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はじめに

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済

への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動

であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成

２０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産

業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の

評価を実施している。

また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成２１年１月）において、新たな評

価類型として「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に関する施策評価は、

当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置付けられる技術に関す

る事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の事業に係る評

価結果を踏まえて行うこととしている。

経済産業省において実施している技術に関する施策（鉱物資源の安定供給確保施策）

は、中長期的かつ持続的に鉱物資源の安定供給の確保を図る観点から、海外からの資源

調達、国内におけるリサイクル・代替材料開発、短期的な供給途絶リスクに対応するた

めの備蓄など、様々な段階において重層的な対応を柱として構成される施策である。

今回の評価は、技術に関する施策（鉱物資源の安定供給確保施策）、及びこの構成要

素である技術に関する事業（希少金属等高効率回収システム開発：平成１９年度～平成

２２年度実施）の評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる「鉱物資

源の安定供給確保に関する施策・事業評価検討会」（座長：藤田豊久 東京大学大学院

工学系研究科教授）を開催した。

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を

審議し、了承された。

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。

平成２４年３月

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会



産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会

委 員 名 簿

委員長 平澤 泠 東京大学名誉教授

池村 淑道 長浜バイオ大学

バイオサイエンス研究科研究科長

バイオサイエンス学部学部長

コンピュータバイオサイエンス学科教授

大島 まり 東京大学大学院情報学環教授

東京大学生産技術研究所教授

太田 健一郎 横浜国立大学 特任教授

菊池 純一 青山学院大学法学部長・大学院法学研究科長

小林 直人 早稲田大学研究戦略センター教授

鈴木 潤 政策研究大学院大学教授

中小路 久美代 株式会社ＳＲＡ先端技術研究所所長

森 俊介 東京理科大学理工学部経営工学科教授

吉本 陽子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

経済・社会政策部主席研究員

（委員長除き、五十音順）

事務局：経済産業省 産業技術環境局 技術評価室



鉱物資源の安定供給確保に関する施策・事業評価検討会

委員名簿

座 長 藤田 豊久 東京大学大学院 工学系研究科 教授

織山 純 社団法人新金属協会 専務理事

香取 義重 株式会社三菱総合研究所

科学技術部門統括室 コンセプト・プロデューサ

佐竹 一基 一般社団法人電子情報技術産業協会

電子機器のリサイクルに関する懇談会 幹事

高木 純一郎 横浜国立大学 工学研究院 教授

（敬称略／座長除き、五十音順）

事務局：経済産業省 資源エネルギー庁

資源・燃料部 鉱物資源課



鉱物資源の安定供給に関する施策・事業評価に係る省内関係者

１．技術に関する施策

【中間評価時】

（今回）
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鉱物資源の安定供給確保に関する施策・事業評価

審 議 経 過

○第１回評価検討会（平成２４年２月２日）

・評価の方法等について

・技術に関する施策・事業の概要について

・評価の進め方について

○第２回評価検討会（平成２４年３月６日）

・評価報告書(案)について

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２４年３月２９日）

・評価報告書(案)について
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技術に関する施策・事業評価報告書概要

技術に関する施策

技術に関する

施策名
鉱物資源の安定供給確保施策

担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課

技術に関する施策の目的・概要

希少金属(レアメタル)をはじめとする鉱物資源は、自動車、ＩＴ製品をはじめとする高付

加価値・高機能製品の製造に必須の素材であり、その安定供給は、我が国製造業の国際競争

力の維持・強化の観点から極めて重要である。特に、レアアース、プラチナ、タングステン、

インジウム、コバルト等のレアメタルは、それぞれが有する様々な特性により、製品中の含

有量が少量であることが多いものの、極めて重要な機能を担う部品等として、ＩＴ、自動車

など幅広い産業分野で利用され我が国の産業競争力を支えている。

鉱物資源に対するニーズが高まる中、その消費量は２１世紀に入りアジアを中心として急

拡大を続け、結果として国際需給の逼迫や国際価格の乱高下を経験した。加えて、資源国の

資源ナショナリズムの台頭や一部の国による輸出抑制等国家管理が強化されるなど、我が国

のレアメタル等の鉱物資源の供給確保を巡る環境は激変しており、以下のような課題が存在

している。

１．資源開発の課題

・開発プロジェクトの参入条件の悪化

・新規有望探査鉱区の減少

・資源メジャーによる供給の寡占化

２．資源分野における長期的な競争力確保の課題

・我が国の強みを活かした権益確保

・鉱石の低品位化、難処理化の進展

・採掘の進展に伴い、鉱石の低品位化や難処理鉱石の処理が、今後の世界的な課題。

３．レアメタルのリサイクル・代替材料開発・備蓄の課題

・レアメタルのリサイクルによる国内資源確保

・レアメタルの代替材料開発への取組

・レアメタルの備蓄への対応

４．鉱物資源開発体制の課題

・多様な鉱種、関係者、ニーズの存在

これらの課題に対応するために、我が国は、主に①鉱物資源の探鉱・開発、②リサイクル

の推進、③代替材料等の開発、④レアメタルの備蓄の４分野を基軸とした施策を展開するこ

とにより、中長期的かつ持続的に鉱物資源の安定供給の確保を図る。

技術に関する事業（評価対象事業）

希少金属等高効率回収システム開発（プロジェクト）
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技術に関する施策評価の概要

