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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「お問い合わせ」まで　 http://www.jogmec.go.jp/contact/

表紙： 「都市鉱山」として注目を集めている、携帯電話、デジタルカメラ、ノートパソコン、HDD等、
　　　使用済みの小型電子・電気機器廃棄物。

レアメタルのリサイクルシステム確立に向けて
特集

都市鉱山～
廃棄物の山を
資源に
変えられるか?

JOGMECからの
お知らせ

J.LETTER

小説は作家と読者にとっての「祈り」。
少しでも世の中が良くなることを願い、
私は今日も書き続ける

桜庭一樹

OPINION
プロフェッショナル・ハート

南米ペルー及びボリビアとの
関係強化を推進

2008年12月11日・12日

12月11日、JOGMEC藤田副理事長は、

ペルー共和国の首都リマにおいて、同

国エネルギー鉱山省（MEM）と、鉱害

防止政策アドバイザー派遣に関する

協定書を締結。 翌12日には、ボリビア

共和国の首都ラパスで、同国鉱山公社

（COMIBOL）及び地質鉱山技術サービ

ス局（SERGEOTECMIN）と、共同探鉱

事業に向けた共同調査の実施に関する

覚書を締結しました。 両事業が、資源

分野における両国と日本の関係強化に

つながることが期待されています。

ロシア・イルクーツク州において
新規地震探査収録作業を開始

2009年1月25日

2007年7月に、JOGMECはロシアの

民間石油会社イルクーツク石油（INK石

油）と共同でオークションに参加し、

Severo-Mogdinsky鉱区（イルクーツ

ク州北部）の鉱業権ライセンスを取得。 

同鉱区の地質構造調査事業に関連して、

2009年1月25日より、鉱区内の炭化水

素資源の賦存状況をより正確に把握す

るため、新規の地震探査収録作業を開始

しました。

本作業は、調査全体の計画作業量約

1,000キロメートルのうち約6割を

2009年に、残りの約4割については、

2010年に収録する予定です。 また、こ

の作業に引き続き2009年5月ないし

6月から、試掘1号井を開坑し、石油・天

鉄鉱石探鉱開発への
金融支援をスタート

2009年2月5日

2月5日、海外における鉄鉱石探鉱開発

事業に対する金融支援の開始を発表し

ました。 これまで、金属鉱物資源に関す

るJOGMECの金融支援は、レアメタル

及びベースメタル等の非鉄金属を対象

に実施してきましたが、日本の鉄鉱石資

源の安定供給を図るため、鉄鉱石を対

象鉱種に追加しました。 これにより、民

間企業が推進する鉄鉱石の探鉱開発へ

の支援を開始することとなります。

然ガスの存在を確認する計画となって

います。 

本事業は、日本と地理的に近接性があ

り、大量の石油・天然ガスの埋蔵が期

待されるものの、十分な調査がなされ

ていなかったロシア・東シベリア地域の

調査を行うものです。 将来的には、日本

のエネルギー供給源の多様化、調達力

強化に貢献していくことになります。

マレーシアにおける日本企業の
石油等探鉱事業に出資

2008年12月16日

12月16日、ジャパンエナジーマレーシ

ア石油開発（株）及び新日石開発・半島

マレーシア（株）がマレーシアで実施す

る石油等の探鉱事業を、出資案件とし

て採択しました。 

同2社は、2008年4月にマレーシア国

営石油会社ペトロナスと生産分与契約

を締結。 マレーシア・マレー半島東方沖

合いのPM308A鉱区において、20％

権益をそれぞれ取得し、現在探鉱事業

を推進しています。

積雪地域での地震探査作業の様子

ペルーでの署名式の様子。（前列左より）サンチェス大臣、
イサシ鉱山次官、JOGMEC藤田副理事長

ボリビアでの署名式の様子。（左より）コルテスSERGEO
-TECMIN局長、エチャス鉱山冶金大臣、田中駐ボリビア大
使、JOGMEC藤田副理事長、ミランダCOMIBOL総裁

