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鉛、亜鉛を含有するガス又は飛灰の処
理方法

ＪＦＥエンジニアリング株式
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焼却灰の溶融前処理方法及びシステ
ム

日立プラント建設株式会社

8 飛灰からの重金属回収前処理方法 株式会社川崎技研 43
廃棄物及び汚染物質の減容・無害化
処理方法及び装置

株式会社アクトリー
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飛灰からの重金属の電気化学的回収
方法

日立造船株式会社 44
カルシウム及び重金属含有物の処理
方法

太平洋セメント株式会社

10 産業廃棄物処理プラント 三菱マテリアル株式会社 45
廃棄物処理設備における有機塩素化
合物排出媒体中の有機塩素化合物増
加抑制方法及び装置

株式会社神鋼環境ソリュー
ション

11
改良されたジチオカルバミン酸金属塩
からなる重金属固定剤

大内新興化学工業株式会
社

46 亜鉛水酸化物の脱塩素方法
ＪＦＥエンジニアリング株式
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15 飛灰の処理方法 同和鉱業株式会社 50
二酸化炭素の固定を兼ねた飛灰の処
理方法

同和鉱業株式会社
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24 飛灰の浸出処理装置および方法 三菱マテリアル株式会社 59 溶融飛灰の再資源化処理方法 三井金属鉱業株式会社
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法

株式会社還元溶融技術研
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アルカリ性廃棄物用処理剤およびその
用途
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廃棄物の焼却処理設備及び焼却処理
方法

太平洋セメント株式会社 62
溶融飛灰に含まれる重金属の分離回
収方法
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重金属回収装置、重金属回収方法お
よび廃棄物処理装置

住友重機械工業株式会社 63 飛灰からの有価物回収方法 日鉱金属株式会社

29 焼却灰等の無害化処理方法 株式会社アクトリー 64 溶融飛灰からの有価物回収方法 日鉱金属株式会社
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過熱水蒸気による廃棄物などの処理
方法および処理装置

虹技株式会社 65
廃棄物及び汚染物質の再資源化装置
及びその方法

株式会社アクトリー

31 飛灰の処理法 同和鉱業株式会社 66 飛灰の処理方法 同和鉱業株式会社

32
亜鉛含有原料からの粗酸化亜鉛の回
収方法

株式会社神戸製鋼所 67 飛灰の処理方法 同和鉱業株式会社

33
重金属含有灰の重金属固定化剤、及
びそれを用いた重金属含有灰の処理
方法

株式会社荏原製作所 68 飛灰の重金属類除去方法 三井造船株式会社

34
飛灰の処理方法及び亜鉛製錬用の飛
灰処理物

同和鉱業株式会社 69

炭化物の炭酸化処理物、その製造方
法、焼却炉飛灰からの亜鉛の回収方
法および焼却炉における排ガス中の酸
性ガスの処理方法

大阪瓦斯株式会社

35

処理方法、複合汚染土壌の処理方
法、処理装置、複合汚染土壌の処理
装置、及び有機ハロゲン化合物の処
理方法
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