
日本海水学会学会賞受賞者一覧（1954-1973）

西暦 年会 賞 氏名 所属 功績
田中賞 野口 武 日本専売公社熊本地方局 塩技術研究会の創設に尽力
技術賞 河邊 正 赤穂西浜塩業協同組合 常温反応による水マグと塩カル溶液の製造法
技術賞 秋本 信吉 西野塩田(株) にがりからの塩の回収とにがり製品の製造および利用
学術賞 杉 二郎 日本専売公社中央研究所 入浜塩田機構論

福永 範一 塩業組合中央会 「製塩および苦汁工業」の編纂
春藤 武平 内海塩業(株) 枝条架式濃縮装置の考案と流下式塩田への本格転換
三浦 一 松崎塩田(株) 真空式製塩の基礎研究

学術賞 川原 琢磨 三重大学 海水の蒸発機構―噴霧蒸発および流動濃縮
堺 嘉之
岡本 速雄
水上 清 日本専売公社熊本地方局 流下式塩田と同様式塩田の発案
神出憲太郎 塩業組合中央会 流下式塩田の確立に努力
高橋 孝吉 元日本専売公社防府製塩試験場 砂層貫流式の基礎理論と実用化
桜井塩業組合 企業単位にて授賞 流下式塩田採かん法の実施に努力
松永食品(株) 企業単位にて授賞 流下式塩田採かん法の実施に努力
水島塩業(株) 企業単位にて授賞 流下式塩田採かん法の実施に努力
高嶋 四郎
萩野 友治
品川 鴻助 波止浜塩業組合 真空式製塩の資料を編集発表、機械技術の進歩発達に貢献
鈴木 寛 海洋化学研究所 多年海水資源利用の成果を発表し塩技術の進歩発達に貢献
永美 益夫 扶桑塩業組合 わが国の真空式製塩の進歩に貢献
林田塩産(株) 企業単位にて授賞 新技術を実施して成果を上げ塩技術の進歩発展に貢献
清水 和雄
清水 幸夫
福島 正男
田中 清助
浅海 摂男
宮崎 好文 北日本機械(株)
石井 転 月島機械(株)
吉本 新治 詫間合同製塩(株) 永年製塩工場の合理化に努力し製塩技術の進歩発達に貢献

学術賞 中野 順 日本専売公社小田原製塩試験場 海かん水における金属の腐食および防食
川添 健一 日本専売公社
伍賀 篤 石川島芝浦タービン(株)

田中賞 磯 輝 (株)久栄商会 永年製塩における新技術の考案普及につとめ塩業の発展に貢献

日本専売公社防府工場 石膏の製造方法について

永年真空式製塩装置の建設および改善に頁献(連名)

軸流蒸気圧縮機(連名)

日本専売公社防府製塩試験場 真空式製塩工場における蒸気エゼクターの利用

兵庫県工業奨励館 水マグ、炭マグなどの製造と利用および生成機構

日本専売公社中央研究所 石膏結晶種添加による缶石付着防止方法
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日本海水学会学会賞受賞者一覧（1954-1973）

西暦 年会 賞 氏名 所属 功績
学術賞 中山 道夫 日本専売公社中央研究所 三重複塩の領域およびその製造方法
技術賞 加藤 恒夫 新日本化学工業(株) 海水直煮製塩工程中における原料海水脱気による腐食防止法

永井 彰一郎 東京大学 永年海塩化学の研究と技術の発展に貢献
久保田 美寿雄 日本食塩製造(株) 永年製塩技術の振興と学会の発展に貢献
住吉 信吾 内外商運(株) 学会設立時から学会の健全な運営と経理の確立に貢献

学術賞 緒方 英世 日本専売公社中央研究所 マグネシウム電解分離と海水諸元素の挙動に関する研究
技術賞 坂本 佳六 仁尾塩田(株) 硫酸カリおよび硫酸カリマグネシアの製造研究とその工業化

岡 俊平 東洋大学 永年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
坂口 儀人 大塩塩業組合 永年製塩技術の振興と真空式の指導普及に貢献
三代川 清造 日本専売公社高槻工場 多年製塩技術の振興と学会の発展に貢献
小川 恒彦 愛媛大学農学部 多年海塩化学の研究と学会の発展に貢献

学術賞 原田 武夫 近畿大学原子力研究所 海水かん水およびにがりの物性に関する研究
綾井 政雄
杉山 幹雄
古谷 佐久一 味野塩業組合 永年製塩工業の合理化と技術の発展に貢献
島田 英通 塩業組合中央会 多年製塩技術の普及と学会の発展に貢献
船田 周 愛媛大学農学部 枝条架式濃縮装置の蒸発機構についての研究
池田 美登 日本専売公社 立体濃縮装置の蒸発機構について

田中賞 弘法 健三 東京大学農学部 多年製塩技術の振興と学会の発展に貢献
学術賞 武藤 義一 東京大学生産技術研究所 海塩に関する分析法の研究
技術賞 一瀬 弥与蔵 日本専売公社中央研究所 食塩の乾燥に関する研究

岡 宗次郎 神奈川大学 永年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
橋爪 正男 日本食塩製造(株) 永年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
目名田 隆起 錦海塩業(株) 多年製塩技術の進歩発達に寄与し工場の合理化に貢献

