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JOGMECからの様々なお知らせです。最新の事業紹介やニュース、イベントなどをご紹介します。

ジェイ・レター

本誌に関するご質問は、ホームページの「お問い合せ」まで　 https://www.jogmec.go.jp/contact/

表紙：レアメタルの鉱石。 右上から時計回りに、ニッケル鉱（珪酸鉱）、マンガン鉱、タングステン鉱（灰重石）、バナジウム鉱。

オーストラリアで
金属鉱物資源の共同探鉱を推進

2008年6月6日・7月11日

6月6日、JOGMECはオーストラリアの

中堅鉱山会社、ミンコー・リソース社と

共同探鉱実施契約を締結。 鉱業先進国

オーストラリアに残された数少ない探鉱

フロンティアである北部準州のジョー

ジナベーズン地域において、鉛・亜鉛等

の共同探鉱を開始しました。 また、7月

11日にも、オーストラリア探鉱企業の

ミノタウア・エクスプロレーション社と

南オーストラリア州中央部に位置する

メーベル・クリーク地域における共同

探鉱契約を締結しています。 同地域

は、世界有数の銅・レアアース・ウラン鉱

山であるオリンピック・ダム鉱山周辺に

位置することから、金属資源ポテンシャ

ルが高く、レアアース、銅等の大規模鉱

床の発見に期待が寄せられています。 

JOGMECでは今後、オーストラリアに

おける新たな鉱床の発見を目指し、両

プロジェクトを推進していく計画です。 

は、カナダの探鉱会社であるヤンキー・

ハット・ミネラルズ社と共同探鉱契約を

締結。 カンタン鉱山や、未開発のタン

グステン鉱床の中でも最大規模のマ

クタン鉱床が存在するカナダ・ユーコン

準州東部において、地質調査等を実施

していきます。 タングステンの供給源の

多様化が急務とされる現在、JOGMEC

は、タングステンの安定供給に向けた

取り組みを積極的に推進しています。

タングステン共同地質調査を
カザフスタン、カナダで開始

2008年6月11日・8月1日

6月11日、JOGMECはカザフスタン共

和国エネルギー鉱物資源省地質・地下

資源利用委員会（地質委員会）と共同地

質調査に係る協定書に署名しました。 こ

れにより、同国ウシュコル-ムラリ地域に

おいて、タングステンを対象とした地質

調査等を開始します。 さらに8月1日に

（左）JOGMEC河野理事長
（右）ムワンサ鉱山・鉱物開発大臣

ザンビア共和国と鉱物資源探査を
通じた関係強化に合意

2008年7月24日

7月24日、ザンビア共和国ルサカ市に

おいて、JOGMEC河野理事長は、同国

のムタティ商務・貿易・産業大臣、ムワン

サ鉱山・鉱物開発大臣ほかと会談を行

いました。 本会談では、同国政府が近

く鉱業法を改正し、国内の探鉱投資促

進に向けた鉱区の再編や、休眠鉱区の

返還等を推進すると同時に、政府機関

（ZCCM Investments Holdings 

Plc）の役割強化を検討していることが

明らかになりました。 さらに今後、

JOGMECと鉱山・鉱物開発省・ZCCM 

Investments Holdings Plcが密接

に意見交換を行い、一層の関係強化

を図っていくこと、またJOGMECが

ザンビア国内企業、外国企業等と同国

内の共同調査を実施する場合、同国

政府が積極的に支援することで合意し

ました。

協力事業実施に向け、
ペルーペトロ社と同意書に署名

2008年6月20日

JOGMECは6月20日、ペルー共和国

の国営石油会社ペルーペトロと、石油・

天然ガスの探鉱開発、技術開発、研修

分野等において、協力事業を推進して

いく同意書に署名しました。 南米産油

国のペルーでは、主に北部陸上での重

質油を含む油田開発、南部でのガス田

開発が進行中であり、海域のフロンティ

ア地域での探鉱も今後計画されてい

ます。 JOGMECはペルーペトロから提

供される技術データを基に、同国の石

油・天然ガスポテンシャルの評価等を

行う一方、日本企業による同国での

探鉱開発事業を支援していく予定です。 

ＪOGMECはこれまでに複数の国営石

油会社と同趣旨の包括的協力協定を締

結し、共同研究等を進めています。 ペ

ルーについても、今後、具体的な協力事

業等について協議を重ね、両者の協力

関係の発展及び探鉱開発事業機会の

新規発掘を目指します。

　　　 鉱物資源開発で、南部アフリカ諸国への協力強化

地質リモートセンシングプロジェクト、始動

炭層メタンガス（CBM）開発のメリットって何？Q & A
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文明が生んだ「映画」を、文化として後世に伝える。
それが僕たちの仕事なんだなぁ。大林宣彦
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様々な用途で利用され、
日本の基幹産業を支える

液晶テレビ、携帯電話、パソコン、
MRIなどの医療機器、電気自動車や
ハイブリッドカー…どれも日本の産
業、暮らしに欠かせない製品ですが、
これらには１つの共通点があります。 
それは、レアメタルが材料として使わ
れていることです。 レアメタルとは、
ある特定の非鉄金属グループを表わ
す言葉として使われていますが、世
界共通の定義はありません。 一般的
には1954年、米国ラインホルド社発行
の『Rare Metals Handbook』で紹介
された、次のいずれかに該当するも
のと捉えられています。 ①地球上で
天然の存在が極めて稀な金属。 ②存
在量は多くても、経済的・技術的に純
粋なものを取り出すことが難しい金
属。 ③抽出された金属を利用するだ
けの用途がなく特性も明らかでない
金属。
なお、我が国では、1984年、通商産業
省（現在の経済産業省）により、ニッケ
ルやクロム、レアアース※などの31鉱種
がレアメタルとして定義されています。
銅、鉛、亜鉛、アルミ等のベースメタル

