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1 光分解性地表浄化剤 曽良　カヨ子 31
珪酸カルシウムおよびゼオライト類を含
有する樹脂組成物並びにゴム組成物

逸見　彰男

2
石炭灰人工ゼオライトによる海域の浄
化方法

財団法人電力中央研究所 32
海洋深層水よりミネラルウォーターを製
造する方法

逸見　彰男

3 軽質石炭灰水処理材 原田　光 33 人工ゼオライト及びその製造方法 電源開発株式会社

4 人工ゼオライトの製造方法 長谷川　善成 34
燐酸アルミニウムを主成分とする素材
の資源化方法

三重県

5
ゼオライト製造方法およびゼオライト製
造装置

蓮山　伸子 35
人工ゼオライトの製造方法と該方法に
用いる製造装置

太洋マシナリー株式会社

6
人工ゼオライトを不織布に展着させる
方法、不織布製品および不織布製品
の使用方法

有限会社ワークソガベ 36 ゼオライト硬化体の膨張低減方法 太平洋セメント株式会社

7
鉄含有人工ゼオライトおよびその製造
方法

逸見　彰男 37
人工ゼオライト利用によるセメント系固
化土における重金属溶出量を低減さ
せる方法

逸見　彰男

8
未燃焼炭素を高含有する石炭灰のゼ
オライト系資材化方法

逸見　彰男 38 硬化体の製造方法 太平洋セメント株式会社

9
魚介類加工残滓より重金属を除去する
方法および魚介類加工残滓より液体
肥料を製造する方法

逸見　彰男 39
人工ゼオライトの製造方法および人工
ゼオライトの製造装置

逸見　彰男

10 ゼオライトの製造方法 逸見　彰男 40
抗菌性合成樹脂組成物及びその製造
方法、並びに防藻性漁網

江口　賢次郎

11
干潟、浅海域およびマングローブにお
ける土壌改良方法

逸見　彰男 41
廃棄物最終処分場における有害汚染
物の拡散防止方法

坂上　越朗

12 再生廃食用油の製造方法 小笠原　玉 42
人工ゼオライトの製造方法およびその
製造装置

逸見　彰男

13
排気ガス浄化法及び排気ガス浄化装
置

電源開発株式会社 43 人工ゼオライト混合園芸用培養土 森藤　博仁

14 ゼオライト硬化体の製造方法 太平洋セメント株式会社 44
抗菌性とガス吸着性とを備えた石膏
ボード及びその製造方法

坂上　越朗

15 廃食用油浄化装置 小笠原　玉 45
閉鎖性水域における水質の自己修復
による浄化方法

宮津商工会議所

16 ゼオライト硬化体の製造方法 太平洋セメント株式会社 46
人工ゼオライトの製造におけるイオン
変換方法

太洋マシナリー株式会社

17
未燃焼炭素を高含有する製紙スラッジ
焼却灰のゼオライト系資材化方法

逸見　彰男 47
パーライト鉱石による人工ゼオライト及
びこれを利用して得られる工業資材

小笠原　玉

18
珪酸４配位アルミニウム塩類およびそ
の製造方法並びに珪酸４配位アルミニ
ウム塩類を用いた．．．

逸見　彰男 48
誘導によるゼオライトの合成法および
ゼオライト組成物

安藤　生大

19
耐候性を備えたコンクリート中性化防
止方法及びそのセメント組成

逸見　彰男 49
アルミニウムドロスを出発原料とする人
工ゼオライト組成物の製造方法

坂上　越朗

20
アルミニウム型枠のアルカリ洗浄廃液
からの白色人工ゼオライト製造方法お
よびその装置

逸見　彰男 50
人工ゼオライトの製造方法及び発泡真
珠岩の製造方法

株式会社ゼオテック

21 ダイオキシン類の吸着材 三浦工業株式会社 51 人工ゼオライトの製造方法 株式会社ゼオテック

22
珪酸およびアルミニウムを含む物質を
原料とするゼオライトの合成方法

逸見　彰男 52
加熱反応管接触による連続式白色人
工ゼオライト組成物の製造方法及びそ
の装置

坂上　越朗

23
アルマイト製造プロセスにおける酸性
廃液からの白色人工ゼオライト製造方
法およびその資材

逸見　彰男 53 人工ゼオライトの製造方法 株式会社ゼオテック

24 ダイオキシン類の除去方法 三浦工業株式会社 54 人工ゼオライトの製造方法及び装置 有限会社新日本ゼオライト

25 天然パーライトの改質方法 逸見　彰男 55 内装用塗材 三浦　広宣

26 人工ゼオライトの製造方法 太平洋セメント株式会社 56
人工ゼオライト組成凝集剤及びそれを
用いた汚水処理方法

坂上　越朗

27
禾本科植物からの人工ゼオライト製造
方法

逸見　彰男 57
無機化した有機性廃棄物と人工ゼオラ
イトによる再資源化方法

株式会社プランテック

28
人工ゼオライト含有、セメントおよびセメ
ント系固化材

逸見　彰男 58
ＮＨ４型人工ゼオライトの製造方法及
びＮＨ４型人工ゼオライトを混入して成
るコンクリート構築物

有限会社新日本ゼオライト

29
ゼオライト系化合物を含有するポリスチ
レン系樹脂組成物

鐘淵化学工業株式会社 59 石炭灰の保管廃棄方法 株式会社ゼオテック

30
人工ゼオライトを吸着積層させた壁紙
とその製造方法

鈴木　三郎 以下４０点省略

人工ゼオライトの製造加工方法 　　No.9657
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