
全国発明表彰　昭和１３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 抒換式自動織機 特許６５１５６号 豊田　喜一郞
恩賜記念賞 マグネシウム製造法 特許８２３３０号外 大河内　正敏
恩賜記念賞 マグネシウム製造法 特許８２３３０号外 今富　祥一郞
恩賜記念賞 クロム化合物製造法 特許９９４３８号外 棚橋　寅五郞
恩賜記念賞 蝶形弇装置 特許８７７５５号外 牛尾　義方
恩賜記念賞 建築組成材骨組法 特許１００６８１号外 野澤　一郞
恩賜記念賞 コンクリート資料計量供給機 特許８８１１３号外 眞鍋　武雄
恩賜記念賞 ＭＫ磁石鋼 特許９３７８９号外 三島　德七
大賞 非晶形炭素を黒鉛化する方法 特許８６４７０号 石川　等
大賞 紡績用篠絲牽伸装置の改良 特許１１４５９０号 本田　菊太郞
大賞 抒換式自動織機 特許６５１５６号 豊田　喜一郞
大賞 マグネシウム製造法 特許８２３３０号外 大河内　正敏
大賞 マグネシウム製造法 特許８２３３０号外 今富　祥一郞
大賞 計算機 特許９９４１５号外 大本　寅治郞
大賞 肥料配合装置 特許９３４５７号外 尾上　隆治
大賞 クロム化合物製造法 特許９９４３８号外 棚橋　寅五郞
大賞 莫大小編成装置 特許１０３９３５号 高岡　石松
大賞 絹織機 特許９６４６３号外 津田　米次郞
大賞 電気的紋織機及電気的紋紙製造機 特許７８５１５号外 中西　金次郞
大賞 電気的紋織機及電気的紋紙製造機 特許７８５１５号外 中西　金作
大賞 電力鑿岩機 特許６６１４７号外 中山　高亮
大賞 蝶形弇装置 特許８７７５５号外 牛尾　義方
大賞 瓦斯塡充白熱電燈の製造法 特許８１９９３号 上林　一雄
大賞 瓦斯塡充白熱電燈の製造法 特許８１９９３号 全田　積
大賞 建築組成材骨組法 特許１００６８１号外 野澤　一郞
大賞 内燃機関の改良 特許１０６１４５号外 山岡　孫吉
大賞 内燃機関の改良 特許１０６１４５号外 福島　光和
大賞 高圧罐用給水喞筒機械 特許８８９９３号 山本　初之助
大賞 コンクリート資料計量供給機 特許８８１１３号外 眞鍋　武雄
大賞 無装荷ケーブル用搬送式多重電話周波数選定方式 特許１０５１２２号 松前　重義
大賞 四線式無装荷ケーブル撚程方式 特許１１１８３８号 篠原　登
大賞 ＭＫ磁石鋼 特許９３７８９号外 三島　德七
大賞 繰絲機械 特許８４７９０号外 御法川　三郞
進歩賞 漁網防腐染料 特許６８８４６号外 井上　仁吉
進歩賞 漁網防腐染料 特許６８８４６号外 齋藤　毅
進歩賞 漁網防腐染料 特許６８８４６号外 福岡　國男
進歩賞 プレス釦製造機 特許１１７５５６号外 石川　綾太郞
進歩賞 プレス釦製造機 特許１１７５５６号外 木村　林太郞
進歩賞 選択排流装置 実用１７９５１５号 岩佐　茂作
進歩賞 選択排流装置 実用１７９５１５号 野田　兼吉
進歩賞 フイシユ、ミールプラント 特許１０４４９８号外 飯山　太平
進歩賞 フイシユ、ミールプラント 特許１０４４９８号外 吉岡　俊一
進歩賞 内燃機関の改良 特許８５８５１号外 稻生　光吉
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 彎曲印刷版連続鋳造機に於ける運転制御装置 特許１１７８２５号 濱田　初次郞
進歩賞 高速度通信方式 特許９４３５２号 原口　猷一
進歩賞 集魚方法 特許１１５６３４号 林　壽
進歩賞 活魚運搬器 特許１１９１１２号 林　壽
進歩賞 色模様付「パイル」織物代用品製造方法及製造機 特許１１７７９９号外 仁木　源吉
