
全国発明表彰　昭和４０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 変圧器又は類似装置ほか 特許２４８９８６号 佐々木　四郎 日本電磁工業(株)
内閣総理大臣発明賞 球状黒鉛鋼の製造法ほか 特許２５５１０４号 音谷　登平 東北大学
内閣総理大臣発明賞 球状黒鉛鋼の製造法ほか 特許２５５１０４号 丸山　益輝 東北大学
内閣総理大臣発明賞 球状黒鉛鋼の製造法ほか 特許２５５１０４号 師岡　保弘 東北大学
内閣総理大臣発明賞 球状黒鉛鋼の製造法ほか 特許２５５１０４号 形浦　安治 東北大学
通商産業大臣発明賞 鋳型の製作法 特許２３２４４２号 西山　太喜夫 (株)日立製作所
科学技術庁長官賞 パルス分配方式ほか 特許３０９６６２号 元岡　達 東京大学
科学技術庁長官賞 パルス分配方式ほか 特許３０９６６２号 山口　楠雄 東京大学　
科学技術庁長官賞 パルス分配方式ほか 特許３０９６６２号 稲葉　清右衛門 富士通信機製造(株)
科学技術庁長官賞 パルス分配方式ほか 特許３０９６６２号 吉武　智士 富士通信機製造(株)
特許庁長官賞 沪過方法ほか 特許２３２１１３号 三浦　貢 ミウラ化学装置(株)
日本商工会議所会頭発明賞 宝石合成用酸化チタンの製造法 特許２１１３５０号 国富　稔 山梨大学
経済団体連合会会長発明賞 自動スクリーン捺染機におけるスケージほか 特許４０６０２４号 井尻　章 (株)昭和機械製作所
弁理士会会長賞 人造絹糸後処理などに用いられる回転円筒式連続脱水装置 特許４１０５１４号 岩本　徳武 旭化成工業(株)
弁理士会会長賞 人造絹糸後処理などに用いられる回転円筒式連続脱水装置 特許４１０５１４号 小深田　耕一 北陽繊維工業(株)
弁理士会会長賞 人造絹糸後処理などに用いられる回転円筒式連続脱水装置 特許４１０５１４号 佐藤　市治 北陽繊維工業(株)
弁理士会会長賞 人造絹糸後処理などに用いられる回転円筒式連続脱水装置 特許４１０５１４号 米倉　乍 旭化成工業(株)
弁理士会会長賞 人造絹糸後処理などに用いられる回転円筒式連続脱水装置 特許４１０５１４号 手島　順 (株)ポリマー
朝日新聞発明賞 電波伝送装置 特許２３９１４１号 川橋　猛 日本電気(株)
発明協会会長賞 びん口封被片の自動引き出し切断装置ほか 特許３０２２００号 泉　新次郎 (株)イズミ
発明実施賞 イオン交換樹脂法によるヨードの採取方法ほかの実施化 特許４２８５９１号 竹内　寿恵 日本天然瓦斯興業(株)
発明実施賞 竹製合板製造法の実施化 特許１８４２２６号 嶺川　利三 東洋バンボード(株)
発明賞 代かき鎮圧整地器ほか 特許２５４９８３号 佐々木　家松 ムツ機械工業所
発明賞 高揚程安全弁 実用５０４３４０号 吉田　博 (株)フシマンバルブ
発明賞 コンクリートブロツクによる岸壁ほか 実用５５５７５９号 大石　幸市 大石窯業所
発明賞 截断機に於ける切截送出装置ほか 特許２５９７１５号 山本　惣太 (株)山本製作所
発明賞 柱状物研磨機 実用７３３１３６号 曽根　利政 曽根製作所
発明賞 練製物自動包被機 特許２５４４７０号 林　虎彦 レオン自動機(株)
発明賞 酒類の滓下法 特許４３９３３２号 亀倉　秀雄 新進食料工業研究所
発明賞 酒類の滓下法 特許４３９３３２号 美濃島　宏治 新進食料工業研究所
発明賞 ダンパシリンダ 特許２８０８００号 片山　春夫
発明賞 不活性ガス式Ⅰ型熔接法 特許４２４１０５号 斉藤　重郎 日本車輛製造(株)
発明賞 固体潤滑転動軸受 特許２８２４７１号 萩原　平一 (株)日立製作所
発明賞 点字印字機に於ける検読装置ほか 特許１５７５０５号 中村　信男 盲人更生要具研究製作
発明賞 気化器 実用５６９１８６号 青山　泰三 (株)日本気化器製作所
発明賞 拡口曳網装置ほか 特許１８０４１５号 林　寿 (株)海光社水産研究所
発明賞 計測器用摺動抵抗器 特許２３５４９８号 友田　三八二 (株)横河電機製作所
発明賞 固体タンタル蓄電器の製造方法 特許２６９９２３号 岡本　英一 日本電気(株)
