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I．はじめに 

I-1． 背景と目的 

2020年10月、我が国は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2050
年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を公表した。カーボンニ
ュートラル社会の実現のためには、再生可能エネルギーや電気自動車等の低
炭素化に寄与する技術の普及が求められる。そのため、こうした技術に不可
欠とされる非鉄金属やレアメタルでは、今後急速な需要増加も予測される。 
「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて必要とされる鉱種や需要

量については、様々な予測がある。こうした中、需要予測モデルにおいては、
しばしば前提となる条件が不明確なうえに前提の設定根拠も明らかではな
い場合も多いほか、カーボンニュートラル社会の実現を担う新たなデバイ
ス・技術の普及に関しては、一部機関が行う特定の長期予測をもとにして鉱
物資源の需要予測が行われている場合が多く、我が国の情勢を反映した独自
の予測モデルによる需要予測が課題と考えられる。また、我が国における需
要動向や今後需要を牽引する国や地域を特定するという点で、国や地域別で
の推計を行うことも重要である。さらに、既存の予測では、需要予測と供給
予測を突合させ、需給ギャップの動向に言及しているものも少ない。 
本状況下、長期的な供給予測も行った上で、需給バランスの比較を行った

事例も求められているほか、予測方法に供給コストや地域といった観点を考
慮することで、長期予測の精度向上が求められる。また、需給バランスの分
析を行う上では、需要の伸縮による相場変動を見込んだ上で、供給予測への
市場メカニズムの反映も必要と考えられる。 
上記の背景に基づき、本業務では「2050年カーボンニュートラル」実現に

よって需要の増加が見込まれるカーボンニュートラルに関連する鉱種（以下、
「CN関連鉱種」という。）に関して、我が国独自の予測モデルを活用した需
要予測を行うとともに、供給予測の精度向上を行うことで、CN関連鉱種の今
後の需給バランスを分析し、想定される調達上の課題を抽出する。これによ
り、カーボンニュートラルの実現に向けた鉱物資源政策に資する基礎資料と
することを目指す。 
なお本報告書はJOGMECが公募を行い、一般財団法人 日本エネルギー経

済研究所（エネ研）が受託、JOGMECのサポートを受けつつ、需要について
はエネ研が担当、供給についてはJOGMECが担当した。 
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I-2． 調査及び分析事項 

下記の項目について調査する。 
 

１. CN関連鉱種の需要予測  
予測の対象は、銅、シリコン、ニッケル、コバルト、リチウム、天然グラ

ファイト、レアアース（ネオジム、ジスプロシウム）、PGM（プラチナ、パ
ラジウム、ロジウム）、バナジウムとする。選定したCN関連鉱種について、
2050年までの世界の需要予測を行う。需要予測に際しては、独自の予測モデ
ルを活用する。また、需要予測は、再生可能エネルギー、EV、蓄電池等のCN
に資する技術の将来導入量を考慮した上で実施する。そのため、主なCN技術
の普及見通しについても整理する。 

 
２. CN関連鉱種の供給予測  

上記で選定したCN関連鉱種について、2050年までの世界の供給予測を行
う。供給予測に際しては、世界における鉱山開発情報や供給コストなどを参
考にするとともに、鉱種に応じて主な供給国ごとに行うこととする。リチウ
ムイオン電池（LIB）や高出力モーター（NdFeB磁石）等の今後、普及が予
測される製品のリサイクルによる供給増加量も考慮して予測する。 
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II．CN関連鉱種の需要予測 

II-1． 需要予測の方法 

CN(カーボンニュートラル)関連鉱種の需要見通しは、CN技術の導入量と
技術単位当たりの鉱種別使用量（使用原単位）を乗じる「積み上げアプロー
チ」で推計する。CN技術の導入量については定量モデル用いて予測し、鉱種
別使用原単位については、文献調査をもとに設定する。 
対象とする鉱種は、銅（Cu）、シリコン（Si）、ニッケル（Ni）、コバル