miyakawa-k
画像
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現在、レアメタルを巡り、世界的な争奪
戦が巻き起こっています。 元々レアメ
タルは、埋蔵地域の偏在性の高さや、代
替可能性の低さなどから、鉄や鉛など
他の鉱物資源と比較して、国際的な需
給ひっ迫状況に陥りやすい資源でし
た。 それが、ここ数年のBRICs※1諸国
等の著しい経済成長による世界的なレ
アメタル需要の拡大、さらには、生産国
における資源ナショナリズムの台頭に
より、これまで以上に、その安定供給が
危ぶまれる状況となっているのです。
こうした状況下、日本は現在世界トップ
クラスのレアメタル消費国です。 上記の
グラフが示す通り、世界で年間に消費
されるレアメタルのうち、インジウムと
コバルトに関しては日本が世界一、レア
アースやプラチナ、タングステン等でも、
世界上位の消費量を占めています。
こうしたデータは、レアメタルが日本
の産業界、また私たちの暮らしに必要
不可欠な資源であることを示していま
す。 レアメタルの各鉱種は、耐熱、耐食、
磁性、蛍光等、それぞれの特性を活か
し、様 な々産業で使用されています。 特
に自動車、電子・電気機器、精密機械等
を代表とするハイテク製品の小型化・
高性能化に大きく貢献する資源であ
り、その安定供給は日本経済の国際競
争力の発展・維持に欠かすことができ
ません。 また、環境・省エネルギー関連
技術や製品など、日本だけではなく世
界が直面している課題に応える産業分

野においても、機能性素材として重要な
役割を果たすことが期待されています。

レアメタルの安定供給に向け、日本で
は資源開発や生産国との資源外交、ま
た、代替材料の研究・開発などの取り組
みが進められています。 これらと同様
に大きな成果を期待されているのが、
使用済み製品からレアメタルを再び資
源として活用する“レアメタルリサイ
クル”です。
レアメタルリサイクルの気運が高まる
背景には、近年、様々なメディアで取り
上げられている「都市鉱山」という概念
があります。 都市鉱山とは、家電製品な
ど都市で大量に捨てられる使用済み
廃棄物の中に存在する、銅や金、レア
メタルなどを“鉱山”に見立てた考え方
で、1980年代から日本で提唱され始め
ました。
独立行政法人物質・材料研究機構によ
る日本の都市鉱山の推定規模調査で、
興味深い結果が出ています。 レアメタル
など各種鉱物資源の各国埋蔵量と日本
の都市鉱山規模（これまで日本に蓄積さ
れた金属の量のことで、可能最大リサイ
クル対象量を与える）を比較すると、金と
銀で日本は世界最大の資源国となり、
銅、インジウム、タンタル、プラチナでも世
界トップ3にランクインします。※2

このように、都市鉱山という概念の下で
は、日本は世界有数のレアメタル消費国
であると同時に、世界有数のレアメタル
資源国となる可能性があるのです。

次ページ（P4）以降は、この都市鉱山を
有効活用するために不可欠な、レアメタ
ルリサイクルシステムの確立に向けた我
が国の取り組みを紹介します。

安定供給が危ぶまれる
レアメタル

レアメタルリサイクルで、
世界有数の資源国に

※1 BRICs：経済発展の著しいブラジル（Brazil）、ロシア        
　　（Russia）、インド（India）、チャイナ（China）の4か国
　　の頭文字から成る造語。 最後の「s」を南アフリカ
　　（South Africa）として「BRICS」、インドネシア（Indo-
　　nesia）を加えて「BRIICs」と表記することもある。
※2 世界の天然資源埋蔵量と日本の都市鉱山資源の量を
　　比較した結果。 本来は、米国など他国の都市鉱山も比
　　較対象とすべきではあるが、マテリアルフロー調査など
　　があまり整っておらず、今回の比較では都市鉱山は日本
　　のものだけとして、天然資源国と比較した。

■レアメタル世界消費量における日本の割合《出典：「PLATINUM2007」及び「JOGMECレアメタル備蓄データ集」等より作成》

■日本の都市鉱山と各資源国の
　レアメタル埋蔵量の比較
《出典：独立行政法人物質・材料研究機構 発表資料》

世界／67,000トン
日本／8,000トン（4位）
（2006年）

レアメタルのリサイクルシステム確立に向けて

使用済み家電製品などの廃棄物の山を、銅や金、レアメタルなどの鉱山に見立てた
「都市鉱山」という概念が近年脚光を浴びています。
今号の特集では、様々な鉱物資源の中でも、特に供給リスクが高いレアメタルに焦点を当て、
都市鉱山開発の重要性と、その有効利用の鍵を握る、
レアメタルリサイクルシステム確立に向けた取り組みを紹介します。
果たして日本は、使用済み廃棄物を資源に変え、
レアメタル資源国へと生まれ変わることができるでしょうか?

都市鉱山～廃棄物の山を
資源に変えられるか?

