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[要約] 

持続可能社会、あるいは地球環境と資源問題等、製造業に必須な金属資源を巡り著しい

状況の変化が見られる。とくにアジア圏を中心とする社会構造変化による資源消費構造の

変化、産業競争力の変化、さらに社会における企業の役割変化がある。こうした潮流は、

これまでの製品開発が資源を使い品質・機能第一優先であったのに対し、今後は資源の供

給途絶リスクへの対応、製品のライフサイクルに対応したリサイクル・資源循環のあり方、

さらには環境配慮設計への対応等が強く要求されてくる。これにより、所謂動脈と静脈の

両方向のサプライチェーンを円滑に機能させることが可能となり、我が国の将来に向けた

産業の競争力が維持・拡大可能となる。 

 

１．はじめに 

人類と金属資源の関わりをとってみると、その歴史は古く、メソポタミア文明の青銅器

時代から時代を経て産業革命以降、近代製錬技術の発展により工業化を進めてきた。電気

産業が誕生すると、個々の元素特性を生かした技術開発が相次ぎ、急激に金属資源の応用

範囲が広がった。人類はレアメタルと呼ばれる希少金属を含め、現在、周期表の殆どの元
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素を何らかの用途で利用するに至っている。これまで、こうした金属資源は欧米や日本等

の先進国が資源産出国から安く調達し、消費してきた。少し前まで、かろうじてこのバラ

ンスを保ってきたように見える。しかし、この図式は崩れ去ろうとし、金属資源を巡る消

費構造が変化し始めている。それらの変化は、金属資源のグローバルな消費構造の変化、

金属資源を巡る産業競争力の変化、そして社会における企業の役割の変化である。 

これまで我が国は 1970 年代以降、最近まで圧倒的な技術力を誇り、強い競争力を有して

いたが、近年は先端技術製品においてさえ中・台・韓の企業等に肩を並べられつつある。

日・亜・欧米三極間の貿易構造をみると、日本から、中間財が中国、ASEAN、NIEs 諸国へ

輸出され、これらの国から最終財として欧米へ輸出されている構図が見える。 

2007 年における日本から欧米への最終財輸出は 2000 年比 10％減に対し、中国から欧米

への最終財輸出は 3.4 倍に拡大している。これに対応して、日本から中国、ASEAN、NIEs

諸国への中間財輸出は 1.7 倍伸びている。こうした貿易構造の変化は、アジア諸国の産業

が力をつけ、高度化していることを現わし、日本企業の優位性は崩れつつあると言える。 

これまでの製品開発は、資源を使う事に主眼が置かれた所謂動脈フローが中心であった。

しかし、今後は動脈と静脈のサプライチェーンを円滑に機能させることで、資源の供給途

絶リスクへの対応、製品使用後の製品リサイクル、資源循環のあり方、更に環境配慮設計

(DfE)を高度化でき産業競争力の向上、上述の構造変化への対応が初めて可能となる。 

２．自動車産業における資源供給状況とリサイクルの現状と問題点 

自動車を構成する材料は伝統的に鋼材が使われてきた。近年においても鋼材が主要な材

料であることに代わりはないが、アルミニウムや樹脂などが用いられ、軽量化をはじめ、

組み立て性、コスト、運転性能の向上が図られている。自動車を構成する主たる金属材料

である鉄、亜鉛、鉛、銅、アルミニウムはベースメタルと呼ばれており、地中に多く埋蔵

され、人類が長い間にわたって使用してきた。これらベースメタルの消費量の変遷を分析

することによって、今後の需要状況を得る手がかりになる。 

一例として、図１に我が国の過去における鉄（Ｆｅ）、アルミニウム（Ａｌ）、エネルギ

ー消費量推移について示す。 

鉄は 1960 から 1970 年代に消費量を飛躍的に伸ばしており、1965 年から 1967 年に掛け

て最も消費が活発化している。しかし、1970 年代中頃からは伸びも収束し、ほぼ一定して

いる。飛躍的な消費量の伸びを記録した時代は、高度度経済成長の時代で、機械、造船、

建設などの分野で消費された。 

アルミは鉄とは異なった変化を示している。即ち、その消費量は鉄に呼応して増加して

おり一旦飽和の兆候を示すが、1985 年辺りから再度増加を始め、1990 年ころに再度飽和の
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状態に達している。 