ト（Co）、リチウム（Li）、グラファイト（C）、ネオジム（Nd）、ジスプ
ロシウム（Dy）、プラチナ（Pt）、パラジウム（Pd）、ロジウム（Rh）、
及びバナジウム（V）とし、予測期間は2022～2050年とする。 

CN技術の導入量について複数のシナリオを検討する。また、需給バランス
を見るためには、CN関連以外の用途も含めた需要全体を推計する必要があ
り、CN関連以外の用途需要についても推計を行う。 

 

II-2． CN関連技術導入量の見通し 

１. CN関連技術導入量の予測手法 
本事業で対象とするCN技術は、自動車部門（電気自動車、ハイブリッド自

動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、内燃機関自動車、
交換用蓄電池）、発電部門（陸上風力発電、洋上風力発電、太陽光発電、地
熱発電、水力発電、原子力発電、石炭火力発電、ガス火力発電、蓄電池）、
及び水素供給部門（水電解）を中心に行う。CN技術ではない既存技術も対象
としているのは、技術の代替による鉱物需要の影響も織り込むためである。 

CN技術の導入量の推計に際しては、世界のエネルギー需給を分析する日
本エネルギー経済研究所「IEEJアウトルック2023」のモデル分析を活用する。 

CN技術の導入量は、政策や技術動向によって大きく変わりうる。そのため、
一つの見通しに頼らず、複数のシナリオによる見通しを行うのが望ましい。
「IEEJアウトルック2023」では、2つの基本シナリオ（レファレンスシナリ
オ・技術進展シナリオ）を設定している（図表 1参照）。レファレンスシナ
リオは過去の趨勢的な変化が将来も継続するシナリオ、技術進展シナリオは
エネルギー・環境政策の強化等により低炭素技術の導入が加速するシナリオ
である。2つのシナリオを設定することで、CN技術の進展が鉱物需要にどの
ように影響するのかがより明確になる。 
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図表 1 シナリオの考え方 

 
出所：日本エネルギー経済研究所, ”IEEJ Outlook 2023” 

 
レファレンスシナリオ 
過去のすう勢および現在までのエネルギー・環境に係る政策・技術等に従

って将来の見通しが作成される。ここでは今後、過去の延長上に見込まれる
政策等の効果を織り込む―すなわち、政策・技術等の現状固定を意味するも
のではない。一方で、すう勢を逸脱した急進的な省エネルギー・低炭素化政
策は打ち出されないものと想定している。 

 
技術進展シナリオ 
世界のすべての国において、エネルギー安定供給の確保、気候変動対策、

大気汚染対策などの強化に資するエネルギー・環境政策等が強力に実施され、
それが最大限奏功することを想定している。 
「技術進展シナリオ」では、社会での適用機会および受容性を踏まえた最

大限の二酸化炭素排出削減対策およびエネルギー安全保障対策の強化を見
込む。各国がエネルギー安定供給のいっそうの確保や気候変動対策の強化に
資する先鋭的な省エネルギー・低炭素化政策等を強力に実行し、先進的技術
の開発・導入が世界大で加速する。環境規制や国家・自主目標の導入、技術
開発強化や国際的な協力の推進を背景に、需要サイドでは省エネルギー機器、
供給サイドでは再生可能エネルギー、原子力、水素、二酸化炭素回収・貯留
(CCS)の普及拡大などが強力に図られる。具体的には、図表 2に示すエネル
ギー需要側・供給側の先進的技術が世界各国で現実社会での適用機会・受容
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性を踏まえて最大限に導入されると想定している。なお、二酸化炭素排出の
さらなる削減に向けて各国・企業が具体的な取り組みを始めている水素技術
も織り込んでいる。 

 

図表 2 技術の想定例[技術進展シナリオ] 

 
出所：日本エネルギー経済研究所, ”IEEJ Outlook 2023” 

