
全国発明表彰　昭和４３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 表面塗装用クロム処理鋼板 特許３０８０６５号 内田　弘 富士製鉄(株)
恩賜発明賞 表面塗装用クロム処理鋼板 特許３０８０６５号 佐藤　秀之 富士製鉄(株)
恩賜発明賞 表面塗装用クロム処理鋼板 特許３０８０６５号 柳父　修 富士製鉄(株)
恩賜発明賞 表面塗装用クロム処理鋼板 特許３０８０６５号 羽田　隆司 富士製鉄(株)
内閣総理大臣発明賞 スポイラ 特許４８８８６２号 井改　実 三菱重工業(株)
内閣総理大臣発明賞 スポイラ 特許４８８８６２号 嵐　和夫 三菱重工業(株)
通商産業大臣発明賞 電気ー油圧パルプモータ 実用５９１０１７号 稲葉　清右衛門 富士通(株)
通商産業大臣発明賞 電気ー油圧パルプモータ 実用５９１０１７号 吉武　智士 富士通(株)
通商産業大臣発明賞 電気ー油圧パルプモータ 実用５９１０１７号 島尻　登喜治 富士通(株)
科学技術庁長官賞 自動演算方式 特許３１５０３７号 石井　善昭 日本電気(株)
特許庁長官賞 高圧直流安定装置 特許４３５６１２号 内海　由春 (株)日立製作所
特許庁長官賞 高圧直流安定装置 特許４３５６１２号 米田　国治 (株)日立製作所
日本商工会議所会頭発明賞 自動切換弁を具えた可逆式羽根型回転ポンプに於ける羽根の振動防止装置 特許４２３１９１号 善光　栄二 王子精機工業(株)
経済団体連合会会長発明賞 汚硫酸液処理法 特許２７８１９２号 益川　三良 石産ペイント(株)
経済団体連合会会長発明賞 汚硫酸液処理法 特許２７８１９２号 太田　成夫 石原産業(株)
経済団体連合会会長発明賞 汚硫酸液処理法 特許２７８１９２号 山田　茂樹 石原産業(株)
経済団体連合会会長発明賞 汚硫酸液処理法 特許２７８１９２号 島戸　俊彦 石原産業(株)
弁理士会会長賞 自動車動力利用の簡易起重機 実用７７６３４２号 石田　庄五 石田産業(株)
朝日新聞発明賞 高導磁率酸化物製造法 特許２００４０８号 下飯坂　潤三 東北大学
朝日新聞発明賞 高導磁率酸化物製造法 特許２００４０８号 鳥塚　賀治 東北大学
朝日新聞発明賞 高導磁率酸化物製造法 特許２００４０８号 小島　融三 東北大学
朝日新聞発明賞 高導磁率酸化物製造法 特許２００４０８号 盛田　正明 ソニー(株)
発明協会会長賞 鉱石焙焼炉 特許４０４２２５号 中村　信夫 日立金属(株)
発明協会会長賞 鉱石焙焼炉 特許４０４２２５号 広田　博次 東和冶金(株)
発明賞 法覆工用半切環形鉄筋コンクリートブロック 実用７９６２２３号 本間　勘次 共和コンクリート工業(株)
発明賞 イカ肉を原料とする油煠食品の製造法 特許４４４０９３号 朝倉　正時 金丸ときわ食品(株)
発明賞 高炉溶銑による鋼塊鋳型の鋳造法 特許３１８８０８号 鳥取　友治郎 富士製鉄(株)
発明賞 花びん 意匠２３６６３７号 宮　昌太郎 宮工房
発明賞 永久磁石合金 特許２１６６７１号 白川　勇記 東北大学
発明賞 永久磁石合金 特許２１６６７１号 雨宮　大二 東北大学
発明賞 不凍バルブにおける余水止水弁 実用４８７５０５号 竹村　敏雄 (株)竹村製作所
発明賞 差電流特性を有する方向比較搬送保護継電装置 特許４６３９０８号 中山　敬造 (株)日立製作所
発明賞 菓子の中間製品又はそれと類似の性状の素材に対する包被球断装置 特許４７６５３７号 林　虎彦 レオン自動機(株)
