
全国発明表彰　　昭和４４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 パラメトリック増幅器 特許４９９４５６号 海東　幸男 日本電気(株)

畑　克 日本電気(株)
梶川　三城 日本電気(株)

内閣総理大臣発明賞 グルコースイソメラーゼの製造法 特許４８４４７２号 高碕　義幸 工業技術院
田辺　脩 宝酒造(株)

通商産業大臣発明賞 半導体素子の製法 特許４７３９１４号 伴野　正美 (株)日立製作所
徳山　巍 (株)日立製作所
上原　敬二郎 (株)日立製作所
阿部　亨 (株)日立製作所
佐藤　興吾 (株)日立製作所
柴田　昭太郎 (株)日立製作所
吉村　眷自 (株)日立製作所

科学技術庁長官賞 7-置換テオフィリン又は1-置換テオブロミン誘導体及びそのアシル体並びにその塩類の製法 特許３０２６０３号 吉田　二郎 日本新薬(株)
福田　弘一 日本新薬(株)

特許庁長官賞 吸収冷凍機の容量制御装置 特許４９９５０３号 高田　秋一 (株)荏原製作所
四十宮　真次 (株)荏原製作所
斎藤　昭三 (株)荏原製作所

日本商工会議所会頭発明賞 任意の電圧で運転し得る自己励磁誘導発電機 実用５７５１１３号 大成　栄司 大成電気(株)
経済団体連合会会長発明賞 ドップラー速度計測装置 特許４７２００８号 宇和　完 富士通(株)
弁理士会会長賞 製図及び印刷用フィルム製造法 特許３０７２６９号 清水　惇 東洋クロス(株)

青木　智雄 東洋レーヨン(株)
朝日新聞発明賞 光電子増倍管 特許２５４０４７号 堀内　平八郎 浜松テレビ(株)
発明協会会長賞 連続醱酵装置 特許４８５６６０号 上嶋　保右衛門 上島食品(株)
発明賞 気体との反応時に於ける示差熱測定装置 特許４４４７９８号 武谷　愿 北海道大学

牧野　和夫 北海道大学
石井　忠雄 北海道大学
西野　浩 北海道工業開発試験所

発明賞 バルク物資のサンプリング設備内において採取した各インクリメントを偏りなく縮分しかつ一定量に揃える方法 特許４０２５００号 堀川　晃 富士製鉄(株)
伊藤　克夫 富士製鉄(株)

発明賞 芋掘機の攪拌ショベル 実用５８２１３２号 加藤　幾次郎 農業機械製作販売
発明賞 サイロの密封加圧方法および装置 特許５２０６０８号 内藤　義隆 (有)内藤ビニール工業所
発明賞 高温半田の改良 特許２２３９５９号 大日向　一司 東北大学

山路　賢吉 日立電線(株)
川西　六郎 日立電線(株)

発明賞 卓子 実用５５８６０５号 乾　三郎 (株)天童木工
発明賞 截断機の資料送り装置 実用８３７６９４号 山本　惣太 (株)山本製作所
発明賞 自動負荷調整装置 特許４８８２７０号 静間　敏男 (株)日立製作所

中野　修一 (株)日立製作所
富田　勝夫 四国電力(株)
水口　一 四国電力(株)

発明賞 球状黒鉛を含む鋳鉱ロールの製造法 特許４６８１５１号 蜂巣　幹雄 (株)日立製作所
飯島　史郎 (株)日立製作所
斉藤　親徳 (株)日立製作所
奥本　武臣 (株)日立製作所

発明賞 水位応動サーボモータ装置 特許４６９９７４号 細貝　隆 (株)日立製作所
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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 可燃性ガス容器の自然発火の防止装置 特許４１３７０２号 穐田　巌 気象庁高層気象台

中島　正一 気象庁高層気象台
伊達　一俊 日立市役所
川瀬　二郎 気象庁気象研究所

発明賞 コンクリートブロック壁体 特許５１９６７３号 坂本　真一 坂本産業(株)
発明賞 点火具 実用５５０２０２号 矢内　太郎 三桐興業(株)
発明賞 記録計器の自動打点機構 特許２０４２０１号 友田　三八三 (株)横河電機製作所

宮内　麟一 (株)横河電機製作所
発明賞 同期式スタテイック型パルス遅延整形回路 特許４５１２７３号 吹抜　敬彦　　 (株)日立製作所
発明賞 回転体の多点温度測定装置 特許４４９３８８号 高見　勝己 (株)日立製作所
発明賞 半導体装置の製造方法 特許４４３３３６号 池田　浤一 日本電気(株)

