
２３環境 

調査・研究報告書の要約 

書 名 
平成 23 年度資源制約に対応する材料再資源化等に関する調査研究 

～材料再資源化とサプライチェーンにおける原材料供給の 

安定化と競争力強化～ 

発行機関名 一般社団法人 日本機械工業連合会  

発行年月日 2012 年 3 月 頁  数 51 頁 判 型 Ａ４ 

 

[目 次] 

 

Ⅰ 序 

Ⅱ はしがき  

Ⅲ 代替材料技術に関する調査専門部会 委員名簿 

Ⅳ 平成２３年度の活動概況 

Ⅴ 目次 

Ⅵ 本論 

１．緒言  

２．再資源化へのアプローチレビュー 

  ２－１ 製品解体から見えるサプライチェーン   

    ２－２ ソリューションに向けた実例調査 

   2-2-1 精密用小ねじ鍛造部品製造（（株）降矢技研）                

2-2-2 精密プレス部品加工、精密切削･研削部品加工、金型部品等 

（（株小松精機工作所）            

2-2-3 精密金型の開発・設計・製作及びプレス加工 

（（株）サイベックコーポレーション）    

３．材料再資源化の実現に必要となる人材のあり方について 

３－１．高専教育と産業界の期待  

３－２．内外の理数系教育、企業の生産技術者育成  

３－３．産学人材パートナーシップ材料分科会における取り組み  

   ３－４．エンジニアリング教育とは何か？～今、一番求められるもの 

４．新たな材料再資源化とサプライチェーンにおける部品、原材料供給に関する課題認識と 

着眼点の整理                                            

Ⅶ まとめ 

 

 [概 要] 

  資源の乏しい我が国にとって材料の安定確保は生命線であり、ここ数年の間にレア

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の懸念が一層顕在化したこと

から、産地依存リスクの低減・分散化を図るとともに重要資源の代替材料開発が重要



であり、産官学が一致協力してその対応に取り組んでいくことが必要となっている。

そこで平成 20 年度に「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 中核機能部門部門長、ナノ材料科学環境拠点拠点マネージャー）

を設置し、調査を実施している。 

 平成 23 年度には、資源制約を克服する材料再資源化等における新たなプロセス開発

や、東日本大震災後のサプライチェーン寸断の鍵となった基幹部品、原材料の供給途

絶の問題克服のため方策を提案すべく調査を進めた。 

 

１．これまでの活動の経緯 

① 時代認識の確認 

１） 内需は人口減に伴い、量的には傾向的に縮退する 

  世界での相対位置は低下し、資源、市場等の確保競争が激化。 

２） 海外生産比率の増加が、輸出増よりも目立つようになる 

       素材や部品の調達戦略の見直しが不可避に。 

３） 日本は世界有数の素材技術力を有している 

都市鉱山を含め、代替材料技術開発で優位に立てる可能性。 

 

② 「代替材料技術」の構成要素の確認 

１） 新鉱脈の開拓 

外交、通商などと一体となった、迅速な調達源の複数化。 

２） 低品位鉱石対応技術 

より長期的課題として、他国が手を出せない原料を利用する技術開発。 

３） リサイクル対応技術 

中長期的な課題として、「自給自足」度を向上する技術開発。 

４） 新素材開発 

狭義の「代替材料技術」。ありふれたもしくは安価な元素で機能代替。 

５） 海外調達 

複数調達のより現実的対応。安価な海外素材を使いこむ。 

 

③ 部会の関心範囲の確認 （研究俯瞰マップ参照） 

１）機械工業会が関心を持つすべてのエンジニアリングマテリアルを対象にする 

２）揺り籠から墓場まで（地下資源、精製、加工、リサイクル）一気通巻の関心を 

払う 

 

   そのために 

１）会員企業の多分野の材料技術関係者を委員としつつ、大学の若手の高温プロセ 

ス分野の先生を委員に迎え、総合的に検討できる体制で臨む 

 



 

 

 

２．昨年まとめた提言の骨子 

資源制約を打ち破るためには、内需－外需－海外のバランスのとれた産業展開が不可欠

で ある。また、グローバルな視点で勇躍する人材の育成が急務である。 

 



提案テーマ 概論 キーワード 代表的アイデア 

有価金属の総合的 

回収のための新産業

技術開発 

複数の元素間の合理

的な組み合わせ全体

のライフサイクルを総

合的に分析し、制御

する 

①複数の元素間の相

関を俯瞰的に把握、 

②金属と化学の学術

融合 

銅―鉛―亜鉛製錬の

産業リンク構築 

グローバルに勇躍 

する工学系人材の 

育成 

外交・通商分野に通

暁し、広範な国民に

新しい産業技術の有

用性、必要性を説得

できる力量と熱意を持

つ 

①グローバルなリベラ

ルアーツの修得、 

②文理の学術融合 

政経・外交に通じた資

源・材料専門家育成 

 