1970 年頃に見せた最大消費速度の時期

は、鉄などと同様に高度経済成長による機

械、造船、建設などの分野での利用が進ん

だためと考えられる。一方、1985 年以後の

増加は、自動車や鉄道車両の軽量化や飲料

缶への用途が進んだためと考えられる。 

1967 年頃のエネルギー消費は高度経済

成長時代のもので、重厚長大な産業を実現

したものであり、鉄は主体的な役目を担っ

た。1980 年代のエネルギー消費の増大は、

自動車の軽量化、情報化、ソフト開発等、

軽薄短小な産業の発展に向けられた。アル

ミは重厚長大から軽薄短小の時代に、特長

を巧に利用しながら用途分野を変化させて

きたと云える。自動車は、重厚長大思想の

もとで大型化、高出力化、高級化が図られ、

一時代を築いた。しかし、重厚長大のツケ

とも云うべき地球温暖化やリサイクルの問

題に対して 180 度方向を変えた軽薄短小の

思想を設計に取り込み小型化、軽量化、低

燃費化を実現しつつある。 

LCA (Life Cycle Assessment)の観点から

資源と環境問題を見ると、新規地金から段

階的にリサイクル材に置換していく方法で

アルミ材を用いて軽量化することは、CO2の排出量低減、即ちエネルギー消費の抑制に効果

がある。自動車産業を例に取ると、資源⇒素材⇒部品⇒組み立て⇒新車販売と進む動脈サ

プライチェーンでは新技術、デザイン、性能、ランニングコストの改善等によって励起で

きる消費者の購買意欲は事業の駆動力として働き、いうなれば血流は自動的に流れる。し

かし、廃車→解体→部品類別→再利用、リサイクル→再生材または廃棄と進む静脈系サプ

ライチェーンに関して一般消費者は“産業廃棄物処理”的認識が主で、上記の血流駆動力

を発生し難い。即ち、一般消費者にとっては、資源として見る“都市鉱山” としての認識

図 1 鉄、アルミ、エネルギー消費量変遷 
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図 2. 金属の生産量とＴＭＲ 

は不十分であるため、静脈側では必要な血流を得難いのが現状である。 

３．電気・電子機器産業における資源の供給状況とリサイクルの問題点 

我が国の電気・電子機器産業の強みの源泉は先端技術を用いた高機能、高効率の製品開

発にある。その競争力の鍵のひとつとなるのがレアメタルの活用である。レアメタルはベ

ースメタルと比べ、元素の存在自体が少ないことが挙げられる。また、物質関与係数（TMR: 

Total material Requirement）を用いると、更に抽出までの要素が加わり希少性と同時に

金属抽出の難易度が高いことがわかる。TMR とは対象とする金属資源を入手するために、

関与した物質の総量を指す。世界資源研究所（WRI）によれば、TMR は以下の式で表される。 

・TMR＝Σ（直接物質投入量）

＋Σ（間接物質投入量）＋Σ（隠れた

フロー量）  

図 2 中の□はベースメタル、●は構

造用素材に使用されるレアメタル、灰

色○は電子・機能材料に使用されるレ

アメタルを示す。例えば、鉄 1トンを

抽出するためには、その背後で 8トン

の鉱石など資源量を投入されているこ

とを示している。電子・機能材料に使

用されるレアメタル群はどれも抽出ま

でに膨大な資源量を必要とし、生産も

極めて少量に留まっている。身近な製品に広く使われているタンタル（Ta）、インジウム(In)

