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レアメタル安定供給研究会の
活動状況

平成17年１２月２１日
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

希少金属備蓄グループ 関本真紀
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レアメタル安定供給研究会 開催の背景

・レアメタルは我が国の
先端技術産業を支えている

・環境・エネルギー産業等
社会的に重要な産業の発展
にも欠かせない

昨今、
レアメタル価格が高騰
タングステン
レアアース
インジウム など

レアメタルの我が国への安
定供給を図るため、

将来に向けて方策検討が
必要！

レアメタル安定供給への方策の考え方

①現在の供給源（中国など）との関係強化
②新規供給源（中国以外）の開拓
③国内資源の活用－リサイクルの促進

レアメタル
安定供給研究会
にて検討
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レアメタル安定供給研究会の進め方

○対象鉱種 ：優位性を有する産業分野、環境・省エネ対策等に使われるレアメタル
今後需要の伸びが予想されるレアメタル
W、RE、In、Ga・・・

○参加者 ： 民間企業の参加を得て開催。

○研究成果 ： JOGMECの技術開発等の各種施策への反映、
政策への提言など

＜具体的検討内容＞

（１）中長期的課題への対応 （②新規供給源の開拓）
①海外メタル会社等への資本参加等の可能性追求（ビジネスモデル研究）
②新たな資源供給国（中国寡占への対応）の開拓（海外調査団の派遣）

（２）短期的課題への対応 （③国内資源の活用－リサイクルの促進）
①リサイクル技術、生産性向上技術、代替品開発等の技術開発
②選鉱技術、精錬技術、環境対策技術等の開発及び海外への技術協力
③備蓄の可能性の追求（技術的、経済的側面から）
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探 鉱 ・ 開 発 生 産 製 錬

国際協力銀行制度の活用

安全対策・環境防止機器の導入
設備投資への技術・資金協力

権益取得

権益取得

JOGMEC ＪＶ事業（戦略） 生産国の指導強化（安全対策・環境配慮）

日本企業 （最終ユーザー＋素材メーカー＋商社等）

権益売却

JOGMEC仲介等

JOGMEC制度の活用（貢献の可能性）
＜探鉱・開発関係＞

＜技術開発関係＞

JOGMEC技術開発支援制度の活用

製 造 工 程 最 終 製 品

リサイクル技術開発課題
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これまでの研究会での検討内容

・8月以降、第1回～第3回を開催
・民間企業 ： １４社２団体 が参加

第1回 ： レアメタルを巡る現状
海外進出のケーススタディ
海外鉱山開発、スメルターへの

経営参加のビジネスモデルの研究

第2回、第3回：タングステン
‐タングステンを巡る現状
‐リサイクルの現状と課題
‐海外における資源確保対策
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第1回研究会（8月）

海外鉱山開発、スメルターへの経営参加のビジネスモデル研究
－３つの事業の例－

南アにおけるフェロクロムに係る
合弁事業（1993）

・採算の合わない国内生産
→ 南アでの生産にシフト
安価な電力、労働力
豊富な鉱石

・先方は出荷先固定化に期待

● 問題点：治安対策のコスト高
インフラ未整備

希土類磁石用合金事業の
中国進出（2002）

・希土類磁石は需要拡大傾向
（ハイブリット車用Nd-Fe-B
磁石など）

・抵コストで高品位な磁石合金
供給、原料安定確保のため、
中国に合弁会社設立
● 希土類９割強を占める中国
中国国策に振り回されない
資源開発、確保策が必要

フィリピンにおける
ニッケル生産事業（2005）

・採掘済の低品位難処理鉱
を独自の製錬技術で処理

・ニッケル関連事業に積極的
な商社も参画

● 環境問題への十分な対応
等

レアメタル確保に対する商社からの提言
・空洞化への懸念 －海外への生産拠点移転による日本の技術力の低下
・リサイクル率向上の必要性 －環境対策技術を生かしたリサイクル技術の確立
・商売的センスのある国家備蓄、高機能材料の備蓄の必要性
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第1回研究会（8月）

海外進出についての課題のまとめ

安定供給
大いに
不安

中国の
急激な内需拡大

原料の多く
中国に依存 海 外 進 出

中国以外の供給先
・コスト高
・政治面リスク大

環境に配慮した
開発

鉱山開発等には
・時間、手間、
・手続き、
・資金

必要

・技術移転問題
・ノウハウ流出
は避けられない
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タングステン価格の高騰
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2005年1月より
価格は高騰

2005年5月還付率引下げ
１３％→８％

タングステン価格の推移 ＜タングステンを巡る背景＞

・供給源は中国一極集中
（世界生産の８割以上）
・過去、中国の安値輸出に
より、西側W鉱山は休山、
閉山
・中国は
鉱石輸出→中間製品輸出へ
付加価値化

＜価格高騰の要因＞

・中国需要増
（超硬工具、特殊鋼）
・中国：国内需要優先、

輸出抑制傾向
（輸出還付税率引下げ）
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国内のタングステンフロー

