本部加古川製鉄所

副所長

小坂　鎮雄 38 1996/03/26 特殊鋼生産技術の進歩発展 愛知製鋼㈱取締役安全衛生環境部長

齊藤　森生 38 1996/03/26 鉄鋼のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙ技術ならびに総合生産管

理ｼｽﾃﾑの開発

ＮＫＫ電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ本部取締役副本部長

佐藤　憲一 38 1996/03/26 製銑技術の発展向上 住友金属工業㈱銑鋼技術部長

佐藤　廣武 38 1996/03/26 薄鋼板生産技術の発展向上 川崎製鉄㈱鉄鋼企画・営業本部取締役副

本部長

島崎　正英 38 1996/03/26 圧力容器鋼板およびｸﾗｯﾄﾞ鋼板の製造並びに溶接

技術の確立とその進歩発展

㈱日本製鋼所経営企画部理事，経営企画

室副室長



杉本　巖城 38 1996/03/26 鋼管製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱鉄鋼開発・生産本部知多製造

所理事・副所長

田辺　博一 38 1996/03/26 薄鋼板製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑㈱常務取締役技術部長兼機能材

料部長

平岡　照祥 38 1996/03/26 製鋼技術の開発と向上 新日本製鐵㈱広畑製鉄所副所長

星　記男 38 1996/03/26 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱取締役生産技術部長

本城　厚 38 1996/03/26 高品質・高生産性薄鋼板製造技術の確立 住友金属工業㈱和歌山製鉄所副所長

矢沢　恒治 38 1996/03/26 溶接鋼管製造技術の進歩発展 ＮＫＫ京浜製鉄所管理部副所長

山口　進 38 1996/03/26 精錬・連鋳技術の進歩発展 住友金属工業㈱銑鋼技術部専任部長

山本　武美 38 1996/03/26 製鋼精錬・鋳造技術の進歩と発展 川崎製鉄㈱鉄鋼開発・生産本部水島製鉄

所企画部理事・部長

吉武　弘樹 38 1996/03/26 形鋼技術の開発と向上 新日本製鐵㈱堺製鉄所副所長

海老原　達郎 39 1997/03/27 棒線技術の開発と向上 新日本製鐵㈱室蘭製鉄所副所長

大西　建男 39 1997/03/27 薄鋼板製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所管理部理事・部長

小倉　英彦 39 1997/03/27 製鋼技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ鉄鋼技術総括部部長

佐々木　健 39 1997/03/27 特殊鋼圧延技術の開発 大同特殊鋼㈱鋼材生産技術部主席部員

澤田　靖士 39 1997/03/27 薄板製品一貫製造技術の開発と向上 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所副所長

杉澤　精一 39 1997/03/27 一貫製鉄所における製品の開発・実用化と品質

管理

住友金属工業㈱総合技術研究所副所長

生天目　優 39 1997/03/27 表面処理鋼板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ本社付出向鉄鋼技術センター海外

薄板ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 藤本様気付経営スタッフ

野瀬　正照 39 1997/03/27 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱本社技術総括部担当部長

林田　晋 39 1997/03/27 特殊鋼の製鋼及び鋼管製造技術の進歩発展 山陽特殊製鋼㈱鋼管製造部取締役部長

樋口　敏之 39 1997/03/27 製鉄所の操業安定化と生産性向上 大阪製鐵㈱常務取締役

平井　洋治 39 1997/03/27 線材条鋼製造技術の発展と向上 神鋼鋼線工業㈱PC事業部取締役部副事業

部長兼加工製品事業部副事業部長

平尾　隆 39 1997/03/27 冷延・ﾒｯｷ技術の開発と向上 新日本製鐵㈱八幡製鉄所副所長

古谷　秀樹 39 1997/03/27 めっき・熱延鋼板製造技術の向上発展ならびに

自動車部材用鋼板の開発

日新製鋼㈱商品技術部参与･部長

森　明義 39 1997/03/27 製鋼技術の発展向上 住友金属工業㈱専任部長

山田　博右 39 1997/03/27 普通鋼からｽﾃﾝﾚｽまで広範囲に亘る精錬技術の進

歩発展

川崎製鉄㈱技術総括部理事･部長

朝生　一夫 40 1998/04/01 条鋼及び継目無鋼管の製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所理事･企画部長

奥村　和男 40 1998/04/01 高炉操業技術の進歩発展 川崎製鉄㈱化学事業部理事･樹脂部長

熊谷　憲一 40 1998/04/01 自動車用特殊鋼の開発と品質保証ｼｽﾃﾑの確立 愛知製鋼㈱部品開発部取締役

白川　欽彦 40 1998/04/01 溶接鋼管製造技術の進歩発展と新製品の開発実

用化

住友金属工業㈱東京事業所鉄管事業部鋼

管技術部長

炭竃　隆志 40 1998/04/01 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ製銑技術開発部部長

俵　正憲 40 1998/04/01 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱周南製鋼所副所長

鶴　茂則 40 1998/04/01 厚板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱厚板営業部担当部長

那波　泰行 40 1998/04/01 厚板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼事業部鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ鉄鋼技術

総括部長

西川　潔 40 1998/04/01 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所設備技術開発ｾ

ﾝﾀｰ副所長

野呂　克彦 40 1998/04/01 製鋼技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術総括部製鋼技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ（部長）

馬場　恒二 40 1998/04/01 製鋼技術の発展と向上 ㈱中山製鋼所取締役製銑製鋼資源リサイ

クル管掌

水口　征之 40 1998/04/01 製銑技術の革新と発展向上 ㈱神戸製鋼所神戸製鉄所取締役所長

水野　正志 40 1998/04/01 特殊鋼圧延の品質保証、計測技術の開発 大同特殊鋼㈱技術開発研究所所長

望月　顕 40 1998/04/01 製銑技術の発展向上 住友金属工業㈱技監

山本　利樹 40 1998/04/01 大型一貫製鐵所における製鋼技術の進歩発展 新日本製鐵㈱大分製鐵所副所長



井上　正敏 41 1999/03/29 厚板及び熱延薄板の製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱千葉製鉄所理事･熱間圧延部長

大西　功一 41 1999/03/29 薄鋼板製造技術の開発と発展向上 ㈱神戸製鋼所加古川製鉄所計画管理部部

長

加藤　勝弘 41 1999/03/29 薄板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱大阪支店副支店長

岸本　純幸 41 1999/03/29 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ福山製鉄所鉄鋼事業部福山製鉄所

副所長

久村　修三 41 1999/03/29 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱知多工場技術部長