※ 産業の米：高度成長期、全産業の基盤を作るという意味で、「鉄鋼」は人間（日本人）の主食である「米」に例えられました。
　 産業のビタミン：レアメタル自体が産業の基盤にはならないが、維持や発展に不可欠な資源（栄養素）として、「ビタミン」に例えられています。

■レアメタルの身近な活用例

■主なレアメタルの偏在状況（国別・鉱種別） 《出典：Mineral Commodity Summaries 2004》

と比べると、レアメタルの生産量や流
通量は微々たるものです。 しかし、耐熱
性、耐食性、磁性、蛍光性などに優れ
た、それぞれの特殊な性質を利用
し、鉄鋼、電子材料、精密機械・加
工、環境・エネルギー等の分野で幅広
く活かされています。

このように、我が国の産業活動などに
欠かせないレアメタルですが、ベース
メタルや、石油、天然ガスなどと同様、
日本国内ではほとんど採取すること
ができないため、その供給を海外か
らの輸入に依存しているのが現状で
す。 しかも、レアメタル自体が希少な
上に、特定の国や地域に偏在してい
るため、産出国の資源ナショナリズム
などにより、生産・輸出量が非常に
不安定です。 例えば、レアアース、タン
グステン、インジウム、モリブデン等を
生産するレアメタル大国の中国では、
自国の経済成長に合わせて、国内
需要を優先し、輸出を抑制する傾向

※ レアアース：17元素（ネオジム、ジスプロシウム等）の
　 総称。希土類ともいわれる。

携帯電話

②FT合成工程

③アップグレーディング工程
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鉄鋼が「産業の米※」と呼ばれるように、
「産業のビタミン※」と表現される希少金属、レアメタル。
現在、ハイテク産業をはじめ各種産業で活用され、
産業活動と日常生活に欠かせない存在となっています。
今号は、レアメタルの概要から、最新の需給状況、
また安定供給に向けた我が国の取り組みなど、
レアメタルの“今”を紹介します。
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レアメタルの
現在

にあります。 
さらに、レアメタルはベースメタル等の
副産物として産出されるケースが多
く、その供給はベースメタルの生産・
供給動向により左右されてしまいます。 
これらのことからも、レアメタルの供給
構造は極めて脆弱といえるのです。

様 な々供給リスクを抱える
レアメタル

スピーカー：レアアース、コバルト等
アンテナ：ニッケル、チタン、ホウ素等
発信器：チタン、バリウム等
コンデンサ：タンタル、チタン、バリウム、
　　　　　 ストロンチウム等
液晶ディスプレー：インジウム等
発光ダイオード（LED）：ガリウム等

自動車

車体用鋼板：ニッケル、クロム、モリブデン等
トランスミッション、クランクシャフト等：タングステン等
排ガス浄化触媒：プラチナ、パラジウム等
小型モーター：レアアース（ネオジム、ジスプロシウム）等
蓄電池：ニッケル、リチウム、マンガン、コバルト等
インバータ：モリブデン等

0 ニオブ タンタル バナジウム ボロン リチウム コバルト タングステン レアアース ニッケル
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国家備蓄対象のレアメタル7鉱種
（右上から時計回りに、酸化モリブデン、コバルト地金、フェロクロム、
  フェロマンガン、フェロバナジウム、タングステン鉱石、ニッケル地金）

レアメタルが利用されている半導体等の電子部品

日本経済を支える「産業のビタミン」
レアメタルの現在
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4. レアメタル備蓄

これまで述べた中長期的な観点の対
策とは異なり、短期的な供給リスク
への対応を目的としたものとして、
1983年にレアメタル備蓄制度が創設
されました。その際、備蓄対象として
選定されたのが、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、バナジウムの7鉱種※です。当時日
本の産業構造の中核を担っていたの
は鉄鋼業であり、備蓄対象となった
鉱種も、必然的に鉄鋼業向けのもの
が中心となりました。
一方、2000年12月、経済産業省の「鉱
業審議会鉱山部会レアメタル対策分
科会」報告書にて、備蓄7鉱種とは別
に、近年のハイテク産業の拡大に伴
い、注目度を高めている鉱種として
全9種の要注視鉱種（すぐに備蓄が必
要ではないが「注視し検討を要する
鉱種」）のレアメタルが掲げられまし
た。その後、幾度かの検討が重ねら
れ、現在では、プラチナ、レアアース、イ
ンジウム、ニオブ、タンタル、ストロンチ
ウム、ガリウムの7鉱種が、要注視鉱種
として定められています。

レアメタルの安定供給に向け、国家
レベルでの取り組みが進められる中、
その中心的な役割をJOGMECが担っ
ています。
海外探鉱開発及び資源外交では、資
源国の政府機関等とパートナーシップ
を結び、共同地質調査や、相互協力で
の人材育成を実施。 また、複数の資源
国に、民間企業を交えた調査団を派
遣し、進行中のプロジェクトについて
情報収集や、鉱山視察などを行って
います。
リサイクル関連では、ハイブリッド自動
車のニッケル水素電池、小型廃電子・
電気機器、廃超硬工具等から、レアメ
タルを回収する技術の開発に取り組
んでいます。 その他、産学官それぞれ
の専門家を集め、レアメタルを含む金
属資源リサイクルに関するシンポジウ
ムを開催するなど、情報提供も積極的
に展開中です。
備蓄に関しては、国家備蓄を実施す
る立場として、茨城県に備蓄倉庫を