特　集
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ことで省エネ化し、より低コストで実現
可能なリサイクル技術を開発すること
です。

本事業の共同・委託研究のテーマ及び
実施者、また研究テーマは公募により決
定し、現在は、5企業、2大学、1研究機
関、及びJOGMEC金属資源技術研究所
により、単独及び共同チームで研究や調
査が行われています。 また、事業を推進
する上で指導・助言を行う、外部有識者
委員会を設置。 当委員会の委員長であ

1つ目は、「廃小型電子・電気機器からの
レアメタル回収」のための技術開発です。
一般的に小型電子・電気機器は、トラン
ジスタ、コンデンサ、抵抗器、ICチップな
どの素子や、それらを実装した回路基
板を含有しています。 これらは、ベース
メタルや貴金属のほか、ニッケル、クロム、
マンガン、タンタルなどのレアメタルを含
み、また、小型モーターやハードディスク
に使用される磁石には、多量のレア
アースが含まれています。 本プロジェ
クトでは、実際に廃小型電子・電気機器
を回収し、収集品目の分類やその量、及
び含有金属の種類等を調査するほか、
物理的選別と化学的浸出を組み合わ
せた、使用済み廃棄物からのレアメタル
回収フローの確立を目指しています。
２つ目は、「廃超硬工具からのタングス
テン等の回収」のための技術開発です。
金属加工用切削工具に欠かすことので
きない超硬工具は、タングステンが主
要原料であり、さらにコバルトやタンタ
ル等のレアメタルも含まれています。 使
用済みの廃超硬工具に関しては、これ
までもタングステンなどの回収が行われ
てきましたが、多くの工程が必要なた

（独）産業技術総合研究所

JOGMEC金属資源技術研究所
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め、エネルギー消費が高いという問題
を抱えていました。 さらに多数の薬品
を使用することで、環境への影響も懸
念されていました。 本プロジェクトの目
的は、この作業工程を大幅に削減する

り、長年、資源循環の社会システム構
築や、リサイクル処理技術の研究に携
わってきた東北大学の中村崇教授をは
じめとする有識者の協力を受けながら
事業を推進しています。
このように産学官が一体となった取り
組みが、レアメタルリサイクルシステムの
確立に貢献し、今はまだ概念としての
存在でしかない都市鉱山を、実際の資
源へと変えていくことに、大きな期待が
寄せられています。

効率的なレアメタル回収・再生に
向けた技術開発

産学官が連携し、事業を推進

これまで述べた通り、レアメタルの供
給確保が喫緊の課題となっている日本
において、都市鉱山はまさに“宝の山”
であり、その開発への期待が高まって
います。
一方で、実際に使用済み廃棄物を資源
と位置づけるには、幾つかクリアしな
ければならないことがあります。
まずは、レアメタルが含まれる使用済
み製品を、“どのように回収するのか”
という問題です。 2001年4月より施行
された家電リサイクル法によって、ブ
ラウン管テレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍
庫、エアコンの家電4品目については、
資源の有効利用促進を目的に現在もリ
サイクルが推進されています。 しかし、
これにより再資源化されるのは、主材
料として利用されていた鉄、銅、アルミ
ニウム、ガラス、プラスチックなどが中
心であり、レアメタルについては製錬
過程でスラグ※にされています。 また、
家電4品目以外のラジカセ、MDプレー
ヤー、携帯電話、デジタルカメラなどの
小型電子・電気機器については、そのほ
とんどが一般廃棄物や不燃ゴミとして
処分されています。 これらの小型電
子・電気機器には、レアメタルなど鉱物
資源が含まれていますが、それらを再
資源化するためには、まずは使用済み
製品を適切に回収できるシステムを整
備し、回収品をリサイクル事業として経
済的に見合う量まで貯えなければなら
ないのです。
また、例え一定量の廃小型電子・電気機
器を確保できたとしても、それらから
レアメタルを効率的にリサイクルする
技術を確立できなければ、宝の持ち腐
れとなってしまいます。 これまで、使用
済み電子部品からのベースメタルや金

などの回収は実施されてきましたが、
レアメタルに関しては、そのまま廃棄処
分されているのが現状なのです。

こうした状況下、JOGMECは経済産業
省のエネルギー使用合理化技術開発費
補助金を得て、2007年度から2010年度
までの4年計画で「希少金属等高効率
回収システム開発事業」を推進してい
ます。 本事業は大きく分けて2つのプ
ロジェクトに分類できます。

ゴミの山を宝の山へ
変えるために。
立ちはだかる2つの課題

※スラグ：金属鉱石を製錬する際に、融解した金属から
　分離して浮かぶ非鉄金属性の不用物（かす）。 道路の
　路盤材やコンクリート骨材として広く用いられている。

「希少金属等高効率回収システム開発事業」を推進
都市鉱山～廃棄物の山を資源に変えられるか?特集

■事業概要

■実施体制（2008年度）

■実施スケジュール

レアメタルを含む廃小型電子・電気機器、廃超硬工具から、レア
メタル等を効率的な方法で回収・再生するための最適技術の開発
を通して、回収工程の省エネルギーの達成及びレアメタル等の
回収率の向上を図る。