 
「IEEJアウトルック2023」のレファレンスシナリオでは、世界のエネルギ

ー起源CO2排出量は緩やかに増大していくが、CN関連技術の導入が進む技
術進展シナリオでは、足元をピークに大きく減少し、2050年でのCO2排出量
は17GtCO2で、2020年から概ね半減する。各国のカーボンニュートラル宣言

先進国 新興・途上国

火力発電

[天然ガスストック効率] 50.0%  62.1% (60.8%) 38.2%  56.5% (48.6%)

[石炭ストック効率] 37.3%  38.5% (42.8%) 34.0%  39.4% (39.2%)

[IGCC新設導入比率]

原子力発電 適切な卸電力市場価格の維持 初期投資の融資枠組み整備

[設備容量] 2020年: 294 GW  309 (208) 2020年: 113 GW  458 (269)

再生可能発電 システムコスト低減 システムコスト低減

系統安定化技術のコスト低減 低コスト融資

系統システム効率的運用 電力システムの高度化

[風力設備容量] 358 GW  1,559 (870) 374 GW  2,901 (1,373)

[太陽光設備容量] 340 GW  2,339 (1,089) 368 GW  3,675 (1,944)

次世代バイオ燃料の開発 バイオ燃料のコスト低減

FFVの普及拡大 農業政策としての位置付け

[消費量] 54 Mtoe  87 (64) 36 Mtoe  88 (62)

産業

運輸

[乗用車新車燃費] 16.1 km/L  49.6 (33.0) 13.9 km/L  37.4 (24.9)

[乗用ZEV販売比率] 3.5%  78.3% (50.5%) 2.4%  63.0% (34.4%)

民生

0%  60% (20%)

2020年  2050年 (レファレンス2050年)

初期投資ファイナンススキーム整備

2030年以降新設CCS導入(帯水層を除く貯留ポテンシャルがある国)

暖房・給湯・ちゅう房用途における電化、クリーンクッキング化

自動車用バイオ燃料

低燃費自動車のコスト低下

ゼロエミッション車(ZEV)の航続距離が2倍に

新規、新設の家電・機器効率および断熱効率の
改善スピードが約2倍に(2050年でレファレンス比約15%改善)

2050年にBATが100%普及
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を織り込んだAPS(Announced Pledges Scenario)と同程度のパスとなり、世
界全体での2050年カーボンニュートラルにはまだ乖離が大きい。 

 

図表 3 世界のエネルギー起源 CO2排出量の見通し 

 
出所：日本エネルギー経済研究所, ”IEEJ Outlook 2023”,  IEA “World Energy Outlook 2021” (2021
年10月) 及び”Technical note on the emissions and temperature implications of COP26 pledges”
(2021年11月)よりエネ研推計。 
注：STEPS: Stated Policies Scenario、現行のエネルギー・環境政策が継続するシナリオ。APS: 
Announced Pledges Scenario (updated)、各国が表明した政策目標が実現した場合の推計。工業プロ
セス分を含む。 
 

技術進展でもAPSでも先進国の脱炭素化は大きく進む(図表 4)。2050年の
CO2排出量は、現在から7～9割程度削減される。一方、途上国全体の排出量
は4割減程度にとどまる。途上国は、かつて先進国が辿ってきたように、経済
成長とともにエネルギー需要(ひいてはCO2排出量も)が増大していくのが基
本的な考え方である。それを気候変動対策の強化により、CO2排出量の増加
を抑えて、減少に転じさせるのが精一杯でカーボンニュートラルの達成まで
には程遠い。途上国にとって、低炭素技術は高価であり、先進国に比べて普
及が遅れることは否めない。 
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図表 4 エネルギー起源 CO2排出量の見通し(地域別) 

 
出所：日本エネルギー経済研究所, ”IEEJ Outlook 2023”,  IEA “World Energy Outlook 2021” (2021
年10月) 及び”Technical note on the emissions and temperature implications of COP26 pledges”
(2021年11月)よりエネ研推計。 
注： APS: Announced Pledges Scenario (updated)、各国が表明した政策目標が実現した場合の推計。
工業プロセス分を含む。 
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III．CN 関連鉱種の供給予測 

