
全国発明表彰　昭和４１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 不純物不均一半導体素子 特許３０７６３１号 渡辺　寧 静岡大学
恩賜発明賞 不純物不均一半導体素子 特許３０７６３１号 西沢　潤一 東北大学
内閣総理大臣発明賞 黒麴菌による蛋白分解酵素の生産法 特許３０３１１３号 吉田　文彦 キツコーマン醤油(株)
内閣総理大臣発明賞 黒麴菌による蛋白分解酵素の生産法 特許３０３１１３号 一島　英治 キツコーマン醤油(株)
通商産業大臣発明賞 工作機械に於ける吋或いはメートルネジ送り単一レバーによる切換機構 特許２７４５５４号 佐藤　文雄 (株)大隈鉄工所
科学技術庁長官賞 周波数変調波負饋還受信又は中継方式 特許２３０９４２号 森田　正典 日本電気(株)
科学技術庁長官賞 周波数変調波負饋還受信又は中継方式 特許２３０９４２号 伊東　祐弥 日本電気(株)
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 広根　徳太郎 東北大学
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 前田　清治郎 (株)日立製作所
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 菊地　喜充 東北大学
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 津屋　昇 東北大学
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 清水　洋 東北大学
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 福島　弘毅 東北大学
特許庁長官賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法 特許２３９６７３号 下飯坂　潤三 東北大学
日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 尾上　寿作 (株)国栄機械製作所
日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 畑中　祺弘 (株)国栄機械製作所
日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 飯塚　信博 (株)国栄機械製作所

日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 金田　唯良 (株)国栄機械製作所
日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 糸田　勝 (株)国栄機械製作所
日本商工会議所会頭発明賞 硬貨包装方法及び硬貨自動包装機 特許４２９０８２号 川内　浚補 (株)国栄機械製作所
経済団体連合会会長発明賞 車輪注油器 特許１８３１１３号 藤井　克己 ツカサ研究所
弁理士会会長賞 電極芯材料の検査法 特許２５６５９２号 立原　芳彦 三菱電機(株)
弁理士会会長賞 電極芯材料の検査法 特許２５６５９２号 秦　卓也 三菱電機(株)
弁理士会会長賞 電極芯材料の検査法 特許２５６５９２号 鬼塚　正浩 三菱電機(株)

朝日新聞発明賞 フエノール類及び含硫黄有機物質を含有する苛性ソーダ廃液の処理法 特許４０１５２７号 渡辺　克郎 長尾曹達(株)
発明協会会長賞 交流ポーラログラフ 特許２７１２３５号 安盛　善一 (株)柳本製作所
発明協会会長賞 交流ポーラログラフ 特許２７１２３５号 黒崎　睦男 (株)柳本製作所
発明実施賞 磁歪振動子用強磁性酸化物の製造法の実施化 特許２３９６７３号 尾崎　猛 東北金属工業(株)
発明実施賞 回転計算器の置数装置の実施化 特許１８４９４７号 新　順一 タイガー計算器(株)
発明賞 自動転向延繩捲揚機 特許２２５６９７号 関　正一 (株)関鉄工所
発明賞 可変振動発生装置 特許２６７９１６号 早坂　興一 (株)早坂機械製作所
発明賞 アイスクリーム充塡機 実用４４６４９３号 高木　太 高木精機(株)
発明賞 高速度缶詰機械における蓋移動装置 特許２６５２６９号 本間　米作 (株)本間鉄工場
発明賞 ターン・スタイル空中線の給電方式 特許２９９７９５号 佐藤　利三郎 八木アンテナ(株)ほか
発明賞 千鳥縫ミシンに附設する自動刺しゆう縫装置 特許２６４１９５号 三部　幸雄 ハツピーミシン製造(株)
発明賞 共同加入電話の秘話付個別呼出方式 特許４３７０９８号 柳川　正 東北沖電気(株)
発明賞 圧延機用圧下装置 特許４１６１７４号 梶原　利幸 (株)日立製作所
発明賞 綛糸の捲縮方法 特許４２９１８９号 彦部　孝吉 日本ハイコ(株)
発明賞 X線管負荷表示装置 特許４１２４０５号 山根　巌 (株)日立製作所
発明賞 X線管負荷表示装置 特許４１２４０５号 児玉　真塩 (株)日立製作所
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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 自動温度調節装置 特許３１４５９号 千本　資 (株)横河電機製作所
発明賞 自動温度調節装置 特許３１４５９号 前沢　奎三 (株)横河電機製作所
発明賞 信号受信方式 特許３１３０４８号 石本　邦雄 日本電気(株)
発明賞 動力耕耘機における伝動装置 特許２８４４９１号 池内　正静 井関農機(株)
発明賞 動力耕耘機における伝動装置 特許２８４４９１号 矢野　大 井関農機(株)
発明賞 出前品運搬機 特許４２４６４５号 當麻　庄司 出前品運搬機販売業
発明賞 搬送継電装置 特許４１４６５９号 建脇　勉 (株)日立製作所
発明賞 非連続誘導式自動列車停止装置 特許２４７６２２号 埴原　義秋 (株)京三製作所
発明賞 環状螢光灯の製造方法 特許４００６６６号 草川　一郎 東京芝浦電気(株)