Made in Japanから訣別し、Made by Japaneseへの日本ブランドイメージの転換が必要で 

ある。 

 

 日本機械工業のグローバルな新しい力が、『素材における金属・化学融合と素材人材に

おける文理学術融合を達成し、日本が中核となる国際ネットワーク構築する』ことから導

くことができる、というのが結論である。 

 

３．今年度の活動 

昨年度までに「今後に課題を抱える素材の代替技術に関する調査研究」を実施、その成

果を「提言」としてまとめた。今年度からは「提言」の具体化を検討すべき段階に入って

いる。 

昨年度起こった、東日本大震災、タイ洪水は、日本の経済社会に大きな打撃を与えた。

さらに、円高などの要因も日本経済を苦しめている。「提言」が時宜を正に得ているとい

う認識に基づき、日本競争力のひとつの源泉である基礎部品に係るサプライチェーンにも

焦点を当てるべきという思いで、調査目的を「資源制約に対応する材料再資源化等に関す

る調査研究」と銘打って、特に今年度は材料再資源化とサプライチェーンにおける原材料

供給の安定化、競争力強化について重点的に検討した。 

 

 （１）再資源化へのアプローチレビュー 

製品解体のフィールド研究から見えるサプライチェーンを東北大、柴田准教授の研究に

基づいて概説していただいた。 

また、機械工業会と関連の深い基礎部品製造企業を、今回は中央線沿線上に訪ね、その

旺盛な技術開発の姿勢と実績に目を瞠った。訪問したのは、精密用小ねじ鍛造部品製造

（（株）降矢技研）、精密プレス部品加工、精密切削･研削部品加工（（株小松精機工作所）、

および精密金型の開発・設計・製作及びプレス加工（（株）サイベックコーポレーション）

である。 



３社に共通するのは、精密、微細加工を必要とする部品生産で自社のコア技術を活かし、  

時代の流れに合わせ常に研究開発、新分野への展開に熱心に取り組み、他にない技術で差

別化を図っていることである。また、いずれも産学連携や学会参加に積極的であり、新し

い情報やアイデアを外部から取り入れることに熱心である。コア技術をニーズの変化に合

わせて（先取りして）、絶え間なく改善、改良、開発を加えること、社内に閉じず外部から

の情報注入を行っている中で、若手も成長しているようである。 

 

（２）材料再資源化の実現に必要となる人材のあり方について 

 機械工業高度化人材研究調査専門部会の調査研究成果を、部会長の中浜慶和氏、具体的

調査を担当した山藤康夫氏にご紹介いただき、日本には「生産技術」の定義がこれまでな

く、そこで部会で初めて定義されたこと、生産技術者の育成については、高専が世界でも

高く評価される実績を上げていることなどを詳細に知ることができた。 

 また、経済産業省が進める産学人材パートナーシップ材料分科会の取り組み、工学アカ

デミーで進められている工学基礎概論とりまとめの試みなどの例もヒアリングした。 

その結果、高度技術者の育成には様々な熱心な取り組みがあることが分かった。そこは

産業界が積極的に参加することが不可欠であるが、やはり教育機関自身が意欲的な取り組

みをしないとシステム的にはうまくいかないということも浮き彫りになった。成功例は、

例えば高専などで出ており、これを如何に日本全体、もしくは、機械工業会にいち早く広

めるためにどのような手段を講じるべきかを議論する段階にきたようである。専門部会間

で経験交流を行ったことはお互いにとって極めて有益であった。今後とも交流の継続が望

まれる。 

 

（３）新たな材料再資源化とサプライチェーンにおける部品、原材料供給に関する課題認

識と着眼点の整理 

東日本大震災により日本のサプライチェーンの構造的弱点が露呈したことから、材料・

部品分野での日本のサプライチェーンを改めて俯瞰し、今後の日本の機械産業分野での理

想的サプライチェーン構造やその構築のために必要な代替材料戦略を探ることにした。具

体的には、 

①金属と化学の融合など新たな材料資源化の在り方 

②サプライチェーンにおける基幹部品、原材料の供給実態、競争力強化 

の２つの調査項目を設定し、「ニーズを反映した、技術シーズの可能性探索」という視点

で検討を行い、課題やアイデアなど着眼点を整理した。その結果、 

１） レアアースやレアメタルばかりでなくベースメタルや高分子材料などにも特徴的

な期待や問題点があることが明らかになった。それぞれの重要な元素素材に対して、

今後は、特に資源安定確保の制約となる不純物元素、性能期待値などを何らかの 

工夫を凝らして取りまとめることとした。 

２） 機械工業会の立場からは、分離技術も重要なテーマであることを確認した。 

３） 学の側に対して、特に、金属と化学の融合によって、解決が期待される課題を提起



し、基礎からの解決を望むアプローチを考案することとした。 

   