III-1． 供給予測の方法 

１. 供給予測の大方針 
本章では、本調査で対象として選定したCN関連鉱種の将来供給量の将来

予測を行う。予測の地理的範囲は世界全体とし、期間は2050年までとする。 
供給予測の全体像を図表 5に示す。供給予測に際しては、鉱山からの採掘

によって提供される供給量の予測と、リサイクルによる供給量に大別した。
鉱山供給量の予測では、主に世界各国の鉱山開発情報等を鉱山データベース
から収集し、各鉱山の開発ステージおよび生産キャパシティを考慮して将来
供給量の予測を行った。リサイクル量の予測では、現在既にリサイクルが進
められている鉱種・用途のほかに今後普及が予測される鉱種・用途のリサイ
クルによる供給増加量も考慮した。 

 

図表 5 供給予測の全体像 

 
  

供給予測の全体像

開発済み鉱山での生産

資源価格を設定 探査予算を導出し、
新規鉱床を開発

新規鉱山での生産量を
推計

鉱山の操業開始年と
開発段階ごとの操業率を設定 新規鉱山での生産量を推計

用途別消費量の
情報収集 スクラップ量の算出 リサイクル量の算出

スクラップ量の算出 リサイクル率の設定 リサイクル量の算出

1-1

2-1

2-2

3-1

3-2

鉱
山
か
ら
の
生
産供

給
予
測

リ
サ
イ
ク
ル

既
存

鉱
山

新
規
鉱
山

全鉱種

Cu、Ni、Co、
Li、PGM

REE（Nd, Dy）、
C（Gr）、V

非CN関連技術（Cu、
ステンレス、PGM等）

CN関連技術（LIB、
NdFeB磁石等）

Si（金属Si）過去の供給トレンドを把握 新規鉱山での生産量を推計
2-3
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IV．CN 関連鉱種の需給バランス 
第2章の需要見通しと第3章の供給見通しから2050年までの各鉱種の需給

バランスを見る。また、2050年までの累積需要量と現在の埋蔵量（及びリサ
イクル供給量）を比較する。 

 
１. Cu 

鉱山からの生産に加えて、リサイクルシステムが確立しており、また現在
の未開発案件からの採掘が進めば、少なくとも2050年までは大きな供給不足
には至らないと予想される。今後約30年間の累積需要量は現時点の埋蔵量に
匹敵するが、埋蔵量は経済性によって変動するものである。また埋蔵量には
未開発案件からの量が相当量含まれることから、引き続き新規鉱山の探鉱・
開発は必要となる。2050年以降に供給不足に至らないためには、リサイクル
も重要な役割を果たす。 

図表 6 Cu の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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２. Li 
技術進展シナリオでの需要量は、2030年ごろには供給量を上回る。なおリ

チウムの新規鉱山からの供給予測については、生産量が明確な鉱山、もしく
は鉱石生産量と品位が具体化している鉱山のみを対象とした。既に開発の見
込みが高い鉱山については、探査が進められているとの前提に立っているが、
今後未探査もしくは生産量が不明な鉱山の探査が進めば、将来の供給量が増
大する可能性が高い。2050年までの累積需要量は現時点の埋蔵量に匹敵する
が、埋蔵量は経済性によって変動するものである。また埋蔵量には未開発案
件からの量が相当量含まれることから、引き続き新規鉱山の探鉱・開発は必
要となる。2050年以降に供給不足に至らないためには、リサイクルも重要な
役割を果たす。 

図表 7 Li の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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３. Si 
レファレンスシナリオ、技術進展シナリオともに、太陽光発電の普及に伴

いシリコン需要も大きく増加する。シリコン自体は、酸素に次いで2番目に多
い元素で、埋蔵量は非常に多い。そのため、埋蔵量全体でみた場合には、需
給ひっ迫の懸念はないと考えられる。 

 

