
全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
恩賜記念賞 自動紙差装置ニ於ケル刷紙正整装置、平版印刷機ニ於ケル紙取装置、印刷機紙咥装置 特許４４９７８号外 濱田　初次郞
恩賜記念賞 NE式写真電送方式 特許８４７２２号外 丹羽　保次郞
恩賜記念賞 NE式写真電送方式 特許８４７２２号外 小林　正次
恩賜記念賞 謄写版、謄写版用原紙、ミリヤタイプ原紙 特許２３５８８号外 堀井　新治郞
恩賜記念賞 特殊合金鋼 特許３２２３４号外 本多　光太郞
恩賜記念賞 シリンダー内壁ニ均一ナル圧力ヲ及ボスピストリングノ製作法 特許７０１４４号 大河内　正敏
恩賜記念賞 シリンダー内壁ニ均一ナル圧力ヲ及ボスピストリングノ製作法 特許７０１４４号 海老原　敬吉
恩賜記念賞 廻轉計算機 特許７５９４２号外 大本　寅治郞
恩賜記念賞 油母頁岩乾餾法 特許６９９２０号 岡村　金藏
恩賜記念賞 油母頁岩乾餾法 特許６９９２０号 長谷川　淸治
恩賜記念賞 蚕ノ一代雑種 外山　龜太郞
恩賜記念賞 蚕ノ一代雑種 森　繁太郞
恩賜記念賞 赤褐鉄鉱撰鉱法 特許４２９７２号 梅根　常三郞
恩賜記念賞 金銭登録機 特許７９５４３号外 間宮　精一
恩賜記念賞 易反応性鉛粉製造方法 特許４１７２８号 島津　源藏
大賞 脱稃機 特許２９６２３号外 岩田　繼淸　
大賞 自動紙差装置ニ於ケル刷紙正整装置、平版印刷機ニ於ケル紙取装置、印刷機紙咥装置 特許４４９７８号外 濱田　初次郞
大賞 NE式写真電送方式 特許８４７２２号外 丹羽　保次郞
大賞 NE式写真電送方式 特許８４７２２号外 小林　正次
大賞 謄写版、謄写版用原紙、ミリヤタイプ原紙 特許２３５８８号外 堀井　新治郞
大賞 「ハイドロオキシシトロネラ－ル」ノ製法 特許７２８１１号 堀内　利器
大賞 「ハイドロオキシシトロネラ－ル」ノ製法 特許７２８１１号 甲斐莊　楠香
大賞 「ハイドロオキシシトロネラ－ル」ノ製法 特許７２８１１号 植田　正一
大賞 シリンダー内壁ニ対し均一ナル圧力ヲ及ボスピストリングノ製作法 特許７０１４４号 大河内　正敏
大賞 シリンダー内壁ニ対し均一ナル圧力ヲ及ボスピストリングノ製作法 特許７０１４４号 海老原　敬吉
大賞 廻轉計算機ニ於ケル突輪整斎装置、廻轉表示輪ノ桁送装置、廻轉表示輪ノ廻轉装置 特許７５９４２号外 大本　寅治郞
大賞 油母頁岩乾餾法 特許６９９２０号 岡村　金藏
大賞 油母頁岩乾餾法 特許６９９２０号 長谷川　淸治
大賞 「アセトアルデハイド」ノ急速製造法 特許８９４１８号 渡邊　卓郞
大賞 自硬性磁石鋼強靭特殊鋼 特許４３６６０号外 渡邊　三郞
大賞 空気圧搾機 特許７３４３７号 田村　源太郞
大賞 油脂肪ヨリ(ヴイタミンA)ヲ抽出スル方法 特許６００５０号 高橋　克巳
大賞 籠型誘導電動機起動装置 特許３５３９０号 竹内　壽太郞　
大賞 蚕ノ一代雑種 外山　龜太郞
大賞 蚕ノ一代雑種 森　繁太郞
大賞 赤褐鉄鉱撰鉱法 特許４２９７２号 梅根　常三郞
大賞 野上式自動織機 特許７６９６０号外 野上　八重治
大賞 黒田式骸炭炉ノ再生燃焼装置 特許３１５４２号 黑田　泰造
大賞 鶏ノ初生雛雌雄鑑別法 增井　淸
大賞 鶏ノ初生雛雌雄鑑別法 橋本　重郞
大賞 鶏ノ初生雛雌雄鑑別法 大野　勇