なども、金（図中＋）の生産量よりも少ないのである。 

これら、レアメタルが持つ様々な特性により、製品中に少量添加することにより飛躍的

な性能向上を得ることが出来る。そのため、図 3に示すように医療機器をはじめＩＣＴ機

器、自動車など幅広い分野で我が国の製品競争力を支えている。しかし、2004 年を前後し

て新興国のレアメタル需要の急増やそれに伴う価格の上昇、産出国の資源政策などにより、

レアメタルの供給不安が起こり「パニック」と言われてきた。2008 年末の金融危機を発端

として、自動車、電気をはじめ、全ての生産活動が停滞を余儀なくされた。しかし、レア

メタルの供給不安が好転した訳ではない。図 4 に日本の電気・電子機器産業を取り巻くレ

アメタルの構図を整理した。 

特に、国内外を問わず、全地球的に持続可能な社会を構築するためには低炭素排出・省

エネの一層の促進が喫緊の課題である。 
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図 5. 環境技術とレアメタル 
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タルを示す。                表 1 レアメタル抽出の形態 

副産物として産出されるレアメ

タルの供給は、主産物であるベー

スメタルの産出動向にも大きく影

響を受けることになる。これらレ

アメタルの産出国は、例えばレアアースやタングステン、アンチモンなどのように中国一

国への依存度が極めて高い特徴を持っている。 

中国の資源政策を時系列で見ると、以前は、外貨獲得のために資源輸出を奨励し、極め

て安価に日本等へ供給していた。このためレアアース、タングステンでは西側の鉱山が採

算面で閉山に追い込まれてしまい、結果的に中国の独占生産となった。しかし、中国は自

国の経済の拡大、高度化、及び巨額の外貨準備高の蓄積によって資源政策を転換させた。

この転換は、ある意味で資源政策以上に政治的な戦略意図を持った転換である。 

先ず、2004 年から輸出奨励のための増値税還付を縮小し、2007 年にはほとんどのレアメ

タル輸出に対する還付を廃止した。2006 年からは逆に輸出税を段階的に上げていくと同時

に、輸出許可品目を拡大し割当数量を設定した。同時期に、加工貿易（鉱石、スクラップ

を精錬し輸出すること）を禁止した。    表 2 レアメタルの備蓄制度 

上述の、資源産出国の規制

に対し我が国は資源供給の安

定確保という観点から、国内

備蓄と新鉱床開発の二つの供

給対策をとっている。これま

での備蓄は、表２に示すよう

に特殊鋼やステンレスなどの

構造用部材に使用されるレア

メタルを中心に行われてきた

が、2009 年から備蓄金属に FPD に使用されるインジウムと LED,各種半導体に使用され

るガリウムが追加指定されたことは電子機器用途のレアメタル備蓄を重視したものである。

備蓄は、逼迫や価格高騰を起こしたレアメタルの備蓄を放出することによって、一時的に

鎮静化させる役割を持つ。短期的な対策に留まるものの、混乱時には有効に機能するもの

として拡大していく必要がある。 

レアメタル資源が構造的に逼迫しつつある環境では、レアメタル供給を多元化すること

は極めて重要である。経産省資源エネルギー庁は、2008 年 3 月に閣議了解された「資源
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実施主体

ニッケル　クロム　タングステン　コバルト　モリブデン

マンガン　バナジウム

目的

保管場所 民間企業が個別保管管理

目標

合計　国内基準消費量の60日分
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図 6. レアメタル都市鉱山と埋蔵量 

確保指針」に基づき、鉱山に係る探鉱、開発、周辺インフラ整備、二国間関係強化等の支

援施策について「海外鉱物資源確保ワンストップ体制」を取り纏めた。 

政府、関係機関として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）、

独立行政法人国際協力機構（JAICA）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、独立行政法人日本貿易