目的

期間 2007年度～2010年度（4年間）

事業内容

1.  廃小型電子・電気機器からのレアメタル回収

物理的選別と化学的浸出を組み合わせたレアメタル回収フローの確立

2.  廃超硬工具からのタングステン等の回収

従来法よりも少ない工程でタングステンを回収する技術の開発

技術開発の
テーマ

廃小型電子・電気機器からの
レアメタル回収技術開発

東北大学
❶廃小型電子・電気機器の高度分析システム開発

三井金属鉱業（株）
❸レアメタル等の湿式処理による回収技術

DOWAエコシステム（株）

早稲田大学
❷破砕基板からの素子分離と物理選別

産業技術総合研究所

東北大学
❹レアアース磁石からのレアメタル回収

❺廃プラスチック・廃基板類からの脱ハロゲンと金属回収技術の開発

指導・助言

補助金

経済産業省
外部有識者委員会
委員長：東北大学 中村 崇 教授
メンバー：大学、産業技術総合研究所
　　　　日本鉱業協会、家電製品協会
　　　　超硬工具協会

住友電工ハードメタル（株）

（株）アライドマテリアル

住友電気工業（株）

技術開発項目 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

１. 廃小型電子・電気機器からの
　 レアメタルの回収
　 ● 要素技術の研究
　 ● 総合評価

2. 廃超硬工具からの
　 タングステン等の回収
　 ● 基本研究
　 ● 設備設計・製作
　 ● 実証規模試験

3. 技術検討調査等

JOGMEC

PROJECT 2

レアメタル回収前の使用済み電子･電気機器部品の山（参考）

リサイクル工程を短縮する、廃超硬工具の直接溶融実験

廃超硬工具からの
タングステン等の回収技術開発

→ P8-9

PROJECT 1 → P6-7

※写真は、本「希少金属等高効率回収システム開発事業」における開発技術が実用化された際の参考イメージとして掲載しています。 《撮影協力 ： 小坂製錬株式会社、株式会社アライドマテリアル》
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廃小型電子･電気機器からの
レアメタル回収技術開発

電子･電気機器をサンプルに、レアメ
タルの含有量調査を行いました。各
製品の種類･製造年など別に、金属の
含有量が推定され、また簡易型の蛍
光X線分析による含有金属の現場測
定の方法も検討されています。
また、小型電子･電気機器には、レアメ
タル以外にも、貴金属（金、銀など）や
ベースメタル（銅、鉛･亜鉛など）も含
まれます。 回収された廃棄物に含ま
れるレアメタルは1割にも満たないの
で、こうした金属類全般を回収するこ
とで、レアメタル回収の経済性を成
立させることがプロジェクトの基本
方針となっています。
現在、想定されたレアメタル回収

ノートパソコンや携帯電話、デジタル
カメラ、DVDプレーヤーなど、レアメ
タルを多く含む小型の電子･電気機
器は、使用済み後、多くはゴミ（一般
廃棄物）として捨てられ、破砕後に埋
め立てられてしまいます。 製品がど
のように処分され、またその製品にど
のような金属がどれくらい含まれて
いるか等、その実態はほとんど分
かっていませんでした。
したがって、廃棄された製品からレ
アメタルを分離･回収･再生する技術
を開発するに当たり、プロジェクトの
第一歩はその実態調査からスタート
したのです。 まず秋田県大館市で回
収試験が行われ、集められた廃小型

前ページ（P5）の実施体制で紹介したように、PROJECT 1の
「廃小型電子･電気機器からのレアメタル回収技術開発」については、
現在❶～❺の5つの調査･研究が進められています。
その第一歩として、“こでん”の愛称で呼ばれる小型電子･電気機器の
回収試験が、2006年12月にスタートしました。
ここでは、プロジェクトの全体像を伝えるとともに、
研究テーマを2題取り上げ、右ページ（P7）で報告します。

PROJECT 1

■想定されるレアメタル回収フロー

東北大学

希少金属
高効率回収システム
開発事業（実施中）

収　集 解体・分別

焼却・埋め立て処分

レアメタルを含む
小型電子・電気機器

音楽プレーヤー
デジタルカメラ
ノートパソコン
携帯電話
HDD
ビデオデッキ 等

小坂製錬所（秋田県）

破砕・選別

ベースメタル・
貴金属濃集物

レアメタル
濃集物

既存の乾式銅製錬所

レアメタル精製施設

ベ
ー
ス
メ
タ
ル
地
金
等

レ
ア
メ
タ
ル
原
料

回収した「こでん」の高度分析システムの開発

JOGMEC金属資源技術研究所

（独）産業技術総合研究所東北大学

携帯電話やHDDに不可欠なレアアース磁石※3が研究対象

コバルト モリブデン タングステン プラチナ クロム

携帯電話（06年製）

デジタルカメラ

ビデオカメラ

ノートパソコン

HDD

210

130

＜10

120

90

200

67

29

36

35

4,500

290

160

11

23

30

0

4

1

0

7,000

5,400

580

1,000

1,200

大館市内の
スーパー
マーケットに
設置された
回収ボックス

（単位：mg/kg※2）

レアアース磁石のスクラップの酸抽出液から溶媒抽出する際、有
機溶媒を使用せず、マイクロバブル※4を利用することで、効率的で
安価な分離を実現する新しいプロセスを開発しています。

