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[要約] 

鉄鋼生産に必要な資源のより安定な確保が求められている状況にあって、バナジウム、

モリブデンを含む未利用資源の有効活用を図るべく、鉄鋼用希少金属原料としての潜在性

を把握し、リサイクルにおける技術的課題を抽出し整理し、機械製造に不可欠な鉄鋼生産

における廃棄物系希少金属資源の有効活用の技術開発の方向性を示した。 

 

第 1 章 本調査研究の狙い 

1.1 鉄鋼用希少金属に関する 近の動向 

 モリブデン、バナジウムといった主に鉄鋼用に用いられている希少金属をはじめ、クロ

ム、ニッケル、コバルト、タングステン、マンガンを含めた、いわゆるレアメタルといわ

れる金属は、一般に希少性や偏在性が強く、加えて、ベースメタル等の副産物として産出

される場合が多いという特殊性があり、主産物であるベースメタルの生産動向や、生産国

の輸出政策、主要生産施設の状況等の影響を大きく受ける。 近の動向を概観すると、次

のような状況となっている。 

－多くのレアメタル価格は高騰し、直近では下落傾向にあるものの、引き続き高水準。 

－レアメタルの供給は少数の資源国に集中。 

－中国の展開（外資による採掘禁止、輸出税の引き上げ、輸出許可数量の削減等、国内

資源の囲い込み・輸出抑制）など供給国側の政策の影響を受けやすい。 

 

1.2 政府主導による鉱物資源の安定供給確保 

 我が国においては、鉱物資源の探鉱・開発、リサイクルの推進、代替材料等の開発、レ

アメタル備蓄等により、中長期的かつ持続的に鉱物資源の安定供給の確保を図っている。 

 

1.3 本調査研究の狙い 

 本調査研究では、鉄鋼用原料として利用されるモリブデンとバナジウムを取り上げて、 

１）リサイクルの現状と課題 
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２）未利用資源の調査とリサイクル技術の技術課題 

の 2点に関して調査を行い、有識者による調査検討委員会で課題を明確化することで、鉄

鋼用希少金属資源の有効活用の促進に資することを狙いとする。 

 

第 2 章 リサイクルの現状と課題 

2.1 モリブデン 

2.1.1 モリブデンの主な用途 

 モリブデンは、主として特殊鋼に使われ、次いで触媒に利用されている。その他には金

属モリブデンの線、板、棒、箔の形態で使用される照明器具や電子材料、各種無機薬品等

への用途がある。また、潤滑材添加剤としてモリブデン硫化鉱が使われている。 

－特殊鋼では、構造用合金鋼(Mo：0.15～0.7%)、ステンレス鋼(Mo：0.5～5.0%)、抗張力

鋼(Mo：0.15～0.7%)、合金工具鋼(Mo：0.2～1.5%)、高速度鋼(Mo：3.5～9.5%)などが

ある。また鋳物には 0.3～3.5%の Mo が含まれ、スーパーアロイでは 大 25％を含むも

のまで種々ある。 

－石油精製用 NiO-CoO-MoO3 系触媒には、水素化脱硫触媒(Mo:4.5%)と水素化分解触媒

(Mo:7.0%)の２種類があり､石油化学工業用には Bi2O3-MoO3系触媒(Mo:12%)が使用され

ている。 

－線・板・棒・箔：金属 Mo を線、板、棒､箔で用いる用途として、照明器具(マンドレル、

反射鏡)､電子管用陰極及びヒーターグリッド、ガラス炉融炉用電極棒、マグネトロン

部品(陰極､端子等)､工業炉用発熱体等がある｡ 

－無機薬品：Mo 含有無機薬品として､防錆塗料用に塩基性モリブデン酸亜鉛(Mo：25～

30%)、着色顔料のモリブデート赤(Mo：9%)がある｡また硫化モリブデンの形態で潤滑剤

として使用されているものもある。 

 