・タングステン原料は全量輸入
・我が国輸入先 中国８５％以上（2004年）
・タングステンの特性－強硬度－

タングステン鉱石
（全量輸入）

APT他
（ﾊﾟﾗﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ酸ｱﾝﾓﾝ）

（全量輸入）

フェロタングステン
（全量輸入）

タングステン酸カルシウム

タングステン
カーバイト
（一部輸入）

【最終製品】

＜特殊鋼用途＞ 約２割

＜超硬合金用途＞ 約７割

＜電気、電子部品、化学的用途等＞ 約１割

【主要応用製品】

高速度鋼
合金工具鋼
特殊鋼

ドリルカッター
一般工具、金型ロール
耐熱ロール、自動車部品

タングステン
粉末

（一部輸入）

超硬合金
切削工具

耐磨耗・耐食材等

切削工具：7割
カッター（自動車部品製造用）
ドリル （IT基板用他）など
耐摩工具：2割
鉱山土木工具：1割

APT 他

タングステン鉱石

タングステン
粉末

タングステン酸ソーダ タングステン酸
アンモニウム

板、棒、線、
銅合金等

照明器具
電子部品

電極、コイル等

触媒等

顔料等 染色

石油化学、重油燃料炉

電球、電子レンジ、
X線装置、自動車、重電機、
工作機械、真空蒸着装置等

【 中 間 製 品 】
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第2回研究会（９月）

特殊鋼分野のリサイクルの現状と課題

○ 特殊鋼分野（タングステンの約２割を使用） ほぼ全量リサイクル

・スクラップ原料のコンスタントな調達が困難
価格上昇によりスクラップ原料争奪 （独企業が世界中から回収、中国へも）
低迷時は選別メリット無く電炉メーカーへ

・現状：熟練工の目視により品位判断 → 簡便な選別技術が必要

・ スクラップ原料のコンスタントな調達
・ 簡便な選別技術確立
・ 濾過材の珪藻土分離
・ リサイクル粉からの高品質APT製造

課 題

△欧州（独企業）でのリサイクル：大規模、多種金属を回収、
リサイクルへの社会の高い評価
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第2回研究会（９月）

超硬工具分野のリサイクルの現状と課題

○ 超硬工具分野（タングステンの約７割を使用） ３割がリサイクル
・リサイクルされる３割のうち １割 ： 国内で超硬用に

残り２割 ： 欧米へ
・手作業でのコーティング部分の取外し
・価格との兼ね合い

リサイクル率向上が望まれる

・リサイクル率の向上 → 回収ルート確立、スクラップ大量回収方法の確立、
再利用を考慮した工具設計

・リサイクル製品価値の向上→ リサイクル品価格の見直し、ユーザーの理解
・技術的課題 → コーティング除去、

回収した大物（ロール、金型）の細分、
タングステン残存率減少、
コバルト・タンタル等の回収

・リサイクル技術の確立 → 亜鉛処理法：選別技術開発、ユーザーの協力必要
酸化焙焼法：設備費高い、コンスタントな稼働

課 題
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第2回研究会（９月）

電機・電子部品等のリサイクルの現状と課題

○電気電子分野、化学用途（タングステンの１割弱使用） リサイクルされていない

・少量、経済性なし（電球に0.01g、電子レンジに0.2～1g程度）

・半導体部品が山積み → 経済性あるリサイクル技術必要

・ 使用量が少ないため経済性にかける。
・ 半導体部品の経済的リサイクル技術確立

課 題
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第3回研究会（１０月）

海外でのタングステン資源確保対策

埋蔵量（６２．１％）
生産量（８３．２％）

埋蔵量（９．０％）
生産量（５．０％）

埋蔵量（８．６％）
生産量（５．７％）

埋蔵量（４．８％）
生産量（Ｎ．Ａ．）

埋蔵量（０．３％）
生産量（２．４％）

中国

旧ロシア

米国

１９８３年
生産量（４５．５％）

１９８３年

生産量（１８．５％）

１９９３年

生産量（１．７％）

カナダ

オーストリア

２００３年

ボリビア

埋蔵量（１．８％）
生産量（０．７％）

ポルトガル

埋蔵量（０．９％）
生産量（１．２％）

１９８３年
生産量（３．７％）豪州 １９８３年

生産量（３．７％）

１９８３年
生産量（３．７％）

韓国

タイ

１９７８年
生産量（６．１％）

世界における比率

生産集中

海外進出における課題

・即効性のある鉱山を狙うべき

・各企業とも問題意識あるが、

- カントリーリスクが大き過ぎる、
‐ 業界の規模が小さい
等からなかなか踏み出せない

・JOGMECの制度利用や
業界を挙げての投資については
議論の余地あり
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これまでの研究会のまとめ

①中長期的課題への対応 （②新規供給源の開拓）
・ニッケル、クロム、レアアースの安定供給に向けた海外進出事例より
進出の際の留意点 ： リスク管理、技術移転等の必要性
進出に当たっては ： 信頼できるローカルパートナー、法律専門家、

環境コンサルタントなどの協力が必須
・タングステンの新規供給源開拓 ： 問題意識あるも単独では踏み出しにくい

②短期的課題への対応 （③国内資源の活用－リサイクルの促進）
・タングステンの国内リサイクル推進のための課題
スクラップ回収率の向上（超硬工具分野）
国内利用率の向上（回収されたスクラップの2/3が海外へ）、
リサイクルの技術的課題（回収スクラップの選別技術、

再利用を考慮した工具設計等）
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今後の予定

これまでの検討結果を踏まえ、海外調査を実施

海外調査計画

・中国以外の代替国の開発可能性を検討
・JOGMECと民間企業を中心とする調査団を海外に派遣
・鉱業関連の政府関係機関を訪問し、日本企業進出の足掛かりをつくる

＜調査対象国（予定）＞

イ ン ドベ ト ナ ム

２００６年 ２月頃
タングステン、レアアース 他

２００６年 １～２月頃
メタル全般 レアアース 他
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