４．調査結果の概要 

  【１】製品解体から見えるサプライチェーン 

家電４品目（エアコン、ブラウン管テレビ、液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機）は、金

属・プラスチック等の素材を分離・回収・再利用が進められている。ブラウン管テレ

ビは国内外での需要衰退に伴って再溶解・再利用が困難になっている。鉛製錬所での

回収が進められているが、消費が追い付いていない。液晶テレビのリサイクルが今後

急激に増加することが予想されるが、内部に含まれる蛍光管（水銀）の処理が課題と

なる。 

金属リサイクル、特に貴金属やレアメタルの観点では、現在、様々な研究機関・企

業で電子・電気機器の回収・リサイクルの基礎研究が進められている。特に基板上に

実装された各種電子部品は、リサイクルの有望な回収対象物である。電子・電気機器

からの有価物濃縮に当たっては物理選別技術開発などが進められているが、一番重要

な課題は社会で不要となった廃電子・電気機器の効率的な回収システムの構築であり、

産業として成立するように利益を生み出すシステムの構築である。 

現状では、日本の非鉄製錬企業は海外から購入した廃電子基板を処理して、貴金属

を回収して利益を生み出している。その一方、日本で回収された PC 等の廃電子基板

は「再利用部品」として「輸出」されており、貴重な資源が海外に流出している。 

自動車（特にハイブリッド自動車等の次世代自動車）は回収・リサイクル対象とし

て非常に有望であり、その発生量を考えても漏れのない優れたリサイクルが必要であ

る。ハイブリッド自動車の場合、自動車モーター、発電機等のネオジム磁石やニッケ

ル水素電池、電気自動車の場合はリチウムイオン電池は回収すべき元素である。 

金属資源の需給ギャップについては、主要非鉄金属の中で、銅は問題ないと思われ

るが、アルミニウムは電力多消費型製錬であり、電力料金が安い国家・地域でしか生

産されないので、需給バランスが崩れる可能性が考えられる。 

日本で今後、安定的に金属資源を循環させ、供給し続けるためには震災で露呈した

ように、資源の手当のみならずエネルギー・電力に関しても明確な戦略を持つ必要が

あり、特に資源やエネルギーを利用する製造業側で戦略を構築しなければならないだ

ろう。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属資源循環とエネルギーバランスを考慮したサプライチェーン

効率的な資源利用を目指して

鉄鋼製錬業
(Fe, Ni, Cr, Mn etc. )

非鉄製錬業
(Cu, Pb, Zn, Ag, Au, 

Pt, Pd etc.)

海外

鉱山

選鉱

発電事業
(火力、水力、 太陽 etc.)

環境汚染物質管理
（Hg, Cd, As etc.）

アルミ二次精錬

各種金属素材
加工

各種化学工業
（樹脂、化成品 etc.）

各種部品製造

各種製品製造
（家電、小型電子、自動車 etc.）

各種製品
ユーザー使用

有価物含有廃棄物
各種回収システム

（家電4品目、小型家電、自動車etc.）
各種中間処理システム

（破砕、選別etc.）

最終処分
（管理型埋立 etc.）

焼却・溶融処理

化石燃料
（石油、石炭、天然ガス）

金属素材
(Al, REE, W etc.)

廃熱回収

廃熱回収

中間生成物

廃熱回収

電力

化石資源

社会基盤利用

各種
鋼材

各種
地金

廃熱回収

電力

部品
製品

製品
販売

廃棄

廃熱回収
電力

有価物

廃棄物

スクラップ

廃プラ等

電力

可燃
廃棄物

精鉱

有価金属

鉄鉱石

廃棄物

電力
化石燃料

化石燃料

電力

図１ 金属資源循環とエネルギーバランスを考慮したサプライチェーン 

（東北大学、柴田悦郎准教授作成） 

 

【２】ソリューションに向けた実例調査 

 優秀な技術力で我が国のものづくりを支える基幹部品、製品を生産している（株）降

矢技研 （山梨県笛吹市）、（株）小松精機工作所（長野県諏訪市）、（株）サイベックコ

ーポレーション（長野県塩尻市）の現地調査を実施した。３社はともに精密、微細加工

を必要とする部品生産で自社のコア技術を活かし、時代の流れに合わせ常に研究開発、

新分野への展開に熱心に取り組み、他にない技術で差別化を図っている。 

 