※ 備蓄7鉱種：2007年7月、経済産業省の「総合資源エネ
　 ルギー調査会鉱業分科会レアメタル対策部会」におい
　 て見直しが図られ、ニッケル、クロム、マンガンについて
　 は、段階的に備蓄量の削減を実施し、コバルト、タングス
　 テン、モリブデン、バナジウムに関しては、慎重に積み増し
　 を実施していくことに決まりました。

安定供給に向けた、
JOGMECの使命

保有し、備蓄対象7鉱種のレアメタ
ルを一元管理しています。 また、海外
からの供給が不足した場合や著し
い価格高騰など、要件に応じて、備
蓄レアメタルを日本の民間企業等に
売却できるシステムが採用されてい
ます。
さらに、多種多様な鉱種からなるレア
メタルは、技術動向や経済動向によっ
て、供給リスクの高い鉱種が変化しま
す。 JOGMECでは、備蓄鉱種はもとよ
り、要注視鉱種をはじめとしたレアメ
タルについても継続的な動向把握を
行っています。
レアメタルの供給リスクは、時代と
ともに変化してきました。 これからも
JOGMECは、レアメタルの安定供給
を様々な角度から支援し、我が国の
経済活動の維持、発展の一助となる
対策を実施していきます。

JOGMECの
多角的な取り組み

我が国の経済活動や、私たちの日常
生活になくてはならないレアメタル。
その安定供給のために、我が国では
主に4つの国家政策が挙げられてい
ます。
1.  海外探鉱開発及び資源外交

日本企業による海外のレアメタル開発
の権益確保は、非常に重要な意義を
持っています。 まず、海外資源メジャー
等との共同事業により、鉱山操業等に
関するノウハウの取得ができ、さらに、
投資相手国のレアメタルの生産拡大に
貢献することで、相互協力関係の強
化にもつながります。 なにより、鉱山開
発権益の直接取得が実現すれば、我
が国の長期的かつ安定的なレアメタル
供給につなげることが可能となります。
そのためにも、資源国との資源外交を
推進し、資源国とのパイプを太くしてい
くことが大切です。 我が国では2008年
3月に「資源確保指針」を策定し、日本
企業による、レアメタルを含む各種資

源の開発権益取得案件や、資源調達
案件を、政府及び関係機関でバック
アップしていく方針を定めました。これ
により、産出国の情勢等の事情に合わ
せながら、探鉱、開発調査、融資・貿易
保険、ODA等を実施していくことを共
通認識としました。
２. リサイクルの推進

レアメタルのリサイクル事業は、ベース
メタルに比べて、資源価格が高く、また
製品におけるレアメタル含有量が多い
といったメリットがあります。 しかし一
方で、１つの製品に多様なレアメタル
が用いられていたり、鉱種により含有

量が極めて少ないなど、事業化に結び
つけにくいケースも多々あります。
いずれにしても、個々の鉱種の特性を
踏まえながら、限りあるレアメタルを有
効活用していける技術の開発が必須
です。
3. 代替材料の開発

産業利用が活発でありながら、供給
リスクのあるレアメタルは、代替材料
の開発が安定供給への大きな一歩と
なります。 また代替材料の開発が難し
い場合でも、省使用化を追求してい
くことが、今後の安定供給には重要
です。

安定供給に向け、
国家プロジェクトを推進

■レアメタルの安定供給に向けたJOGMECの活動

■レアメタル備蓄制度の概要

制度

実施主体

対象鉱種

目的

保管場所

目標

国家備蓄

JOGMEC

円滑な産業活動の維持及び
国家経済安全保障の確立

茨城県の国家備蓄倉庫に
おいて一元集中管理

国内基準消費量の42日分
（備蓄目標量の7割）

民間備蓄
民間企業及び

（財）国際鉱物資源開発協力協会

企業の使用実態に対応した備蓄制度

民間企業が個別保管管理

国内基準消費量の18日分
（備蓄目標量の3割）

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

合計　国内基準消費量の60日分

日本経済を支える「産業のビタミン」
レアメタルの現在

（左）レアメタルに関する資源外交の様子（JOGMEC理事長とSADC※事務局長の会談）  ※SADC：P9の注釈をご参照ください。
（中）秋田県小坂町で開催された金属資源リサイクルシンポジウムの様子
（右）レアメタル国家備蓄倉庫内 備蓄物資保管状況

情報収集･提供

探鉱・開発プロジェクトの情報提供
海外事務所等を通じて収集した、世界の
レアメタル情報・動向を民間企業等へ提供

鉱山開発

民間企業等との共同で、レアメタル資源国へ
鉱山調査団を派遣。さらに資源国政府要人
との面談・招聘を企画･実施

レアメタルに関する状況調査

南部アフリカ、ブラジル、中央アジア等に
おける日本企業の探鉱･開発プロジェクト
を支援

レアメタル探鉱プロジェクト支援

技術開発・支援

タングステン（廃さい、低品位精鉱）からタン
グステン中間原料の製造技術開発を推進

未利用資源からの金属回収

「希少金属等高効率回収システム開発プロ
ジェクト」を実施し、廃小型家電、廃超硬工
具に含まれるレアメタルのリサイクル技術開
発を推進

レアメタルリサイクルの技術開発

JOGMEC
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■特性・用途
強硬度、超弾性、形状記憶性等の性
質を持つ。 主な用途は、ステンレス
鋼や耐熱合金等の特殊鋼に使用
されている。
■国内消費量
年間21万トン
■鉱石生産国
①ロシア（19%）
②カナダ（16%） 
③インドネシア（15%）
■日本への輸出国
①インドネシア（42%） 
②フィリピン（15%） 
③ニューカレドニア（13%）

