
全国発明表彰　　昭和５９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 鉄鋼連続鋳造用溶鋼レベル計の発明 特許１０４７０６９号 山田　健夫 日本鋼管(株)

安藤　静吾 日本鋼管(株)
渡部　勝治朗 日本鋼管(株)
佐野　和夫 日本鋼管(株)

発明実施功績賞 金尾　實 日本鋼管(株)
内閣総理大臣発明賞 パターン比較装置の発明 特許８１２２６７号 迫江　博昭 日本電気(株)
発明実施功績賞 関本　忠弘 日本電気(株)
通商産業大臣発明賞 超極低炭素合金鋼の製造方法の発明 特許１０９６５３５号 小口　征男 川崎製鉄(株)

矢野　修也 川崎製鉄(株)
江島　彬夫 川崎製鉄(株)
垣内　博之 川崎製鉄(株)
大谷　尚史 川崎製鉄(株)
岩岡　昭二 川崎製鉄(株)

発明実施功績賞 八木　靖浩 川崎製鉄(株)
科学技術庁長官賞 認識装置の発明 特許８２６４８７号 玄地　宏 (株)東芝

渡辺　貞一 (株)東芝
発明実施功績賞 佐波　正一 (株)東芝
特許庁長官賞 色信号検出方法の発明 特許９００１８６号 沢村　英治 日本放送協会

磯野　春雄 日本放送協会
丸林　宏 日本放送協会

発明実施功績賞 川原　正人 日本放送協会
発明協会会長賞 高靭性加工用アルミニウム合金とその製法の発明 特許１１１５４３９号 玉村　建雄 (株)日立製作所

大内　康司 佐和産業(株)
朝日　直達 (株)日立製作所
中山　誠 (株)日立製作所
金丸　尚信 (株)日立製作所
浜田　有宣 昭和軽金属(株)
高橋　靖弘 昭和軽金属(株)
田端　康三 昭和軽金属(株)
三田村　良太 昭和軽金属(株)
関口　常久 昭和軽金属(株)
原　澄和 昭和興産(株)
飯塚　富雄 (株)日立製作所

発明実施功績賞 三田　勝茂 (株)日立製作所
林　健彦 昭和軽金属(株)

経済団体連合会会長発明賞 自動車車体の自動組立装置の発明 特許９４４２７２号 関根　慶忠 日産自動車(株)
藤川　恒夫 日産自動車(株)

発明実施功績賞 石原　俊 日産自動車(株)
日本商工会議所会頭発明賞 計量方式の発明 特許１１５３３７８号 池田　哲雄 (株)石田衡器製作所

三重堀　善次郎 (株)石田衡器製作所
村上　勝彦 (株)石田衡器製作所
野口　邦夫  
中西　薫 中西機械設計

発明実施功績賞 石田　隆一 (株)石田衡器製作所



全国発明表彰　　昭和５９年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏名 企業名
弁理士会会長賞 テレビジョン受像機の意匠 意匠６０４９５１号 住田　薫 ソニー(株)

斉藤　共永 ソニー(株)
発明実施功績賞 大賀　典雄 ソニー(株)
朝日新聞発明賞 ディスプレイ用陰極線管の螢光面の発明 特許９１７１２５号 石井　隆 三菱電機(株)
発明実施功績賞 片山　仁八郎 三菱電機(株)
発明賞 水中探知装置の発明 特許１１０９６９７号 箕原　喜代美 古野電気(株)

飯田　政次郎 古野電気(株)
森松　秀治 古野電気(株)
福岡　逸雄 古野電気(株)
吉田　善成 古野電気(株)

発明賞 高張力鋼のサブマージアーク溶接法の発明 特許８３９０７５号 坪井　潤一郎 川崎製鉄(株)
寺嶋　久栄 川崎製鉄(株)

発明賞 咬合器の発明 実用１４９７１３３号 保母　須弥也 国際デンタルクリニック
発明賞 カメラの電動制御装置の発明 特許１００４０９５号 相沢　紘 キヤノン(株)
発明賞 コンクリート類の高落差打設方法の発明 特許１１２８５２０号 中原　康 鹿島建設(株)

大友　忠典 鹿島建設(株)
内藤　匠 鹿島建設(株)
本橋　賢一 鹿島建設(株)
谷本　守 鹿島建設(株)

発明賞 アークトーチの操作法およびその装置の発明 特許６６３３１１号 舘野　晴雄 理化学研究所
発明賞 キセノンランプの自動点灯ならびに自動交互点滅装置の発明 特許５４５４２５号 片柳　伸一 スガ試験機(株)
発明賞 空気調和機の冷媒制御回路の発明 実用１１２８５３８号 宇田川　義紘 (株)東芝

木本　功祐 (株)東芝
発明賞 放電加工装置の発明 特許９３０９８４号 小林　和彦 三菱電機(株)

斉藤　長男 三菱電機(株)
発明賞 新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法の発明 特許１０９６７２４号 味澤　幸義 キッセイ薬品工業(株)

張田　耕三郎 青山特許事務所
飯塚　欣二 キッセイ薬品工業(株)
木下　幸彦 キッセイ薬品工業(株)
上條　哲聖 キッセイ薬品工業(株)
小林　通洋 キッセイ薬品工業(株)

発明賞 可食ペーストの製造法の発明 特許１０７５２０５号 遠藤　悦雄 新進食料工業(株)
発明賞 １－カルバモイル－５－フルオロウラシル誘導体およびこれらを有効成分とする制癌剤の発明 特許１０５７９４９号 尾崎　庄一郎 愛媛大学

森　春樹 三井東圧化学(株)
発明賞 徐放性製剤の発明 特許１１７７７３４号 永井　恒司 星薬科大学

鈴木　嘉樹 帝人(株)
町田　良治 星薬科大学
井倉　宏 帝人(株)

発明賞 廃水中の有害金属を除去する方法の発明 特許１０２１１３２号 菅野　出 日本電気(株)
辻　俊郎 日本電気(株)

発明賞 絶縁型耐静電気雷管の発明 特許１１５０２７２号 井沢　信之 旭化成工業(株)
佐久間　信彰 旭化成工業(株)

発明賞 円筒状磁区記憶装置の発明 特許９２７２９８号 瀬川　幹雄 富士通(株)
棚橋　純一 (株)富士通研究所
高橋　英男 (株)富士通研究所
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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 ノッチフィルタの発明 特許１０３７７７０号 小林　正樹 沖電気工業(株)
発明賞 カラー印刷における校正法の画質修正方法の発明 特許１１７２６７９号 関　郁夫 凸版印刷(株)
発明賞 撮像管の電子ビーム量制御方法およびその装置の発明 特許９０９３６２号 佐藤　和弘 (株)日立製作所

江藤　良純 (株)日立製作所
岩橋　静 日立電子(株)
長原　脩策 (株)日立製作所

発明賞 建築用ドアークローザーの意匠 意匠５８１４６４号 正法地　健 リョービ(株)


