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 [概 要] 

レアメタルなど重要資源の価格高騰や産地偏在による入手難が懸念される中で、これらの代

替素材、より優れた素材の探求、実用化が進められている。これら素材の代替技術に関し現状

を調査（例えばステンレス、特殊鋼、工具、溶接材等とレアメタル代替技術など）し、ニーズ

に沿った研究の推進と新素材、代替素材の早期実用化を図ること目的に「代替材料技術に関す

る調査専門部会」（部会長・長井 寿独立行政法人物質・材料研究機構環境・エネルギー材料領域

コーディネータ)を設置し、調査を実施した。調査に当たっては、ポイントを以下の点を念頭に置

いた。 

（１）日本はレアメタル市場としては世界一である。小型製品市場で特に有効に使っているが、

その機能を大型製品市場にまで広げようとすると極めて大きな市場が形成される。市場の 

将来性は如何か？ 

（２）枯渇性はむしろ需要に左右される。需要があれば、産地探索・採掘技術開発、リサイク

ルを含む資源化技術開発などに拍車がかかる。また、それらの開発度合いが「枯渇性」に

反作用するので、技術開発の戦略性が必要ではないか？ 

（３）偏在性の高い資源には要注意。特に産出国の国策が絡むと問題が複雑になる。本格的な  

代替材料技術開発が不可欠なのはこの観点かもしれない？ 

（４）寡占性はベースメタルがより進行している。これが将来レアメタルにも波及する可能性

がある。国として先手を打てるのか？ 

また、いくつかの素材、例えば、ステンレス、特殊鋼、工具、溶接材などのエンジニアリング・

マテリアルを具体的な対象として、資源の確保戦略と技術課題を抽出・整理することとした。

その際には以下の二点を基本視点とした。 



（１）確保すべき資源は何か？ 

例えば、ステンレスとしては、Ni 系の Cr 系どちらを選択すべきか？というような命題

を検討する。 

（２）高温プロセス技術の重要性は何か？ 

   気相、液相、固相のすべてに亘って高温プロセス技術の重要性を再認識してみる。世界

的なベンチマーキングができると理想的である。 

まずは資源・レアメタル・リサイクルなどを通じて幅広い知見と研究実績をお持ちの三人の

先生方から、十分な時間を取って概論的な講義をいただくことを優先した。 

 

＜調査結果の要旨＞ 

（１）機械産業におけるレアメタル：資源、製錬、素材から見た最近の話題 

【講師】東京大学生産技術研究所准教授・岡部 徹氏 

 

レアメタルは Fe や Al，Cu，Pb，Zn などのコモンメタル(汎用金属)を除いた金属の総称であり、学会

で認められた厳密な定義が存在する言葉ではないが、一般的には①資源的に希少，②資源的に豊

富でもメタルを得るのが困難，③資源的に豊富でも鉱石の品位が低い、の何れかに該当すればレアメ

タルと言える。ただし、世の中には明らかに間違った定義が述べられている場合があるので注意が必

要。特に“レアメタルは 31 元素”という定義には問題が多い。希土類金属(REMs)は以前は分離精製さ

れないまま利用されていたが、現在は個々の元素で用途が異なるので、ひとまとめにはできない。また、

白金族の副産物(Rh，Ir，Ru，Os)は何れもレアメタルと考えるべき。ロジウム(Rh)は自動車の排ガス浄

化触媒として不可欠であり、イリジウム(Ir)はスパークプラグや各種電極に使用されている。ルテニウム

(Ru)は最近、ハードディスクに使われるようになって価格が急騰し話題になった。ウラン(U)やトリウム

(Th)も核燃料として重要であり、精製・分離が困難なレアメタルである。 
用途別に見ると、デジタル機器の普及と高性能化に伴い、電子材料用レアメタルの需要が拡大し、