大賞
金銭登録機ニ於ケル基本歯輪ヲ部分合計器ト連結スル装置、領収証刷出切断装置、部分合
計器撰出装置、合計加算機構咬脱装置、歯先整列装置、合計算機構

特許９２４２６号外 間宮　精一
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
大賞 管捲機ノ自動停止装置、管捲機ノ綾振装置 特許７３３９０号外 小林　彈好
大賞 光電管 特許８９９６５号 淺尾　莊一郞
大賞 光電管 特許８９９６５号 鈴木　元松
大賞 多極真空管 特許８０９４８号 安藤　博
大賞 自動織機ニ於ケル緯糸ノ盡絶ヲ探知スル装置 特許７２６８１号 阪本　久五郞
大賞 活字鋳造装置 特許３４５２１号 杉本　京太
大賞 精麦装置 特許２９３８６号外 鈴木　忠治郞
進歩賞 火炉の天井、汽罐ノ炉壁 特許６４３７４号外 池木　隆
進歩賞 石油機関ニ於ケル逆転装置 特許８０２４０号外 今井　林藏
進歩賞 可撤性架工義歯ノ可撤架工金具 特許７８５６３号 井上　幸次郞
進歩賞 無水瓦斯槽気密装置 特許８８３５６号外 石井　太吉
進歩賞 無水瓦斯槽気密装置 特許８８３５６号外 杉山　金熊
進歩賞 写真植字機 特許６４４５３号外 石井　茂吉
進歩賞 写真植字機 特許６４４５３号外 森澤　信夫
進歩賞 有機ガラス製造法及製板法 特許９４７３４号外 井口　豊八郞
進歩賞 有機ガラス製造法及製板法 特許９４７３４号外 福島　慶三
進歩賞 模様型彫刻法 特許３７８６２号 井波　義兵衞
進歩賞 誘導電動機定速度運転装置 特許６２４５０号 礒野　達一郞
進歩賞 定周波発振方式 特許９１０５７号外 石川　正一
進歩賞 木材乾燥装置 実用１１０７２６号 泉　岩太
進歩賞 衝撃波々頂電圧測定法 特許８７２１１号 六角　英通
進歩賞 曳網類拡網装置 特許８７５８９号 林　壽
進歩賞 自働同期化継電装置 特許９２２３６号 橋本　眞吉
進歩賞 自働同期化継電装置 特許９２２３６号 遠藤　國治郞
進歩賞 水銀蒸気整流器 実用１４６５６１号 濱田　時夫
進歩賞 両面異色織物 実用１１０３００号 堀　祐平
進歩賞 輪転謄写機ノ給紙装置 特許８７９０１号 堀井　新治郞
進歩賞 蓄音機ニ於ケル摩擦車ノ接触並ニ移動ヲ司ル装置ノ改良、回転自働停止装置 特許７８１７５号外 細井　勇
進歩賞 デンブ製造機 特許８８２８９号 星野　三郞
進歩賞 大敷網 実用１４６９８４号 堀内　輝重
進歩賞 スピニングポツト 特許８２０２１号外 本田　文雄
進歩賞 「ブロトカテキユイツクアルデヒード」並ニ其ノ「エステル」ノ製造方法 特許９０３００号外 堀内　利器
進歩賞 「ブロトカテキユイツクアルデヒード」並ニ其ノ「エステル」ノ製造方法 特許９０３００号外 平泉　貞吉
進歩賞 金属オルガノゾル製造及応用 特許９０１３２号外 堀場　新吉
進歩賞 金属オルガノゾル製造及応用 特許９０１３２号外 小田切　瑞穗
進歩賞 金属オルガノゾル製造及応用 特許９０１３２号外 淸田　達
進歩賞 配光撮影装置 特許７１６７０号 堀岡　正家
進歩賞 接地イムピーダンス測定器、接地抵抗測定器 特許８９５７３号外 土手　杢治
進歩賞 増幅兼濾波装置、電気聴診装置ノ改良 特許７３５２５号外 拔山　平一
進歩賞 増幅兼濾波装置、電気聴診装置ノ改良 特許７３５２５号外 佐藤　彰
進歩賞 組網機 特許８２０３５号外 大隈　榮一
進歩賞 進行計量自起表顕、自働衡機 特許６１７１３号外 大野　二郞三郞
進歩賞 繰絲捲取方法 特許６６６４１号 大道　幸一郞
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 自働昇降段装置 特許４３２０１号 岡部　繁
