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1
管体の熱特性測定方法、センサーユ
ニット及び装置

京都電子工業株式会社 38 汚染状況監視方法及びその装置
株式会社片山化学工業研
究所

2 水位検出用電極棒のクリーニング装置 三浦工業株式会社 39 スライム検知装置 栗田工業株式会社

3 水位検出用電極棒のクリーニング装置 三浦工業株式会社 40
薬注制御装置及びスケール又はスライ
ム付着予測装置

栗田工業株式会社

4 炉壁清掃装置 関西電力株式会社 41 スケール又はスライム付着検知装置 栗田工業株式会社

5
スケール抑制剤としての硼酸化合物の
監視方法

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー 42

ボイラ伝熱管またはボイラ壁面の摩耗
検査方法および検査液

バブコック日立株式会社

6
循環水路系の水質管理方法及び水質
管理表

大江　武男 43
紙パルプ製造工程のスライム発生状況
を評価する方法およびスライムコント
ロール方法

伯東株式会社

7 硫黄含有量の測定方法 タイホー工業株式会社 44 ボイラの付着物判定方法 荏原ボイラ株式会社

8 用水中のスライム障害の処理方法
株式会社片山化学工業研
究所 45 過熱器スプレ制御装置

石川島播磨重工業株式会
社

9
伝熱管外付着スケールの除去制御装
置

バブコック日立株式会社 46 スライム又はスケール付着検知装置 栗田工業株式会社

10 熱交換器の汚れ係数の推定方法 栗田工業株式会社 47 スライム又はスケール付着検知装置 栗田工業株式会社

11 カルシウムスケーリング防止方法 住友重機械工業株式会社 48 スケール又はスライム付着検知装置 栗田工業株式会社

12
ブロー制御点検知装置及びスケール
付着防止装置

西部ガス冷温熱株式会社 49 スケール又はスライム付着検知装置 栗田工業株式会社

13
熱交換器の汚れ状態の推定方法及び
洗浄方法

栗田工業株式会社 50
ボイラの熱伝導率低下物質付着判断
装置

株式会社サムソン

14
蒸気発生装置その他の装置に設けた
スケール付着検出装置

株式会社日阪製作所 51 小径管用探査装置 株式会社コーナン

15
溶液濃縮度検出機能付電極式水処理
装置

株式会社ガスター 52
電磁超音波探傷装置及び磁歪効果を
用いる超音波探傷方法

新日本非破壊検査株式会
社

16 熱抵抗測定方法及びその装置 京都電子工業株式会社 53 ボイラへの給水供給の監視方法と装置
シーメンス　アクチエンゲゼ
ルシヤフト

17 ボイラー供給水の水処理方法 株式会社サムソン 54 小径管用探査装置 株式会社コーナン

18 ボイラ伝熱管の寿命診断方法
石川島播磨重工業株式会
社 55

清浄蒸気発生装置における蒸発器の
洗浄時期検出装置

進栄株式会社

19 ボイラ用水管のスケール付着判定方法 三浦工業株式会社 56
細菌性スライム障害の予測方法及び防
止方法

アクアス株式会社

20 鋼材熱履歴診断方法及び診断装置 バブコック日立株式会社 57 水系の障害予測方法及び装置 栗田工業株式会社

21 スケール生成量監視装置 バブコック日立株式会社 58 水処理用薬品の濃度管理方法 東西化学産業株式会社

22 ボイラ伝熱管の外表面補修方法 バブコック日立株式会社 59 スライム形成モニター装置 シントーファイン株式会社

23 短管式スライム成長量測定装置 栗田工業株式会社 60 冷却用管路の目詰り検出装置 本田技研工業株式会社

24 スライム成長モニター 栗田工業株式会社 61 水系の水処理方法 栗田工業株式会社

25 管内面のスケール厚さ測定装置 バブコック日立株式会社 62 ボイラ水壁管の過熱損傷診断方法 バブコック日立株式会社

26 製紙系用スケールモニタ 栗田工業株式会社 63 伝熱管の余寿命評価装置 中部電力株式会社

27 スライム検知装置 栗田工業株式会社 64
ボイラにおける水管のスケ－ル付着判
定方法

三浦工業株式会社

28
スライム検知装置及びスライム防止装
置

栗田工業株式会社 65 蒸発濃縮装置 オルガノ株式会社

29
管内面のスケール厚さ測定方法及び
装置

バブコック日立株式会社 66
開放循環式冷却水系のスライムポテン
シャル測定方法及び微生物障害の防
止方法

栗田工業株式会社

30 ボイラのスケール堆積検出装置 株式会社サムソン 67 配管内面スケールの厚さ測定システム 日本パナメトリクス株式会社

31 蒸気ボイラの缶水濃縮防止方法 株式会社サムソン 68 配管等構造体における膜厚測定方法 非破壊検査株式会社

32
管内面のスケール厚さ測定装置および
方法

三菱重工業株式会社 69
循環冷却水の濃縮度管理方法および
その装置

アクアス株式会社

33 生物処理装置 栗田工業株式会社 70 水系のスケール防止方法
旭硝子エンジニアリング株
式会社

34 蒸気発生装置 ジューキ株式会社 71 配管等構造体における膜厚測定方法 非破壊検査株式会社

35 白水回収装置 栗田工業株式会社 72 ボイラ管スケール溶解試験装置
栗田エンジニアリング株式
会社

36
ボイラにおけるスケール除去剤の注入
方法

三浦工業株式会社 73
クリープ寿命の評価方法及び硬さの測
定方法

三菱重工業株式会社

37 チューブ内面のスケール厚さ測定方法
石川島播磨重工業株式会
社 74

異物衝突による損傷評価方法及びこれ
に用いる評価装置

九州電力株式会社

以下２５点省略
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