進歩賞 新KS磁石鋼 特許１０９９３７号外 本多　光太郞
進歩賞 超パーマロイNCアロイ 特許９４１１５号外 本多　光太郞
進歩賞 超パーマロイNCアロイ 特許９４１１５号外 仁科　存
進歩賞 超パーマロイNCアロイ 特許９４１１５号外 增子　正
進歩賞 ナフトール染料製造法 特許１００３１２号外 德永　弘幾
進歩賞 ナフトール染料製造法 特許１００３１２号外 德永　達生
進歩賞 水銀弧光整流器の保護装置 特許１１８０７７号 戸田　義明
進歩賞 耐圧液化瓦斯容器 特許１１５９２２号 鳥羽　雄吉
進歩賞 耐圧液化瓦斯容器 特許１１５９２２号 中村　良次
進歩賞 潤滑油製造法 特許１１４７６６号外 外山　修之
進歩賞 潤滑油製造法 特許１１４７６６号外 土屋　知太郞
進歩賞 潤滑油製造法 特許１１４７６６号外 石川　得三
進歩賞 超短電波発生用真空管 特許７５５５７号 岡部　金次郞
進歩賞 繭自動切開機 特許９５９３３号 岡本　耕作
進歩賞 繭自動切開機 特許９５９３３号 堀　半兵衞
進歩賞 市外通話打切表示装置 特許７６９９３号外 大西　平吉
進歩賞 回転変流機自働起動装置 特許８４０５０号 大谷　元夫
進歩賞 消弧線輪補償送電線に於ける断線障碍防止装置 特許１０８６８６号 大槻　喬
進歩賞 消弧線輪補償送電線に於ける断線障碍防止装置 特許１０８６８６号 堀越　眞一郞
進歩賞 融着性合金 特許１０２０００号外 大澤　與美
進歩賞 油脂抽出法の改良 特許９６７４７号 越智　主一郞
進歩賞 油脂抽出法の改良 特許９６７４７号 增野　實
進歩賞 ピストンリング 特許８８８０２号 小穴　宗次
進歩賞 ピストンリング 特許８８８０２号 江上　脩二
進歩賞 ピストンリング 特許８８８０２号 平林　信也
進歩賞 建築鋼材骨組法 特許１１７７７５号 織本　道三郞
進歩賞 並行送電線選択接地継電方式に於ける誤差補償装置 特許１１１０８０号 渡邊　駒治
進歩賞 並行送電線選択接地継電方式に於ける誤差補償装置 特許１１１０８０号 乘富　義男
進歩賞 偏光性物製造法 特許１６６９号（昭和12年公告） 加藤　與五郞
進歩賞 偏光性物製造法 特許１６６９号（昭和12年公告） 武井　武
進歩賞 偏光性物製造法 特許１６６９号（昭和12年公告） 星野　愷
進歩賞 酸化金属製磁石 特許１１０８２２号外 加藤　與五郞
進歩賞 酸化金属製磁石 特許１１０８２２号外 武井　武
進歩賞 酸化金属製磁石 特許１１０８２２号外 河合　登
進歩賞 酸化金属製磁石 特許１１０８２２号外 齋藤　確
進歩賞 酸化金属製磁石 特許１１０８２２号外 坂本　薰俊
進歩賞 耐濕含窒素肥料製造法 特許９５７５１号 加藤　與五郞
進歩賞 耐濕含窒素肥料製造法 特許９５７５１号 杉野　喜一郞
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 無線通信用饋電装置の改良 特許１０４４６０号 加藤　安太郞
進歩賞 ピアノ響板 実用１６４７４６号 河合　小市
進歩賞 炭素を含有せざる還元鉄の製造法 特許７０１９３号 嘉村　平八
進歩賞 陶磁器類に天然色写真転写法 特許１００１５４号外 龜井　勝治郞
進歩賞 アルミニユームを電鍍する方法 特許１０１１９３号 龜山　直人
進歩賞 運動体の明視撮影装置 特許９４６０５号外 川原田　政太郞
進歩賞 運動体の明視撮影装置 特許９４６０５号外 周東　喜一郞
進歩賞 絹絲編物製造方法 特許１２１５４９号 柿崎　尚
進歩賞 水管式汽罐用除煤機の蒸気制御装置 特許９０３８９号 柏田　武治
