
バナジウム資源について 

中山 健 

2012年2月8日 

平成２３年度第１１回金属資源関連成果発表会 



2 

身近にあるバナジウム 

飲料水中のV：5μg/ｌ 
富士山天然水中のV：6.2～133μg/ｌ 
富士山の火山岩中のV:300～400ppm 

 

(http://dp18017030.lolipop.jp/VNT116.html) 

褐鉛鉱 (vanadinite)（Pb3(VO4)3Cl) 

モロッコ産 

55×45×20mm 
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フェロバナジウム(FeV) 

ホヤ等脊索動物に濃集 

(http://uolog.npo-iwate.jp/) 



56,823t 

2008年V消費 
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バナジウムの用途 

・靭性 

・耐熱性 

・耐摩耗性 

 

鋼に添加すると 

が増し、加工性が 

向上する。 

航空機 

橋梁 

自動車 

工具類 
(http://www.hitachi-metals.co.jp/) 

(http://toyota.jp/sp/zeisei/car/) 

建設用機械 

(http://www.sumitomometals.co.jp/) 

ラインパイプ 

石油タンク 
(JOGMEC資料） 

（ハイテン鋼 

非調質鋼など） 

（構造材、工具類など） 

（Ti-Al-V合金） 



世界初1.2GPa級高成形性超ハイテン材（冷間プレス用超高張力鋼板）を開発 

―2013年発売の新型車から採用、台あたり約15kgの軽量化が可能に― 

 

(http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2011/_STORY/111005-01-j.html) 
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加工性と強靭性の追求 



特殊鋼種類 バナジウム使用割合 

高張力低合金鋼 

(Nb-Ti-V) 

0.03～0.4% 

工具鋼 

(W-Mo-V) 

1.0～5.0% 

鍛造鋼 

（中炭素） 

低合金フェライト鋼 

0.03～0.2% 

 

0.2～0.7% 

(Ye, 2005) 

特殊鋼のバナジウム使用割合 
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6 (WSA, 2011 、工業レアメタルなどから作成) 

粗鋼生産量 vs. バナジウム消費量 



バナジウム 

スラグ 

(6-24%) 

重油焼却灰 

石油精製残渣 

(5-15%) 

黒色頁岩 

(0.2-0.5%) 

磁鉄鉱 
(0.5-1.5%) 

触媒 
(2-3%) 

燐鉱石 
(0.2-0.3%) 

原油 
(～350ppm) 

ﾎﾞｰｷｻｲﾄ 

廃触媒 

(+5%) 

メタバナジン酸アンモニウム 

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ酸化物 

鉄鋼用 

ﾌｪﾛﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 

(Mitchell, 2005 に加筆 ) 

ﾁﾀﾝ合金用ｱﾝﾓﾆ
ｳﾑ・ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ・ﾏｽ
ﾀｰ合金 

金属ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 

化学用 

触媒用 

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 

ｱﾙｶﾘ・ﾘｰﾁﾝｸﾞ 塩焙焼 酸ﾘｰﾁﾝｸﾞ 

水/酸/ｱﾙｶﾘ・ﾘｰﾁﾝｸﾞ 

バナジウム原料と回収フロー 

残渣 

ウラン鉱石 
(0.1-1.3%) 

赤字はV2O5含有量 
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元素の地殻存在度  

（コモン・メタルよりも多いバナジウム） 

親石元素（親鉄、親生の傾向も） 

親銅元素 

親鉄元素 

ク
ラ
ー
ク
数

 