進歩賞 特原板又ハパルプシードヲ製造スル方法 特許９１７１８号 大川　理作
進歩賞 電気楽器 特許７２３０７号 大川　忠吉
進歩賞 電気楽器 特許７２３０７号 綿本　貞一
進歩賞 幅射熱測定器 特許６７１１２号 大山　松次郞
進歩賞 超短波長電波発生装置 特許７５２５５号 岡部　金治郞
進歩賞 肥料配合機 特許９００７６号外 尾上　茂樹
進歩賞 肥料配合機 特許９００７６号外 尾上　隆治
進歩賞 両切紙巻煙草製造機 特許９５８２１号 渡邊　親晴
進歩賞 飛行機翼の最大揚力に最小抗力の比を増加する翼装置 特許８９７６５号 和田　小六
進歩賞 誘導型継電器 特許５０２２４号 和島　藤助
進歩賞 音響記録方式 特許９６１１７号 渡邊　俊平
進歩賞 海苔漉機 特許６６０５４号 河田　安太郞
進歩賞 タイプライター縦送装置、同横送装置、邦文モノタイプ、邦文リノタイプ鋳造装置 特許７６００７号外 加藤　顯次郞
進歩賞 諸味液榨出装置 特許８４５４４号 片山　秀男
進歩賞 熱風炉、流体加熱炉 特許６６１１３号外 金岡　庄平
進歩賞 火炉ノ天井 特許７９３９３号外 柏田　武治
進歩賞 航空機用発條起動機 特許８８３２７号 萱場　四郞
進歩賞 網目絲入紙管製造方法 特許８９１７５号 川原田　英次郞
進歩賞 靴下編機ニ加設スヘキ足部編成機構 特許８６３５９号 垣ヶ原　周治
進歩賞 酸化金属磁石 公告猶予 加藤　與五郞
進歩賞 酸化金属磁石 公告猶予 武井　武
進歩賞 硬質紙器製造法 特許４４９９９号 河野　篤二
進歩賞 硬質紙器製造法 特許４４９９９号 北村　品子
進歩賞 反作用回転変流機 特許６６５６４号外 加藤　惣一郞
進歩賞 自働電流調整装置 特許８７４０８号 川崎舎　恒三
進歩賞 ソノメーター発振器 特許８７９０６号 神保　成吉
進歩賞 瞬間的ニ電気回路ヲ閉ヅル装置 特許８５０２７号 笠井　完
進歩賞 直流電動発電機 特許７１３０９号 蠣田　惣一
進歩賞 光音装置ニ関スル光学系ノ改良 特許９６５１９号 梶原　熊雄
進歩賞 索軌運搬装置 特許８２９６０号 川原　淸文
進歩賞 ペン先 特許５０１９９号外 米澤　乙吉
進歩賞 製茶仕上機用揉具 特許８８３５２号 伊達　新一
進歩賞 重油ヲ使用スベキ自働温水罐 特許８６７２６号 田中　善助
進歩賞 ランナーブレード調整装置 特許８００７６号 田澤　昌孝
進歩賞 真空掃除器 特許７４２８４号 田村　源太郞
進歩賞 カードクローシング製造機 特許８６１３８号 棚次　辰吉
進歩賞 堅硬ニシテ砕ケ難キ成形活性炭ノ製造法 特許８４５５３号 田丸　節郞
進歩賞 堅硬ニシテ砕ケ難キ成形活性炭ノ製造法 特許８４５５３号 加納　莊介
進歩賞 堅硬ニシテ砕ケ難キ成形活性炭ノ製造法 特許８４５５３号 今井　美材
進歩賞 ST式製塩法 特許２９１３５号 田中　新吾
進歩賞 非同期機調整装置 特許７８４９５号 高村　甚平
進歩賞 テレビジヨン 特許７７２９３号外 高柳　健次郞
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 高速度継電装置 特許８４２７４号 高橋　正一
進歩賞 無線電信及電話ニ使用スル空中線ノ改良 特許６７９１３号 谷　惠吉郞
進歩賞 コンクリート枕木レール固定装置 特許９３０１８号 外山　繁太郞
進歩賞 「ミユール」精紡機自働糸繋装置 特許６４４５６号外 根岸　榮三郞
進歩賞 内燃機ニ於ケル逆転装置付燃油喞筒装置 特許８４６８０号外 那須　伊太郞
進歩賞 紋織機又ハ紋紙穿孔機ニ於ケル電路開閉装置 特許７８５１５号 中西　金次郞
進歩賞 醸造米用精白装置 特許９３２１１号 中野　信一