小畠　達雄 41 1999/03/29 連続鋳造設備技術の開発普及ならびに製鉄所の

近代的設備管理導入

ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ設備技術部常務副所

長

俵　穰 41 1999/03/29 ｽﾃﾝﾚｽ継目無鋼管製造技術の進歩発展と新製品の

実用化

住友金属工業㈱関西製造所副所長

寺田　雄一 41 1999/03/29 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術総括部部長製銑技術ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

永幡　勉 41 1999/03/29 製鋼技術の発展向上 住友金属工業㈱和歌山製鉄所取締役副所

長

福嶋　信一郎 41 1999/03/29 動力･ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ部主席(部

長)

細田　秀人 41 1999/03/29 新精錬技術および新連鋳技術の開発と進歩発展 新日本製鐵㈱ｽﾃﾝﾚｽ事業部光製鉄所副所長

増田　孜 41 1999/03/29 電気炉-LF-RH-CCﾌﾟﾛｾｽによる特殊鋼の生産性向

上と品質改善

山陽特殊製鋼㈱技術企画部取締役部長

森下　紀夫 41 1999/03/29 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱設備技術ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ部（製銑）（製銑担当）部長

横川　昭夫 41 1999/03/29 鉄鋼設備技術の進歩発展 川崎製鉄㈱千葉製鉄所理事･設備技術部長

漁　充夫 41 1999/03/29 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱呉製鉄所副所長

内田　繁孝 42 2000/03/29 製鋼製造技術の進歩発展 ＮＫＫ京浜製鉄所取締役所長

河原　純 42 2000/03/29 特殊鋼棒線一貫製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱棒線営業部部長

嶋　宏 42 2000/03/29 製鋼技術の進歩発展 新日本製鐵㈱大分製鉄所取締役所長

清野　芳一 42 2000/03/29 冷延薄鋼板製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱薄板ｾｸﾀｰ室理事･室長

竹内　泉 42 2000/03/29 UOE高級鋼管製造技術の進歩発展と新製品の開

発実用化

住友金属工業㈱鋼管技術部専任部長

戸崎　泰之 42 2000/03/29 製鋼の新ﾌﾟﾛｾｽ開発及び高級鋼製造技術の確立 住友金属工業㈱常務執行役員兼総合技術

研究所長

長谷川　輝之 42 2000/03/29 製鋼技術の進歩発展 ＮＫＫ京浜製鉄所副所長

平瀬　幸一 42 2000/03/29 鉄鋼製品生産管理技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所理事･管理部長

福武　諄 42 2000/03/29 薄板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ取締役 鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ担当

藤井　博務 42 2000/03/29 薄板製造技術の進歩・発展 新日本製鐵㈱広畑製鉄所副所長

松尾　勝良 42 2000/03/29 鉄鋼生産における製鋼技術の発展 ㈱神戸製鋼所高砂製作所所長

三輪　守 42 2000/03/29 特殊鋼製鋼技術の進歩発展 (財)金属系材料研究開発ｾﾝﾀｰ主任研究員

矢田　誠 42 2000/03/29 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱生産技術部部長

薮田　俊樹 42 2000/03/29 薄板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術協力事業部技術協力管

理部長

山内　豊 42 2000/03/29 国内外の製銑技術の進歩発展 川崎製鉄㈱水島製鉄所理事･企画部長

池田　辰雄 43 2001/03/28 線材条鋼製造技術の発展向上 ㈱神戸製鋼所執行役員 鉄鋼部門生産本部

神戸製鉄所長

古角　文雄 43 2001/03/28 冷延薄板鋼板製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱千葉製鉄所理事商品技術部長

佐藤　光信 43 2001/03/28 精錬・CC技術の発展向上 住友金属工業㈱環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ技術部部

長

品川　裕明 43 2001/03/28 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱呉製鉄所副所長

下田　達也 43 2001/03/28 厚板商品技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ主幹

関　和己 43 2001/03/28 精錬及び連鋳技術の開発と実用化 新日本製鐵㈱設備技術開発ｾﾝﾀ-ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ部部長



高見　恭和 43 2001/03/28 高清浄度鋼の量産技術の確立 山陽特殊製鋼㈱取締役東京営業部部長

西澤　庄蔵 43 2001/03/28 製銑技術の進歩・発展 住友金属工業㈱常務執行役員

馬田　一 43 2001/03/28 製鋼技術の進歩発展 川崎製鉄㈱東京本社取締役経営企画部長

早川　静則 43 2001/03/28 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱本社環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部部長

樋口　宗之 43 2001/03/28 製銑技術の進歩発展 新日本製鐵㈱技術開発本部設備技術開発ｾ

ﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部部長

牧　章 43 2001/03/28 製銑技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼技術ｾﾝﾀｰ製銑技術開発部部長

増田　富良 43 2001/03/28 省ｴﾈ・環境および製鋼技術の進歩・発展 新日本製鐵㈱技術開発本部技術開発企画

部長

森田　俊一 43 2001/03/28 表面処理鋼板製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑㈱常務取締役

矢崎　尚 43 2001/03/28 製鉄設備技術の開発と進歩発展 新日本製鐵㈱棒線事業部室蘭製鉄所副所

長

今村　晴幸 44 2002/03/28 条鋼製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱理事、形鋼ｾｸﾀｰ室長兼棒線ｾｸ

ﾀｰ室長

上野　隆 44 2002/03/28 圧延技術、特に高級棒線製造技術の進歩 新日本製鐵㈱棒線営業部部長

木村　秀明 44 2002/03/28 高級鋼製鋼技術の開発と実用化 新日本製鐵㈱技術総括部製鋼技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ（部長）

実川　正治 44 2002/03/28 薄板製造技術の進歩発展 ＮＫＫ鉄鋼事業部薄板セクター部部長

染谷　良 44 2002/03/28 厚板商品技術の進歩発展 住友金属工業㈱厚板･建材事業部

厚板技術部部長

武　英雄 44 2002/03/28 製鋼技術の進歩発展 川崎製鉄㈱取締役千葉製鉄所副所長

武田　安夫 44 2002/03/28 製鉄設備技術の開発と進歩発展 新日本製鐵㈱名古屋製鉄所副所長

田中　毅 44 2002/03/28 薄鋼板製造技術の発展向上 ㈱神戸製鋼所執行役員･鉄鋼部門商品技術

部門担当

田中　久 44 2002/03/28 製鋼製造ﾌﾟﾛｾｽの進歩発展 National Steel Co.会長兼CEO

田中　雅章 44 2002/03/28 製鋼技術の進歩･発展 住友金属工業㈱鉄鋼事業本部技術部長

中島　廣久 44 2002/03/28 製鋼技術の進歩発展 ＮＫＫ常務福山製鉄所副所長

並木　邦夫 44 2002/03/28 高性能特殊鋼の開発普及 大同特殊鋼㈱技術ｻｰﾋﾞｽ部主席部員

浜本　康男 44 2002/03/28 薄板製造技術の進歩発展 新日本製鐵㈱君津製鉄所副所長

松永　成章 44 2002/03/28 薄板生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱取締役堺製造所長