進歩賞 多要素陰極線オツシログラフ 特許１０６５７４号 笠井　完
進歩賞 多要素陰極線オツシログラフ 特許１０６５７４号 荻原　四郞
進歩賞 多要素陰極線オツシログラフ 特許１０６５７４号 只野　文哉
進歩賞 多要素陰極線オツシログラフ 特許１０６５７４号 吉田　光二
進歩賞 織機用織幅伸張装置 実用２３３５０１号 吉田　千代藏
進歩賞 水素製造法 特許７７９４６号外 吉村　倫之助
進歩賞 水素製造法 特許７７９４６号外 筒口　健十
進歩賞 水素製造法 特許７７９４６号外 杉本　仙市
進歩賞 格子制御放電管を利用せる各種自動調整器 特許１０６８０２号外 高橋　正一
進歩賞 噪音少き扇風翼 特許１１２７１２号 高橋　正一
進歩賞 噪音少き扇風翼 特許１１２７１２号 山本　源次
進歩賞 無継目筒状土木建築用金網製造方法 特許１１３４８４号 高岡　石松
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許９３４６５号外 高柳　健次郞
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許９３４６５号外 中島　友正
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許９３４６５号外 鈴木　莊平
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許９３４６５号外 山下　彰
進歩賞 周波数逓減装置 特許１１７５３０号 竹内　五一
進歩賞 交流電位差計 特許１１７５３１号 田中　貢
進歩賞 桑葉蒸燥装置 特許１１５４４０号 田中　京四郞
進歩賞 再生受信方式の改良 特許１０５９８２号 谷村　功
進歩賞 衝撃硬度試験機 特許１１７８６２号 谷口　光平
進歩賞 衝撃硬度試験機 特許１１７８６２号 上田　哲三
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許８４５０４号外 曾根　有
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許８４５０４号外 小野田　源彦
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許８４５０４号外 齋藤　正
進歩賞 「テレビジヨン」に関する諸発明 特許８４５０４号外 森友　芳二郞
進歩賞 方向探知機の改良 特許９９５３４号 塚田　太郞
進歩賞 竪型精米麦機 特許９３２１１号外 中野　信一
進歩賞 絲柔軟性試験装置 特許１１３００４号 成田　時治
進歩賞 絲柔軟性試験装置 特許１１３００４号 佐藤　常雄
進歩賞 距離測定器 特許１１６６３４号 那和　幸雄
進歩賞 放電々燈 特許１１４８８０号 向笠　榮三
進歩賞 放電装置の製作方法 特許９０７２０号 宗　正路
進歩賞 放電装置の製作方法 特許９０７２０号 淺尾　莊一郞
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 自動給炭装置 特許１２００２３号 臼井　喜市郞
進歩賞 落下傘 特許９１６２７号外 野中　肖人
進歩賞 油母頁岩を原料とするセメントの製造法 特許１０５５９４号外 栗原　鑑司
進歩賞 油母頁岩を原料とするセメントの製造法 特許１０５５９４号外 渡邊　文平
進歩賞 薄板上簇に依る絹織製造法 特許１０８５５２号外 山本　三六郞
進歩賞 ナメコ茸発生装置 特許１２０２５２号 山寺　信
進歩賞 空気鎚 特許１１８０３５号 矢部　繁