原子番号 



地球上に豊富な金属 

Fe, Al, Si, Ti, Mn, Mg 

地殻存在度が高く、大量 

の資源量が見込まれる。 

枯渇の危険性 少ない 

ベースメタル フェロアロイ系の金属 主産物レアメタル 副産物レアメタル 

有害性が高い金属 貴金属 

Cu, Zn, Sn 

地殻存在度が低いにも 

かかわらず、過去より大 

量消費が続いている。 

枯渇の危険性 大きい 

Ni, Cr, Mo など 

資源量に余裕はあるが、 

鉄の消費に連動して今後 

も大量消費が予想される。 

枯渇の危険性 中程度 

V, Nb, Ta,希土類など 

開発の歴史が浅く、 

資源量にまだ余裕がある。 

枯渇の危険性 少ない 

Ge, In, Bi, Reなど 

ベースメタルの副産物で 

あるため、ベースメタルの 

供給に影響を受ける。 

枯渇の危険性 大きい 

Pb, Hg, Cd, As 

公害や人体への影響に 

最大限の注意を払って 

利用・処理すべき。 

枯渇の危険性 少ない 

Au, Pt 

価値の高い金属であるた 

め、リサイクルや鉱床の 

探査も活発に行われる。 

枯渇の危険性 少ない 

地球上に乏しい金属 

ベースメタル 

フェロアロイ系 

主産物レアメタル 

副産物レアメタル 

有害性の高い金属 

貴金属 

(安達, 2007) 
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各元素ごとの利用状況と将来予測 
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経済的重要度 

供
給
リ
ス
ク

 

クリティカル・マテリアルズ14種 

(European Commission, 2010) 

ヨーロッパ委員会によるクリティカル・マテリアルズ 

バナジウム 
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バナジウムは 

「埋蔵および生産が極少数の国に偏し、ほぼ全量を特定国からの輸入に依存せざるを 

得ないため、各種要因により供給途絶の危険性があるもの」に相当 

（通商産業省昭和59年度策定レアメタル総合対策による定義） 

(Mineral Commodity Summaries, 2011) 

米国地質調査所による世界のバナジウム鉱山生産量と埋蔵量 

(t) 

13,600 kt 

鉱山生産量推移 埋蔵量 

(Mineral Commodity Summaries, 2011) 
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（要注意：３カ国以外に資源が無い訳ではない） 



  鉱床タイプ 代表鉱床もしくは地域 

磁
鉄
鉱
関
連
鉱
床 

①正マグマ性含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床   

       塩基性・超塩基性層状貫入岩体 
Mapochs, Ba Magopa (南アフリカ）、
Panzhihua (中国） 

       アラスカ・ウラル型帯状超塩基性貫入岩体 Kachkanarskoe, Pervouralskoe （ロシア） 

②含バナジウムIOCG型磁鉄鉱鉱床（Kiruna型） El Romeral（チリ） 

③砂鉄鉱床 Taharoa （ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） 

有
機
物
関
連
鉱
床 

④含バナジウム砂岩型ウラン鉱床 
Colorado Plateau（米国）、Naglia Basin（豪
州） 

⑤黒色頁岩型バナジウム鉱床 Green Giant（マダガスカル）、Daquan（中国） 

⑥含バナジウム・ オイルシェール、タールサンド、重質油 Julia Creek（豪州）、Minasragara（ペルー） 

⑦含バナジウム燐鉱床 Western Phosphate Field （米国） 

そ
の
他 

⑧含バナジウム・アルカリ変質粘土鉱床 Potash Sulfur Springs （米国） 

⑨含バナジウム非硫化型鉛・亜鉛鉱床 Berg Aukas、Abenab（ナミビア） 

⑩含バナジウムIOCG型ウラン鉱床（Olympic Dam型) Valhalla （オーストラリア） 
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バナジウムを含む鉱床タイプ 



磁鉄鉱は逆スピネル構造を持ち、酸化物イオンが立方最密パッキングに並ぶ。 

Fe2+イオンはすべて八面体型の隙間に入り，Fe3+イオンは，半分は四面体型の隙間，半分は 

八面体型の隙間に入る。 

磁鉄鉱（Fe3+ (Fe2+Fe3+ )O4 ）とウルボスピネル（Fe2+(Ti4+Fe2+ )O4 ） は連続固溶体を形成し、 

V3+とV4+が八面体サイトのFe3+およびTi4+を置換してバナジウムを含むチタン磁鉄鉱を形成する。  

 

 

 

(http://www.ne.jp/asahi/iwamizawa/baraken/Crystal-model/Crys-FeO/Fe-FeO3.htm) 

  

(www.phys.konan-u.ac.jp/~qnl/event/2006-12-02/Kobori06.pdf) 
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磁鉄鉱に含まれるバナジウム 
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輝石 

斜長石 

磁鉄鉱 

マグマ溜り 結晶の沈積 マグマ残液 

磁鉄鉱層 

層状貫入岩体 

磁鉄鉱層（鉱床）のでき方 



15 (Cawthorn and Walraven, 1998) 