図表 8 Si の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 
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４. Ni 
自動車の電動化が大きく進む技術進展シナリオでは、需要量は2030年代後

半に供給量を上回る。埋蔵量(+リサイクル供給量)も、技術進展シナリオで
の累積需要量よりも少なく、供給不足に至る可能性がある。なおニッケルの
新規鉱山からの供給予測については、生産量が明確な鉱山、もしくは鉱石生
産量と品位が具体化している鉱山のみを対象とした。既に開発の見込みが高
い鉱山については、探査が進められているとの前提に立っているが、今後未
探査もしくは生産量が不明な鉱山の探査が進めば、将来の供給量が増大する
可能性が高い。鉱山の探鉱・開発及びリサイクル率の向上とともに、ニッケ
ルの使用量が少ない、あるいは使わない蓄電池等のカーボンニュートラル技
術の開発・普及が必要となる。 

 

図表 9 Ni の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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５. Co 
自動車の電動化が大きく進む技術進展シナリオでの需要量は、2020年代半

ばには供給量を上回る。埋蔵量も累積需要量に比べて非常に少なく、早期に
供給不足に至る可能性がある。なおコバルトの新規鉱山からの供給予測につ
いては、生産量が明確な鉱山、もしくは鉱石生産量と品位が具体化している
鉱山のみを対象とした。既に開発の見込みが高い鉱山については、探査が進
められているとの前提に立っているが、今後未探査もしくは生産量が不明な
鉱山の探査が進めば、将来の供給量が増大する可能性が高い。鉱山の探鉱・
開発及びリサイクル率の向上とともに、コバルトの使用量が少ない、あるい
は使わない蓄電池等のカーボンニュートラル技術の開発・普及が必要となる。
またコバルトは概して銅やニッケルを主生産物とする鉱種の副産物として
生産されるが、今回のシミュレーションにおいては、コバルトと主生産物の
関連は設定していない。 

図表 10 Co の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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６. C(Gr) 
自動車の電動化が大きく進む技術進展シナリオでの天然グラファイトの

需要量は、2040年頃には供給量を上回る。埋蔵量は累積需要量よりも十分に
多く、供給不足に至らないためには、新たな鉱山開発や現状困難なリサイク
ル技術の開発などが必要である。なお、なお、グラファイト需要のうち、3分
の1を天然グラファイトとして推計しており、今回のシミュレーションでは
人造グラファイトの需給については考慮していない。 

 

図表 11 C(Gr)の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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７. Pt 
技術進展シナリオでは、燃料電池自動車による需要増加が2040年以降、顕

著となる。その2040年代半ばには、リサイクル分を含めた供給量を上回る。
なおプラチナの新規鉱山からの供給予測については、生産量が明確な鉱山、
もしくは鉱石生産量と品位が具体化している鉱山のみを対象とした。既に開
発の見込みが高い鉱山については、探査が進められているとの前提に立って
いるが、今後未探査もしくは生産量が不明な鉱山の探査が進めば、将来の供
給量が増大する可能性が高い。なおプラチナはパラジウム等と共生すること
が多いが、今回のシミュレーションでは各鉱種のデータの関連性は設定して
いない。一方、埋蔵量は十分にあり、供給不足に至らないためには、新たな
鉱山開発やリサイクル率の引き上げなどが必要である。 

 

図表 12 Pt の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出 所 )Hughes, et.al (2021), Platinum Group Metals: A Review of Resources, 
Production and Usage with a Focus on Catalysts等より推計 
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８. Pd 
需要量は常にリサイクルを含めた供給で賄うことができ、2050年までは供

給不足には至らない。埋蔵量も累積需要量に対して十分にあり、新たな鉱山
開発やリサイクルを維持すれば、供給不足は回避できる。なおパラジウムも、
ニッケルやプラチナ等と共生することが多いが、今回のシミュレーションで
は、各鉱種の関連性は設定していない。 

 

