
全国発明表彰　昭和３４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 フオルステライト質耐火物 特許１９４８７６号 池ノ上　典 黒崎窯業(株)
通商産業大臣発明賞 布帛上に滲出し模様を顕現せしめる特殊加工法 特許２３２０１４号 跡部　　勇 笠野染工(株)
科学技術庁長官賞 時変調送信方式 特許１７８０９１号 木下　幸次郎 (社)日本放送協会
科学技術庁長官賞 時変調送信方式 特許１７８０９１号 安田　一次 (社)日本放送協会
科学技術庁長官賞 時変調送信方式 特許１７８０９１号 福喜多　久 (社)日本放送協会
特許庁長官賞 抜型用合金 特許２０１９５１号 九重　常男 日立金属工業(株)
朝日新聞発明賞 植生利用による土砂杆止法 特許２０１０６２号 川端　勇作 前橋営林局
発明協会会長賞 電気車の発電制動制御装置 特許２２５４０８号 鳥居　泰之助 東京芝浦電気(株)
発明協会会長賞 電気車の発電制動制御装置 特許２２５４０８号 田中　村男 東京芝浦電気(株)
発明協会会長賞 脱穀機の供給装置 実用２７３７５９号 井関　新市 井関農機(株)
発明実施賞 醤油醸造法の実施化 特許１８１６１６号 茂木　啓三郎 野田醤油(株)
発明賞 コンクリート階段辷止金具 実用４２０６３６号 中　博光 中博光商店
発明賞 ダンプカー 実用４７７５１７号 谷　巌 豊平製鋼(株)
発明賞 電熱地中温昇器外 実用４０４５７８号 水尻　末治 水電社研究所
発明賞 横顚式鉱車のガイドローラー自動突出及引込装置外 特許２３８２６４号 清水　勇 北日本機械(株)
発明賞 横顚式鉱車のガイドローラー自動突出及引込装置外 特許２３８２６４号 宮手　敬雄 北日本機械(株)
発明賞 横顚式鉱車のガイドローラー自動突出及引込装置外 特許２３８２６４号 得能　善太郎 北日本機械(株)
発明賞 双用二段耕犂に於ける副犂の傾斜調節装置外 特許２０７５５６号 板倉　勇 (株)板倉鉄工所
発明賞 開線機外 実用３７８６７０号 藤平　勉吉 藤平紡機(株)
発明賞 自動配電用時限開閉装置外 特許２２３３６２号 中島　正司 (有)中島電気製作所
発明賞 吐出量計測装置 特許１９９８９９号 中村　強 ヂーゼル機器(株)
発明賞 屑ゴムから繊維とゴムとを分離する並列式分離装置 特許２３３６９２号 大石　吉満 村岡ゴム工業(株)
発明賞 連結椅子の座席廻動枢軸装置外 実用３８７８４６号 深沢　虎男 (株)壽商店
発明賞 豊富なる油脂成分を有する食品原料を粉末状態で得る方法外 特許２１０４８７号 大滝　信四郎 日新化工(株)
発明賞 遠隔測定方式外 特許２２２１８９号 大野　豊 東京電力(株)
発明賞 単一操作雲台 特許１８６４５２号 橋田　幸治 アルコ写真工業(株)
発明賞 連動距離計外 特許２１２３４９号 阿部　正雄 アルコ写真工業(株)
発明賞 張出活字の鋳造装置外 特許１９８６９６号 物部　延太郎 (株)林栄社
発明賞 ラインフアインダー回路接続方式の改良 特許２２９７３５号 猪川　道生 日本電気(株)
発明賞 連続加硫装置 特許２２５３０２号 橋本　平 古河電気工業(株)
発明賞 連続加硫装置 特許２２５３０２号 内海　政治 古河電気工業(株)
発明賞 連続加硫装置 特許２２５３０２号 須貝　和夫 古河電気工業(株)
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 和田　正脩 (株)日立製作所
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 小林　長平 (株)日立製作所
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 市川　義三 (株)日立製作所
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 安藤　文蔵 (株)日立製作所
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 松本　一雄 (株)日立製作所
発明賞 Ｘ線断層撮影装置外 特許２２９２１３号 伊従　恵太 (株)日立製作所
発明賞 回転平面研削盤等に於ける研削装置 特許２２５８３３号 垣内　粛 (株)三正製作所
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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 横置式大型スライスバルブに於ける弇開閉装置外 特許１８４４４２号 大島　竹一 大島工業(株)
発明賞 放電管製作方法 特許１７１９１９号 宮崎　清俊 日本電気(株)
発明賞 放電管製作方法 特許１７１９１９号 香村　孝 日本電気(株)
発明賞 リレー 特許２４１１９３号 岩井　麟三 富士通信機製造(株)
発明賞 整腸剤の製造法 特許１５７１５３号 宮入　近治 (株)宮入菌剤研究所
発明賞 磁石発電機 特許１９２７６９号 増田　節夫 国産電機(株)
