
全国発明表彰　昭和３５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 ポリ塩化ビニール繊維の製造法 特許２１９５５１号 標葉　二郎 帝国人造絹糸(株)
恩賜発明賞 ポリ塩化ビニール繊維の製造法 特許２１９５５１号 橋本　啓三 帝国人造絹糸(株)
内閣総理大臣発明賞 醱酵法によるl－グルタミン酸の製造法 特許２４３３８２号 木下　祝郎 協和醱酵工業(株)
内閣総理大臣発明賞 醱酵法によるl－グルタミン酸の製造法 特許２４３３８２号 鵜高　重三 協和醱酵工業(株)
内閣総理大臣発明賞 醱酵法によるl－グルタミン酸の製造法 特許２４３３８２号 秋田　定夫 協和醱酵工業(株)
通商産業大臣発明賞 フアスナー用チエインの間歇植附式高速度製造装置 特許２２６４８７号 吉田　忠雄 吉田工業(株)
科学技術庁長官賞 帯域時間登算回路 特許２４９５３２号 久保　省三 日本電気(株)
科学技術庁長官賞 帯域時間登算回路 特許２４９５３２号 加茂　猛雄 日本電気(株)
特許庁長官賞 人絹・スフ等の化学繊維織物に天然絹糸織物と同様の持味及び耐水性を付与する特殊加工法 特許１９６９７８号 渡辺　金男 甲商(株)
日本商工会議所会頭発明賞 粉末用水飴の製造装置 特許２４５８２７号 津山　英夫 参松工業(株)
日本商工会議所会頭発明賞 粉末用水飴の製造装置 特許２４５８２７号 頼富　憲三郎 参松工業(株)
経済団体連合会会長発明賞 スポンジ・チタンの製造方法 特許２３１５３３号 野田　敏男 大阪チタニウム(株)
経済団体連合会会長発明賞 スポンジ・チタンの製造方法 特許２３１５３３号 柳　寿 大阪チタニウム(株)
経済団体連合会会長発明賞 スポンジ・チタンの製造方法 特許２３１５３３号 北村　昌章 大阪チタニウム(株)
朝日新聞発明賞 工業爆薬の製造法 特許２４６６６４号 中城　猶栄 旭化成工業(株)
朝日新聞発明賞 工業爆薬の製造法 特許２４６６６４号 滝沢　雄 旭化成工業(株)
発明協会会長賞 一軸ノ捻廻ニ依リ燃油及空気ノ供給量ヲ同時ニ調整スル「バルブ」装置ほか 特許１００８１８号 林　兼吉 (株)林内製作所
発明実施賞 同期電機の実施化 特許３７２３２号 後藤　幸三 (株)中央製作所
発明実施賞 無段変速機の実施化 実用４８０７１６号 中溝　二郎 シンポ工業(株)
発明賞 花粉発射銃 実用４９７４０７号 佐藤　只一 ろは一興業社
発明賞 貨車転向梁の支柱回転装置ほか 実用４５８６７９号 戸田　富蔵 (資)戸田鉄工所
発明賞 織布整揉機 実用４３６１７２号 神尾　正 川俣精練(有)
発明賞 空気分離装置 特許２３２４３８号 松本　嘉雄 (株)日立製作所
発明賞 比例限時性距離継電器 特許２３３１３２号 猿渡　房吉 (株)日立製作所
発明賞 還元操作を要せざる電解銅粉末の製造方法 特許１８４２１６号 菊池　辰之介 日本鉱業(株)
発明賞 還元操作を要せざる電解銅粉末の製造方法 特許１８４２１６号 山口　甲子男 日本鉱業(株)
発明賞 特殊高強度プラスター 特許２１６３４５号 湧井　雅治
発明賞 特殊高強度プラスター 特許２１６３４５号 永井　彰一郎
発明賞 オパール抜蝕加工法 特許２２１５６１号 穴原　幸二
発明賞 頁式印刷電信装置　事務用鑚孔タイプライター 特許１７１９３２号 佐々木　錬太郎 沖電気工業(株)