進歩賞 検査用砕蛾機 特許５０６９７号 長原　小平
進歩賞 定率計算器 特許７９１０１号 永利　淸太郞
進歩賞 石炭燃焼装置、石炭ノ完全燃焼装置 特許６８６７１号外 内藤　游
進歩賞 遠心力鋳造法ニヨル管鋳造装置ノ改良 特許７３０２２号外 中島　統一
進歩賞 電動鑿岩機 特許６６１４７号外 中山　高亮
進歩賞 陰極線オツシログラフ 特許９２５２５号 楢崎　治
進歩賞 陰極線オツシログラフ 特許９２５２５号 宮本　慶巳
進歩賞 管麺製造機 特許７６６６８号 村田　平作
進歩賞 管麺製造機 特許７６６６８号 村田　良雄
進歩賞 鮮魚冷凍装置 特許８８５３５号 村山　威士
進歩賞 半透明電燈球製造方法 特許９０１２９号外 向笠　榮三
進歩賞 蝶形弇装置 特許８７７５５号外 牛尾　義方
進歩賞 高速度電動装置 特許９０３５１号 牛田　健雄
進歩賞 乳化潤滑料ヲ作ル方法ノ改良 特許９２６８１号 野澤　房敏
進歩賞 乳化潤滑料ヲ作ル方法ノ改良 特許９２６８１号 松縄　信太
進歩賞 グリ茶製造機 実用１２８４１５号 久保田　一郞
進歩賞 グリ茶製造機 実用１２８４１５号 長曾我部　格
進歩賞 金銀銅鉱溶鉱炉ノ暖中ニ逃出スル金銀銅ヲ低減スル方法 特許３７５０１号 窪田　哲二郞
進歩賞 発振周波安定方式 特許９２２４４号 楠瀨　雄次郞
進歩賞 発振周波安定方式 特許９２２４４号 小松　淸一
進歩賞 秘密通信方式 特許７３３７４号 鯨井　恒太郞
進歩賞 秘密通信方式 特許７３３７４号 古賀　逸策
進歩賞 光電流増幅装置 特許９６４４３号 鯨井　恒太郞
進歩賞 短波長波無線送信機電話 特許８９１８４号 黑木　操
進歩賞 無含空気高温凝縮水ヲ得ル復水器 特許８１８５５号 柳下　正道
進歩賞 軸流ポンプノ始動方法 特許８８９４７号 山岸　靖一
進歩賞 精袖技能検査機 実用１１８９８９号 山越　長七
進歩賞 山本式喞筒機械滑弇、高圧罐用給水喞筒機械 特許２７０２０号外 山本　初之助
進歩賞 深井喞筒 特許６０５２５号外 矢野　正都
進歩賞 組網機 特許７９３５５号外 山本　竹次郞
進歩賞 回収式製脳法 矢作　富藏
進歩賞 推力軸承ノ改良 特許７６０９５号 安西　庄太郞
進歩賞 更生絹絲製造法 特許８７２４４号外 山本　三六郞
進歩賞 更生絹絲製造法 特許８７２４４号外 星野　勘彌
進歩賞 調帯 特許６４４６８号外 松本　蓁
進歩賞 混凝土混合機ノ配合調整装置 特許９０００５号外 眞鍋　武雄
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 荒毛人造毛皮製造法 特許８８７４１号 牧野　金松
進歩賞 牛乳カゼインヨリ角質物ノ製造法 特許７１９４３号 松本　五郞
進歩賞 牛乳カゼインヨリ角質物ノ製造法 特許７１９４３号 芝崎　貞三郞
進歩賞 不平衡三相交流回路ニ於ケル逆相分ニ比例スル電圧或ハ電流ヲ得ル方式 特許９１２８８号 前川　幸一郞
進歩賞 不平衡三相交流回路ニ於ケル逆相分ニ比例スル電圧或ハ電流ヲ得ル方式 特許９１２８８号 中村　良之
進歩賞 故障点指示装置 特許９３５４４号 前川　辛一郞
進歩賞 水晶発振器又ハ共振器ノ周波数調節方式 特許９０２７２号 松村　定雄
進歩賞 水晶発振器又ハ共振器ノ周波数調節方式 特許９０２７２号 畠山　孝吉
進歩賞 階昇式電圧変成方式 特許３８４３２号 牧野　定光
進歩賞 鋼管ノ分岐管取付口形成法 特許８９０２３号 藤井　鐵造
進歩賞 高速度回転軸 特許９２６６９号 藤伊　魁
進歩賞 石炭酸樹脂ノ製法 特許６５８３９号外 福田　一雄
進歩賞 送電線中ニ性点接地線輪ニヨル直列共進抑制装置 特許９０１５６号 福島　高麗夫

