
　4回目の「拠点探訪」で訪れたのは、山口県下関市。港に
到着すると、大きな櫓を搭載した『白嶺』が目に入ります。こ
の船の櫓は、資源量を調べるために水深1000メートル以上
もの深さにある地層をボーリングするために使われるそう。
動画には、海底で作業をするROVというロボットや、地下か
ら取り出した海底熱水鉱床の実際のコアも登場します。日
本の切り札ともいえる海洋資源の調査に取り組む職員と、高
い技術で操船する運航会社の方々の姿をぜひご覧ください。

YouTube内の
JOGMEC公式チャンネル

最新の動画以外にも、過去のアーカイ
ブなどをご覧になれます

JOGMECの活動を紹介する場とし
て、YouTubeに公式ページを開設し
ています。本誌連動企画のほか、世
界中で活躍する職員のインタビュー
動画なども掲載されているので、ぜ
ひチェックしてみてください。

最新動画は右の
QRコードからアクセス

海洋資源調査を担う『白嶺』に乗船しました

JOGMECの活動を紹介するJOGMEC Channel。今年度は「拠
点探訪」と題し、JOGMECが運営管理する施設を訪れ、資源の安
定供給に奮闘する職員の姿をお届けします。ぜひお楽しみください。
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く必要とされることがわかっている。しかし実現する技術