発明賞 ポツト式射出成型機の改良 特許２２２６４６号 小林　正二 (株)松田製作所
発明賞 濃度調節装置 特許１９１８０６号 清水　甚一 (株)清水熱管理研究所
発明賞 ビニール製すだれほか 実用４３０７０４号 永峰　孝雄 永峰化成工業(株)
発明賞 受信電波の周波数精密置換方式 特許１８９１５１号 岡田　忠祐 日本電気(株)
発明賞 管型小屋梁 実用４４９２８６号 都筑　力雄 中央仮設鋼材(株)
発明賞 脱水ひまし油製造法 特許２０８４２９号 中島　敏 綜研化学(株)
発明賞 脱水ひまし油製造法 特許２０８４２９号 小菅　喜一 綜研化学(株)
発明賞 綿芯地加工法ほか 特許２２６０２２号 板倉　政次 (株)曽和
発明賞 殺虫を目的とする燻蒸用組成物ほか 特許２３０８９２号 佐野　肇 中外製薬(株)

発明賞 刈取機ほか 特許２０１０１６号 山本　真一郎 日産窯業(株)
発明賞 開放電気炉の 熱装置 特許２４１２８７号 小坂　雄太郎 信越化学工業(株)
発明賞 開放電気炉の 熱装置 特許２４１２８７号 下田　利一 信越化学工業(株)
発明賞 開放電気炉の 熱装置 特許２４１２８７号 相賀　頌一郎 信越化学工業(株)
発明賞 防探符号錠ほか 特許２４５０２８号 加賀　嘉男 山田金庫店
発明賞 渦巻ポンプ 実用４６７０９７号 寺田　進 (株)日立製作所
発明賞 ジブクレーン用変速機ほか 特許２４７３７７号 安河内　春雄 (株)日立製作所
発明賞 張線器 実用４３５４９０号 内藤　一之助 内藤工業(株)
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名 企業名
発明賞 金属板の曲げ加工法 特許２２１１３７号 田中　実 石川島重工業(株)
発明賞 私設自動交換機用対自動曲線レピーター 特許２１０８４９号 野上　邦茂 (株)日立製作所
発明賞 私設自動交換機用対自動曲線レピーター 特許２１０８４９号 江森　五郎 (株)日立製作所
発明賞 高速機関用吸気圧指圧装置 特許２５０１５０号 新田　重治 (株)長野計器製作所
発明賞 揚物材料の衣附装置 特許２４９２３１号 石田　稔
発明賞 精穀機に於ける精穀胴ほか 実用４６７２８２号 武田　寛 (株)躍進号精米機械製作所
発明賞 切頭円錐形扱胴脱穀機 実用４４９６４９号 宮本　伊八郎 (資)宮本製作所
発明賞 加圧式液体燃料用厨炉における給油切替装置 特許２４７５８５号 内田　鉄衛 (株)内田製作所
発明賞 自動送込脱穀機の排稈装置の遊動プーリー 実用４８２３４５号 藤井　恒雄 藤井農機製造(株)
発明賞 変化紗織 実用４５３４４６号 滝沢　文六 滝文工業(株)
発明賞 織機に於ける緯糸消耗探知装置 実用４５３６５６号 小椋　義雄 (株)岩間製作所
発明賞 撒粉機に於ける粉剤送り込み装置 実用４６１４０２号 山本　喜六 (資)名古屋工範製作所
発明賞 ロープ状布の拡布装置 特許２４５４５０号 小林　正治 三菱レイヨン(株)
発明賞 モザイクタイルの製造中間加工装置 特許２４０６１０号 杉浦　鎌次郎 (株)杉浦製陶所
発明賞 ベアリング内外輪の製造装置 実用４８２６２３号 藤井　約孝 不二越鋼材工業(株)
発明賞 豆腐製造方法 特許２５４９２３号 高井　源雄 (株)高井製作所