図表 13 Pd の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出 所 )Hughes, et.al (2021), Platinum Group Metals: A Review of Resources, 
Production and Usage with a Focus on Catalysts等より推計 
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９. Rh 
需要量は常に供給で賄うことができ、2050年までは供給不足には至らない。

埋蔵量も累積需要量に対して十分にあり、新たな鉱山開発やリサイクルを維
持すれば、供給不足は回避できる。なおロジウムについても、共生する他の
鉱種との関連性は設定していない。 

 

図表 14 Rh の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出 所 )Hughes, et.al (2021), Platinum Group Metals: A Review of Resources, 
Production and Usage with a Focus on Catalysts等より推計 
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１０. Nd 
技術進展シナリオでのネオジム需要は、あと数年で供給量を上回る。供給

不足を回避するには、ネオジムの使用量が少ない、あるいは使わない磁石等
のカーボンニュートラル技術の開発・普及や、リサイクル技術・システムの
早期確立が必要である。なおネオジムの新規鉱山からの供給予測については、
生産量が明確な鉱山、もしくは鉱石生産量と品位が具体化している鉱山のみ
を対象とした。既に開発の見込みが高い鉱山については、探査が進められて
いるとの前提に立っているが、今後未探査もしくは生産量が不明な鉱山の探
査が進めば、将来の供給量が増大する可能性が高い。また、既存鉱山からの
供給予測については、現状の生産量が2050年まで横ばいで推移すると想定し
た。ただし、主産地である中国においては、現時点の規制された生産量が維
持されるとの前提に立っているが、将来の需要に応じて規制量は変動する可
能性もある。 

図表 15 Nd の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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１１. Dy 
電動自動車や風力発電がより普及する技術進展シナリオでの需要量は、あ

と数年で開発中・計画中の鉱山を含めた生産ポテンシャルを上回る。供給不
足を回避するには、ジスプロシウムの使用量が少ない、あるいは使わない磁
石等のカーボンニュートラル技術の開発・普及や、リサイクル技術・システ
ムの早期確立が必要である。なおジスプロシウムの新規鉱山からの供給予測
については、生産量が明確な鉱山、もしくは鉱石生産量と品位が具体化して
いる鉱山のみを対象としているため、既に開発の見込みが高い鉱山について
は、探査が進められているとの前提に立っているが、今後未探査もしくは生
産量が不明な鉱山の探査が進めば、将来の供給量が増大する可能性が高い。
またネオジム同様に中国の生産規制政策が需要状況に応じて変動する可能
性もある。 

 

図表 16 Dy の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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１２. V 
技術進展シナリオでのバナジウム需要は、2030年代後半には供給量を上回

る。ただ、埋蔵量は十分にあり、供給不足に至らないためには、新たな鉱山
開発やリサイクル率の引き上げなどが必要である。 

 

図表 17 V の需給推計結果 

 
累積需要量(ATS)と埋蔵量の比較 

 
出所）United States Geological Survey等より推計 
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V．まとめと課題 

V-1. 鉱物資源のマテリアルフロー 

鉱物資源のマテリアルフローは複雑である。図表 18に2019年におけるニ
ッケルのマテリアルフローの各段階における国・地域別シェアを示す。上流
から下流に向けて、大きく分けて鉱石生産、一次ニッケル生産、一次ニッケ
ルからのステンレス鋼や耐熱鋼等の製造(一次ニッケル消費)、製品の需要の
各段階がある。鉱石生産ではインドネシアのシェアが最も大きいが、一次ニ
ッケルの生産・消費は中国のシェアが最大、つまり、製品需要側からみると
中国への依存度が最も高い。このニッケルの例が示すように、鉱石生産と最
終製品需要のみでは鉱物資源のサプライチェーンにおける課題やボトルネ
ックを正確に特定することは難しく、最終製品ごとに異なるであろうサプラ
イチェーンを詳細に分析しなければわからないことも多い。また、現在のサ
プライチェーンが今後も長期にわたり不変であるとは限らない。このように
分析における課題は多いものの、まず鉱物の需給バランスや偏在性に基づき
課題を抽出することには意義がある。 

