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1
鉄鋼スケール付着油の微生物による
分解除去方法

株式会社海洋バイオテクノ
ロジー研究所

29 塩素化ダイオキシン類の分解方法 出光興産株式会社

2
微生物由来の酸化酵素遺伝子及びそ
れを用いるダイオキシン除去方法

旭化成工業株式会社 30 難分解性芳香族化合物の分解方法 出光興産株式会社

3
微生物による塩素系化合物の分解方
法

福岡県 31 塩素化ダイオキシン類の分解方法 出光興産株式会社

4
ダイオキシン分解能を有する新規微生
物及びダイオキシン分解方法

橘　燦郎 32
ダイオキシン分解能を有する新規微生
物及びダイオキシン分解方法

橘　燦郎

5 土壌浄化機能を有するフィルム 大倉工業株式会社 33
塩素化ダイオキシン類汚染土壌の浄
化法

出光興産株式会社

6
有機廃棄物分解処理装置用充填材と
それを用いた分解処理装置及び分解
処理方法

有限会社ワイ・エム・イー 34
ハロゲン化物質分解方法および有害
物質分解検出方法ならびにその有害
物質分解検出用キット

樫原　宏

7
食用キノコを利用した有害環境汚染物
質分解処理方法

株式会社雪国まいたけ 35
ダイキシン類分解微生物及びこれを用
いるダイオキシン類の分解方法

株式会社グリーンテック

8
有害化合物分解剤、汚染材料の処理
方法、及び汚染材料の処理装置

橘　燦郎 36 環境汚染物質の浄化処理方法 株式会社オールマイティー

9 複合有効微生物群含有資材 門馬　義芳 37
動物性廃棄物を利用した微生物培地
の製造方法

ピース産業株式会社

10
環境浄化関連遺伝子検出用ＤＮＡマ
イクロアレイ及び環境浄化方法

大成建設株式会社 38
塩素化ダイオキシン汚染土壌または水
の浄化法

出光興産株式会社

11

難分解性有機塩素系化合物を含む被
処理物の処理方法および難分解性有
機塩素系化合物を含む液体またはガ
スの処理方法

高知大学長 39
塩素化ダイオキシン汚染土壌または水
の浄化法

出光興産株式会社

12 汚染環境の生物学的浄化方法 栗田工業株式会社 40
マンガンペルオキシダーゼによるダイ
オキシン分解方法および分解処理剤

メルシャン株式会社

13
焼酎蒸留残液から得られる微生物用
培地およびその製造方法

三和酒類株式会社 41
糸状菌を用いるダイオキシン分解方法
およびダイオキシン処理剤

メルシャン株式会社

14
好熱性種菌、並びに有機肥料、液状
有機肥料、及びそれらの製造方法

株式会社三六九 42 有機塩素化合物の分解方法 王子製紙株式会社

15
食用きのこ栽培廃菌床を用いたダイオ
キシン分解方法

株式会社第一興産ディアイ
ケー

43 ダイオキシン類の分解方法 出光興産株式会社

16
潤滑油フィルターの濾体エレメントのリ
サイクル方法

株式会社住本科学研究所 44
ダイオキシンなどの環境汚染物質を分
解するステビア濃縮液剤及びその製造
方法

株式会社ティーエーステビ
ア

17
ダイオキシン類の低減剤及びそれを用
いるダイオキン類の低減方法

株式会社　山有 45
ダイオキシンの分離方法及び処理方
法

東京利根開発株式会社

18
ラッカーゼを用いるダイオキシン分解
方法

メルシャン株式会社 46 生分解促進剤及び生分解方法 三井化学株式会社

19
白色腐朽菌の培養方法ならびに難分
解性物質の処理方法および処理剤

栗田工業株式会社 47
ＰＣＢｓ及び／又はダイオキシン類含有
土壌の浄化方法

太平洋セメント株式会社

20 微生物の培養方法
株式会社海洋バイオテクノ
ロジー研究所

48
微生物製剤を利用して有機性廃棄物
を高速安定分解する廃棄物処理方法

株式会社品田機械製作所

21
新規な耐熱性コラーゲン分解酵素、前
記酵素を産生する新規な微生物およ
び前記酵素の製造方法

科学技術振興事業団 49
複合微生物系によるダイオキシン分解
方法およびダイオキシン処理剤

メルシャン株式会社

22
ダイオキシンレセプター遺伝子および
その利用

住友化学工業株式会社 50 脂溶性有機化合物の分離方法 メルシャン株式会社

23
芳香族化合物及び／又はハロゲン化
有機化合物の分解能に優れる糸状菌

株式会社神戸製鋼所 51 昆虫共生微生物の分離方法 大成建設株式会社

24
有機性廃棄物の発酵分解処理方法お
よびその装置

株式会社　三協エンジニア
リング

52

微生物固定化担体用のオリゴマー及
びそのオリゴマー重合含水ゲル並びに
微生物が固定化されたオリゴマー重合
含水ゲル

日立プラント建設株式会社

25
ダイオキシン類汚染構造物の解体工
法及びダイオキシン類の浄化方法

西松建設株式会社 53
白色腐朽菌およびそれを用いたダイオ
キシン類の分解方法

近藤　隆一郎

26 有機性廃棄物の発酵分解処理装置
株式会社　三協エンジニア
リング

54 ダイオキシン分解処理方法 株式会社大林組

27 塩素化ダイオキシン類の分解方法 出光興産株式会社 55
ジベンゾフラン資化菌を用いたダイオ
キシン分解処理方法

株式会社大林組

28 塩素化ダイオキシン類の分解方法 出光興産株式会社 56
活性汚泥を用いたダイオキシン分解処
理方法

株式会社大林組
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