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

我が国の高付加価値製品の製造に希少金属（レアメタル）は必須であり、必要不可欠な機

能性材料のリサイクル事業化を実現し、安定供給確保の一環として推進することは極めて重

要である。また、既に事業化されている貴金属・ベースメタル等と異なりレアメタルを取り

出す技術は十分に確立していないと考えられ、資源の安定供給の選択肢としてのリサイクル

技術開発は有効であることから、他の施策（海外資源確保、代替材料の開発等）と相互補完

の下、技術力を高めることは妥当である。

現状、レアメタルのリサイクル技術は、経済的合理性を伴わないものも多いため、技術開

発によって経済合理性を確保できる可能性のあるものについては、国が関与することが資源

の安定供給確保のために必要である。

なお、リサイクル技術の開発は必要であるが、レアメタルの場合、用途は特殊であり元素

毎に異なると言っても過言ではないため、最終的にエネルギー基本計画における目標（２０

３０年までにレアメタルの自給率を５０％以上とする。）を目指すのであれば、国内外のマ

テリアルフローを見据えた上で、開発すべき技術を取捨選択すべきである。

また、施策の方向性に問題はないが、施策の上流側（レアメタルの産出国）におけるコスト

上昇の予測や日本以外のレアメタルの非産出国における戦略等の動向、下流側では、レアメ

タルを回収するための具体的な仕組み作りや地方自治体との連携が不可欠と思われ、その検

討・調査等が必要である。

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性

我が国の高付加価値な製品製造の国際競争力を確保していくためには、非鉄金属、特に、

レアメタルの安定供給確保を支援する施策の実施は喫緊の課題であり、それに対する本施策

の構造（プロジェクトの設定・配置、予算配分、スケジュール等）及び目的実現見通しはお

おむね妥当である。

リサイクルに関する取組として、現在、廃小型電子・電気機器に関するリサイクルでは、

レアメタルまで回収されている訳ではなく、経済合理性を伴ったレアメタル回収技術を開発

することは、資源の安定供給確保に資する技術的手段を得るという意味で妥当である。廃超

硬工具のリサイクルについては、回収部分については小型電子・電気機器よりシンプル、か

つ高濃度で含まれているため、技術の経済合理性を確認し易く、施策の目的に合致している。

なお、配置された技術に関する事業はレアメタルの一部であり、それ以外のレアメタルや

ベースメタル・プラスチック等のリサイクルとの関連技術と経済性なども含め、今後の施策

の在り方を検討する必要がある。また、レアメタル毎のマテリアルフローを描き、より多く

の資源を回収でき、経済合理性（廃材の回収システム・費用等を含め）が成り立つ可能性の

ある順番に技術開発は行うべきである。

３．総合評価

レアメタルの中長期的かつ持続的な安定供給確保は、国際競争力を維持していくために重

要な産業政策であり、我が国において、海外資源確保の推進、リサイクルの推進、代替材料

・使用量低減技術の開発、レアメタル備蓄の４つの柱で政策展開されていることは、高く評

価できる。また、我が国として、高付加価値製品を生み出す源泉となっているレアメタルの

安定確保は重要であるとともに、その確保施策の一つとしてレアメタルのリサイクル事業に

関与していく姿勢を示したことは、特に資源国に対しての一定のメッセージとなっている。

このリサイクルによる資源確保において、実際にレアメタルを取り出す技術において不足が

ある場合、これを開発しておくことは極めて重要である。
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なお、全体としては、マテリアルフロー解析をしっかり行い、施策としての攻めどころを

決めるというプロセスが非常に重要である。リサイクル施策を他の施策（海外資源確保、代

替技術開発等）との関連でどのように位置付けるかにより、国としての予算措置などにおい

て強度が変わってくることから、十分な省内、省庁間連携が必要と考える。また、リサイク

ルは技術開発だけでなく、システム全体を考えないと実際の資源を確保できないため、技術

開発の際もその視点を忘れないようにすべきである。

今後の研究開発の方向等に関する提言

我が国産業界への資源の安定供給の観点から、今後とも、海外の資源産出国における動向

（世界的なレアメタル需要の高まりによる鉱石の低品位・難処理化など）等を踏まえた、各

種のレアメタル技術開発（特定の鉱種やベースメタル等を含む総合的なリサイクル技術開発

等）に関する継続的な施策の展開が重要である。また、各種開発技術を実践するための施策

として、法律、インセンティブを含む回収方法等の検討など、レアメタルを含む資源の総合

的な回収システムの検討が重要である。

総合的な回収システムの検討に際しては、使用済み製品の回収後の分別や分離・抽出を容

易とする「インバース・マニュファクチャリング」の観点からの製品設計を進めるという視

点や、それに何等かの制度的インセンティブを付与して、事業者間の競争を促進することも

一案ではないかと考えられる。

また、大学でも産業界でも、原材料の用途（製品）開発に重点がシフトされてきた経緯も

あり、現在、リサイクルに関する技術者が少ない状況にあるため、人材育成を進めていく必

要がある。リサイクルには、鉱山の選鉱・製錬技術などが応用されている例が多いが、今後

のレアメタルリサイクルにはこれらの技術だけでなく、他の研究分野との融合が重要となっ

てきている。人材育成に当たっては、文部科学省も巻き込みながら、このような分野の大学

レベルの基礎研究から応用研究までを含め、支援していく必要がある。
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技術に関する事業

プロジェクト名 希少金属等高効率回収システム開発

上位施策名 鉱物資源の安定供給確保施策

事業担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課

プロジェクトの目的・概要

廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等はベースメタル（銅、鉛、亜鉛）及び貴金属（金、

銀、白金）のほか、数多くのレアメタルを含有しているが、現状では非常に高温で処理する

乾式製錬技術を用いて処理・回収されているため、多大なエネルギーを消費している。また、

回収可能な金属が銅、金などに限定されており、その他の希少金属は廃棄処分されている。

このため、非鉄金属製錬技術を活用し、低温で革新的な回収工程の開発等を通じて、省エネ

ルギーの達成及び希少金属（インジウム、タングステン、レアアース等）の回収向上を図る。

予算額等（補助（補助率：１００％（但し、実証研究は５０％））） （単位：

千円）

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体

平成１９年度 平成２２年度 － 平成２３年度

(独)石油天然ガ

ス・金属鉱物資

源機構

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額

200,000 495,377 200,000 979,432 948,000

目標・指標及び成果・達成度

（１）全体目標に対する成果・達成度

目標・指標 成果 達成度

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金

属回収

（回収率）

・Au、Ag、Cu、Ni：95%

・In：90%

・Ta、レアアース：80%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

（回収率）

・Au：91.1%、Ag：90.0%、Cu：

92.4%、

Ni：99.8%

・In：90%（収集情報より計算）

・Ta：81.7%、Nd：84%、Dy：89%

・エネルギー削減率：36%

一部

達成
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Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回