 

図表 18 ニッケルのマテリアルフロー(2019 年) 

 
(出所) JOGMEC 鉱物資源マテリアルフロー 2020 8. ニッケル(Ni)に基づき作成 

 

V-2. 課題・インプリケーション 

図表 19に技術進展シナリオにおけるクリティカルミネラルの需給見通し
および課題・インプリケーションを示す。 
多くのクリティカルミネラルでは、リサイクル量を加味した埋蔵量が累積

需要量を上回る。しかし、本シミュレーションにおいては、リチウム、コバ
ルト、ネオジムおよびジスプロシウムは2030年ごろまでには需要が供給を上
回る。また、ニッケル、グラファイト、プラチナおよびバナジウムに関して
も、将来的に需要が供給を上回る可能性が示されている。短期的には既存鉱
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山での増産が、中長期的には新規鉱山開発やリサイクル率の向上に資する技
術開発の促進が求められる。ただし、需要量の原単位やレアアースの生産規
制などが変動する可能性については考慮せずに現状のままのシミュレーシ
ョンになっている点は考慮すべきである。これらの仮定が変化すれば、需給
バランスも大きく変化する。 

 

図表 19  技術進展シナリオにおけるクリティカルミネラルの需給見通しサマリー 

 
(出所) IEEJ作成 

 

 
埋蔵量(＋リサイクル供給) vs累積需要 供給不足年 

偏在性・ 
地政学リスク 

銅 > 可能性低 低 (チリ、オーストラリ
ア、ペルー、メキシコ) 

リチウム > 2030年ごろ 中 (チリ、オーストラリ
ア、アルゼンチン、中国) 

シリコン ≈ - - 

ニッケル < 2030年代後半 大 (インドネシア、フィリ
ピン、ロシア、オーストラ
リア、ブラジル) 

コバルト << 2020年代半ば 大 (コンゴ民主共和国、オ
ーストラリア、インドネシ
ア) 

グラファイト >> 2040年頃 大 (トルコ、中国、ブラジ
ル) 

プラチナ >> 2040年代半ば 大 (南アフリカ、ロシア、
ジンバブエ) 

パラジウム >> 可能性低 

 

大 (南アフリカ、ロシア、
米国) 

ロジウム >> 可能性低 大 (南アフリカ、ロシア、
ジンバブエ) 

ネオジム >> 2020年代半ば 大 (中国) 

ジスプロシウム >> 2020年代半ば 大 (中国) 

バナジウム >> 2030年代後半 大 (中国、オーストラリ
ア、ロシア、南アフリカ) 
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技術進展シナリオでは自動車の電動化が大きく進展する。それに伴い、リ
チウムイオン電池の正極材としてニッケル需要の急拡大が見込まれるが、主
な供給国はインドネシア、フィリピンなど限定的である。同様に、自動車の
電動化の進展に伴いコバルトの需要の急拡大が見込まれるが、コンゴ民主共
和国が世界の生産シェアの約70%を占める。グラファイトの供給はトルコ、
中国、ブラジルの寡占であり、プラチナ、パラジウム、ロジウムについては
供給に占める南アフリカやロシアのシェアが高い。レアアースであるネオジ
ム、ジスプロシウムの生産は中国に集中している。バナジウムの供給は中国、
オーストラリア、ロシア、南アフリカの寡占であり、そのうち中国のシェア
は50%超である。このように、クリティカルミネラルの供給は数か国による
寡占状態にあり、資源供給国における資源開発プロジェクトへの規制や、税
制を含めた輸出規制の導入は、資源需要国に対する供給制約につながるおそ
れがある。そのため、資源供給国の政策動向に十分に注意を払う必要がある。 
クリティカルミネラルの他国への依存を軽減できる技術として、今後はリ

