
全国発明表彰　昭和３９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 微生物による5’-ヌクレオチド類製造法 特許２８２９６５号 坂口　謹一郎 東京大学
恩賜発明賞 微生物による5’-ヌクレオチド類製造法 特許２８２９６５号 国中　明 ヤマサ醤油(株)
恩賜発明賞 微生物による5’-ヌクレオチド類製造法 特許２８２９６５号 吉備　政次郎 ヤマサ醤油(株)
恩賜発明賞 微生物による5’-ヌクレオチド類製造法 特許２８２９６５号 大塚　慎一郎 味の素(株)

恩賜発明賞 微生物による5’-ヌクレオチド類製造法 特許２８２９６５号 小林　泰夫 東京大学
内閣総理大臣発明賞 ストレプトマイシン生産培養液からプロテアーゼを分解採取する方法ほか 特許２５７０２６号 野本　正雄 理化学研究所
通商産業大臣発明賞 自転車車体製造装置 特許１８８３１１号 今川　為一 ブリヂストンサイクル工業(株)
科学技術庁長官賞 写真植字機における暗匣横方向移動装置ほか 特許１８７１８０号 森沢　信夫 (株)モリサワ写真植字機製作所
特許庁長官賞 銅被覆積層板の製造方法 特許２８１１３３号 三浦　勇三 東京芝浦電気(株)
特許庁長官賞 銅被覆積層板の製造方法 特許２８１１３３号 奥野　健男
特許庁長官賞 銅被覆積層板の製造方法 特許２８１１３３号 加藤　亨 東京芝浦電気(株)
日本商工会議所会頭発明賞 平鋼とコンクリートより構成した多階建築物ほか 特許２９２６４９号 都築　好郎 (財)日本編板技術協会
経済団体連合会会長発明賞 耐候性高張力鋼 特許２７８３７６号 大竹　正 八幡製鉄所
経済団体連合会会長発明賞 耐候性高張力鋼 特許２７８３７６号 牟田　徹 八幡製鉄所
経済団体連合会会長発明賞 耐候性高張力鋼 特許２７８３７６号 西　正 八幡製鉄所
弁理士会会長賞 進行糸条の加撚解撚装置及び仮撚度合表示装置ほか 特許２５４８２４号 樺井　博 郡是製糸(株)
弁理士会会長賞 進行糸条の加撚解撚装置及び仮撚度合表示装置ほか 特許２５４８２４号 日野　美国 郡是製糸(株)
弁理士会会長賞 進行糸条の加撚解撚装置及び仮撚度合表示装置ほか 特許２５４８２４号 瀬野　昌己 郡是製糸(株)
弁理士会会長賞 進行糸条の加撚解撚装置及び仮撚度合表示装置ほか 特許２５４８２４号 真下　精 郡是製糸(株)
朝日新聞発明賞 無機電解質溶液の濃縮方法 特許２２４６１１号 中沢　治男 徳山曹達(株)
発明協会会長賞 藻類の成長を促進し品質を向上せしめる方法 特許２８２８１６号 金沢　昭夫 鹿児島大学
発明協会会長賞 海苔の養殖剤の製造法 特許２８２８１７号 金沢　昭夫 鹿児島大学
発明実施賞 醤油醸造用仕込原料として適当ならしむる脱脂大豆蒸煮処理法ほかの実施化 特許２２３８９６号 茂木　啓三郎 野田醤油(株)
発明実施賞 醤油醸造用仕込原料として適当ならしむる脱脂大豆蒸煮処理法ほかの実施化 特許２２３８９６号 仲谷　一二 野田醤油(株)
発明賞 木材の皮剝機 特許４０９８１７号 江野　力 江野木材工業(株)
発明賞 人工授粉用着色増量剤の製造方法 特許２４７０４１号 斉藤　昇 日魯漁業(株)
発明賞 自動魚類選別装置ほか 特許２９３２５２号 中村　吉造 (株)中村自動制御研究所
発明賞 花器（灰皿）ほか 意匠１６４０４９号 宮　昌太郎 宮工房
発明賞 消化管検査器具 特許２８４７６１号 山形　敞一
発明賞 消化管検査器具 特許２８４７６１号 貴田岡　弘祥
発明賞 液体圧伝導装置における液体圧起動筒 実用４６０９４７号 門岡　和郎 小松鉄工所
発明賞 強靱鋳鉄及び球状黒鉛鋳鋼の製造法 特許２２９６０５号 本間　正雄 東北大学
発明賞 移動通路 特許２６１８８０号 神　峯次郎 (株)日立製作所
発明賞 流電陽極用アルミニウム合金ほか 特許２５４０４３号 坂野　武 三菱金属鉱業(株)
