
全国発明表彰　昭和４２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 トラス 特許２４７１３３号 鈴木　悦郎 大成建設(株)
内閣総理大臣発明賞 遠心式紡糸機に於ける紡糸切替方法及び装置 特許４６１１６７号 松岡　滋 旭化成工業(株)
内閣総理大臣発明賞 遠心式紡糸機に於ける紡糸切替方法及び装置 特許４６１１６７号 藤沢　清 旭化成工業(株)
内閣総理大臣発明賞 遠心式紡糸機に於ける紡糸切替方法及び装置 特許４６１１６７号 政井　昭八 旭ダウ(株)
内閣総理大臣発明賞 遠心式紡糸機に於ける紡糸切替方法及び装置 特許４６１１６７号 浅見　敦美 旭化成工業(株)
通商産業大臣発明賞 圧延機運転に於ける加速補償装置 特許２８２４８７号 西　一郎 (株)日立製作所
通商産業大臣発明賞 圧延機運転に於ける加速補償装置 特許２８２４８７号 加藤　春雄 (株)日立製作所
科学技術庁長官賞 強磁性鉄－アルミニウム合金の熱処理法 特許１６０８８７号 斉藤　英夫 東北大学
特許庁長官賞 進行波管発振器 特許４３７０７７号 立沢　宏 日本電気(株)
特許庁長官賞 進行波管発振器 特許４３７０７７号 佐藤　朗 日本電気(株)
日本商工会議所会頭発明賞 透明な低膨張性結晶物の製造方法 特許４５０７２９号 田代　仁 京都大学
日本商工会議所会頭発明賞 透明な低膨張性結晶物の製造方法 特許４５０７２９号 鷹木　清 日本電気硝子(株)
日本商工会議所会頭発明賞 透明な低膨張性結晶物の製造方法 特許４５０７２９号 和田　正道 日本電気硝子(株)
日本商工会議所会頭発明賞 透明な低膨張性結晶物の製造方法 特許４５０７２９号 田中　一好 日本電気硝子(株)
経済団体連合会会長発明賞 燐酸液の製造方法 特許２３９１６３号 藤田　四三雄 (株)多木製肥所
経済団体連合会会長発明賞 燐酸液の製造方法 特許２３９１６３号 池野　亮当 (株)多木製肥所
経済団体連合会会長発明賞 燐酸液の製造方法 特許２３９１６３号 梶　敬治 (株)多木製肥所
経済団体連合会会長発明賞 燐酸液の製造方法 特許２３９１６３号 清水　懋 (株)多木製肥所
弁理士会会長賞 半導体装置の組立装置 特許４１６１４６号 鈴木　純 (株)日立製作所
朝日新聞発明賞 燃焼速度同調体を備えたガスバーナー 特許４７２７１７号 木村　淳一 東邦瓦斯(株)
発明協会会長賞 圧力機器用多層巻管 特許４４７７１４号 相楽　秀雄 三菱重工業(株)
発明賞 木材小角片の製造装置 特許４７１２６０号 池内　一行 池内ベニヤ(株)
発明賞 車輛の連結器 実用５８４６２１号 橋本　敬 豊平製鋼(株)
発明賞 車輛の連結器 実用５８４６２１号 長久　金夫 豊平製鋼(株)
発明賞 脱穀機に於ける自動送込装置 特許２１３３５８号 加藤　末治 (株)加藤農機製作所
発明賞 鋤鏈掘鑿装置 特許２４７６９５号 岸田　国光 (株)岸田組
発明賞 醬油に配合する調味塩水の製造法 特許２０９０７２号 美濃　正一郎 宮本醸造(資)
発明賞 醬油に配合する調味塩水の製造法 特許２０９０７２号 美濃　羊輔 宮本醸造(資)
発明賞 漁労ウインチ用油圧原動機 特許４７４０４７号 只野　信男 (株)鈴木鉄工所
発明賞 無線繰縦による荷重搬送装置 特許４２９９０９号 和田　福蔵 (有)和田鉄工所
発明賞 無線繰縦による荷重搬送装置 特許４２９９０９号 和田　弘 (有)和田鉄工所