発明賞 サンダルの形状及模様の結合 意匠１１６３１３号 種本　勝次郎 (株)大松商店
発明賞 耳マーク織装置外 実用４３６００４号 星名　甲子郎 十日町機械工業(株)
発明賞 船通水門 特許１８８９０６号 長井　信治 長井興農工業(株)
発明賞 繊維原料調合装置 特許２２９３１１号 太田　慶一 太平設備機械(株)
発明賞 ニツケルカルボニルの高圧連続製造法 特許１９８８８９号 名波　正 東亜合成化学工業(株)
発明賞 強靱鋳鉄の製造法 特許２３１１０７号 鈴木　一郎 三菱電機(株)
発明賞 電気扇自動首振装置 実用１１８８３９号 本間　亀吉 三菱電機(株)
発明賞 タオル紋織用ジヤカード機のシリンダー回動及びナイフ駆動装置 実用４３１１３７号 荒　章 振興造機(株)
発明賞 循環式精米機外 実用４５２１２５号 平野　主一 マルマス機械(株)
発明賞 石炭酸樹脂成型素地の塗漆方法外 特許２３４０７０号 鹿野　勇 鹿野漆器(株)
発明賞 携帯ウインチの緊縛ワイヤ係止装置外 実用４６９１９０号 高島　梅松 高島鉄工所
発明賞 合成繊維高級特殊織物加工法 特許２４４６９５号 藤間　久朋 酒伊繊維工業(株)
発明賞 紡糸浴循環方法 特許２２１９２６号 馬場　喜一 東洋レーヨン(株)
発明賞 無段変速機 実用４８０７１６号 柏原　学 シンポ工業(株)
発明賞 微細な黒鉛を有する鋳鉄鋳物を製造する方法 特許２００３２５号 沢村　宏 (株)島津製作所
発明賞 直列蓄電器装置 実用４１９６１４号 水口　栄助 日新電機(株)
発明賞 直列蓄電器装置 実用４１９６１４号 後藤　耕作 日新電機(株)
発明賞 直列蓄電器装置 実用４１９６１４号 関　章良 日新電機(株)
発明賞 多個所用電気式調節計 特許２３７４３０号 小林　千佳之助 (株)島津製作所
発明賞 多個所用電気式調節計 特許２３７４３０号 山本　義男 (株)島津製作所
発明賞 多個所用電気式調節計 特許２３７４３０号 藤本　進 (株)島津製作所
発明賞 テーブルセンター地、ランチマツト地、ハンドバツク地並に廉地の模様 意匠９０４１０号 山本　孝次郎 自家営業
発明賞 低周波治療器 特許１９９４７４号 五百住　明 (株)平和電子研究所
発明賞 織物加工法 特許１４４７５３号 今津　績 鐘淵紡績(株)
発明賞 電子管 実用３５１０８２号 谷村　博蔵 松下電器産業(株)
発明賞 強性貫流式ボイラの蒸汽乾き度調整装置外 特許１９７７４２号 田賀　喜一 汽車製造(株)
発明賞 旋盤用チヤツク外 実用３２４６０３号 大橋　金次郎 大橋精機工業(株)
発明賞 懸垂走行装置 特許２２７８３３号 神内　権重郎 (株)神内電機製作所
発明賞 油性気管枝造影剤の製造法 特許２３５３１０号 浅野　和夫 第一製薬(株)
発明賞 膠質炭酸石灰の製造方法 特許１５０４６８号 長谷川　博 白石工業(株)
発明賞 方向転換移送装置外 特許２４１４４３号 大庫　典雄 (合)大庫機械製作所
発明賞 ラツプ連続自動製造装置 特許２２７００７号 川面　隆平 鐘淵紡績(株)
発明賞 果汁の粉末化方法外 特許２３２８９８号 服部　達彦 高砂香料工業(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 光輝焼鈍方法 特許２０１９５４号 重本　暢正 日立金属工業(株)
発明賞 動力耕耘機 特許２２３０４９号 佐藤　成立 佐藤農具(株)
発明賞 乾燥機外 特許２３９２６７号 真壁　富太郎 瑞穂乾燥機製作所
発明賞 検査用砕蛾機の砕蛾盤洗滌装置 実用４４３４１３号 長原　小平 長原小平商店
発明賞 二硫化炭素製造用炉 特許１９９２１７号 多津　白年 四国化成工業(株)
発明賞 タオルのパイル撚成装置 特許２４２１２７号 反町　省三 愛媛県染色試験場
発明賞 直接法による亜硝酸曹達の製造方法 特許１８２６２６号 川村　正已 三菱化成(株)
発明賞 直接法による亜硝酸曹達の製造方法 特許１８２６２６号 松村　広吉 三菱化成(株)
発明賞 小型直流機 特許２３９９５５号 萬谷　広 三菱電機(株)
実施賞 合成繊維製漁網の結節固定法の実施化 特許２２５０３７号 広瀬　久一 函館製網船具(株)
実施賞 磁石発電機の実施化 特許１９２７６９号 小林　完 国産電機(株)
実施賞 綛染機外の実施化 特許２２８３３７号 原山　喜平 原藤整染工業(有)
実施賞 雪上自動車外の実施化 特許１９６４７７号 大原　松夫 (株)大原鉄工所
実施賞 酵母製造用醱酵装置の実施化 特許１９６０９７号 阿部　孝次郎 東洋紡績(株)
実施賞 低周波治療器の実施化 特許１９９４７４号 銭谷　利男 (株)平和電子研究所
実施賞 旋回気流式換気装置の実施化 特許２１８８５７号 真鍋　茂樹 (株)空気調整研究所
実施賞 クエン酸醱酵法の実施化 特許２４２９６９号 上村　ミツ 上村化学(株)
功労賞 矢田　昌四郎 青森県副支部長
功労賞 立野　茂樹 大阪支部奨励部長
功労賞 間瀬　謹平 奈良県支部
功労賞 西村　正二 和歌山県副支部長
功労賞 藪内　保彦 四国通産局技術課
功労賞 （株）三越
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