
全国発明表彰　大正１５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 グルタミン酸塩ヲ主成分トセル調味料製造法 特許１４８０５号 池田　菊苗
恩賜記念賞 経絲解舒及緊張装置、自働織機 特許１１０９４号外 豊田　佐吉
恩賜記念賞 牛疫予防ワクチン 蠣崎　千晴
恩賜記念賞 新ダイアステース剤及其製造法 特許１６１３５号 高峰　譲吉
恩賜記念賞 腎上腺ノ主成分ヨリ成ル腺内物製法、腎上腺有効主成分ノ鉄化合物製造法 特許４７８５号外 高峰　譲吉
恩賜記念賞 同期電動機 特許３９６４１号 山本　忠興
恩賜記念賞 同期電動機 特許３９６４１号 川原田　政太郎
恩賜記念賞 麺類製造器械、麺帯巻取装置、製麺法 特許４４８号外 眞崎　照郷
恩賜記念賞 水銀避雷器 特許３２６４０号 密田　良太郎
恩賜記念賞 真珠素質被着法、真珠貝仔蟲被着器 特許３３６４０号外 御木本　幸吉
恩賜記念賞 タイプライター 特許２７８７７号 杉本　京太
恩賜記念賞 米糠中ノ一成分アベリ酸ノ製造法 特許２０７８５号外 鈴木　梅太郎
大賞 グルタミン酸塩ヲ主成分トセル調味料製造法 特許１４８０５号 池田　菊苗
大賞 特殊合金鋼 特許３２２３４号外 本多　光太郎
大賞 高周波式有線多重電信電話装置 特許３６６８８号 鳥潟　右一
大賞 高周波式有線多重電信電話装置 特許３６６８８号 北村　政治郎
大賞 高周波式有線多重電信電話装置 特許３６６８８号 九毛　登
大賞 高周波式有線多重電信電話装置 特許３６６８８号 堀江　貞次郎
大賞 高周波式有線多重電信電話装置 特許３６６８８号 津守　英五郎
大賞 経絲解舒及緊張装置、自働織機 特許１１０９４号外 豊田　佐吉
大賞 牛疫予防ワクチン 蠣崎　千晴
大賞 整流子ヲ有スル電気機ノ改良 特許２８０６７号 田中　龍夫
大賞 新ダイアステース剤及其製造法、腎上腺ノ主成分ヨリ成ル腺内物製法、腎上腺有効主成分ノ鉄化合物製造法 特許１６１３５号外 高峰　譲吉
大賞 同期電動機 特許３９６４１号 山本　忠興
大賞 同期電動機 特許３９６４１号 川原田　政太郎
大賞 麺類製造器械、麺帯巻取装置、製麺法 特許４４８号外 眞崎　照郷
大賞 炭化物ヨリ窒素化合物ヲ製造スル方法 特許２０７３０号外 藤山　常一
大賞 水銀避雷器 特許３２６４０号 密田　良太郎
大賞 真珠素質被着法、真珠貝仔蟲被着器 特許３３６４０号外 御木本　幸吉
大賞 易反応性鉛粉製造方法、易反応性鉛粉製造法、反応シ易キ鉛粉製造法 特許４１７２８号外 島津　源藏
大賞 タイプライター 特許２７８７７号 杉本　京太
大賞 米糠中ノ一成分アベリ酸ノ製造法 特許２０７８５号外 鈴木　梅太郎
有功賞 渦巻「ポンプ」「フアン」及水車ニ於ケル改良 特許２５３６１号 井口　在屋
有功賞 渦巻「ポンプ」「フアン」及水車ニ於ケル改良 特許２５３６１号 畠山　一淸
有功賞 五徳兼用開閉板、廃物利用有効竈 実用３４７５２号外 伊藤　仙太郎
進歩賞 磯野式両用犂 特許２３６２３号 磯野　七平
有功賞 岩田式脱稃装置 特許２９６２３号 岩田　繼淸
有功賞 今村式乾燥装置、今村式乾燥機移乗装置、乾燥機ニ於ケル被乾物配列装置 特許２０１９６号外 今村　品太郎
有功賞 石川式擂潰機ノ改良 特許２０３３８号 石川　平藏
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 漆器改良下地塗料 特許３２８３１号 石川　權次郎