■用途／触媒（自動車用）、宝飾品 等
■国内消費量／年間50トン
■鉱石生産国／①南アフリカ（77%）
②ロシア（14%） ③カナダ（5%）
■日本への輸出国／①南アフリカ（78%）
②スイス（7%） ③アメリカ（5%）

レアメタル31鉱種の特性や用途等を
紹介します。

日本で備蓄対象として選定され、
国家備蓄倉庫で
保管・管理されているレアメタル

備蓄対象ではないが、
「注視し検討を要する」
鉱種とされている
レアメタル

「国家備蓄」
「要注視」以外の
日本で
レアメタルと
定められている
鉱種

ニッケル 【Ni】 プラチナ 【Pt】

■用途／研磨剤、光学ガラス 等
■国内消費量／年間2万トン
■鉱石生産国／①中国（97%）
②インド（2%） 〈③ブラジル（0.6%）〉
■日本への輸出国／①中国（91%）
②エストニア（4%） ③フランス（3%）

■用途／発光素子（LED）集積回路 等
■国内消費量／年間140トン
■日本への輸出国／①中国（39%）
②台湾（30%） ③カザフスタン（21%）

ガリウム 【Ga】

亜鉛鉱石、ボーキサイト製錬の副産物。

タンタル 【Ta】

■用途／カラーテレビブラウン管 等
■国内消費量／年間2万トン
■鉱石生産国／①スペイン（33%）
②中国（32%） ③メキシコ（21%）
■日本への輸出国／①中国（54%）
②ドイツ（24%） ③メキシコ（20%）

ストロンチウム【Sr】

レアアース 【希土類】
国家備蓄
 7鉱種

レアメタル大図鑑

日本経済を支える「産業のビタミン」　レアメタルの現在 日本経済を支える「産業のビタミン」　レアメタルの現在

日本経済を支える「産業のビタミン」
レアメタルの現在

供給源が多角化しつつあり、ステン
レスとしてリサイクルされている。

■特性・用途
溶融点が高く、機械的強度、電気伝
導及び熱伝導に優れ、また靭性も高
い鉱種。特殊鋼を中心に、各種合金、
染料、潤滑剤などにも活用される。
■国内消費量
年間3万トン
■鉱石生産国
①中国（32%）
②アメリカ（27%）
③チリ（21%）
■日本への輸出国
①チリ（48%）
②メキシコ（12%）
③アメリカ（11%）

モリブデン 【Mo】

中国を除いた生産量の約80%が銅
の副産物として生産されており、銅の
価格変動に伴い生産量が変動する。

■特性・用途
金属の中で最も融点が高く、耐食性及
び電気伝導性に優れている。光速度
鋼等の特殊鋼や超硬合金、また照明用
フィラメント等に使用されている。
■国内消費量
年間7，000トン
■鉱石生産国
①中国（88%） 
②ロシア（3%） 
③カナダ（3%）
■日本への輸出国
①中国（86%） 
②ドイツ（4%）
③韓国（3%）

タングステン 【W】

希少性、中国依存度が極めて高く、
中国政府の輸出政策が世界に与
える影響が大きい。

■特性・用途
強硬度、耐食性、耐熱性等があり、
主にステンレス鋼などに利用されて
いる。
■国内消費量
年間63万トン
■鉱石生産国
①南アフリカ（38%） 
②インド（26%） 
③カザフスタン（21%）
■日本への輸出国
①南アフリカ（53%）
②カザフスタン（26%）
③インド（12%）

クロム 【Cr】

南アフリカに偏在する鉱種で、ステ
ンレス鋼の増産により消費が拡大
している。

■特性・用途
強硬度、耐摩耗性、耐熱性があり、
超硬工具に使用されるほか、超耐
熱合金としてジェットエンジン等に
使用されている。
■国内消費量
年間12，000トン
■鉱石生産国
①コンゴ民主共和国（36%）
②カナダ（13%）
③オーストラリア（12%）
■日本への輸出国
①フィンランド（32%）
②オーストラリア（19%）
③カナダ（14%）

コバルト 【Co】

ニッケル及び銅の副産物のため、
主産物の生産量に依存して供給
量が決定される。

■特性・用途
鋼や合金に添加することで抗張力や
耐熱性を増す性質がある。 用途は、
製鋼用（特殊鋼添加剤及び合金等）と
化学用（触媒や顔料等）に分類される。
■国内消費量
年間6,400トン
■鉱石生産国
①南アフリカ（39%）
②中国（32%）
③ロシア（27%）
■日本への輸出国
①南アフリカ（43%）
②中国（26%）
③チェコ（13%）

バナジウム 【V】

南アフリカと中国に偏在。中国を
中心とした世界的な消費拡大傾向
にある。

■特性・用途
鉄鋼の製錬時における脱酸・脱硫
に使用される。 二酸化マンガンとし
て乾電池等の一次電池の材料等
にも使用。
■国内消費量
年間90万トン
■鉱石生産国
①南アフリカ（18%）
②中国（18%）
③オーストラリア（17%）
■日本への輸出国
①南アフリカ（39%）
②中国（31%）
③オーストラリア（21%）

