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1 地盤強化方法、並びに圧入管理方法
強化土エンジニヤリング株
式会社

31 石炭灰の改質方法 住友大阪セメント株式会社

2 コンクリートの調製方法 中国電力株式会社 32 コンクリート用細骨材並びにコンクリート 財団法人電力中央研究所

3
排ガス浄化剤及び有害微量元素を捕
捉する方法

中国電力株式会社 33 フライアッシュ強化熱可塑性樹脂 積水化学工業株式会社

4
流動床ボイラ燃料製造供給設備から
回収した粗粒の再利用方法および再
利用システム

中国電力株式会社 34
無機性汚泥を主原料とする土砂代替
材の製造方法

有限会社三友

5 撒きだし装置 中国電力株式会社 35 無機質発泡成形体及びその製造方法 株式会社ベルテック

6 撒きだし装置 中国電力株式会社 36 水質浄化剤及びその製造方法 株式会社アムロン

7 混合装置 中国電力株式会社 37 有害微量元素溶出抑制方法 中国電力株式会社

8
高空隙率土木・建築材料及び堤体用
ドレーン材料

新日本石油株式会社 38
有害微量元素の溶出を抑制する溶出
防止剤、溶出抑制方法、及び微粉炭
燃焼方法

中国電力株式会社

9
低ホウ素ガス石炭燃焼方法及び低溶
出燃焼灰の製造方法

財団法人電力中央研究所 39
有機系廃棄物を利用した有害微量元
素溶出抑制方法

中国電力株式会社

10
地中充填材および土構造物の補修工
法

鹿島建設株式会社 40 有害微量元素溶出抑制方法 中国電力株式会社

11 コンクリート並びにコンクリート養生方法 財団法人電力中央研究所 41
有害微量元素溶出抑制剤添加量算出
方法及びこれを用いた有害微量元素
溶出抑制方法

中国電力株式会社

12 石炭灰スラリーの品質判定方法 国立大学法人九州大学 42 有害微量元素溶出抑制方法 中国電力株式会社

13 防草シート 中国電力株式会社 43
水溶性六価クロム低減セメント組成物
及びその製造方法

宇部興産株式会社

14
重金属及び／又は非金属を含有する
媒体の処理方法

日本板硝子株式会社 44
水溶性六価クロム低減セメント組成物
及びその製造方法

宇部興産株式会社

15
セメント系組成物用石炭灰スラリーの
製造方法、並びに、セメント系組成物

ＥＡＣＬＥ有限会社 45
石炭灰粉末高含有セメント組成物用混
和材、並びにこれを含有する石炭灰粉
末高含有セメント組成物および・・・

太平洋マテリアル株式会社

16
石炭ガス化スラグの加熱発泡特性と最
適焼成温度の予測方法並びにそのプ
ログラム

財団法人電力中央研究所 46
成形体用混和材、成形体、及び成形
体の製造方法

独立行政法人国立高等専
門学校機構

17
石炭灰を原料とした傾斜機能材料及
びその製造方法

中国電力株式会社 47
石炭灰を使用した地盤改良工法用改
良材スラリー

株式会社エネルギア・エコ・
マテリア

18 花卉用人工培地 株式会社河北晃樹園 48 地盤注入工法
強化土エンジニヤリング株
式会社

19
改質灰、改質灰の製造方法及びセメン
ト組成物

宇部興産株式会社 49
加圧流動床複合発電における流動材
の再利用方法及びその設備

中国電力株式会社

20
石炭灰による人工ゼオライト製造方法
およびその装置

川上  行雄 50 粉体輸送方法および粉体輸送装置 宇部興産株式会社

21
クリンカアッシュ冷却用循環水処理装
置およびそれを備えた石炭焚きボイラ
保有設備

電源開発株式会社 51 土壌浄化安定剤 長良バイオニクス株式会社

22
吹付けコンクリート用骨材組成物及び
吹付け用コンクリート

中国電力株式会社 52 土質改良方法 中国電力株式会社

23
石炭灰を原料とする粒状固化体の製
造方法及びその装置

カワサキプラントシステムズ
株式会社

53 燃焼排ガス処理方法及び処理装置 太平洋セメント株式会社

24 石炭灰造粒物及びその製造方法 宇部興産株式会社 54
軽量セラミックス及び該軽量セラミック
スからなる断熱材並びに軽量セラミック
スの製造方法

株式会社レイセキ

25 干潟土壌改良工法
株式会社シーマコンサルタ
ント

55 無機複合硬化物およびその製造方法 栃木県

26
工業用の改質フライアッシュとその製
造方法

有限会社大分ＴＬＯ 56 保水性ブロックの製造方法 東京電力株式会社

27 セラミック焼成体及びその製造方法
財団法人北九州産業学術
推進機構

57 固化処理土及び固化処理方法 中国電力株式会社

28 人工骨材の製造方法 太平洋マテリアル株式会社 58
環境保全土壌及びこれを用いた環境
保全花壇の造園方法

樹林株式会社

29 アロフェン組成物及びその製造方法 中国電力株式会社 59 電圧機器用絶縁性組成物 株式会社明電舎

30 石炭灰造粒物 宇部興産株式会社 60 高電圧機器用絶縁性組成物 株式会社明電舎

61
組成調整された石炭ガス化スラグの製
造方法

財団法人電力中央研究所
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