
全国発明表彰　昭和３７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 同一搬送周波数による多端子型電力線搬送方法 特許２３４９１９号 高木　昇 東京大学
恩賜発明賞 同一搬送周波数による多端子型電力線搬送方法 特許２３４９１９号 大野　豊 東京電力(株)
恩賜発明賞 同一搬送周波数による多端子型電力線搬送方法 特許２３４９１９号 秋山　諄一 横河電機製作所
内閣総理大臣発明賞 粒体層状搬送機における送料自動制御装置 特許２６９３７６号 沢田　保弘 八幡製鉄(株)
通商産業大臣発明賞 梳綿機の開繊除塵機構の改良 特許２５９４８５号 青木　邦夫 大和紡績(株)
科学技術庁長官賞 金属合板の製造法 特許２６３８４４号 池上　卓穂 八幡製鉄(株)
科学技術庁長官賞 金属合板の製造法 特許２６３８４４号 伊藤　悌二 八幡製鉄(株)
科学技術庁長官賞 金属合板の製造法 特許２６３８４４号 米井　滉 八幡製鉄(株)
特許庁長官賞 表示線保護継電装置 特許２６５６１９号 中山　敬造 (株)日立製作所
特許庁長官賞 表示線保護継電装置 特許２６５６１９号 渡井　三夫 (株)日立製作所
日本商工会議所会頭発明賞 廻転式液体燃料燃焼装置ほか 特許２１５８３９号 宮原　欽吾 (株)ミヤハラバーナー
経済団体連合会会長発明賞 乾式アセチレン発生装置 特許２４２１５６号 高橋　益雄 日本カーバイド工業(株)
経済団体連合会会長発明賞 乾式アセチレン発生装置 特許２４２１５６号 富山　保 日本カーバイド工業(株)
弁理士会会長賞 排泥弁可動型遠心固液分離装置 特許２４６２９５号 古山　主一郎 三菱化工機(株)
朝日新聞発明賞 可変蓄電器 実用５０１０９２号 森部　一 ミツミ電機(株)
発明協会会長賞 大型連通管を有する炉筒煙管ボイラ 特許２４２１６１号 平川　久一 (株)平川鉄工所
発明実施賞 シヤツター速度調整装置の実施化 特許２７０６３４号 笠井　正人 (株)コパル光機製作所
発明賞 単板の木口割れ防止装置 特許２７９２１０号 松尾　一郎 新宮商工
発明賞 救命艇揚卸装置 特許２１０６２７号 宇野　永七 函館ドツク(株)
発明賞 整流減圧弁 実用５１７５８４号 田中　館三郎 (株)フシマンバルブ製作所
発明賞 ベニヤ単板乾燥装置 実用４２０５４１号 渡会　弥一郎 (株)渡会機械製作所
発明賞 アクリルニトリル重合体から繊維を製造する方法 特許２７０３０９号 片山　将道 日東紡績(株)
発明賞 アクリルニトリル重合体から繊維を製造する方法 特許２７０３０９号 中野　清 日東紡績(株)
発明賞 硝子短繊維製造装置 特許１８０２５０号 平松　信武 パラマウント硝子工業(株)
発明賞 硝子短繊維製造装置 特許１８０２５０号 春日　袈裟治 パラマウント硝子工業(株)
発明賞 冷蔵庫の形状および模様の結合 意匠１５７４３０号 須藤　清治 (株)日立製作所
発明賞 冷蔵庫の形状および模様の結合 意匠１５７４３０号 本田　寿一 (株)日立製作所
発明賞 冷蔵庫の形状および模様の結合 意匠１５７４３０号 野原　実 (株)日立製作所
発明賞 石材加工機 実用４５２９７２号 岩内　啓太郎 岩内製作所
発明賞 マンホール用緣枠 実用３８６３８９号 長谷川　五平 (株)長谷川鋳工所
発明賞 子時計駆動方式 特許１８５１５２号 山田　利一 日本精密電気時計(株)
発明賞 子時計駆動方式 特許１８５１５２号 古木　吉造 日本精密電気時計(株)
発明賞 可逆性示溫塗料 特許２５６２４９号 舟山　勉 理科学研究所
発明賞 触媒用還元ニツケルの安定化法 特許２４５５９１号 山中　龍雄 (株)日興商会