がない。ある意味、非常に楽な研究とも言えます。

細野　そうなんですか？

吉野　少なくとも、世の中の人が必要としているものは

不変で、あとは技術が実現すればいいだけ。研究の難し

さは、ニーズがころころ変わることです。世界は変化し続

けているので、昨日のニーズが明日もそうであるとは限ら

ない。シーズにしても新しい技術がどんどん生まれてくる。

お互い変化している者同士を線で結ぶことが難しいんで

す。でも、間違いなくニーズがあるのに、技術が追いつか

ないために解決できないというのは、研究者にとっては一

番悔しいことですね。

細野　エネルギーの問題については、先生のご業績でだ

いぶ進展したのではないでしょうか。世間のニーズに合

致し、市場で評価されるものを作らなくてはいけないとい

うのは、企業にとって現実的な問題ですね。研究をその

レベルまで持っていくためには、仮説やひらめきに固執

せず、ある時点で続けるか続けないかを見極める必要も

あるように思います。先生の場合はいかがでしたか？

吉野　基本的にはキャッチボールです。キャッチボール

を繰り返し、シーズとニーズをだんだんと近づけていく。

どちらかにこだわっていては、線でつなぐことはできませ

ん。リチウムイオン電池の開発でも、最初は負極材をポ

リアセチレンでスタートしましたが、行き詰まったら同様

の機能を持つカーボン材に切り替えるなどしました。シー

ズにだけこだわると、どツボにはまりがちです。

細野　私どもの日頃の活動から感じるのは、技術や特許

などに関して、もう少し日本全体で工夫したり努力したり

する必要があるのではないかということです。研究者の

方を見ていると、自分の研究テーマがどれだけ役に立つ

のか、上司や社長にわからせる努力も必要だと思ってい

ます。反対に周りも、技術をわかろうとする努力をすべき

だと思います。そうしてたくさん特許を取得していただき、

日本全体の競争力を上げて、成果に結びつけていくこと

が重要なのではないでしょうか。

吉野　研究者自身は、基本的に特許に対してそれなりに

考えを持っていると思います。ただ、研究開発は紆余曲

折しながら進んでいくものです。目標を設定するのはい

いのですが、状況が変われば目標も変わらざるを得ませ

ん。その点ではアメリカの先生方は、こうしたフレキシビ

リティに長けているんですね。当初の目標は、実現させる。

ただ、研究の方向は間違いなくずれていきます。一直線

で目標まで行けるなんてありえない。それを想定してブラ

ンチ、つまり枝分かれを作っておくんですね。

細野　ブランチですか？

吉野　例えば、ドローンの出発点は軍用の無人爆撃機で

す。研究者は無人爆撃機を作る目的で資金を得て研究を

スタートし、もちろん最終的な成果を出します。しかし、

ブランチの中にいくつかの民生用ネタを残しておいて、本

来のプロジェクトが終わってから、そちらに向かう。スター

ト時点からあらかじめプログラムに入れているわけです。

日本の先生方は正直だから、そういう枝分かれをプログ

ラムに入れられない。あるいは途中で面白そうなものが

出てきても、研究の方向を変えたりすると、研究資金の

不正利用とみなされたりする。最初からプログラムに入れ

とかないといけません。

細野　日本人は得意ではなさそうですね。

吉野　ドローンもそうだし、お掃除ロボットもそう。ひと

つの目標に向かうのは必要条件ですが、とはいえどこか

で息抜きが必要だということですね。いわば“建設的な

息抜き”から、新しいものが生まれるのだと思います。

細野　研究を進めても成果が出ない場合、途中で発想を

切り替えることも必要だと思いますが、先生の場合はどう

していらっしゃいますか？

吉野　壁に当たったときには、2つの乗り越え方がある

と思っています。ひとつは火事場の馬鹿力的に、とにかく

がむしゃらに苦しんで苦しんで答えを出すパターン。もう

ひとつは、もうどうにもならん、一杯ひっかけようと気分

を変えるパターン。両極端のようですが、どちらにも共通

するのは、とことん悩むこと。すると頭の中に問題意識

があるから、ちょっとした情報でも敏感に受信できて、そ

れがひとつの突破口になることがあるんです。

細野　いったんとことん突き詰めてみて、ふと肩の力を

抜いたときに出口が見えることがあるというのは、非常に

良いサジェスチョンですね。

吉野　「この研究はまったくの偶然から生まれました」な

んて話がよくありますね。あれは嘘ですよ、セレンディピ

ティなんて（笑）。情報は平等に行き渡っているはずで、そ

れを重要だと感じられるかどうかの話です。感じられるの

は、とことん悩んでいるからだと思います。

細野　重要な情報だと感じられるポテンシャルを備えて

いる人が、とことん悩んだときに感じられるということで

しょうか。

吉野　そうかもしれません。それは研究開発に限らず、

小説や音楽も同じではないでしょうか。私はニューミュー

ジック世代ですが、彼ら彼女たちは自分で楽曲をつくりま

す。そのときに最も重要なのが独創性、2番目に重要な

のが作っている歌詞やメロディーが世の中に受けそうだと

いうひらめき。将来必要とされるかどうかの見極めは、研

究開発も同じです。そして3番目が、ヒットする確率。大

ヒットする曲は世の中に必要とされ、みんなが買うことに

なる。研究開発とまったく一緒です。楽曲を作るときも、

なかなかメロディーが出てこないときなど、とことん悩む

と思うんです。そんなときにどうやってメロディーがひら

めいたんですかと聞いたら、多分パターンは同じじゃない

でしょうか。

細野　そういう「ひらめき」というのはよくわかります。

普段からポケットをいっぱい持っていて、ちょっと脇道に

待避したときにうまくいったりするわけですね。普段から

こだわりなくオープンスタンス的に取り組んだり、あるい

はいろんなことをやってみたり、そんな素地を備えている

ことが大きいのではないかということですね。

吉野　それは絶対そうですね。

細野　先生はいかがでした？ 　どのようにポケットを増

やされましたか？

吉野　我々の学生の頃は最初の2年間は教養課程で、

専門ではなく、いわゆる一般教養を学んでいました。あ

の時期がそうだったのかもしれませんね。私の場合、工

学系で当時最先端分野だった石油化学を専門にしたの

で、一般教養では逆に古いことを学びたいと思いました。

それで選んだのが考古学です。歴史というのは、過去か

ら現在までのできごとを表した学問ですよね。追いかけ

ていくと現在に至るまでの過程が事実として見えてくる。

すると人間は時代が変わっても同じことを繰り返してい

ることがわかる。過去の延長線上に今と未来がある。そ

の意味で、歴史という学問は未来予知する学問かもしれ

ません。

細野　過去の延長に今が、今の延長として未来がある。

歴史がある種の予知学問というのは、おっしゃる通りだ

と思いました。考古学は門外漢ですが、出土品の多くが

パーシャルで、だからこそイマジネーションで全体像を

補ったりしますよね。そこは、研究にしてもビジネスにして

も重要なのではないかと思いました。ところで、最近は成

果を早く出さないと評価されにくく、“建設的なムダ”と

いったものがうまく回っていない気がします。

吉野　両面あるでしょうね。確かに短期の成果が求めら

れがちですが、企業でもアカデミアでも、誰でもいいから

全然違う発想の独創的なアイデアを出してくれという要

望もあります。私は年に数回、中高生を対象に出張授業

のようなものをする機会があります。そこでよくアドバイ

スするのが、独創的な発想のトレーニング法です。

細野　興味深いですね。ぜひ教えてください。

吉野　1～2年ぐらいの短期間で答えの出ることに対し

て、仮説を立てるんです。結果をレビューして、仮説が間

違っていたら、どこが間違っていたか検討して、新たな仮

説を立てる。これを繰り返すんです。そこに成長がある。

研究開発が失敗を繰り返した後に成功するのは、まさに

これだろうと思います。たとえば、数カ月後に予定されて

いる東京オリンピックでは、私は「無名の日本人選手が金

メダルを取る」と予言しているんです。その根拠は、過去

のオリンピックでも10代半ばぐらいのまったく無名の選

手が金メダルを取っている事実です。なぜそうなるかと考

えると、選考時点ではギリギリ選出されるくらいの能力

だったが、10代という伸び盛りの年齢で、選考からオリ

ンピックまでの数カ月のうちに急成長して能力がピーク

を迎え、結果的に素晴らしい結果を出すのではないかと

考えています。まだ具体的に誰だとまでは答えを出してい

ませんが、いずれ答えが出てきますよね。間違いなく今年

そんな人が出てきますよ。

細野　良いアドバイスをいただきました。無名の金メダリ

ストについては、大いに期待したいと思います。

細野　有意義なお話をたくさん伺ってきましたが、最後に

これからの世界を担う若者たちへのメッセージをいただ

ければ幸いです。

吉野　そうですね。若い人にはできるだけ「とんがって」

いてほしいと思います。周りの反対を押し切ってでも、「私

はこういうことをやりたい」と言えるくらいがいい。今は

「丸くなって目立たないように」が一般的な風潮かもしれ

ませんが、そういう時代であるだけに、むしろとんがった

方が目立つし、それによって名を成すことにつながる可能

性もあります。

細野　なるほど。

吉野　私の好きな言葉のひとつに、「実るほど頭を垂れる

稲穂かな」ということわざがあります。年を取ったら腰を

低くしなさいということですね。解釈のひとつとしては、

まさにその通りだと思います。でも、別の解釈もある。頭

を垂れるのは実ってからであって、実る前は頭を上げ、まっ

すぐにすっと立って、太陽の光をたくさん浴びなければい

けない。だから、30代半ばぐらいまではできるだけとん

がって、一生懸命頑張って、それで大成したら頭を垂れ

なさいよと言いたいですね。

細野　私どもJOGMECは、将来の日本の資源産業

を担う人材の育成を目的に、高校生向けに出前授業

をしています。やりたいことがわかっている子たちに

は、今の話は大変ありがたい言葉だと思います。一

方、生徒の中にはやりたいことを見つけられていな

い子もいるようです。

吉野　若い方が将来への道筋を模索するときに

は、自分の35歳になったときのことを考えてほし

いですね。35歳は非常に重要な年齢なんです。

歴代のノーベル賞受賞者は、大体その頃から研

究を始めているんですよ。私自身もそうです。

その年齢になると、社会の仕組みが表も裏も

一通りわかるようになりますし、組織の中ではそこそこの

権限がもらえます。しかも、ちょっと突っ張って失敗して

も、リカバリーのチャンスがもう1回ぐらいある年齢なん

ですね。実際に名を成すのはスタートから30年後40年

後になるわけですから、その頃から始めておかなければ

間に合わない。それが、私の実感です。だから、そうした

若い子が目標を決めるなり道筋を考えるなりするときに

は、「35歳の自分」を考えなさいとアドバイスします。「今

の自分」のために勉強したり経験を積んだりするのでは

なく、未来の「35歳の自分」に投資するんだという発想

ですね。そうすると、自分自身を客観的に見られるじゃな

いですか。

細野　未来の自分を考えることによって、今やらなければ

いけないことが客観視できるというわけですね。

吉野　たとえば、これからの舞台は世界だから、まずは

英語を話せるようになるとか、海外の人とコミュニケー

ションするときには各々の国の文化を知っていることが

大事だから、歴史を学ぶとか。前に進もうとするときに今

何をやらなければいけないか、押し付けではなく自発的に

自然発生的に生まれてくるのではないかと思います。

細野　非常に示唆深いお言葉ですね。30年前、いや40

年前の私に聞かせたかった（笑）。本日は本当にどうもあ

りがとうございました。

普段からポケットを
いっぱい持っていると
いざというときに
うまくいくんですね。

研究者は
ミュージシャンや小説家と
似たようなものですよ。

旭化成株式会社
名誉フェロー

吉野 彰氏
1972年京都大学大学院工学研究科 石油化
学専攻 修士課程修了、旭化成工業（現旭化
成）株式会社入社。主に機能性高分子等の研
究開発に従事。1981年から新型二次電池の
研究に着手し、1985年にリチウムイオン二次
電池を発明。2019年、ノーベル化学賞を受賞

JOGMEC理事長

細野哲弘
1976 年京都大学経済学部卒、通商産業省入
省。製造産業局長、特許庁長官、 資源エネル
ギー庁長官を歴任後、民間企業を経て、2018 
年にJOGMEC 理事長に就任。資源プロジェク
トへの支援や、資源確保の選択肢
の多様化などに注力