発明賞 流電陽極用アルミニウム合金ほか 特許２５４０４３号 戸田　一夫 三菱金属鉱業(株)
発明賞 回転式空気圧縮機 特許２５２６３０号 福場　博 フクバ研究所
発明賞 魚類の自己消化液を原料とする家畜飼料の製造法 特許２０９８６５号 竹井　俊郎 日本化学飼料(株)
発明賞 モルタル射出装置ほか 特許２２２７６７号 沼尻　俊之助 ライト工業(株)
発明賞 原稿より直ちに地図等の製版用陰板を作製する方法 特許２２３０８４号 原田　英一 日本地図研究所
発明賞 受話器 特許２１７０７１号 永田　邦一 日本電気(株)

1/3



全国発明表彰　昭和３９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 簡易送受話器試験装置 特許２２５７９４号 大井　俊吉 日本電気(株)
発明賞 簡易送受話器試験装置 特許２２５７９４号 大塚　猶二 日本電気(株)

発明賞 進行波管 特許２２０６０４号 見目　正道 日本電気(株)
発明賞 進行波管 特許２２０６０４号 根本　忠雄 日本電気(株)
発明賞 回線警報方式 特許２４５４３８号 金田　弘 日本電気(株)
発明賞 オーバーアーム防振装置 実用４６７１３４号 松本　源次郎 (株)日立製作所
発明賞 オーバーアーム防振装置 実用４６７１３４号 片桐　貞一 (株)日立製作所
発明賞 荷役自動車における作業具操出装置 実用４８１３７０号 榊　愛彦 (株)小松製作所
発明賞 荷役自動車における作業具操出装置 実用４８１３７０号 梅田　治彦 (株)小松製作所
発明賞 有機砒酸塩殺菌組成物 特許３０５４８７号 長沢　正雄 イハラ農薬(株)
発明賞 電解研磨浴の製造法ほか 特許３０８６７４号 高橋　正 (株)東陽理化学研究所
発明賞 繊維改質法 特許２８２０８０号 掛谷　巍 帝国撚糸織物(株)
発明賞 繊維改質法 特許２８２０８０号 神谷　英一 帝国撚糸織物(株)
発明賞 繊維改質法 特許２８２０８０号 石野　定 帝国撚糸織物(株)
発明賞 銅ベリリウム合金製造法ほか 特許２３８８９０号 阿部　光伸 日本碍子(株)
発明賞 銅ベリリウム合金製造法ほか 特許２３８８９０号 斉藤　仁拡 日本碍子(株)
発明賞 銅ベリリウム合金製造法ほか 特許２３８８９０号 西垣　進 日本碍子(株)
発明賞 長幹碍子による超高圧送電線支持装置 特許２６４２０６号 浅野　猶竜 日本碍子(株)
発明賞 石油厨炉 実用４６４４１２号 神谷　勝之 豊臣工業(株)
発明賞 活性炭処理に依るメラミン樹脂初期縮合物の精製法 特許２３７６３３号 荒井　岩夫 日本カーバイド工業(株)
発明賞 活性炭処理に依るメラミン樹脂初期縮合物の精製法 特許２３７６３３号 碓井　久夫 日本カーバイド工業(株)
発明賞 活性炭処理に依るメラミン樹脂初期縮合物の精製法 特許２３７６３３号 伊東　彰 日本カーバイド工業(株)
発明賞 酢酸繊維素繊維の耐熱加工方法 特許３００２３１号 長谷川　公男 酒伊繊維工業(株)
発明賞 無段変速装置 特許３０５３６９号 柏原　学 シンポ工業(株)
発明賞 硝子繊維にビニール系樹脂を施す方法 特許２４８６４６号 山川　清 積水アドヘヤ工業(株)
発明賞 多彩色塗料 特許２７７０１２号 笹井　次郎 日本塗料化学(株)
発明賞 ゴム用塗料の製造法 特許２５６７０５号 一角　邦彦 坂井化学工業(株)
発明賞 ゴム用塗料の製造法 特許２５６７０５号 筏　文康 坂井化学工業(株)
発明賞 ジアゾジニトロフエノールの製造法 特許２６２５４１号 上田　輝雄 日本化薬(株)
発明賞 ジアゾジニトロフエノールの製造法 特許２６２５４１号 川村　三郎 日本化薬(株)
発明賞 ジアゾジニトロフエノールの製造法 特許２６２５４１号 白井　白一 日本化薬(株)
発明賞 動力耕耘機の車輪移動装置 特許２６３４４７号 井本　昌邦 (株)藤井製作所
