
全国発明表彰　　昭和４６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 EPMシステム 特許５５７５５７号 沓木　幹雄 三菱重工業(株)

杉　一郎 富士写真フイルム(株)
大淵　一雄 富士写真フイルム(株)
池上　吉蔵 (株)甲南カメラ研究所
金山　正明 三菱重工業(株)
定松　茂 富士写真フイルム(株)

内閣総理大臣発明賞 フェライト製造方法 特許４６７７８３号 池田　昭雄 松下電器産業(株)
西川　友三 京都工芸繊維大学
千葉　博之 松下電器産業(株)

通商産業大臣発明賞 電子線照射による試料観察方法 特許４４５１２７号 橋本　寛 日本電子(株)
科学技術庁長官賞 パイプ切断機 特許４２９５４９号 水津　寛一 川崎重工業(株)
特許庁長官賞 ポリオレフイン発泡体の製造方法 特許５２４８９１号 細田　喜六郎 古河電気工業(株)

上野　英世 古河電気工業(株)
近藤　利雄 古河電気工業(株)

日本商工会議所会頭発明賞 火災感知器 特許５４６８９１号 中内　俊作 東北沖電気(株)
長谷川　常雄 東北沖電気(株)
八木橋　裕 東北沖電気(株)
谷　　和明 東北沖電気(株)
今井　治 東北沖電気(株)

経済団体連合会会長発明賞 テレビ電波中継方式 特許５６４７８７号 伊藤　健一 東京芝浦電気(株)
弁理士会会長賞 改良されたポリアミドフイルムの製造方法 特許５３０５３５号 鶴田　基弘 ユニチカ(株)

真下　剛志 ユニチカ(株)
久我　睦男 ユニチカ(株)
松村　和久男 ユニチカ(株)

朝日新聞発明賞 空気ばね 特許４３４１９５号 西岡　邦夫 住友金属工業(株)
西村　誠一 住友金属工業(株)

発明協会会長賞 アルマイト加工方法 特許５１７５２１号 高尾　尚 ハニー化成(株)
太田　敏行 ハニー化成(株)

発明賞 殺菌性、消臭性衛生繊維製品 特許４７８７８０号 柏原　進 ホクシー(株)
発明賞 粗粒にしてかつ整粒なオーステナイト結晶粒を有する線材 特許５５８８７５号 鳥取　友治郎 新日本製鉄(株)

阿部　泰久 新日本製鉄(株)
杉浦　義次郎 新日本製鉄(株)
小池　俊介 新日本製鉄(株)
山本　誠二 新日本製鉄(株)

発明賞 絨氈製造法 特許５１２１２４号 滝沢　金一 滝沢絨氈(有)
発明賞 鋳造用砂型 特許５２６０３２号 清水　三男 (株)日立製作所

星　昌 (株)日立製作所
発明賞 安定化したオレフィン重合体組成物 特許５１２０６５号 川和田　七郎 日立電線(株)

中川　真吉 日立電線(株)
益子　勝明 日立電線(株)

発明賞 搬送保護継電方式 特許５２０８８８号 黒木　正明 茨城県
発明賞 乗車区間券発行機 特許５７０８４７号 竹島　輝治 東京都
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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 石油ストーブ 意匠２３０４４０号 鈴木　健夫 東京三洋電機(株)

平石　峻一 東京三洋電機(株)
清水　哲夫 東京三洋電機(株)
鈴木　勝彦 東京三洋電機(株)
赤平　幸恵 群馬県

発明賞 半導体装置 特許３１７５４４号 菅　孝 新電元工業(株)
発明賞 内面プレコート濾過装置 特許５５３８５８号 高橋　昌敏 (株)狭山製作所

井出　正次 (株)狭山製作所
発明賞 攪拌機 特許２４５０８８号 島崎　良雄 (株)島崎製作所
発明賞 水車における水圧上昇逓減方法ならびに装置 特許５４５４０２号 伊藤　寛一 (株)荏原製作所