細野　本日はお忙しい中お時間をいただき、誠にありが

とうございます。改めましてノーベル化学賞の受賞、おめ

でとうございます。

吉野　ありがとうございます。

細野　私は経済産業省におりましたが、当時から日本の

エネルギー問題は蓄電池で解決できることが多いのでは

と感じていました。受賞対象となったリチウムイオン電池

は、「貯められない」という電気の制約を取り払う素晴ら

しい発明です。今日は長年のご経験の中からお話を伺い

たいのですが、まずは今回の偉大な成果にいたった先生

の研究スタイルについてお聞かせください。

吉野　私は研究には2通りの進め方があると考えていま

す。ひとつは優れた材料や技術などの「シーズ」を起点

に、その用途を見つけていく進め方。もうひとつはその逆

で、大きな社会的「ニーズ」を起点に解決法を開発する

進め方。リチウムイオン電池は前者です。今日のようなモ

バイルICT社会の到来を前提としたのではなく、白川英

樹先生が発見したポリアセチレンという新材料が何に使

えるのだろうかということからスタートしました。

細野　その用途の候補のひとつが、リチウムイオン電池

の負極材（マイナス極の材料）だったんですね。

吉野　当時、新型二次電池の研究が盛んに行われていま

したが、適当な負極材がなかったため商品化にいたって

いませんでした。そのときポリアセチレンが二次電池の

負極材に最適だとわかり、新素材（シーズ）と用途（ニー

ズ）が線でつながったわけです。シーズ側からニーズ側に

ボールが投げられ、ここからキャッチボールを繰り返し、

実用化へと進んでいきました。研究というのは、アカデミ

アでも企業でもまったく同じで、シーズとニーズをどう

やって線でつなぐかということなのです。

細野　JOGMECが関わるエネルギーや環境問題に対す

るソリューションは、ニーズから始めるパターンですね。

吉野　そうです。そうしたソリューションが将来間違いな

研究とは、シーズとニーズを
線でつなげること

吉野先生
研究哲学
資源の安定供給を使命とするJOGMECにとって、技
術・研究開発は重要なテーマ。そこで、リチウムイオン
電池の開発で2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野
彰先生から、細野理事長が研究開発の極意を伺った。