発明賞 無線繰縦による荷重搬送装置 特許４２９９０９号 和田　勉 (有)和田鉄工所
発明賞 草葺屋根改修工法 特許４５４３８９号 石川　堯 石川建材工業所
発明賞 用水浄化剤の製造法 特許４６３２０２号 菅原　勇次郎 水沢化学工業(株)
発明賞 用水浄化剤の製造法 特許４６３２０２号 山田　武敏 水沢化学工業(株)
発明賞 用水浄化剤の製造法 特許４６３２０２号 熨斗　義文 水沢化学工業(株)
発明賞 用水浄化剤の製造法 特許４６３２０２号 斉藤　政治 水沢化学工業(株)
発明賞 果実の缶・壜詰製造方法 特許４３３０１７号 小泉　武雄 帝北食糧(株)
発明賞 果実の缶・壜詰製造方法 特許４３３０１７号 沢田　芳夫 帝北食糧(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 ペルトン水車運転制御装置 特許２８９０９８号 細貝　隆 (株)日立製作所
発明賞 管捲機に於ける仮撚り入れ装置 特許２３９４９４号 佐瀬　憲一 (有)佐憲鉄工所
発明賞 金属、石材等の表面処理器 特許４７９３１８号 御器谷　俊雄 日東工器(株)
発明賞 巻鉄心の接合方法 特許４１９９５０号 藤本　俊治 (株)日立製作所
発明賞 潜水船の自動深度保持装置 特許４１６７９６号 沖　喜久雄 日本電気(株)
発明賞 潜水船の自動深度保持装置 特許４１６７９６号 元松　隼男 日本電気(株)
発明賞 潜水船の自動深度保持装置 特許４１６７９６号 山口　守 日本電気(株)
発明賞 潜水船の自動深度保持装置 特許４１６７９６号 木村　清治 日本電気(株)
発明賞 金彩飾フロスト硝子の製造法 特許２９７３２３号 松田　九十九 松田硝子工芸(株)
発明賞 ねり製品の製造法 特許４０４９９２号 岡田　稔 (株)千代田化学工業所
発明賞 ねり製品の製造法 特許４０４９９２号 中山　正夫 (株)千代田化学工業所
発明賞 曲線追随装置 特許２８５３４６号 友田　三八二 (株)横河電機製作所
発明賞 書画電送受信装置 特許２３６８８８号 南　巌 日本電気(株)
発明賞 空中線 特許４１８４０３号 竹内　芳郎 日本電気(株)
発明賞 流体圧力自動調整弁 特許４４５１９０号 村上　栄三郎 (株)村上製作所
発明賞 磁芯 実用７１２６０９号 増田　義雄 沖電気工業(株)
発明賞 ロータリースイッチ 実用５６４５５７号 兼平　康太郎 沖電気工業(株)
発明賞 局線より私設自動交換局加入者回線への着信接続方式 特許３１２７５７号 鴨志田　政敏 沖電気工業(株)
発明賞 局線より私設自動交換局加入者回線への着信接続方式 特許３１２７５７号 林　章 沖電気工業(株)
発明賞 金属の表面処理法 特許２６９９３０号 北村　陽一 東洋鋼鈑(株)
発明賞 変圧器における負荷時タップ切換開閉器の油濾過装置 実用５６４３０５号 雨宮　勇男 富士電機製造(株)
発明賞 リン酸バリウム螢光体 特許２１７７００号 上原　康夫 東京芝浦電気(株)
発明賞 リン酸バリウム螢光体 特許２１７７００号 富島　　広 東京芝浦電気(株)
発明賞 リン酸バリウム螢光体 特許２１７７００号 小夫家　良正 東京芝浦電気(株)
発明賞 私設自動電話交換設備に於て局線を夜間切替するための接続方式 特許２７４４８５号 三次　衛 富士通信機製造(株)
発明賞 送油量調節装置 特許４３３９６５号 黒岩　八五郎 (株)前田鉄工所
