
全国発明表彰　昭和３３年受賞者一覧

賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名 企業名
恩賜発明賞 無線中継装置における極超短波電子管回路 特許２２８５３４号 森田　正典 日本電気（株）
通商産業大臣発明賞 メリヤス擬革の製法 特許２０６０３１号 木本　陽三 東神産業（株）
科学技術庁長官賞 スクリーン式捺染機における自動捺染装置 特許１５７７４３号 一ノ瀨　久吉 東伸工業（株）
特許庁長官賞 高温タールより伝熱媒体の製造法 特許２０５８７９号 中島　敏 綜研化学（株）
特許庁長官賞 高温タールより伝熱媒体の製造法 特許２０５８７９号 小菅　喜一 綜研化学（株）
朝日新聞発明賞 極小型整流子輪電動機 特許１９６８０４号 三島　松夫 日本マイクロモーター（株）
発明協会会長賞 静電防止塗料の製造方法 特許２３１９５９号 野口　雪雄 日本コルコート（株）
発明協会賞 交流併用光沢メツキ法 特許２０５８９２号 友野　理平 京都府立機械工業指導所
発明賞 積込機における上枠支承装置 特許２２７０４７号 村上　金平 協三工業（株）
発明賞 混合式精麦方法 特許２１２８２４号 米山　金次郎 （株）米山穀機発明所
発明賞 西洋松茸の栽培法 特許１９９４４１号 森　喜作 森産業（株）
発明賞 孵卵器における種卵支持装置 実用６８３８６号 木村　傳治 （資）昭和フランキ研究所
発明賞 交流３相回路における過負荷逆相、単相電流に対する保護継電器 特許２１８７３６号 三木　光雄 （株）幹電機製作所
発明賞 屈曲乾麺の製法 特許２０８６３０号 村田　良雄 都一製麺（株）
発明賞 嗜好性香味を賦与した活性乳酸菌含有食品の製造法 特許２２０６６８号 三島　海雲 カルピス食品工業（株）外
発明賞 製粉機篩装置およびパン生地混捏製置 特許１９６９４６号 三浦　喜太郎 （株）三ツ福機械製作所
発明賞 静電蓄勢式アルミニウム点熔接機 特許２３０３０３号 宮田　聰 オリジン電気（株）
発明賞 空気分離装置 特許１９５５２０号 大山　義年 （株）日立製作所
発明賞 空気分離装置 特許１９５５２０号 江口　誠之 （株）日立製作所
発明賞 空気分離装置 特許１９５５２０号 海老原　常吉 （株）日立製作所
発明賞 空気分離装置 特許１９５５２０号 門奈　五兵 （株）日立製作所
発明賞 空気分離装置 特許１９５５２０号 櫻井　弘 （株）日立製作所
発明賞 同軸「ケーブル」製造方法 特許１６１８７２号 池田　敬三 古河電気工業（株）
発明賞 ゴム底靴の製造法 特許１８２４４８号 松田　一郎 子宝靴工業（株）
発明賞 テレビジヨン受像機用同調切換器 実用４４５５１２号 石橋　俊夫 早川電気工業（株）外
発明賞 テレビジヨン受像機用同調切換器 実用４４５５１２号 大西　豊 早川電気工業（株）外
発明賞 手織機の経糸操作装置外 実用２９７５０４号 坂野　敏子 （株）九重
発明賞 敷物用芯外 特許１９８６７３号 橋谷　清 橋谷産業（株）
発明賞 グルクロン酸の製造法 特許２３０８９３号 中島　靖夫 中外製薬（株）
発明賞 フラツシユ同調装置 特許２２９０６７号 鈴川　溥 キヤノンカメラ（株）
発明賞 ガウス型対物鏡玉の改良 特許２０５１０９号 伊藤　宏 キヤノンカメラ（株）
発明賞 横型円筒式精穀機 特許１８９４３１号 細川　甚十 （株）細川製作所
発明賞 傾斜軸転床型犁外 実用４６８０９３号 松山　篤 （株）松山犂製作所
発明賞 起毛レザークロス外 実用４５７７５１号 高井　卯之吉 山梨化成工業（株）
発明賞 ビニール系合成樹脂乳濁液の製造法 特許２０３３２９号 大橋　九万雄 東亜合成化学工業（株）外
発明賞 ビニール系合成樹脂乳濁液の製造法 特許２０３３２９号 鈴木　重成 東亜合成化学工業（株）外