の



く必要とされることがわかっている。しかし実現する技術

がない。ある意味、非常に楽な研究とも言えます。

細野　そうなんですか？

吉野　少なくとも、世の中の人が必要としているものは

不変で、あとは技術が実現すればいいだけ。研究の難し

さは、ニーズがころころ変わることです。世界は変化し続

けているので、昨日のニーズが明日もそうであるとは限ら

ない。シーズにしても新しい技術がどんどん生まれてくる。

お互い変化している者同士を線で結ぶことが難しいんで

す。でも、間違いなくニーズがあるのに、技術が追いつか

ないために解決できないというのは、研究者にとっては一

番悔しいことですね。

細野　エネルギーの問題については、先生のご業績でだ

いぶ進展したのではないでしょうか。世間のニーズに合

致し、市場で評価されるものを作らなくてはいけないとい

うのは、企業にとって現実的な問題ですね。研究をその

レベルまで持っていくためには、仮説やひらめきに固執

せず、ある時点で続けるか続けないかを見極める必要も

あるように思います。先生の場合はいかがでしたか？

吉野　基本的にはキャッチボールです。キャッチボール

を繰り返し、シーズとニーズをだんだんと近づけていく。

どちらかにこだわっていては、線でつなぐことはできませ

ん。リチウムイオン電池の開発でも、最初は負極材をポ

リアセチレンでスタートしましたが、行き詰まったら同様

の機能を持つカーボン材に切り替えるなどしました。シー

ズにだけこだわると、どツボにはまりがちです。

細野　私どもの日頃の活動から感じるのは、技術や特許

などに関して、もう少し日本全体で工夫したり努力したり

する必要があるのではないかということです。研究者の

方を見ていると、自分の研究テーマがどれだけ役に立つ

のか、上司や社長にわからせる努力も必要だと思ってい

ます。反対に周りも、技術をわかろうとする努力をすべき

だと思います。そうしてたくさん特許を取得していただき、

日本全体の競争力を上げて、成果に結びつけていくこと

が重要なのではないでしょうか。

吉野　研究者自身は、基本的に特許に対してそれなりに

考えを持っていると思います。ただ、研究開発は紆余曲

折しながら進んでいくものです。目標を設定するのはい

いのですが、状況が変われば目標も変わらざるを得ませ

ん。その点ではアメリカの先生方は、こうしたフレキシビ

リティに長けているんですね。当初の目標は、実現させる。

ただ、研究の方向は間違いなくずれていきます。一直線

で目標まで行けるなんてありえない。それを想定してブラ

ンチ、つまり枝分かれを作っておくんですね。

細野　ブランチですか？

吉野　例えば、ドローンの出発点は軍用の無人爆撃機で

す。研究者は無人爆撃機を作る目的で資金を得て研究を

スタートし、もちろん最終的な成果を出します。しかし、

ブランチの中にいくつかの民生用ネタを残しておいて、本

来のプロジェクトが終わってから、そちらに向かう。スター

ト時点からあらかじめプログラムに入れているわけです。

日本の先生方は正直だから、そういう枝分かれをプログ

ラムに入れられない。あるいは途中で面白そうなものが

出てきても、研究の方向を変えたりすると、研究資金の

不正利用とみなされたりする。最初からプログラムに入れ

とかないといけません。

細野　日本人は得意ではなさそうですね。

吉野　ドローンもそうだし、お掃除ロボットもそう。ひと

つの目標に向かうのは必要条件ですが、とはいえどこか

で息抜きが必要だということですね。いわば“建設的な

息抜き”から、新しいものが生まれるのだと思います。

建設的な息抜きから
新しいものが生まれてくる

細野　研究を進めても成果が出ない場合、途中で発想を

切り替えることも必要だと思いますが、先生の場合はどう

していらっしゃいますか？

吉野　壁に当たったときには、2つの乗り越え方がある

と思っています。ひとつは火事場の馬鹿力的に、とにかく

がむしゃらに苦しんで苦しんで答えを出すパターン。もう

ひとつは、もうどうにもならん、一杯ひっかけようと気分

を変えるパターン。両極端のようですが、どちらにも共通

リチウムイオン電池の開発
は、モバイルIT社会の実現だ
けでなく、電気自動車の普及
による環境問題、エネルギー
問題をも解決しうる

千葉の幕張にあるJOGMECの技術センター。石油・天然ガス開発における技術
開発などを行う。他に秋田の小坂にも金属資源技術研究所を有する

するのは、とことん悩むこと。すると頭の中に問題意識

があるから、ちょっとした情報でも敏感に受信できて、そ

れがひとつの突破口になることがあるんです。

細野　いったんとことん突き詰めてみて、ふと肩の力を

抜いたときに出口が見えることがあるというのは、非常に

良いサジェスチョンですね。

吉野　「この研究はまったくの偶然から生まれました」な

んて話がよくありますね。あれは嘘ですよ、セレンディピ

ティなんて（笑）。情報は平等に行き渡っているはずで、そ

れを重要だと感じられるかどうかの話です。感じられるの

は、とことん悩んでいるからだと思います。

細野　重要な情報だと感じられるポテンシャルを備えて

いる人が、とことん悩んだときに感じられるということで

しょうか。

吉野　そうかもしれません。それは研究開発に限らず、

小説や音楽も同じではないでしょうか。私はニューミュー

ジック世代ですが、彼ら彼女たちは自分で楽曲をつくりま

す。そのときに最も重要なのが独創性、2番目に重要な

のが作っている歌詞やメロディーが世の中に受けそうだと

いうひらめき。将来必要とされるかどうかの見極めは、研

究開発も同じです。そして3番目が、ヒットする確率。大

ヒットする曲は世の中に必要とされ、みんなが買うことに

なる。研究開発とまったく一緒です。楽曲を作るときも、

なかなかメロディーが出てこないときなど、とことん悩む

と思うんです。そんなときにどうやってメロディーがひら

めいたんですかと聞いたら、多分パターンは同じじゃない

でしょうか。

細野　そういう「ひらめき」というのはよくわかります。

普段からポケットをいっぱい持っていて、ちょっと脇道に

待避したときにうまくいったりするわけですね。普段から

こだわりなくオープンスタンス的に取り組んだり、あるい

はいろんなことをやってみたり、そんな素地を備えている

ことが大きいのではないかということですね。

吉野　それは絶対そうですね。

細野　先生はいかがでした？ 　どのようにポケットを増

やされましたか？

吉野　我々の学生の頃は最初の2年間は教養課程で、

専門ではなく、いわゆる一般教養を学んでいました。あ

の時期がそうだったのかもしれませんね。私の場合、工

学系で当時最先端分野だった石油化学を専門にしたの

で、一般教養では逆に古いことを学びたいと思いました。

それで選んだのが考古学です。歴史というのは、過去か

ら現在までのできごとを表した学問ですよね。追いかけ

ていくと現在に至るまでの過程が事実として見えてくる。

すると人間は時代が変わっても同じことを繰り返してい

ることがわかる。過去の延長線上に今と未来がある。そ

の意味で、歴史という学問は未来予知する学問かもしれ

ません。

細野　過去の延長に今が、今の延長として未来がある。