発明賞 麩素を原料とする麴の製造法 特許４４１１５１号 大谷　富一 新進食料工業(株)
発明賞 ゴニオメーター並その類似装置 特許２０３８５１号 田中　磯一 (株)光電製作所
発明賞 抄紙機熱回収装置における露点制御装置 特許３１８８０３号 水口　三郎 (株)荏原製作所
発明賞 絶縁用シールド 実用５０３７１号 渡部　尚 渡部工業(株)
発明賞 直流交流変換器 特許３０６７０５号 大野　勇 (株)横河電機製作所
発明賞 磁気媒体およびその製法 特許４５０２６９号 佐田　友彦 ソニー(株)
発明賞 時分割多重PCM伝送系の動作障害監視方式 特許４５８３３４号 村上　隆一 日本電気(株)
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発明賞 半導体装置の製造方法 特許４４００５１号 島　泰房
発明賞 ジュメット線の製造方法 特許２６０２０１号 大沢　治人 東京芝浦電気(株)
発明賞 断続式調節計 特許４５４４６６号 多田　久守 冨士電機製造(株)
発明賞 漁船の活餌倉内の死餌取出し装置 実用８１９７８８号 長沢　敏 (株)三保造船所
発明賞 織機における経糸送出自動調整装置 実用５２６３５０号 近藤　晴二 (株)豊田自動織機製作所
発明賞 青ないし緑の窯業用顔料製造法 特許２９９１２２号 森　晃一 日陶産業(株)
発明賞 重油燃焼火口 特許８３５１４号 小高　栄 日本燃焼工業(株)
発明賞 糸の連続蒸熱セット法 特許２９０７７６号 川島　勘市 川島紡績(株)
発明賞 コンクリートポール用鉄筋保持金具 実用５４９３９６号 寺松　喜市 (株)フジ製作
発明賞 石灰乳自動混入装置 特許２３１５０３号 林　逸雄 北陸製塩工業(株)
発明賞 引箔織機の箔送出調整装置 特許４９７５５６号 平木　誠治 北陸機械工業(株)
発明賞 フォームラバー等気泡性製品截断加工機 実用８２８８５５号 三村　達夫 日東産業(株)
発明賞 ブラウン管螢光膜処理方法 特許４８７４８３号 柴田　五郎 新日本電気(株)
発明賞 ブラウン管螢光膜処理方法 特許４８７４８３号 小松　輝彦 新日本電気(株)
発明賞 タイマー 特許４８５１３０号 中西　規夫 立石電機(株)
発明賞 真空式鉛又はアルミニウム被覆装置 特許４１７４４７号 覚前　英夫 住友電気工業(株)
発明賞 真空式鉛又はアルミニウム被覆装置 特許４１７４４７号 久保　博 住友電気工業(株)
発明賞 鋼片圧延用リフチングマニプレーター 特許４１０６５７号 吉田　正治 住友電気工業(株)
発明賞 鋼片圧延用リフチングマニプレーター 特許４１０６５７号 米地　正有 住友電気工業(株)
発明賞 運動靴 意匠２１８３６７号 船留　　朗 福助(株)
発明賞 成型品離型の方法 特許２４７１３６号 小川　重義 積水化学工業(株)
発明賞 成型品離型の方法 特許２４７１３６号 塩田　明弘 積水化学工業(株)
発明賞 成型品離型の方法 特許２４７１３６号 高橋　庄吾 積水化学工業(株)
発明賞 空気バランス型過負荷安全装置 特許４６５５８０号 浅利　明 (株)神戸製鋼所
発明賞 ディーゼル機関の燃焼室 実用７５２０６６号 山田　正 ヤンマーディーゼル(株)
発明賞 けい酸微粉末及弗素化合物の製造方法 特許３１７６２１号 広田　元太郎 (株)多木製肥所
発明賞 イオン発生装置 特許４８１４３３号 原　仁吾 三菱電機(株)