マンガン 【Mn】

非鉄金属の中でアルミニウム、銅
に次いで市場規模が大きく、消費
量は安定的に推移している。

■用途／ITO（液晶テレビ等の透明電
極用ターゲット材） 等
■国内消費量／年間600トン
■鉱石生産国／①中国（49%）
②韓国（17%） ③カナダ・日本（各10%）
※日本では亜鉛の副産物として亜鉛
　精錬所で生産されている。
■日本への輸出国／①韓国（63%）
②中国（18%） ③カナダ（9%）

インジウム 【In】

■用途／自動車用鋼板 等
■国内消費量／年間5,000トン
■鉱石生産国／①ブラジル（89%）
②カナダ（9%） 〈③オーストラリア（0.4%）〉
■日本への輸出国／①ブラジル（92%）
②カナダ（8%） ③ドイツ（0.2%）

ニオブ 【Nb】

要注視
 7鉱種

その他
17鉱種

■用途／自動車触媒、歯科
用材料、宝飾品 等

パラジウム 【Pd】
プラチナに付随して採れる鉱種。

■用途／高屈折光学ガラス、
極地の温度計 等

銅・鉛・亜鉛製錬の際の尾
鉱、残渣などから副産物とし
て回収。

■用途／原子力潜水艦の
原子炉の制御棒 等

ハフニウム 【Hf】
ジルコニウム鉱石（ジルコン）
の副生成物として生産。

■用途／光学ガラス、石油化
学用触媒、電子機器部品 等

ルビジウム 【Rb】
リチア雲母からリチウムを精
製する際の副産物。

■用途／低融点合金、冶金
添加剤 等

ビスマス 【Bi】
鉛製錬の副産物として鉛電
解スライムから生産。

■用途／乾式複写機の感
光ドラム、光ディスク用メモリ、
太陽電池セル 等

テルル 【Te】
銅製錬の副産物として電解
スライムから生産。

■用途／乾式複写機の感
光ドラム、ガラス、顔料 等

セレン 【Se】
非鉄金属製錬（銅製錬・スク
ラップ精製）の副産物として
電解スライムから生産。

■用途／超硬工具、ヒータ用
耐熱材、スーパーアロイ 等

レニウム 【Re】
レアメタルの中でも、最も希
有な鉱種。種々のレアアース、
コロンバイト、タンタライト、
モリブデナイト等の鉱石に
微量に含まれている。

■用途／光学ガラス、エック
ス線蛍光倍増管、研究用試
薬 等

セシウム 【Cs】

■用途／スピーカー振動板、
溶接用電極、コネクター 等

ベリリウム 【Be】
■用途／リチウムイオン電池
（LIB）、耐熱ガラス 等

リチウム 【Li】
■用途／光ファイバー、蛍光
灯、PET樹脂用触媒 等

ゲルマニウム 【Ge】

■用途／研磨・研削材、耐
火物、煉瓦、ガラス、センサー、
触媒（ディーゼル車） 等

ジルコニウム 【Zr】
■用途／航空機、熱交換機、
海水淡水化プラント、ゴルフ
クラブヘッド 等

チタン 【Ti】

■用途／プラスチック用難
燃剤、塗料、顔料 等

アンチモン 【Sb】

■用途／光学ガラス、セラ
ミックコンデンサー、X線造
影剤、ブラウン管ガラス 等

バリウム 【Ba】

■用途／ネオジム磁石（ネオ
ジム､鉄、ホウ素を主成分とす
る希土類磁石）  等

ホウ酸 【ボロン／B】

※本「レアメタル大図鑑」のデータは、主だった特性・用途を記載しています。 また、鉱石生産国及び輸入国については、2007年の情報です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 《出典：2007年7月 総合資源エネルギー調査会鉱業分科会 レアメタル対策部会資料 等》 

《タンタル、ストロンチウム、ガリウム鉱物写真提供：独立行政法人産業技術総合研究所 地質標本館》

（GSJ M33150）

ランタン、セリウム、プロセオジウム等
17種類の元素の総称。

（GSJ M34840）
■用途／コンデンサ、光学レンズ添加剤 等
■国内消費量／年間210トン
■鉱石生産国／①オーストラリア（61%）
②ブラジル（18%） ③カナダ・エチオピア・モザンビーク（各5%）
■日本への輸出国／①アメリカ（53%）
②ドイツ（25%） ③タイ（8%）

（GSJ M18394）

写真はレアメタルを含有する鉱石です

タリウム 【T 】
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はじめに、今回のSADC諸国へ技術移