学術賞 深沢 旭 工業技術院東京工業試験所 苦汁の電解利用に関する研究
技術賞 杉田 静雄 日本専売公社中央研究所 かん水予熱器の缶石生成とその防止に関する研究

青木 利夫 香川大学農学部 多年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
諏訪 小一郎 日本専売公社平塚製造試験場 多年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
上玉 禮次郎 林田塩産(株) 多年製塩技術の進歩発達に貢献

学術賞 山邊 武郎 東京大学生産技術研究所 イオン交換樹脂および膜による海水その他溶液の精製に関する研究
技術賞 吉田 実 日本専売公社防府製塩試験場 枝条架式濃縮装置による採かん技術に関する研究

河村 文一 明星大学理工学部 永年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
中村 静雄 日本化学塩業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
田畑 久宣 錦海塩業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献

日本専売公社中央研究所 にがりより水酸化マグネシウムの製造研究
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日本海水学会学会賞受賞者一覧（1954-1973）

西暦 年会 賞 氏名 所属 功績
学術賞 室谷 寛 東京工業大学資源化学研究所 海塩の析出と結晶形態について
技術賞 (株)笹倉機械 企業単位にて授賞 多段フラッシュ蒸発法による海水淡水化製造装置の工業化

小山 義一 赤穂海水化学工業(株) 永年海塩科学の技術と学会の発展に貢献
景山 鼎 内海塩業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献

学術賞 石川 哲三 日本専売公社小田原製塩試験場 多段フラッシュ蒸発法による海水淡水化の研究
武本 長昭 日本専売公社中央研究所
畦地 昭二 日本専売公社小田原製塩試験場
森 高次郎 日本大学農獣医学部 永年海塩科学の研究に尽力し学会の発展に貢献
中山 眞男 錦海塩業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
榊 圭之 赤穂海水化学工業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
小澤 建助 塩業組合中央会 多年学会の運営に尽力し塩業の発展に貢献

学術賞 斉藤 進 元日本専売公社小田原製塩試験場 ガスハイドレート法による海かん水の濃縮に関する研究
旭化成工業(株) 企業単位にて授賞 イオン交換樹脂膜電解透析法による海水濃縮技術の開発と実用化
旭硝子(株) 企業単位にて授賞 イオン交換樹脂膜電解透析法による海水濃縮技術の開発と実用化
徳山曹達(株) 企業単位にて授賞 イオン交換樹脂膜電解透析法による海水濃縮技術の開発と実用化
鈴木 篁 神奈川県工業試験所 多年海塩科学の研究に尽力し学会の発展に貢献
阿部 正二 塩元売協同組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
太田 保 瀬戸田塩業組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献

学術賞 増沢 力 日本専売公社小田原製塩試験場 製塩における液組成と品質に関する研究
小西 武夫 日本専売公社防府製塩試験場
安藤 嘉教 日本専売公社
安田 与七郎 東京大学農学部 多年海塩科学の研究のに尽力し学会の発展に貢献
川原 鳳策 北海道大学水産学部 多年海塩科学の研究のに尽力し学会の発展に貢献
大場 信邦 世田谷信用金庫 多年製塩技術の進歩発達に努力し塩業の発展に貢献
北野 清秀 塩業組合中央会 多年塩業の発展と学会の運営に貢献
山本 芳敬 大塩塩業組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
友村 省一 詫間合同製塩(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献

学術賞 尾方 昇 日本専売公社中央研究所 海水中の微量成分に関する研究
和田 芳裕 東京大学生産技術研究所 海塩に関する迅速分析法
江川 勉 日本専売公社防府製塩試験場 海塩に関する迅速分析法
村上 敏治 姫路工業大学 多年海塩科学の研究に尽力し学会の発展に貢献
稲川 勉 日本専売公社 海塩科学の研究と学会の発展に貢献
田淵新一郎 赤穂東浜塩業組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
黒田 忠雄 扶桑塩業組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
千田 久 愛知塩業組合 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献

イオン交換樹脂膜電解透析法による海水濃縮に関する研究

石膏二水塩添加による海水濃縮方式の確立
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日本海水学会学会賞受賞者一覧（1954-1973）

西暦 年会 賞 氏名 所属 功績
学術賞 松下 浩 日本専売公社中央研究所 無機イオン交換体によるカリウム採取に関する研究
技術賞 (株)東京久栄 企業単位にて授賞 海水利用における取排水設備に関する技術開発と沿岸海域水質調査

藤山 虎也 広島大学水畜産学部 多年海塩科学の研究に尽力し学会の発展に貢献
半沢 信久 日本専売公社平塚製造試験場 多年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
石崎 七郎 (株)荏原製作所 多年学会の運営と海塩科学の発展に貢献
田中 清明 (社)日本塩工業会 多年学会の運営と塩業の発展に貢献
西本 俊雄 日本専売公社平塚製造試験場 多年海塩科学の研究に励み製塩技術の進歩発達に貢献

学術賞 門田 稔 東洋大学 海水より塩類結晶析出についての相律的研究
石坂 誠一 工業技術院東京工業試験所 海水淡水化および副産物利用の複合科学技術の組織工学的推進
田原 浩一 鹿島建設(株)技術研究所 海水淡水化および副産物利用の複合科学技術の組織工学的推進
重松 恒信 京都大学化学研究所 多年海塩科学の研究に尽力し学会の発展に貢献
高橋喜一郎 日本専売公社高崎地方局 多年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
水谷 嘉隆 日本専売公社岡山地方局 多年海塩科学の研究と学会の発展に貢献
森 好衛 新日本化学工業(株) 多年製塩技術の進歩発達と塩業の発展に貢献
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