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No,8782 〃 人工培土の製造加工方法 平.6-10 68点 ￥24,500
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1
電気集塵機で捕集される重油灰のリサ
イクリング活用法

東亜熱研株式会社 37
重質油燃料焚きボイラの集塵灰と排脱
排水の混合処理方法

中部電力株式会社

2 人工軽量骨材の製造方法 中国電力株式会社 38
重質油燃料焚きボイラの集塵灰と排脱
排水の混合処理方法

中部電力株式会社

3
天然ビチューメン灰からの金属有価物
回収方法

ユー．　エス．　バナジウム
コーポレーション

39 石油系燃焼灰の湿式処理方法 鹿島北共同発電株式会社

4
石油系燃焼ボイラ捕集灰の再資源化
法．

友安　秀夫 40 石油系燃焼灰の湿式処理方法 鹿島北共同発電株式会社

5 ばいじんの無害化処理装置 株式会社タクマ 41
硫酸アンモニウムを含有する石油系燃
焼灰中のアンモニア成分の利用方法

鹿島北共同発電株式会社

6 ばいじんの混練機 株式会社タクマ 42 電気集塵装置の灰処理方法 日立プラント建設株式会社

7 ばいじんの無害化処理方法 株式会社タクマ 43
メタバナジン酸アンモニウムの製造方
法

鹿島北共同発電株式会社

8
産業廃棄物を原料とする再生固形燃
料及びその製造方法

中電化工株式会社 44 バナジウムの回収方法 太陽鉱工株式会社

9
重質油燃料だきボイラの排煙脱硫方
法

三菱重工業株式会社 45 石油系燃焼灰の処理方法 バブコック日立株式会社

10
重油灰利用蓄冷材の製造法および蓄
冷材

九州電力株式会社 46 石油系燃焼灰の処理方法 バブコック日立株式会社

11 低温潜熱蓄熱システム 九州電力株式会社 47 重油灰からの有価金属の回収方法 中部電力株式会社

12 燃焼灰の処理方法 三菱重工業株式会社 48 ダイオキシン除去剤 鹿島北共同発電株式会社

13 排ガスの処理方法 ユニチカ株式会社 49 ボイラ燃焼灰の処理方法 四国電力株式会社

14
産業廃棄物の処理剤および産業廃棄
物の処理方法

森田　要 50 重質油灰の処理方法 住友重機械工業株式会社

15
産業廃棄物の造粒処理方法、造粒物
およびコンクリート構造体

森田　要 51
重質油燃料焚きボイラの集塵灰の処
理方法

関西電力株式会社

16 集塵機灰の処理方法 新興化学工業株式会社 52
廃棄物中からの金属分離回収方法お
よびその装置

関西電力株式会社

17
重質油燃料焚きボイラの集塵灰と排脱
排水の混合処理方法

中部電力株式会社 53 洗浄廃水の処理方法 鹿島北共同発電株式会社

18 廃水の処理方法 新興化学工業株式会社 54
重油焚ボイラの電気集塵機捕集灰処
理方法

石川島播磨重工業株式会
社

19 有価金属の回収方法 新興化学工業株式会社 55 排ガスの処理方法 ユニチカ株式会社

20 超重質油燃焼灰のスラリ濃度制御装置 三菱重工業株式会社 56 重質油系燃焼灰の処理方法 太平洋セメント株式会社

21
石油系燃焼灰からそれに含まれる金属
を抽出する方法

工業技術院長 57 重質油系燃焼灰の処理方法 太平洋セメント株式会社

22 活性炭の製造方法 関西電力株式会社 58 重質油系燃焼灰の処理方法 太平洋セメント株式会社

23 有価金属の回収方法 新興化学工業株式会社 59
カーボン含有フィルターケーキ組成物
及びその処理方法

太平洋セメント株式会社

24
石油系燃焼灰からのバナジウム回収
方法

三菱重工業株式会社 60
燃焼灰中のバナジウム酸化物の分別
定量方法

石川島播磨重工業株式会
社

25 集塵機灰の処理方法 新興化学工業株式会社 61
重質油燃焼灰中の未燃炭素分除去方
法

石川島播磨重工業株式会
社

26 重油灰の湿式処理方法 中国電力株式会社 62
重質油燃焼灰中の未燃炭素分除去方
法

石川島播磨重工業株式会
社

27 燃焼ガス中の窒素酸化物の分解方法 鹿島北共同発電株式会社 63 バナジウム系電解液の製造方法 日本化学工業株式会社

28 防食添加剤とその使用方法 東亜熱研株式会社 64 五酸化バナジウムの製造方法 日本化学工業株式会社

29 石油系燃焼灰の湿式処理方法 鹿島北共同発電株式会社 65 バナジウム系電解液の製造方法 日本化学工業株式会社

30
含水燃焼灰または燃焼灰スラリーの調
製方法

鹿島北共同発電株式会社 66 重油灰燃焼装置
石川島播磨重工業株式会
社

31 オリマルジョン灰の処理法 関西電力株式会社 67 鉄鋼用徐冷材およびその製造方法 鹿島北共同発電株式会社

32
重質油燃料焚きボイラの集塵灰と排脱
排水の混合処理方法

三菱重工業株式会社 68
燃料の燃焼方法、バーナー及び灰処
理装置

日本環境保全株式会社

33
重質油燃料焚きボイラの排ガス処理方
法

三菱重工業株式会社 69
ボイラ設備における電気集塵機捕集灰
処理方法

関西電力株式会社

34
排ガス脱硝剤及びそれを用いた排ガス
脱硝方法

鹿島北共同発電株式会社 70 重質油系燃焼灰の処理方法 太平洋セメント株式会社

35
廃棄物処理プラント及びその焼却灰処
理方法

株式会社東芝 71
オートクレーブ理論を応用した高周波
による有害物質の分解及びその焼却
装置と焼却灰の無害化処理法。

赤江　勇高

36
重質油燃料焚きボイラの集塵灰と排脱
排水の混合処理方法

中部電力株式会社 以下２３点省略
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