マイクロバブルを用いた
分離プロセスの開発

湿式製錬法※5の手法を応用した、レアアースの選択溶解技術の
開発、及びレアアースの相互分離の中でも最も困難なNd（ネオジ
ム）とPr（プラセオジム）の分離に関する検討を行っています。

湿式製錬手法を適用した
レアメタルの分離回収

磁石スクラップ・工程内スラッジ前処理技術の開発

都市鉱山～廃棄物の山を資源に変えられるか?特集

調査・研究

破砕機に向かう基板類（参考）

破砕機にかけられた破砕
産物（参考）

レアメタル濃集部品から
の浸出（試験）

分離・抽出

※写真は、本「廃小型電子･電気機器からのレアメタル回収技術」が実用化された際の参考イメージとして掲載しています。 《撮影協力 ： 株式会社エコリサイクル、小坂製錬株式会社》

回収された使用済み
家電製品（参考）

解体は機械化が難しく、
手分解される（参考）

❶

研究❹

※1 秋田県北部エコタウン ： 秋田県が循環型地域経済社会構築
　  を進める、県北部9市町村のエリア。
※2 mg/kg ： 試料1kgにレアメタルが何mg含まれるかを示す単位。

※3 レアアース磁石 ： レアアース磁石の成分はNd-Fe-B（ネオジム-鉄-ボロン）。 レアアース（希土類）は17元素の総称で、レアメタルの1種。
※4 マイクロバブル ： 直径が50μm（マイクロメートル）以下の微細な気泡。
※5 湿式製錬法 ： アルカリや酸を利用して、鉱石に含まれる目的の金属を溶解･浸出し、溶液から金属を取り出す方法。

レアアースの永久磁性を生かしたレアアース磁石は、小型電子･電気機器の極小
モーターに使用されます。 しかし、現状では多くが未回収のままで、その効率的な回
収技術の開発が重要な研究テーマとなっています。 JOGMECでは現在、1．レアアー
ス磁石に一番多く含まれるNd（ネオジム）を、製造工程で発生するスラッジ（切削屑）か
ら回収する技術と、2．廃棄物の磁石からレアアースを回収する際の磁性の消去、及び
磁石のニッケルメッキを剥離する前処理技
術、この2つの開発に取り組んでいます。 
JOGMEC主任研究員である松本は、現段階
で、基礎実験による適応技術の目処は立ってい
ると報告しています。 「レアアース磁石からのレ
アメタル回収」という共通研究テーマに取り組
む、東北大学と産業技術総合研究所との連携
で、さらなる進捗が期待されています。

JOGMEC 金属資源技術研究所
主任研究員 工学博士 松本茂野 レアアース磁石単体

フロー（下図）に沿って、プロジェクトに参
画する産学官の各組織が、個別の
テーマで調査･研究を進めています。 
4年間の要素
技術の研究
と基礎試験
を通して、そ
の後の実証試
験への移行の
目処を立てる
ことが、プロ
ジェクトの目
標となってい
ます。

■回収した「こでん」の基板中金属濃度（2007年度収集物の分析結果の例）

本技術開発では、“こでんリサイクル”という親しみやすい名称の下、使用済みの小型電子･電気機器の回収
が、DOWAエコシステム（株）により秋田県大館市の協力を得て行われました。 2006年度（3か月間の予備
回収試験）･2007年度の2回にわたり、公民館やスーパーマーケットなどに回収ボックスを設置。 2007年度
は秋田県北部エコタウン※1まで回収エリアを拡大。一部不燃ゴミや粗大ゴミからもピックアップして、回収量
の増大を図りました。 研究開発で使用するサンプルを得るとと
もに、回収方法そのものに関する情報収集も行われました。
回収試験及びその後のレアメタル含有量調査の結果、製造年
別の含有量推定など、将来に向けた大きな知見が得られました
（右表）。 現在は、その結果を受けて、東北大学が回収物の成分
分析システムの開発を行っています。 
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廃超硬工具からの
タングステン等の
回収技術開発
金属加工用の切削工具に欠かすことのできない超硬工具。原料には、
タングステンやコバルト等のレアメタルが非常に多く使われています。
現在、使用済みの超硬工具は一部回収され再利用されていますが、
リサイクル工程におけるコスト高という課題を抱えています。
またもう一つの課題は、タングステンは偏在性が高く、
世界生産量の80～90%という圧倒的なシェアを占める中国の動向が、
全量を輸入に頼る日本に大きな不安材料をもたらしていることです。
廃超硬工具から効率的にレアメタルを回収する技術開発は、
現在重要な取り組み課題となっています。