１）精密用小ねじ鍛造部品製造 ＜株）降矢技研＞ 

  同社は世界 小径 0.3mm の冷間圧造ねじの製造技術を有しており、径 0.8mm のね

じでは 月産数百万個の量産体制を整えている。近年の各種電子機器の急速な発達・

小型化に不可欠なねじの需要は伸びており、国内の携帯電話やスマートフォンの約

50%、国内メーカーで世界的に大きなシェアを持つ某ゲーム機メーカーの携帯機種の

約 80%は同社のねじを使用している。 

生産設備は2億5,000万個／月の能力を有している。売上はピーク時で9億円／年、

利益 1 億円である。現在の売上高のうち約 4 割が携帯電話向けである。 

  日本における携帯電話用ねじのマーケットシェアの 35%が海外に奪われた。国内の

ねじ価格に対して、中国で日系企業現地法人が生産すると国内価格の約 30%の価格低

下、中国の現地 ローカル企業が生産すると約 50%の価格低下といわれており、海外



で販売競争を行うことは 大変厳しい。「小さいねじが作れる」ということだけでは差

別化できないのが現状である。 

一方で現地企業の製品の場合、品質（特に素材や熱処理技術の観点）に不安がある

ため、日本でのみ実現可能な技術で海外との差別化（締め付け技術、緩まないねじ開

発など）を図っている。 

  同社の製品点数は約 80000 点あり、製造品目を変更するたびに金型等の交換・調整

や材料の切断長さ等の調整が必要となる。製造機械には調整用の目盛類が一切なく、

すべての調整は 作業員に委ねられるため、熟練した技術が必要となる。 

  現在、特殊素材の採用や圧造等の新たな加工技術の開発に取り組んでおり、熱処理

を行わず高強度と長寿命を有する「超鉄鋼ねじ」を物質・材料研究機構と共同開発し、

今年から量産化を実現している。 

   ねじの締結という基本的性能を実現しつつ様々な要求に応える必要があり、原始的

なねじ＋ねじ穴の組み合わせからセルフタッピングねじへの変化、ねじ＋ねじ穴の間

に樹脂を入れて 接着力を向上させ、さらには樹脂に接着剤を封入したマイクロカプ

セルを混入して接着力を一段と向上させるなど様々な技術が各社で開発されている。 

 

２）精密プレス部品加工、精密切削･研削部品加工、金型部品＜（株）小松精機工作所＞ 

  同社は明治時代に創業された時計店を源流とし腕時計部品組立からスタートした。

その後は製造領域を拡げて、プレス金型の内製から部品製造～組立まで一貫して行え

る体制を確立した。1980 年代にはその微細加工技術の応用分野として電子・IT 関連

部品製造を開始した。主に FDD、HDD、CD、DVD 等の記憶装置のばね関連製品で

ある。1980 年代後半からは自動車部品に進出した。 

   現在の売上比率は自動車部品 95%（うちガソリン用オリフィスが 50%、ディーゼル

エンジン用インジェクタが 50%）、腕時計部品 4%、電子・IT 関連部品 1%である。主

力製品は自動車のガソリンエンジン用電子燃料噴射装置のインジェクタ先端のオリフ

ィスプレートであり、 大 45 度の斜め孔をプレスによって製作し 1/100 から 1/250

にコストダウン、決められた角度・流量で精確にガソリンを供給できるオリフィスを

製造できる高精度な技術を持っている。また、製品については従来の寸法精度に加え

て要求機能保証を行うことでシェアを拡大している。 

  同社が得意とするプレス加工以外にも、ディーゼルエンジン用燃料噴射装置インジ

ェクタ 部品の微細孔切削加工などもその優れた技術を活かして生産を拡大しており、

国内以外にタイに切削部品製造拠点を設けて現地企業への部品安定供給を目指してい

る。従業員は国内外合わせて 750 人で、平成 24 年には 1000 人になる予定である。タ

イの工場で勤務する現地従業員には日本で研修を受けられる機会を設けることで、現

地での生産効率・技術力の向上を目指すとともに、現地での現場リーダーを育ててい

る。 

 

 