馬島　力 日本電気(株)
　茂 日本電気(株)
鈴木　政男 日本電気(株)
佐藤　勝夫 日本電気(株)
粳田　弘一 日本電気(株)

発明賞 露出防水工法 特許５１５０９８号 岩崎　一 三星産業(株)
発明賞 半導体電気装置の製造方法 特許２６０２２１号 塚本　哲男 ソニー(株)
発明賞 ダイオード選別法 特許４７５８８９号 増田　義雄 沖電気工業(株)

粕川　紀 沖電気工業(株)
発明賞 夜間転送方式 特許５１３４８８号 和田　健 沖電気工業(株)
発明賞 給油所 実用７７１４９２号 龍野　日吉 (株)東京タツノ
発明賞 撮像管のターゲット微細網電極の製作法 特許３１７６２５号 渡辺　克巳 日本放送協会

松井　茂 日本放送協会
高橋　正彦 日本放送協会

発明賞 無接点スイッチ 特許４５１４９２号 江帾　元治 日本航空電子工業(株)
発明賞 多針電極静電記録ヘッド 実用８２７３００号 土屋　剛 東京芝浦電気(株)

山本　喜与四 東京芝浦電気(株)
発明賞 管球コイル繊条継線方法 特許４５８８１５号 菊地　俊次 東京芝浦電気(株)

染谷　彰 東京芝浦電気(株)
発明賞 哺乳瓶 実用４８９６９６号 仲田　祐一 ピジョン(株)
発明賞 振動多深触子高速切換方式によるA.B.Cスコープ法 特許４４４０５５号 魚住　捨清 帝国通信工業(株)
発明賞 貯水池等に於ける稲作用灌漑水取水装置 特許３０７９６３号 伊藤　兼松 日兼特殊工業(株)
発明賞 タイプホイール集合体 特許５００１８６号 甘田　早苗 富士通(株)
発明賞 磁気的記録並に読取方式 特許４３５５７９号 立田　時雄 富士通(株)

神川　壮之助 富士通(株)
発明賞 微粉砕機 特許５２０５９８号 山岸　喬 ターボ工業(株)
発明賞 加入者状態の表示及び識別方式 特許３１２９４４号 江森　五郎 (株)日立製作所

井伊　誓 (株)日立製作所
宇田　晴彦 (株)日立製作所

発明賞 スケルチ装置 特許３１４９７４号 鈴木　虎雄 (株)日立製作所
鳥谷　満雄 (株)日立製作所

発明賞 高速切断機における周速自動調整装置 特許２９２５０３号 富田　仙三郎 (株)富田鉄工所
発明賞 田植機 特許４５５４３５号 関口　正夫 カンリウ工業(株)
発明賞 マイカコンデンサー製造法 特許２５８５３６号 松田　正治 松田工業(株)
発明賞 養蚕の自動飼育方法 特許４８６０１０号 田中　茂光 信州大学
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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 自動砥上装置 特許４７５６２０号 金刺　勲 (株)不二精機製造所
発明賞 交流磁石発電機の電圧調整装置 特許４５１７９６号 勝又　三雄 国産電機(株)

田村　彰男 国産電機(株)
発明賞 軽金属の点溶接法 特許４９５５７４号 塚田　晴一 三菱重工業(株)

木村　君男 三菱重工業(株)
大隈　真 三菱重工業(株)
山本　裕允 三菱重工業(株)

発明賞 半導体光継電器 特許４７０２２３号 若松　久人 日本電装(株)
発明賞 コンクリート築造物中にアンカー仮孔及び鉄筋挿入坑の構築用螺線状型枠 特許４６９３６５号 豊田　一郎 (株)豊田商会
発明賞 進行式加圧煮繭機 特許４２９４９３号 北沢　隆治 亀山製線(株)
発明賞 印刷機における給紙の２枚差し検出方式 特許５０３５７５号 丸林　弘 立石電機(株)

樋口　秀太郎 立石電機(株)
発明賞 凝結性界面活性剤による埋立地造成法 特許３１７９９５号 小西　 第一工業製薬(株)