2.1.2 モリブデンの供給と消費の現状 

世界のモリブデンの供給は米国、チリ、中国に集中しており、上位 3ヶ国で 76％を占め

る。消費量は、鉄鋼部門の需要増を反映して、年々増加している。2006 年における日本の

世界に占めるモリブデンの消費割合は 16％である。が、将来、中国を中心とした鉄鋼・特

殊鋼分野の需要増が予想されており、かつこの分野の代替性もない状況にあって、需給両

面でリスクがある鉱種である。 

 埋蔵量は、Mineral Commodity Summaries 2007によると世界で860万トン、うち中国が

38.4％、米国が31.4％、チリ12.8％と上位3カ国で82.6％を占める。モリブデンの供給障害
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事例としては、銅鉱山でのストライキ・事故等による減産、ステンレス鋼等の生産増に伴

う需要増、中国鉱山の事故・焙焼能力不足によるものが認められる。 

モリブデン鉱の価格は、種々の要因で2003年頃より急上昇し、2005年から08年夏頃まで

は変動があるものの、60～70＄／kgで推移してきた。2008年後半よりステンレス等の需要

減などがあり、急激に値を下げている。 

 2006年の日本のモリブデン需要は、モリブデン純分で26.2千ｔと推定される。その内、

特殊鋼用の消費は23.5千ｔと推定され約90%を占めている。 

 一方供給については、我が国はモリブデン精鉱（焙焼鉱：MoO3）の全量を輸入に依存す

るとともに、フェロモリブデンの約50%を輸入に依存している。また、塊・粉やくずも輸入

している。2008年のモリブデン精鉱の輸入量は、焙焼鉱3.8万トン、フェロモリブデンの輸

入量は3千トン台に低下している。モリブデン精鉱の供給国別内訳(2008年)では、チリ49%、

米国17％、メキシコ13%、カナダ9%、中国3%などとなっており、中国については2003年の5,200

トンから2008年には1,012トンまで低下している。フェロモリブデンについてはチリ72％、

中国14%などとなっており、中国からの輸入量をみると、2008年では前年の32％に急減して

いる。これは2005年8月に中国政府により実施された委託加工の禁止が大きく影響したもの

と思われる。フェロモリブデンは、環境問題、コスト等の観点から海外の供給者確保が難

しい状況となっており、国内生産者（MoO3を輸入し酸化モリブデン、フェロモリブデン等

に加工）の存在は不可欠である。 

 

2.1.3 リサイクルの現状と課題 

工程くずのリサイクルについては、次のような状況となっている。 

－特殊鋼メーカー内の工程くずは自社内で製鋼として、ほぼ100％リサイクルされている。

また、一部メーカーでは専門業者に回収されて合金にリサイクルされている。 

－特殊鋼を使った部品、製品のメーカーから発生したものは、上流工程でリサイクルさ

れるものもあるが、鉄スクラップになるものもある。 

－次の理由から、Mo添加ステンレスの工程くずの90％以上がMo添加ステンレスの原料と

してリサイクルされていると考えられる。Mo添加ステンレス鋼は、フェライト系、オ

ーステナイト系、二相系に分布しており、耐食性が求められる特殊な用途に限定して

使われていること。取引価格が汎用ステンレス鋼と比べて高いこと。金属加工業者に

おいて、工程くず(加工スクラップ)を分別排出する際に分別していること。ポータブ

ル型の分析装置の開発により、含有成分が簡単に把握できるようになったこと。ステ

ンレスメーカーでは、スクラップ受入時に成分分析を行い、Mo添加ステンレススクラ
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ップをMo源として活用していること。 