収

（回収率）

・Ｗ：95%

・Co、Ta：90%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

（回収率）

・Ｗ：96%

・Ｃｏ、Ｔａ：90%以上

・エネルギー削減率：41%

達成

（２）要素技術毎の目標に対する成果・達成度

要素技術 目標・指標 成果 達成度

(1)廃小型電子

・電気機器の高

度分離システム

の開発

①廃小型電子・電気機器の

基板や電子部品の元素含

有状況の確認し、マッピン

グデータの蓄積を行う。

②磁選や渦電流選別によ

り分離された部品の元素

組成を分析し、組成データ

の蓄積を行う。

①廃小型電子・電気機器の基

板、基板上の素子・部品につ

いて蛍光XRFにより元素マッ

ピング分析を行いデータを

蓄積した。

②磁選や渦電流選別機を用

いた破砕・選別フローにより

得られた磁着物と非磁着物

それぞれの粒径毎について

蛍光XRF分析により元素品位

分析を行い、データを蓄積し

た。

上記蓄積データを利用する

ことにより、廃小型電子・電

気機器の高度分離システム

の開発が進むこととなる。ま

た、In回率について、既存情

報からの計算により90％を

得ている。

達成

(2)粉砕物選別

および部品選別

によるPC･携帯

電話基板からの

希少金属の濃集

①物理選別を行うことに

より得られる破砕産物の

粒径ごとの元素組成を分

析し、各元素の濃集状況を

把握することによりデー

タの蓄積を行う。

②部品解砕装置（パーツセ

パレーター）による基板の

粉砕特性をより詳細に把

握するために、解砕シミュ

レーションを作成する。

①破砕した部品類と粉砕物

について粒径ごとに比重選

別、磁力選別、渦電流選別等

の物理選別を行う濃縮の基

本フローを作成し、レアメタ

ル各元素ごとの濃集状況を

把握した。

②物理選別によって各元素

をより高濃度に濃集するた

めの、破砕条件を検討するた

めの、パーツセパレーター用

の解砕シミュレーションを

作成した。

達成
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(3)粉砕基板の

物理選別

①廃小型電子・電気機器を

粉砕し物理選別を行うこ

とにより希少金属を濃集

させる試験を行うことに

より破砕、選別、濃集のデ

ータを蓄積する。また、そ

のデータを利用した、素子

の選別シミュレーション

の概念を検討した。

②比重選別方法としての

気流選別機の有効性を確

認すると共に、そのデータ

を蓄積する。また、気流選

別機の実用化に向けたデ

ータの蓄積を図る。

①粉砕された廃小型電子・電

気機器について、スクリーニ

ング、比重選別、磁選等の物

理選別により、粒径と元素濃

集との関係データを得るこ

とができた。また、これらの

データを利用して、素子の選

別方法、回収率、品位等を求

めるための選別シミュレー

ションの概念を検討した。

②気流選別機によるタンタ

ルコンデンサの選別の有効

性を確認すると共に、他の素

子の選別にも応用するため

に、気流による素子の運動解

析データを取得した。

達成

(4)廃小型電子

・電気機器から

の金属の回収

①廃携帯電話機から破砕、

物理選別することにより

一次濃集物を得る方法を

検討すると共に一次濃集

物のレアメタル含有量を

把握する。

②一次濃集物からレアメ

タルを回収するための物

理的、化学的分離方法を開

発する。

③タンタルコンデンサが

濃集した試料からのタン

タル回収のための物理的、

①破砕、スクリーニングされ

た廃携帯電話機について、磁

力選別により一次濃集物を

得ると共に、レアメタル含有

量データを取得した。

②W及びRE一次濃縮物から、

硫酸加圧浸出、芒硝沈殿法、

シュウ酸沈殿法、比重選別に

よりW及びREを分離した（W：

品位；76%，回収率；95%、RE

：品位；99%，回収率；90%）。

また、Ta及びNi一次濃縮物か

ら、塩酸浸出、ORP制御注3)の

硫化物沈殿法、比重選別によ

りTa及びNiを分離した（Ta：

品位；25%，回収率；73%、Ni

：品位；35%，回収率；98%）。

注3) ORP制御：ORP（酸化還

元電位）の値をコントロール

して目的元素（Ni、Cu、Zn等）

を回収・除去すること。

③タンタルコンデンサから

Taを回収するフロー（磁選、

比重選別、塩酸処理、焙焼、

達成
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化学的方法を開発する。 NaOH処理）を作成しTa2O5回収