発明賞 環状螢光灯の製造方法 特許４００６６６号 船橋　鉄雄 東京芝浦電気(株)

発明賞 環状螢光灯の製造方法 特許４００６６６号 渡辺　治郎 東京芝浦電気(株)

発明賞 ガラス・ターゲツトの製作法 特許２７９１５８号 入坂　頼勝 東京芝浦電気(株)
発明賞 電気計算機に於けるアドレス変更方法 特許２６３６１２号 池田　敏雄 富士通信機製造(株)
発明賞 電気計算機に於けるアドレス変更方法 特許２６３６１２号 石井　康雄 富士通信機製造(株)
発明賞 矢板引拔用回転円柱装置 実用７５４９０４号 石井　正彦 浦賀重工業(株)
発明賞 矢板引拔用回転円柱装置 実用７５４９０４号 多田　純夫 浦賀重工業(株)
発明賞 矢板引拔用回転円柱装置 実用７５４９０４号 山本　光俊 浦賀重工業(株)
発明賞 矢板引拔用回転円柱装置 実用７５４９０４号 久保田　道弘 浦賀重工業(株)
発明賞 インターナルギヤーポンプのアウタロータの潤滑装置 実用７５０９６１号 伊藤　政一 (株)長野計器製作所
発明賞 合成樹脂製キヤリヤー 実用５４５６２７号 国分　忠之助 (株)国分鉄工場
発明賞 缶詰殺菌機における送缶装置 実用７５６９５３号 石田　稔 石田鉄工所
発明賞 緯糸のサイジング法 特許２５０３９７号 関口　芳春 関芳織物(株)
発明賞 チヤイム打時計におけるチヤイム打制御装置 実用７２９７４７号 高木　富太郎 愛知時計電機(株)
発明賞 傾斜地において種子によつて草生させる方法 特許３１２４３９号 高橋　四郎 日本緑化産業(株)
発明賞 傾斜地において種子によつて草生させる方法 特許３１２４３９号 笹原　則之 日本緑化産業(株)
発明賞 タンブラー型シヨツトブラストに於ける製品の反転装置 特許２０４９５１号 志村　洋 新東工業(株)
発明賞 ブレーキ付モーターほか 特許４１２０９４号 郷　純一 富士変速機(株)
発明賞 自動織機用電熱式カツター 特許４２３３１６号 村井　敏雄 細川機業(株)
発明賞 自動織機用電熱式カツター 特許４２３３１６号 高田　善丞 細川機業(株)
発明賞 深穴ボール盤の安全装置 実用７４２４１１号 栗山　重信 (株)不二越
発明賞 深穴ボール盤の安全装置 実用７４２４１１号 西田　与一 (株)不二越
発明賞 区分式経継機に於ける経糸送り制御装置 特許４０９４０８号 橋詰　俊也 橋詰研究所
発明賞 区分式経継機に於ける経糸送り制御装置 特許４０９４０８号 橋詰　清水 橋詰研究所
発明賞 区分式経継機に於ける経糸送り制御装置 特許４０９４０８号 橋詰　達也 橋詰研究所
発明賞 区分式経継機に於ける経糸送り制御装置 特許４０９４０８号 佐藤　仁司 橋詰研究所
発明賞 開放型温水缶による配管装置 特許４３２６２１号 松　宏尚 松清コオルヒイテイング(株)
発明賞 担架装置ほか 特許４４７３００号 沢田　清一 医理化学器械商
発明賞 PN接合半導体装置 特許４０９８５４号 清水　潤治 三菱電機(株)
発明賞 PN接合半導体装置 特許４０９８５４号 中田　仗祐 三菱電機(株)
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発明賞 導波管型移相装置の広帯域整合方式 特許３１３９７１号 喜連川　隆 三菱電機(株)