進歩賞
白熱電球又ハ其ノ類似装置用硝子球内面ニ散光又ハ着色層ヲ被着セシムル方法、内面艶
消白熱電球

特許９１８３２号外 不破　橘三

進歩賞
白熱電球又ハ其ノ類似装置用硝子球内面ニ散光又ハ着色層ヲ被着セシムル方法、内面艶
消白熱電球

特許９１８３２号外 和田　梓之助

進歩賞
白熱電球又ハ其ノ類似装置用硝子球内面ニ散光又ハ着色層ヲ被着セシムル方法、内面艶
消白熱電球

特許９１８３２号外 白石　裕一郞

進歩賞 鹹水滴下式冷凍装置 特許９３２５７号 小倉　善平
進歩賞 金銭登録器 特許８２７１４号 小方　誠
進歩賞 大円弧コムパス 特許７０７２７号 小崎　一男
進歩賞 航究用自働酸素供給装置 特許８０５８０号外 小笠原　德四郞
進歩賞 醤油速醸法 特許６１１９０号外 兒玉　靜起
進歩賞 電気的波形分析方式 特許９０３７２号 小林　正次
進歩賞 R-cut 式水晶発振器 特許９５６３７号 古賀　逸策
進歩賞 R-cut 式水晶発振器 特許９５６３７号 竹内　壽太郞
進歩賞 画鉢製作用摩擦「プレス」 特許８２９６１号 朝比奈　晃十
進歩賞 換抒織機ニ於ケル紋板節約装置ノ改良 特許８７０８２号外 朝倉　泰一
進歩賞 微粉炭燃焼発動機用吸鍔 特許８３１７０号 秋吉　勇夫
進歩賞 硝子製義眼ノ製造方法 特許９２５８２号外 厚澤　銀次郞
進歩賞 硝子製義眼ノ製造方法 特許９２５８２号外 中泉　行正
進歩賞 硝子製義眼ノ製造方法 特許９２５８２号外 岩城　勝美
進歩賞 硝子製義眼ノ製造方法 特許９２５８２号外 中村　卯吉
進歩賞 水銀蒸気整流装置、変動電圧電源ヨリ一定電圧ヲ得ル装置 特許６８９５８号外 靑木　佐太郞
進歩賞 タングステン弧光灯 特許９４２１５号 靑柳　榮司
進歩賞 タングステン弧光灯 特許９４２１５号 阿部　淸
進歩賞 タングステン弧光灯 特許９４２１５号 山崎　惣三郞
進歩賞 熱膨張自記装置 特許９３２４６号 佐藤　淸吉
進歩賞 磁石発電機ノ電気断続器 実用１６０２２９号 澤藤　忠藏
進歩賞 監督制御方式 特許８６５９１号 佐々木　一郞
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 海底電纜 特許８９３２２号 木村　介次
進歩賞 海底電纜 特許８９３２２号 石黑　勝已
進歩賞 海底電纜 特許８９３２２号 小島　喜太郎
進歩賞 海底電纜 特許８９３２２号 湊谷　祝三郎
進歩賞 蓄電池電極板 特許８６２０２号 湯本　良治
進歩賞 デイフレクトグラフ 特許９３７７５号 三瀨　幸三郞

進歩賞
起動加速度制御装置、自働同期継電器、打切式自働揃速装置、自働同期接続方式、自働同
期接続装置、自働揃速制御装置、惰性揃速方式、位相継電方式、自働同期継電器ノ改良

特許６６０７９号外 三輪　又一

進歩賞 弧光断続装置、直流変圧装置、水銀弧光周波数変換装置 特許７９５１３号外 密田　良太郞
進歩賞 叉流式抵抗測定装置 特許６８５５９号 密田　良太郞
進歩賞 肝油製造法 特許９２６７４号 下田　喜久三
進歩賞 島津式瓦斯発生器 特許１６７８１号外 島津　源吉
進歩賞 アムモニア合成用接触剤製造方法 特許７９８９９号 柴田　勝太郞
進歩賞 アムモニア合成用接触剤製造方法 特許７９８９９号 莊司　信守
進歩賞 ＮＥ遠方監視制御装置 特許７７８６９号外 島津　保次郞
進歩賞 整等二相捲励磁交流発電機 特許６５９４３号外 淸水　義一
進歩賞 振動接極子型電磁記音装置又ハ補音装置 特許９３７８０号 淸水　丈夫
進歩賞 蒸気式鑿杭装置 特許９２５８４号 檜垣　右衛門
進歩賞 蒸気式鑿杭装置 特許９２５８４号 大平　又太郞