使用済製品のリサイクルについては、次のような状況となっている。 

－特殊鋼からなる使用済自動車部品の多くは、一部で特殊鋼原料としてリサイクルされ

はじめている。また、輸出されるものもあり、この場合は鉄スクラップとしてリサイ

クルされる。 

－Mo添加ステンレス鋼が、化学プラントなどの特殊用途に限定されていること、そのた

めに発生場所が限定されることから、スクラップの素性も把握しやすい。また、分析

装置の開発により、市中くずについても、概ね回収され、Mo源としてリサイクルされ

ている。このようにMoの 大用途であるステンレス鋼にあって、概ねリサイクルされ

ている状況にあるが、リサイクルにおいてMo機能をさらに活用するには、素性の確認

できるものについて可能な限り鋼種別に分別することが今後必要であると考えられる。 

－廃触媒は製造場所・発生場所・品質が判っており、経済的に成立しやすく、ほとんど

がリサイクルされ、システムも確立されている。 

－無機薬品に含まれるMoは、微量添加物あるいは消耗品であり、 終製品からのリサイ

クルは行われていない。防錆塗料や着色顔料として使用されたMoは、使用後は各種器

材の塗膜とし存在するものが大部分で回収はなされない。潤滑剤として使用される硫

化モリブデン(MoS2)も、グリース、ギヤー油等の廃油の形で使用済みとなるが、一部

潤滑油として再生されるものもあるが、潤滑油の大部分は再生重油となるために、少

なくともこの時点においては、Mo機能がリサイクルされていることにはならない。 

 

2.2 バナジウム 

2.2.1 バナジウムの主な用途 

 バナジウムを含有した抗張力鋼の厚板は、主に橋梁、船舶、大型建造物、ラインパイプ

に使用され、非調質鋼は主に自動車の車軸、ボルト等に使用される。合金工具鋼は、バイ

ト、タップ、ダイス等の切削工具、ポンチ、たがね等の耐衝撃工具、シャー刃、ねじ転造

ダイス等の冷間金型工具及びプレス型、ダイカスト型等の熱間金型工具に使用される。高

速度工具鋼は、特に高速重切削用各種工具、難切削材の切削工具として使用される。また、

ステンレスの耐熱鋼(SUH)の一部にもバナジウムが含有され自動車用エンジンの排気バル

ブやタービンブレードとして使用される。 

 

2.2.2 バナジウムの供給と消費の現状 

世界のバナジウムの生産量（五酸化バナジウム）は、南ア、中国、ロシアで全体の 8割
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を占める。世界の粗鋼生産の増産基調や原油高等を背景にバナジウムの消費は伸長してき

た。2006 年の世界消費に占める日本の割合は 11％である。が、中国を中心とした鉄鋼・特

殊鋼分野での需要増が予想されていることから、需給両面でリスクがある鉱種である。 

バナジウムの埋蔵量は Mineral Commodity Summaries 2007 によると、世界で 1,300 万ト

ンであり、そのうちロシア 38.5％、中国 38.5％、南ア 23.1％と上位 3カ国でほぼ 100％の

寡占状態である。バナジウム価格は、南ア、ロシアでの種々の要因による減産、中国での

需要増、メジャーの寡占化などによって大きく変動しており、過去に 2～3倍に触れてきた

が、2004 年頃からは、中国の需要増と供給不足懸念から 10 倍まで高騰した。その後 40＄／

kg で推移し、08 年には再び 2倍の 80＄に高まったが、直近では 30＄台に戻してきている。 

日本のバナジウムの主要な消費分野は、特殊鋼などの合金添加材と石油化学分野の触媒

である。なかでもバナジウムの需要の 90％以上が合金添加材に消費されており、そのため

消費量は、特殊鋼生産量と密接に関連している。しかし、日本ではバナジウム全量を主に

五酸化バナジウム、フェロバナジウムの形態で輸入している。五酸化バナジウムについて

は、南アからの輸入量は減少しているが、中国からの輸入量は 2,000 トン前後であり、2008

年のシェアは 94％で、南アを含めると上位 2ヶ国のシェアは 99.4％以上に達している。フ

ェロバナジウムについては、南アからの輸入量が 大であるものの、2005 年以降でみると

次第に減少し、2008 年のシェアは 44％にまで低下している。 

 