JOGMEC 金属資源技術部
生産技術課 課長代理

金属資源の開発において、鉱床発見後の
開発･生産分野の技術開発と技術支援を
担当。 本「希少金属等高効率回収システ
ム開発事業」の全体管理のほか、バクテ
リアを用いて有用金属を回収する「バイオ
リーチング」の研究管理も行う。

PROJECT 2

■日本のタングステン需要とスクラップ処理動向（2005年）

60%
超硬工具

（約6,000）

11.7%
国内リサイクル

（約700）5%
その他

（約500）

60%
廃棄・不明

（約3,600） 28.3%
海外輸出

（約1,700）

17%
金属製品

（約1,700）

18%
特殊鋼

（約1,800）

単位：トン

タングステン国内使用用途内訳
廃超硬工具の国内年間発生量と処理動向

タングステン
年間輸入量
約10,000

総量
約6,000

《出典：JOGMEC「金属資源レポート」2008.11》

超硬工具の主原料であるタングステ
ンは、日本では全量が輸入されてお
り、年間輸入量約10,000トンの内、
60％の6,000トンが超硬工具の製造
に使用されています。 使用済み後の
超硬工具を回収しリサイクルすれ
ば、国内で資源の有効利用が可能と
なりますが、廃超硬工具に消費され
るタングステンの約88％が、使用後
は海外流出もしくは廃棄･不明とい
う現状です。 タングステン最大の産
出国、中国の資源政策や輸出規制な

用した酸化-湿式化学処理法（右フ
ローチャート「従来法」参照）があり
ます。 しかし、多工程で複数の化学
処理を行うためエネルギー消費が
大きいこと、また化学処理に使用す
る薬品による環境負荷が大きいこと
などが、課題として挙げられていま
した。 本技術開発では、工程の簡素
化により、省エネルギーと大幅な
環境負荷低減を実現し、廃超硬工
具の海外流出に歯止めを掛けること
を目指すこととなりました。
4 か年計画
の技術開発
期間中に、リ
サイクル設
備の設計･製
作から実証
規模での試
験まで行い、
実用化の目
処を立てる
ことを目標と
しています。

超硬工具は、超硬合金を用いた切削
工具、耐摩工具、鉱山土木工具など
の総称です。
高融点（3400℃）･高硬度のレアメタ
ル、タングステンを主原料とし、靭性
（粘り強さ）の高いコバルトを接合剤
に用いて作られます。 産業用として
鋼鉄や各種非鉄金属の加工で用い
られるほか、私たちの身近では、ボール
ペンのボール、腕時計の外装、タイピ
ンなどに利用されています。

タングステンは、我が国の資源安定確保の方針の中で、供給安定化を図らなければならない最重
要元素の1つに挙げられています。 そのタングステンの主要用途が超硬工具であるため、技術開発
テーマの1つに選ばれました。 JOGMEC金属資源技術部の神谷は、すでに稼動しているリサイク
ルシステムの課題を抽出し、技術的に解決していくことで、比較的早い段階で実用化が可能になる
と、経過を報告しています。 現在のところ、使用済みの廃超硬工具をどのように集めるかという収
集システム構築の課題がありますが、有価物として利用者より有償で購入するなど、具体的には
メーカーの販売ルートやスクラップ業者の回収ルートを活用して回収率を上げる方法が検討され
ています。 またタングステンと並行して、コバルトやタンタルなどのレアメタル回収に向けた基礎
研究も行われており、最終的には90％以上の回収率を目標に定めています。
神谷が所属するJOGMEC金属資源技術部生産技術課では、本「希少金属等高効率回収システム開
発事業」の全体管理を行っており、技術開発に参画する各組織、また外部有識者委員会との連携を
保ちながら、それぞれの調査･研究のスムーズな進捗をサポートしています。

どを主要因とした価格高騰に対し
て、我が国としても安定供給の道を
探る必要があります。
その有効な対策として取り組まれて
いるのが、本事業における「廃超硬
工具からのタングステン等の回収技
術開発」です。 現在タングステンの
回収･再利用は、超硬工具メーカー等
により一部事業化されていますが、
廃超硬工具の国内年間発生量のわ
ずか12％にも及びません。 国内での
リサイクルが進展しない理由は、国内