率81.7％、品位95.9％を得

た。

(5)タンタルコ

ンデンサの乾留

処理による金属

タンタルの未粉

化回収

①タンタルコンデンサの

構造及び各元素の存在状

況を把握する。

②タンタルコンデンサを

窒素中で乾留した場合と

大気中で熱分解処理した

場合の、タンタル濃集状態

を把握する。

①タンタルコンデンサの構

造を文献より確認すると共

に、SEM-EDX分析により元素

存在状況をマッピングによ

り明らかとし、構造と符合し

ていることを確認した。

②タンタルコンデンサは、乾

留による炭化(窒素中、500

℃、60min)及び大気中での熱

分解(400～500℃、10分)の両

手法でタンタル焼結体と樹

脂中のシリカの混入を抑制

できることを確認した。

また、回収されたタンタル焼

結体に酸化処理（650℃）を

施すことにより、純度96～99

％の五酸化タンタル粉末を

回収できた。さらに、五酸化

タンタルに含まれている

MnO2を酸溶解で除去すると。

五酸化タンタルの純度が

99.4%まで向上したことが確

認できた。

達成

(6)廃プラスチ

ックや廃基板類

からの脱ハロゲ

ンと金属回収技

術の開発

①廃プラスチックや廃基

板類に含まれる臭素系難

燃剤の熱分解に伴う各元

素の臭化揮発反応を、熱重

量分析にて確認する。

②廃プラスチックや廃基

板類の焼成によって起こ

る臭素化揮発を利用した

希少金属等の回収方法を

開発する。

①熱重量分析により、臭素系

難燃剤（TBBPA）と金属元素

の臭素化揮発が起こる温度

等の基礎情報を確認した。

②臭化揮発基礎実験炉によ

り臭化揮発の基礎試験を実

施したところ、焼成による臭

素化揮発が確認され、残った

焼成灰に臭素は含まれず、既

存の銅製錬原料とできるこ

とが確認できた。ただし、バ

グフィルターに臭化揮発さ

れた金属元素が捕集される

ことも判明したため、今後適

正な臭化揮発条件を求める

必要性を確認した。

達成
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なお、焼成灰におけるAu、Ag、

Cu、Niの回収率はAu:91.1％、

Ag：90.0％、Cu:92.4％、

Ni99.8％を得ており、目標回

収率95％を満足した元素は

Niのみであった。

(7)マイクロバ

ブルを用いた新

規分離プロセス

の開発（Nd-Fe-B

系磁石）

①レアアース磁石からレ

アアースを浸出する際に

発生する水酸化鉄スラリ

ーのマイクロバブルによ

る浮上分離効果を把握す

る。

②レアアースの溶媒抽出

プロセスにおいて、有機相

のエマルジョン化、マイク

ロバブルによる浮上分離

によってレアアースを回

収する効果を把握する。

①非イオン性界面活性剤を

添加した水酸化鉄スラリー

にマイクロバブルを発生さ

せ、超音波を照射したところ

水酸化鉄の浮上分離が確認

できた。なお、スケールアッ

プには超音波がスラリー全

体に伝わる装置の最適化が

必要であることも判明した。

②蒸留水とノルマルヘキサ

ンによるエマルジョンのマ

イクロバブルによる浮上分

離は確認できたが、Nd及びFe

を含有した水相からのPC88A

による溶媒抽出におけるエ

マルジョンの浮上分離は効

果が小さいことを把握した。

達成

(8)湿式製錬の

手法を適用した

廃棄物からの希

少金属の分離回

収（Nd-Fe-B系磁

石）

①Nd-Fe-B系磁石を粉砕し

て酸化焙焼したものにつ

いて、Feを極力浸出させ

ず、レアアース（Nd、Dy、

Pｒ）を多く浸出させる酸

化焙焼及び浸出条件を求

める。

②レアアースを浸出した

溶液からレアアースを分

離回収するために、溶媒抽

出方法を検討し、最適なフ

ローを開発する。

①磁石の焙焼温度が低いと

鉄が酸化物（ﾍﾏﾀｲﾄ）となら

ないため、酸により鉄の浸出

量が多くなる事が確認でき

た。試験の結果、酸化焙焼の

最適温度は700℃、酸浸出は

塩酸（0.02mol/L）、浸出温

度は80℃、浸出時間は24時間

が最適である事を確認した。

②レアアース分離回収につ

いては、抽出剤のPC88A（酸

性有機リン化合物）を使用し

た溶媒抽出の最適フローを

確立した。Nd回収率は84％、

Dy回収率は89％であった。

達成

(9)LCA(ライフ

サイクルアセス

メント)調査

Au、Ag、Cu、Ni、In、Ta、

レアアースについて、本事

業により開発された回収

プロセスと鉱石から各元

素を精製するプロセスと

本研究により開発、確認され

たリサイクル工程と従来工

程（鉱石から目的元素を得る

工程）の消費エネルギー量を

比較したところ、リサイクル

達成
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を比較することにより、使

用エネルギー量の削減効

果を求める。

工程のエネルギー削減は約

36%となることが確認でき

た。なお、将来的にリサイク

ル工程実用化に向かうなら

ば、エネルギー効率が上昇

し、エネルギー削減効果はよ

り大きくなると考えられる。

Ｂ．廃超硬工具

からのタングス

テン等の回収

①廃超硬工具の溶融塩溶

解の最適フロー及び条件

を検討する。

②タングステン酸アンモ

ニウムを得るために、従来

のリサイクル方法より薬

品使用量を削減できる方

法（イオン交換法）の検討

を行う。

③タングステン酸アンモ

ニウムからパラタングス

テン酸アンモニウムを晶

出させるための条件を検

討する。

④リサイクル工程で発生

するアンモニアを含んだ

廃水及び廃ガスからアン

モニアを回収して使用す

るフローを開発する。

①廃超硬工具を酸化焙焼に

より処理する従来法に比し

て使用エネルギー量が少な

い溶融塩溶解法を採用した

フローを検討し、NaNO3溶融塩

溶解が効率的であることを

確認した。その溶解温度は約

720℃であった。

②溶融塩溶解で得られる

Na2WO4水溶液は強塩基性イオ

ン交換樹脂にWO4
2－を吸着さ

せ、次にNH4Cl－NH4OH混合の

溶離液を用いて(NH4)2WO4水溶

液へと変換できることを確

認した。

③イオン交換により得られ

た(NH4)2WO4水溶液よりパラタ

ングステン酸アンモニウム

（APT）を晶出させる方法と

して、蒸気により原液を直接

加熱する方法が有効である

ことを確認した。その処理温

度は100℃が最適であること

も確認した。また、(NH4)2WO4

溶液をあらかじめ濾過して、

結晶の粗大化を引き起こす

種結晶を除いておくことが

必要であることを確認した。

④イオン交換及びNOx処理に

必要なアンモニアを、APT濃

縮・晶出工程で発生す廃アン

モニア水・ガスより回収し再

利用するフローを作成した。

達成
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⑤実証規模の試験により

目的物であるAPT/WO3が得

られることを確認する。

⑤実証試験により目的の

APT/WO3が得られることを確

認した。この時、W回収率は

95％以上、Co及びTaは残渣と

して90％以上回収できた。ま

た、使用エネルギーは従来法

に比して41％削減できると

計算された。

（３）目標及び計画の変更の有無

無

＜共通指標＞

特許等件数（出願を含む） 発表件数

７ ２０

総合評価概要

各種の新しい技術開発が良好に行われたと考えられるとともに、回収率を向上させるとい

う目的に対してはある程度の成果を上げており、今後の技術開発に有益な基礎研究がなされ

たと評価できる。

廃小型電子・電気機器では、少量であるが多種類のレアメタルを含有するため、これらか

ら効率的にレアメタルを取り出す技術開発は有用である。例えば、基板から実装部品を剥離

する技術、その中でタンタルを回収する技術等の実用化が期待される。また、廃超硬工具か

らのタングステン回収は、使用薬品とエネルギーの低減に基づく経済的な合理性追求になっ

ており、事業化を見据えたアプローチとしては明確である。特に、金属回収率、エネルギー

削減率ともに事業目標を達成し、平成２３年１０月より商業ベースで事業が開始されたこと

は高く評価できる。

なお、本技術開発にあたっては、市場における廃材の回収・リサイクルシステムからの検

討が必要と考えられ、その視点がなければ、技術開発のみ行っても事業化に資するものか疑

問である。また、現在、殆どがリサイクルされていない、リチウム、インジウム、ガリウム

等の製品から回収する技術は今回検討されていないが、今後、それらレアメタルの技術開発

及びリサイクルシステムの開発が期待される。

今後の研究開発の方向等に関する提言

レアメタルの回収・リサイクル技術の開発は、資源産出国からのバージン資源の確保量（地

域偏在性や産出国の安定性、ベースメタルの副産物として産出されるか、独立鉱種として産

出されるかなど）、レアメタルを使用した最終製品の需要の増減、使用済み製品からのリサ

イクルの可能性（リサイクルしやすい形で入っているかなど）等を総合的に勘案した上で、

対象鉱種や開発要件等の優先順位を決定することが重要である。

このような観点から、資源としての偏在性が高く、かつリサイクルでの対応が相当程度、

安定供給へ寄与し得るネオジム・ジスプロシウム、タングステン、コバルト、タンタルのリ

サイクルが重要であり、これらの鉱種を対象とした回収・リサイクル技術の開発（例えば、

コバルトは、リチウムイオン電池（正極材）からのリサイクル技術やネオジム・ジスプロシ
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ウムは、強力モーター等に使用される磁石からのリサイクル技術、タンタルはタンタルコン

デンサーからのリサイクル技術 等）を優先的に実施するべきである。

ガリウムやインジウムなども重要であるが、これらは、それぞれＬＥＤや透明電極スパッ

タリング等の製造工程内でのリサイクルが相当程度進んできているため、上記鉱種に準ずる

鉱種と位置づけられるし、アンチモンのように偏在性が高く、かつ重要ではあるが、難燃性

プラスチックに薄く広く含まれているため、リサイクルが技術的にも経済的にも現状では困

難な鉱種もある。

また、今回の技術開発は、レアメタルの含まれる回収製品を廃小型電子・電気機器と廃超

硬工具に限定したものである。小型家電は輸出されるものも多いことから、今後は小型家電

に限らず、自動車など幅広い分野を回収対象に考えると、レアメタルの回収率向上に繋がる

要素があるのではないかと考えられる。

なお、レアメタルのリサイクル技術はまだ研究が始まったばかりであり、特定の技術に決

めうちするのではなく、これからも様々な技術開発を進めていく必要がある。

国の研究開発も、産業界における既存の技術を大きく高度化する産業技術から、新たな原理

・科学に基づく革新的な基礎研究に至るまで、その性格に応じて、企業と大学や公的研究機

関の役割も踏まえつつ、また、回収システムの在り方といった社会的課題についても、並行

的に検討しながら取り組むことが望まれる。
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評点結果

評 価 項 目 平 均 点 標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.80 0.50

２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 0.58

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00 0.00

４．事業化、波及効果についての妥当性 1.80 0.50

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 1.80 0.50

６．総合評価 2.00 0.00

評点法による評点結果

（希少金属等高効率回収システム開発）

2.80
2.40

2.00
1.80

1.80
2.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

（各項目：３点満点）
平均 点

標準

偏差

標準

偏差
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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法

本評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定、以下「評価指

針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会（平成２１年１

月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、実施した。

１．評価の目的

以下の（１）～（４）を目的として評価を実施した。

（１）より良い政策・施策への反映

評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるよう

な、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形

成等に繋げること。

（２）より効率的・効果的な研究開発の実施

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優

れた研究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率

的に推進すること。

（３）国民への技術に関する施策・事業の開示

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一

般国民にわかりやすく開示すること。

（４）資源の重点的・効率的配分への反映

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分

へ反映させることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発

をその評価の結果に基づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげる

ことなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化・迅速化に資するこ

と。

また、評価の実施に当たっては、以下の①～④を基本理念として実施した。

①透明性の確保

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容に

ついて広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価シ

ステムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システ

ム全般についてあらかじめ明確に定め、これを公開することにより、評価システム自

体を誰にも分かるものとするとともに、評価結果のみならず評価の過程についても可

能な限り公開すること。
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②中立性の確保

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の

導入等により、中立性の確保に努めること。

③継続性の確保

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではな

く、評価とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返し

ていく時系列のつながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評

価結果を後の技術に関する施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽

出し、継続性のある評価方法で評価を行うこと。

④実効性の確保

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するた

めの効率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持する

とともに、技術に関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双

方に過重な負担をかけることのない費用対効果の高い評価を行うこと。

２．評価者

評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価者

に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確保に

努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設置し、

評価を行うこととした。

これに基づき、評価検討会を設置し、技術に関する施策、技術に関する事業（プロ

ジェクト等）の目的や研究内容に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘でき

る有識者等から評価検討会委員名簿にある５名が選任された。

なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき資源エネルギー庁資源・燃

料部鉱物資源課が担当した。

３．評価対象

技術に関する施策：鉱物資源の安定供給確保施策

技術に関する事業：希少金属等高効率回収システム開発

（実施期間：平成１９年度から平成２２年度）

を評価対象として、研究開発実施者（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

から提出された資料をもとに、技術に関する事業（プロジェクト）の評価を行うととも

に、それらの事業評価の結果を踏まえて、各事業を俯瞰する形で各事業の相互関係等に

着目し、技術に関する施策の評価を実施した。
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４．評価方法