2.2.3 リサイクルの現状と課題 

バナジウムを含有した高抗張力鋼、合金工具に関して、まず高抗張力鋼の橋梁、船舶、

建築物等の寿命は数十年に渡る。自動車は12年程度、機械加工に使用されるバイト等の工

具鋼は１年程度の寿命で、金属スクラップ業者によって回収される。スクラップ、鉄屑と

して回収され電気炉メーカーで再利用されている。 

しかし、通常の鉄スクラップとして処理される場合は、バナジウムの機能は生かされて

いない。バナジウムの機能を活用するためには、組成別の分別が必要である。 

バナジウム添加触媒は、石油化学製造用触媒に数多く見られる。活性物質としての用途

が多く、微量添加されている。また排煙脱硝触媒にも添加されているが、触媒での消費量

が少ないため、触媒自体からのバナジウムのリサイクルは少ない。しかし、重油を脱硫す

る際に重油中のバナジウムが触媒毒として付着しており、これらのバナジウムがリサイク

ル時に回収されている。その結果、リサイクル量は消費量を大きく上廻っている。触媒か

らの回収は、Vの機能としてリサイクルされていると考えられる。 

使用済製品ではないが、重油燃焼灰のなかにバナジウムが5～15％含まれており、重油ボ
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イラーのスケールにもV含有量40％程度のものが存在する。発電所の重油ボイラー灰も年1

回の設備点検時に回収されV2O5製造用として使用され、国内におけるバナジウム原料のソ

ースとなっている。 

 

第 3 章 未利用資源とその利用における技術課題 

3.1 モリブデン 

3.1.1 未利用資源の現状 

銅精鉱を処理して電気銅を得る過程において、モリブデンを含む銅製錬スラグが発生す

る。一般的な銅製錬におけるスラグの発生量は、銅精鉱１トンあたり、約 510kg である。 

現状主として造船業界で使用する研削材や各種モルタル骨材、セメント副原料に利用さ

れている。スラグには MoO2が 高 0.4％程度含まれており、世界 大の銅生産国チリにお

いては、純分で約 1.5 万トンのモリブデンを含むスラグが発生していると推測された。 

国内の MoS が潤滑剤として添加されている廃潤滑油については、大半が回収され、ロー

タリーキルンやボイラーの燃料（再生重油）として利用されており、燃料以外への再利用

は少ない。代表的なエンジン油廃油中のモリブデン量は、50ppm 前後であるが、使用済潤

滑油からの再生重油を燃焼した後の燃焼灰には Mo や V が高濃度で含まれている。平成 17

年における諸データから推算すると、再生重油燃焼灰中の Mo 量は、約 11.5 トン（5.1～31.2

トン）と見積もられた。 

 

3.1.2 未利用資源の利用における技術課題 

 銅製錬スラグからの Mo のリサイクルに関しては、高温の溶融スラグの顕熱を活用して反

応エネルギー効率を高めるとともに、経済的に成立可能なモリブデンの抽出率の向上であ

ることが明らかとなった。 

モリブデン選鉱においては、浮遊選鉱プロセスにおいてバルク精鉱後の分離性の向上が

課題となっている。 

 

3.2 バナジウム 

3.2.1 未利用資源の現状 

 重油系燃焼灰には、バナジウムが含まれていることは古くから知られ、一部で実際にバ

ナジウムが回収されている。火力発電所等で使用する C 重油のなかに V が 500～1,000ppm

程度含まれており、燃焼後の集塵灰(EP灰)には、V2O5換算で1～3％のバナジウムが含まれ、

またボイラー水管や熱交換器、炉底等に沈着しているボイラースラグにも、V2O5換算で 20
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～40％程度のバナジウムが含まれている。電力会社 10 社の 2007 年度の重油使用量は約