松本　敏行 44 2002/03/28 製銑技術とﾀﾞｽﾄ再資源化技術の進歩発展 Philippine Sinter CorporationPresident

池邊　優 45 2003/03/27 薄板･メッキ鋼板製造技術と製品開発 新日本製鐵㈱広畑製鉄所錫ﾒｯｷ工場長

稲垣　佳夫 45 2003/03/27 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼㈱知多工場技術部長

緒方　勲 45 2003/03/27 ｺｰｸｽ･製銑技術の開発 新日本製鐵㈱技術総括部製銑技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ

狩野　久宣 45 2003/03/27 製鉄所における計測･制御技術の進歩発展 ＮＫＫ福山製鉄所企画部長

菊川　裕幸 45 2003/03/27 厚板･条鋼･熱間圧延に関わる生産技術･ﾌﾟﾛｾｽの

進歩発展

川崎製鉄㈱営業総括部担当役員付主査

児玉　和哉 45 2003/03/27 高品質特殊鋼の製鋼及び鋼管製造技術の進歩発

展

山陽特殊製鋼㈱取締役生産管理部長

白石　昌司 45 2003/03/27 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱ｽﾃﾝﾚｽ･特殊鋼ｾｸﾀｰ室室長

田上　俊久 45 2003/03/27 鋼管製造技術の進歩発展 川崎製鉄㈱知多製造所副所長･鋼管ｾｸﾀｰ室

長

中村　秀樹 45 2003/03/27 表面処理鋼板製造技術の発展 ㈱神戸製鋼所執行役員･鉄鋼部門商品技術

部門担当

成吉　幸雄 45 2003/03/27 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼㈱ｽﾃﾝﾚｽ事業本部周南製鋼所参与

所長

波江野　勉 45 2003/03/27 鉄鋼製造の要素技術の開発 新日本製鐵㈱環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗ

ﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

平田　武行 45 2003/03/27 製鋼技術の進歩･発展 住友金属工業㈱知的財産部参与

山縣　千里 45 2003/03/27 製銑技術の進歩･発展 住友金属工業㈱技術総括部 製銑技術室室

長



義村　博 45 2003/03/27 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造技術の進歩発展 日本金属工業㈱衣浦製造所取締役衣浦製

造所長

渡辺　豊文 45 2003/03/27 缶用表面処理鋼板の開発及び進歩発展 ＮＫＫ薄板ｾｸﾀｰ部主幹

礒上　勝行 46 2004/03/30 精錬技術、連続鋳造技術の発展 新日本製鐵(株)技術開発本部環境ﾌﾟﾛｾｽ研

究開発ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部部長

片山　喜一 46 2004/03/30 ラインパイプの鋼管技術の発展 新日本製鐵(株)鋼管事業部東京製造所所長

木村　和成 46 2004/03/30 製鋼技術の進歩発展 住友金属工業(株)鹿島製鉄所副所長

小手川　純一 46 2004/03/30 表面処理鋼板製造技術の向上と発展 日新製鋼(株)堺製造所生産管理部部長

汐田　晴是 46 2004/03/30 製銑技術、環境対策技術の発展 新日本製鐵(株)技術開発本部環境･ﾌﾟﾛｾｽ研

究開発ｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｾｽ研究開発部長

関田　貴司 46 2004/03/30 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事･薄板ｾｸﾀｰ部長

田口　輝彦 46 2004/03/30 薄鋼板製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑(株)取締役下松工場次長

中村　明海 46 2004/03/30 室蘭製鉄所での生産システムの発展 新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭製鉄所圧延

工場長(部長)

野村　寛 46 2004/03/30 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務　西日本製鉄所

副所長

畑　浩巳 46 2004/03/30 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)技術企画部長

浜中　孝道 46 2004/03/30 厚板製造におけるＴＭＣＰ技術の進歩 (株)神戸製鋼所理事 鉄鋼部門厚板商品技

術部部長

松永　伸一 46 2004/03/30 高炉設備、操業技術の発展 新日本製鐵(株)君津製鉄所製銑部製銑部長

森野　久和 46 2004/03/30 表面処理鋼板技術の進歩・発展 住友金属工業(株)中国支社副支社長

山田　茂樹 46 2004/03/30 電磁鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)電磁鋼板ｾｸﾀｰ部長

山脇　満 46 2004/03/30 厚板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務　東日本製鉄所

副所長

秋岡　眞人 47 2005/03/29 薄鋼板製造技術および商品開発 新日本製鐵(株)技術開発本部環境･ﾌﾟﾛｾｽ研

究開発ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部部長

加藤　芳充 47 2005/03/29 特殊鋼の条鋼製造技術の進歩・発展 (株)住友金属小倉取締役

小林　周司 47 2005/03/29 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員東日本製

鉄所副所長

小南　孝教 47 2005/03/29 条用特殊鋼の製鋼技術の発展 (株)神戸製鋼所執行役員鉄鋼部門神戸製鉄

所長

鷹羽　茂文 47 2005/03/29 特殊鋼製造技術の進歩発展 愛知製鋼(株)取締役生産技術部長

田中　和成 47 2005/03/29 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)呉製鉄所製鋼部長

津田　孝良 47 2005/03/29 特殊鋼圧延製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)取締役帯鋼事業部長

仲田　卓史 47 2005/03/29 製鉄所における設備管理技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員西日本製

鉄所副所長

中野　直和 47 2005/03/29 厚板技術の進歩・発展 住友金属工業(株)技術総括部長

西岡　潔 47 2005/03/29 厚鋼板の製造技術および商品開発 新日本製鐵(株)厚板営業部部長

濱上　和久 47 2005/03/29 製鋼及び薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員東日本製

鉄所副所長

藤井　正 47 2005/03/29 表面処理鋼板製造設備技術の進歩発展 東洋鋼鈑(株)取締役下松工場次長

松本　望 47 2005/03/29 製鋼技術開発と鉄リサイクル促進 新日本製鐵(株)広畑製鉄所製鋼工場工場長

(部長)

安岡　秀憲 47 2005/03/29 継目無鋼管製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員技術企画