第１回評価検討会においては、施策・事業担当課、研究開発実施者からの資料提供、

説明及び質疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて、第２５回産業構造審議会産業技術

部会評価

小委員会（平成２１年１月２８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評

価」の評価項目（施策の目的・政策的位置付け、施策の構造及び目的実現の見通し、総

合評価）、「プロジェクト評価における標準的評価項目・評価基準」に従い評価を実施

し、今後の研究開発の方向等に関する提言をいただいた。

特に、技術に関する事業評価については、加えて４段階評点法による評価を行い、評

価報告書(案)を審議、確定した。

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。

５．評価項目

【技術に関する施策】

○施策の目的・政策的位置付けの妥当性

・施策の目的の妥当性

・施策の政策的位置付けの妥当性

・国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。

○施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

・現時点において得られた成果は妥当性

・施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。

○総合評価

【技術に関する事業（プロジェクト）】

○事業の目的・政策的位置付けの妥当性

・事業の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。

・国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。

○研究開発等の目標の妥当性

・研究開発等の目標は適切かつ妥当か。

○成果、目標の達成度の妥当性

・成果は妥当か。

・目標の達成度は妥当か。

○事業化、波及効果についての妥当性

・事業化については妥当か。
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・波及効果は妥当か。

○研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

・研究開発計画は適切かつ妥当か。

・研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。

・資金配分は妥当か。

・費用対効果は妥当か。

・変化への対応は妥当か。

○総合評価
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第２章 技術に関する施策の概要
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第２章 技術に関する施策の概要

１．施策の目的・政策的位置付け

１－１ 施策の目的

希少金属(レアメタル)をはじめとする鉱物資源は、自動車、ＩＴ製品をはじめとする

高付加価値・高機能製品の製造に必須の素材であり、その安定供給は、我が国製造業の

国際競争力の維持・強化の観点から極めて重要である。

特に、レアアース、プラチナ、タングステン、インジウム、コバルト等のレアメタル

は、それぞれが有する様々な特性により、製品中の含有量が少量であることが多いもの

の、極めて重要な機能を担う部品等【※】として、ＩＴ、自動車など幅広い産業分野で

利用され我が国の産業競争力を支えている。

【※】例えば、ハイブリッド自動車や電気自動車に不可欠の高性能モーターではレアア

ース磁石（ネオジム・鉄・ボロン磁石）、各種二次電池ではリチウム、コバルト、

マンガン、ニッケルが使用されているとともに、液晶パネルの透明電極ではＩＴＯ

材（インジウム・錫・酸化物）が使用されている。

また、これらの加工工具として、タングステン、コバルト、モリブデンを含んだ

超硬工具が使用され、レアアースの一種であるセリウムが液晶用ガラスの研磨材、

ジルコニウム等が電子材料等に使用されている。

環境・エネルギー分野においても、自動車用排ガス触媒として、プラチナ、パラ

ジウムが使用されており、今後、低公害車用として導入が期待されている燃料電池

の触媒としてもプラチナが使用されると予想されている。

このように、鉱物資源に対するニーズが高まる中、その消費量は、２１世紀に入りア

ジアを中心として急拡大を続け、結果として国際需給の逼迫や国際価格の乱高下を経験

した。

加えて、資源国の資源ナショナリズムの台頭や一部の国による輸出抑制等国家管理が

強化されるなど、我が国のレアメタル等の鉱物資源の供給確保を巡る環境は激変してお

り、以下のような課題が存在している。

（１）資源開発の課題

○開発プロジェクトの参入条件の悪化

・ 国際的な資源獲得競争の激化により、事業リスクが比較的低い開発段階でのプロ

ジェクト参入条件は高価・悪化の傾向（近年、我が国企業では、よりリスクの高い

上流（探査）段階からの参入を強化する動き。）。
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○新規有望探査鉱区の減少

・ 企業探鉱には探査鉱区の確保が必要であるが、近年、資源メジャー寡占化の進展

等により、入手可能な有望な鉱区が減少（外国企業の買収を含む多様な形態による

鉱区確保の動き）。

○資源メジャーによる供給の寡占化

・ 需給の逼迫、資源メジャーの寡占化の進展により、鉱石の引き取り条件が悪化の

傾向。特に、鉄鉱石では上位３社の我が国への供給シェアが約８割と非常に高く、

本年度の価格は約２倍程度にまで上昇しているが、これまで鉄鉱石分野では資源開

発への取組は限定的。

（２）資源分野における長期的な競争力確保の課題

○我が国の強みを活かした権益確保

・ 資源国は豊富な資金を有し、資金面のみからのパートナーは必ずしも求めておら

ず、鉱山周辺のインフラ（電力、道路、水、学校、病院など）や下流の産業投資を

渇望。

○鉱石の低品位化、難処理化の進展

・採掘の進展に伴い、鉱石の低品位化や難処理鉱石の処理が、今後の世界的な課題。

（３）レアメタルのリサイクル・代替材料開発・備蓄の課題

○レアメタルのリサイクルによる国内資源確保

・ 価格の乱高下、資源の偏在性等による供給不安を背景に、国産資源と位置付け

られるレアメタルリサイクルへの機運が高まりつつあるが、回収ルート、抽出技

術が未確立。

・ リサイクルは経済性の確保が課題であり、高価な金属を豊富に含み、回収し易い

物が有利。現状は、金等を含む製品の一部や、部材供給等で関係のある一部企業間

に限定。

○レアメタルの代替材料開発への取組

・ 代替材料開発は、レアメタル依存度を下げる有効な方策の一つであり、現在、国

として７鉱種（インジウム、ジスプロシウム、タングステン、プラチナ、テルビウ

ム、ユーロピウム、セリウム）について、その代替材料開発・使用低減技術の確立

に向け取り組んでいるところ。今後も、中国の輸出量制限や輸出税の引き上げなど

の情勢変化を踏まえた対応が課題。

○レアメタルの備蓄への対応

・ 備蓄の対象鉱種の決定については、レアメタルの利用実態の変化やリサイクルの

進展等に注目しつつ、市況への影響や長期保存に適した性状であるかの検討が課題。
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（４）鉱物資源開発体制の課題