発明賞 動作を分解映写し得る映写機 特許４３７３０６号 坂本　治良 三協光学工業(株)
発明賞 コーマーのデタッチングローラーの駆動機構の改良 特許２９２０８７号 香取　睦彦 豊和工業(株)
発明賞 石油ストーブおよび石油こんろの燃焼筒 特許７０６８１２号 水戸　義男 豊臣工業(株)
発明賞 転写印刷紙 特許３０９８８９号 日比　晃 (株)日比シルク
発明賞 アリーム属植物より有用成分の分別方法 特許４２１８４５号 田嶋　勝雄 (株)広貫堂
発明賞 サーキュラーワインダーの満管指示装置 特許４１０７２５号 山本　弥吉 (株)石川製作所
発明賞 織機の巻戻し弛緩防止装置 特許２４８４３７号 山本　昇 津田駒工業(株)
発明賞 四丁杼自動織機に於ける新杼補給装置 特許４４５８３７号 森本　外次 北陸機械工業(株)
発明賞 織機のフィーラー装置 特許２２１３５４号 松川　嘉治 (株)松川織機製作所
発明賞 連続シボ立て装置 特許４７２１０５号 越野　閃三 福井精錬加工(株)
発明賞 織布のぼかし染色機 特許４３８２０４号 荻原　正司 酒伊繊維工業(株)
発明賞 電弧熔接機の感電防止押釦操作起動装置 特許４０８６９０号 柏井　忠宏 (株)宮木電機製作所
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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 管電圧自動上昇装置付X線装置 実用５３４４１９号 三輪　幸治 (株)島津製作所
発明賞 管電圧自動上昇装置付X線装置 実用５３４４１９号 伊藤　啓二郎 (株)島津製作所
発明賞 粉体連続排出装置 特許３１８４６６号 細川　益男 (株)細川鉄工所
発明賞 粉体連続排出装置 特許３１８４６６号 横山　藤平 (株)細川鉄工所
発明賞 ジスルフィド結合を有するオクタン酸誘導体の製造法 特許４３２６９８号 小原　正郎 藤沢薬品(株)
発明賞 ジスルフィド結合を有するオクタン酸誘導体の製造法 特許４３２６９８号 山元　清嗣 藤沢薬品(株)
発明賞 ジスルフィド結合を有するオクタン酸誘導体の製造法 特許４３２６９８号 出口　義雄 藤沢薬品(株)
発明賞 紡績機における材料繊維供給装置 特許４３０９４７号 土屋　謙二 日本スピンドル製造(株)
発明賞 紡績機における材料繊維供給装置 特許４３０９４７号 甲斐野　市三郎 日本スピンドル製造(株)
発明賞 紡績機における材料繊維供給装置 特許４３０９４７号 中野　康広 日本スピンドル製造(株)
発明賞 紡績機における材料繊維供給装置 特許４３０９４７号 冨士元　正人 日本スピンドル製造(株)
発明賞 仕切弁油圧開閉装置における弁開初期の増圧装置 特許４５９９２４号 笹山　武彦 王子精機工業(株)
発明賞 噴霧装置 特許４６４６１９号 今竹　忠己 三菱重工業(株)
発明賞 噴霧装置 特許４６４６１９号 岩藤　要三良 三菱重工業(株)
発明賞 音波発振器付釣糸巻機 特許４１４９８７号 曾我部　工 魚貝製造業
発明賞 音波発振器付釣糸巻機 特許４１４９８７号 石原　留吉 魚貝製造業
発明賞 粒状顔料の製造法 特許２７６５５１号 斎木　睦彦 山陽色素(株)
発明賞 粒状顔料の製造法 特許２７６５５１号 野間田　久男 山陽色素(株)
発明賞 粒状顔料の製造法 特許２７６５５１号 武田　圭生 山陽色素(株)