進歩賞 蠶体寄生蠁蛆を可聴音波を用ひ殺す方法 特許１２１３６７号 八木　誠政
進歩賞 洗極制弧型油入遮断器 特許１１８３０５号 藪野　亥石
進歩賞 洗極制弧型油入遮断器 特許１１８３０５号 牧　元
進歩賞 洗極制弧型油入遮断器 特許１１８３０５号 安島　信太郞
進歩賞 万能消弧線輪 特許１１２４１８号外 前川　幸一郞
進歩賞 電燈笠支持装置 特許１１４６１４号 前田　茂
進歩賞 磁場内飼育用養蠶棚 特許１１４６２２号 牧　時治郞
進歩賞 センダスト合金 特許１２０００６号 增本　量
進歩賞 センダスト合金 特許１２０００６号 山本　達治
進歩賞 電気通信導体 特許１１２６９３号外 牧　實
進歩賞 電気通信導体 特許１１２６９３号外 安岡　一十四
進歩賞 水晶板 特許９８５７７号 松村　定雄
進歩賞 水晶板 特許９８５７７号 神崎　靜夫
進歩賞 X線管 実用１６４８２９号 松島　淸
進歩賞 分岐管取付口形成器 特許８９６５４号 藤井　鐵造
進歩賞 量水器 実用１０００５３号外 福山　類三郞
進歩賞 電流又は電圧振幅圧伸装置 特許１１７６１３号 小林　宏治
進歩賞 上簇装置 特許９５２８６号外 小堀　喜八郞
進歩賞 浮遊物混入溶液又は高度粘性液若くは「コロイド」性液等の乾燥装置 特許１１５９２３号 小山　榮二
進歩賞 三段掛琺瑯鉄製品 特許１０９２３３号 小島　正輝
進歩賞 故障地点指示装置 特許１０８７３５号 後藤　以紀
進歩賞 ピエゾ電気振動子 特許９９６７０号 古賀　逸策
進歩賞 天然色写真製造法 特許１０７４６８号 安藤　春藏
進歩賞 持続電波受信方式 特許４１６４４号 安藤　博
進歩賞 同期検定装置 特許７８７１３号 安藤　博
進歩賞 「シヤルピー」「アイゾツト」両用衝撃試験機 特許１１３７７１号 明石　和衞
進歩賞 ピエゾ発振器の周波数変調方式 特許１１２６０７号外 甘利　省吾
進歩賞 ピエゾ発振器の周波数変調方式 特許１１２６０７号外 上野　四郞
進歩賞 吸引式選別調製籾摺機 実用２３０６０５号外 佐藤　庄次郞
進歩賞 精穀機 特許１０１５７２号 佐竹　利彦
進歩賞 織布柔軟度試験機 特許１０８７１２号 齋藤　繁喜
進歩賞 可動橋動力装置 特許１００９１４号 坂本　種芳
進歩賞 自動発電所装置 特許７８０９２号外 佐々木　一郞
進歩賞 複数の位置を選択的に発声表示する装置 特許１０１８７６号 佐々木　一郞
進歩賞 絹の収縮処理法 特許１１１７００号 三平　文
進歩賞 絹の収縮処理法 特許１１１７００号 足立　修三
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
進歩賞 電磁結合及静電容量不平衡測定装置 特許１２０２３８号 貞淸　玄龜
進歩賞 電磁結合及静電容量不平衡測定装置 特許１２０２３８号 金谷　雄一
進歩賞 電磁結合及静電容量不平衡測定装置 特許１２０２３８号 淵野　光
進歩賞 液体電気絶縁性物質中の浮遊微粒子除去法 特許９８１９０号 貞淸　玄龜
進歩賞 液体電気絶縁性物質中の浮遊微粒子除去法 特許９８１９０号 岡本　省三
進歩賞 水平又は垂直に位置したる実物を映写する装置 実用２３０７２４号 菊池　篤三
進歩賞 水平又は垂直に位置したる実物を映写する装置 実用２３０７２４号 松下　一二
進歩賞 「マグネシウム」及其合金の防蝕法 特許１０２７１１号外 岸野　佐吉
進歩賞 「マグネシウム」及其合金の防蝕法 特許１０２７１１号外 川村　知
進歩賞 穀類乾燥装置 実用１０６０００号外 三浦　若江
進歩賞 生絲繊度試験装置 実用２３３６４１号 宮入　誠一
進歩賞 饋電線濾波器 特許１１６８０８号 水橋　東作