３）精密金型の開発・設計・製作及びプレス加工＜（株）サイベックコーポレーション＞ 

   サイベックコーポレーションの社名は、Shin-Yu Value Engineering for Customers

の頭文字から構成されており、旧社名の信友工業の Shin-Yu と「お客様に価値ある技

術を提供する」という思いで付けられた。従業員は 70 名、平均年齢 32～3 歳、売上

げ 17 億 6 千万円（2010 年度）。国内中小企業では一番 初に ISO9001 を取得した。

同社の売上げの 90％が自動車部品（ｼｰﾄﾘｸﾗｲﾅｰ、横滑り防止部品、ギア等）で、弱電

や住宅関連部品も扱っている。 

  同社ではプレス加工で重要となる精度と耐久性のある金型の開発・製造に早くから

取り組み、自社開発の金型を使用して自社でプレス加工する一貫体制を構築している。

この過程で生み出されたのが、同社のコア技術の CFP（Cold Forging Progressive）

工法と呼ばれる精密板鍛造技術で、板金成形と冷間鍛造技術を組み合わせる革新的プ

レス工法である。一つの金型の中で絞り・潰し・シゴキ・曲げなど 15 以上の工程を

行い、板厚の変化を伴う立体的な形状の製品を作り出すことができる技術で、素材の

厚さを変えながら三次元的な形状を作り出し、さらに強度も上がる技術開発に成功し

ている。この工法により、従来、切削加工や焼結加工でしか  製造できないと考え

られていた自動車部品を、次々とプレス加工に置き換えることで自動車 メーカーの

コスト削減要求に応えている。 

   ＜プレス加工に工法転換した事例＞ 

○一体化成形技術：自動車用パーキングレバー（プレス＋溶接→一体化） 

○NSD 抜き打ち技術／打抜き加工によるダレ無し技術：リング（切削→プレス化） 

○鏡面せん断技術：サイクロイドギア（切削→プレス化） 

○厚板サイクロイドギア：（粉末冶金＋機械加工→プレス化） 

   同社では、環境対応車として注目されているＨＶ、ＥＶ、ＦＣＨＶなど次世代自動

車に対して、ＣＦＰ工法をベースに関連部品の①軽量化（難加工材の加工技術と量産

技術）、②電動化に対応する高精度化（高機能、超精密部品）、③低コスト化（材料歩

留まり向上技術）を追求している。 

その事例としてインホイールモータ用サイクロイド減速機が紹介された。従来のサ

イクロイド減速機のギアは切削加工により歯形を加工しているため高価であったが、

厚鋼板からＣＦＰ工法により立体形状の高精度サイクロイドギアのプレス成形技術を

確立し、加工時間の短縮と低コスト化を実現した。この「高機能・低コスト自動車用

高精度サイクロイド減速ギアの開発」は 2010 年度の素形材産業技術賞「経済産業大臣 

賞」を受賞している。            

 

 写真：インホイールモータ用 

サイクロイド減速機 

 （（株）サイベックコーポレーション 提供） 
 

 

 

 



【３】材料再資源化の実現に必要となる人材のあり方について 

１）高専教育と産業界の期待 

  日本のものづくり産業を取り囲む問題、すなわち新興国の急成長と日本のシェアの低

落、海外技術力のキャッチアップ、およびグローバル化への対応の点において日本が解

決すべき方策を早急に立てる必要があり、その重要な一翼として高専教育による生産技

術者の育成が挙げられる。 

  日本は敗戦後、GHQ による指導も加わって普通教育重視の高等教育体制が構築された。

しかし、高度成長期に多く必要とされた即戦力を持つ技術者の養成を進めるために産業

界、経済界から 実践教育強化の要請と提案がなされた。1962 年 4 月に国立 12 校、公

立 2 校、私立 3 校の体制で高専が誕生し、2012 年で創立 50 周年を迎える。 

  近年の新興国の急成長に伴う日本の工業国としての相対的な地位低下や日本製造業

のグローバル化の遅れなどの問題を解決するために、改めて高専教育というものに期待

感を込めた見直しを求める必要がある。 

 産業界において、高専出身者に対する評価は高く、大学卒業者よりもより実践的な教

育を受けている点、バイタリティがある点など様々に指摘されているが、 大の問題点

は絶対数が小さいということである。したがって、今後は職業教育の一つの具体例であ

る高専教育をより充実させることにより、日本で生産技術者を十分に確保しつづけて日

本が競争力を維持し続けることが 必要である。ただし、当然ながら産業界の期待は従

来の高専やその延長線上にあるとは限らない。上述の新興国台頭への対抗力、グローバ

ル化への適応力など、これまでには無い視点での教育が求められており、数だけではな

く質の面からもさらに高専教育が拡充されるべきである。 

 

２）内外の理数系教育、企業の生産技術者育成 

  機械工業高度化人材研究調査専門部会では、「機械工業高度化に必要とされる技術系

人材像」をテーマとし、生産技術の定義、生産技術者の人材像などを調査してきた。生

産技術の定義や、生産技術者の役割・人物像が各社でバラバラである点、生産技術・生

産技術者の一般的認知度が低い点を踏まえて、「生産技術」を機械工業全般にわたって適

用可能な広範な定義をし、生産技術者の職業情報を明らかにした。同時に生産技術者の

現状から問題点を洗い出した。特に生産技術者の絶対数の不足（特に若年層）、従来継承

されてきた技術レベルとその質が低下しつつあることが明らかになった。 

 さらに産業活動のグローバル化に伴うグローバル展開力を持つ生産技術者の育成が肝

要であるとの結論から、現状解析と課題抽出を行った。優秀な生産技術者の確保が日本

の製造業を高度に維持するうえで極めて重要である一方、生産技術者を育成し能力を開

発するうえで様々な問題、量的な問題に加えて、技術継承・技術掘り下げ・講師養成な

どの質的な問題点があることが明らかにされた。また、グローバル化に対応した人材育

成を進めるための考え方を提案し、グローバル化に対応した生産技術者を育成するため

に教育機関と産業界の連携が提案された。 

 以上の活動を進める中で米国の工学教育改革、EU の教育・職業訓練システムの構築、



ドイツの優れた実践重視教育を調査し、その中で日本の高専教育が OECD の審査で唯一

高い評価を受けた教育プログラムであることが明らかにされた。これを踏まえて高専教

育の再評価・拡充が本調査専門部会での大きな提言の一つになった。 

 