転が進められる「リモートセンシング」と

は何か？まず、その鉱床探査技術につ

いて説明します。

金属鉱床は地球上の特定の場所に偏

在しています。 新しい鉱床を探し出す

ことは困難を極めますが、その鉱床探

査の第一段階として取り入れられてい

る有効な方法が、リモートセンシングで

す。 「遠隔探査」ともいわれ、人工衛星

や飛行機に、光学センサーやレーダーセ

ンサーを搭載し、地球表面の広域デー

タを収集します。

陸域観測技術衛星「だいち」は、2006年

1月に打ち上げられ、順調に画像データ

の取得が行われています（約100分で地

球を一周）。 この衛星に搭載されている

センサーは、太陽光の地表反射光を測

定する「光学センサー」と、自らマイクロ

波を地表に照射し、反射･散乱して戻っ

てくるマイクロ波を測定する「合成開口

レーダーセンサー」の2種類に大別され

ます。 これらのセンサーの分解能は高

く、世界でも最先端の性能を誇ります。

JOGMECでは、これらセンサーの利用

と、独自に開発した衛星画像データ解

析技術によって、鉱床の有望地域を絞

り込みます。 こうした有望地域が発見

されると、次の段階は、実際に専門家が

現地に赴き、地質調査を開始するこ

とになります。

さて、2008年7月28日、アフリカ南部ボ

ツワナ共和国のロバツエ市に、JOGMEC

とボツワナ地質調査所※2が共同で「リ

モートセンシングセンター」の開所式を

開催しました。 「地質リモートセンシン

グプロジェクト」※3の活動拠点となるも

ので、また、同国技術者へのリモートセ

ンシングの技術指導、ケーススタディ

の実施など、鉱業分野での同国の自

立･発展を目指しています。 実践的な

技術指導では、日本が開発した

ASTER※４やPALSAR※５などのセン

サーを使った衛星画像解析により、実

際に地質解析を行います。

2年次以降は、プロジェクトの対象を

SADC諸国に広げ、基礎から実践ま

で技術移転を行っていきます。 この

「リモートセンシングセンター」は、日本

とSADC諸国とのWIN-WINの関係構

築を目指しており、JOGMECの南部ア

フリカでの鉱物資源探査促進の役割

も担っています。

アフリカは、レアメタルが多く偏在し、

レアアースやウラン生産の可能性も高

く、日本の鉱物資源供給の戦略上の重

要な地域に位置づけられています。

近年、金属資源探査の対象が奥地へ、

また深部へと移行していく中で、精度

の高い地形･地質情報が得られる衛星

画像解析技術は不可欠となっていま

す。 今回のプロジェクトは、日本の技術

支援によるSADC加盟国の技術力の

向上と探査案件の発掘を目指す一方、

SADC諸国は日本企業による鉱業投資

鉱物資源開発で、南部アフリカ諸国への協力強化

リモートセンシングとは？

鉱物資源の乏しい日本では、資源国との協力関係強化は重要な課題

です。 資源国の鉱物資源開発を日本の技術力でサポートし、推進する。

そうした対策の一つとして、2008年7月、日本への資源供給の道筋

を拓く「地質リモートセンシングプロジェクト」がアフリカのボツワナ

共和国でスタートしました。 将来的には日本への鉱物資源の安定供給

という目標が掲げられています。

地質リモートセンシングプロジェクト、始動

2007年10月
南アフリカ共和国の鉱物･エネルギー資源省大臣
一行が、両国間の協力関係強化と鉱業分野におけ
る日本からの投資促進のため来日
2007年11月
前甘利経済産業大臣とJOGMEC前掛札理事長が、
南アフリカ共和国、及びボツワナ共和国を訪問し、
鉱業分野の共同プロジェクトに関する基本合意書
に署名
2008年7月
ボツワナ共和国ロバツエ市に「リモートセンシング
センター」開設

SADC※1諸国でのリモートセンシング技術を利用
した探査活動、及びSADC諸国への鉱物資源探査
技術移転を行うプロジェクト。 金属資源開発本部の
資源探査部が中心となって行っています。

■地質リモートセンシングプロジェクト概要

ボツワナにオープンした
「リモートセンシングセンター」

陸域観測技術衛星「だいち」  （c）宇宙航空研究開発機構（JAXA）

ボツワナ共和国「リモートセンシングセンター」の開所式。
左より松山在ボツワナ日本国大使、ケデキルウェ鉱山･
エネルギー･水資源大臣、JOGMEC河野理事長、ティア
ポ地質調査所所長

「リモートセンシングセンター」がオープンした
ボツワナ地質調査所

トピックス---鉱物資源開発で、南部アフリカ諸国への協力強化　地質リモートセンシングプロジェクト、始動 トピックス---鉱物資源開発で、南部アフリカ諸国への協力強化　地質リモートセンシングプロジェクト、始動

を促進していくという、双方の目的を相

互協力のもとに達成していこうという

ものです。 最終的には鉱物資源開発を

通じて、日本とSADC諸国との経済関

係強化を目標に置いています。

また、｢地質リモートセンシングプロジェ

クト｣には、世界第2位の総合資源企業

であるブラジルのヴァーレ社が高い関

心を示し、本年5月、戦略的パートナー

として同社とJOGMECは相互協力促

進の基本協定を締結しました。

「地質リモートセンシングプロジェクト」

には、SADC諸国の自立･発展と、日本

への鉱物資源安定供給という2つの

目標の実現に向けた期待がよせられ

ています。

SADC諸国との経済関係強化と
日本の資源確保へ

※1 SADC：Southern African Development Commu-
　　nity（南部アフリカ開発共同体）。
　　南部アフリカ14カ国（タンザニア、ザンビア、ボツワ
　　ナ、モザンビーク、アンゴラ、ジンバブエ、レソト、スワ
　　ジランド、マラウイ、ナミビア、南アフリカ、モーリシャ
　　ス、コンゴ（民主）、マダガスカル）から成る。 事務局は
　　ボツワナの首都ハボロネ市にあり、域内の経済発
　　展と貧困軽減、地域統合、平和と安全の維持･促進、
　　相互依存の原理に基づき活動している。
※2 ボツワナ地質調査所：ボツワナ共和国の鉱山･エネ
　　ルギー･水資源省傘下の国家機関。 国による地質
　　調査の実施、鉱物探査に関する承認、岩石･鉱物･
　　水資源関連の情報整備等を行う。 1979-1982年
　　に、JOGMECの前身である金属鉱業事業団と、資
　　源開発協力基礎調査を共同で実施している。
※3 地質リモートセンシングプロジェクト：衛星画像解析
　　や地質情報収集を行い、前述した鉱床が存在する
　　可能性の高い有望地域を抽出するプロジェクト。
※４ ASTER：経済産業省とアメリカ航空宇宙局（NASA）
　　との共同プロジェクトにより開発された、資源探査
　　用の光学センサー。 1999年に打ち上げられた。
※５ PALSAR：経済産業省と宇宙航空研究開発機構
　　（JAXA）が共同で開発した合成開口レーダーで、
　　2006年に打ち上げられた。 天候や昼夜に左右され
　　ない合成開口レーダーで、マルチ偏波モードなど、よ
　　り高度化された観測技術によって、資源探査への
　　活用が期待される。