1,200 万 kℓ、その他の主要な民間企業でのボイラー等での使用量は約 650 万 kℓ の合計約

1,850 万 kℓ が少なくとも燃焼され、相当量の燃焼灰が発生している。仮に 500～1,000ppm

のバナジウムが含まれるとし、全て燃焼灰に回収されたとすると、2007 年度は純Ｖ換算で

9,250～18,500 トンを含む灰が生成したと推計された。 

また、石油精製過程において、ガソリン、軽油等の留分の収率を上げるために、重質残

渣をさらに熱分解したときに得られる副産物の固形物であるオイルコークスは、発熱量が

35.6 MJ／kg と、コークス用原料炭の 29.1 MJ／kg に比べて 20％高く、日本は年間 400 万

～450 万トンを輸入しており、発電所やボイラーで燃料として使用されている。なお、輸

入単価は 5年前に比較して凡そ 4倍に上昇している。オイルコークスに Vが含まれている

ために、オイルコークス燃焼灰中の Vの含量はさらに高くなる。発電所ボイラー燃料に使

用されているオイルコークス燃焼灰(灰分発生率 0.2～0.6％、平均 0.4％）には、18％～69％

(単純平均値 38.3％)の V2O5(純分 Vで 5～19％、平均値 10.7％)が含まれており、未利用資

源としての価値が高いと考えられる。仮にオイルコークス燃焼灰からバナジウムを全量回

収されたとすれば、年間約 1,700 トン(400～4,560 トン)が得られる。これは、日本の年間

バナジウム輸入量(約 6,000 トン純分 V)の約 29％(7～76％)に相当する。 

さらに、オイルサンド(極めて粘性の高い鉱物油分を含む砂岩)やオイルシェールから得

られる重質油の燃焼灰にも Vが含まれている。 

世界中に埋蔵されているオイルサンド、オイルシェールから得られる重質原油は 5兆バ

レル以上と推定され、原油代替の石油燃料資源として注目を浴びている。大規模なオイル

サンドは、カナダ・アルバータ州、ベネズエラ東部のオリノコ地域やコンゴ、マダカスカ

ルにも分布している。2003 年におけるカナダのオイルサンドの生産量は、89 万バレル／日

で、原油生産量の 40％を占めている。北米市場における実績は 30 年以上に上り、在来型

の原油と区別することなく取引されている。カナダの場合は、非 OPEC 加盟国であって、今

後も石油の増産が期待される。 

カナダ産オイルサンドからの重質の合成原油には Vが 66ppm、残渣に 249ppm 含まれてい

る。また、オイルサンドから得られた油分には 160ppm 程度の Vが含まれているとの報告が

ある。また、ベネズエラのオリノコ河流域に埋蔵されているオリノコタールは、膨大(推定

可採埋蔵量約 2,700 億バレル)な量の超重質油であるが、V 濃度は 400～500ppm に達する。

このようにバナジウム含量が高いことから、燃焼時にはマグネシウム注入設備を設けて、

高温腐食（バナジウムアタック）を抑制する必要があるが、V源としては有望である。 

その他の燃焼灰系としては、残渣油(アスファルト)燃焼灰にも Vが 150ppm 程度含まれて
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おり、V源として今後、注目される。 

 海水にも Vや Mo が含まれている。まず Mo 濃度は 0.01mg／ℓ であり、1トンの Mo を得る

には 1 億 m3の海水を、V 濃度は 0.001～0.002mg／ℓ であって、1～2 トンの V を得るには、

10 億 m3の海水を処理する必要がある。 

 