○多様な鉱種、関係者、ニーズの存在

・ 資源開発には、探鉱から開発に至るまで多くのステージが存在し、ステージ毎に、

複数の支援ツールと支援機関が存在。

・ また、鉱物資源は多種の鉱種があり、多数の関係者が存在。特にレアメタル分野

では、新商品の開発等で必要となる鉱種が拡大することが見込まれ、早期の対策の

ため、ユーザー業界の関与も必要。

・ 新興資源国にあっては、資源開発に関連し、周辺インフラ整備（発電所建設、港

湾整備、鉄道建設等）、技術協力、下流分野への産業協力等、多様な要望に応える

が重要。

プラチナ

自動車や重機・化学プラント
の排ガス浄化用触媒に使用

リチウム

リチウムイオン電池に使用

タングステン

ドリルやカッター等超硬工
具に使用

インジウム

薄型テレビ用透明
電極に使用

ガリウム

発光ダイオード
に使用 バイブレーションモーター：

レアアース
セラミックキャパシター：
パラジウム、ニッケル

カメラ：ニッケル、金

イヤホンジャック：金

ＩＣ回路：金

リチウムイオン電池：
リチウム、コバルト

液晶画面：インジウム

ベースメタル（銅等）
貴金属（金・銀等）

主なレアメタル（幅広い産業分野で使用。我が国産業競争力を下支え）

（例）携帯電話に使用される主なレアメタル

希少性、偏在性
（一部国の輸出抑制等）

採掘の進展に伴う鉱石の低品位化、難処理対応
リサイクル・備蓄等による国内資源確保

政策的位置付け【後述】

○新・国家エネルギー戦略 ○経済成長戦略大綱
○資源戦略研究会報告 ○資源確保指針

○レアメタル確保戦略 ○エネルギー基本計画 等

アジアを中心とした
世界規模の消費拡大 資源ナショナリズムの台頭

○優先度を見極めた集中的・戦略的な取組
特に、レアメタルの優先度を見極め、優先度が高い重要なレアメタルについて、特性に応じた集中的・戦略的な取組
○資源供給に直接関連する事項に加え、今後需要増大が見込まれる新エネ・省エネ製品の動向等からの評価
優先度を見極める上で、需要動向、鉱山開発動向、生産集中度、資源偏在性等に加え、新エネ・省エネ製品の動向、技術開発動向、企業戦略等から評価

集中的・戦略的取組

我が国産業競争力を支える鉱物資源（レアメタル）の安定供給のためには、総合的な戦略
を策定し、我が国関係者の総力を結集し、中・長期にわたり取り組む必要がある。

鉱物資源（レアメタル）を取り巻く課題

資源獲得競争の激化

【図１】鉱物資源の安定供給確保に向けた現状と課題
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上記の課題に対応するために、我が国は、主に①鉱物資源の探鉱・開発、②リサイク

ルの推進、③代替材料等の開発、④レアメタルの備蓄の４分野を基軸とした施策を展開

することにより、中長期的かつ持続的に鉱物資源の安定供給の確保を図る（図２）。

〈レアメタル備蓄〉

官民協調によるレアメ
タル備蓄について、備
蓄物資の機動的な保
有・売却を実施。

○需要拡大の見込みや特定国
への偏在性や依存度、供給
障害リスク等の観点から、

政策資源の集中投入が必要
と考えられる鉱種について、
需要の動向等に応じた機動
的な積み増し、放出

【鉱物資源の安定供給確保】

鉱物資源の探鉱・開発、リサイクルの推進、代替材料等の開発、レアメタル備蓄等により、中長期
的かつ持続的に鉱物資源の安定供給の確保を図る。

〈海外資源確保の推進〉

激化する資源獲得競争の

中で、資源外交を含め資
源確保に向けた多面的・
総合的な対策を実施。

〈リサイクルの推進〉

技術開発により、国内で
収集された使用済製品
等に含有する非鉄金属
の回収率向上を促進。

〈代替材料等の開発〉

希少金属の使用量低減
技術及び希少金属の機
能を代替する新材料の
開発を実施。

○資源外交による戦略的互恵
関係の構築
○資源国が要望する産業振

興・人材育成・インフラ整備
等の協力への積極的な対応
○ＪＯＧＭＥＣ等によるリス
クマネー供給強化

○「都市鉱山」の有効活用の
ため、携帯電話・デジカメ
等使用済み小型家電回収の

社会システム構築と経済的
なレアメタル抽出技術開発

鉱物資源の安定供給確保に向けた共通基盤の整備

関係省庁・関連支援機関との
一体的取組

技術力強化資源人材育成

○ナノテク等我が国先端技
術の結集による取組強化

【図２】施策体系

本検討会では、「②リサイクルの推進」分野を中心に、主にレアメタルの回収・リサ

イクル技術の強化を取り上げる。

鉱物資源の供給リスクの低減を図ることを目的としたレアメタルの回収・リサイクル

技術の開発は、我が国における鉱物資源の安定確保上、極めて重要な施策である。
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１－２ 施策の政策的位置付け

（１）資源エネルギー庁が平成１８年５月に策定した「新・国家エネルギー戦略」にお

いて、エネルギー資源の太宗を輸入に依存する我が国にとって、エネルギー資源の

安定供給確保が重要な課題として「総合資源確保戦略の推進」が掲げられた。その

中で、我が国が競争力を有する製品の製造に不可欠なレアメタル等の鉱物資源の安

定供給の確保を図るため、リサイクルの促進や代替材料の開発等、総合的な対策に

取り組むことが謳われている。

（２）財政・経済一体改革会議が平成１８年７月に決定した「経済成長戦略大綱」にお

いて、新・国家エネルギー戦略にて掲げられた総合資源確保戦略の必要性が再掲さ

れ、電子部品、自動車などの製造に不可欠なレアメタル等の鉱物資源についても、

資源開発に対する支援、代替材料の開発やリサイクルの促進など、総合的な対策を

推進することが謳われている（平成２０年６月に経済財政諮問会議により改定。廃

小型電子・電気機器等からのレアメタルの高効率回収技術開発等の支援などが追記

される。）。

（３）同じく、平成１８年７月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針」において、新・国家エネルギー戦略等を踏まえた資源・エネルギー政策の