発明賞 導波管型移相装置の広帯域整合方式 特許３１３９７１号 立川　清兵衛 三菱電機(株)
発明賞 セメント分散剤の製造法 特許２８９１４７号 坂田　元記 神戸材料(株)
発明賞 紫外線透過ガラスの製造法 特許３０５０１７号 林　次郎 三菱電機(株)
発明賞 紫外線透過ガラスの製造法 特許３０５０１７号 粟津　健三 三菱電機(株)
発明賞 螢光体 特許２２２７８６号 秦　卓也 三菱電機(株)
発明賞 螢光体 特許２２２７８６号 粟津　健三 三菱電機(株)
発明賞 チユーブマツト 実用５７６５１３号 調子　調次郎 調子商会
発明賞 写真フイルム自動現像の定止、定着および水洗装置 特公３９－４００号 西本　貫一 ノーリツ鋼機(株)
発明賞 防虫菌果実保育袋 実用７２６２７２号 鷲原　清 米子製袋(有)
発明賞 動力耕耘機用回転耕耘刀 特許４００６３９号 小橋　照久 小橋工業(株)
発明賞 がいし連 特許４３８００３号 高須　登 日本発送電(株)
発明賞 粉末ブドウ糖の製造方法 特許４３５９２６号 古川　徹 日本資糧工業(株)
発明賞 粉末ブドウ糖の製造方法 特許４３５９２６号 新見　匤弘 日本資糧工業(株)
発明賞 粉末ブドウ糖の製造方法 特許４３５９２６号 正田　仁志 日本資糧工業(株)
発明賞 軸受金用鉛合金電解剝離法 特許４０３１９３号 小畑　秀之 国鉄多度津工場
発明賞 軸受金用鉛合金電解剝離法 特許４０３１９３号 馬場　正臣 国鉄多度津工場
発明賞 軸受金用鉛合金電解剝離法 特許４０３１９３号 高島　恒夫 国鉄多度津工場
発明賞 シヤツター用両面錠前 特許４３７４１６号 神村　清 神村鉄工(株)、神村シヤツター(株)
発明賞 鉄鋼アルミニユウムメツキ方法 特許３０８１９８号 豊島　清三 八幡製鉄(株)
発明賞 鉄鋼アルミニユウムメツキ方法 特許３０８１９８号 米崎　茂 八幡製鉄(株)
発明賞 鉄鋼アルミニユウムメツキ方法 特許３０８１９８号 大部　操 八幡製鉄(株)
発明賞 鉄鋼アルミニユウムメツキ方法 特許３０８１９８号 日戸　元 八幡製鉄(株)
実施賞 温度の一定範囲に於て不変振動数又は不変偏倚を有する弾性作動体の実施化 特許１３５８５０号 佐藤　二郎 (株)仙台精密材料研究所
実施賞 水に添加する脱酸、凝結、殺菌作用を兼ね備えた防食、防垢剤の実施化 特許４３９１６０号 山下　豊 (株)国際化成公社
実施賞 乾燥味噌製造方法の実施化 特許２７３８５７号 岡　秀樹 マルキチ味噌(株)
実施賞 毛筆の製造法の実施化 特許４２３０７３号 清水　孝平 (株)宝翰堂
実施賞 煙草生葉の乾燥方法の実施化 特許４２３７１０号 宮原　裕人 (株)ミヤハラバーナー
功労賞 悴田　寅寿 群馬県支部監事
功労賞 仲谷　一二 千葉県支部副支部長
功労賞 伊達　新一 静岡県支部副支部長
功労賞 奈田　芳雄 石川県支部副支部長
功労賞 橋詰　喜助 評議員
功労賞 中川　甚太郎 京都支部監事
功労賞 城野　和三郎 兵庫県支部副支部長
功労賞 深瀬　良実 鹿児島県支部主管
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