部長

吉田　勝成 47 2005/03/29 熱延および一貫製造技術の発展 新日本製鐵(株)君津製鉄所副所長

浅野　弘明 48 2006/03/21 特殊鋼圧延技術の進歩発展 愛知製鋼(株)取締役、経営企画部長

小俣　一夫 48 2006/03/21 厚板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所副所長

佐々木　望 48 2006/03/21 製銑技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)名古屋製鉄所製銑工場長

(部長)



笹田　幹雄 48 2006/03/21 形鋼製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 知多製

造所所長

四本松　雅彦 48 2006/03/21 冷延メッキ製品及び製造技術開発 新日本製鐵(株)広畑製鉄所生産技術部部長

白神　哲夫 48 2006/03/21 高強度構造用棒線の高性能化技術の進歩発展 ＪＦＥ条鋼(株)仙台製造所研究開発部部長

立道　英夫 48 2006/03/21 製鉄プロセスにおける熱エネルギー利用技術の

発展

(株)神戸製鋼所鉄鋼部門加古川製鉄所副所

長

殿村　重彰 48 2006/03/21 精錬・製鉄プロセスの進歩・発展 新日本製鐵(株)技術開発本部 環境･ﾌﾟﾛｾｽ

研究開発ｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発部長

中川　耕作 48 2006/03/21 ステンレス鋼薄鋼帯製造技術の進歩発展 日本金属工業(株)相模原事業所取締役技術

開発部長兼事業所長

中西　敏修 48 2006/03/21 電磁鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)本社常務執行役員 経

営企画部長

野木　清孝 48 2006/03/21 高速鉄道用車輪・車軸の技術開発 住友金属工業(株)交通産機品ｶﾝﾊﾟﾆｰ　製鋼

所所長

菱沼　至 48 2006/03/21 熱間圧延製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 西日本

製鉄所副所長

深谷　研悟 48 2006/03/21 圧延・鍛造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)取締役素形材事業部長

三木　伸一 48 2006/03/21 薄板生産技術の進歩発展 住友金属工業(株)鋼板･建材ｶﾝﾊﾟﾆｰ　鹿島

製鉄所常務執行役員鹿島製鉄所長

三武　裕幸 48 2006/03/21 製鉄機械保全技術に関する貢献 新日本製鐵(株)技術開発本部環境･ﾌﾟﾛｾｽ研

究開発ｾﾝﾀｰ機械技術部長

石野　義弘 49 2007/03/27 ステンレス鋼製造技術の進歩発展 日本金属工業(株)取締役衣浦製造所所長

市川　馨 49 2007/03/27 製鋼技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)技術総括部製鋼技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ(部長)

小倉　康嗣 49 2007/03/27 製鋼製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所理事 工

程部長

木村　雅保 49 2007/03/27 高品質化、コスト低減のための製鋼技術の発展 (株)神戸製鋼所執行役員

佐藤　育男 49 2007/03/27 原子力発電用圧力容器部材の品質向上と一体鍛

鋼化技術の進歩発展

(株)日本製鋼所取締役室蘭製作所長

中川　恒 49 2007/03/27 継目無鋼管製造技術の進歩発展 住友金属工業(株)和歌山製鉄所副所長

中坪　修一 49 2007/03/27 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)取締役 知多工場長

西野　隆夫 49 2007/03/27 薄板製造技術の進歩発展 住友金属工業(株)常務執行役員

平田　善久 49 2007/03/27 鉄鋼設備技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所理事 福

山設備部長

廣畑　和宏 49 2007/03/27 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事 薄板ｾｸﾀｰ部長

松田　明 49 2007/03/27 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所理事　企

画部長

南　憲次 49 2007/03/27 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)常務執行役員呉製鉄所長

三輪　隆 49 2007/03/27 製銑技術の発展と社会貢献推進 新日本製鐵(株)技術総括部製銑技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ(部長)

明賀　孝仁 49 2007/03/27 形鋼製造技術・製品の進歩・発展 新日本製鐵(株)建材事業部堺製鐵所形鋼部

長

山本　郁也 49 2007/03/27 冷延・めっき技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)八幡製鐵所副所長

飯野　吉嗣 50 2008/03/26 製鉄所エネルギー技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)技術企画部理事環境･ｴ

ﾈﾙｷﾞｰSBUﾘｰﾀﾞｰ

川﨑　博史 50 2008/03/26 厚鋼板の製造技術および商品開発 新日本製鐵(株)厚板事業部厚板営業部 部

長

古賀　守 50 2008/03/26 極薄冷延鋼板製造技術の進歩発展 東洋鋼鈑(株)技術開発本部技術部長

田中　延幸 50 2008/03/26 特殊鋼圧延技術の進歩発展 山陽特殊製鋼(株)取締役

谷田　雅志 50 2008/03/26 電磁鋼板製造技術および商品開発 新日本製鐵(株)広畑製鉄所副所長

遠山　直人 50 2008/03/26 ステンレス鋼製造技術の進歩発展 日本金属工業(株)プロセス技術部長



冨田　耕司 50 2008/03/26 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)常務執行役員 呉製鉄所長

中園  政明 50 2008/03/26 製鉄プロセス並びに発電プラントにおける熱エ

ネルギー利用技術の発展

(株)神戸製鋼所技監

中西　廉平 50 2008/03/26 次世代継目無鋼管製造技術の開発と実用化 住友金属工業(株)常務執行役員 特殊管事

業所長

芳我　徹三 50 2008/03/26 資源対応型製銑技術の進歩発展 新日本製鐵(株)大分製鉄所製銑工場長(部

長)

林　保之 50 2008/03/26 鋼管製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事　鋼管ｾｸﾀｰ部長

柳川　欽也 50 2008/03/26 表面処理鋼板の製造技術開発 住友金属工業(株)常務執行役員 鹿島製鉄

所副所長

山下　英明 50 2008/03/26 ステンレス鋼製造技術の進歩 ＪＦＥスチール(株)理事ｽﾃﾝﾚｽｾｸﾀｰ部長

山名　紳一郎 50 2008/03/26 製銑技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)組織人事部付理事

P.S.C社取締役社長

吉田　学史 50 2008/03/26 製鋼の高品質化・高効率化技術 新日本製鐵(株)名古屋製鉄所副所長

川崎　博也 51 2009/03/28 鉄鋼設備技術の進歩発展 (株)神戸製鋼所執行役員 技術総括部長

酒井　敦 51 2009/03/28 製銑技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)理事技術企画部　製銑