歴史がある種の予知学問というのは、おっしゃる通りだ

と思いました。考古学は門外漢ですが、出土品の多くが

パーシャルで、だからこそイマジネーションで全体像を

補ったりしますよね。そこは、研究にしてもビジネスにして

も重要なのではないかと思いました。ところで、最近は成

果を早く出さないと評価されにくく、“建設的なムダ”と

いったものがうまく回っていない気がします。

吉野　両面あるでしょうね。確かに短期の成果が求めら

れがちですが、企業でもアカデミアでも、誰でもいいから

全然違う発想の独創的なアイデアを出してくれという要

望もあります。私は年に数回、中高生を対象に出張授業

のようなものをする機会があります。そこでよくアドバイ

スするのが、独創的な発想のトレーニング法です。

細野　興味深いですね。ぜひ教えてください。

吉野　1～2年ぐらいの短期間で答えの出ることに対し

て、仮説を立てるんです。結果をレビューして、仮説が間

違っていたら、どこが間違っていたか検討して、新たな仮

説を立てる。これを繰り返すんです。そこに成長がある。

研究開発が失敗を繰り返した後に成功するのは、まさに

これだろうと思います。たとえば、数カ月後に予定されて

いる東京オリンピックでは、私は「無名の日本人選手が金

メダルを取る」と予言しているんです。その根拠は、過去

のオリンピックでも10代半ばぐらいのまったく無名の選

手が金メダルを取っている事実です。なぜそうなるかと考

えると、選考時点ではギリギリ選出されるくらいの能力

だったが、10代という伸び盛りの年齢で、選考からオリ

ンピックまでの数カ月のうちに急成長して能力がピーク

を迎え、結果的に素晴らしい結果を出すのではないかと

考えています。まだ具体的に誰だとまでは答えを出してい

ませんが、いずれ答えが出てきますよね。間違いなく今年

そんな人が出てきますよ。

細野　良いアドバイスをいただきました。無名の金メダリ

ストについては、大いに期待したいと思います。

細野　有意義なお話をたくさん伺ってきましたが、最後に

これからの世界を担う若者たちへのメッセージをいただ

ければ幸いです。

吉野　そうですね。若い人にはできるだけ「とんがって」

いてほしいと思います。周りの反対を押し切ってでも、「私

はこういうことをやりたい」と言えるくらいがいい。今は

「丸くなって目立たないように」が一般的な風潮かもしれ

ませんが、そういう時代であるだけに、むしろとんがった

方が目立つし、それによって名を成すことにつながる可能

性もあります。

細野　なるほど。

吉野　私の好きな言葉のひとつに、「実るほど頭を垂れる

稲穂かな」ということわざがあります。年を取ったら腰を

低くしなさいということですね。解釈のひとつとしては、

まさにその通りだと思います。でも、別の解釈もある。頭

を垂れるのは実ってからであって、実る前は頭を上げ、まっ

すぐにすっと立って、太陽の光をたくさん浴びなければい

けない。だから、30代半ばぐらいまではできるだけとん

がって、一生懸命頑張って、それで大成したら頭を垂れ

なさいよと言いたいですね。

細野　私どもJOGMECは、将来の日本の資源産業

を担う人材の育成を目的に、高校生向けに出前授業

をしています。やりたいことがわかっている子たちに

は、今の話は大変ありがたい言葉だと思います。一

方、生徒の中にはやりたいことを見つけられていな

い子もいるようです。

吉野　若い方が将来への道筋を模索するときに

は、自分の35歳になったときのことを考えてほし

いですね。35歳は非常に重要な年齢なんです。

歴代のノーベル賞受賞者は、大体その頃から研

究を始めているんですよ。私自身もそうです。

その年齢になると、社会の仕組みが表も裏も

一通りわかるようになりますし、組織の中ではそこそこの

権限がもらえます。しかも、ちょっと突っ張って失敗して

も、リカバリーのチャンスがもう1回ぐらいある年齢なん

ですね。実際に名を成すのはスタートから30年後40年

後になるわけですから、その頃から始めておかなければ

間に合わない。それが、私の実感です。だから、そうした

若い子が目標を決めるなり道筋を考えるなりするときに

は、「35歳の自分」を考えなさいとアドバイスします。「今

の自分」のために勉強したり経験を積んだりするのでは

なく、未来の「35歳の自分」に投資するんだという発想

ですね。そうすると、自分自身を客観的に見られるじゃな

いですか。

細野　未来の自分を考えることによって、今やらなければ

いけないことが客観視できるというわけですね。

吉野　たとえば、これからの舞台は世界だから、まずは

英語を話せるようになるとか、海外の人とコミュニケー

ションするときには各々の国の文化を知っていることが

大事だから、歴史を学ぶとか。前に進もうとするときに今

何をやらなければいけないか、押し付けではなく自発的に

自然発生的に生まれてくるのではないかと思います。

細野　非常に示唆深いお言葉ですね。30年前、いや40

年前の私に聞かせたかった（笑）。本日は本当にどうもあ

りがとうございました。

細野　本日はお忙しい中お時間をいただき、誠にありが

とうございます。改めましてノーベル化学賞の受賞、おめ

でとうございます。

吉野　ありがとうございます。

細野　私は経済産業省におりましたが、当時から日本の

エネルギー問題は蓄電池で解決できることが多いのでは

と感じていました。受賞対象となったリチウムイオン電池

は、「貯められない」という電気の制約を取り払う素晴ら

しい発明です。今日は長年のご経験の中からお話を伺い

たいのですが、まずは今回の偉大な成果にいたった先生

の研究スタイルについてお聞かせください。

吉野　私は研究には2通りの進め方があると考えていま

す。ひとつは優れた材料や技術などの「シーズ」を起点

に、その用途を見つけていく進め方。もうひとつはその逆

で、大きな社会的「ニーズ」を起点に解決法を開発する

進め方。リチウムイオン電池は前者です。今日のようなモ

バイルICT社会の到来を前提としたのではなく、白川英

樹先生が発見したポリアセチレンという新材料が何に使

えるのだろうかということからスタートしました。

細野　その用途の候補のひとつが、リチウムイオン電池

の負極材（マイナス極の材料）だったんですね。

吉野　当時、新型二次電池の研究が盛んに行われていま

したが、適当な負極材がなかったため商品化にいたって

いませんでした。そのときポリアセチレンが二次電池の

負極材に最適だとわかり、新素材（シーズ）と用途（ニー

ズ）が線でつながったわけです。シーズ側からニーズ側に

ボールが投げられ、ここからキャッチボールを繰り返し、

実用化へと進んでいきました。研究というのは、アカデミ

アでも企業でもまったく同じで、シーズとニーズをどう

やって線でつなぐかということなのです。

細野　JOGMECが関わるエネルギーや環境問題に対す

るソリューションは、ニーズから始めるパターンですね。

吉野　そうです。そうしたソリューションが将来間違いな
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く必要とされることがわかっている。しかし実現する技術