発明賞 グリースポンプ用圧出頭 実用４２７６１５号 山田　豊雄 山田油機製造(株)
発明賞 電線端子金具 特許１９２６４１号 山本　金吉 山本電気工業(株)
発明賞 毎葉印刷機の紙咬装置 特許２５１２８５号 小森　善一 (株)小森印刷機械製作所
発明賞 アンゴラ兎毛に纒絡性を加えた可紡性を増大せしめ得る繊維の製造方法 特許１９２５３６号 藤原　政雄 藤原特許アンゴラ工業所
発明賞 繋留基 特許２６８６９６号 玄間　政次郎 日本地工(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 絶緣電線の製造法 特許２４６０４７号 矢代　龍一 古河電気工業(株)
発明賞 絶緣電線の製造法 特許２４６０４７号 浜田　啓吉 古河電気工業(株)
発明賞 絶緣電線の製造法 特許２４６０４７号 可知　博 古河電気工業(株)
発明賞 絶緣電線の製造法 特許２４６０４７号 梅若　利夫 古河電気工業(株)
発明賞 信号選択装置 特許２５９７３４号 岡崎　正俊 日本電気(株)
発明賞 電動式自動X線間接撮影機 特許２４１０６７号 田沢　進 キヤノンカメラ(株)
発明賞 給食殺菌装置のボイラー 特許２５６４０５号 土屋　国治 ツチヤゼネレーター工業(株)
発明賞 電子管の陰極特性測定方式 特許２００２１７号 池原　典利 日本電気(株)
発明賞 高度の耐熱耐油性を有する防蝕被膜形成剤 特許２７９５１６号 植村　雄吉 大島工業(株)
発明賞 自動送込脱穀機に於ける糓稈出口処理装置 実用４５０６２２号 井伊　喜八郎 小池農機(株)
発明賞 脱榖機 実用４５２３９０号 藤井　寿松 丸与農機(株)
発明賞 食卓ナイフの利器研磨機 特許２２４３１５号 早川　栄松 早川鉄工所
発明賞 耕耘機用遠心クラツチ 実用５２２６７９号 藤井　恒雄 藤井豊機製造(株)
発明賞 ポリエステル－イソシアネート樹脂発泡体に可塑性樹脂皮膜を形成する方法 特許２７４５０４号 久留　安次郎 中部化学(株)
発明賞 自動包装機において包紙を飜転して供給する装置 特許２４０８４２号 世古　清 (株)富士機械製作所
発明賞 スペヤータイヤ－ハンガーにおける安全装置 特許２８１５８９号 和久田　五平 和久田鉄工(株)
発明賞 大型プレキヤスト・コンクリート版による建築物 特許２６５２６５号 高橋　夏三郎 大和パネコン建築(株)
発明賞 麵乾燥装置 実用５１９５６４号 浅野　枩夫 (株)浅野鉄工所
発明賞 鐴犂 特許２２０４９３号 高北　新治郎 高北農機(株)
発明賞 自励式交流発電機 実用５２９１０２号 藤本　正男 神鋼電機(株)
発明賞 自励式交流発電機 実用５２９１０２号 苅谷　暉夫 神鋼電機(株)
発明賞 自励式交流発電機 実用５２９１０２号 水野　勝博 神鋼電機(株)
発明賞 可変抵抗器 実用３８７７５２号 木村　健吉 (株)日本抵抗器製作所
発明賞 野球用靴下 実用５２９１１３号 田辺　貢 田辺メリヤス製作所
発明賞 ゴムコンドーム製造機 特許２６１１３１号 山下　清作 山下ラテツクス(株)
発明賞 電動機自動急停止機 実用４４９１８８号 宮腰　静 東洋動力安全器(株)
発明賞 無段変速可能のウオーム減速機 特許２６８５７０号 柏原　学 シンポ工業(株)
発明賞 油入遮断器の消孤室筒 特許２６０６７５号 高野　市太郎 (株)立正電機製作所
発明賞 養毛及び生毛化粧料の製造法 特許２８５０００号 萩原　義秀 山城製薬(株)
発明賞 綿練篠機の牽伸ローラー装置 特許２５１７０７号 市村　善次 三国紡機製工(株)
発明賞 鈑弁型空気圧縮機に於ける無負荷運転装置 特許２０７５８２号 田村　光秋 田村鉄工(株)