進歩賞 木炭瓦斯自動車用瓦斯発生炉 特許９５０５５号外 白土　允中
進歩賞 木炭瓦斯自動車用瓦斯発生炉 特許９５０５５号外 鬼頭　美代志
進歩賞 内燃機関用無空気燃料噴射装置 特許１０７３７１号外 淸水　菊平
進歩賞 NE遠方監視制御装置の改良 特許９８１７５号外 島津　保次郞
進歩賞 車両用自動連結器 特許９４７２４号 柴田　衞
進歩賞 扉開閉機械 実用１３６６６８号 柴田　衞
進歩賞 車輌に取付たる車輌の直径並に形状を記録する装置 特許１１６２３２号 日紫　喜伴逸
進歩賞 周波数変換装置 特許１０８２２６号外 森川　宗一
進歩賞 無線受信方式 特許１１８２０２号 關　英男
進歩賞 重畳式電信方式の改良 特許１１１５０９号 鈴木　淳一
進歩賞 重畳式電信方式の改良 特許１１１５０９号 鳥海　登
有功賞 電気扇保護網 実用１１６３１６号 石川　賴次
有功賞 裁縫用指輪 実用４０３１６号外 石川　綾太郞
有功賞 海深測定用測深管 実用４６６７２号 井上　誠一
有功賞 暖炉 実用１５４５８３号外 伊藤　愃六
有功賞 厨炉兼暖炉 実用２１２３１４号 伊藤　精一
有功賞 鉄瓶代用アルミニユーム湯沸 実用１４３７２１号外 伊藤　嘉平治
有功賞 鉄瓶代用アルミニユーム湯沸 実用１４３７２１号外 武田　賢二郞
有功賞 肩掛式噴霧器 実用４３２０２号外 池上　宇吉
有功賞 重油発動機 実用１８５５３５号外 池田　義一
有功賞 重油発動機 実用１８５５３５号外 堀　亮
有功賞 魚肉採取機 特許３９８２２号外 池内　榮吉
有功賞 魚肉採取機 特許３９８２２号外 池内　淸太郞
有功賞 上簇器 特許１０７９１７号 池下　常五郞
有功賞 製簇器 実用２１１４４３号外 池下　常五郞
有功賞 刺子織法及柔道衣 特許８８０８５号外 市田　道太郞
有功賞 プロバリンの製法 特許４１９１０号外 市野瀨　潜
有功賞 プロバリンの製法 特許４１９１０号外 高田　桂
有功賞 プロバリンの製法 特許４１９１０号外 小泉　俊三
有功賞 蛍光体 特許８９２９３号 射和　三郞
有功賞 平犂 特許８４７１９号 磯野　七平
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 編物器 実用１８７８５２号外 萩原　榮市
有功賞 編物器 実用１８７８５２号外 萩原　正次
有功賞 編物器 実用１８７８５２号外 萩原　まさ
有功賞 犂 特許３８８１６号外 長谷川　長太郞
有功賞 砕土器 実用１８８４４６号外 原田　幸一
有功賞 電気炉電極調整装置 特許１１４１６７号外 林　達夫
有功賞 金属製品木理焼付塗装法 特許６９１４６号 西川　淸
有功賞 銅合金の熱処理法 特許８９６４６号 西村　啓造
有功賞 銅合金の熱処理法 特許８９６４６号 小松原　嶽次郞
有功賞 電話機 特許１１２８１２号 西村　陽祐
有功賞 懸垂型送電線碍子自動清浄装置 特許１０７５９５号外 西坂　實
有功賞 筬枠 特許１５０５９号 堀　祐平
有功賞 摩擦電気ブラシ 実用１９８７９４号外 堀　久子
有功賞 輪転謄写機 特許９６７３４号外 堀井　新治郞
有功賞 謄写版 特許１１２７１０号外 堀井　新治郞
有功賞 謄写印刷紙及複写紙 特許３１３０９号外 堀井　新治郞
有功賞 洗浄剤製造法 特許１０１３８６号外 堀田　善太郞
有功賞 新K・S磁石鋼応用工芸品 実用１６７９０２号外 本多　光太郞
有功賞 新K・S磁石鋼応用工芸品 実用１６７９０２号外 高橋　淸
有功賞 麦作土入器 実用１６９７１０号 本多　幸一
有功賞 製縄機 特許１１８１０１号外 本庄　酒造藏