がない。ある意味、非常に楽な研究とも言えます。

細野　そうなんですか？

吉野　少なくとも、世の中の人が必要としているものは

不変で、あとは技術が実現すればいいだけ。研究の難し

さは、ニーズがころころ変わることです。世界は変化し続

けているので、昨日のニーズが明日もそうであるとは限ら

ない。シーズにしても新しい技術がどんどん生まれてくる。

お互い変化している者同士を線で結ぶことが難しいんで

す。でも、間違いなくニーズがあるのに、技術が追いつか

ないために解決できないというのは、研究者にとっては一

番悔しいことですね。

細野　エネルギーの問題については、先生のご業績でだ

いぶ進展したのではないでしょうか。世間のニーズに合

致し、市場で評価されるものを作らなくてはいけないとい

うのは、企業にとって現実的な問題ですね。研究をその

レベルまで持っていくためには、仮説やひらめきに固執

せず、ある時点で続けるか続けないかを見極める必要も

あるように思います。先生の場合はいかがでしたか？

吉野　基本的にはキャッチボールです。キャッチボール

を繰り返し、シーズとニーズをだんだんと近づけていく。

どちらかにこだわっていては、線でつなぐことはできませ

ん。リチウムイオン電池の開発でも、最初は負極材をポ

リアセチレンでスタートしましたが、行き詰まったら同様

の機能を持つカーボン材に切り替えるなどしました。シー

ズにだけこだわると、どツボにはまりがちです。

細野　私どもの日頃の活動から感じるのは、技術や特許

などに関して、もう少し日本全体で工夫したり努力したり

する必要があるのではないかということです。研究者の

方を見ていると、自分の研究テーマがどれだけ役に立つ

のか、上司や社長にわからせる努力も必要だと思ってい

ます。反対に周りも、技術をわかろうとする努力をすべき

だと思います。そうしてたくさん特許を取得していただき、

日本全体の競争力を上げて、成果に結びつけていくこと

が重要なのではないでしょうか。

吉野　研究者自身は、基本的に特許に対してそれなりに

考えを持っていると思います。ただ、研究開発は紆余曲

折しながら進んでいくものです。目標を設定するのはい

いのですが、状況が変われば目標も変わらざるを得ませ

ん。その点ではアメリカの先生方は、こうしたフレキシビ

リティに長けているんですね。当初の目標は、実現させる。

ただ、研究の方向は間違いなくずれていきます。一直線

で目標まで行けるなんてありえない。それを想定してブラ

ンチ、つまり枝分かれを作っておくんですね。

細野　ブランチですか？

吉野　例えば、ドローンの出発点は軍用の無人爆撃機で

す。研究者は無人爆撃機を作る目的で資金を得て研究を

スタートし、もちろん最終的な成果を出します。しかし、

ブランチの中にいくつかの民生用ネタを残しておいて、本

来のプロジェクトが終わってから、そちらに向かう。スター

ト時点からあらかじめプログラムに入れているわけです。

日本の先生方は正直だから、そういう枝分かれをプログ

ラムに入れられない。あるいは途中で面白そうなものが

出てきても、研究の方向を変えたりすると、研究資金の

不正利用とみなされたりする。最初からプログラムに入れ

とかないといけません。

細野　日本人は得意ではなさそうですね。

吉野　ドローンもそうだし、お掃除ロボットもそう。ひと

つの目標に向かうのは必要条件ですが、とはいえどこか

で息抜きが必要だということですね。いわば“建設的な

息抜き”から、新しいものが生まれるのだと思います。

細野　研究を進めても成果が出ない場合、途中で発想を

切り替えることも必要だと思いますが、先生の場合はどう

していらっしゃいますか？

吉野　壁に当たったときには、2つの乗り越え方がある

と思っています。ひとつは火事場の馬鹿力的に、とにかく

がむしゃらに苦しんで苦しんで答えを出すパターン。もう

ひとつは、もうどうにもならん、一杯ひっかけようと気分

を変えるパターン。両極端のようですが、どちらにも共通

するのは、とことん悩むこと。すると頭の中に問題意識

があるから、ちょっとした情報でも敏感に受信できて、そ

れがひとつの突破口になることがあるんです。

細野　いったんとことん突き詰めてみて、ふと肩の力を

抜いたときに出口が見えることがあるというのは、非常に

良いサジェスチョンですね。

吉野　「この研究はまったくの偶然から生まれました」な

んて話がよくありますね。あれは嘘ですよ、セレンディピ

ティなんて（笑）。情報は平等に行き渡っているはずで、そ

れを重要だと感じられるかどうかの話です。感じられるの

は、とことん悩んでいるからだと思います。

細野　重要な情報だと感じられるポテンシャルを備えて

いる人が、とことん悩んだときに感じられるということで

しょうか。

吉野　そうかもしれません。それは研究開発に限らず、

小説や音楽も同じではないでしょうか。私はニューミュー

ジック世代ですが、彼ら彼女たちは自分で楽曲をつくりま

す。そのときに最も重要なのが独創性、2番目に重要な

のが作っている歌詞やメロディーが世の中に受けそうだと

いうひらめき。将来必要とされるかどうかの見極めは、研

究開発も同じです。そして3番目が、ヒットする確率。大

ヒットする曲は世の中に必要とされ、みんなが買うことに

なる。研究開発とまったく一緒です。楽曲を作るときも、

なかなかメロディーが出てこないときなど、とことん悩む

と思うんです。そんなときにどうやってメロディーがひら

めいたんですかと聞いたら、多分パターンは同じじゃない

でしょうか。

細野　そういう「ひらめき」というのはよくわかります。

普段からポケットをいっぱい持っていて、ちょっと脇道に

待避したときにうまくいったりするわけですね。普段から

こだわりなくオープンスタンス的に取り組んだり、あるい

はいろんなことをやってみたり、そんな素地を備えている

ことが大きいのではないかということですね。

吉野　それは絶対そうですね。

細野　先生はいかがでした？ 　どのようにポケットを増

やされましたか？

吉野　我々の学生の頃は最初の2年間は教養課程で、

専門ではなく、いわゆる一般教養を学んでいました。あ

の時期がそうだったのかもしれませんね。私の場合、工

学系で当時最先端分野だった石油化学を専門にしたの

で、一般教養では逆に古いことを学びたいと思いました。

それで選んだのが考古学です。歴史というのは、過去か

ら現在までのできごとを表した学問ですよね。追いかけ

ていくと現在に至るまでの過程が事実として見えてくる。

すると人間は時代が変わっても同じことを繰り返してい

ることがわかる。過去の延長線上に今と未来がある。そ

の意味で、歴史という学問は未来予知する学問かもしれ

ません。

細野　過去の延長に今が、今の延長として未来がある。

歴史がある種の予知学問というのは、おっしゃる通りだ

と思いました。考古学は門外漢ですが、出土品の多くが

パーシャルで、だからこそイマジネーションで全体像を

補ったりしますよね。そこは、研究にしてもビジネスにして

も重要なのではないかと思いました。ところで、最近は成

果を早く出さないと評価されにくく、“建設的なムダ”と

いったものがうまく回っていない気がします。

吉野　両面あるでしょうね。確かに短期の成果が求めら

れがちですが、企業でもアカデミアでも、誰でもいいから

全然違う発想の独創的なアイデアを出してくれという要

望もあります。私は年に数回、中高生を対象に出張授業

のようなものをする機会があります。そこでよくアドバイ

スするのが、独創的な発想のトレーニング法です。

細野　興味深いですね。ぜひ教えてください。

吉野　1～2年ぐらいの短期間で答えの出ることに対し

て、仮説を立てるんです。結果をレビューして、仮説が間

違っていたら、どこが間違っていたか検討して、新たな仮

説を立てる。これを繰り返すんです。そこに成長がある。

研究開発が失敗を繰り返した後に成功するのは、まさに

これだろうと思います。たとえば、数カ月後に予定されて

いる東京オリンピックでは、私は「無名の日本人選手が金

メダルを取る」と予言しているんです。その根拠は、過去

のオリンピックでも10代半ばぐらいのまったく無名の選

手が金メダルを取っている事実です。なぜそうなるかと考

えると、選考時点ではギリギリ選出されるくらいの能力

だったが、10代という伸び盛りの年齢で、選考からオリ

ンピックまでの数カ月のうちに急成長して能力がピーク

を迎え、結果的に素晴らしい結果を出すのではないかと

考えています。まだ具体的に誰だとまでは答えを出してい

ませんが、いずれ答えが出てきますよね。間違いなく今年

そんな人が出てきますよ。

細野　良いアドバイスをいただきました。無名の金メダリ

ストについては、大いに期待したいと思います。

細野　有意義なお話をたくさん伺ってきましたが、最後に

高校生には「35歳の自分」に
投資してほしい

これからの世界を担う若者たちへのメッセージをいただ

ければ幸いです。

吉野　そうですね。若い人にはできるだけ「とんがって」

いてほしいと思います。周りの反対を押し切ってでも、「私

はこういうことをやりたい」と言えるくらいがいい。今は

「丸くなって目立たないように」が一般的な風潮かもしれ

ませんが、そういう時代であるだけに、むしろとんがった

方が目立つし、それによって名を成すことにつながる可能

性もあります。

細野　なるほど。

吉野　私の好きな言葉のひとつに、「実るほど頭を垂れる

稲穂かな」ということわざがあります。年を取ったら腰を

低くしなさいということですね。解釈のひとつとしては、

まさにその通りだと思います。でも、別の解釈もある。頭

を垂れるのは実ってからであって、実る前は頭を上げ、まっ

すぐにすっと立って、太陽の光をたくさん浴びなければい

けない。だから、30代半ばぐらいまではできるだけとん

がって、一生懸命頑張って、それで大成したら頭を垂れ

なさいよと言いたいですね。

細野　私どもJOGMECは、将来の日本の資源産業

を担う人材の育成を目的に、高校生向けに出前授業

をしています。やりたいことがわかっている子たちに

は、今の話は大変ありがたい言葉だと思います。一

方、生徒の中にはやりたいことを見つけられていな

い子もいるようです。

吉野　若い方が将来への道筋を模索するときに

は、自分の35歳になったときのことを考えてほし

いですね。35歳は非常に重要な年齢なんです。

歴代のノーベル賞受賞者は、大体その頃から研

究を始めているんですよ。私自身もそうです。

その年齢になると、社会の仕組みが表も裏も

吉野先生による若者への自筆のメッセージ

一通りわかるようになりますし、組織の中ではそこそこの

権限がもらえます。しかも、ちょっと突っ張って失敗して

も、リカバリーのチャンスがもう1回ぐらいある年齢なん

ですね。実際に名を成すのはスタートから30年後40年

後になるわけですから、その頃から始めておかなければ

間に合わない。それが、私の実感です。だから、そうした

若い子が目標を決めるなり道筋を考えるなりするときに

は、「35歳の自分」を考えなさいとアドバイスします。「今

の自分」のために勉強したり経験を積んだりするのでは

なく、未来の「35歳の自分」に投資するんだという発想

ですね。そうすると、自分自身を客観的に見られるじゃな

いですか。

細野　未来の自分を考えることによって、今やらなければ

いけないことが客観視できるというわけですね。

吉野　たとえば、これからの舞台は世界だから、まずは

英語を話せるようになるとか、海外の人とコミュニケー

ションするときには各々の国の文化を知っていることが

大事だから、歴史を学ぶとか。前に進もうとするときに今

何をやらなければいけないか、押し付けではなく自発的に

自然発生的に生まれてくるのではないかと思います。

細野　非常に示唆深いお言葉ですね。30年前、いや40

年前の私に聞かせたかった（笑）。本日は本当にどうもあ

りがとうございました。

細野　本日はお忙しい中お時間をいただき、誠にありが

とうございます。改めましてノーベル化学賞の受賞、おめ

でとうございます。

吉野　ありがとうございます。

細野　私は経済産業省におりましたが、当時から日本の

エネルギー問題は蓄電池で解決できることが多いのでは

と感じていました。受賞対象となったリチウムイオン電池

は、「貯められない」という電気の制約を取り払う素晴ら

しい発明です。今日は長年のご経験の中からお話を伺い

たいのですが、まずは今回の偉大な成果にいたった先生

の研究スタイルについてお聞かせください。

吉野　私は研究には2通りの進め方があると考えていま

す。ひとつは優れた材料や技術などの「シーズ」を起点

に、その用途を見つけていく進め方。もうひとつはその逆

で、大きな社会的「ニーズ」を起点に解決法を開発する

進め方。リチウムイオン電池は前者です。今日のようなモ

バイルICT社会の到来を前提としたのではなく、白川英

樹先生が発見したポリアセチレンという新材料が何に使

えるのだろうかということからスタートしました。

細野　その用途の候補のひとつが、リチウムイオン電池

の負極材（マイナス極の材料）だったんですね。

吉野　当時、新型二次電池の研究が盛んに行われていま

したが、適当な負極材がなかったため商品化にいたって

いませんでした。そのときポリアセチレンが二次電池の

負極材に最適だとわかり、新素材（シーズ）と用途（ニー

ズ）が線でつながったわけです。シーズ側からニーズ側に

ボールが投げられ、ここからキャッチボールを繰り返し、

実用化へと進んでいきました。研究というのは、アカデミ

アでも企業でもまったく同じで、シーズとニーズをどう

やって線でつなぐかということなのです。

細野　JOGMECが関わるエネルギーや環境問題に対す

るソリューションは、ニーズから始めるパターンですね。

吉野　そうです。そうしたソリューションが将来間違いな

研 究 者には 第 三者にわからせる工夫 が

上司には 技 術をわかろうとする努力が大 切

JOGMECでは、資源エネルギー分野に関心を持つ人材の裾野を広げるため、
スーパーサイエンスハイスクールなどを対象に高校生への出前授業を実施（早稲
田大学本庄高等学院での授業風景）

