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 [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等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。
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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 ナノ材料科学環境拠点マネージャー）を設置して調査を

実施した。 

 同専門部会では平成２３年度から「資源制約に対応する材料再資源化等に関する調

査研究」をテーマとし、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

に関する課題と着眼点を整理した。平成２４年度は、これらに関する具体的事例を収

集・整理して、産学で共有し、科学、技術、人材の育成に寄与するための「処理困難

課題情報」の簡易ハンドブックの作成を目標に活動を行い、「材料分野から見た“魅力”

と“難しさ”の事例集」として取り纏めた。収録したカテゴリー、課題、アウトプッ

ト／ソフト技術、対象物質の一覧は次の通り。 

【材料分野から見た”魅力”と難しさ”の事例集】 収録一覧 

カテゴリー 課題 番号 アウトプット／ソフト技術 対象物質 

１．除染を含

むインフラ 

再生技術 

機 能 劣 化 し た 建 築 物 の   

「構造」は生かしつつ、機能  

リフォームするリユース技術 

（１） 鋼構造建築物の再生 建築物全般 

機 能 劣 化 し た 建 築 物 の   

「構造」は生かしつつ、機能  

リフォームするリユース技術 

（２） 鋼構造建築物のリユース 建築物全般 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【除染の抜本的改善対策】 

（３） 高濃度汚染物質 (10000Bq/kg 超 )・  

除染ロボット 

汚染物質 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【汚染土壌処理】 

（４） 高濃度汚染物質(10000Bq/kg 超)処理

用メガフロート  汚染封じ込め 

汚染物質 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【汚染土壌処理】 

（５） 高濃度汚染物質(10000Bq/kg 超)処理

用メガフロート  汚染減容化 

汚染物質 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【震災復興立地】 

（６） 洋上エコタウン 建築物全般 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【がれき処理】 

（７） 熱回収可能な防腐処理木材 Cu、Cr、As 

代替材料技術の視点からの

東日本大震災対応 

 【がれき処理】 

（８） 再生利用可能なセラミック原料 ｾﾗﾐｯｸ 

２．代替技術 高機能磁石の非 Dy化 （９） Dy フリーのＥＶ用モーター回転子 Dy 

難燃剤の非ハロゲン化 （10） ハロゲンフリーの燃料ホースなど ﾊﾛｹﾞﾝ 



 