価格が高騰するものが多くなった。鉄鋼材料の添加元素として使われる合金用レアメタルは、添加濃

度は低くても鉄鋼生産の規模が桁違いに大きいため、レアメタルの中では消費量が多い。これら電子

材料用および合金用のレアメタルに関しては、BRICs(ブラジル，ロシア，インド，中国)の経済発展によ

って需要が拡大すると予想される。航空機の構造材として Ti 合金や Ni 基超合金に使用される“空飛

ぶレアメタル”も需要が急増しているが、Re やマイナーな白金族金属などは資源的に希少であり、増

産が困難であるため、需給動向が注目される。また、燃料電池車やハイブリッド車には“走るレアメタ

ル”としてネオジム(Nd)やジスプロシウム(Dy：REMs の中でも特に少ない)，白金族金属などが使われ、

これらも今後需要が急拡大する可能性がある。 
以上のようにレアメタル産業は大きな発展が期待できるが不安要素も多い。一つにはレアメタルの多

くで鉱石の産出が特定の国・地域に偏っており、生産国と消費国が異なる点がある。このような資源の

偏在は資源ナショナリズムの台頭の元となり、政治的・経済的な思惑で供給メカニズムや価格が変動

する。また産出地域の産業基盤の不全や鉱山事故、ストライキ，環境汚染などによって供給障害が発

生することもある。それとは別に、副産物として産出するような元素は単独での増産が困難である。例

えば年間 200 トン程度しか生産されない Pt の副産物である Rh や Ru の供給量は年間数十トン、Ir に

至っては年間数トンが最大供給量となるため、資源セキュリティ上の問題がある。 
レアメタルの価格高騰から短絡的に“資源枯渇の恐れ”と煽る論調が見られるが、多くの場合は偏

見・誤解・情報操作によるもので、元素によってそれぞれ状況は異なっており、注意が必要である。実

際に近い将来の枯渇が懸念されるのは、生産量が桁違いに多い Cu や Pb などのベースメタルのほう

である。例えば Pt については現在の需要量換算で南アフリカだけでも今後 100 年以上は十分に供給

が可能な程度の埋蔵量が確認されている。ただし、資源的に鉱石中の含有量が少ないレアメタルの生

産には、大量に鉱石が採掘され、膨大なエネルギーが投入されるので、地球環境への負荷を減らす

ためにも、リサイクル技術開発と社会的仕組みづくりが必要である。しかし、現在の回収技術の中には

逆に大きな環境負荷を生じるようなもの(例：液晶パネルからの In 回収)があるので、注意すべき。都市

鉱山という言葉に代表されるような廃棄品からの回収だけでなく、生産工程でのロスや、中間加工品と

しての滞留分などにも目を向けて、合理的な対応を行う必要がある。 
日本はレアメタルの生産に関しては技術的に世界でも抜きん出ており、その技術力を今後は分離・回



収の分野にも生かして、世界をリードしていくことが求められている。 

 

（２）鉱物資源の状況と課題克服のための素材のあり方 

【講師】東北大学多元物質科学研究所資源変換・再生研究センター教授・中村 崇氏 

 