発明賞 イオン発生装置 特許４８１４３３号 平林　庄司 三菱電機(株)
発明賞 イオン発生装置 特許４８１４３３号 山口　南海夫 三菱電機(株)
発明賞 中性子回折装置 実用７９３６７７号 蘒原　智 三菱電機(株)
発明賞 油分離器 実用５１１８１１号 白岩　喜十 ナニワブラスト工業(株)
発明賞 精米機本体 意匠２６３６１７号 雑賀　慶二 (財)雑賀技術研究所
発明賞 フロアー･ヒンヂに於ける扉吊込軸の軸心位置調整装置 実用５１９７６９号 福田　道弘 大鳥機工(株)
発明賞 内燃機関の移動式運転試験装置 特許４８７９１７号 升本　武司 東洋工業(株)
発明賞 金庫室の踏板装置 特許３０２８８５号 橋詰　昌夫 (株)熊平製作所
発明賞 水分分離除去圧縮空気送給器 実用８２６９２７号 戸倉　米蔵 (株)戸倉自動車商会
発明賞 研磨装置 特許４７９５７０号 吉田　博 吉田特殊機械工業
発明賞 種繭切開分離装置 特許４１９８９８号 長原　功 (有)長原蚕業製作所
発明賞 濾布の偏寄修正装置 特許４４６９６８号 石垣　栄一 石垣機工(株)
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発明賞 脱穀機におけるクリンプ網構枠着脱装置 実用７０９７７５号 豊玉　敏雄 井関農機(株)
発明賞 脱穀機におけるクリンプ網構枠着脱装置 実用７０９７７５号 八田　稔 井関農機(株)
発明賞 脱穀機におけるクリンプ網構枠着脱装置 実用７０９７７５号 近藤　正人 井関農機(株)
発明賞 刈取結束機における集束穀稈の抑圧集結装置 特許２９２０４６号 高須賀　三男 井関農機(株)
発明賞 軽便多重接地板 特許４４８６７１号 藤岡　成誉 四国電力(株)
発明賞 電球製造に於ける硝球供給装置 特許４０６３３８号 永岡　誠一 東京芝浦電気(株)
発明賞 血管撮影用造影剤注射器 特許４７２８３８号 高根　重信 北九州市立戸畑病院
発明賞 海苔を採取する方法並びに装置 特許４９１９７９号 原口　平二 農漁業
発明賞 自己誘導水中航走体 特許４１８２９３号 土井　正圀 三菱重工業(株)
発明賞 自己誘導水中航走体 特許４１８２９３号 本田　恭二 三菱重工業(株)
発明賞 気圧試験漏洩検査方法 特許４９３１７６号 原　寅吉 三菱重工業(株)
発明賞 気圧試験漏洩検査方法 特許４９３１７６号 広田　信義 三菱重工業(株)
発明賞 気圧試験漏洩検査方法 特許４９３１７６号 小野島芳夫 三菱重工業(株)
発明賞 粉状爆薬を薬筒に自動充塡する方法及び装置 特許４７８２９３号 高木　武彦 旭化成工業(株)
実施賞 十字状断面長尺コンクリート部材の製作法ほかの実施化 特許４６３０８３号 町田　業太 兼松江商(株)
実施賞 浄化槽の実施化 特許２８２３０１号 前川　達雄 大管工業(株)
実施賞 植生利用による土砂扞止法の実施化 特許２０１０６２号 柴田　正 日本植生(株)
功労賞 今間　壮太郎 山形県支部副支部長
功労賞 釘本　義男 神奈川県発明考案指導員
功労賞 庄田　和作 静岡県支部副支部長
功労賞 牛木　一男 新潟県支部理事
功労賞 角田　桂二 岐阜県支部大垣支会長
功労賞 池内　常次郎 兵庫県支部理事
功労賞 橘　豊基 香川県支部主事
功労賞 秀島　鋭二 佐賀県支部
功労賞 黒木　芳郎 宮崎県支部顧問
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