吉野先生
研究哲学

の

こうべ



レアメタル

　レアメタルと聞いて、すぐに説明できる人がどれくらいい

るだろう？　資源業界に関わっていなければ、姿かたちを

見たことのない人が大半のはずだ。ところが、今まさにポ

ケットに入っているスマートフォンや仕事で毎日使っている

パソコンのほか、週末のおでかけに使う自慢のマイカー。

現代社会はさまざまな
レアメタルに支えられている

身の周りの製品に使われる主なレアメタル

マンションの建築資材や生活家電などにもたくさんのレア

メタルが使われており、実はとても身近な資源でもある。

　たとえば、吉野先生が開発に関わり、今ではモバイル端

末や電気自動車（EV）に欠かせないリチウムイオン電池。

この電池にはリチウムやコバルト、ニッケルといったレアメ

タルが使われているほか、自動車や電気電子機器等の製

造工程には欠かすことのできない金属加工用の超硬工具

には、タングステンといったレアメタルが使われている。

　そもそもレアメタルとは、産出量が少なかったり、抽出が

難しかったりする希少金属のこと。先に挙げたリチウムや

コバルトのほか、プラチナやパラジウム、チタンなどもレア

メタルの一種だ。2010年に、中国から輸出規制がかかり、

日本の産業に大混乱をもたらしたレアアースも、レアメタル

に含まれている。

　レアメタルは銅や鉛、亜鉛などのベースメタルに比べて

生産規模は小さいものの、素材に混ぜ合わせることで耐熱

性や耐食性、磁性などで大幅な性能向上をもたらす特徴を

持つ。このことから、電子部品や蓄電池、高性能磁石、

ディーゼル車やガソリン車の排ガス浄化触媒など、日本が

得意としてきた産業分野の小型軽量化、省エネ化、環境対

策には欠かせない存在だ。一方で、地域遍在性が高く、生

産国が限られることから、供給が不安定になりがちであり、

ほぼ全量を輸入に頼る日本にとって、安定供給への取り組

みが欠かせない資源でもある。

建築資材からエアコン、スマートフォン
にいたるまで、現代社会に欠かせない
電気電子機器のほとんどに、レアメタ
ルは使われている。レアメタルなくして、
今の生活の維持は不可能だ

現代の生活に欠かせないモバイル端末やコードレス家電。

これらの製品は吉野先生が開発に携わったリチウムイオン電池を筆頭に、

多くのハイテク技術や特殊素材で実現した技術の結晶とも言える。

そしてその裏には、希少金属とも呼ばれるレアメタルの存在が欠かせない。

ここでは、需要拡大が進むレアメタルの今をお伝えしよう。

リチウムイオン電池にも必要不可欠

持続可能な社会の実現に
欠かせない

・プラチナ
・パラジウム
・インジウム
・ガリウム
・ベリリウム
・ジルコニア
・セリウム
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など
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・ジスプロシウム
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E Vで増える
レアメタルの需要

普及が進むEVには
多くのレアメタルが使われている

出典：Wood Mackenzie 
“Battery Raw Materials Service Long-term Outlook”（2019年12月時点予測）をもとにJOGMEC作成

電気自動車とガソリン
車やディーゼル車との主
な違いは、車載用バッテ
リーやモーターの存在
だ。リチウムやコバルト、
ニッケルなど、さまざま
な種類のレアメタルが使
われている

2030年までのEV普及見通し

PHEV（普通自動車+商用車）

自動車に使われている
主なレアメタル

・白金族元素
・ジルコニウム
・セリウム

排ガス触媒

・ネオジム
・ジスプロシウム

・プラセオジム
・テルビウム

発電機、モーター

地球温暖化防止に向け、日本はもとより
欧州や中国など世界各国で EVの普及が加速。
それに伴い、EVに欠かせない
レアメタルの需要も急拡大している。

　生活のさまざまなシーンで利用されるレアメタル。その

需要が今、急速に増えている。その理由は、地球温暖化

防止に向け、各国で普及拡大が見込まれている電気自動

車（EV）の存在だ。

　2015年にパリで開催されたCOP21。そこで採択され

たパリ協定を受け、各国は2030年と2050年の温室効

果ガス削減目標を決定した。たとえば日本の場合、2013

年と比べて、2030年までに26パーセント、2050年ま

でに80パーセントを削減するという目標を掲げている。

　この目標達成のひとつの鍵となるのが、自動車のCO₂

排出規制だ。産業別のCO₂排出量では、発電の次に多い

のが輸送で、そのうち自動車は7割以上を占める。その

ため、各国や地域では自動車のCO₂排出規制の強化を

実施。ディーゼル車やガソリン車と異なり、走行中に

CO₂などの温室効果ガスや大気汚染物質の排出を抑制

できるEVは、時代に合った、環境に優しい自動車として

存在感を高めている。特にここ数年は、欧州や日本を中

心とした自動車メーカーによるEV（純電気自動車：

BEV、ハイブリッド車：HEV、プラグインハイブリッド車：

PHEV）へのシフト戦略が加速しており、IEAの発表によ

ると、2020年から2030年までの10年間で、200万台

以上のEVが普及する見込みだ。

　EVは、エンジンの代わりに蓄電池から供給される電

気を動力源とするモーターによって走行する。1回の充

電で走行可能な航続距離が短いという弱点を抱えて

おり、2000年代に入るまではなかなか実用化が進んで

こなかった理由はここにある。しかし、ニッケル水素電池

などと比べてエネルギー密度が高く、高容量でも小型軽

量にできるリチウムイオン電池の開発が促進したこと

で、航続距離が飛躍的に伸び、自動車メーカーはこぞっ

てEVの開発を進めることとなった。リチウムイオン電池

の開発実用化には、吉野彰先生による研究成果が大き

く貢献し、2019年のノーベル化学賞の受賞へとつな

がった。

　リチウムイオン電池とは、正極材料にリチウムやコバル

ト、ニッケルなどの金属材料を使った蓄電池。言うまでも

なくレアメタルなしには生産ができない。加えて、EVの

モーターに不可欠な磁石の高性能化には、ジジム、ジス

プロシウムなどのレアアースも使われる。

　もともと、ガソリン車やディーゼル車でも自動車には多

くのレアメタルが使われているが、電子部品の多いEVに

はそれ以上に多くの種類のレアメタルが使われる。その

ため、今後EVの急速な普及に伴い、その需要が大幅に

増えていくと考えられている。
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レアメタルの安定供給なしに
環境問題の解決は達成できない