有功賞 石目塗漆器製造方法 特許６３０７４号外 鳥羽　淸一
有功賞 播種機 実用２１９８８０号 富永　喜太郞
有功賞 製簇機 特許９１２８９号外 大石　喜次郞
有功賞 押釦開閉機構 特許１０８１３７号 大橋　重賴
有功賞 籾摺機 実用１９４９５２号外 大西　謙太郞
有功賞 籾摺機 実用１９４９５２号外 上森　茂
有功賞 三相電機捲線 特許１０８１３９号 大川　忠吉
有功賞 水素を多量に含む瓦斯の製造法 特許１１８４９4号 大山　剛吉
有功賞 クローム金属電解析出法 特許６４０４６号 大藪　幸太郞
有功賞 殺虫液製造法 特許９０８６５号 大下　大藏
有功賞 岡崎式陣中濾水器 特許１７８０９号 岡崎　内藏松
有功賞 冷蔵器 実用２１００４０号外 岡本　重鄕
有功賞 耐熱合金 特許６１０３２号 緒方　眞也
有功賞 耐熱合金 特許６１０３２号 小林　俊之助
有功賞 燻蒸幕 実用２１９０５２号外 尾藤　喜平治
有功賞 喞筒の吸入管に於ける曲管、喞筒に於ける放水弇装置 実用１４２８３６号外 荻田　久太郞
有功賞 甘庶圧搾用ロール 実用１４０７６６号 小野　寅吉
有功賞 回転ロストル 特許８３６５８号 湧井　東朔
有功賞 指向性短波空中線 実用１８７５５０号 河原　猛夫
有功賞 ピアノハンマー製造機 実用１２８６７２号 河合　小市
有功賞 オルガン 実用１５０２９４号 河合　小市
有功賞 ハーモニカのリード取付装置 特許１１６９５６号 河合　小市
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 銅面に亜酸化銅層を形成せしむる方法 特許８０１５５号 加藤　與五郞
有功賞 銅面に亜酸化銅層を形成せしむる方法 特許８０１５５号 齋藤　確
有功賞 銅面に亜酸化銅層を形成せしむる方法 特許８０１５５号 村上　透
有功賞 発動機 特許１００９９５号外 門田　實
有功賞 圧搾機、穿孔機 特許７１９０２号外 金尾　滿喜太
有功賞 内燃機関に於ける気化器 実用２１４５９４号 勝矢　定
有功賞 自動連奏蓄音機 特許１１６５１６号外 川村　寅藏
有功賞 乾燥肉の製造法 特許１１７７４６号 川島　四郞
有功賞 乾燥肉の製造法 特許１１７７４６号 佐野　昇次郞
有功賞 白熱電球其他類似装置の莖軸製作法 特許１００１４８号 柏木　秀一
有功賞 防水経木紙製造法 特許８０１２１号外 吉田　吉助
有功賞 靴底革速鞣法 特許９５６１３号 横山　薰
有功賞 ミシン針製造法 特許１０４３９３号 横山　勝
有功賞 豆腐製造機 実用１６５２９１号外 高井　亀次郞
有功賞 厨炉兼暖炉 実用１８４７０８号 高橋　八郞
有功賞 無火花開閉装置 特許６１６８０号 高村　甚平
有功賞 シーリング・ブロツク 実用６３９８１号外 高柳　藤太郞
有功賞 織物用抒 実用１２０６３６号外 玉村　豊治
有功賞 スタンプインク台 実用２１０６９４号 竹内　寅次郞
有功賞 綴紐 実用１２５２８３号 竹内　寅次郞
有功賞 コンクリート杭基礎施行法及築造装置 特許７５９０３号外 武智　正次郞
有功賞 犂 実用９４２７８号 田上　順太郞
有功賞 刺繍機 特許１０４７１９号外 田中　源七
有功賞 刺繍機 特許１０４７１９号外 松野　吉藏
有功賞 蟹刺網用セメント沈子 実用１２１３３７号 谷本　坂惠
有功賞 捺染型製造法及捺染型 特許３１７９８号外 常木　勝次郞
有功賞 捺染台 実用１５９０１６号 常木　外次郞
有功賞 石油発動機に於ける噴射装置 実用１４８４５８号 鶴尾　淸
有功賞 硝子型水銀整流器の起動装置 実用２０５０４０号 土原　豊喜