松尾　新一郎 京都大学
発明賞 磁気異方性永久磁石の製造法 特許４８８８２１号 雨宮　大二 住友特殊金属(株)
発明賞 盗難防止用強力金庫材料 特許４９３５２５号 丹羽　良平 (株)栗本鉄工所
発明賞 スピーカ帰還装置 特許４７４３３６号 阪本　楢次 松下電器産業(株)

石井　伸一郎 松下電器産業(株)
発明賞 熱応動開閉器 特許４４９４８４号 佐野　啓明 松下電器産業(株)
発明賞 石油ストーブ 特許４７７３１４号 野崎　利雄 松下電器産業(株)

森　国人 松下電器産業(株)
発明賞 コンデンサ電動機 特許４５１０３３号 出口　泰 三洋電機(株)

松本　洋典 三洋電機(株)
発明賞 塵芥焼却炉における後燃焼装置 特許５１５８７２号 志垣　政信 田熊汽缶製造(株)
発明賞 V型吊懸垂装置 特許４５７４５５号 阪部　貞夫 関西電力(株)

柳　利次 日本可鍛鋳鉄所
発明賞 薄金属板に多数の孔を千鳥状に規則正しく打ち抜く方法並びに装置 特許４９６０６８号 清原　政一 (株)布引製作所
発明賞 柱上携帯足場 特許４２４８７５号 森岡　喜一 藤井電工(株)

藤井　勉 藤井電工(株)
発明賞 油圧パイロット弁式遠隔操作サーボ装置 特許４８１８４８号 兎田　貞彦 王子精機工業(株)
発明賞 放射線遠隔測定器 特許５０１４９４号 三輪　博秀 富士通(株)

遠山　堯 富士通(株)
発明賞 環状炭化水素の酸化法 特許４６７３４６号 松原　義治 日本テルペン化学(株)

佐藤　猛 日本テルペン化学(株)
森田　稔 日本テルペン化学(株)

発明賞 ジヒドロギシジフェニルアルカンの製造法 特許３１７７１５号 由良　章三 本州化学工業(株)
宮川　文三 本州化学工業(株)

発明賞 布帛湿潤処理装置 特許２９１９０７号 山中　嘉一 大和機械(株)
発明賞 ガス毛焼機 特許４７５５４５号 山東　美一 (株)山東鉄工所

中場　清 (株)山東鉄工所
発明賞 炭酸ガス法による鋳型の崩解性増進方法 特許５１９１５５号 高橋　真 (株)米子製鋼所
発明賞 酸化金属永久磁石粉末の磁界中成型法 特許４８１８６２号 谷口　義晴 日本フェライト工業(株)
発明賞 乾燥装置 特許４２９０５７号 真壁　富太郎 マカベ(株)
発明賞 耐塩じん霧性能のよい碍子類の構成法 特許４９７６０８号 高須　登 中国電力(株)
発明賞 放出型避雷器 実用８２８７６４号 亀井　邦雄 四国変圧器(株)
発明賞 炉内撮影装置 特許５０８５３６号 山本　英生 四国電力(株)
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発明賞 湯沸器 実用７４３８３６号 石川　英彦 日本特殊ボイラー(株)
発明賞 跳上揚穀装置 特許４２２６９７号 正木　敬造 協和農機(株)
発明賞 履物の吊込加工に於て、溢流により吊糊を附着させる方法ならびにその装置 特許４４９０６３号 上野　隆三郎 日本ゴム(株)

福島　忠徳 アサヒゴム(株)
発明賞 熱間管曲げ装置 特許４１９７９９号 平山　厚生 第一高周波工業(株)

川浪　俊平 東京都
発明賞 珪素鋼板の電気絶縁被膜生成法 特許４１９２９０号 田口　悟 八幡製鉄(株)

和田　敏哉 八幡製鉄(株)
赤沼　包雄 八幡製鉄(株)
吉野　剛治 八幡製鉄(株)

発明賞 低カロリガス燃焼用タンゼンシャルパーナ装置 特許４６８５５８号 平山　昭 三菱重工業(株)
吉岡　徳男 三菱重工業(株)
出口　兵二 三菱重工業(株)
末次　金次郎 三菱重工業(株)
柳父　恒 三菱重工業(株)

発明賞 強制貫流罐の蒸発部流動安定装置 特許４３５２８４号 本田　圭助 三菱重工業(株)
国本　武志 三菱重工業(株)

発明賞 連続紡糸における精錬装置 特許５０１７２４号 茶屋道　宏 旭化成工業(株)
中川　収 旭化成工業(株)