発明賞 ビニール系合成樹脂乳濁液の製造法 特許２０３３２９号 伊藤　博夫 東亜合成化学工業（株）外
発明賞 片二丁杼織機における杼換誘導装置 特許２１８８４４号 亀井　時三郎 （株）平野製作所
発明賞 炭素棒加工機械外 特許２１７０４７号 安部　道雄 揖斐川電気工業（株）
発明賞 ガラス繊維製管材の製造方法 特許２１４６３６号 北野　松一 日本硝子繊維（株）
発明賞 金属性屋根瓦 実用４４５８５７号 竹平　政太郎 北陸軽金属工業（株）
発明賞 スピンドルの軸支承装置における油炉過装置外 実用４５２６４３号 酒井　隆 （株）日本電解研磨研究所
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発明賞 経継機自動停止装置における探知作動機構 特許２１８７２８号 橋詰　喜助 （資）橋詰研究所
発明賞 β－（オルトアルコオキシフエニル）－イソプロビルアミン類およびその核置換誘導体の製法 特許２２８５５３号 森下　弘 日本新薬（株）
発明賞 β－（オルトアルコオキシフエニル）－イソプロビルアミン類およびその核置換誘導体の製法 特許２２８５５３号 中野　左苗 日本新薬（株）
発明賞 β－（オルトアルコオキシフエニル）－イソプロビルアミン類およびその核置換誘導体の製法 特許２２８５５３号 里田　勲 日本新薬（株）
発明賞 β－（オルトアルコオキシフエニル）－イソプロビルアミン類およびその核置換誘導体の製法 特許２２８５５３号 猪居　武 日本新薬（株）
発明賞 止血剤の製造法 特許１１７２６７号 大鋸谷　清次 藤沢薬品工業（株）
発明賞 容量変成器の二次短絡保護装置 特許２０９１３６号 植田　久一 日新電機（株）
発明賞 車輌動力伝導装置における噪音防止装置 特許２０５３７７号 足立　一馬 （株）大金製作所
発明賞 デイーゼル機関の排気を利用した造水装置 特許２１９６４３号 柳井　深造 川崎重工業（株）
発明賞 流動性貯留材料の定量変化装置 特許２１８１２４号 平井　栄 大和製衡（株）
発明賞 クマロン樹脂製造法 特許２３２５９０号 安永　和民 冨士製鉄（株）
発明賞 クマロン樹脂製造法 特許２３２５９０号 高木　幹雄 冨士製鉄（株）
発明賞 クマロン樹脂製造法 特許２３２５９０号 大森　和夫 冨士製鉄（株）
発明賞 安全弁用弁体弁座外 特許２１４６２９号 太田　常太郎 東亜パルプ（株）
発明賞 焼成燐肥製造法外 特許２０４５３４号 山口　太郎 小野田肥料（株）
発明賞 脱穀機における掻穂胴 実用３８２８４１号 関谷　正幸 関谷農機（株）
発明賞 街路屋根 実用４２７９６９号 神村　清 神村鉄工（株）
発明賞 ２－アミノピリミジンの製造方法 特許２２６２２９号 塚本　正 三菱化成（株）
発明賞 炭素煉瓦による熔鉱炉の炉底および湯溜部の築造法 特許２１２２１５号 和田　亀吉 八幡製鉄（株）
発明賞 炭素煉瓦による熔鉱炉の炉底および湯溜部の築造法 特許２１２２１５号 白石　芳雄 八幡製鉄（株）
発明賞 綱索式集材装置 特許１９７８２７号 塚本　久夫 塚本鉄工所
発明賞 架空索道の抱索子外 特許２０６８４８号 興梠　一男 九州索道（株）
発明賞 手提袋の形状および模様の結合 意匠１１７８０３号 北村　すが子 かごしま女性振興会
実施賞 抗生物質ロイコマイシンの生成法の実施化 特許２１４９８４号 臼井　皎二 東洋醸造（株）
実施賞 油圧式制動装置における減圧防止器の実施化 特許１９８３９６号 野村　健一郎 松需産業（株）
功労賞 中村　喜内 長野県支部
功労賞 須田　七造 富山県支部
功労賞 田島　正忠 福井県支部
功労賞 豊田　善雄 宮崎県支部
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