発明賞 水中探知装置 実用７８７５２６号 坂東　清作 古野電気(株)
発明賞 複動型自動扉用制御装置 特許４７４２１６号 杉浦　義一 日本エヤーブレーキ(株)
発明賞 複動型自動扉用制御装置 特許４７４２１６号 畠田　忠彦 日本エヤーブレーキ(株)
発明賞 皮膜抵抗体 特許２１９２２０号 立原　芳彦 三菱電機(株)
発明賞 皮膜抵抗体 特許２１９２２０号 林　次郎 三菱電機(株)
発明賞 連続染色方法 特許４３６２２０号 越智　岩太郎 日本染色工業(株)
発明賞 ジアリルアミン類の合成法 特許２９２３５６号 後藤　栄一 本州化学工業(株)
発明賞 ジアリルアミン類の合成法 特許２９２３５６号 由良　章三 本州化学工業(株)
発明賞 断片織機のオサ駆動装置 特許４５７７１８号 浅越　昭二郎 (名)浅越機械製作所
発明賞 日出日没を利用する時刻装置 特許４２８４３７号 武田　克己 三菱電機(株)
発明賞 日出日没を利用する時刻装置 特許４２８４３７号 神本　明輝 三菱電機(株)
発明賞 工作機械に於ける被加工物の割出装置 特許４７０９０１号 高下　博之 東洋工業(株)
発明賞 山型鋼の屈曲装置 特許２８００７３号 山口　忠男 (株)山口鉄工所
発明賞 碍子塩分付着警報装置 特許４４１２３９号 岡沢　哲夫 中国電力(株)
発明賞 碍子塩分付着警報装置 特許４４１２３９号 安井　正夫 中国電力(株)
発明賞 金属製品の表面処理法 特許４２１５２７号 鮎沢　三郎 八幡製鉄(株)
発明賞 金属製品の表面処理法 特許４２１５２７号 田中　忠 八幡製鉄(株)
発明賞 気温に関係のない清酒醸造装置 実用８００８１３号 瀬頭　大治 黎明酒造(株)
発明賞 高炉ガス等の低カロリガス燃料を主燃料とする蒸気発生装置 特許４２５２８５号 本田　圭助 三菱重工業(株)
発明賞 七島藺分割機 実用４９０２７１号 阿部　清美 (有)阿部分割機

3/4



全国発明表彰　昭和４２年受賞者一覧

賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名 企業名
発明賞 人絹ケークの保護ネット自動包装装置 特許４６７３３３号 松岡　滋 旭化成工業(株)
発明賞 人絹ケークの保護ネット自動包装装置 特許４６７３３３号 政井　昭八 旭化成工業(株)
発明賞 人絹ケークの保護ネット自動包装装置 特許４６７３３３号 川上　重光 旭化成工業(株)
実施賞 不正形板を基底とするテープ利用器具製造法の実施化 特許３０３３０８号 堀内　成剛 ブナコ漆器製造(株)
実施賞 植生利用による土砂杆止法ほかの実施化 特許２０１０６２号 岡田　房夫 岡田鉄工所
実施賞 植生利用による土砂杆止法ほかの実施化 特許２０１０６２号 岡田　泰治 岡田鉄工所
実施賞 写真フィルム自動捲取装置ほかの実施化 特許１７８２６６号 北風　熊太郎 ミノルタカメラ(株)
功労賞 高橋　千代三郎 秋田県支部副支部長
功労賞 庄司　晋作 山形県支部理事
功労賞 浅川　澄 山梨県支部主管
功労賞 小塩　孫八 静岡県支部長
功労賞 武藤　六三郎 岐阜県支部理事
功労賞 武田　利作 石川県支部理事
功労賞 石川　芳次郎 京都支部理事
功労賞 竹内　幸義 鳥取県支部主管
功労賞 村田　勇 元熊本県支部常務理事
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