進歩賞
水車水位調整装置、水車起動装置、水車制動装置、自働発電所水車起動装置、水車緩停止
装置

特許７７８３３号外 關　三郞

進歩賞 揚網機 実用１４２４２７号 關　豊作
進歩賞 繊維索伸装置 特許７５８５９号 鈴木　四郞
進歩賞 高速度活動写真撮影装置 特許７８７８８号 栖原　豊太郞
進歩賞 乗車券日附機械 特許７０２２９号 菅沼　整一
進歩賞 組網機ニ於ケル原動装置 特許６７７３７号 角田　採米
進歩賞 水管式汽罐 特許７２４２１号 杉山　保
進歩賞 針布製造機 特許９５４９０号 簾　彦次郞
進歩賞 清酒代用飲料製造法 特許３９５０１号外 鈴木　梅太郞
進歩賞 清酒代用飲料製造法 特許３９５０１号外 生原　長胤
進歩賞 清酒代用飲料製造法 特許３９５０１号外 加藤　正二
進歩賞 物体ノ表面ヲ観察スベキ透明薄膜又ハ薄版顕微鏡標本ノ製作法 特許８８３５３号 鈴木　純一
進歩賞 ばら蚕種洗落方法 特許７７８０８号外 鈴木　純一
進歩賞 蚕兒ノ排泄物ヲ迅速ニ排除シ得ベキ傾斜上蔟法 特許８９８１６号 鈴木　純一
進歩賞 穀類漂白方法 特許４４４３９号外 鈴木　忠治郞
有功賞 ゴム底地下足袋 実用８０５９４号外 石橋　德次郞
有功賞 ボイル織物 実用９５０９８号 伊勢　鉾三
有功賞 味噌原料豆切砕機 特許１３６１８号外 伊藤　嘉平治
有功賞 襁褓カバー 特許８３７４４号 岩崎　チカノ
有功賞 布製鎧形通風日除 実用１１７３１９号外 岩田　敏子
有功賞 尖頭ヲ附シタル毛、刷子 特許３７４１９号外 井澤　利一郞
有功賞 単線式架空索道、複線式架空索道、旅客架空索道 特許２７７１３号外 石田　美喜藏
有功賞 井上式鋳鉄製塩釜裏漆法 特許３５７１号外 井上　惣兵衛
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 避雷装置 実用１４６７５１号 一色　貞三
有功賞 白熱電球又ハ類似品ノ硝子球ノ内面ヲ艶消スル装置 特許７０７０９号 稻向　早苗
有功賞 白熱電球又ハ類似品ノ硝子球ノ内面ヲ艶消スル装置 特許７０７０９号 東　磯衛
有功賞 電気子捲線ノ改良 特許４０２４５号 伊藤　奎二
有功賞 井川式籾摺臼 特許５７９７号外 井川　岩太郞
有功賞 選穀機 実用５９５５３号外 伊藤　嘉久
有功賞 籾摺機 実用１２１０１６号外 伊丹　直三
有功賞 籾摺機 実用１２１０１６号外 齋藤　倭臣
有功賞 籾摺機 実用１２１０１６号外 澤田　淸
有功賞 自働織機ノ抒換装置 特許７２０３１号 萩野　靜二
有功賞 繰絲鍋 実用１４３７７８号 林　芳人
有功賞 編物器 実用１０１０３１号外 萩原　榮市
有功賞 計算尺 特許２２１２９号外 逸見　次郞
有功賞 撚絲機 特許３３２４５号外 長谷　善一
有功賞 密閉式電気機ノ強通風冷却装置 特許３０６８２号 馬場　粂夫
有功賞 電気焜炉 実用８８０６３号 橋本　良資
有功賞 稲麦扱機 実用８７６２７号外 林　總吉
有功賞 撚絲機 特許３４４２３号 西原　嘉一
有功賞 木材運搬自働索道 特許８２０３２号外 堀田　蘇彌太
有功賞 戸上式配電装置、昼夜間自働配電装置、戸上式電気分配装置、自働配電装置 特許３７５１１号外 戸上　信文
有功賞 炭酸瓦斯ノ使用ニ依ル柿ノ脱渋装置 特許８８０１４号 千代　淸次
有功賞 浸透式煮繭装置 実用１４８９６２号 千葉　壬驥
有功賞 ゴム靴 実用１２６３２５号 尾崎　周平
有功賞 放熱器 特許３６７６６号 岡田　春吉
有功賞 製麺機 特許１２５８８号 大隈　榮一
有功賞 自転車 実用２９９９４号外 岡本　松造
有功賞 車轂、ボールベアリング 実用８０９２７号外 岡部　繁
有功賞 肥料粉砕機 実用４８１５４号外 尾上　隆治
有功賞 精米機 実用１４６４４９号外 奧村　由太郞
有功賞 籾摺臼 実用５５９８５号外 渡邊　卓示
有功賞 軌道用転轍器ノ改良 特許６１０５４号 川崎舎　恒三
有功賞 ＳＫ式消毒装置 特許３２３４７号 川西　貞次郞
有功賞 篩棒運動機構、鉱物篩機 特許１３５０４号外 葛西　德一郞
有功賞 ピアノアクション、ピアノ響板 特許７９８７０号外 河合　小市
有功賞 生絲節絲製造法、織物用撚絲 特許６６３３１号外 海津　忠作
有功賞 穀類乾燥機、穀類流下調節装置 特許４２３４６号外 金岡　甚三
有功賞 穀類乾燥機、穀類流下調節装置 特許４２３４６号外 岡原　壽一