中村　俊 (株)荏原製作所
発明賞 渦巻ポンプの吸込流路 特許４５９９２８号 金沢　隆 (株)荏原製作所
発明賞 弁棒用などに適したオーステナイト耐熱鋼の改良 特許４０６２３９号 日下　邦男 特殊製鋼(株)
発明賞 樹園地用雑草雑木防除剤 特許５２７６７９号 滝口　政数 三笠化学工業(株)

石本　信夫 保土ヶ谷化学工業(株)
川合　開司 保土ヶ谷化学工業(株)
久田　正 保土ヶ谷化学工業(株)

発明賞 テープレコーダの自動操作方式 特許５８３６４２号 土屋　暢一 ティアック(株)
発明賞 レコード再生用ピックアップ 特許４９５８２７号 深尾　良郎 旭ダイヤモンド(株)

東中川　恵美子 東京芝浦電気(株)
発明賞 複合アンテナ 特許５４６７５０号 武市　吉博 三菱電機(株)

喜連川　隆 三菱電機(株)
小野　誠 三菱電機(株)

発明賞 酸化物磁心 特許２３０５１１号 栗原　和信 東京芝浦電気(株)
広瀬　順夫 東京芝浦電気(株)

発明賞 携帯時計におけるケースのムーブメント保持装置 実用８９６３９９号 赤羽　達郎 (株)諏訪精工舎
発明賞 冷却、除湿、加湿の操作が切換容易な空気調和装置 特許５５７７７９号 松橋　五郎 松橋産業(株)
発明賞 射出成形機の射出装置 特許５５４１５３号 青木　固 日精樹脂工業(株)
発明賞 コンクリート等の成型板からなる建造物において上下の被接合板の結合装置 実用７３１６０５号 西田　赫 豊田コンクリート(株)
発明賞 墨流し模様の連続染色法 特許４３５８９９号 北村　光郎 大福製紙(株)
発明賞 超強靭鋳造鉄合金 特許５４６５９０号 佐藤　祐一郎 太平洋金属(株)

松倉　　清 太平洋金属(株)
発明賞 水砕装置 実用８５９５６２号 大工　周二 日本鋼管(株)

中田　太一 日本鋼管(株)
発明賞 粉粒体の自動定量袋詰装置 特許５５６６２６号 中島　重夫 (株)中島製作所
発明賞 焼結ハンダ 特許４１１６６５号 小原　光太郎 小原金属工業(株)
発明賞 温度補償用磁器誘電体材料 特許４６５６１７号 千田　信惇 (株)村田製作所

脇野　喜久男 (株)村田製作所
加藤　義治 (株)村田製作所
山田　和馬 (株)村田製作所
村田　昭 (株)村田製作所

発明賞 発泡性物質の製造方法 特許３０１１２１号 小林　五夫 北海道積水工業(株)
前田　康裕 積水化学工業(株)

発明賞 ケーブルの給油方式 特許４５１０３６号 大熊　康之 住友電気工業(株)
発明賞 ホックボタン製造法 特許４１９６１６号 土田　仁史 土田化学工業所
発明賞 水溶性塩基性アルミ二ウム塩の製造方法 特許５７１２７３号 中村　保 (株)多木製肥所
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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 無電気金メッキ溶液 特許４２６７７６号 泰　卓也 三菱電機(株)

花田　武明 三菱電機(株)
発明賞 強力チタン原料としてのスポンジチタン製造法 特許４０７４５２号 柳　寿 大阪チタニウム製造(株)

川勝　重信 大阪チタニウム製造(株)
首藤　稔 住友金属鉱山(株)

発明賞 高周波電流を使用する連続肉盛溶接法 特許５５２６３７号 山本　秀祐 (株)富士工業所
発明賞 爆薬を連続的に捏和して輸送する方法および装置 特許５４８５９２号 岡本　利明 旭化成工業(株)

辻橋　和雄 旭化成工業(株)
松本　勝茂 旭化成工業(株)
上野　芳親 山陽石油化学(株)
長岡　今朝年 旭化成工業(株)
大野　保博 旭化成工業(株)

発明賞 人造繊維の高速度紡糸法およびその紡糸用漏斗装置 特許５６７１３４号 浪花　義和 旭化成工業(株)