有功賞 中空チルドボール鋳造法 特許１１４５５８号外 中川　新作
有功賞 水金の製法 特許９０２８８号 中土　晃
有功賞 製粉機 特許１０７４８４号外 中島　男尾
有功賞 浮標燈 実用１３４２０９号外 村田　達平
有功賞 藁切機 実用１０３５９１号外 室田　和十郞
有功賞 縄撚機 実用８５７４７号外 上田　又次郞
有功賞 敷物 実用１６８９７３号 植木　稔
有功賞 恒温装置及温度警報器 実用１４４４００号外 則内　慶次
有功賞 再生受信装置 実用２３３９４９号 黑井　久
有功賞 有鍵楽器 実用１７６８１２号 桑原　喜市
有功賞 オルガン用煽発条 実用１７５４１４号 桑原　喜市
有功賞 亜酸化鉛を主要原料とする蓄電池 特許９７０３１号 山岡　景範
有功賞 電話ケーブル配線方式 特許８９７６７号 山田　久助
有功賞 顔料と染料とを同時に染着せしむる方法 特許８８６９５号 山田　勝太郞

7/9



全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 眞田製紐機の耳組装置 特許１０１８０８号外 安田　建一
有功賞 唐箕 実用９７６９４号外 安野　龜松
有功賞 擂潰機 特許９００５０号外 柳屋　元助
有功賞 白熱電球又は類似品用螺線状発光体製造法 特許１０７１５５号 矢島　林二郞
有功賞 浚渫機 特許９５５１５号外 矢部　繁
有功賞 自動三輪車 特許８７５１４号外 松田　重次郞
有功賞 自動運搬車に於ける始動並に点燈用電気開閉器の操作装置 実用２３３３２２号 松田　重次郞
有功賞 湯沸鑵 実用１３８１５９号 松本　光衞
有功賞 正藍抜染法、染絣製造機、藍抜染蒸熱還元装置 特許６７６５４号外 小林　照旭
有功賞 正藍抜染法、染絣製造機、藍抜染蒸熱還元装置 特許６７６５４号外 松本　末太郞
有功賞 蓄音機 特許８９５１３号外 松本　直
有功賞 画鋲仕上機 特許８７６６７号 丸中　新三郞
有功賞 突出磁極の固定装置 特許４１５８２号 丸山　彦門
有功賞 平生地縮仕上整理法 特許９２００５号 丸山　宗三
有功賞 携帯口糧 実用１０２０９９号 丸本　彰造
有功賞 単鑱双用犂 特許４９７５号外 松山　原造
有功賞 乾燥装置 特許１０７８６７号外 眞壁　富太郞
有功賞 中耕機 実用２１３７１２号 町村　敬貴
有功賞 硅素質電気抵抗体の製造方法、硅素体の製造方法 特許７５２４５号外 圓山　準吉
有功賞 耐水耐熱性漆器榡製造方法 特許１０４６０９号 前田　直次郞
有功賞 プラグソケツト 実用２１２７８７号外 前田　茂
有功賞 輪転自働謄写機 特許９２１９２号外 藤井　勘三郞
有功賞 歪率計 実用２１９６０５号 藤木　久男
有功賞 耙耮 特許８３１２７号外 古川　平次郞
有功賞 莫大小機 特許９１６５１号外 福濱　三折
有功賞 莫大小機 特許９１６５１号外 米原　定治
有功賞 莫大小機 特許９１６５１号外 岡本　孝三
有功賞 スタンプインキパツド 特許７３１４９号 舟橋　金造
有功賞 紫外線透過硝子の製法 特許９７０９３号 不破　橘三
有功賞 無結節組網方法 特許１１２１７６号 小林　照旭
有功賞 模擬機関銃 特許１０７３００号外 遠藤　粂太郞
有功賞 木綿絲布加工法 特許１１１８８４号 遠藤　權三郞
有功賞 酸化銅整流器鈑 特許９７７６７号 遠藤　義夫
有功賞 酸化銅整流器鈑 特許９７７６７号 丸小野　秋男
有功賞 織物類に文字紋章模様印花方法 特許９５６９１号 江刺　喜太郞
有功賞 紺靑の製造法 特許７６７９８号外 寺西　宗治
有功賞 山火警報湿度計 実用１９２３８7号 靑山　悟
有功賞 鉛管接合方法 特許９７８３４号外 靑木　了