カテゴリー 課題 番号 アウトプット／ソフト技術 対象物質 

２．代替技術 銅線の非金属代替 （11） 炭素をベースにした送電材料 Cu 

銅線の非銅化 （12） リサイクル容易な導電金属ケーブル Cu 

高炉鋼でのレアメタル節約 （13） レアメタル半減高炉鋼 ﾚｱﾒﾀﾙ 

鉄鋼（転炉・電炉）スラグの 

新規利用 

（14） 人工資源による土、砂、岩礁 複合酸化物 

触媒 Ptの代替 （15） 排ガス触媒の非 Pt化 Pt 

熱電素子の有害元素フリー化 （16） 有害元素を含まない熱電モジュール Te、Sb、Se 

高強度鋳鉄の接種材のレア

アースフリー化 

（17） レアアース半減の球状黒鉛鋳鉄 ﾚｱｱｰｽ 

はんだ材及び摺動部材の 

Pb フリー化 

（18） 非 Pbの摺動部材、電装品 鉛、銅、銀、 

ﾋﾞｽﾏｽ 

二次電池の Li代替 （19） ナトリウム電池 Li、Na 

天然 ク ロ マ イ ト 砂の人工   

資源化 

（20） 鋳鋼鋳型用人工砂 Cr 

金属樹脂混合物の処理 （21） 再生可能な金相組織観察用試料 樹脂 

３．無害化 臭素含有プラスチックの分離

と処理 

（22） 熱回収と臭素物質減容化 Br 

臭素を無害化し、自然に返す （23） 無害な臭化塩作成技術 Br 

CCA処理木材の無害化 （24） Cu、Cr、As回収技術 Cu、Cr、As 

アルミドロスの無害化 （25） アルミドロス利用技術 Al 

４．エネルギ

ー回収技術 

高効率熱電素子の開発 （26） 高効率熱電モジュール 新材料 

熱処理炉からの廃熱低減 （27） 高断熱の材料技術 新材料 

ムーンライトをもう一度  

耐食耐熱材料開発 

（28） 耐熱セラミックス 新材料 

低温廃熱・冷熱有効活用 （29） 蓄熱材料、蓄熱システム 新材料 

廃熱回収 （30） 間接加熱気流乾燥装置 非特定 

５．世界が羨

む材料デザ

イン 

スクラップ鉄のリサイクル材料

設計 

（31） 再生高機能鋼 Fe 

伸銅品のリサイクル材料設計 （32） 再生高機能伸銅品 Cu 

リサイクルを目指した組成  

開発 

（33） 再生高機能アルミニウム合金 Al 

チタン合金のリサイクル設計 （34） 再生高機能チタン合金 Ｔｉ 

炭素繊維強化複合材料  

（ＣＦＲＰ）のリサイクル設計 

（35） 再生炭素繊維強化複合材料（CFRP） C 

 



 

カテゴリー 課題 番号 アウトプット／ソフト技術 対象物質 

６．世界が羨

む社会シス

テムデザイ

ン 

識別手段の革新「電子タグ」

システムによる希少金属の  

リサイクル 

（36） プリント基板を有する一般電子部品 元素選択性は

無し 

識別手段の革新「電子タグ」

システムによる希少金属の  

リサイクル 

（37） 携帯電話/タブレット PC等 元素選択性は

無し 

識別手段とリサイクル規格化 （38） Ni系ステンレス鋼 Ni 

合金種統合化とリサイクル  

規格化 

（39） アルミニウム合金 Al 

都市鉱山からのリサイクルを

促進する社会制度 

（40） 有効活用される都市鉱山 元素選択性は

無し 

ナショプロでの鉱山・製錬  

関連技術開発 

（41） 金属資源の安定確保 ﾚｱｱｰｽなど 

識別手段とリサイクル規格化 （42） ベースメタル全般合金種別の選別  

技術 

Fe、Al、Cu 

識別手段とリサイクル規格化 （43） Al-Mn含有高張力鋼 Mn 

７．希少資源

の活用・リサ

イクル技術 

触媒白金のリサイクル （44） 燃料電池車の普及 Pt 

白金、パラジウム触媒の回収 （45） 高効率の KDPF(排ガス浄化装置） Pt、Pd 

下水道汚泥からのリン回収 （46） 化学肥料など起因の下水道汚泥の 

資源化 

P 

希土類ボンド磁石のリサイ  

クル 

（47） 再生 Nd-Fe-Bボンド磁石 Nd、Dy 

超硬工具からのタングステン、

コバルト回収 

（48） 再生超硬工具 W、Co 

耐酸化コーティングからの  

貴金属回収 

（49） ジェットエンジン、ガスタービンの    

再生コーティング 

Pt 

微生物による金属回収 （50） 低濃度水溶液（工場・鉱山廃水、海水

など）を資源化 

ﾚｱﾒﾀﾙなど 

高分子吸着による金属回収 （51） 低濃度水溶液（工場・鉱山廃水、海水

など）を資源化 

ﾚｱﾒﾀﾙなど 

鋳造砂型からの砂回収 （52） 再生鋳鋼鋳型用クロマイト砂 Cr 

プリント基板からの銅回収 （53） 再生銅を使ったプリント基板 Cu 

樹脂めっき部品からの銅回収 （54） 再生銅を使った樹脂めっき部品 Cu 

 

 



 

上記７分野５４事例について、１件１葉フォーマットで以下の情報項目を収録している。 

 

背景  

現状 ・需給量見通し、国内循環・海外流出実態、リサイクル経済性等  

・リサイクルプロセスの有無＜リサイクル技術実用化の状況＞ 

課題 ・処理困難の理由 

・今後波及すると思われる問題点 

・課題に対して産・学各々の認識、求めるもの、提供可能な情報等 

＜産業側、学側＞ 

・対象物質 

・リスク懸念度 

対応策 ・社会・経済的側面での対応 

・技術的側面での対応、代替材料技術シーズ 

＜課題解決に貢献すると思われる技術／シーズの芽＞ 

＜特に機械分野における技術課題＞ 

・産学で共有すべき情報、連携すべき事項 

・対策後の改善レベル(目標)、メリット 

・期待度 

 

 

 

 