サイクル技術の開発と実用化を最大限進めてゆく必要がある 1 。エネルギー・
経済安全保障の観点より、これまでは権益取得や長期売買契約により資源の
確保と安定供給が担保されてきたが、リサイクルはこれらの従来型アプロー
チに頼らない取り組みとしても重要である。一例として、リチウムはリサイ
クルが困難なクリティカルミネラルであり、現時点ではリサイクル技術が確
立されているとは言い難い。しかし、今後は経済性のみならず、世界全体で
サーキュラーエコノミーを実現する社会的意義からもBattery to Batteryで
の水平リサイクル技術などを積極的に導入してゆくことが重要である 2 。リ
チウムはそれ程希少な金属資源ではなく世界中に賦存しているが、陸上で経
済的に採掘・生産可能な埋蔵量には限界がある。一方、濃度は低いものの海
水中にも微量のリチウムが含まれており、埋蔵量は陸上の5,000倍と見積も
られている。そこで、海水中から微量のリチウムを回収・分離し、高純度に
まで濃縮する技術の開発と実用化も試みられている 3。リサイクルと同時に、
シフト(不使用・使用量削減)技術の開発も重要である。リチウムイオン電池
のリチウム代替を目指したナトリウムイオン電池の開発、リチウムイオン電
池に必要なコバルトの使用量の削減(レス: less)や不使用(フリー: free)に向
けた取り組みも進められている。このような例が示すように、使用原単位を
左右する重要な要素技術の開発動向にも注意を払う必要がある。 

 
1 重要鉱物の累積導入量(=ストック量+新規導入量−廃棄量)が拡大している間はリサイクルだけで必
要量を充足することは困難であり、外部からの供給が必要である点に留意 
2 JX金属(2022)、「クローズドループ・リサイクルによる車載LiB再資源化」がNEDOグリーンイノ
ベーション基金で採択」、https://www.nmm.jx-group.co.jp/newsrelease/2022/20220420_01.html 
3 Royal Society of Chemistry (March 30, 2021), “Continues electrical pumping membrane process 
for seawater lithium mining,” https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/ee/d1ee00354b 
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また、クリティカルミネラルの分散化も検討課題である。自然変動型再生
可能エネルギーの導入拡大に伴いエネルギー貯蔵技術の必要性も高まるが、
たとえば、バナジウムレドックスフロー電池や水素燃料電池の活用を進める
ことができれば、リチウムへの依存度を軽減できる可能性もある。 
このように、クリティカルミネラルの安定供給には、資源外交の強化、新

規鉱山の探鉱・開発、リサイクルの促進、シフト技術開発、分散化など、多
面的な対応が求められる。しかしながら、資源供給国の政策やリサイクル・
省資源・代替技術開発の見通しには、いずれも不確実性が伴う。また、本分
析は技術進展シナリオを前提としたものであり、もし世界全体で2050年頃の
カーボンニュートラルを目指す場合には、さらに安定供給への懸念が高まる
ものと思われる。したがって、エネルギー・経済安全保障の観点から、特定
のカーボンニュートラル技術への過度な依存の回避を目指したバランスの
取れた技術選択の検討も求められるであろう。 
一方、クリティカルミネラルと石油・ガスのエネルギー・経済安全保障へ

の影響のあり方は異なる点に留意が必要である。多くの国では技術進展シナ
リオで必要とされるクリティカルミネラルを自国内だけで確保することは
困難であり、最大限リサイクル率を向上させたとしても輸入に頼らざるを得
ない状況に変わりはない。一方、蓄電池併設型の再生可能エネルギー発電を
例にエネルギー・経済安全保障に着目した場合、たとえクリティカルミネラ
ルの供給途絶が起きたとしても、すでに輸入されているクリティカルミネラ
ルは何らかの機能を継続して発揮し得る。つまり、クリティカルミネラルの
輸入依存度が高くとも、エネルギーの安定供給への短期的な悪影響は他のエ
ネルギー資源に比べて小さいといえ、供給途絶がエネルギー危機にそのまま
直結する石油・天然ガスなどの化石燃料との比較において、この点はクリテ
ィカルミネラルが有する利点といえよう。 
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