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1
銀の抽出回収方法における銀抽出剤
の不純物除去方法

住友金属鉱山株式会社 34 重金属捕集方法及び重金属回収方法 富士写真フイルム株式会社

2 インジウムの回収方法 株式会社日鉱マテリアルズ 35 重金属捕集方法及び重金属回収方法 富士写真フイルム株式会社

3
酸化物分散強化型白金材料の製造方
法

田中貴金属工業株式会社 36
樹脂付電子・電気部品からの金属の回
収方法

日鉱金属株式会社

4
廃棄物溶融スラグの処理方法および
装置

新日本製鐵株式会社 37 白金族系貴金属の選択的吸着剤 室町ケミカル株式会社

5
金属含有排水の処理方法および金属
含有排水からの有価金属の回収方法

新日本製鐵株式会社 38
金属の電解回収方法および金属の電
解回収装置

内田　勇

6
金属含有排水からの有価金属の回収
方法

新日本製鐵株式会社 39
金属電極からの白金族金属の回収方
法

株式会社フルヤ金属

7 亜鉛浸出残渣の湿式処理法 同和鉱業株式会社 40
水酸化インジウム又はインジウムの回
収方法

株式会社日鉱マテリアルズ

8
イリジウム、ルテニウム、ロジウムの分離
方法およびこれらの－括定量方法。

住友金属鉱山株式会社 41 インジウムの回収方法 株式会社日鉱マテリアルズ

9 使用済み熱現像材料の処理方法 コニカ株式会社 42 ルテニウムメタルの回収方法 同和鉱業株式会社

10
廃棄物溶融スラグの処理方法及び装
置

新日本製鐵株式会社 43
高純度金属の高度精製方法およびそ
の精製装置

同和鉱業株式会社

11 金属回収装置及び金属回収システム コニカ株式会社 44
金属電極からの白金族金属の回収方
法

株式会社フルヤ金属

12 インジウムの回収方法 株式会社日鉱マテリアルズ 45
ドラム缶入り粉体原料の試料採取方法
およびドラム缶入り粉体原料の試料採
取装置

住友金属鉱山株式会社

13 インジウムの回収方法 株式会社日鉱マテリアルズ 46
有機溶媒ビス（２－ブトキシエチル）
エーテルの回収方法

住友金属鉱山株式会社

14 有価金属の回収システム 川崎化成工業株式会社 47 パラジウムの回収方法 川崎化成工業株式会社

15 有価金属を回収する方法 川崎化成工業株式会社 48 金属インジウムの回収方法 株式会社日鉱マテリアルズ

16 有価金属の回収方法 川崎化成工業株式会社 49 ロジウムの結晶化精製方法 住友金属鉱山株式会社

17 高純度銀の製造方法 株式会社日鉱マテリアルズ 50 銀の回収方法 日鉱金属株式会社

18
部品を熱処理する装置及びこのような
装置を用いて電子スクラップを熱分解
する方法

アー　エル　デー　ヴァ
キューム　テクノロジーズ
アクチエンゲゼルシャフト

51 亜鉛精鉱の浸出法 同和鉱業株式会社

19 パラジウムの還元回収方法 日鉱金属株式会社 52 金属の高純度化方法 株式会社日鉱マテリアルズ

20
金属電極から白金族金属を回収する
方法

株式会社フルヤ金属 53
樹脂基材の分離回収方法、画像形成
材料用支持体、樹脂容器及び画像形
成材料

コニカ株式会社

21 パラジウムの抽出方法 日鉱金属株式会社 54 パラジウムの分離、回収方法 川崎化成工業株式会社

22 パラジウムの精製方法 日鉱金属株式会社 55
燃焼法を用いた有機系廃液からの貴
金属の回収方法および有機系廃液の
燃焼装置

三菱マテリアル株式会社

23 銅含有合金の処理方法 日鉱金属株式会社 56
高純度ルテニウムのリサイクル方法及
びリサイクルされた．．．

株式会社日鉱マテリアルズ

24
高純度ルテニウムスパッタリングター
ゲット及びその製造方法

住友金属鉱山株式会社 57 写真処理廃液から銀を回収する方法
イーストマン　コダック　カン
パニー

25 貴金属を回収する方法 日本曹達株式会社 58
金イオン及びパラジウムイオンの分離
回収方法

コスモ石油株式会社

26
金属の電気化学的回収方法および金
属の電気化学的回収装置

内田　勇 59
樹脂付電子・電気部品からの金属の回
収方法

日鉱金属株式会社

27
めっき廃液から有価金属を回収する方
法

独立行政法人産業技術総
合研究所

60 触媒金属の回収法
シップレーカンパニー　エ
ル　エル　シー

28
青化製錬処理におけるシアン処理方
法

住友金属鉱山株式会社 61 白金族元素の定量方法 住友金属鉱山株式会社

29 金属の高純度化方法 株式会社日鉱マテリアルズ 62
写真感光材料の処理方法およびシス
テム

イーストマン　コダック　カン
パニー

30
溶液からの金属回収を制御する方法
及びそのための装置

イーストマン　コダック　カン
パニー

63
樹脂に吸収された金属イオンの分離、
及び、交換器及び電気分解槽を含む
写真廃水再循環装置

ガセ、ジェラール

31 パラジウム粉末の製造方法 住友金属鉱山株式会社 64 廃棄物から金属材料を回収する方法
フォスター　ホイーラー　エ
ナージア　オサケ　ユキチュ
ア

32
廃棄されたプリント基板からの有価物
の回収法

イビデン株式会社

33 スポンジ白金の精製方法 日鉱金属株式会社 以上６４点収録

貴金属の回収方法と工程 　　　No.9456
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