発明賞 自動織機に於ける杼換機構作動装置 特許２１６６７４号 越馬　平治 津田駒工業(株)
発明賞 自動織機に於ける杼換機構作動装置 特許２１６６７４号 中西　政一 津田駒工業(株)
発明賞 圧力開閉器 特許２４０４４４号 立石　一真 立石電機(株)
発明賞 圧力開閉器 特許２４０４４４号 山本　通隆 立石電機(株)
発明賞 ３相電動機用保護継電器 実用４７５８７０号 山本　通隆 立石電機(株)
発明賞 熱可塑性合成樹脂シートの製造方法ほか 特許２００２７９号 三上　豊三郎 三上化工材(株)
発明賞 耐水性モルタル仕上法ほか 特許２０９７１４号 村田　鞆二 (有)明研化学工業附
発明賞 硫安飽和槽蒸汽の回収法 特許２３１４９１号 松本　文忠 別府化学工業(株)
発明賞 硫安飽和槽蒸汽の回収法 特許２３１４９１号 小嶋　克孝 別府化学工業(株)
発明賞 硫安飽和槽蒸汽の回収法 特許２３１４９１号 藤本　敬男 別府化学工業(株)
発明賞 硫安飽和槽蒸汽の回収法 特許２３１４９１号 岩崎　醇 別府化学工業(株)
発明賞 瓦斯法アンモニヤ合成方法に於ける原料瓦斯精製方法 特許２０６４８３号 八木　裕 別府化学工業(株)
発明賞 瓦斯法アンモニヤ合成方法に於ける原料瓦斯精製方法 特許２０６４８３号 河合　俊雄 別府化学工業(株)
発明賞 瓦斯法アンモニヤ合成方法に於ける原料瓦斯精製方法 特許２０６４８３号 藤村　義郎 別府化学工業(株)
発明賞 瓦斯法アンモニヤ合成方法に於ける原料瓦斯精製方法 特許２０６４８３号 岡田　典昌 別府化学工業(株)
発明賞 瓦斯法アンモニヤ合成方法に於ける原料瓦斯精製方法 特許２０６４８３号 辛島　敦 別府化学工業(株)
発明賞 電気的累加秤量機 特許２４３８３５号 山越　庸右 大和製衡(株)
発明賞 電気的累加秤量機 特許２４３８３５号 井上　真一 大和製衡(株)
発明賞 紡績機及撚糸機におけるリングほか 特許２５００５号 児玉　芳男 日本スピンドル製造(株)
発明賞 麦切断装置ほか 特許２２９５３７号 田中　稔 光麦商事(株)
発明賞 磁石発電機 特許２２０２９２号 宮崎　秀夫 三菱電機(株)
発明賞 紡機用ニユーマチツククリヤラーほか 特許１８７０８６号 樋口　捨蔵 鐘淵紡績(株)
発明賞 紡機用ニユーマチツククリヤラーほか 特許１８７０８６号 後神　敬吉 鐘淵紡績(株)
発明賞 紡機用ニユーマチツククリヤラーほか 特許１８７０８６号 伊津野　幸雄 鐘淵紡績(株)
発明賞 養毛化粧料の製造方法ほか 特許２５４１０８号 山敷　孝 (株)加美乃素本舗
発明賞 軟質煉墨製造法 特許２５０１９１号 福井　庄八 (株)勝栄堂
発明賞 化学繊維糸のメリヤス編地 実用４８５５６２号 飯田　圭三 飯田メリヤス(株)
発明賞 動力耕耘機の耕耘軸 実用４５０３８４号 藤井　康弘 (株)藤井製作所
発明賞 薬剤混合散布方法 特許２４７１２３号 生本　実 みのる産業(株)
発明賞 動力耕耘機ほか 特許２０８６３６号 小坂　豊 (株)小坂製作所
発明賞 籾摺機万石に於ける仕上米排出量自動調節装置 特許４７４４０６号 佐藤　健五 佐藤農建商行
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名 企業名
発明賞 耕耘部自動クラツチ装置 特許２２２５２２号 佐藤　成立 佐藤農具(株)
