
全国発明表彰　　昭和６３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 高強度コンクリート又はモルタル部材の製造法 特許１２２１２８１号 中川　晃次 電気化学工業(株)

渡邉　芳春 電気化学工業(株)
発明実施功績賞 篠原　晃 電気化学工業(株)
内閣総理大臣発明賞 回折格子の製作法 特許１１４２０９９号 原田　達男 (株)日立製作所

森山　茂夫 (株)日立製作所
喜多　敏昭 (株)日立製作所
山口　秀則 九州電通(株)

発明実施功績賞 三田　勝茂 (株)日立製作所
通商産業大臣発明賞 モーターボート 意匠４４８９７７号-１ 加藤　克一 川崎重工業(株)

中島　允 元 川崎重工業(株)
田中　秋男 元 川崎重工業(株)

発明実施功績賞 大庭　浩 川崎重工業(株)
科学技術庁長官発明賞 アミジン誘導体ならびにその製造法 特許１３３３１７３号 竹田　正明 山之内製薬(株)

平田　康文 山之内製薬(株)
柳沢　勲 山之内製薬(株)
石井　吉雄 山之内製薬(株)
塚本　紳一 山之内製薬(株)
伊藤　徳樹 山之内製薬(株)
磯村　八州男 山之内製薬(株)

発明実施功績賞 森岡　茂夫 山之内製薬(株)
特許庁長官賞 自動車用後輪懸架装置 特許１３５０３４２号 井上　等 マツダ(株)

渡辺　憲一 マツダ(株)
炭本　孝志 マツダ(株)

発明実施功績賞 古田　徳昌 マツダ(株)
発明協会会長賞 エレクトロルミネッセンス薄膜の生成法 特許９５７３８７号 猪口　敏夫 シャープ(株)

竹田　幹郎 シャープ(株)
柿原　良亘 シャープ(株)
中田　行彦 シャープ(株)

発明実施功績賞 辻　晴雄 シャープ(株)
経済団体連合会会長発明賞 電界効果半導体装置の製造法 特許１０９８０７１号 福田　益美 富士通(株)
発明実施功績賞 山本　卓眞 富士通(株)
日本商工会議所会頭発明賞 眼球顕微鏡 特許１３６８８５３号 阿部　國臣 (株)甲南カメラ研究所
発明実施功績賞 池上　吉蔵 (株)甲南カメラ研究所
弁理士会会長賞 磁気記録再生装置 特許１３２７３７９号 川辺　貞信 三菱電機(株)
発明実施功績賞 志岐　守哉 三菱電機(株)
朝日新聞発明賞 プラント自動運転方法 特許１０６３７０９号 竹内　哲夫 東京電力(株)

河原　春郎 (株)東芝
阿部　正夫 (株)東芝
木暮　洋一郎 (株)東芝
前大道　正博 (株)東芝
藤原　俊雄 (株)東芝
箕浦　敏美 元 東京芝浦電気(株)

発明実施功績賞 那須　翔 東京電力(株)
青井　舒一 (株)東芝



全国発明表彰　　昭和６３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 軟弱地盤改良工法 特許１３６３１３８号 庄野　勝 不動建設(株)

川上　高弘 フドウ技研(株)
松元　利行 元 フドウ技研(株)
田村　徹 不動建設(株)
松本　秀輝 元 フドウ技研(株)
三好　朗弘 不動建設(株)

発明賞 新規なポリブタジエンの製造方法 特許７５６０９８号 上野　治夫 元 宇部興産(株)
杉浦　正太郎 元 宇部興産(株)
松浦　徹郎 元 宇部興産(株)
高野　実 元 宇部興産(株)
石川　英雄 宇部興産(株)
徳富　恒彦 宇部興産(株)
浜田　久和気 宇部興産(株)
永坂　晃 元 宇部興産(株)
矢野　武文 宇部興産(株)
芦高　秀知 宇部興産(株)
井上　俊宏 宇部興産(株)
田村　雅範 宇部興産(株)
室岡　栄治 元 宇部興産(株)

発明賞 電子黒板 意匠７１４７８０号 高井　和人 沖電気工業(株)
発明賞 セラミックスと金属とから成る複合材料の製造方法 特許１１７１７３６号 江畑　儀弘 工業技術院

奥尾　隆保 工業技術院
片岡　長正 元 工業技術院
小瀬　三郎 工業技術院
植月　倫夫 工業技術院

発明賞 衝合部の耐孔食性を向上させた耐孔食性鋼管 特許９４７８８８号 乙黒　靖男 群馬大学
加藤　忠一 新日本製鐵(株)
増田　一広 新日本製鐵(株)
轟　理市 高砂鐵工(株)
門　智 (有)日本ＬＣＭ

発明賞 横編機 特許１１６１０６４号 島　正博 (株)島精機製作所
発明賞 ロールクラウン量可変のスリーブ式ロール 特許１０１２８５０号 益居　健 住友金属工業(株)

松田　行雄 住友金属工業(株)
木田　淳一 住友金属工業(株)
近藤　和夫 住友金属工業(株)
安居　栄蔵 住友金属工業(株)
滝川　敏二 住友金属工業(株)
廣岡　栄司 住友金属工業(株)

発明賞 テーププレーヤー 意匠６２８４３５号 住田　薫 ソニー(株)
発明賞 カード不正使用防止方式 特許８２８８４７号 長田　正範 立石電機(株)

榊　敬輔 坂元醸造(株)
発明賞 高調波利用形交流き電用△Ⅰ継電装置 特許１１２９７４９号 持永　芳文 (財)鉄道総合技術研究所

渡辺　寛 電気技術開発(株)
内田　久吉 津田電気計器(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 色復調回路 特許１３７２９１５号 明田川　時雄 (株)東芝

笠木　可孝 (株)東芝
発明賞 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 意匠７０２４１４号 北村　敏之 日本ビクター(株)

青木　俊一 日本ビクター(株)
森宮　祐次 元 日本ビクター(株)

発明賞 記憶保護方式 特許１３３２０３６号 鈴木　仁 (株)日立製作所
高橋　重捷 (株)日立製作所
藤岡　良記 (株)日立製作所

発明賞 半導体処理用ポリアミド酸の製造法 特許１１０８０３２号 宮寺　康夫 日立化成工業(株)
牧野　大輔 日立化成工業(株)
増子　龍雄 日立マクセル(株)
横倉　久男 (株)日立製作所

発明賞 和風食品の製造法 特許９８９９７０号 永田　敏行 不二製油(株)
片山　務 不二製油(株)

発明賞 ハロゲン化銀粒子の製造方法及び装置 特許１０１９４７３号 斉藤　浩一 富士写真フイルム(株)
宮原　諄二 富士写真フイルム(株)
清水　正之 富士写真フイルム(株)
鈴木　恵一 富士写真フイルム(株)

発明賞 超音波探触子 特許１２８２２８６号 川淵　正己 松下技研(株)
福喜多　博 松下技研(株)
佐藤　純一 松下技研(株)
福本　晃 松下技研(株)

発明賞 テレビジョン受像機 意匠６８０７２１号 百田　暢夫 松下電器産業(株)
吉川　正夫 松下電器産業(株)
西依　宏明 松下電器産業(株)
佐井　章重 松下電器産業(株)
増成　和敏 松下電器産業(株)

発明賞 燃料噴射ポンプ 実用１５０２１００号 谷口　博之 ヤンマーディーゼル(株)