  材料を利用する際にはそれぞれの性質に応じた「適材適所」を考えなければならない。例えば、

古代から構造材として使用されている「石」は圧縮には強いが、張力は鉄に及ばない。近年、   

高張力のワイヤーロープの鋼材が開発されるにあたり大型の橋梁の建設が可能となった。現在、

鉄鋼は も多く使用されている材料であり、自動車などさまざまな製品に使われている。また、

アルミニウムはジュラルミンなどの航空機材料、また PET は飲料用ボトルなど、「適材適所」で

使用されている。 
古代から、素材・材料を所有することつまり物質的豊かさが、国の豊かさと密接に関連してい

た。近代は、材料から製造された製品を手にする階層は限られていたため資源の枯渇問題は見え

なかった。しかし、現在は、BRICS の台頭などにより製品を手にする人口が増大しており、将来

資源開発のキャパシティーを超えるかもしれない。そこで、希少資源に関しては代替材料の開発

を考えなければならない。 
材料の変遷を決めるものの一つとして、それを製造するエネルギー形態がある。現在は主に化

石燃料で製錬・精錬されているが、将来、例えば原子力などの電気エネルギーが主となれば製造

プロセスが変わり、利用される素材も変わる可能性がある。現状では、性質（例えば比強度）や

価格による「適材適所」を考えれば、やはり構造材は鉄鋼に代表される金属材料が良いが、将来

は高比強度をもつカーボン繊維など新しい材料が利用される可能性もある。また、 近、三菱化

学は、ボディがプラスチック樹脂製の自動車を開発しており、そのような事例を見るとそれぞれ

の材料が可能性を持っているが、やはり、その時の社会的条件により、利用される素材が決まっ

ていくと考えるのが妥当である。 
金属元素に関して、 近の供給ならびに使用の問題を考えると、以下の三つのリスクを考慮す

る必要がある。1)エネルギー問題（CO2 問題）、2)資源不安問題、3)環境規制問題。エネルギー問

題は鉄などの金属を鉱石から製錬する際に大きなエネルギーを必要とすることなど。資源不安問

題は、PGM など極端に資源が偏在しているもの。環境規制は砒素など生態に影響があるとされ排

出や使用が制限されているもの。例えば、資源不安問題の代表的なものとしてレアアースがある

が、これらは地球上に資源量としては多いが、現在、ほぼ中国のみが鉱石を採掘している状況に

ある。つまり、中国の政治・社会状況によりこれらの素材の供給や価格が大きく影響を受けるこ

とを意味する。金属資源を利用するうえで、少なくとも、上記三つのリスクのうち二つのリスク

を回避しながら持続的な製品製造を行っていく必要がある。 
近、希少資源をレアメタルとして呼ぶことが多いが、より定義をはっきりさせるためにクリ

ティカルメタルという言葉が使われている。意味としては、材料・素材として製品になくてはな

らない必須金属でありかつ、需要の伸びが大きく、資源量や回収・精製の困難性から供給に不安

がある金属である。あるいは、価格の高騰により使用者が代替材料を望みつつも難しい金属と定

義される。クリティカルメタルのうちには、ベースメタルである銅や亜鉛も入る。その他、貴金

属、タングステン、インジウム、レアアースなどが挙げられる。（日本メタル経済研究所資料参照）

このようなクリティカルメタルの一部に対しては代替材料の開発が望まれるが、通常、同程度の

性能では代替は進まず、数倍の性能を付加してないと製造メーカーとしてはなかなか代替材料の

使用を進めないようである。また、代替材料の研究開発は国家戦略としての意味をもっており、

研究開発を進めていること自体が中国など資源供給側との交渉の牽制材料となることもある。 
代替材料の研究開発が進められているものの一つが ITO 透明導電薄膜である。インジム資源が

中国の生産に偏っていることから省インジムの薄膜開発が進められる。しかし、ITO 薄膜は、そ

の他の IZO や AZO などの導電性薄膜に比して、汎用性（抵抗値、透過度、エッチング特性など

を考慮）という面で秀でており、透明導電性薄膜に必要なそれぞれの性質を平均以上に満遍なく

有している。そのため、液晶テレビには必要不可欠な材料となっている。また、代替材料の開発

は、今まで環境規制に対応するために行われており、資源枯渇の問題から行われたことは無かっ

た。今後も、代替材料の開発には大幅な製造コストダウンや性能向上が伴う必要があると考えら



れる。 
近になっていわゆる資源メジャーによる資源供給の寡占化が進んでいる。それぞれの資源の

寡占化とそれに伴う投機過熱により、資源の価格の高騰が始まった。金融危機により資源価格の

暴落が起こっているものの、今後も資源供給に寡占化により国内の金属製造メーカーが影響を受

けることは間違いない。特に、鉄鉱石は、リオ・ティント、BHP ビリトン、ヴァーレの三社で    

7 割の供給を占めており、かつ、 近は BHP ビリトンがリオ・ティントの買収を進めていること

も問題となっている。資源メジャーの寡占化に伴い、レアメタル自体の生産地域が偏在している

ことも、日本への供給に影響を及ぼしている。例えば、タングステンは中国で 88%、レアアース

も中国で 93％、ニオブはブラジルで 88％、タンタルはオーストラリアで 63%、ブラジルで 16%
と生産地域の偏在が際立っている。 
以上のことから製品に使用されている金属資源を回収して再利用することが必要となる。資源

生産が偏在しているレアメタルはさまざまな機能材料として製品に使用されている。例えば、ハ

イブリットカーは「走るレアメタル」と言われるほど様々の金属が使われている。例えば、発電

機やモーターにはネオジウム、ジスプロシウムなど、排ガス触媒には PGM、蓄電池にはニッケ

ルやコバルトなど。また、携帯電話にも多数の金属が使用されており、振動モーターのネオジウ

ムや、コンデンサーのタンタル、基盤には配線として銅がパーセントオーダーで含まれている。

基盤はリサイクル原料として銅製錬工程に装入され、銅ならびに貴金属が回収されている。 
近、中村崇教授と DOWA エコシステムが中心となって、秋田県大館市の協力を得て、市民