地質リモートセンシングプロジェクト

ボツワナ共和国 地質調査所

SADC諸国

ボツワナ共和国ロバツエ市

5年間

・衛星画像解析及び地質情報収集による有望地抽出
・リモートセンシングの各技術項目の基礎理論指導
・ASTER、PALSAR等によって取得された画像を使用した実践技術指導
・鉱床探査におけるケーススタディの実施
・SADC加盟国への水平協力の実施
・セミナー開催等による技術普及活動

合成開口レーダー画像。地表の詳細な凹凸とともに、
岩盤の割れ目、構造などが分かる。

光学センサー画像。植生や地質、土地利用等、
地表を覆っている物質が分かる。

プロジェクト

これまでの経緯

プロジェクト名

相手国機関

対象国

プロジェクトサイト

期間

活動内容

コンゴ（民主）
タンザニア

アンゴラ
ザンビア

ボツワナ

レソト

モーリシャス

スワジランド
南アフリカ

ナミビア
ジンバブエ

モザンビーク

マラウイ

マダガスカル

SADC諸国
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各界で活躍する著名人に、プロフェッショナルの視点で、ご自身の
生き方論や仕事論を語っていただきます。

大林宣彦
映画作家

プロフェッショナル・ハート

オピニオン---プロフェッショナル・ハート

Q&A
なんでも 炭層メタンガス（CBM）開発の

メリットって何？

最近、「炭層メタンガス（CBM）」の開発プロジェクトが、新聞紙
上でたびたび紹介されています。 温暖化ガスの排出量が比較的
少ない天然ガスの需要が増大しつつある中、CBMは新たな天然
ガス資源として注目を集めています。

J O G M E C の
職 員 が 答える！

JOGMECの職員が答える！なんでもQ&A

■CBMは石炭層に存在する
　メタンガス

炭層メタンガス（CBM）は、石炭の生成・熟
成過程で生じ、地下の石炭層（またはその
周辺の地層）に貯留されたメタンを主成
分とするガスで、通常の天然ガスと同じよ
うに利用することができます。 英語では
Coalbed Methaneと呼ばれ、CBMと略
されます。
かつては、炭鉱の坑道内に漏出して爆発事
故の原因の一つとなり、厄介者扱いされて
きました。 しかし、原油価格が高騰し、それ
に続いて天然ガスの価格も上昇しつつあ
る中、新しい資源CBMに熱い視線が注が
れるようになったのです。

CBM事業発祥の地は米国で、1980年代
後半から1990年代にかけてCBM坑井が
盛んに掘削され、現在米国で生産される
天然ガスの約1割がこのCBMです。 米国
では、今もなお生産量が増加し続け、将来
的にも重要な天然ガス資源と考えられて
います。 その他、カナダ、中国、オーストラ
リアなどの産炭国で、実際の生産や生産の

■天然ガスに匹敵する埋蔵量
ためのスタディが実施されています。
埋蔵量を見ると（左下の表参照）、CBMは
世界全体で従来の天然ガスに匹敵する
規模があり、つまり地球上の天然ガスは、
CBMを加えることでこれまでいわれてい
た埋蔵量の2倍となることになります。
日本でも、北海道の夕張市の地下には広大
な石炭層が広がり、有望なCBMの埋蔵地
域といわれています。

CBMは、石油・天然ガスの生産と同様、坑
井を掘削することによって生産されます。
まず、石炭層を満たしている水を汲み上
げて、石炭層の圧力を低下させると、メタ
ンガスが石炭から遊離します。 つまり、水
とガスを同時に生産することになります
（上の模式図参照）。
また、CBMの生産をさらに増進させる方
法として、ECBM（Enhanced CBM）が
あります。 これは、石炭層内にメタン以外
のガスを高圧で注入し、石炭層内に存在
するメタンガスを追い出すことで回収する
という方法です。 注入ガスとしては、CO2、
N2（窒素）、発電所の排ガスなどが考えら

れています。 この方法では、温室効果ガス
であるCO2を石炭に吸着させ、永久に固定
させることが可能なため、CBMの生産だ
けでなく、地球温暖化対策としての事業も
並行して行える可能性があります。

こうしたことから、CBMの開発は今、各地
で活発化しています。 米国で近年CBM
の生産量が増加していることに加えて、
オーストラリアのクイーンズランド州では、
CBMをLNG※化して輸出するプロジェク
トが複数件計画されています。 日本でも
夕張市で、CO2を石炭に吸着させ、かわ
りにメタンガスを取り出すCO2-ECBM
法の実験が、国の支援の下、進められてい
ます。 新たな天然ガスの供給源となること
に加えて、環境対策事業に展開できる可
能性もあるCBM開発。 米国、オーストラ
リアだけでなく、中国、インドなどアジア地
域においても、今後、CBMの開発･生産が
増加するものと予想されています。
※ LNG：液化天然ガス。 輸送･貯蔵用に体積を減らすため、
　 天然ガスを－162℃まで冷却し液化する。 体積は気体状
　態の約1/600になる。