発明賞 耐熱性ニツケル触媒 特許２５０４０７号 山口　悟郎
発明賞 耐熱性ニツケル触媒 特許２５０４０７号 吉崎　一弘
発明賞 耐熱性ニツケル触媒 特許２５０４０７号 小松　進
発明賞 自吸式多段遠心ポンプ 特許２１０７３５号 横田　秀邦 (株)横田製作所
発明賞 自吸式多段遠心ポンプ 特許２１０７３５号 横田　伸五 (株)横田製作所
発明賞 スポンジゴム並に之に類似の材質に依る凹凸面板の製造方法 特許２４０４２２号 甲斐　晴人 西川ゴム工業(株)
発明賞 汚水淨化装置ほか 特許２２２２０７号 花川　清治 花川設備工業(株)
発明賞 合成繊維の延伸熱処理装置 特許２４２８９１号 矢島　啓正 帝国人造絹糸(株)
発明賞 合成繊維の延伸熱処理装置 特許２４２８９１号 為本　和雄 帝国人造絹糸(株)
発明賞 合成繊維の延伸熱処理装置 特許２４２８９１号 田中　直美 帝国人造絹糸(株)
発明賞 連続脱水装置 特許１９６９４４号 長原　勝見 帝国人造絹糸(株)
発明賞 連続脱水装置 特許１９６９４４号 奥田　勇 帝国人造絹糸(株)
発明賞 モータープーリーに装置したフリードラム機構 実用３４３８０３号 長友　正治 不二輸送機工業(株)
発明賞 動針型手編機 特許２４６７５８号 堀　三司 東京コロナ編機販売(株)
発明賞 サンダル 実用４７２９３７号 福岡　貞雄 福岡木材工業(株)
発明賞 緯糸木管尻金の硬化法 特許１８９１６７号 森　正治郎 (株)森正製作所
発明賞 結束装置付き稻刈機 特許２０５００５号 羽二生　良夫 井関農機(株)
発明賞 自動送込脱糓機に於ける穂切れ防止装置 実用４７８７１５号 関谷　圭一 井関農機(株)
発明賞 自動送込脱糓機に於ける穂切れ防止装置 実用４７８７１５号 八田　稔 井関農機(株)
発明賞 油圧プレスのラム速度自動変換弁 特許２２５７７３号 福崎　義行 住友金属工業(株)
発明賞 人造絹糸精練用紙の製法 特許２４４９６０号 池田　秀男 池田紙業(株)
発明賞 石油廃酸スラツヂよりピツチの製造法 特許２１２１０７号 国枝　繁 日本乾溜工業(株)
発明賞 ブローホール・ピンホール及亀裂のないチル肉盛電弧鎔接法 特許２３４７２８号 山本　秀祐 (株)富士工業所
発明賞 端艇揚卸装置 実用４０４１４８号 草野　忠男 日本サブロー(株)
発明賞 端艇揚卸装置 実用４０４１４８号 辻　啓一 日本サブロー(株)
発明賞 盤状セメント体製造機の成型品押上移送装置ほか 特許１９９４８４号 坂本　格次郎
発明賞 回転電機用コイル整型機 特許２４６８８１号 甲斐　林蔵 (名)興電舎
実施賞 膨脹圧力利用の洗濯法の実施化 特許２３２１２８号 林　敏雄 (株)林製作所
実施賞 高速機関用吸気圧指圧装置の実施化 特許２５０１５０号 溝呂木　金太郎 (株)長野計器製作所
功労賞 小塩　孫八 静岡県
功労賞 舟岡　省五 京都府
功労賞 松本　末太郎 広島県
功労賞 石本　光三郎 広島県
功労賞 浅野　金兵衛 長崎県
功労賞 中部　悦良 長崎県
功労賞 福谷　君貞 鹿児島県
功労賞 中村　達 東京都
功労賞 松久　嵩 愛知県
功労賞 谷口　啓三 滋賀県
功労賞 中込　朗 岡山県
功労賞 園田　文雄 大分県
功労賞 今西　士郎 宮崎県
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