保険（ＮＥＸＩ）等の連携を強め、探鉱から生産に至る各フェーズに対応する支援体制で

ある。また、陸上とは別に、新たな探鉱として注目されているのが海洋資源である。日本

は世界第６位の領海・排他的経済水域（ＥＥＺ）・大陸棚を保有している。これら海域での

石油・天然ガス、メタンハイドレートや鉱物資源の存在が有望視されており、資源・エネ

ルギー資源を輸入に頼る日本にとっては地政学的リスクが最も少ない鉱物資源の供給源と

なり得る開発である。 

2007 年に「海洋基本法」が施行され、2008 年の「海洋基本計画」を経て 2009 年 3 月に、

経済産業省は「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を策定した。海洋資源は、いずれも

探査段階であり、今後、採掘技術や精錬技術を開発しながら進めて行くという中長期的な

取り組みが必要な資源開発である。 

これだけでレアメタルの安定確保ができる訳ではなく、国内における資源消費面からの

取り組みを含めた総合的な対策が必要である。 

現状のリサイクルでは、携帯電話などの小型電子機器のリサイクル回収が進んでいない

こと、家電、パソコンにおいてもレアメタルの回収が出来ていないのが実態である。使用済

みの小型電子機器を中心とした廃電気・電子機器を如何に有効に回収して、レアメタルを再

資源化していけるかが、リサイクルの次の段階の焦点になってくる。 

レアメタルのリサイクル回収の重要性を示す考え方として 1987 年に東北大学の南條教

授らが提唱した「都市鉱山」（アーバ

ン・マイニング）の概念が注目されて

いる。レアメタル供給が逼迫するなか

で、独)物質・材料研究機構（NIMS）が

2008 年に日本の都市鉱山量を試算し

た。図 6は都市鉱山量を現在の世界埋

蔵量と比較したものである。代表的な

レアメタルでみると、日本の都市鉱山

に存在するインジウムは 1,700 トンで

埋蔵量の 16％を占め、中国に次ぐ世界

２位（図中の○数字）の埋蔵量に相当する。
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③
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図 7. 非鉄製錬からのレアメタル回収概要 