有功賞 魚粕圧搾機用締胴 実用１７６１００号 秋津　忠壽
有功賞 折畳卓子 実用１２５４６３号 相佐　春作
有功賞 炊事車 特許１１６１７３号 阿久津　正藏
有功賞 手動操作式電路遮断器に於ける鎖錠装置 特許９１９０５号 安島　信太郞
有功賞 手動操作式電路遮断器に於ける鎖錠装置 特許９１９０５号 滑川　淸
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全国発明表彰　昭和１３年受賞者一覧
賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏　名
有功賞 味噌速醸法 特許６９０６８号外 齋藤　主一
有功賞 ツイスト、ドリル溝切機械 特許８３５３７号 齋藤　又一
有功賞 紡績絲及織布製造法 特許７７７７０号外 坂根　淸一
有功賞 ブラインダー 実用２０５９２７号外 坂部　三次
有功賞 トレーシングクロス製造法 特許８４６５６号外 坂部　三次
有功賞 脱穀機 実用１８５１３号外 佐藤　忠次郞
有功賞 繭毛羽取機 実用２０１２４１号外 佐藤　才一
有功賞 繭毛羽取機 実用２０１２４１号外 笠井　忠治
有功賞 犂 実用２１３８７８号外 指宿　武夫
有功賞 整簇器 実用１７３７２２号 淸田　三治
有功賞 「ジヤカード」機用金属龍頭紐 実用２３０２８９号外 北織　喜三郞
有功賞 調帯綴金具連続自動製作機 特許１００９０８号 北野　長作
有功賞 調帯綴金具 実用１３５８５５号 北野　長作
有功賞 洋服裏地織物 実用１５５４２１号 木幡　啓藏
有功賞 唐箕 実用１７３７３１号外 木村　幸吉
有功賞 稲扱機 実用１６８８５５号外 水村　常藏
有功賞 魚粕圧搾機 実用１２６８０８号外 水谷　元右衞門
有功賞 繭毛羽取機 特許９２０７１号外 三浦　一元
有功賞 電気抵抗体の製造方法 特許９８３６２号 三浦　倫義
有功賞 アルミニユーム薄葉打紙製造法 特許１０７９９４号 三浦　彦太郞
有功賞 脱穀機 実用２０５９６０号外 宮本　銀作
有功賞 壜栓保護金及壜栓製造機 特許９０８２０号外 宮本　是一
有功賞 人造絹絲精紡遠心電動機用開閉器 特許１１３２０５号外 宮木　男也
有功賞 三相饋電方式 特許１１６７８２号 新免　忠
有功賞 箱型濾水器 実用１７６３１０号 繁富　保雄
有功賞 籾摺機 実用１８５０８１号外 篠宮　耕治
有功賞 蝋アルコール採取法 特許７５１８２号外 芝　時孝
有功賞 蝋アルコール採取法 特許７５１８２号外 廣瀨　正雄
有功賞 蝋アルコール採取法 特許７５１８２号外 曾我　二郞
有功賞 護謨和硫促進剤 特許９６１４４号外 島田　慶一
有功賞 護謨和硫促進剤 特許９６１４４号外 君島　卓三
有功賞 支那茶製造方法 特許１０８１６８号 淸水　俊二
有功賞 送配電線無停電昼夜間自動切換装置 特許８５６５５号 淸水　國三郞
有功賞 航空用羅針儀 実用１３８４２８号 淸水　淸藏
有功賞 航空用羅針儀 実用１３８４２８号 加藤　瀧太郞
有功賞 防火防音保音用セメント盤製造法 特許１１０９５３号 森上　浩行
有功賞 内光線硝子管製造法 特許９３７１７号外 森内　久次
有功賞 白粉製造法 特許８７１８６号 桃谷　幹次郞
有功賞 籾摺撰別機 実用８５５１０号外 關谷　正幸
有功賞 多色緯絣絲製法 特許１０７３５５号外 關家　正達
有功賞 載物鈑付暖炉 実用２０８６９３号外 鈴木　豊三郞
有功賞 光電池 特許１０９８４９号 鈴木　久王
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