からの小型廃電気・電子機器の回収試験を行った。スーパーマーケットなどに回収ボックスを設

けて、市民ボランティアによる小型廃電気・電子機器の回収を行ったところ予想以上にスムーズ

に回収が進み、良い試験結果を得ることが出来た。回収された小型廃電気・電子機器を調査する

ことにより、重量と体積で も大きいのはやはりプラスチックであること、基盤には多くの銅と

貴金属が含有されていること、また小型の部品類には多種のレアメタルが使用されていることが

明らかになった。今後それらを回収するための要素技術開発が望まれるが、例えば、廃基盤の処

理としては、非鉄製錬プロセスに装入して金属を回収することが も有効と考えられる。その際、

前処理として破砕や選別、焼却などの技術開発を進めて、回収レベルを上げる必要がある。今後、

この回収試験を、中央官庁や地方自治体の協力得て全国的に展開することを計画している 
 

（３）レアメタルと元素戦略 

【講師】物質・材料研究機構 材料ラボ・ラボ長 兼 元素戦略クラスター長 原田幸明氏 

 
  昨年、石垣島で持続可能なエネルギー、材料国際会議 2007 が開催され、資源利用の原則と実

践について「石垣島宣言」が採択された。この宣言には資源利用の 3 つの原則（資源を枯渇させ

ない、環境リスクを増やさない、地域的世代的公正に配慮する）、および資源利用の 4 つの実践

（使わずにすむものは使わない(Reduce)、丁寧に使う(Reuse)、何度も使う(Recycle)、ありふれ

たものを使う(Replace）が謳われており、マテリアルを利用する場合はこれらのことを念頭にお

かなければならない。近年のカジノ経済によって作り出された巨額の投資マネーはマテリアルフ

ローの世界にも流入し、急激な市場価格の乱高下が見られるが、同時に資源の偏在、生産と消費

が分化しているためにそれらのシェアの問題が生じているとも考えられる。ここで例えば鉄鉱石

貿易は日本の高度成長期を境に大きく変化し、現在では鉄鋼の流れは EU 諸国連合、日中韓を中

心としてサイクルしている。他の元素についても日本が全世界マテリアルフローの中で何番目か

には必ず登場する。日本はマテリアルの輸入量・輸出量ともに世界で五本の指に入り、2000 年以

降は機械・電気電子機器の輸出が減少する中、エンジニアリングマテリアルの輸出は着実に増え

ている。これらのことから日本が実態マテリアルフローの鍵を握っており、この傾向はこれから

も変わらないと思われる。 
     一方、地球温暖化問題に目を向けると、温暖化対策のために従来の前提的枠組みをも変更され

る傾向が出てきており、例えば、原発建設に伴うリスクはCO2排出による温暖化リスクより小さ

いとみなされつつある。このように大きな転換の時代に突入しており、リスクの転嫁が起こりや

すい状態になっている。リスク転換が起こりやすくなっている今こそ一つ一つのリスクをきちん

と正確に把握する必要があり、そのような観点から資源リスクも捉えなければならない。現在の



資源問題のキーは元素の地殻存在度と市場規模（使用量）のアンバランスにある。地球温暖化対

策と称して大量の電気自動車を供給するために必要な多量の白金を獲得するために、資源争奪戦

争が起こり、地球環境が破壊されては元も子もない。情報技術を支えるSi半導体デバイス製造に

おいても実に多種多様の元素（特にレアメタル類）が各用途に利用されている。このように、   

環境・エネルギーや情報といった技術の進化によって、レアメタル類はレアな存在でなくなって

きている。 
   資源・エネルギー問題を考えるときに「持続可能性」というキーワードが頻出するが、これに

は 3 種類あり、「地球環境の持続可能性」、「人類経済の持続可能性」、「国の経済の持続可能性」

に分けて考える必要がある。 
   地球環境の持続可能性の観点から資源問題を見ると、資源端での環境負荷度が挙げられる。  

例えば、Cu 1t を製造するのに鉱山で採掘される鉱石は 300t、Pt 1g に対して鉱石採掘量は 1.2t
にもなる。このような資源端での環境負荷はある程度市場価値に反映されているものの、白金の