3.2.2 未利用資源の利用における技術課題 

 燃焼灰からのバナジウム回収については、乾式、湿式の両方で技術開発が進められ、一

部で実用化されているが、バナジウム濃度の低い燃焼灰については回収されていない。湿

式で得られるV2O5を鉄鋼用として用いるためには、一旦フェロバナジウムを製造すること

が行われており、そのためにAl還元が必要となっている。湿式で得られるV2O5は純度が高

いものの、鉄鋼用としてはオーバースペックである。このために、低濃度で大量に一度で

回収することは不向きであり、廃液処理等のコスト面でも課題が残る。一方、乾式法には、

燃焼灰を乾燥、粉砕、造粒、焙焼、還元し、生成したバナジウム酸化物スラグをAl還元す

ることでフェロバナジウムを製造しているプロセスがあるが、鉄鋼用原料としては不純物

となるS、P濃度の低減（JIS規格では共に0.10%以下）、Al濃度の低減（JIS規格では4.0%以

下）をするための制御が必要となる。大量の処理に対して湿式よりも優れているものの、

複数工程を経て合金が製造されることから、より安価で省エネのプロセスとして、鉄鋼用

フェロバナジウムを低バナジウム濃度で一度に多量に処理できるプロセスが必要である。 

 

第 4 章 調査検討委員会からの提言 

4.1 モリブデン 

Moの 大用途であるMo添加ステンレスにおいて、そのスクラップは概ねリサイクルされ

ている。二硫化モリブデン等含有使用済潤滑油は、大半が再生重油として利用されている

が、その燃焼灰のMo量は少ない。このように国内において、モリブデンを鉄鋼原料として

量的に確保することが困難であるために、海外で未利用とされているモリブデン源に着目

した検討が必要である。その候補として、銅鉱山選鉱工程の浮選から漏れて未回収となっ

ているモリブデン鉱、また銅製錬スラグに含まれるMoが挙げられる。前者については、浮

選の技術課題のみならず、Mo源の採取場所の選定も課題となる。ただし、現状 大95％程

度の回収率のために、回収量をそれほど高く上げることができない。後者の銅製錬スラグ

中の含まれるモリブデンについては、量的にも多いと考えられる。銅製錬スラグにはFeも

含まれていることからMo含んだFe源としての活用が挙げられよう。 

銅製錬スラグからのメタル分離の可能性は実験室レベルでは確認できているものの、鉄



 10

鋼原料として活用した場合には、不純物としての銅の濃度が問題となる。銅製錬時に発生

する溶融スラグを還元した際の顕熱を利用した脱銅により、量産工程での低濃度化が課題

となる。 

今後は、未利用資源の活用の一つの候補として、銅製錬スラグからのメタル分離プロセ

スの量産技術的及び経済的なＦＳを進めることが必要である。 

 

4.2 バナジウム 

有望な未利用資源としては、オイルコークス燃焼灰やオイルサンド系重質油燃焼灰が挙

げられる。しかし、オイルコークスは全国に分散して使われている可能性が高く、燃焼灰

の収集コストから、効率的な輸送システムを検討する必要がある。 

燃焼灰からのバナジウム回収技術には、湿式と乾式のプロセスがある。ソーダ焙焼等に

より水溶性成分として回収する湿式法の場合、得られるＶ酸化物の純度は95～99％と高い

が、鉄鋼用利用形態となるフェロバナジウム(Fe-V)の場合、45～85％程度でも利用可能で

ある。湿式は低濃度で大量に一度で回収することは不向きであり、廃液処理等のコスト面

でも課題が残る。乾式では、燃焼灰を乾燥、粉砕、造粒、焙焼、還元し、生成バナジウム

酸化物スラグのAl還元でFe-Vを製造するプロセスがあるが、鉄鋼用原料として不純物であ

るS、P濃度の低減、Al濃度の低減が必要となる。乾式は大量処理に対して湿式よりも優れ

ているものの、このような乾式プロセスでは複数工程を経て合金が製造されることから、

より安価で省エネのプロセスとして、鉄鋼用Fe-Vを低Ｖ濃度で一度に多量に処理できるプ

ロセスが必要と考えられる。 

今後は、オイルコークス燃焼灰やオイルサンド系重質油燃焼灰からのバナジウム回収に

おいて、技術的および経済的なＦＳを進めることが必要である。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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