タンタルは 4,000 トンで、白金族（PGM）は 2,000 トンで、それぞれ世界３位の埋蔵量に相

当するなど、どの元素も高いポテンシャルを有している。 

但し、ここで試算されている都市鉱山量は、使用中の製品やスクラップ中に留まってい

る蓄積量として捉えられるべきで、当然そのまま利用可能な資源とはならない。採鉱で言

う資源量に相当するものと理解できる。適正な取り組みを行えば資源として利用できる可

能性を示す量であることに留意しなければならない。つまり、この“適正な取り組み”が、

今後のリサイクルの在り方となってくる。 “資源量”から“埋蔵量”へ転換するプロセス

である。 

再資源化の最初の工程は分解・選別である。基本的に家電リサイクルと同様である。但

し、小型高密度であることから、分解には手間、つまりコストがかかることとなる。モデ

ル事業の実験では、秋田県でのデジタルカメラからプリント板で一台当たり 7分、液晶、

電池分離で更に 0.5 分かかっている。茨城県の実験では、携帯電話を鉄、ゴム、液晶、モ

ータ、プリント板と材料別に分解するのに 37 分かかったというデータもある。現状では、

携帯電話などはそのまま焙焼・破砕される場合も多い。 

分解・選別は、リサイクルの人間に例えれば肺機能に当たり、廃棄物が資源となる工程

である。如何に要素部品毎に分別し、以降の処理で含有するレアメタルを特定し、より高

濃度に集積することができるが鍵である。つまり、ここでリサイクル原料の品位を上げよ

うとすると、分解・分別の手間がかかり過ぎるという背反する関係が課題である。手作業

による分解はコスト的にも、作業の安全上もリサイクル処理のネックとなるだけに、今後

機械による分解・分別技術の開発・実用化が期待される。 

現在、廃プリント板は中間処理されて、貴金属滓として既存の非鉄製錬所に受け入れら

れて、殆どの場合、銅や貴金属類のみ抽出されている。この過程でレアメタルはスラグへ

拡散し廃棄されており、

一旦廃棄されれば回収不

能となる。元来、レアメ

タルの多くが非鉄製錬の

副産物として生産されて

おり、非鉄 

製錬で抽出可能である。

図 7 に示すように、非鉄製錬からレ

アメタル回収の主要プロセスで重要なのが銅・亜鉛・鉛からなる各製錬プロセスが相互に

関連している点である。 

 
銅製錬

亜鉛製錬 鉛製錬

銅・貴金属

Ｎi As  Se  Te  

鉛・貴金属

Sn  Bi  Sb  

ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ

飛灰

廃プリント基板

銅精鉱

スクラップ

亜鉛

Cd In  Ga

鉛ﾊﾞｯﾃﾘｰ

鉛滓

廃プリント基板

鉛精鉱

スクラップ電炉ダスト

亜鉛滓

亜鉛精鉱

銅

鉛

亜鉛

鉛

銅

亜鉛

スクラップ
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図 8.リサイクル仕組みの構図 

レアメタル回収の最大の問題は、技術面よりコスト面である。今後の廃小型電子機器の

リサイクルでのレアメタル回収では、これら非鉄製錬のネットワークに依存する部分は極

めて大きい。 

日本の非鉄製錬の技術は高く、リサイクルにも合致した製錬プロセス開発に期待したい。

銅製錬サイドにとっても、2006 年時点で銅生産の 13％はスクラップ原料から生産されて

おり、リサイクル原料の 19％が貴金属滓、4％が廃電子部材というように電気・電子機器

由来のスクラップは無視できない量となっている。 

小型電子機器からのレアメタル回収は、経産省、環境省における各審議会・研究会にお

いても検討途上であり、結論の方向性は未だ明確ではない。廃小型電子機器リサイクルの

枠組みを考える時、レアメタルの回収ばかりではなく、その多面的な役割を考えなくては

ならない。つまり、ステークホルダとして自治体、電子機器産業界、リサイクル関連企業

と廃棄者である一般消費者が挙げられる。現行の法制下では自治体が負っている責務は、

埋め立てや焼却としていた廃棄物処理と、環境や健康に影響する危険物管理とその適正処

理である。 

一方、電気・電子機器産業界にとっては、循環型社会へ移行する中でリサイクル法のよ

うな拡大生産者責任（EPR）の拡大は大きなコスト負担となる。しかし、同時にレアメタル

の供給リスクが高まりつつある現在、技術開発と新しいリサイクルシステムを構築し、貴

重なレアメタルをサプライチェーンの中で循環させることは、資源セキュリティとして機

能するという認識は極めて重要である。 

循環型社会のためのコスト負担は、結局、ステークホルダである自治体、企業、消費者

が応分に負担することになる。で

あるならば、製品製造者である電

子機器業界としてもこのリサイク

ルシステムを「資源セキュリティ」

として前向きに捉えるべきである。

図 8は、リサイクルの回収効果を

縦軸に、法制度等の強制力、社会

的コストを横軸に仕組みの形態を

表したものである。法規制を強め

れば、それに伴う社会的コストは 

大きくなるが、回収の効果、つまり回収量は大きくなることは容易に想像できる。 

 