有功賞 製茶仕上機 特許６３７３２号 川崎　邦平
有功賞 万石 特許７６６１５号外 金田　喜一
有功賞 藁切器械 実用４９２９号外 河野　駒一
有功賞 藁切器械 実用４９２９号外 永田　又平
有功賞 海苔筏型浮篊 実用１４９６６１号 金子　政之助
有功賞 万年筆 実用１１６３１５号 吉原　與四郞
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 筵織機 特許１５０４６号外 横山　酉次
有功賞 剥木製食料品包装皮消毒防水法 特許４５０２９号外 吉田　釟一郞
有功賞 胛被ヲ有スル履物底ニ加硫圧着スベキゴム底片 実用１６２６８２号 高木　正太郞
有功賞 複線式索道運搬車 特許４４４３６号 玉村　勇助
有功賞 自転車用錠前付スタンド 実用６７８５８号 田村　秀市
有功賞 製帽機 特許４２９８６号外 竹内　類治
有功賞 高井式豆腐機械 特許９０１１１号外 高井　龜次郞
有功賞 茶葉粗揉機 特許３３０１号外 高林　由松
有功賞 ガソリン計量器 特許４２３６７号外 龍野　右忠
有功賞 電磁開閉器ノ改良 特許３８０３１号 高村　甚平
有功賞 聚熱式電気加熱装置 特許８５２８３号 田中　壽一
有功賞 油入遮断器用「バースチングチユーブ」 実用８５１３６号 丹下　音行
有功賞 タムラーク電気熔接棒 特許７９１０９号 田村　元治
有功賞 犂 特許８８００６号外 高北　新治郞
有功賞 稲麦扱機 実用１２１６００号外 谷口　秋三郞
有功賞 犂 実用９４２７８号外 田上　順太郞
有功賞 製縄及仕上機 特許１４６５７号外 田所　淸次
有功賞 津田式力織機 特許２０５５４号外 津田　米次郞
有功賞 セリシン銅石鹸 特許６５０５５号外 角替　利策
有功賞 乾燥機 特許１９６９０号外 辻　賴母
有功賞 製粉機 特許８８５０４号外 中島　男尾
有功賞 印刷機紙取櫛自働停止装置 特許７９１８９号 中島　幾三郞
有功賞 地下足袋 特許６７７３１号外 永田　邦助
有功賞 恒温開閉器 実用１３４０８０号外 中尾　哲二郞
有功賞 除草器 実用１０５５１１号 中田　已之助
有功賞 万石籭 実用１１７９４８号外 長澤　重兵衛
有功賞 犂 実用１２５６４１号 長　末吉
有功賞 製袋機ニ於ケル底貼装置 特許７２５２４号 上田　梅吉
有功賞 海苔乾燥装置 特許９０４３９号外 内田　德郞
有功賞 折紙玩具 実用１５０７０９号外 内山　道郞
有功賞 折紙玩具 実用１５０７０９号外 大野　邦光
有功賞 噴霧器 特許１７７５２号外 牛田　淸郞
有功賞 植田式精米機、ＳＫ式精米機、精穀機、精米機ノ排出口 特許３７３４９号外 植田　久一
有功賞 植田式精米機、ＳＫ式精米機、精穀機、精米機ノ排出口 特許３７３４９号外 服部　愛治郞
有功賞 植田式精米機、ＳＫ式精米機、精穀機、精米機ノ排出口 特許３７３４９号外 鈴木　良吉
有功賞 避雷装置 特許６８５４３号外 延原　觀太郞
有功賞 横式蛙股編網機 特許２１４６３号外 倉橋　愛藏
有功賞 横式蛙股編網機 特許２１４６３号外 山本　彦九郞
有功賞 鉄筋混凝土管製作機 特許３６８３２号外 畔柳　菅次郞
有功賞 割箸製造機 実用１０８９６４号外 楠山　與三郞
有功賞 地下足袋、護謨底朝鮮靴 実用９２００４号外 倉田　泰藏
有功賞 鋳鉄管鋳造用砂型製造装置、小型発動機 特許６８８８７号外 久保田　權四郞
有功賞 酸素利用ノ高濃度亜硫酸瓦斯製造法 特許６４９２７号 工藤　宏規
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 串田式正條田植器 特許１０９７２号 串田　太市
有功賞 藁打機 実用８４０６９号外 久保　久次郞
有功賞 無端帯式乾繭機 実用１０９６４９号外 大和　哲三
有功賞 無端帯式乾繭機 実用１０９６４９号外 後藤　保次
有功賞 暖炉 実用１２３５４１号外 山本　最純
有功賞 顕微鏡復槓杆式微動装置 特許６６９５８号 山下　長
有功賞 顕微鏡復槓杆式微動装置 特許６６９５８号 寺田　粹吉
有功賞 顕微鏡写真装置 特許８０５１８号 山下　長
有功賞 鍵形接手ノ鋼矢板 特許８８４５９号 山縣　愷介
有功賞 冷蔵庫用排水弁、保冷又ハ保温用熱絶縁板、冷蔵庫用排水装置 特許６１９８１号外 山田　良介
有功賞 内燃機関 実用１０３４４８号外 山岡　孫吉