■地球温暖化対策への可能性

■米国、オーストラリアなど
　各地でCBM開発が活発化

大林宣彦（おおばやしのぶひこ）
1938年、広島県尾道市に生まれる。
3歳のときに自宅で出合った活動写真機がきっかけとなり、
学生時代より自主映画の製作を始める。1964年頃からTVCMの制作に
携わり、CMディレクターとして数々のヒット作を生み出す。
1977年に公開された『HOUSE／ハウス』で劇場映画に進出。
以後、『ねらわれた学園』(1981年)、『青春デンデケデケデケ』（1992年）、
『理由』（2004年）をはじめとする数多くの作品をコンスタントに発表。
なかでも、故郷で撮影された『転校生』(1982年)、
『時をかける少女』 (1983年)、『さびしんぼう』(1985年)は
“尾道三部作”と称され、多くの映画ファンに愛され続けている。
2008年11月には、最新作『その日のまえに』の劇場公開を予定。
第21回日本文芸大賞・特別賞を受賞した『日日世は好日』など、
著書も多数発表。2004年春の紫綬褒章受章。

文明が生んだ「映画」を、文化として後世に伝える。
それが僕たちの仕事なんだなぁ。
尾道で学んだ、愛おしいものとの出合いと別れ。
僕の映画人生はここから始まった。

二十一世紀の平和を夢見る映画づくり

美しく賢い人間の有りようとは･･･

わざ
美だってもらえるんです。 つまり文化は、文明を上手に使う人の心の

有りようであり業なんですね。 二十世紀に文明は異常に発達しまし

たが、その使い方が追いつかなくなってしまった。 だから僕らは今一

所懸命その使い方を学ぼうとしているのではないでしょうか。 

大先輩の黒澤明監督の『椿三十郎』という映画のなかで、剣豪の三十

郎に向かってお城の奥方がこんな風に諭します･･･「あなたは強いけ

ど、まるで抜き身の刀。 本当に良い刀とは、きちんと鞘に納まってい

るものですよ」と。 刀は人を切る道具、鞘に納めていては役に立たな

いという文明的な考え方に対して、それは美しく賢い人間の有りよう

ではないと諭しているのですね。 道具の使い方、またその心が文化

であり、文化を伝えていくことが、映画の役割なのだと思います。

エネルギーのことについて少しお話ししましょう。 尾道に「みてる」

という方言があります。 「なくなる」という意味なんですが、「満てる」

と書くのだと思います。 昔、母が幼い私に「おしょうゆ、みてたね」と

言った時、「空っぽになったのに、なぜ満てると言うの？」と母を困ら

せたことがあります。 逆説的なのではなく、「おしょうゆがなくなっ

た後、瓶にはおしょうゆへのありがとうがいっぱい詰まっているの」

というのが母の答えでした。 エネルギー資源も使えばなくなるもの

ですが、ありがとうと思えば使い方も変わるのではないでしょうか。

文明は道具です、文化はその使い方です。 二十一世紀の映画の夢

は、文化を大切にする平和の世紀を願わねばと思います。 まことに楽

しい努力です。

■世界のCBM埋蔵量 （単位：兆㎥）

《出典：Kuuskraa（1992）, Oil and Gas Journal, 
  Oct. 5, 1992. BP統計（2007）》

国 名

ロシア

中国

米国

カナダ

オーストラリア

世界合計

17～113

30～35

11

6～76

8～14

84～262

48

2

6

2

3

181

CBM埋蔵量 従来の天然ガス
の埋蔵量

JOGMEC 
石油開発支援本部
調査部

坂本茂樹

私がお答えします！

子供の頃、尾道のわが家には大きな納戸があり、そこで大好きだった

蒸気機関車のおもちゃを見つけたんです。 それが実は映写機でね。 当

時は活動写真機と言ってましたが、以来、活動写真で遊んでいる時が

一番幸せだった。 これが僕と映画の出合いのシーンです。

故郷の尾道は、僕を育ててくれた両親と同じように懐かしく愛おしい

ものです。 僕が若い頃、高度成長時代というのがあって、都会はどんど

ん古い町を壊して、新しく作り変えられていった。 だけど、尾道はその

ままであって欲しいと願っていました。 じいちゃんやばあちゃんのシ

ワのように、町にもシワがあるんです。 整形手術してキレイになって欲

しいとは思いません。 そのままがキレイなんです。 今の自分があるの

は尾道のおかげ。 その素晴らしさを自慢したいんですね。 古い町尾道

を大切にし映画をつくっているのは、つまりは 古里孝行”なんですね。

僕がよく思うのは、文明と文化のことです。 映画は、それまでの絵画や

彫刻、音楽、詩など他の芸術とはちょっと違います。 人間の想像力だ

けではなく、機器の開発や技術の進歩も表現に結びつきます。 文明

は、僕たちの暮しをより新しく、早く、効率よく、快適に便利にしてくれ

る道具だと思います。 そういう意味で、映画も文明が生んだ芸術なん

ですね。逆に文化は、より古く、遅く、効率の悪いもの。不便で我慢も必

要ですが、それを智慧と工夫で乗り越えるから人間は賢くなり、ご褒

”

《出典：Santos社ホームページ “Gladstone LNG Project” 発表資料（2007年7月18日）》

■CBM生産井の模式図

Methane
（to pipeline）

Water
（to Treatment）

炭 層

メタンガス 水
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