３）産学人材パートナーシップ 材料分科会における取組みについて 

  産学人材育成パートナーシップは文部科学省と経済産業省の協力体制のもと平成 19

年に創設された。人材育成の観点において教育界が注力する方向と産業界が教育に対し

て期待する方向性が異なり、一方で産業界が教育界の取り組みにまじめに目を向けてい

ないなど、教育分野の産学連携が好循環を生み出していない。このような現状を踏まえ

て、大学側と産業界側の協力体制を構築し、活動を通じて大学改革において提起されて

いる課題を各分野のニーズを踏まえながら具体化するとともに、産業界側から必要なコ

ミットメントを引き出すことを目指している。 

  特に工学系分野での産学連携を想定しており、人材育成における産学連携に関する大

枠の考え方を整理し議論を行う分野を特定する全体会議と各分野での必要な人材像の洗

い出し、大学教育プログラムへの反映、産業界の協力方法の具体化を目指す分科会から

構成される。 

  分科会の一つである材料分科会の取組体制、および現状認識と対策方法がまとめられ

た。材料学分野は研究の歴史が長いことや先端研究テーマが少ないこと、研究から製品

化までの期間が長いことなどがあって一見すると成熟分野のように見られるとの問題点

があり、近年は材料学を積極的に専攻する学生が減り、さらに大学側も講座を維持でき

ない状況になりつつある。これらを打破するためには研究と教育の両立、企業・行政か

らのバックアップ、魅力的な工学分野への改革や研究テーマ設定などの施策が必要であ

る。 

 以上の活動を通して、（１）基礎教育の充実、課題解決型長期インターンシップなどの

原稿プロジェクトの継続事業化、（２）産学の意思疎通を図る「定点観測的フィードバッ

ク」体制の構築およびレベルアップに資する教育環境の整備、（３）材料系分野の知識だ

けではない機械、電気、化学等の材料系分野以外の知識との融合、といった課題が見出

されている。 

 

４）エンジニアリング教育とは何か？～今、一番求められるもの 

現在の世界の潮流を概観すると、工学教育ではアメリカに代表されるように座学と実

習を結合させた学部教育が主流となりつつある。近年激化する社会のグローバル化にお

いては市場規模が人口に比例することを考えると日本国内市場は有望ではない、一方で

科学・技術の先進性は必ずしも人口比例ではないため、この部分での活路を見出す必要

がある。日本の技術者は部分 適化では負けない自負があると同時にシステム 適化は

苦手と思っている。自社単独での事態打開力は陰りが見えてきており、その点から国家

戦略を明確にして産業界を導いてほしいと思っているが、実は社外の技術者との対話を

苦手と感じている。現在のエンジニアリングは科学だけ、技術だけ、座学だけでは成り



立たず、しかし同時に 高の科学、 高の技術、そして成功体験を必要としている。 

これらを総合的に踏まえると、結局のところ現状打破のための特効薬は無いといえる。

大学学部教育ではエンジニアリングの基礎となる基礎学問の修得、ただし座学のみなら

ず実習を通した体験教育、に軸足を置いて、工学教育を着実にかつスピーディーに進め

る必要がある。 

中学教育は技術・家庭科での教科書の充実に見られるように、技術教育は決して疎か

にされておらずむしろ充実しつつある。しかし、高校教育（普通科）になると技術教育

は皆無であり、さらには数学や理科など基礎学問についても必ずしも全員が履修するわ

けではなく、かつそれぞれの学問的知識の相関性が全く理解されていない、つまりひた

すら「大学進学の準備」のための「教育」という知識の詰め込みが行われているだけで

あり、専門教育に真に必要な基礎学力を必ずしも習得させていない。また、大学では、

工学教育のための基礎科目さえまともに学ばずに進学してきた学生を相手に分化・細分

化された専門教育を急ぐばかりであり、砂上の楼閣のような知識体系を持つエンジニア

を生みだしている。 

以上の状況を好転させるひとつの方法、手始めの方法として、「工学基礎概論」を学部

全学生に一般教育カリキュラムとして教えることを提案する。 

 

【４】新たな材料再資源化とサプライチェーンにおける部品、原材料供給に関する課題認

識と解決に向けての着眼点整理 

 

