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31 セリウムの回収方法 三菱化学株式会社

1 廃棄されたＮｉ－ＭＨ二次電池及びＮｉ
－ＭＨ二次電池廃極板から有価物を
回収する方法

工業技術院長 32 希土類金属を含有する合金スクラップ
の回収方法

信越化学工業株式会社

2 固定化ルイス酸触媒 小林　修 33 希土類元素含有物からの有価組成物
の回収方法、及びこれにより得られた
合金粉末

住友金属鉱山株式会社

3 ミッシュメタルならびにその合金の不純
物低減方法

三井金属鉱業株式会社 34 酸化レアアース系廃研磨材の回収方
法

三井金属鉱業株式会社

4 水素吸蔵合金の酸素低減方法 三井金属鉱業株式会社 35 テルビウムの回収方法 三菱マテリアル株式会社

5 使用済みニッケル水素２次電池からの
有価金属の回収方法

住友金属鉱山株式会社 36 ネオジムとプラセオジムとの分離方法
及び分離装置

三井金属鉱業株式会社

6 ニッケル水素二次電池からの有価金
属回収方法

三井金属鉱業株式会社 37 少なくとも１種類の酸素化希土類化合
物を含有する有機ゾル、該ゾルを合成
する方法、および触媒作用のための該
ゾルの用途

ロディア　シミ

7 金属スカンジウムの脱酸素方法 三菱マテリアル株式会社

8 希土類金属粉末製造用原料希土類金
属およびそれを用いた希土類金属粉
末の製造方法

信越化学工業株式会社 38 セリウムの回収方法 三菱化学株式会社

9 各種金属化合物を含む複合体からタ
ンタル化合物及び／又はニオブ化合
物を回収する方法

ファンスチール　インコーポ
レイテッド

39 セリウムの回収方法 三菱化学株式会社

10 金属元素の溶媒抽出法 信越化学工業株式会社 40 廃ニッケル・水素二次電池からの有価
物回収方法

三井金属鉱業株式会社

11 密閉型電池部材の回収方法及び回収
装置

キヤノン株式会社 41 使用済希土類元素系研摩材からの希
土類元素の回収方法

三井金属鉱業株式会社

12 廃セリウム研摩材からの研摩材原料の
回収方法

三井金属鉱業株式会社 42 使用済み酸化物燃料の還元装置およ
びその還元方法

株式会社東芝

13 磁石用希土類元素系合金粉末の製造
方法

住友金属鉱山株式会社 43 希土類元素の回収方法 工業技術院長

14 流体抽出 アイダホ　リサーチ　ファウ
ンデーション　インコーポレ
イテッド

44 希土類元素及びコバルトの回収方法 工業技術院長

15 使用済みニッケル－金属水素化物蓄
電池からの金属の回収方法

ヴアルタ　バツテリー　アク
チエンゲゼルシヤフト

45 希土類金属の切削片屑の回収方法 信越化学工業株式会社

16 使用済みニッケル－金属水素化物蓄
電池からの金属の回収方法

ヴアルタ　バツテリー　アク
チェンゲゼルシヤフト

46 廃棄蛍光材からレアメタル成分を選択
分離する方法

齋藤　文良

17 酸化ジルコニウムと酸化セリウムを基材
とした組成物、その製造法及び用途

ローヌプーラン　シミ 47 光学ガラスの回収処理システム 松下電器産業株式会社

48 合金粉末製造装置 石川島播磨重工業株式会
社

18 アクチノイド元素とランタノイド元素の分
離方法

石川島播磨重工業株式会
社

49 画像表示装置とその解体処理方法と
部品の回収方法

キヤノン株式会社

19 光学ガラス汚泥からレアアースメタル成
分を回収する方法

キヤノン株式会社 50 希土類オキシ硫化物粉末の製造方法 シーメンス　アクチエンゲゼ
ルシヤフト

20 希土類金属化合物の抽出方法 齋藤　文良 51 酸化鉱石からニッケルとスカンジウムを
回収する方法

大平洋金属株式会社

21 研磨材の回収方法 福島県 52 少なくとも一種の希土類塩、ホウ酸及
び塩基を共に反応させる希土類ホウ酸
塩の製法

ロディア　シミ

22 希土類金属イオンの分離回収方法 大八化学工業株式会社 53 金属酸化物コーティングしたＳｉＣ発泡
触媒支持体及び対応する触媒システ
ム

ペシネイ　ルシェルシュ

23 希土類元素の抽出剤および抽出方法 信越化学工業株式会社

24 鉄ニッケル合金からの鉄・ニッケル分
離方法

石川島播磨重工業株式会
社

25 希土類金属イオンの抽出分離方法 工業技術院長

26 廃研摩材からの希土類系研摩材原料
の製造方法

三井金属鉱業株式会社

27 希土類酸化物の回収方法 工業技術院長

28 金属粉末および薄片の溶解方法 山陽特殊製鋼株式会社

29 セリウムの回収方法 三菱化学株式会社

30 セリウムの回収方法 三菱化学株式会社
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