(Klemm et al., 1985) 

南アフリカ・Bushveld層状貫入岩体中の含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床 
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南アフリカ・Bushveld層状貫入岩体中の含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床 

Bushveld岩体の上部ゾーンには２０数枚の磁鉄鉱層が確認されている 

（左柱状図の赤横棒線）。この磁鉄鉱層と岩石中に散在する磁鉄鉱に含まれる 

V2O5含有量を右側に示す。下位から上位にかけて減少する。現在採掘対象 

となっているのは下位にある主磁鉄鉱層で、厚さは2m前後である。 



中国攀枝花(Panzhihua)含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床 

(Zhong and Zhu, 2006) 

(Pang et al., 2008) 
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バナジウムは
酸化鉱物層に
含まれる 

バナジウムは鉄
鋼コンビナート
で処理される 



ロシアKachkhanarskoe含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床 

(Auge et al., 2005) 

ウラル・アラスカ型超塩基性岩体 
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バナジウムを含む磁鉄鉱鉱床
は、はんれい岩と輝岩の境界
付近に産するが南アや中国の
ように層状ではなく塊状であ
る。 

磁鉄鉱鉱床を含むウラル・
アラスカ型超塩基性岩体
でウラル山脈に多産する。 

ウラル山脈 



19 

(Largo Resources HP) 

ブラジルMaracasプロジェクト（含バナジウム・チタン磁鉄鉱鉱床） 

Largo Resources Ltd （カナダ）が権益所有 

資源量:23.2 mt, V2O5:1.27% (同社DFS), 年産:5,000t FeV 

2011年11月に建設許可、2013年Q1より生産開始予定 



～0.25% TOC ～7% TOC 

(Algeo and Maynard, 2004) 

レドックス・センシティブ元素（Redox Sensitive Elements)の挙動 

20 ml O2/l H2O ～0.2 0 



植物起源可燃鉱物（ビチューメン）中のバナジウム含有量 

(Lewan and Maynard, 1982) 

（バナジウムは、石炭、重質油、タールサンド、オイルシェールなどに濃集する） 

4,760ppm 
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(Riley and Saxby, 1982) 



(Denison Mining HP) 

(Breit, 1995) 
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Colorado 高原の含バナジウム砂岩型ウラン鉱床分布と形成機構 

世界第二次大戦中～1960年代のウラン開発ブーム 

の際にウランの副産物として回収ウランよりもバナジ 

ウムの含有量が多い。現在Denison Miningが小規模 

なウラン鉱山でバナジウムを回収している。 

バナジウムはカルノー石（Carnolite:K2(UO2)2(VO2)2・3H2O）に含まれる 

透水性の高い砂岩層中の酸化的地
下水に溶けていたUとVが還元的 

な地下水と遭遇すると、特に有機物に
農集沈殿する（砂岩型ウラン鉱床） 
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(Energizer Reources HP) 

マダガスカルGreen Giantプロジェクト（黒色頁岩型バナジウム鉱床） 

カナダのEnergizer社（旧Uranium Star社)がベースメタルおよび金を対象とした探査 

で偶然バナジウム異常を発見、2008年からバナジウムにシフト。2008年～2010年に 

131孔、延べ21,956mのボーリングを実施。カナダSGSのおよび南アのMintekで冶金 

テストを実施。 

資源量：59.2mt, V2O5:0.683% （NI-43-101準拠） 

100m 



Panzhihua（中国） 

Mapochs（南ア） 
Maracas（ブラジル） 

Green Giant（マダガスカル） 

Chineisky（ロシア） 
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世界の含ﾊﾞﾅｼﾞウム鉱床の鉱量ー品位（鉱床タイプ別） 
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世界の含バナジウム鉱床分布 



Evraz 

NTMK 

KGOK 

Vanady Tula 

バナジウム生産主要企業と流通 

ロシアのEvrazが世界鉱山生産の約40%を握る 

中国生産拠点を承徳と攀枝花に集約 

本邦企業がSAJAとStratcorの権益の一部保有 

Xstrata Alloys 

SAJA 

Stratcor 

日本電工 
三井物産 

双日 

Gulf Chemical 

Treibacher 

太陽鉱工 

新興化学 

Vametco 

ﾒﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞﾞ 

Vanchem 

攀枝花鋼鉄 

Highveld Steel and Vanadium 

承徳鋼鉄 NKOM 

FeV 

V slag or V2O5 
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鉱山 

プラント 

注：グリーンがEvraz傘下企業 



レドックス・フロー電池の原理 
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充電時はプラス極に電流が流入（電子が流出）し、4価のバ
ナジウムは（電子を失い）5価に酸化される。マイナス極では
3価のバナジウムが（電子を得て）2価に還元される。放電
時には、充電時の逆の反応が進行する。 