発明賞 補助ローラーを特設したるドラフト方式の改良 特許１８３８５０号 右田　広吉 大和紡績(株)
発明賞 メカニカル・シール 実用４１８３３９号 鷲田　彰 (株)酉島製作所
発明賞 繊維機械における防塵装置 特許２５１８９５号 小西　万右衛門 東洋紡績(株)
発明賞 水中軸受の潤滑装置 実用４１２４２１号 井上　二郎 (株)酉島製作所
発明賞 含チタン滓処理による鋼質改良法 特許２３４９０３号 高尾　善一郎 (株)神戸製鋼所
発明賞 含チタン滓処理による鋼質改良法 特許２３４９０３号 下瀬　高明 (株)神戸製鋼所
発明賞 含チタン滓処理による鋼質改良法 特許２３４９０３号 平野　坦 (株)神戸製鋼所
発明賞 水銀整流器の等価試験装置 特許２６００７７号 阿部　久康 三菱電機(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 黄色顔料の製造法 特許１９４７０２号 小田　基礎 日本鉄化工業(株)
発明賞 メリヤス用ベラ針 実用４８２７４２号 柴田　三郎 (株)柴田製針所
発明賞 布帛の滯溜遞送による連続移行装置 特許２６７４７６号 那須　邦治 (株)山東鉄工所
発明賞 布帛の滯溜遞送による連続移行装置 特許２６７４７６号 丹羽　進 (株)山東鉄工所
発明賞 循環式シエルモールド連続製造装置 特許２５００７５号 河合　房芳 東洋工業(株)
発明賞 抽気背圧タービン調整装置 特許２３４８９１号 藤井　紀 三菱造船(株)
発明賞 歯車表面焼入法 特許２０４６３１号 松岡　秀郎 三菱造船(株)
発明賞 ばね式指示秤における精度確保装置 実用５６９１１８号 井内　太平 井内衡機(株)
発明賞 塩類を溶解せる蒸溜成分混合液を連続的に脱塩蒸溜する方法 特許２５９０９７号 増田　収平 日本ヒドラジン工業(株)
発明賞 遠隔操作装置 特許２６１８０３号 武田　信義 来島船渠ほか
発明賞 遠隔操作装置 特許２６１８０３号 福屋　博臨 来島船渠ほか
発明賞 籾摺機 実用４９６１４７号 二宮　幸雄 井関農機(株)
発明賞 コンクリート・ブロツク成型装置 特許２７１８２７号 広瀬　亨 三共コンクリート工業(株)
発明賞 配電線事故検出用区分開閉器 特許２１４４９０号 副島　清次 戸上電機製作所
発明賞 袋口部緊締機 特許２６８４７２号 巽　大助 (有)たつみ理機製作所
発明賞 製鋼用酸素吹込管 特許２６０１９６号 西　淳 滲透工業(株)
発明賞 アセチールオキシマーキユロベンゾール乳剤の製造方法 特許２７８７８７号 吉本　英臣 サンケイ化学(株)
実施賞 無線方向探知器の実施化 特許２０３８７８号 田崎　文男 (株)光電製作所
実施賞 電動式自動X線間接撮影機の実施化 特許２４１０６７号 御手洗　毅 キヤノンカメラ(株)
実施賞 ベニヤ単板截断工程における搬送方法ほか9件の実施化 特許２３３８５４号 橋本　三郎 橋本電機工業(株)
実施賞 薬剤散粉機における粉剤送込み装置の実施化 実用６４１４０２号 山田　寅雄 (資)名古屋工範製作所
功労賞 山崎　岩男 青森県支部長
功労賞 黒木　博 宮崎県支部長
功労賞 吉川　島次 前奈良県支部副支部長
功労賞 宮木　男也 京都支部副会長
功労賞 逢沢　薫 長野県支部副支部長
功労賞 山本　利夫 鹿児島県支部常任理事
功労賞 矢野　浩助 福岡県支部常任理事
功労賞 中村　正雄 福岡県支部常任理事
功労賞 多胡　正雄 前群馬県支部常務理事
功労賞 中野　博 東京支部総務部長
功労賞 宮原　実 千葉市立新宿小学校長
功労賞 坂本　尚正 岐阜私立加納中学校教諭

3/3