自発的

ボランタリ
モデル事業のような活動

強制力

社会コスト

責任主体

自発的

回収制度

法規制

回収効果

現行の携帯電話における

MRNのような活動

現行の家電リサイクル法、

WEEE指令のような法制度

自治体
製造事業者
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4．持続可能社会へ向けた取り組み 

持続可能社会へ向け、レアメタルの動脈・静脈両方向のサプライチェーン・マネージメ

ント（SCM）の出発点は製品開発である。製品の機能、性能を追求すれば消費者もしくは

取引先に受け入れられるという時代は既に終焉し、製品に新たな価値を求められるように

なった。企業が製品を開発する際に、環境に配慮した設計を促す国際的な標準・規格も表

3 に示すよう整備されつつあり、そうした製品開発・設計手法は、DfE や環境適合設計、

環境配慮設計、エコデザインとも呼ばれる。我が国の電気・電子機器産業界では既に、製

品開発に DfE を積極的に取り入れ、具体化し、実効を挙げている。 

また、企業にとって最も重要なことは事業の継続である。事故・災害等に対応する事業

継続のリスクマネジメントによりサプライチェーンを確保することは重要な要素であり、

社会に対して製品の供給責任を果たすことが企業の使命となる。製品の開発、製造を確実

にするため、事業継続マネジメント(Business Continuity Management： BCM)により、必

要な対応策を策定し、運用・訓練・継続的改善の取組みが必要である。事業継続計画

（Business Continuity Plan: BCP）は、その計画を指す。現在、ISO 国際規格とするため

の準備が進んでいる。金属資源の殆どを輸入に頼る我が国ではおいて、供給障害のリスク

は常にある。特にレアメタル輸入は、その偏在性から常に供給に不安がある。 

企業は利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、ステー

クホルダーに対して説明責任があり、社会的容認が得られず信頼のない企業は持続できな

いとされる。企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility: CSR）と呼ばれる。 

5．提言とまとめ 

もはや安いレアメタルを先進国のみが消費する時代が終わり、中国を筆頭に BRICs 諸

国やアジア諸国との資源争奪が始まっている。資源国は自国の資源囲い込みに動き出し、

特に依存鉱種が多い中国は輸出規制を強めている。 

この認識に基づき、日本に蓄積された「都市鉱山」を活用することが産業界にとって「資

源セキュリティ」となり得る。このためのレアメタルリサイクルシステムを構築する。そ

の鍵は小型電子機器からのレアメタル回収である。つまり、企業の事業継続のコスト負担

としてリサイクルシステムを業界、企業内部に取り込むことは重要な企業戦略である。ま

た、社会に対する企業の社会的責任（CSR）でもある。 

同時に、技術開発とリサイクル関連事業の拡大・充実となって企業の成長戦略に繋がり、

こうしたシステム自体が製品以上の差別化技術となって、国際競争力の強化の切り札とな

り得る。製錬、抽出技術は既存の非鉄製錬に依存するところが大きい。リサイクル回収に

最適化した製錬技術は開発途上であり、それまで適正に中間処理された廃棄物を濃縮した
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図 9. 電子機器リサイクルに必要な情報フロー 

状態で保管すべきである。つまり、早急に回収は早くスタートさせて備蓄しておくことが

重要で、技術が整い次第レアメタルを抽出していくことは、現実的な選択肢である。 

以上を総合すると、現時点での電子機器リサイクルの在り方として、図９のようなフロ

ーが最適と考えられる。つまり、レアメタル情報を、例えば液晶パネルにインジウムが含

有されているか、磁石はネオジム系かサマリウム・コバルト系か等の情報をサプライチェ

ーンの中で共有可能と考えられる。製造事業者が主導してリサイクルすることにより製品

情報が効率的にリサイクルへ反映されることが拡大生産者責任（EPR）の主旨でもある。 

更に、こうした情報を RFID（Radio Frequency IDentification）技術のひとつである

IC タグを製品に組み込むこと

により、この機器はどこまで分

解し、どの鉱種のレアメタルを

回収するかということまでがリ

サイクルの現場で判別可能とな

る。IC タグはサプライチェーン

の全て段階での情報活用が可能とな

り、「見えないフロー」のトレースなど、一層の SCM の高度化が期待できる。 

以上のサプライチェーンに渡る情報のフローを示したもので、製品開発における動脈フ

ロー情報も、静脈系サプライチェーンを見据えた視点が不可欠となってくる。 

我が国の産業にとって、こうした取り組みは「資源セキュリティ」としての機能と同時

に、技術開発とリサイクル関連事業の拡大・充実となって企業の成長戦略に繋がり、シス

テム自体が製品以上の差別化技術、ブランドイメージ向上となって、ビジネスチャンスを

拡げ国際競争力強化に寄与させることが出来ると考える。 
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