バナジウムの対イオンから見ると、ブラス側では相手が過
剰となり、マイナス側では不足する。これを調整するため陽
イオン交換膜を水素イオン（プロトン）が通過し、バランスを
取る。通過する水素イオンの量は充電した電荷と等しくなる。 

長所： 
・寿命が長く、保守管理が容易。 
・出力と容量を独立して自由に設計できる。 
・ガスを発生せず、バナジウムは半永久的にリサイクル可能 
短所 

・バナジウムが国産されず高価である。 
・電解液を物理的に循環させる必要があり、付帯設備が大きい。 
・充放電効率が低い（８０％）程度。 

                      用途 

 大容量の蓄電が可能、変電所・工場・下水処理場などの 
 発電設備効率化、風力発電などの電力安定化、非常用 
 電源に使われる。 

  （京極一樹：電池が一番わかる） 

(Wikipedia) 

（住友電工2011年プレス発表「マイクロスマートグリッド実証システムの開発について） 

スマートグリッドへの組込 

特徴 

電力貯蔵用電池としてのバナジウム・レドックス・フロー電池（VRB：Vanadium Redox Flow Battery) 
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超重質油焚き火力発電とEP煤からのVRB製造 

     ー鹿島北共同火力発電所の例ー 

燃焼煤→バナジウム 

排煙→亜硫酸ガス 

(小林, 2001) 

計測項目 オリマルジョン 天然オリノコ 

比重 （15℃） 1.013 1.018 

粘度 ：cSt （80℃） 
mPa ・s （30℃,100/S） 

約100 （推定値） 
200-350 

1528 

>10000 

窒素 （％） 0.54 0.63 

硫黄 （％） 2.78 3.79 

水分 （％） 26.3 <0.1 

高位発熱量（kJ/kg ） 
（kcal/kg ） 

29830 約42000 

7125 約10000 

灰分 （％） 0.07 0.13 

残留炭素 （％） 11.2 17.4 

微量成分 （ppm ） 

  バナジウム 394 400～500 

  ナトリウム 9 60～100 

  マグネシウム 26 

VRB製造 

廉価な超重質油を輸入、その燃焼煤から高価な 

バナジウムを回収し電力貯蔵電池を製造した。 

 

2006年オリマルジョンの契約切れ 

 

2010年三菱商事・IMPEXほかがオリノコ油田の権益取得  
                                    

(JOGMEC資料) 

(JOGMEC資料) 

ホヤ起源? 



• バナジウム鉱床は世界各地に存在している。 

• 生産国が中国、南ア、ロシアに偏っているだけ。 

• 今後黒色頁岩型バナジウム鉱床が注目される。 

• タールサンド、オイルシェール、超重質油など非在来
型油に多く含まれる。 

• 近年、鉄鋼需要の増大で、バナジウムの需要も増大。 

• 現在需給バランスは取れている。 

• 更なる鉄鋼需要の増大、自動車産業、航空機産業の
発展で含バナジウム合金（強靭、軽量、加工性）の需
要は拡大するであろう。 

• VRBが普及すれば急速に需要が拡大することになる。 
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まとめ 



まとめ 

• 需要が拡大すれば（価格が上昇すれば）準備中の
案件（ブラジル、オーストラリア、米国）が生産に入
り、飛灰や廃触媒からの回収も増大する。  

• 中国は国家計画の中で安定的生産が続くであろう。 

• 鉱石生産地が中国、南ア、ロシアに偏っているた
め、短期の供給障害に備える必要⇒国家備蓄有
り。 

• 製鉄スラグ、重油燃焼灰、石油精製残渣、廃触媒か
らの回収を拡大すべき（資源の無い日本の生きる
道、鹿島北共同火力発電のビジネスモデルは好
例）。 

                               以上 
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