SBUリーダー

酒本  義嗣 51 2009/03/28 冷延・表面処理鋼板の製造技術 新日本製鐵(株)名古屋製鉄所生産技術部長

新貝　元 51 2009/03/28 特殊鋼製鋼技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)鋼材事業部知多工場長

中乗　敬之 51 2009/03/28 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)市川製造所長

長浜　裕 51 2009/03/28 鋼管製造技術及び事業の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事知的財産部長

中村　秀樹 51 2009/03/28 高品質特殊鋼鋼材製造技術の確立 山陽特殊製鋼(株)取締役

西川　廣 51 2009/03/28 製鋼技術およびＩＴの進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事ＩＴ改革推進部長

丹村　洋一 51 2009/03/28 製鋼技術の効率化による進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所副所長

橋本　淳 51 2009/03/28 冷延・めっき技術の進歩・発展 I/N Tek I/N Kote, Vice President,

Operations

藤野　伸司 51 2009/03/28 高品質鋼製鋼技術の進歩発展 新日本製鐵(株)技術総括部製鋼技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ(部長)

三村　義人 51 2009/03/28 製鋼分野の製造技術・設備技術 新日本製鐵(株)技術開発本部環境･ﾌﾟﾛｾｽ研

究開発ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部部長

三宅　貴久 51 2009/03/28 製銑技術の進歩・発展 住友金属工業(株)常務執行役員 総合技術

研究所所長

山田　和之 51 2009/03/28 製鋼技術の進歩・発展 住友金属工業(株)総合技術研究所副所長

波崎研究センタ長

山田　人久 51 2009/03/28 超大型鍛造鋼塊の製造技術開発 (株)日本製鋼所室蘭研究所主幹研究員

吾郷　康人 52 2010/03/28 冷延鋼板の製造技術と商品開発 新日本製鐵(株)八幡製鐵所副所長

大崎　和男 52 2010/03/28 厚手系薄板の製造技術・商品開発 新日本製鐵(株)君津製鉄所副所長

岡　弘 52 2010/03/28 鋼管、製鋼、生産管理技術の発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 知多製

造所長

小倉　滋 52 2010/03/28 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員経営企画

部長

尾上　善則 52 2010/03/28 特殊鋼条鋼の製造技術の発展 (株)神戸製鋼所執行役員 鉄鋼部門神戸製

鉄所長

鹿毛　和哉 52 2010/03/28 熱間製造技術および商品開発 新日本製鐵(株)安全推進部長

川田　仁 52 2010/03/28 製銑技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 西日本

製鉄所副所長

小坂　隆 52 2010/03/28 製銑設備保全技術の進歩・発展 住友金属工業(株)常務執行役員

坂本　雅紀 52 2010/03/28 特殊鋼商品技術の進歩発展 (株)住友金属小倉常務取締役

讃井　政博 52 2010/03/28 製銑技術・プロセス技術の進歩発展 新日本製鐵(株)技術開発本部 環境･ﾌﾟﾛｾｽ

研究開発ｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発部長



高橋　元 52 2010/03/28 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)取締役 素形材事業部長

津山　青史 52 2010/03/28 厚板製造技術の進歩 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 ｽﾁｰﾙ研

究所副所長

西濱　渉 52 2010/03/28 特殊鋼鋼管製造技術の進歩発展 山陽特殊製鋼(株)取締役生産管理部長

長谷川　浩 52 2010/03/28 冷延鋼板および表面処理鋼板製造技術の進歩発

展

東洋鋼鈑(株)新規事業開発部長

宮楠　克久 52 2010/03/28 ステンレス鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員 商品開発部長

安藤　豊 53 2011/03/25 表面処理鋼板製造技術と商品開発 新日本製鐵(株)広畑製鉄所副所長

石黒　良保 53 2011/03/25 ステンレス薄鋼帯製造の進歩発展 日本金属工業(株)研究開発本部研究開発本

部長

入江　敏弘 53 2011/03/25 高信頼性特殊鋼製造技術の確立 山陽特殊製鋼(株)参与製鋼部長

織田　和之 53 2011/03/25 鉄鋼製造設備技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)名古屋製鉄所副所長

日下　嘉蔵 53 2011/03/25 鋼管技術の進歩・発展 住友金属工業(株)鋼管技術部長

辻本　敏 53 2011/03/25 特殊鋼圧延技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)海外事業部海外企画管理部

長

中島　英雅 53 2011/03/25 製鋼技術の進歩・発展 住友金属工業(株)常務執行役員　技術・品

質総括部長

西川　恒明 53 2011/03/25 鉄鋼プロセス技術の進歩発展 (株)神戸製鋼所理事　鉄鋼事業部門技術開

発ｾﾝﾀｰ長

西崎　宏 53 2011/03/25 鋼材製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

西村　博文 53 2011/03/25 製銑技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

新田　博之 53 2011/03/25 高生産高品質熱延技術の進歩発展 新日本製鐵(株)大分製鉄所副所長

早川　淳也 53 2011/03/25 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員周南製鋼所長

宮脇　新也 53 2011/03/25 特殊鋼 線材・棒鋼製品の製造技術の発展 (株)神戸製鋼所執行役員

村井　悦夫 53 2011/03/25 超大型鍛鋼品の製造技術開発 (株)日本製鋼所常務取締役 鉄鋼事業部長

村上　進次郎 53 2011/03/25 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)理事　電磁鋼板ｾｸﾀｰ部

長

若月　輝行 53 2011/03/25 形鋼技術の進歩発展 新日本製鐵(株)建材事業部建材営業部形

鋼･ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管技術ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

渡邉　誠 53 2011/03/25 形鋼製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員　鋼管ｾｸ

ﾀｰ長､知多製造所長

赤羽　裕 54 2012/03/28 製鋼技術の進歩･発展 住友金属工業(株)常務執行役員 総合技術

研究所長

天野　肇 54 2012/03/28 特殊鋼連鋳技術の発展、革新 大同特殊鋼(株)素形材事業部 渋川工場工

場長

岩崎 正樹 54 2012/03/28 製鋼技術の進歩発展と実用化 新日本製鐵(株)製鋼技術部長

岩田　勝吉 54 2012/03/28 製鋼技術の進歩・発展 住友金属工業(株)常務執行役員 鹿島製鉄

所副所長

梅田　員由 54 2012/03/28 ステンレス鋼製造技術の進歩発展 日金加工(株)開発部部長

岸上　公久 54 2012/03/28 製鋼技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)八幡製鉄所ｽﾃﾝﾚｽ部長