神谷太郎

タングステン回収率95%以上、
コバルト、タンタル回収率90%以上、
エネルギー削減率40%以上を目指しています。

JOGMEC PROJECT MEMBER

■廃超硬工具スクラップからのタングステン等の回収プロセス（従来法と本研究開発範囲）

廃超硬工具

APT（パラタングステン酸アンモニウム）

タングステンカーバイド

直接溶融・分解

従来法 本研究開発の範囲

コ
バ
ル
ト
、タ
ン
タ
ル
等

の
レ
ア
メ
タ
ル

仮焼・還元・炭化

結晶化

アンモニア溶解

酸分解

アルカリ浸出

酸化焙焼

カルシウム塩による置換 イオン交換

都市鉱山～廃棄物の山を資源に変えられるか?特集

使
用
済
み
後

タングステン酸ナトリウム溶液

残渣

   ※写真は、本「廃超硬工具からのタングステン等の回収技術」が実用化された際の参考イメージとして掲載しています。
   《写真提供及び取材協力 ： 住友電気工業株式会社、住友電工ハードメタル株式会社、株式会社アライドマテリアル》

超硬工具とは?

730℃の
溶融塩
（NaNO3）中で
加熱･溶解

タングステン粉末

タングステンカーバイド粉末

実験用
イオン
交換塔でのリサイクルコストが高いこと、ま

た施設の処理能力が限られている
ことなどによります。 コストを低く
抑え、タングステン以外にもコバル
トやタンタルなどの貴重なレアメタル
の回収も可能な、新たな超硬工具の
リサイクル技術の確立に期待が寄
せられています。
現在、多種多様な廃超硬工具のスク
ラップから、タングステン等を回収す
る方法として、鉱石製錬の方法を応



物心つく前から本が好きで、現在も年間400冊程、毎日一冊のペース

で本を読みます。 小学校４年生の頃には自分で書いてみようと思い、

図書館に通ってノートに小説の断片のようなものを書き綴りました。 

でもそれは、あくまで断片やフレーズ。 ストーリーにはなりませんで

した。 きちんと物語の体裁で文章を書けるようになったのは、大人

になってからです。 ある時から小説の構成が気になるようになり、お

もしろい物語には「設計図」があることに気づきました。 それから、読

んだ小説の構成を紙に書き出し、図形のように表すようにしたら、自

分でも物語を作れるようになったのです。 自然に構成を頭の中で組

み立てられる作家もいますが、私はそういうタイプではありません。 

できないからこそ、何度もこうした「設計図」を作り、自分で分析しなが

ら様々な作家の技術を取り込んだことで、話の筋道の立て方を身に付

けたのだと思います。

執筆を行うのは大体午後の２時間、原稿用紙15枚程と決めています。 

これは、ほぼ毎日変わりません。 作家によりいろいろなスタイルはあ

ると思いますが、私の場合はアスリートの練習のように同じペースで毎

日書きます。 通っている空手道場に女子チャンピオンの方が二人いて、

彼女たちが一日一日の練習を怠らず、きちんと自己コントロールして試

合に勝っているのを間近で見ている影響が大きいですね。 やはり、
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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。

桜庭一樹
小説家

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

桜庭一樹（さくらばかずき）
鳥取県出身。
1999年、『夜空に、満天の星』で 
第１回ファミ通エンタテインメント大賞に佳作入選。
2007年『赤朽葉家の伝説』で
第60回日本推理作家協会賞を受賞するとともに
第137回直木賞、第28回吉川英治文学新人賞候補に。
2008年『私の男』で第138回直木賞を受賞。
『荒野』文藝春秋、『少女七竈と七人の可愛そうな大人』角川書店、
『青年のための読書クラブ』新潮社、『ブルースカイ』早川書房、
『書店はタイムマシーン』東京創元社、など著書多数。
最新刊は書き下ろしの『ファミリーポートレイト』講談社。
極真空手は初段の腕前。無類の読書家としても知られている。