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発明賞 同軸ケーブルとその製造方法 特許４１７２３４号 吉村　正道 藤倉電線(株)
発明賞 同軸ケーブルとその製造方法 特許４１７２３４号 名古　昭 藤倉電線(株)
発明賞 比較対象の同時探傷観測をなし得る超音波探傷方法 特許２０７０７８号 魚住　捨清 帝国通信工業(株)
発明賞 クロスバー式自動電話交換方式 特許２５４７０５号 江森　五郎 (株)日立製作所
発明賞 クロスバー式自動電話交換方式 特許２５４７０５号 高畠　隆 (株)日立製作所
発明賞 小入力用冷陰極表示放電管 特許３１４６５４号 福川　幸夫 富士通信機製造(株)
発明賞 小入力用冷陰極表示放電管 特許３１４６５４号 中条　俊彦 富士通信機製造(株)
発明賞 自動電話交換設備に対する２線式セレクタ復旧方式 特許２４９４９８号 八田　誠二 富士通信機製造(株)
発明賞 自動電話交換設備に対する２線式セレクタ復旧方式 特許２４９４９８号 山本　卓真 富士通信機製造(株)
発明賞 自動電話交換設備に対する２線式セレクタ復旧方式 特許２４９４９８号 三嶋　友安 富士通信機製造(株)
発明賞 自動交換設備用コンネクタに対する接続方式 特許３１３１７３号 八田　誠二 富士通信機製造(株)
発明賞 小型喞筒 実用４３８８６１号 栗林　英雄 (株)栗林製作所
発明賞 農業用被膜ほか 特許４１９５０４号 谷沢　貴幸 究化農事研究所
発明賞 給糸杆変換装置ほか 実用７３６２５０号 鈴木　辰恵 アルス編機製作所(株)
発明賞 給糸杆変換装置ほか 実用７３６２５０号 鈴木　一二 アルス編機製作所(株)
発明賞 耐熱完全不通気性炭素および黒鉛の任意型状体の製法ほか 特許４１２１９５号 山田　恵彦 東海電極製造(株)
発明賞 耐熱完全不通気性炭素および黒鉛の任意型状体の製法ほか 特許４１２１９５号 佐藤　博 東海電極製造(株)
発明賞 耐熱完全不通気性炭素および黒鉛の任意型状体の製法ほか 特許４１２１９５号 高田　清次郎 東海電極製造(株)
発明賞 メラミン製造用水圧式オートクレーブ 特許１９９９１４号 桐山　幸夫 揖斐川電気工業(株)
発明賞 メラミン製造用水圧式オートクレーブ 特許１９９９１４号 坂本　福一 揖斐川電気工業(株)
発明賞 酢酸繊維素繊維を素材とした編組物の処理法 特許４１５５６７号 今井　尚英 福井精練加工(株)
発明賞 酢酸繊維素繊維を素材とした編組物の処理法 特許４１５５６７号 戸出　俊一 福井精練加工(株)
発明賞 旋盤に於ける振止め装置 特許２８４８１５号 石川　照明 (株)市金工業社
発明賞 材料の気体処理用網状無限ベルト 特許４２０９９５号 今安　聡 大倉酒造(株)
発明賞 回転式粉末分離機ほか 特許２２５７５０号 細川　益男 (株)細川鉄工所
発明賞 回転式粉末分離機ほか 特許２２５７５０号 松山　卓蔵 (株)細川鉄工所
発明賞 崩壞性土質に於けるコンクリートパイルの打設方法ほか 特許２５７９４０号 山田　義行 (株)竹中工務店
発明賞 硝子代用琺瑯板ほか 実用７２７２５８号 木山　寛三 木山標記(株)
発明賞 熱素子製造方法ほか 特許３１４２７９号 山野　大 三洋電機(株)
発明賞 緑飼カツターに於ける飼料送り装置ほか 実用４９８１０１号 宮沢　正八 太平農機(株)
発明賞 田植をしない米作り機ほか 実用７００４６９号 柴田　三代治 柴田工業(株)
発明賞 超高圧流体の圧力測定方式 特許２９４１５３号 安並　三男 (株)神戸製鋼所
発明賞 流体圧力式作動筒 特許４１５１２１号 管　雄一 日本エヤーブレーキ(株)
発明賞 写真機に於ける射光度調節装置 特許２３８６５６号 茶谷　薫重 (株)エフ･シー製作所
発明賞 直線偏波円偏波変換装置 特許２５０７１０号 喜連川　隆 三菱電機(株)
発明賞 直線偏波円偏波変換装置 特許２５０７１０号 中原　昭次郎 三菱電機(株)
発明賞 電子放射用物資の製法 特許２４２３３１号 秦　卓也 三菱電機(株)
発明賞 電子放射用物資の製法 特許２４２３３１号 立原　芳彦 三菱電機(株)
発明賞 電子放射用物資の製法 特許２４２３３１号 小寺　繁 三菱電機(株)