進歩賞 蠶兒雌雄鑑別法 石渡　繁胤
有功賞 金銭記録出納器 特許２６５６７号 石田　音三郎
進歩賞 自働紙差、濱田式印刷機整紙装置、濱田式印刷紙送出装置、濱田式自働紙差、濱田式送込装置 特許１７９６８号外 濱田　初次郎
進歩賞 三段捲電気機回転子 特許３５２０８号 馬場　粂夫
進歩賞 導磁率ノ測定方式 特許３１９９０号 丹羽　保次郎
有功賞 束子 特許２７９８３号 西尾　正左衛門
進歩賞 真珠形成法 特許２９６２８号外 西川　藤吉
有功賞 堀井謄写版 特許２３５８８号 堀井　新治郎
有功賞 タイプライター用鉄筆用及毛筆用堀井謄写原版紙 特許３４９２５号 堀井　新治郎
有功賞 計算尺 特許２２１２９号外 逸見　次郎
有功賞 蠶ノ一代雑種 外山　龜太郎
有功賞 蠶ノ一代雑種 森　繁太郎
有功賞 栂野式自働製麹装置、醤油速醸法 特許２３０２６号外 栂野　明二郎
進歩賞 有線無線両電話接続装置 特許３３６８１号 鳥潟　右一
進歩賞 有線無線両電話接続装置 特許３３６８１号 北村　政治郞
進歩賞 有線無線両電話接続装置 特許３３６８１号 丸毛　登
進歩賞 有線無線両電話接続装置 特許３３６８１号 堀江　貞次郎
進歩賞 送電線ニ於ケル高周波通信方式 特許３７３９４号 鳥潟　右一
進歩賞 送電線ニ於ケル高周波通信方式 特許３７３９４号 北村　政治郞
進歩賞 送電線ニ於ケル高周波通信方式 特許３７３９４号 丸毛　登
進歩賞 送電線ニ於ケル高周波通信方式 特許３７３９４号 鎭目　隆治
進歩賞 大西式改良綟織機 特許２５２４０号 大西　信次郎
進歩賞 自硬性磁石鋼 特許４３６６０号 渡邊　三郎
有功賞 験温器水銀充填法、験温器水銀充填方法 特許３５４３７号外 柏木　幸助
進歩賞 河豚毒素テトロドトキシン製造方法 特許２１１５８号 田原　良純
有功賞 蒸気発生器ニ於ケル罐水循環促進用受水装置 特許２８１７３号 田熊　常吉
進歩賞 油脂ヨリ溶性ヴイタミン（ヴイタミンＡ）ヲ抽出スル方法 特許６００５０号 高橋　克己
進歩賞 籠型誘導電動機起動装置 特許３５３９０号 竹内　壽太郎
進歩賞 落緒繭自働流集繅絲鍋、自働索緒装置 特許４４４６７号外 大道　幸一郎
有功賞 唐箕附精穀機 特許２７０７９号 常見　盛二
有功賞 中原式煮繭機 特許１３８８２号外 中原　作太郎
進歩賞 転鏡経緯儀、測量機並行盤装置 特許１５１９５号外 中堀　幾三郎
進歩賞 二重又ハ多重式航空機操縦用補助翼装置 特許６５７０５号 中川　健二
進歩賞 二重又ハ多重式航空機操縦用補助翼装置 特許６５７０５号 服部　讓次
進歩賞 二重又ハ多重式航空機操縦用補助翼装置 特許６５７０５号 大木　喬之助
有功賞 家禽實扶的里血精 中村　哲哉
有功賞 印刷機 特許２０１２号 中島　幾三郎
進歩賞 莫大小編成機色染装置 特許２６８４１号 永井　英夫
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 連続洗米機 特許３９７９０号 永田　近渡
有功賞 茶葉精揉機、茶葉揉捻装置、製茶精揉機 特許２３７８３号外 臼井　喜市郞
有功賞 野上式経絲均張装置、野上式自働綛繰機 特許３６４２０号外 野上　八重治
有功賞 鉄管金型鋳造装置 特許５０５０７号 久保田　權四郎
有功賞 犂 実用４５７７８号 松山　原造
有功賞 大正式製炭法 松本　福平