「金属と化学の融合など新たな材料資源化の在り方」、「サプライチェーンにおける基

幹部品、原材料の供給実態、競争力強化」の２つ視点から、新しい基礎課題に結びつきそ

うなアイデア、着眼点について検討を行い、以下に整理した。 

（１）金属と化学の融合など新たな材料資源化の在り方に関する着眼点 

期待する技術、 

方法、目的 

期待する材料、 

プロセス、製品 

背景、理由 課題、可能性 

に関するコメント 

●廃熱回収 ●耐熱、耐酸性材料 ◆エネルギー不足

の深刻化 

◆電気炉は重要な

プロセスだが電気代

がかかり、ある会社で

は消費電力の 4 割を

占めるとの話もある。 

◆熱回収は、工場とし

て結構やっている。200

度以下はコストメリットな

い。250 度以上なら熱回

収する意味がある。 

＜金属材料の代替 

技術＞ 

●液晶ディスプレー

用インジウムの代替技

術（グラフェン） 

●燃料電池用白金

の代替（カーボンアロ

イ） 

●銅電線の代替（導

電性の良い炭素線材

＜炭素材料＞ 

●カーボンナノチューブ

●フラーレン 

●ダイヤモンド薄膜 

●グラフェン 

●カーボンアロイ 

など 

 

◆炭素は資源とし

ての制約がほとんどな

い 

◆鉄などの遷移金

属がカーボンナノチュ

ーブの成長過程で重

要な役割をするなど、

ナノ炭素材料は金属

との馴染みが良く、金

属との融合による可

◆ 炭 素 材 料 に つ い

て、グラフェンそのものが

示している性能か、特定

されない不純物が性能を

発現しているのか、確定

できないのが現状。課題

も多いが、可能性もある。 

◆同じカーボンでも、

炭素電極とフラーレンや

ナ ノ チ ュ ー ブ な ど の



の開発） 能性が大きい。 100％炭素のものとは異

なる素材と考えられる。

炭素電極は、その構成

元素が何か良くわかって

いないのが実情。 

●非食用植物から

化学品（フェノール、ア

ミノ酸、乳酸など）を選

択的に製造 

●鉱山廃水や海水

からのレアメタル回収 

●鉱山の公害防止

（例：銅生産時のセレン

回収） 

＜微生物関連＞ 

●遺伝子組み換え酵母

●微生物 

◆ 近、熱心に研

究する人が多くなって

きている。微生物の特

異な性質を活用。 

◆チェルノブイリでは

周囲で育てたものを用い

てウォッカを製造して汚

染物質を除いている。生

物を利用した一例であ

る。 

●リサイクルを目指

した組成開発 

●アルミ ◆日本では地金が

ない 

◆アルミについて

世界 No.1 の米国企業

が組成の規格を作っ

ている。 

◆新素材の開発時点

で、そのリサイクル性な

どまで考慮した設計思想

を持つべき。 

◆オーバースペック

の適正化 

●物理選別による前

処理（精錬工程の前に

微粉砕工程を導入）を

行った前提で、精錬特

性を踏まえた 適精錬

設計 

●「電子タグ化シス

テム」による「汚染の防

止」 

 

●レアメタル 

 

 

◆鉄スクラップの分

別精度を上げる為に、

細かく粉砕して、物理

的選別を適用するケ

ースに準じる 

 

◆入口で純度を極力

損ねない、「電子タグ化

システム」による汚染の

防止」を大前提とする 

●使用電力を大幅

に低減できるリサイクル

プロセス 

●化学プロセスとの複合

化 

◆電力不足等の問

題 

 

 

（２）サプライチェーンにおける基幹部品、原材料の供給実態、競争力強化に関する

着眼点 

期待する技術、 

方法、目的 

期待する材料、 

プロセス、製品 

背景、理由 課題、可能性 

に関するコメント 

●リサイクルの確立 (a)Li イオン電池とモータ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

◆素材メーカーでリサ

イクルしているが、Co 回

収だけが Pay している。 

◆Mn の回収が難し

い。 

◆EV でも HEV でも鉛

蓄電池はついている。据

え置き型では特に、鉛、

Li、NiH などの電池の組

み合わせでよいのでは

ないか。それぞれの性能

を追求してリサイクルしに

くい添加元素を入れない



 

 

 

 

(b) Cr 

 

 

 

 

 

(c）スラグ 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 特殊鋼電気炉

メーカーでは、集塵で

集めたダストを産業廃

棄物処理している。産

廃処理を少なく、有価

なものを回収したい。 

(c) 発生したスラグ

が処理できなくなって

きて、産廃処理にコス

トがかかる。 

方がよいのではないか。 

◆ モ ー タ ー に つ い

て、日本ではコストに見

合って回収できない 

(b)今は、再度ダストを

炉に戻して Cr を取れな

いかと検討している。 

 

 

 

(c) スラグのリサイクル

を従来より幅広い用途も

視野に入れて検討すべ

き。 

●リサイクルに適す

る社会システムの確立 

廃棄物  拠出金などによりコス

ト負担を適正にし、消費

者にリサイクルした方が

得する仕組みの構築 

●リサイクルを目指

した組成開発 

(a)アルミ 

 

 

 