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発明賞 水溶性融剤によるアルミニユウムの溶融メツキ方法 特許４１０４０３号 上原　国安 アルマー工業(株)
発明賞 水溶性融剤によるアルミニユウムの溶融メツキ方法 特許４１０４０３号 寺島　洸 アルマー工業(株)
発明賞 水溶性融剤によるアルミニユウムの溶融メツキ方法 特許４１０４０３号 山中　健 アルマー工業(株)
発明賞 耐消化性タールドロマイト質耐火煉瓦の製造方法 特許４１３３１６号 滑石　直幸 播磨耐火煉瓦(株)
発明賞 耐消化性タールドロマイト質耐火煉瓦の製造方法 特許４１３３１６号 大町　富雄 播磨耐火煉瓦(株)
発明賞 動力耕耘機の変速装置ほか 実用４７６４９６号 小坂　豊　 (株)小坂製作所
発明賞 身体障害者用制動加速装置を付設した自動車ほか 特許４０８６０７号 小沢　春義 東洋工業(株)
発明賞 身体障害者用制動加速装置を付設した自動車ほか 特許４０８６０７号 兼森　徳蔵 東洋工業(株)
発明賞 護岸用ブロツク 特許２９０８０１号 中本　禎造 (株)中本工作所
発明賞 高濃度液濃縮用多重効用蒸発装置 特許３０３８１９号 尾野　馨 三菱重工業(株)
発明賞 動力耕耘機ほか 特許２８０６０３号 久米　義勝 久米機械技術研究所
発明賞 トラツククレーンに於ける三段ブーム伸縮装置 実用５８１２６２号 多田野　久 (株)多田野鉄工所
発明賞 ビスコース加工紙製スクリーンを具へたる謄写版 特許２０７２６７号 山岡　茂太郎 (株)孔版原紙研究所
発明賞 ビスコース加工紙製スクリーンを具へたる謄写版 特許２０７２６７号 森　豊重 (株)孔版原紙研究所
発明賞 回転篩分装置 特許４１４７４７号 吉川　源市 吉川工業(株)
発明賞 化成肥料の製造法 特許４０７３２９号 竹田　定祐 富士チタン工業(株)
発明賞 化成肥料の製造法 特許４０７３２９号 田淵　一弥 富士チタン工業(株)
発明賞 化成肥料の製造法 特許４０７３２９号 岩見　勇 富士チタン工業(株)
発明賞 化成肥料の製造法 特許４０７３２９号 工藤　飛車 富士チタン工業(株)
発明賞 雷管自動連続製造装置における自動火薬類計量機 特許４２００９４号 安武　了 旭ダウ(株)
実施賞 真空コツプ詰機の実施化 特許２７１００９号 三浦　永祐 日本プラポツト(株)
実施賞 酸性白土又は類似粘土の活性化による硫酸バンド等溶液の製造法の実施化 特許１７６９６８号 山田　武敏 水沢化学工業(株)
実施賞 自動車用ウインドワイパーモーター等の定位置自動停止装置の実施化 特許２８６５５８号 日野　貞夫 (株)三ツ葉電機製作所
実施賞 可動線輪磁鋼芯型計の実施化 実用７３１０７８号 三橋　健三 日本精密測器(株)
実施賞 直径の極く細い電線のバケツ巻方法および装置の実施化 特許４１６０３２号 西川　勉 (株)西川鉄工所
実施賞 材料の気体処理用網状無限ベルトの実施化 特許４２０９９５号 大倉　治一 大倉酒造(株)
実施賞 綛取機における糸切れ自動停止装置の実施化 実用７３７６９４号 村田　禎介 村田機械(株)
実施賞 ユニバーサルリフトほかの実施化 実用５５３０１１号 越原　利七 (株)越原鉄工所
実施賞 絣緯巻装置の実施化 特許２４７１２０号 貝原　覚 貝原織布(株)
実施賞 動力耕耘機に於ける耕耘爪軸取付装置ほかの実施化 特許４９９５８７号 竹下　儀一郎 竹下鉄工(株)
実施賞 澱粉粕を原料とする醱酵法によるクエン酸石灰製造方法の実施化 特許４０６７１１号 志風　喜美 新村上化学工業(株)
功労賞 清水　誠弥 青森県支部理事
功労賞 平賀　由蔵 岩手県支部主管
功労賞 日下　繁 東京支部理事
功労賞 井上　孟 東京支部評議員
功労賞 梅田　和三郎 神奈川県支部主事
功労賞 兼村　好一 岐阜県支部理事
功労賞 徳永　幸次郎 福岡県支部専務理事
功労賞 岩坂　儀一 宮崎県支部監事
功労賞 仲谷　重寛 宮崎県支部監事
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