　EVの普及によりレアメタルの需要は大幅な伸びが予

想されている。また、リチウムなどのレアメタルは、近年

のモバイル端末や電子機器類に搭載されるリチウムイオ

ン電池にも多く使われている。一方で、生産できる量が

少ないため、急激な需要拡大に対して供給が追いつかな

い可能性がある。安定供給に支障が生じれば、EVの普

及のスピードが鈍化し、温室効果ガスの排出対策に最も

効果的な自動車の排ガス削減に影響するため、環境問題

の解決も遠ざかることとなる。

　金属資源の開発には探鉱から生産まで、10～20年と

いった長い歳月を必要とする。これから必要となる量を

十分に調達できる状況を整えておくためには、需給予測

はもちろん、それぞれの鉱種のサプライチェーンの詳細

な把握、供給上の課題の抽出、供給源の多角化などの対

策を前もって実施していくことが重要となってくる。

　そのため、鉱山会社だけでなく、最終製品の製造企業

も含め、サプライチェーンに関わるすべての企業が連携し

て、持続可能な社会の実現に向けた資源の安定供給に

向けた取り組みを始めている。しかし、カントリーリスク

の高い国・地域に対しては、民間企業だけでは対応しき

れないため、JOGMECを含め官民が一体となりALL 

JAPANで取り組んでいく必要がある。

出典：Wood Mackenzie “Battery Raw Materials
Service Long-term Outlook”
（2019年12月時点予測）をもとにJOGMEC作成

EVの普及にあわせて、リチウムイオン電池に使われるレアメタルの需要が増加す
る見通し。2030年にはリチウムやコバルトは2020年比で数倍に上ると推計さ
れている

鉱種ごとの需要見通し

リチウム需要見通し
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パラジウム
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フィリピン
3.3%

地域遍在性の高い
レアメタル

　需要の拡大がますます見込まれるレアメタルだが、地域

偏在性が非常に高いというリスクを抱えている。

　EVを含めた自動車に使われるレアメタルを例に見てみる

と、リチウムの主な供給国は、オーストラリアとチリ。この

2カ国で実に世界の供給の7割以上を占めている。

　コバルトはリチウム以上に偏在性が高く、高価で価格変

動も大きい。現在、生産量の7割以上を占めるDRコンゴ

は、政情が不安定でカントリーリスクが高い国として位置

づけられる。また同国のコバルトは銅の副産物として採掘

されるため、銅需給や価格変動により生産が左右される。

　安定供給が課題のニッケルは、リチウムイオン電池に使

われるだけでなく、ステンレス材料としての需要も大きい。

国別生産量はインドネシア、フィリピン、ロシアの3カ国で

全体の5割以上を占める。しかし、インドネシアは2014年

1月から、未加工のニッケル鉱石の輸出を禁止。現在、日本

ではフィリピンとニューカレドニアの2つの国・地域を主要

輸入先としているが、供給源の多角化が急がれる。

　次に、EVの駆動モーターなどに利用されるレアアース。

2010年に中国が行った輸出規制で市場が混乱したことか

らわかるように、主要産出国は中国だ。現在は、世界の生

産量全体の6割以上を占めている。

　他にも、ガソリン車やディーゼル車の排ガス浄化触媒に

使われるプラチナやパラジウムは、供給の多くを南アフリカ

とロシアが担っている。プラチナに至っては、南アフリカだけ

で7割以上、ロシアを含めると8割以上もの割合を占める。

パラジウムも両国で世界の生産量の約8割を占め、極めて

遍在性が高い。特にパラジウムに関しては、昨今の欧州や

中国における自動車のCO₂排出規制強化の動きを受けて

か、著しい価格の高騰や高止まりの傾向が続いている。

　このような状況を踏まえ、JOGMECでは、これまでのよ

うに新たな鉱山開発など供給源の多角化や金融支援、資

源国政府との関係構築等によるプロジェクトへの支援に積

極的に取り組むとともに、社会のニーズに応じて、ものづく

りの下流にあたるメーカー企業への情報提供や支援など、

活動の幅を広げている。それにより、偏在性が高いレアメ

タルの安定供給を強力に支援していく考えだ。

レアメタルの大部分は
特定の国が生産を支えている

生産国、生産量ともに多いベースメ
タルと異なり、レアメタルの生産は少
数の国に集中し、かつ政情不安を抱
える国も多い。中でもコバルトは遍
在性が非常に高く、各国、各企業が
供給確保に尽力している状況だ

レアメタルには偏在性が非常に高いなど
特有の供給リスクが存在する。
そのため、JOGMEC では、安定供給に向け
幅広い支援を行っている。

出典：Mineral Commodity Summaries 2020より作成

出典：Mineral Commodity Summaries 2020より作成
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レアメタル開発におけるJOGMECの主な支援実績

オラロス塩湖リチウム生産プロジェクト
アルゼンチン

　日本企業がアル
ゼンチン・オラロス
塩湖で推進中のリ
チウム生産拡張プ
ロジェクトを支援。
リチウムの日本へ
の安定供給が期待
される

位置：アルゼンチン北西部プーナ地方
年間生産量：炭酸リチウム量42,500トン（予定）
事業期間：約40年

レアメタルの主な生産国と鉱山生産量
(Pt、Pd：キログラム　その他：トン）

鉱種ごとの国・地域別鉱石生産比率

ウォーターバーグ白金族金属開発プロジェクト
南アフリカ

　南アフリカにおいて、
カナダと共同で白金族
金属の探鉱プロジェク
トを推進し、2019年3
月に日本企業に権益を
譲渡した。同年12月に
は事業可能性の最終
評価が実施された

位置：南アフリカウォーターバーグおよびウォーターバーグ・エクステンション地域
鉱区面積：1,118平方キロメートル
確定および推定鉱物埋蔵量の白金族金属量：605.9トン



地熱先進国から学ぶ
地熱発電が地域と共生する術

上）壮大な地熱地帯「ワイオタ
プ・サーマル・ワンダーランド」で
は、同国の地熱資源の大きさを
感じられる　中右）勢いよく流
れるワイカト川。地熱発電には
豊富な水が必要　中左）硫黄の
結晶があちこちに見られるのは
地熱先進国ならでは　下）ワー
クショップでは地熱地質学をは
じめ最新技術を学ぶ

美しき、

資源が眠る

この世界。

　地熱資源は誰のものでもないと実感する。ここは「ワイオタプ・

サーマル・ワンダーランド」。JOGMECとニュージーランドの政府系

研究機関GNS Science International Limitedが開催した、地熱

地質学上級コースで訪れた。このプログラムでは地熱分野の最新技

術のほか、地元住民や観光客と地熱発電の共生事例を学ぶ。参加

者の表情は真剣そのもの。彼らなら必ずや、日本の地熱発電の普及

を加速させてくれるだろう。地熱発電の未来は明るく輝いている。

”こ
ん
な
美
し
い
共
生
の
姿
、

 
彼
ら
が
き
っ
と
日
本
で
実
現
し
て
く
れ
る
“

ニュージーランド

世
界
中
の
J
O
G
M
E
C
の
職
場
を
紹
介
す
る
本
連
載
。

資
源
が
眠
る
そ
の
場
所
は
、美
し
い
光
景
の
宝
庫
で
し
た
。


