
全国発明表彰　　昭和６１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 半導体光装置およびその製造法の発明 特許９１１４２５号 塚田　俊久 (株)日立製作所

中島　尚男 (株)日立製作所
発明実施功績賞 三田　勝茂 (株)日立製作所
内閣総理大臣発明賞 新規なセファロスポリン類の製造法の発明 特許９２８５８６号 才川　勇 富山化学工業(株)

高野　俊太郎 富山化学工業(株)
吉田　長作 富山化学工業(株)
高島　億太 富山化学工業(株)
桃井　海秀 富山化学工業(株)
黒田　誠悦 富山化学工業(株)
小松　美和子 富山化学工業(株)
保田　隆 富山化学工業(株)
児玉　寛 富山化学工業(株)

発明実施功績賞 中野　忠雄 富山化学工業(株)
通商産業大臣発明賞 可逆式熱回収形空気熱源ヒートポンプの発明 特許８５９３６８号 島貫　崇 (株)竹中工務店

井上　良則 (株)竹中工務店
発明実施功績賞 竹中　統一 (株)竹中工務店
科学技術庁長官発明賞 電子ビームの投射方法の発明 特許１２４２６２１号 後藤　英一 理化学研究所

相馬　嵩 理化学研究所
出澤　正徳 理化学研究所
佐々木　建昭 理化学研究所
田中　一光 日本電子(株)
後藤　信男 日本電子(株)
湯浅　徹雄 日本電子(株)

発明実施功績賞 宮島　龍興 理化学研究所
伊藤　一夫 日本電子(株)

特許庁長官賞 カメラの意匠 意匠５６７４１４号 相宅　哲郎 ミノルタカメラ(株)
山下　眞紀 ミノルタカメラ(株)

発明実施功績賞 田嶋　英雄 ミノルタカメラ(株)
発明協会会長賞 光集束性レンズ用ガラス組成物の発明 特許１２６５１１６号 赤沢　旭 日本板硝子(株)

前田　長治 日本板硝子(株)
柴山　信男 日本板硝子(株)

発明実施功績賞 刺賀　信雄 日本板硝子(株)
経済団体連合会会長発明賞 シクロヘキサン誘導体、その製造方法及び除草剤の発明 特許１１２０７１４号 岩滝　功 日本曹達(株)

渋谷　雅己 日本曹達(株)
石川　尚雄 日本曹達(株)
川名　貴 日本曹達(株)
佐脇　幹夫 日本曹達(株)
広野　好彦 日本曹達(株)

発明実施功績賞 三宮　武夫 日本曹達(株)
日本商工会議所会頭発明賞 内燃機関用ピストンのモデルの製造法の発明 特許１２１０９５７号 八木　壽郎 マツダ(株)

住田　清臣 マツダ(株)
山縣　一郎 マツダ(株)

発明実施功績賞 山本　健一 マツダ(株)
弁理士会会長賞 電気二重層キャパシタの発明 特許９３０４３６号 関戸　聰 松下電器産業(株)

吉野　庸三 松下電器産業(株)
発明実施功績賞 谷井　昭雄 松下電器産業(株)
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賞　　名 技術(創作）の名称 特許番号 氏名 企業名
朝日新聞発明賞 ドアロック装置の発明 特許７３８９９６号 風岡　鍵一 アイシン精機(株)

広沢　浩一郎 アイシン精機(株)
鳥居　望 アイシン精機(株)
森　佳史 アイシン精機(株)
古谷　好勝 アイシン精機(株)

発明実施功績賞 伊藤　清 アイシン精機(株)
発明賞 低沸点媒体タービンによる廃熱回収方式の発明 特許１１０２７８５号 堀家　弘 川崎重工業(株)

細田　史朗 川崎重工業(株)
発明賞 高コントラスト銀画像の形成方法の発明 特許１２４０３３８号 藤原　光人 小西六写真工業(株)

松尾　俊二 小西六写真工業(株)
増川　豊明 小西六写真工業(株)
金子　豊 小西六写真工業(株)
川崎　幹男 小西六写真工業(株)
長谷　敏夫 小西六写真工業(株)
羽生　武 小西六写真工業(株)

発明賞 容積式流体圧縮装置の発明 特許１０８７３７２号 平賀　正治 サンデン(株)
寺内　清 サンデン(株)

発明賞 多項目入力装置の発明 特許１１５０８８９号 森本　宏 シャープ(株)
岡　孝 シャープ(株)

発明賞 インフレーションフイルム成形法の発明 特許１０９２７６０号 鷹　敏雄 昭和電工(株)
戸田　英明 元 昭和電工(株)
鈴木　等 元 昭和電工(株)

発明賞 熔鋼の還元精錬法の発明 特許９２５７６４号 矢島　忠正 大同特殊鋼(株)
湯浅　悟郎 大同特殊鋼(株)

発明賞 金属テープの製造装置の発明 特許１２７３８１４号 吉田　桂一郎 (株)第二吉田記念鉄工所
発明賞 偏向装置の発明 特許１２３５３４４号 上條　直義 (株)東芝
発明賞 転炉スラグ風砕システムの発明 特許１１５４３５７号 舟之川　洋 日本鋼管(株)

田口　喜代美 日本鋼管(株)
徳永　寿己 日本鋼管(株)
松尾　正浩 日本鋼管(株)
中原　崇文 三菱重工業(株)
山根　敬喜 三菱重工業(株)
藤原　誠 三菱重工業(株)

発明賞 ブラウン管内面への図形状粉体塗布層の形成方法の発明 特許１１３０８７８号 野々垣　三郎 (株)日立製作所
富田　好文 (株)日立製作所
森下　 (株)日立製作所
橋本　通晰 (株)日立製作所
真辺　俊勝 日立マクセル(株)
西沢　昌紘 (株)日立製作所

発明賞 バルブガイド材の発明 特許１０４３１２７号 遠藤　弘之 日立粉末冶金(株)
野尻　輝治 富士重工業(株)

発明賞 チャネル割込制御方式の発明 特許１０６２２８８号 清水　和之 富士通(株)
永野　元造 富士通(株)
津留　真人 富士通(株)

発明賞 加湿機の意匠 意匠５６１７４９号 万木　洋二 (株)富士通ゼネラル
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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 アルミニウム又はアルミニウム合金の表面処理方法の発明 特許１０５７８１５号 柴田　喜三 ホクセイアルミニウム(株)

大塚　一郎 ホクセイアルミニウム(株)
穴田　一 ホクセイ日軽家庭用品(株)
山辺　成雄 ホクセイアルミニウム(株)
若杉　邦男 ホクセイアルミニウム(株)

発明賞 多電極溶接装置の溶接電源の発明 特許８７１８２３号 佐藤　亮拿 万鎔工業(株)
発明賞 垂直水管型貫流ボイラの発明 実用１２８８２０９号 吉成　佑治 三浦工業(株)
発明賞 半導体制御整流素子の発明 特許９４７９２０号 須川　嘉幸 三菱電機(株)

釜原　紘一 三菱電機(株)
発明賞 姿勢基準装置の発明 特許９３４３３１号 長谷川　律雄 三菱プレシジョン(株)
発明賞 コンバインに於ける扱深さ自動制御装置の発明 特許９７０７５５号 堀端　治夫 ヤンマー農機(株)

喜多　毅 ヤンマー農機(株)
内山　俶宏 ヤンマー農機(株)

発明賞 圧力計の発明 特許１２０３８４４号 池田　恭一 横河北辰電機(株)
安藤　元善 横河メディカルシステム(株)


