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明治十年内国勧業博覧会出品解説 ヨ606-0056

1 第一回内国勧業博覧会の会場 内国勧業博覧会場案内 ヨ606-0144 明治十年内国勧業博覧会出品解説 ヨ606-0056

2 第二回内国勧業博覧会の会場 第二回明治十四年内国勧業博覧会場案内 ヨ606-0057 第二回明治十四年内国勧業博覧会場案内 ヨ606-0057

公文録 公02054100

公文録 公02065100

4 第二回内国勧業博覧会の賞牌 公文附属の図 附A00215100 公文附属の図 附A00215100

5 出品物紹介－七宝技法の発展－ 公文雑纂 纂00263100 公文雑纂 纂00263100

公文録 公03902100

勧農新書 183-0147

7 犂の改良(深見平次郎) 公文雑纂 纂01771100 公文雑纂 纂01771100

8 臥雲式綿紡績機械の発明(臥雲辰致) 公文録 公03217100 明治十年内国勧業博覧会出品解説 ヨ606-0056

工業所有権制度百年史　別巻
特許庁（編）、

社団法人発明協会
（発行）、昭和60年

9 海中沈没品取上器械の発明(浅野政吉) 公文録 公01840100 公文録 公01840100

10 人力車の発明(和泉要助ほか) 公文雑纂 纂00503100 幕末・明治文化変遷史 ヨ210-0131

公文録 公03991100

現行専売特許条例并特許手続等 ヨ507-0025

農商工公報　号外　専売特許目録　第一 ヨ605-0107

官報 官00066100

公文録 公03785100

商標公報 183-0587

14 第三回内国勧業博覧会と意匠条例 公文類聚 類00525100 公文類聚 類00525100

工業所有権雑誌　第13号 特許庁所蔵

15 紀州フランネルの発明 公文雑纂 纂00406100 公文雑纂 纂00406100

16 国産洋靴の製造(西村勝三) 公文雑纂 纂00501100 公文雑纂 纂00501100

17 国産マッチの製造 公文雑纂 纂01178100 公文雑纂 纂01178100

18 竹尺目盛器械の発明(藤村九平) 公文雑纂 纂01288100 公文雑纂 纂01288100

19 俵造の改良(遠藤吉平) 公文雑纂 纂01108100 公文雑纂 纂01108100

20 改良揚繰網漁法の発明(千本松喜助) 公文雑纂 纂00370100 公文雑纂 纂00370100

贈位内申書 贈位00196100

農商工公報 ヨ605-0107

叙位裁可書 叙00015100

紅茶製法纂要 183-0301

23 緋友禅写染法の発明(岡島千代造) 公文雑纂 纂00684100 工業所有権雑誌　第11号 特許庁所蔵

24 錦莞莚の発明(磯崎眠亀) 公文雑纂 纂00405100 公文雑纂 纂00405100

25 清温育の発明(高山長五郎) 公文雑纂 纂00239100 公文雑纂 纂00239100

26 斎外式力織機の発明(斎藤外市) 公文雑纂 纂01207100 公文雑纂 纂01207100

27 原田式力織機の発明(原田元治郎) 公文雑纂 纂01393100 公文雑纂 纂01393100

28 官営愛知紡績所 愛知紡績所沿革 単00134100 愛知紡績所沿革 単00134100

29 大阪紡績会社(山辺丈夫) 公文雑纂 纂00589100 公文雑纂 纂00589100

30 三重紡績所(伊藤伝七) 公文雑纂 纂01021100 Japan in the Taisho Era E028739

31 製麺機の発明(真崎照郷) 公文雑纂 纂01019100 叙勲裁可書 勲00657100

昭和大礼贈位書類 贈位00150100

電池工学 ヨ540-0016

33 釜石鉱山田中製鉄所 釜石鉄山調査報告 ヨ564-0017 Japan in the Taisho Era E028739

34 宮原式水管汽罐の発明(宮原二郎) 叙勲裁可書 勲00131100 叙勲裁可書 勲00131100

叙位裁可書 叙00662100

傍訓図解銃猟新書 ヨ659-0004

Japan in the Taisho Era E028739

大正十三年皇太子御成婚贈位内申事蹟書　八 贈位00100100

公文雑纂 纂02029100

37 国産バイオリンの製造(鈴木政吉) 公文雑纂 纂01391100 名古屋商工人名録 ヨ670-0043

38 御法川式多条繰糸機の発明(御法川直三郎) 公文雑纂 纂01816100 公文雑纂 纂01816100

叙勲裁可書 勲00657100

叙勲 平1総00353100

公文雑纂 纂01813100

叙位 平1総00304100

公文雑纂 纂00973100

叙勲裁可書 勲00656100

叙勲裁可書 勲00977100

公文雑纂 纂01144100

公文雑纂 纂01175100

羅斯珂氏化学 ヨ430-0016C

44 蓄電池の発明(島津源蔵) 叙勲裁可書 勲01088100 日本工業要鑑 ヨ505-0014

大正七年大演習贈位書類　巻一 贈位00076100

叙勲裁可書 勲00037100

46 池貝式標準旋盤の発明(池貝庄太郎) 公文雑纂 纂01810100 日本工業要鑑 ヨ505-0014

47 水道管用鋳鉄管製造法の発明(久保田権四郎) 公文雑纂 纂01806100 日本工業要鑑 ヨ505-0014

48 氷砂糖の発明(鈴木藤三郎) 公文雑纂 纂01069100 大阪商工名録 ヨ670-0042

49 グルタミン酸の発見(池田菊苗) 公文雑纂 纂01348100 東京日日新聞 大正6年9月17日

50 タカヂアスターゼの発見(高峰譲吉) 叙勲裁可書 勲00167100 叙勲裁可書 勲00657100

51 オリザニンの発見(鈴木梅太郎) 叙勲裁可書 勲00977100 叙勲裁可書 勲00657100
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43 亜鉛華精製法の発明(茂木重次郎)

第一部　内国勧業博覧会－明治初年の殖産興業－

第二部　特許制度の創設へ

第三部　明治の発明と産業

第四部　発明と企業化

11 専売特許条例の制定

21

13 商標条例の制定 商標公報 183-0587

公文録 公020541003 第一回内国勧業博覧会の賞牌

6 出品物紹介－福岡農法の発明(林遠里)－ 勧農新書 183-0147

〔専売特許所設置当時の職員〕 特許庁所蔵

12 特許明細書(納涼団扇車) 農商工公報 ヨ605-0107

茶葉粗揉機の発明(高林謙三) 農商工公報 ヨ605-0107

紅茶製法纂要 183-0301紅茶製法の普及(多田元吉)

E028739

35 村田銃の発明(村田経芳) 傍訓図解銃猟新書 ヨ659-0004

公文書にみる

42 蚊取り線香の発明(上山英一郎) 警保局長決裁書類
平9警察

00210100

40 国産レーヨンの製造(久村泰三・秦逸三) 公文雑纂 纂01813100

真珠養殖法の発明(御木本幸吉)41 The Japan Directory E027081

36 国産オルガンの製造(山葉寅楠) 公文雑纂

45 国産電気メーカーの誕生(田中久重・藤岡市助) 日本工業録 ヨ503-0009

発明のチカラ－明治期の産業技術と発明家たち－

Japan in the Taisho Era E028739

纂02029100

叙勲裁可書 勲0065710039 豊田式自動織機の発明(豊田佐吉)

22

32 乾電池の発明(屋井先蔵) Japan in the Taisho Era


