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1
多価カルボン酸系共重合体の製造方
法

ＪＳＲ株式会社 35 ボイラ給水用脱酸素剤 栗田工業株式会社

2
水溶性共重合体及び純シリカスケール
防止剤

ＪＳＲ株式会社 36
ポリアルキレンイミンアルキレンオキシド
共重合体

株式会社日本触媒

3
流動抵抗低減剤、流動抵抗低減方法
及び冷却装置システム

株式会社荏原製作所 37 銅防食剤および銅防食方法 高麗　寛紀

4 水系の金属腐食抑制方法 伯東株式会社 38 シリカ除去装置及びシリカ除去方法 栗田工業株式会社

5 水系の金属腐食抑制方法 伯東株式会社 39 水処理方法 東西化学産業株式会社

6 局部腐食の評価方法及び抑制方法 栗田工業株式会社 40
シリカ系汚れの付着防止剤及び付着防
止方法

栗田工業株式会社

7
開放式循環冷却水系における金属の
腐食抑制方法

伯東株式会社 41
（メタ）アクリル酸（塩）系水溶性重合体
粉末の製造方法

株式会社日本触媒

8
アルミニウムまたはその合金用腐食防
止剤

株式会社ネオス 42
スケール防止剤及びスケール防止方
法

栗田工業株式会社

9
金属防食剤、金属防食方法、原油常圧
蒸留装置における塩化水素発生防止
剤および塩化水素発生防止方法

栗田工業株式会社 43
ボイラ水系処理剤、及び、それを用い
たボイラ水系の処理方法

アクアス株式会社

10
（メタ）アクリル酸系共重合体及び製造
方法

株式会社日本触媒 44 脱酸素剤及び脱酸素方法 栗田工業株式会社

11 スケール防止方法 栗田工業株式会社 45
ボイラ水系処理剤、及び、それを用い
たボイラ水系の処理方法

アクアス株式会社

12 スケール防止方法 栗田工業株式会社 46 ポリアミン系腐食抑制剤
エア　プロダクツ　アンド　ケ
ミカルズ　インコーポレイテッ
ド

13
水系における硫酸バリウムのスケール
抑制剤およびスケール抑制方法

伯東株式会社 47
ボイラ水系処理剤、及び、ボイラ水系処
理方法

アクアス株式会社

14 水処理剤 平成理研株式会社 48 水処理剤および水処理方法 三浦工業株式会社

15 脱酸素剤及び脱酸素処理方法 栗田工業株式会社 49
金属材料の防食方法、高耐食性金属
材料およびその製造方法

日本パーカライジング株式
会社

16
水性系でのスケール生成及び堆積を
制御する方法

ジーイー・ベッツ・インコーポ
レイテッド 50

（メタ）アクリル酸および／またはそのエ
ステルの蒸留方法

株式会社日本触媒

17 水系システム用腐食防止剤
オンデオ　ナルコ　カンパ
ニー 51

シリカ系汚れの付着防止剤、該付着防
止剤用共重合体及び付着防止方法

栗田工業株式会社

18
金属基体の腐食を抑制するための組
成物及び方法

マクダーミド・インコーポレー
テツド 52 水溶性重合体組成物の製造方法 株式会社日本触媒

19 スケール防止剤 栗田工業株式会社 53
腐食抑制剤組成物、酸洗浄液組成物、
及び金属の酸洗浄方法

スギムラ化学工業株式会社

20 殺生物剤配合物の調製方法
ローム　アンド　ハース　カン
パニー 54

水系における孔食防止剤および孔食
防止方法

株式会社片山化学工業研
究所

21 脱酸素剤、脱酸素方法 アクアス株式会社 55
亜鉛水酸化物スケール防止剤及び亜
鉛水酸化物のスケール防止方法

株式会社日本触媒

22 金属腐食防止剤及び金属用酸洗浄液 スギムラ化学工業株式会社 56
スケール付着防止効果評価用試験装
置及びスケール付着防止効果を評価
する方法

東西化学産業株式会社

23 脱酸素剤 栗田工業株式会社 57
エロージョン・コロージョン低減用防食
剤及び低減方法

栗田工業株式会社

24 スケール防止剤およびその製造方法 日本油脂株式会社 58
脱酸素素材およびその製造方法、並び
に脱酸素素材を用いた脱酸素モジュー
ル

三菱電機株式会社

25
ホルムアルデヒド放出剤および水性系
を処理する方法

ローム　アンド　ハース　カン
パニー 59 休止中のボイラの防食方法 栗田工業株式会社

26 添加剤 ショーワ株式会社 60
水系のスケール抑制剤およびスケール
抑制方法

栗田工業株式会社

27 脱酸素剤 栗田工業株式会社 61 （メタ）アクリル酸の製造方法 株式会社日本触媒

28
ボイラの腐食・孔食防止剤およびそれ
を用いた腐食・孔食防止方法

株式会社片山化学工業研
究所 62 ボイラプラント用液体清缶剤 栗田工業株式会社

29
シリカ系スケール防止剤及びシリカ系ス
ケール防止方法

栗田工業株式会社 63 アクリル酸の製造方法 株式会社日本触媒

30 用水の磁気防食方法 平成理研株式会社 64 （メタ）アクリル酸の製造方法 株式会社日本触媒

31 シリカ系スケール抑制剤 株式会社日本触媒 65 （メタ）アクリル酸の製造方法 株式会社日本触媒

32 スケール防止方法 栗田工業株式会社 66
水溶性重合体の連続的製造方法、及
び、水溶性重合体

株式会社日本触媒

33
高温水系水処理剤組成物およびその
処理方法

栗田工業株式会社 67
ユニット水処理方法およびユニット水処
理システム

中国電力株式会社

34 金属腐食抑制剤 伯東株式会社 以下１３点省略
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