(b)市中からの廃ネオジ

ム磁石 

(a)世界 No.1 の米

国企業が組成の規格

を作っている。日本で

は、地金がない 

(b) 特許で規定さ

れている組成などが足

かせになり、結局、各

元素まで再精錬せざ

るを得ない。 

(a)売り切りのビジネス

から、使用時のメンテや

廃棄までもカバーするビ

ジネスへ展開できないか 

(b) 技術的には再溶

解だけでまったく問題な

いだろう。 

●部品別に色分け

とリサイクル用の規格化 

廃基板に搭載されてい

る実装部品 

X 線での分別を検

討したが、樹脂でおお

われているので（シリカ

フィラー）X 線が透過し

ない。 

◆RFID や色分けとい

う提案があればリサイク

ル側もやりやすい 

◆標準化の議論もあ

るだろうから、政府の助

力も必要であろう。中央

省庁では、どこが議論の

受け皿であろうか？ステ

ークホルダーをテーブル

に乗せないと話が進まな

いだろうが、今の状態で

はまだ未熟かもしれな

い。 

●銅、鉛、亜鉛製錬

間の効率的な残渣の 

やり取り 

マイナーエレメントの 

回収 

◆企業間を越えた

残渣のやり取りが一部

にとどまっている 

◆日本で銅精錬が

止まるとしたら、As の

処理問題 

◆亜鉛は、韓国で

は電力が優遇されて

いて有害物質の規制

も緩い。日本での亜鉛

精錬は不利 

◆廃鉛バッテリーも

中国にかなり買われて

いる 

◆Ｙ砒素や水銀など

の環境汚染物質が残渣

に同伴される場合、有価

金属の回収と同時に環

境汚染物質の取り扱い

を考える必要がある。水

銀に関してはイトムカ鉱

業所が国内の水銀処理

を一手に引き受けている

が、砒素に関しては処理

ならびに保管がまだ確立

されてないため、非鉄製

錬プロセス内で循環・濃

縮している状況である。 

コメント [長井1]:  



◆各要素技術に関し

ても乾式・湿式など複雑

多岐に渡っており、国内

の金属資源循環システ

ムを総合的に考える場合

は、そのような多岐にわ

たる要素技術・プロセス

の全てを詳細に把握して

おく必要がある。 

◆学側に求められる

役割としては、国内の全

ての事業所における、

製・精錬プロセス、排ガ

ス処理、排水処理、残渣

種類・性状、残渣処理法

などの詳細を把握し、新

規要素技術開発や金属

資源循環システム構築

の基礎的な知見として整

理しておく必要がある。 

●ハンドブックの 

作成 

(a)希土類 

 

(b)小型家電 

 

 

(c)Hg 

 

 

(d)エネルギー分野での

銅の代替 

(e)ウラン鉱石から出てく

るレアアース 

 

 

 

 

(f)廃棄物処理の鋳型に

使う砂 

(a)PC88A という溶

媒しか抽出剤がない 

(b)PCB から出るプ

ラに添加されている臭

素が問題 

(c)2013年に国際取

引できなくなる条約が

できる予定 

(d)純度が下がって

も導電性を確保したい

(e)現状では製錬で

きない 

 

 

 

 

(f)産廃業者に引き

取り拒否される 

◆使える/使えないの

区別ができるハンドブッ

クが有用。リサイクルでき

るできないの元素序列、

リサイクルプロセスがある

かどうか、どのような原料

なら投入できるか等の情

報が入手できる可能性も

ある。 

 

(e)２次精鉱に濃縮し

た重希土の回収 

(e)レアアースについ

て、必要性が上がれば

LME以外の供給ルートも

あるようだ。 

 

（３）今後の取り組みも見据えた総括 

（１）レアアースやレアメタルばかりでなくベースメタルや高分子材料などにも特徴的

な期待や問題点があることが明らかになった。それぞれの重要な元素素材に対して、

今後は、特に  資源安定確保の制約となる不純物元素、性能期待値などを何らか

の工夫を凝らして取りまとめることが重要である。一つの着眼点として処置困難課

題情報を整理するハンドブックの 作成等が上げられる。 

（２）機械工業会の立場からは、分離技術も重要なテーマであることを確認した。例

えば、リサイクルシステムにおいて、易解体に注目した製造段階からの「分別シス

テム」について、色分け方式から、電子タグ方式まで幅広く可能性を追求し、その

論理の構造まで検討を行い、それらを普及させるためにステークホルダーを巻き込



んだ標準化の議論も重要になる。 

（３）学の側に対して、特に、金属と化学の融合によって、解決が期待される課題を提

起し、基礎からの解決を望むアプローチを考案することとした。 

（４）リサイクル品の純度については、①差別化の為の更なる高純度化指向、②廉価化

の為の低純度   指向の二つを明確に使い分け、品質志向とコスト指向の双方を指向

する考え方で更なる具体案を検討していくこととした。 

 

 

 