小説は作家と読者にとっての「祈り」。
少しでも世の中が良くなることを願い、私は今日も書き続ける

中村 崇 教授

資源確保そして環境保全も視野に入れ、
「技術」と「社会システム」を連携する
レアメタルリサイクルを目指しています。

工学博士
東北大学 多元物質科学研究所（IMRAM） 
資源変換･再生研究センター

読書家が高じて小説家に。現在も毎日一冊は読破中
日々 怠らないことが大切だと思います。 ただ習慣的に毎日執筆してい

ても、書けなくなったり行き詰まることはあります。 そういう時は、大

抵どこかで何かを間違えているのが原因。 だから思い切ってスター

ト地点に戻り、再考します。 昨年11月に出版した『ファミリーポートレイ

ト』を書いていた時も、思うように話を進められなくなって…。 文体を

はじめ、いろいろと間違っている点に気がつき、3回書き直しました。 

こうした経験が何度もあるので、うまく書けない時は無理して前に進

むのではなく、なるべく早く引き返す。 それが私なりの小説作法になっ

ています。

何のために小説を書くのか? とよく聞かれますが、小説で読者の悩み

を解消できるわけではないですし、まして政治のように社会や経済を

変えることもできません。 「問い」があっても「答え」はない。 それが小説

です。 ただ、小説を通じて、作者と読者が一緒に祈ることはできるの

ではないかと思います。 例えば小説を読んで、登場人物が自分と同じ

苦しみを抱えていれば、それが少しでも薄れるようにと祈ること。 祈る

だけでは何も変わらないとおっしゃる方もいると思いますが、「祈り」

という行為自体が心の拠り所になるかもしれない。 その意味で小説

は信仰に似ていると思います。 私の小説で誰かの気持ちを少しで

も救うことができれば、そして間接的にでも世の中が良くなる方向

に作用したら…。 信仰を持つ人が毎日祈るように、私は小説を書き

続けています。
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小説は祈りや信仰と同じ。「問い」があっても「答え」はない

書くのは毎日２時間と決めてアスリートのように規則正しく

1977年九州大学大学院工学研究科博士課程
冶金学専攻（単位取得退学）。1981年九州工業
大学工学部助教授。1983年～1985年在外研
究員としてカナダ･トロント大学留学。帰国後、
九州工業大学工学部教授を経て、1998年東北
大学素材工学研究所教授。2001年より現職。
現在、金属学会理事、日本学術会議連携会員、
非鉄製錬分科会主査。「技術戦略マップタスク
フォース環境･エネルギー分野3R」「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」の委員も務める。

プ ロ ジ ェ ク ト 統 括

現在JOGMECさんと連携して進めてい
る「希少金属等高効率回収システム開
発事業」は、金属資源に恵まれない日本
の将来を、戦略的に支えていく基盤技
術を生み出すことになるでしょう。 レア
メタルのリサイクルは、収集した廃棄物か
らレアメタルをどう分離して回収するか
という、今までにない多くの技術的課
題をクリアしなければなりません。
しかし同時に「都市鉱山」といわれる、廃
棄された使用済みの家電製品などを、
いかに低コストで収集できるか。 その
社会システムが構築されない限り、開発

こうしたことをスムーズに行うには、メー
カーや流通業者、また地方自治体だけ
では難しいのです。 廃棄物行政を含め、
国としてのプロジェクトで進めていくこと
が重要となってきます。
こうした課題を解決した後に、私が提唱
する「人工鉱床（左下図）」の概念もより
現実的になってくると考えています。

家電リサイクル法が2001年から施行
されていますが、EUでも、2003年に
「WEEE※（廃電気電子機器指令）」が制
定され、発効しています。 WEEEは有害
物質の環境への拡散を防ぐことを第一
の目的としていますが、日本の場合は、
現在のところ資源の回収を主眼に置い
ているといえます。
しかし、「希少金属等高効率回収システ
ム開発事業」においては、レアメタルの
再資源化と同時に、リサイクル過程にお
ける環境への負荷の低減も、技術開発
の目標としています。 資源確保と環境保
全、この2つのコンセプトが私たちの目指
していることです。

レアメタルリサイクルは、
技術と社会システムの連携が重要

コンセプトは「資源」と「環境」

都市鉱山

有価物 有価物 有価物 有価物 有価物

濃縮プロセス

管理
低品位物

高品位
有価物

低品位
有価物

鉱床化

■人工鉱床の概念

都市鉱山～廃棄物の山を資源に変えられるか?特集

外部有識者委員会 委員長メッセージ

された素晴らしい技術も空振りに終っ
てしまいます。 「技術」と「社会システ
ム」、この両輪がないとリサイクルはう
まくいきません。

リサイクルの過程で、最終的なレアメタ
ルの分離･回収は製錬所で行われ、資
源として再生されることになります。 こ
うした設備は、稼働率が経済的合理性
を決めますから、処理する量が多いほ
どコストが下がります。
現在、使用済みの小型家電製品は、主
に一般廃棄物として埋め立てられてい
るのが現状です。 これを捨てずに効率
良く集め、蓄積してリサイクルに回す。

最大の課題は「収集」

※WEEE：EU（欧州連合）共通の規制。電気･電子
機器や家電製品の廃棄物を分別収集し、再利用
を図る指令。廃棄物の埋め立て処分や焼却処分に
伴う、環境汚染の低減を目的としている。

使用済み家電製品などを収集した後、種類･量
ともに一定のレアメタルを含む部品別に分解。 
一定の場所で集約管理する。 つまりReserve
（使わずに取っておく）to Stock（在庫しておく）。 
これを人工鉱床と呼ぶ。

レアメタル人工鉱床（Reserve to Stock：R to S）

集約管理
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