戦略的な展開として、石油、天然ガス、鉱物資源等の総合的な資源確保等を進める

ことが謳われている。

（４）経済産業省が平成２１年７月に策定した「レアメタル確保戦略」において、従前

から展開する４分野の施策（鉱物資源の探鉱・開発、リサイクルの推進、代替材料

等の開発、レアメタルの備蓄）を強化する観点から、レアメタルのうち、優先度が

高いと評価された重要な鉱種については、より一層の資源開発、リサイクル、代替

材料開発及び備蓄の各対策による取り組み等を、集中的・戦略的に行うべき旨、謳

われている。

（５）平成２２年６月に閣議決定された「新成長戦略」において、グリーン・イノベー

ションによる成長とそれを支える資源確保の推進の観点から、リサイクルの推進に

よる国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタル、レアアース等の代替材料など

の技術開発を推進するとともに、総合的な資源エネルギー確保戦略の推進が謳われ

ている。

（６）同じく、平成２２年６月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、レ

アメタルについては、需要拡大の見込みや特定国への偏在性や依存度、供給障害リ

スク等の観点から、リサイクルによる供給源確保や代替材料開発もあわせて推進す

ることにより自給率を、２０３０年に５０％以上とすることを目指す旨、謳われて

いる。
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１－３ 国の関与の必要性

「１－１ 施策の目的（３）レアメタルのリサイクル・代替材料開発・備蓄の課題」

で述べたとおり、レアメタルのリサイクルによる国内資源確保では、①価格の乱高下、

資源の偏在性等による供給不安を背景に、国産資源と位置付けられるレアメタルリサイ

クルへの機運が高まりつつあるが、回収ルート、抽出技術が未確立であること、②リサ

イクルは経済性の確保が課題であり、高価な金属を豊富に含み、回収し易い物が有利で

あるものの、金等を含む製品の一部や部材供給等で関係のある一部企業間に限定されて

いるのが現状である。

このため、非鉄金属資源の供給が逼迫し資源獲得競争が激化する中、我が国としてレ

アメタルの安定供給を確保するためには、我が国の資源開発企業等（鉱山会社、商社、

製錬会社、ユーザーなど）が協調・連携し、その事業実施上の特性に応じて安定供給確

保に努めることが基本であるが、現状では使用済み製品の供給に係る制約などがあり、

市場メカニズムのみで安定供給の確保が困難であるため、国の積極的な関与が必要であ

る。

２．施策の構造及び目的実現見通し

２－１ 施策の構造

各事業の技術体系を整理したロジックツリーを図３に示す。また、各事業の目的や進

捗を整理するとともに、中長期的なアウトカムを整理したロジックモデルを図４～６に

示す。
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トップダウン ボトムアップ
必要とされる施策

（Market）
市場ニーズ

（背景）

実現上の課題

（Function）
事業目標

技術（国の事業）

（Technology ）

鉱
物
資
源
課

事業（PRJ） 概要目標施策

副次的な課題本施策の事業として着手されていない課題

鉱
物
資
源
の
安
定
供
給

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

地球温暖化に
向けた国際的
取り組みの
加速

二酸化炭素
排出量抑制
への取り組み
が加速

資源セキュリ
ティ確保が急

務

BRICS成長
に伴なう非鉄
金属等の希
少資源の確
保が重要に

希少資源の
高効率・低エ
ネルギー消
費な確保

低品位・難処理鉱石か
ら効率的に有価金属を
回収するための、製錬
前処理技術、高効率有
用金属回収技術、製錬
残渣や有害元素の安定
化技術の開発に取り組
む。

低品位鉱石・難
処理鉱石に対応
した革新的製錬
プロセス技術の
研究開発

H21～H24

今後、普及拡大が見込
まれる製品の製造工程
において排出されるレ
アアースを含む不要物
など技術的・経済的に
抽出が困難なレアアー
ス含有物について、レ
アアース等有用金属の
リサイクル技術の研究
開発を行う。２０年度補
正より事業開始。

希土類金属等回
収技術研究開発
事業費補助金

H21～H24

既存の製錬工程に比較
して､大幅にｴﾈﾙｷﾞｰ消
費量を削減できる湿式
製錬技術を活用し､廃
小型電子･電気機器､廃
超硬工具等に含有され
る希少金属等を効率的
に回収する技術開発｡

希少金属等高効
率回収システム

開発

H19～H22

難処理鉱石等の選鉱に
よる製錬プロセスの効率
化

難処理鉱石等の製錬前
処理による製錬プロセス
の効率化

非鉄製錬における新規
貴金属回収プロセスの開
発

銅精鉱の浸出残渣処理
プロセスの開発

精鉱中の不用な元素等
不純物を分離・安定化す
る技術の確立

ガラス研磨剤からのレア
アース回収プロセスの低
コスト化

ガラス研磨剤からのレア
アース回収プロセスのエ
ネルギー使用合理化

廃小型電子・電気機器等
からのレアメタル回収技
術の省エネルギー・高効
率化

廃超硬工具からのレアメ
タル回収技術の省エネ
ルギー・高効率化

多様な希少資源の確保

及びその製錬処理の高効
率・省エネルギー化

使用済み希少資源の

回収技術の高効率・省エネ
ルギー化

未使用鉱石の

確保

未使用鉱石

製錬技術の改善

前処理の改善

製錬処理の改善

後処理の改善 製錬副産物の分離・
安定化

製錬処理の省エネル
ギー化

製錬処理の高効率化

前処理改善による
製錬品質の改善

レアメタル回収技
術の改善

要素技術の開発による
改善

貴金属
回収技術の改善

ベースメタル
回収技術の改善

全体回収プロセスの再
設計による改善

新回収技術の開発に
よる効率化

全体回収プロセスの
最適化による効率化

新回収技術の開発に
よる省エネルギー化

全体回収プロセスの
最適化による省エネ

ルギー化

新回収技術の開発に
よる低コスト化

使用済小型家電を中心
に特定の鉱種・部位を
対象として有用なベー
スメタルも同時に回収
可能な経済性のあるリ
サイクル技術を開発す
る。

小型家電等レア
メタルリサイクル
技術開発事業

H24～H27

所要の濃縮物、素子等を
対象とした最適な破砕、
分離・選別技術による省
エネルギー・高効率化

非鉄製錬プロセス等を利
用した新たな精製技術に
よる省エネルギー・高効
率化

【図３】技術体系（ロジックツリー）
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インプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

希少金属等高効率回収シス
テム開発

廃小型電子・電気機器等
及び廃超硬工具からの
省エネルギーなレアメタル

回収の可能化

プロジェクトの
アウトプット

金属メーカー
（リサイクル事業）

：インプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

①レアメタル回収技術の省エ
ネルギー・高効率化

廃小型電子・電気機器
等及び廃超硬工具から
のレアメタル回収技術

希
少
資
源
の

高
効
率
・低
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
な
確
保

鉱
物
資
源
の
安
定
供
給

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

補助金

（事業期間H19~22FY）

【図４】希少金属等高効率回収システム開発（ロジックモデル）
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プロジェクトの
アウトプットインプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

希土類金属等回収技術研
究開発事業費補助金

ガラス研磨剤からの省エ
ネルギーなレアアース回

収の可能化

金属メーカー
（リサイクル事業）

：インプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

①レアアース等有用金属の
リサイクル技術の開発

ガラス研磨剤からのレ
アアース回収プロセス

技術

希
少
資
源
の

高
効
率
・低
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
な
確
保

鉱
物
資
源
の
安
定
供
給

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

補助金

（事業期間H21~24）

【図５】希土類金属等回収技術研究開発（ロジックモデル）
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プロジェクトの
アウトプットインプット アクション カスタマー 直接アウトカム 中期のアウトカム・インパクト

国

民間団体等

低品位鉱石・難処理鉱石に
対応した革新的製錬プロ
セス技術の研究開発

低品位鉱石・難処理鉱石
の利用可能化

金属メーカー
（製錬事業）

：インプット（投入資源）

：アクショ ン（実施）

：アウトプット（成果）

：直接カスタマー

：アウトカム

：インパクト
：必要な要員・阻害要因

①前処理プロセスの開発

②低エネルギー製錬プロ
セスの開発

低品位鉱石・難処理鉱
石に対応した低エネル
ギー・高効率な製錬プロ

セス技術

補助金

③不純物分離・安定化プ
ロセスの開発

希
少
資
源
の

高
効
率
・低
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
な
確
保

鉱
物
資
源
の
安
定
供
給

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

低品位鉱石・難処理鉱石
の利用に伴なうエネルギ

ーの合理化

（事業期間H21~24FY）

【図６】低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発（ロジックモデル）
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２－２ 得られた成果