有功賞
転轍ト同時ニ表示燈ヲ動作スル装置、信号電燈ト転轍トヲ同時ニ電気的ニ動作セシムル装
置、電燈信号及ビ転轍ヲ同時ニ行ハシムル装置

特許６０５８８号外 八木　佐太治

有功賞 乾電池 特許６９８７５号 屋井　先藏
有功賞 乾電池 特許６９８７５号 屋井　三郞
有功賞 振子力計ニ於ケル自働制止装置、振子力計用制動装置 特許７７２９９号外 松村　鶴三
有功賞 振子力計ニ於ケル自働制止装置、振子力計用制動装置 特許７７２９９号外 明石　和衛
有功賞 茶蒸機 実用２５２４号 丸田　常吉
有功賞 水管接手 特許３６５４６号 町野　重猛
有功賞 水管接手 特許３６５４６号 平川　精一
有功賞 松村式陶磁器窯 松村　八次郞
有功賞 剪髪機 特許８０４９７号 福地　武史
有功賞 光輝莚、花莚、野草莚、藺紙莞織 特許１４９８４号外 舟橋　襄
有功賞 光輝莚、花莚、野草莚、藺紙莞織 特許１４９８４号外 矢吹　貫一郞
有功賞 莚織機 特許２５６５号外 藤原　菊三郞
有功賞 莚織機 特許２５６５号外 佐藤　猪三治
有功賞 オツターボールド 実用１０７３５５号 福谷　喜久次
有功賞 格子漏洩抵抗子 実用９５４３９号 藤島　龜太郞
有功賞 蓄電池用木板セパレーター乾燥方法 特許７５１６２号 藤木　淸太郞
有功賞 穀類精選機 実用６０１３８号外 藤瀨　平治
有功賞 犂 特許７５９６５号外 古城　和助
有功賞 脱穀機 特許６９９０９号外 福島　元七
有功賞 脱穀機 特許６９９０９号外 福島　元助
有功賞 乾燥機ノ網帯取着装置 実用１１７５８０号外 小松　豊作
有功賞 ベルト用綴金具成形機 特許８２２５３号 古賀　靜二
有功賞 ベルト用綴金具成形機 特許８２２５３号 宮下　直隆
有功賞 紛末燃料厨炉 実用１２８９００号外 小林　英三
有功賞 昼夜兼用縦看板 実用６３０２０号 小山　憲次
有功賞 柔軟オブラート 特許５５４３号 小林　政太郞
有功賞 釘打込可能ノ「アスベスタスモルタル」 特許６５２１０号 小谷　一郞
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全国発明表彰　昭和８年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 亜酸化銅整流器 特許８４５０５号外 小川　若三郞
有功賞 亜酸化銅整流器 特許８４５０５号外 根本　忠次郞
有功賞 亜酸化銅整流器 特許８４５０５号外 金子　淸次
有功賞 自働衡器 実用１２９５６８号 寺岡　豊治
有功賞 緯條供給装置 特許７８９９９号 淺越　助五郞
有功賞 緯條供給装置 特許７８９９９号 大賀　兼一
有功賞 人工太陽燈 実用１４１１７６号外 淺田　常三郞
有功賞 人工太陽燈 実用１４１１７６号外 組谷　定治郞
有功賞 アサイ式稲田中耕除草機 実用８７７４５号外 淺井　松治郞
有功賞 画鋲製作用筋付機 特許２３８９０号 阪田　久五郞
有功賞 錐筒形鉄筋コンクリート管柱製作機、混凝土管柱製造用遠心力回転機 特許４１２８５号外 佐伯　倉輔
有功賞 クロス製造法 特許６４５３７号 坂部　三次
有功賞 アスフアルト屋根材料製造法、紛末ヲ附着セサル縮皺模様アスフアルト屋根材料製造法 特許７４４７７号外 佐久間　榮吉
有功賞 ハイロー電球 特許７００７５号 坂倉　幸利
有功賞 精穀機 特許６６５８７号外 佐竹　利市
有功賞 籾摺機 実用９１７６７号外 佐藤　庄次郞
有功賞 稲扱機、除草器 実用４４４１９号外 佐藤　忠次郞
有功賞 北織式ジヤカード紋織機 特許８４５８１号外 北織　喜三郞
有功賞 製簇磯 実用１２８９３９号外 淸田　三治
有功賞 牡蠣附着具 実用１３２７００号 宮城　新昌
有功賞 ラヂオセツト用部分品 実用９５４０６号外 密谷　德行
有功賞 稲扱機 実用６７３２７号外 箕輪　亥作
有功賞 稲扱機 実用６７３２７号外 箕輪　政吉
有功賞 稲扱機 実用９８６４９号外 水村　常藏
有功賞 縄仕上機 特許６２５７２号外 南本　松藏
有功賞 稲扱機ニ於ケル扱胴 実用８５６９９号 新島　信郞
有功賞 唐箕 実用１０９１２１号外 篠宮　耕治
有功賞 塊根状混凝土基礎並塊根状、混凝土基礎施行方法 特許６２８６５号外 白石　信親
有功賞 幌蚊帳 特許６０２３９号外 柴林　宗太郞
有功賞 證券用安全インキ 特許３０７０１号外 篠崎　又兵衞
有功賞 除草機 実用８３９４７号外 柴田　三代治
有功賞 自働編網機 特許３９６７９号外 平田　佐雄

有功賞
連続式銃型写真機、フイルム用写真機ニ於ケル近距離撮影装置、三脚取付装置ヲ附シタル
携帯用小型写真機、近距離撮影装置付フアインダー

特許９３１１０号外 毛利　廣雄

有功賞 袋織タオル、朧染タオル、曙タオル 実用１０３３０７号外 森田　庄三郞
有功賞 除草器 実用８８９１１号外 森　芳知
有功賞 籾摺選別機 実用７２５０３号外 關谷　正幸
有功賞 関野式煙草種子点播器 実用４１１６４号 關野　作次郞
有功賞 自転車鑑札 特許３７１９１号外 巢守　三之助
有功賞 杉浦式寒天製造法 特許２８０６６号 杉浦　六彌
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