発明賞 動力耕耘機の車輪移動装置 特許２６３４４７号 岡　友義 (株)藤井製作所
発明賞 動力耕耘機の車輪移動装置 特許２６３４４７号 杉本　力 (株)藤井製作所
発明賞 動力耕耘機の車輪移動装置 特許２６３４４７号 板井　勝三郎 (株)藤井製作所
発明賞 煙突の危険振動防止方法 特許２４７１５１号 有田　行雄 三菱造船(株)
発明賞 自動送込脱穀機における選別装置 実用７０１６２６号 森宗　正一 上森農機(株)
発明賞 脱穀機 実用４６３６８４号 豊玉　敏雄 井関農機(株)
発明賞 農作業用小型トラクターにおける耕耘部連結固定装置 実用５１６１００号 坂本　郁夫 協和農機(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 無端コンベヤ式運搬装置 特許２９１２５６号 松尾　友喜 八幡製鉄(株)
発明賞 無端コンベヤ式運搬装置 特許２９１２５６号 飯野　富士雄 八幡製鉄(株)
発明賞 無端コンベヤ式運搬装置 特許２９１２５６号 関　文武 八幡製鉄(株)
発明賞 肉盛溶接法ほか 特許２４２５９７号 山本　秀祐 (株)富士工業所
発明賞 軌条熔接用テルミツト剤 特許３０８８８８号 峰　嘉六 (株)峰製作所
発明賞 液体定量壜詰装置 実用４９６６０８号 瀬頭　大治 レイメイ機械製作所
発明賞 燒結合金製電気車摺動板 特許２６２１２２号 畔津　常喜 帝国カーボン工業(株)
発明賞 遲発電気雷管ほか 特許３０１４９１号 鈴木　輝彦 旭化成工業(株)
発明賞 遲発電気雷管ほか 特許３０１４９１号 山本　一元 旭化成工業(株)
発明賞 遲発電気雷管ほか 特許３０１４９１号 中井　嘉七 旭化成工業(株)
発明賞 Ｌ－グルタミン酸醱酵液よりＬ－グルタミン酸を分離する方法 特許３０５４３６号 山本　外男 旭化成工業(株)
発明賞 Ｌ－グルタミン酸醱酵液よりＬ－グルタミン酸を分離する方法 特許３０５４３６号 上村　正光 旭化成工業(株)
発明賞 Ｌ－グルタミン酸醱酵液よりＬ－グルタミン酸を分離する方法 特許３０５４３６号 信岡　胤生 旭化成工業(株)
発明賞 突起織 実用４６７４９２号 柘植　憲邦 共立織物(株)
実施賞 液体圧伝導装置における液体圧起動筒の実施化 実用５２５０６２号 小松　種雄 小松鉄工所
実施賞 酸化物磁性材料の実施化 特許２９６１９６号 佐野　広一 東北金属工業(株)
実施賞 耕耘機用方向変換装置の実施化 実用５６４３３７号 中山　義雄 富士機械(株)
実施賞 珠状黒鉛鋼の製造法の実施化 特許２５５１０４号 板倉　務 住友金属工業(株)
実施賞 珠状黒鉛鋼の製造法の実施化 特許２５５１０４号 益子　美明 住友金属工業(株)
実施賞 珠状黒鉛鋼の製造法の実施化 特許２５５１０４号 堤　三郎 住友金属工業(株)
実施賞 車輛用硝子窓枠の実施化 実用４２００８３号 日比　憲一 ナニワ工機(株)
実施賞 布帛薄溜逓送による連続移行装置の実施化 特許２６７４７６号 山東　美一 (株)山東鉄工所
実施賞 梅ジユースの製造法の実施化 特許４１５１７９号 宗田　茂明 東洋物産(株)
功労賞 堀　欣太郎 福島県支部主管
功労賞 斉藤　文吉 栃木県支部常任幹事
功労賞 渋井　芳雄 前栃木県支部主管
功労賞 前原　一治 前群馬県支部理事
功労賞 佐瀬　英三 群馬県支部理事
功労賞 町田　蘇奝融 長野県支部監事
功労賞 小池　茂行 静岡県支部常任理事
功労賞 小林　五郎 新潟県支部常務理事
功労賞 北　栄造 福井県支部長
功労賞 西本　甲一 京都支部理事
功労賞 押田　安之助 兵庫県支部理事
功労賞 児島　卯吉 鳥取県支部長
功労賞 四本　茂 宮崎県支部理事長
功労賞 西材　春生 宮崎県支部理事
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