関本　総裕 54 2012/03/28 表面処理鋼板製造技術の進歩発展 新日本製鐵(株)名古屋製鉄所品質管理部長

恒川　裕志 54 2012/03/28 自動車用鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

寺内　琢雅 54 2012/03/28 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

中村　宏 54 2012/03/28 薄板製品製造技術と新商品開発 新日本製鐵(株)広畑製鉄所生産技術部部長

灘　信之 54 2012/03/28 製鉄所における設備技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員東日本製

鉄所　副所長

日朝　道人 54 2012/03/28 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

藤井　晃二 54 2012/03/28 鉄鋼設備技術の進歩と発展 (株)神戸製鋼所執行役員　技術総括部長

安井　潔 54 2012/03/28 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員 周南製鋼所長

石井　博美 55 2013/03/27 製鋼技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)(現 新日鐵住金(株)棒線事

業部室蘭製鉄所製品技術部長)



岡本　潤一 55 2013/03/27 鋼管製造技術の進歩・発展と新商品開発 新日本製鐵(株)(現 新日鐵住金(株)鋼管事

業部東京製造所長)

小川　滿 55 2013/03/27 缶用鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員東日本製

鉄所副所長

北野　嘉久 55 2013/03/27 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員西日本製

鉄所副所長

小池　厚則 55 2013/03/27 製銑技術の進歩・発展 住友金属工業(株)(現 新日鐵住金(株)製銑

技術部部長)

齋數　正晴 55 2013/03/27 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

佐々木　雅啓 55 2013/03/27 ステンレス鋼商品開発と製造技術の進歩発展 日本金属工業(株)取締役常務執行役員

塩田　哲也 55 2013/03/27 製銑技術の進歩・発展 新日本製鐵(株)(現 新日鐵住金(株)八幡製

鉄所製銑部長)

高橋　健二 55 2013/03/27 薄板技術の進歩・発展 住友金属工業(株)(現 新日鐵住金(株)執行

役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長)

弟子丸　慎一 55 2013/03/27 厚鋼板製造と生産管理技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員東日本製

鉄所副所長

松永　滋 55 2013/03/27 ステンレス鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員商品開発部長

松淵　周司 55 2013/03/27 電炉・取鍋精錬技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)取締役ﾏﾃﾘｱﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ部長

水口　誠 55 2013/03/27 薄板製品の製造技術の進歩と発展 (株)神戸製鋼所執行役員鉄鋼事業部門薄板

商品技術部担当

米澤　公敏 55 2013/03/27 製鋼技術の進歩・発展と現場力向上への貢献 新日本製鐵(株)(現 新日鐵住金(株)君津製

鉄所製鋼部長)

相原　博行 56 2014/03/21 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼株式会社執行役員 堺製造所長

稲葉　光延 56 2014/03/21 薄板技術と生産管理発展への貢献 新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所生産技

術部生産技術部長

岩井　律哉 56 2014/03/21 鋼管技術の進歩・発展 新日鐵住金株式会社常務執行役員 尼崎製

造所所長

上野　浩光 56 2014/03/21 製銑技術の進歩・発展への貢献 新日鐵住金株式会社鹿島製鐵所製銑部長

牛尾　邦彦 56 2014/03/21 厚板技術の進歩・発展と現場力向上への貢献 新日鐵住金株式会社厚板事業部厚板技術

部上席主幹

奥村　英典 56 2014/03/21 極薄冷延鋼板製造技術の進歩発展 湖南東洋利徳材料科技有限公司副総経理

亀山　恭一 56 2014/03/21 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール株式会社常務執行役員 西

日本製鉄所福山地区副所長

川上　潔 56 2014/03/21 高信頼性特殊鋼製造技術の確立 山陽特殊製鋼株式会社参与

北山　直人 56 2014/03/21 厚板、冷延・表面処理製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール株式会社システム主監

日下　修一 56 2014/03/21 鋼管の新商品開発と製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール株式会社常務執行役員 知

多製造所 所長

紅林　豊 56 2014/03/21 高機能な特殊鋼開発による自動車部品の製造技

術革新

大同特殊鋼株式会社特殊鋼製品本部自動

車材料ｿﾘｭｰｼｮﾝ部部長

柴田　耕一朗 56 2014/03/21 製銑技術の進歩と発展 株式会社神戸製鋼所執行役員 技術総括部

長

二階堂　英幸 56 2014/03/21 鉄鋼設備技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール株式会社本社設備主監

野村　一衛 56 2014/03/21 自動車用特殊鋼材料の進歩発展 愛知製鋼株式会社執行役員 技術開発部長

吉村　康嗣 56 2014/03/21 棒線生産技術の進歩発展への貢献 新日鐵住金株式会社棒線事業部室蘭製鐵

所製品技術部長

米田　寛 56 2014/03/21 製鉄設備・保全技術の進歩・発展と現場力向上

への貢献

新日鐵住金株式会社機材調達部設備調達

室長

内田　哲郎 57 2015/03/18 コークス製造技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)ｺｰｸｽ技術部部長

江尻　満 57 2015/03/18 熱延製品の生産性・品質向上技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)大分製鐵所品質管理部長

小川　博之 57 2015/03/18 薄板の製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

沖山　卓司 57 2015/03/18 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼ステンレス鋼管(株)代表取締役社

長



川上　浩一郎 57 2015/03/18 特殊鋼製造技術の発展への貢献 新日鐵住金(株)八幡製鐵所副所長

茱萸　一真 57 2015/03/18 薄板自動車用高強度鋼板の製造技術の進歩と発

展

神鋼物流(株)取締役加古川事業所長

桑名　隆 57 2015/03/18 特殊鋼鋼材製造技術の進歩発展 山陽特殊製鋼(株)取締役生産企画管理部長

多賀根　章 57 2015/03/18 高性能厚板の製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)経営企画部主任部員

秦野　敦臣 57 2015/03/18 高機能特殊鋼の開発による自動車部品及び製造

プロセスの革新

大同特殊鋼(株)特殊鋼製品本部取締役特殊

鋼棒線事業部長

波床　尚規 57 2015/03/18 熱延鋼板技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)薄板事業部参与

東　忠幸 57 2015/03/18 コークス技術の進歩・発展と現場力向上への貢

献

新日鐵住金(株)君津製鐵所製銑部上席主幹

(部長)

廣口　貴敏 57 2015/03/18 形鋼技術の進歩・現場力向上 新日鐵住金(株)八幡製鐵所形鋼部長

元松　廣議 57 2015/03/18 設備保全技術の進歩・発展への貢献 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所設備部長