ような高価でかつ環境負荷の大きい元素が近年は多量に利用されるようになっており、今後は資

源国側から資源採掘・精錬時における環境負荷を消費国側が考慮・負担すべきであるというよう

な主張が出てきかねず、そのリスクを常に考えておかなければならない。また、我々も希少資源

の重みを資源端重量で理解する必要がある。 
   人類経済の持続可能性の観点では、可採年数だけではなく現有埋蔵量、埋蔵量ベースに注視し

なければならない。可採年数はいわば自転車操業の厳しさの程度を表しているが、元素間におけ

る厳しさの程度の比較のみであっていつ倒れるかという予測を示すものではないことに注意する

必要がある。このことをふまえると、1962 年には可採年数 464 年と言われた鉄鉱石は 1971 年に

240 年、2000 年には 121 年と急激に減少しつづけており、実は Fe、Cu、Zn などが他の元素よ

りも喫緊の課題と考えられる。また、鉄鋼生産に必要なコークス炭もかなり危険水域にある。  

可採年数は現有埋蔵量を年間資源消費量で除した値であり、年間資源消費量を確保しながら可採

年数を延命するためには現有埋蔵量を増加させる必要がある。現有埋蔵量は現時点で商業生産が

可能な量であり、ある程度コスト増を許せば増える量であるが、埋蔵量ベースは現時点で人類が

認知している資源量であり、これを増やすためにはかなり注力して資源を探さなければならない。

2050 年までの累積需要予測からは Fe、Mo、W、Co、Pt、Pd などは現有埋蔵量をほぼ使い切り、

Ni、Mn、Li、In、Ga などは現有埋蔵量の倍以上の量が使用され、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Sn
などは埋蔵量ベースまでも越えると考えられる。 

     国の経済の持続可能性に視点を変えると、現在の先進国では約 18t/capt のマテリアルが使用さ

れているが、2050 年に現在のマテリアル利用量をキープしつつ全世界が同等に先進国化するため

にはマテリアル使用量を現在の 8 分の 1、約 2.3t/capt まで抑制しなければならない。このことを

達成するためには、例えば、現在用いられている Au を Ag へ代替して資源端でのマテリアル  

消費を激減させるなどの対策が必要となる。 
     以上の 3 種類の持続性を達成するために必要な努力は「石垣島宣言」で謳われた 4 つの努力、

すなわち Reduce、Reuse、Recycle、Replace に他ならない。 
     日本における「元素戦略」とは、元素の持つ特性を深く理解し活量する、元素多様性の発掘と

物質創造にある。このことを達成するためには物質・材料の特性・機能を決める元素の役割を  

解明し、利用する観点からマテリアル研究のパラダイムシフトを促し、新しいマテリアル創成に

つなげる研究を進めなければならない。 終的には、多様な基礎研究を結集し、希少元素・有害

元素の代替技術等の開発による社会貢献を目指すものである。今回、文部科学省と経済産業省の

連携体制が構築された。両省の研究開発を統括する合同戦略会議を設置し、同会議の下で基盤か

ら実用化まで幅広い領域の技術開発を支援するものである。元素戦略は大きく 2 つの概念、すな

わち元素の特性を深く理解し活用する「元素多様性の発掘と物質創造」、および元素に焦点を当て

て新たな物質材料科学の基礎を築く戦略である。そのうえで 4 要素「減量戦略」、「代替戦略」、「循

環戦略」、「規制戦略」を推し進める。元素戦略は学術的にも新たな挑戦であり、中世における   

元素の発見・認識・利用による錬金術から冶金学・化学への脱皮というイノベーションと同様に、

現代におけるナノテクノロジーの発展・利用による元素化学から電子・原子化学への脱皮が求め

られている。例えば、減量戦略ではナノレベルの表面制御・電子状態制御による白金燃料電池か

らの脱出、循環戦略ではすでに採掘、精錬されて市場に供給されて退蔵、死蔵、埋蔵されている



都市鉱石の利用促進、代替戦略では一例としてディスプレー用ITO電極の代わりとして電子状態

を制御したCaO-Al2O3系電極を用いたディスプレー開発が挙げられる。減量戦略や代替戦略につ

いては、物質の性質を改めて見直し、物性理論先行型の材料設計が重要になる、つまりマテリア

ルの説明から設計へとパラダイムシフトが必要である。この大きな変革においては、これまでも

活用されてきた計算材料科学やナノテクノロジー等が具体化されて、現実のマテリアル設計への

利用促進が大きな役割を担うと思われる。 
 

以上 


