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1
地熱熱水からのシリカスケール析出防
止法

三菱重工業株式会社 36
紙パルプ製造工程におけるスケール
抑制方法

伯東株式会社

2
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 37 工業用用廃水系の汚染防止方法
株式会社片山化学工業研
究所

3 尿石防止剤及び尿石防止方法 シントーファイン株式会社 38
スケール防止方法及びスケール防止
剤

栗田工業株式会社

4
高Ｃｒまたは高Ｃｒ－Ｎｉ合金用スケール
除去用組成物

住友金属工業株式会社 39 アリルエーテル系重合体の製造方法 株式会社日本触媒

5 スケール阻害方法
グレート　レイクス　ケミカル
ユアロップ．．．

40 磁薬処理によるスケール化防止方法 平成理研株式会社

6 黒液濃縮缶スケール抑制剤 タイホー工業株式会社 41
古紙脱墨パルプ製造工程におけるス
ケール抑制方法

伯東株式会社

7
硫酸カルシウム系スケール防止剤及び
防止方法

株式会社片山化学工業研
究所

42 トリアジン水性製剤
株式会社片山化学工業研
究所

8 テロマー
グレート　レイクス　ケミカル
ユアロップ　．．．

43
洗浄剤組成物、及び洗濯槽などの洗
浄方法

大塚化学株式会社

9 金属銅の溶解方法 栗田工業株式会社 44
銅を含有する金属材料の表面処理方
法

旭電化工業株式会社

10 酸化鉄スケールの溶解除去方法 栗田工業株式会社 45
トイレの配管やタンクに付着したスケー
ルの除去剤および．．．

三菱レイヨン株式会社

11 ボイラ水処理薬剤 栗田工業株式会社 46 ファウリング防止剤及び防止方法 栗田工業株式会社

12 清浄剤 株式会社工生研 47 ボイラー水系のシリカスケール処理法 平成理研株式会社

13 スライム除去法 三洋化成工業株式会社 48 スケール防止剤 栗田工業株式会社

14
無水マレイン酸共重合体及びそれを
用いたスケール防止剤

東ソー株式会社 49
スケール付着防止剤及びスケール付
着防止法

栗田工業株式会社

15 ボイラ水処理用の薬剤 栗田工業株式会社 50 冷却水系のスライム防止方法 栗田工業株式会社

16 用水の処理方法 東西化学産業株式会社 51 冷却水系のスライム防止方法 栗田工業株式会社

17 逆浸透膜表面のスケール抑制方法 伯東株式会社 52
スケール付着防止剤及びスケール付
着防止法

栗田工業株式会社

18 スライム防除剤
株式会社エス・ディー・エス
バイオテック

53 水溶性重合体およびその用途 ジェイエスアール株式会社

19
硫酸カルシウム及び硫酸バリウムの阻
害剤としてのポリアスパラギン酸

ドンラー・コーポレイシヨン 54 水溶性重合体およびその用途 ジェイエスアール株式会社

20
硬度成分とシリカが結合したスケール
を除去するスケール除去剤

三浦工業株式会社 55 スケール防止方法 栗田工業株式会社

21
炭酸カルシウム及びリン酸カルシウム
の阻害剤としてのポリアスパラギン酸

ドンラー・コーポレイシヨン 56 スケール防止方法 ジェイエスアール株式会社

22 スケール溶解方法 栗田工業株式会社 57 スケール防止方法 栗田工業株式会社

23 水系のスライム付着防止方法 栗田工業株式会社 58
スケール付着防止装置及びスケール
付着防止方法

栗田工業株式会社

24 水処理方法 栗田工業株式会社 59
カルシウム系スケールの防止剤組成
物、及び水系での．．．

栗田工業株式会社

25
（メタ）アクリル酸系共重合体およびそ
の製造方法

株式会社日本触媒 60 スケール除去及び防止剤 大塚化学株式会社

26 ボイラ系統の水処理方法 三浦工業株式会社 61 スケール付着防止方法 栗田工業株式会社

27
スケール化塗料スラッジ除去用水性ア
ルカリ洗浄剤及び．．．

日本パーカライジング株式
会社

62
アルミニウム部材表面の処理剤及び処
理方法

原電事業株式会社

28
水系におけるスケール発生を防止する
スケール抑制組成物

キヤノン株式会社 63 スケール付着防止方法及び防止装置 栗田工業株式会社

29
クラフトパルプ洗浄漂白工程のスケー
ル防止方法

栗田工業株式会社 64 冷却水の処理方法 栗田工業株式会社

30
熱交換器のケイ酸塩含有スケールの
付着防止及び除去方法

豊産業株式会社 65 冷却水系のスケール防止方法 栗田工業株式会社

31 シリカ系スケール防止方法 伯東株式会社 66 製糖過程でのスケールの調整方法
コオペラテイエ　コスン
ユー．エイ．

32
古紙脱墨パルプ製造工程におけるス
ケール抑制方法

伯東株式会社 67 シリカおよびシリケートの沈積の抑制
ベッツディアボーン・イン
コーポレーテッド

33 スライム剥離剤及びスライム剥離方法 栗田工業株式会社 68
抗菌エマルジョンを使用する水性媒質
中の生物付着制御方法

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

34
スケール防止剤及びスケール防止方
法

堺化学工業株式会社 69
安定化臭素溶液、生物付着制御のた
めのその製造方法および使用

ナルコ　ケミカル　カンパ
ニー

35 スケール形成防止剤組成物 中國石油股ふん有限公司 以上６９点収録
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