安永　直弘 57 2015/03/18 特殊鋼製造技術の進歩発展 愛知製鋼(株)執行役員

渡辺　敦 57 2015/03/18 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所京浜地区副所長

池上　伸介 58 2016/03/23 薄板製造技術の進歩発展と現場力向上への貢献 新日鐵住金(株)八幡製鐵所薄板部長

北川　二朗 58 2016/03/23 鉄鋼生産設備技術の進歩発展 (株)神戸製鋼所執行役員 電力事業企画推

進本部長

小出　正人 58 2016/03/23 熱延鋼板の製造技術の進歩発展 PT. JFE Steel Galvanizing

IndonesiaPresident Director

小森　俊也 58 2016/03/23 製鉄設備の改善と維持管理高度化への貢献 新日鐵住金(株)大分製鐵所生産技術部長

古家後　啓太 58 2016/03/23 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員 普通鋼･特殊鋼生産

推進ｾﾝﾀｰ長

斉藤　輝弘 58 2016/03/23 薄板の高効率安定生産技術の開発 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所(千葉地

区)常務執行役員

中島　一博 58 2016/03/23 継目無鋼管製造技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所長

中山　岳志 58 2016/03/23 高炉操業技術の進歩・発展への貢献 北海製鉄(株)常務取締役 製造部長

野見山　裕治 58 2016/03/23 厚板製造技術の進歩・発展と製造技術力向上へ

の貢献

新日鐵住金(株)本社厚板事業部厚板技術部

長

福島　裕法 58 2016/03/23 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 西日本

製鉄所(福山地区)副所長

宮崎　庄司 58 2016/03/23 特殊鋼線材製品の生産技術の発展 (株)神戸製鋼所執行役員 神戸製鉄所長

村瀬　文夫 58 2016/03/23 シームレス管製造技術の進歩発展 攀成伊紅石油鋼管有限責任公司副総経理

柳本　勝 58 2016/03/23 高信頼性特殊鋼の開発と製造技術の進歩発展 山陽特殊製鋼(株)取締役 技術企画管理部

長

山田　統明 58 2016/03/23 製鋼技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)直江津製造所長

浅田　秀樹 59 2017/03/15 鉄鋼設備における制御技術の進歩発展 (株)神戸製鋼所理事 加古川製鉄所副所長

荒木　恭一 59 2017/03/15 製銑技術の進歩・発展と現場力向上への貢献 新日鐵住金(株)君津製鐵所製銑部長

石井　邦彦 59 2017/03/15 製銑技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)理事 製銑技術部長

伊藤　利男 59 2017/03/15 特殊鋼製造技術の進歩発展 愛知製鋼(株)上級執行役員

岩谷　達雄 59 2017/03/15 熱延技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)鹿島製鐵所薄板部長

川西　邦仁 59 2017/03/15 特殊鋼圧延技術の進歩・発展 大同特殊鋼(株)執行役員 知多工場長

黒田　茂 59 2017/03/15 薄板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

近藤　孝之 59 2017/03/15 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)常務執行役員

谷　潤一 59 2017/03/15 製鋼技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)八幡製鐵所副所長

千葉　貴世 59 2017/03/15 高機能特殊鋼の開発と高度品質保証技術の進歩

発展

山陽特殊製鋼(株)取締役品質保証部長

土井　宏幸 59 2017/03/15 熱延プロセス進歩発展への貢献 新日鐵住金(株)広畑製鐵所副所長・生産技

術部長

藤井　和夫 59 2017/03/15 鉄鋼設備技術の進歩と発展 ＪＦＥスチール(株)理事 設備技術部長

古川　誠博 59 2017/03/15 熱延鋼板製造技術および生産性向上への貢献 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 薄板ｾｸ

ﾀｰ副ｾｸﾀｰ長



別府　芳光 59 2017/03/15 製鉄設備の新技術導入による高度化と安定稼働

への貢献

新日鐵住金(株)設備･保全技術ｾﾝﾀｰ機械技

術部長

松永　雅雄 59 2017/03/15 コークス製造技術の進歩・発展と炉体延命技術

への貢献

新日鐵住金(株)製銑技術部ｺｰｸｽ基盤推進部

長

赤瀬　裕 60 2018/03/19 熱間圧延プロセス技術の進歩・発展への貢献 新日鐵住金(株)君津製鐵所生産技術部長

石毛　俊朗 60 2018/03/19 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所京浜地区副所長

大河内　巌 60 2018/03/19 製銑製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 西日本

製鉄所福山地区副所長

柏田　昌宏 60 2018/03/19 高炉操業技術の進歩・発展と現場力向上への貢

献

日鉄住金鋼鉄和歌山(株)製銑部長

加藤　久詞 60 2018/03/19 高品質高効率製鋼技術の進歩発展 新日鐵住金(株)名古屋製鐵所製鋼部長

川口　靖隆 60 2018/03/19 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)技術総括部長

木村　義孝 60 2018/03/19 表面処理鋼板製造技術の進歩発展 新日鐵住金(株)薄板事業部薄板技術部海外

薄板技術支援室上席主幹

今野　直樹 60 2018/03/19 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)取締役常務執行役員

澤田　宏 60 2018/03/19 製鉄所における設備・制御技術の進歩と発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員

須田　守 60 2018/03/19 製鋼技術及び製鉄所運営への貢献 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員･棒線事

業部長

竹鶴　隆昭 60 2018/03/19 高性能特殊鋼製鋼技術の進捗・発展 大同特殊鋼(株)執行役員 CRM部長

藤井　伊佐夫 60 2018/03/19 高品質特殊鋼製造技術の進歩・発展 愛知製鋼(株)参与

本田　祐司 60 2018/03/19 厚板技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 新日鐵住金(株)君津製鐵所厚板部長

山副　広明 60 2018/03/19 製鋼技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)八幡製鐵所製鋼部長

大井　茂博 61 2019/03/20 特殊鋼高生産性技術の進歩発展 山陽特殊製鋼(株)取締役常務執行役員

鹿嶋　忠幸 61 2019/03/20 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)執行役員 知多工場長

岸本　将 61 2019/03/20 冷延技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 新日鐵住金(株)広畑製鐵所薄板部長

後藤　俊二 61 2019/03/20 冷延・電磁鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所(福山地

区)常務執行役員 西日本製鉄所 福山地区

副所長

小張　雅示 61 2019/03/20 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼建材(株)執行役員　本社製造所所

長

関口　浩 61 2019/03/20 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 製鉄所

業務ﾌﾟﾛｾｽ改革班長

田尻　裕造 61 2019/03/20 製鋼技術の進歩・発展 新日鐵住金(株)鹿島製鐵所製鋼部長

寺浦　和弘 61 2019/03/20 鉄鋼製造現場の生産性向上と製造実力向上への

貢献

新日鐵住金(株)和歌山製鐵所生産技術部長

錦織　正規 61 2019/03/20 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所 千葉地区副所長

