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1 ピツチの抑制法
デイアーボーン・ケミカル・
カンパニー・リミテツド

31
ピッチ抑制のためのカオリン粘土処理
方法及び処理された粘土

ジェイ．エム．ヒューバー
コーポレイション

2 紙の抄造法 荒川化学工業株式会社 32 紙の製造方法 住友化学工業株式会社

3 ピッチ吸着剤 水澤化学工業株式会社 33
シュウ酸カルシウムスケールの防止方
法

栗田工業株式会社

4
樹脂分または固着物質の付着を防止
する方法

カルゴン・コーポレイシヨン 34
超低嵩密度、高比表面積、高多孔性
を有するアルミナ又はアルミナ水和
物、その製造方法並びに用途

水澤化学工業株式会社

5
パルプ製造及び製紙プロセスでのピッ
チの析出を抑制する方法

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

35 再製紙原料の製造方法 仙北谷　光霊

6
ピッチコントロール剤およびピッチコント
ロール方法

伯東株式会社 36 古紙のパルプ化方法 株式会社ブイエムシー

7 強度特性の優れたスタンパブルシート 川崎製鉄株式会社 37 紙製造中の泡立ちの低減
エクソン　ケミカル　パテンツ
インコーポレイテッド

8
新聞古紙パルプのピッチコントロ－ル
方法

本州製紙株式会社 38
ＤＡＤＭＡＣ／ビニルトリアルコキシシラ
ン・コポリマーと廃水処理におけるその
使用

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

9 填料含有紙の製造方法 アライド・コロイズ・リミテツド 39 製紙用ピッチ抑制剤 東邦化学工業株式会社

10
ピッチコントロール剤およびピッチコント
ロール方法

伯東株式会社 40 製紙機の汚れ付着防止方法 栗田工業株式会社

11
ピッチコントロール剤およびピッチコント
ロール方法

伯東株式会社 41
ピッチコントロール剤及びピッチ障害防
止方法

栗田工業株式会社

12
パルプ及び製紙系におけるピッチ析出
の制御方法

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

42 オゾンによるピッチトラブル防止方法 日本製紙株式会社

13
ストーンロールからの湿紙の剥離性の
改善方法

株式会社日新化学研究所 43
ピッチコントロール剤及びピッチコント
ロール方法

栗田工業株式会社

14
抄紙ドライヤー工程用汚れ付着防止
剤

タイホー工業株式会社 44
ストーンロールからの湿紙の剥離性の
改善方法

株式会社日新化学研究所

15 製紙機械表面上のピツチ減少
ダブリュ・アール・グレイス・
アンド・カンパニー・コネテイ
カット

45 パルプ中のピッチ除去方法 王子製紙株式会社

16 白腐れ菌によるピッチ分解法
サンド・アクチエンゲゼルシ
ヤフト

46
紙パルプ製造系のスケール防止方法
およびスラリー

栗田工業株式会社

17
無機質および／または充填剤および
／または顔料の高濃度水性懸濁液

プリユス－スタウファ　アー
ゲー

47 漂白パルプの製造方法 王子製紙株式会社

18
紙用の蛍光増白剤、紙塗工用組成
物、表面処理紙および内添紙

日本合成ゴム株式会社 48 バクテリアで材を処理するための方法
クラリアント　ファイナンス
（ビーブイアイ）リミティド

19
抄紙工程における微生物の抑制なら
びにスライム及びピッチによる堆積物
処理剤

大和化学工業株式会社 49
白色腐敗真菌による予備処理により化
学パルプ処理工程の効率を高める方
法

クラリアント　ファイナンス
（ビーブイアイ）リミティド

20
ピッチコントロール剤及びピッチ障害の
抑制方法

株式会社日新化学研究所 50 工業用抗菌剤組成物および抗菌方法 シントーファイン株式会社

21 改良ピッチコントロール剤
イーシーシー　インターナ
ショナル　リミテッド

51 工業用抗菌剤組成物および抗菌方法 シントーファイン株式会社

22
ピッチ付着防止剤およびそれを用いた
ピッチ付着防止方法

第一工業製薬株式会社 52 工業用抗菌剤組成物および抗菌方法 シントーファイン株式会社

23 白腐れ菌によるピッチ分解法 サンド　リミティド 53 酵素によるピッチトラブル防止法 日本製紙株式会社

24
混合熱帯広葉樹パルプからピッチを除
去する方法

ベロイト・テクノロジーズ・イ
ンコーポレイテッド

54
パルプの白色度低下を防止した微生
物によるピッチコントロール法

日本製紙株式会社

25

微生物による木材疎水性成分の分解
除去方法、並びに、微生物による改質
されたメカニカルパルプの生産方法及
びその方法により得られる．．．

日本製紙株式会社 55
古紙脱墨工程あるいは抄紙工程にお
けるスケール洗浄方法

伯東株式会社

26
無機質および／または充填剤および
／または顔料の高濃度水性懸濁液

プリユス－スタウファ　アー
ゲー

56 製紙工程におけるスケール防止方法 栗田工業株式会社

27 ピッチコントロール方法 伯東株式会社 57 パルプ中のピッチ除去方法 王子製紙株式会社

28 新聞用紙およびその製造方法 住友化学工業株式会社 58 ピッチ付着抑制剤 日本油脂株式会社

29 紙の抄造方法 日本製紙株式会社 59
パルプおよび製紙系における堆積を
抑制するための組成物および方法

ベッツディアボーン・イン
コーポレイテッド

30 紙の製造 アライド・コロイズ・リミテツド 60
パルプおよび製紙系における有機汚
染物質堆積を抑制するための方法

ベッツディアボーン・イン
コーポレイテッド
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