進歩賞 初生雛雌雄鑑別法 增井　淸
進歩賞 初生雛雌雄鑑別法 橋本　重郞
進歩賞 初生雛雌雄鑑別法 大野　勇
有功賞 電球用バルブ硝子 特許５０４７０号 不破　橘三
有功賞 電球用バルブ硝子 特許５０４７０号 森　二郎
有功賞 鋤先、犂床 実用５２１１６号外 深見　平次郎
進歩賞 税印及消印押捺機、押印機等ニ於ケル把手制御機構、押印機等ニ於ケル計数機構 特許６２９９０号外 福島　圭二
有功賞 桑葉刻器 特許７６７３号 福島　元七
有功賞 莚織機 特許５７６４号 寺島　昇
有功賞 阿部式電気子時計 特許３１１４４号 阿部　彦吉
有功賞 浅野式合板製造装置 特許２８７５４号 淺野　吉二郎
有功賞 生絲様紡績絹絲製造法、紡績絹絲ノ絲味ヲ佳良ナラシムル方法 特許１３１３５号外 坂根　淸一
進歩賞 紡績用木管自働製造機 特許３９８５４号 北村　惣太郎
進歩賞 紡績用木管自働製造機 特許３９８５４号 南野　政延
進歩賞 生材染色法 特許６１７９１号 三村　鐘三郎
進歩賞 御法川式製絲用抱合接緒器、直揚製絲枠 特許３５０８７号外 御法川　直三郎
有功賞 綜絖製造機 特許３８０００号 宮田　利喜太郎
有功賞 縄撚器 特許９８２号 宮崎　林三郎
進歩賞 衛生罐材製造法 特許１１７３７号 宮崎　賢一
有功賞 宮崎式ペーチカ 実用５６２２４号外 宮崎　吉太郎
進歩賞 防火剤、木材・綿・紙等ノ防火剤、木材防虫防腐剤 特許４０５０６号外 滋賀　泰山
有功賞 清水式無砂精米兼籾摺機 特許２４４５０号 淸水　廣吉
有功賞 清水式無砂精米兼籾摺機 特許２４４５０号 淸水　藤太郎
有功賞 浴巾織機、織機ニ於ケル織布捲戻装置 特許８５７２号外 柴林　宗太郎
有功賞 硝子器周縁修整機 特許１１００４号 島田　孫市
進歩賞 ペーステツト蓄電池極板 特許４２８６２号 島津　源藏
有功賞 捲纒式飛白糸製造機 特許１８２５号 下宮　計二
進歩賞 網及網糸防腐染色法 特許１３６４６号 日高　榮三郎
有功賞 廣井式編網機 特許１６１０２号 廣井　仙市
有功賞 回転脱穀機 特許４２８０５号 廣瀨　與吉
進歩賞 平川式郵便葉書消印機 実用４２１０９号 平川　常彌
進歩賞 元良式船舶動搖制止装置、船舶動搖制止装置 特許３６８２８号外 元良　信太郎
進歩賞 活字鋳造装置 特許３４５２１号 杉本　京太
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 紫外線ヲ吸収スル物体、ウルトラジン及其塩類製造法 特許６１８０６号 鈴木　庸生
進歩賞 紫外線ヲ吸収スル物体、ウルトラジン及其塩類製造法 特許６１８０６号 櫻井　季雄
有功賞 ヴアイオリン甲板刳削機 特許３５３８１号 鈴木　政吉
進歩賞 軌條探傷機 鈴本　益廣
功労賞 金銭記録出納器 特許２６５６７号 伊藤　喜十郞
功労賞 蒸気発生器ニ於ケル罐水循環促進用受水装置 特許２８１７３号 長谷川　正五
功労賞 廣井式編網機 特許１６１０２号 西口　利平
功労賞 電球用バルブ硝子 特許５０４７０号 東京電気株式会社
功労賞 同期電動機 特許３９６４１号 株式会社小穴製作所
功労賞 整流子ヲ有スル電気機ノ改良 特許２８０６７号 株式会社芝浦製作所
功労賞 グルタミン酸塩ヲ主要成分トセル調味料製造法 特許１４８０５号 鈴木　三郎助
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