馬場　信次 61 2019/03/20 熱延技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 新日鐵住金(株)薄板事業部薄板技術部上席

主幹

福田　淳 61 2019/03/20 製鋼技術の進歩発展 新日鐵住金(株)和歌山製鐵所製鋼部長

古米　孝行 61 2019/03/20 厚鋼板製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所 京浜地区副所長

水谷　正彦 61 2019/03/20 特殊鋼製造技術の進歩発展 愛知製鋼(株)参与

水谷　泰 61 2019/03/20 厚板の製造および生産技術の進歩・発展への貢

献

新日鐵住金(株)大分製鐵所厚板部長

山本　敦 61 2019/03/20 鉄鋼生産技術の向上と発展 日新製鋼(株)執行役員購買部長

大澤　隆 62 2020/03/17 鋼管技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 NIPPON STEEL PIPE MEXICO S.A. DE

C.VPresident

大島　健二 62 2020/03/17 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所常務執行

役員倉敷地区副所長



甲斐　政浩 62 2020/03/17 飲料・食缶用ポリエステルラミネート鋼板製造

技術の進歩発展

東洋鋼鈑(株)下松事業所取締役執行役員

下松事業所長

熊澤　宏之 62 2020/03/17 製鋼技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)広畑製鉄所生産技術部上席主

幹

佐久間　伸一 62 2020/03/17 製鉄設備の維持管理高度化、安定稼働への貢献 日本製鉄(株)設備･保全技術センター部長

佐竹　義宏 62 2020/03/17 冷延技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)監査役

島貫　洋 62 2020/03/17 熱延技術の進歩発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)薄板事業部 薄板技術部上席

主幹

竹内　友英 62 2020/03/17 耐火物技術の進歩・発展と製造実力向上への貢

献

日本製鉄(株)設備･保全技術センター無機

材料技術部長

中村　昭二 62 2020/03/17 薄板自動車用超高強度鋼板の生産技術の進歩と

発展

(株)神戸製鋼所常務執行役員

藤井　良基 62 2020/03/17 省エネルギー技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)専門主監(環境防災･ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ)(兼)ｴﾈﾙｷﾞｰ技術部長

前田　恭志 62 2020/03/17 高品質板圧延材の製造技術の発展 (株)神戸製鋼所技術開発本部 材料研究所

研究首席

松本　斉 62 2020/03/17 特殊鋼商品技術の進歩・発展 日本製鉄(株)八幡製鉄所棒線部長

三宅　亮一 62 2020/03/17 鋼管製造技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 知多製

造所長

吉永　祐孝 62 2020/03/17 特殊鋼製造技術の進歩・発展 大同特殊鋼(株)常務執行役員

朝比奈　健 63 2021/03/17 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所企画部長

石濱　辰哉 63 2021/03/17 特殊鋼条鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)執行役員生産技術部担当、

型鍛造品事業部長

大塚　正樹 63 2021/03/17 冷延技術の進歩発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所[阪神地区(大

阪)]薄板部長

大塚　正俊 63 2021/03/17 製鋼技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)東日本製鉄所[鹿島地区]製鋼

部上席主幹(部長代理)

北山　修二 63 2021/03/17 製銑技術の進歩と発展 (株)神戸製鋼所常務執行役員 加古川製鉄

所長

楠　伸太郎 63 2021/03/17 製鋼技術の進歩・発展と製造実力向への貢献 日本製鉄(株)九州製鉄所製鋼部長

栗田　泰司 63 2021/03/17 製銑技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)東日本製鉄所製銑部長

築地　秀明 63 2021/03/17 製銑技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)製銑技術部製銑技術部

長

西原　英喜 63 2021/03/17 缶用技術の進歩発展 THAI COLD ROLLED STEEL SHEET

PUBLIC COMPANY LIMITED社長

西門　勝司 63 2021/03/17 特殊鋼製造技術の進歩発展 愛知製鋼(株)参与 品質保証担当兼務鋼生

産技術部部長

花岡　博 63 2021/03/17 冷延技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)東日本製鉄所薄板部部長

平岡　和彦 63 2021/03/17 高信頼性特殊鋼の研究開発と製造プロセスの進

歩発展

山陽特殊製鋼(株)執行役員 研究･開発セン

ター長

平林　哲 63 2021/03/17 冷延・表面処理鋼板製造技術の進歩・発展 Nucor-JFE Steel MexicoChief

Technology Officer

森實　好文 63 2021/03/17 製銑技術の進歩・発展と製造技術力向上への貢

献

日本製鉄(株)室蘭製鉄所製銑部長

焼田　幸彦 63 2021/03/17 熱延技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区薄板部

長

新井　幸雄 64 2022/03/15 鉄鋼設備制御技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)IT改革推進部部長(理

事)

小林　玲 64 2022/03/15 形鋼技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)九州製鉄所形鋼部長

坂本　浩一 64 2022/03/15 製鋼技術の進歩と発展 (株)神戸製鋼所 執行役員

澤田　哲 64 2022/03/15 棒線技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)東日本製鉄所線材部長

杉江　郁夫 64 2022/03/15 特殊鋼製造技術の進歩発展 大同特殊鋼(株)執行役員 技術企画部長



高岡　隆司 64 2022/03/15 製鋼技術の進歩発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所京浜地区副所長

田頭　憲 64 2022/03/15 溶融めっき技術の進歩・発展と製造実力向上へ

の貢献

WHEELING-NIPPON STEEL,

INC.President & C.E.O.

田嶋　淳平 64 2022/03/15 鋼管製造技術の進歩･発展と製造実力向上への貢

献

日本製鉄(株)鋼管事業部鋼管技術部部長代

理

永井　肇 64 2022/03/15 冷延・表面処理鋼板製造技術の進歩・発展 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 東日本

製鉄所千葉地区副所長

堀澤　輝雄 64 2022/03/15 冷延鋼板製造技術および生産性向上への貢献 ＪＦＥスチール(株)常務執行役員 西日本

製鉄所福山地区副所長

堀見　泰資 64 2022/03/15 製銑技術の進歩・発展と製造実力の向上 日本製鉄(株)名古屋製鉄所副所長

前田　健太郎 64 2022/03/15 冷延技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)九州製鉄所薄板部長

若木　明徳 64 2022/03/15 製鋼技術の進歩・発展と製造実力向上への貢献 日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所製鋼部長