（１）希少金属等高効率回収システム開発＜事後評価事業＞

○目的・概要：

廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等はベースメタル（銅、鉛、亜鉛）及び貴金属（金、

銀、白金）のほか、数多くのレアメタルを含有しているが、現状では非常に高温で処理

する乾式製錬技術を用いて処理・回収されているため、多大なエネルギーを消費してい

る。また、回収可能な金属が銅、金などに限定されており、その他の希少金属は廃棄処

分されている。

このため、非鉄金属製錬技術を活用し、低温で革新的な回収工程の開発等を通じて、

省エネルギーの達成及び希少金属（インジウム、タングステン、レアアース等）の回収

向上を図る。

○研究開発期間：

平成１９～２２年度（終了済）

○予算総額：

約１０億円（※詳細は後述。）

【アウトプット】

・ 廃小型電子・電気機器等の解砕、物理選別、元素濃集の蓄積データ

・ 廃小型電子・電気機器等からのレアメタル回収技術

・ 廃超硬工具からのタングステン回収技術及び全体回収プロセス

【アウトカム】

・ 廃小型電子・電気機器等からの効率的で省エネルギーなレアメタル回収が可能なリサイ

クルプロセスの普及

・ 廃超硬工具からの効率的で省エネルギーなタングステン回収が可能なリサイクルプロセ

スの普及

（２）希土類金属等回収技術研究開発

○目的・概要

レアアースは、世界の埋蔵量の約３割、生産量の約９割を中国に依存していることから、

今後、中国が輸出抑制等に転じた場合の我が国への供給障害が生じる懸念がある。

このため、技術的・経済的な理由から再利用されずに廃棄されているレアアース含有物

について、製品或いは原料として再利用可能とする技術開発を行い、鉱物資源の安定供

給確保を図る。

具体的には、液晶パネルやハードディスク用ガラス等の表面精密加工処理に利用される

レアアース（セリウム等）を含む研磨廃滓等を対象に、レアアースの回収技術（研磨工程

時においてレアアースに付着する超微細ガラス粉や金属元素等の不純物を分離・除去する

ための、物理的・化学的な処理技術等）の研究開発を行う。

○研究開発期間：

平成２１～２４年度（４年計画）

○予算総額（予定）：

約７億円

【アウトプット】

・ ガラス研磨剤からのレアアース回収技術

・ 蛍光体からのレアアース回収技術

【アウトカム】

・ ガラス研磨剤及び蛍光体からの省エネルギーなレアアース回収が可能なリサイクルプロ

セスの普及

・ 研磨材、蛍光体の輸入レアアース原料の減少

（３）低品位鉱石・難処理鉱石に対応した革新的製錬プロセス技術の研究開発

○目的・概要
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我が国は、非鉄金属製錬原料のほぼ全量を海外から鉱石（精鉱）として輸入しており、

鉱物資源の安定供給確保を図る観点から、今後、流通量が一層増加することが見込まれ

る低品位鉱石や難処理鉱石を安定的に処理できる製錬技術を確立することで、鉱物資源

調達に係る我が国の国際競争力強化を図る。

低品位・難処理鉱石を安定的に処理できる製錬技術（①低品位鉱石・難処理鉱石から

のクリーンな高品位精鉱を得る選鉱技術、②低品位の精鉱から高効率に有用金属を回収

する製錬技術、③精鉱中の不要な元素等不純物を分離・安定化する技術）を開発する。

○研究開発期間：

平成２１～２４年度（４年計画）

○予算総額（予定）：

約１０億円

【アウトプット】

・ 低品位鉱石（不純物含有量の増加）に対応した製錬技術

・ 不純物（砒素）の安定貯蔵技術

・ 難処理鉱石（微粉鉱の増加）に対応した製錬技術

【アウトカム】

・ 低品位鉱石及び難処理鉱石の利用範囲拡大による製錬原料の確保

・ 低品位鉱石・難処理鉱石を用いた亜鉛・銅製錬の省エネルギー
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第３章 技術に関する事業の概要
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第３章 技術に関する事業の概要

【希少金属等高効率回収システム開発（プロジェクト）の概要】

１．事業の目的・政策的位置付け

１－１ 事業目的

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の家電４品目やパソコンは法律により再資源化が定められ

ており、携帯電話についても携帯電話会社による自主的な回収の努力が進められている。

しかし、ラジオカセットやCDプレーヤーなどの小型・携帯型オーディオやゲーム機、電話、電

卓など家庭で日常的に使用されている小型電子・電気機器は、回収ルートが確立しておらず、一

般廃棄物・不燃ごみとして堆積場に堆積されているのが現状である。これらの小型電子・電気機

器には、比較的高濃度で含有しているベースメタル（銅、鉛、亜鉛）及び貴金属（金、銀、白金）

の他、微量のレアメタル、レアアースが含有している。

こうした機器の一部（例えば携帯電話）は、既存の非鉄金属製錬技術・施設（主に乾式製錬）

を活用して処理されているが、金、銀、銅のみしか回収されておらず、微量に含まれるレアメタ

ル・レアアース等は、発生するスラグとなって、回収されていないのが現状である。

本技術開発の目的は、廃小型電子・電気機器からの希少金属回収を目的に、エネルギー負荷を

抑えるため物理的な方法による高濃度金属部位の分別方法を開発し、濃集部位に対して、化学的

な方法により、合理的な金属回収を開発することである。

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

超硬工具はタングステンの最大の需要分野であり、日本のタングステン総需要量の約8割を占

めている。超硬工具は、ユーザーによる使用済み工具や超硬工具の製作工程で生じる研削くずな

どがスクラップとなるが、回収されたスクラップ発生量の70％程度が海外に流出している。

現在国内で主に行われている固形スクラップを構成成分のまま粉末に再生する直接法による

リサイクルは、設備投資が少なく、薬品、エネルギーの使用が少ないことから、プロセスとして

は優れているが主成分であるＷＣ以外の成分の混入等により、使用製品に制限が生じ、リサイク

ルが進展しない現状がある。

一方、化学処理によるリサイクルはタングステンのバージン原料と同等の品質のタングステン

粉が得られるため、各種性能に応じた製品化が可能であるが、薬品を多く使うことやプロセスが

複雑であることから、リサイクル費用が嵩み、エネルギー消費や環境負荷の点が好ましくない。

従って、より簡単なプロセスによる化学的処理について技術開発を行い、回収率の向上を目指

すとともに、従来回収されていなかった超硬工具に使われているコバルトなどのレアメタルも回

収することを本プロジェクトの目的とする。

１－２ 政策的位置付け

中国をはじめとするBRICs諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国等）の経済成長によって、

生産活動に必要な各種資源の需要が国際的に増大するとともに価格高騰も継続している。

例えば、自動車におけるハイブリッド技術の進展やＩＴ分野におけるめざましい技術革新によ

る電気・電子機器といった製品の高機能化が急速に進む中で、高度なものづくりを支えるレアメ

タルについては、供給源の偏在性や資源ナショナリズムの動き、資源開発に伴う環境汚染問題な

どに起因する供給リスクが高まり、将来の事業成長の制約要因となる懸念が生じている。

このような状況の下、「第２章 技術に関する施策の概要」の「政策的位置付け」にて述べた、

平成１８年度来の政策方針等を踏まえ、我が国の産業基盤を支える金属資源の安定供給確保に資

する３Ｒ技術開発は、短期的にも中長期的にも重要な課題となっている。

経済産業省は、産業技術開発の将来的な羅針盤として２００５年(平成１７年)に「技術戦略マ

ップ２００５」(初版)を策定し、金属資源の３Ｒ技術開発は対象分野として位置付けられている。
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テーマ 金属資源３R

【技術の概要等】
BRICs等の経済拡大などにより、各種資源の安定供給に不安が生じてきている。特にわが国の産業基盤を支

える金属資源の安定供給は、ハイテクなど高付加化製品の製造にも影響するため、対策としての３R技術の開発
は重要である。
ここでは、金属資源の使用量を減らす技術、素材としてリユースする技術、元素レベルで抽出する技術等につ

いて、ロードマップとして取りまとめた。 また、当該技術分野の促進のためには、希少金属の３Rを含めたマテリ
アルフロー等のデータ整備等が必要である。

注目する施策目標

現状および実績値

想定する状況および値

【凡例】
集中的な開発時期開発準備時期 フォロー期間

技術開発以外の検討項目

短期 中長期

～ 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

鉄鋼 ３R3001

アルミニウム ３R3002

超微細粒鋼 ３R3003

溶融飛灰 ３R3004

フィルム焼スラッジ ３R3005

廃自動車 ３R3006

自動車触媒から白
金族回収

３R3007

自動車ＡＳＲ ３R3008

電池、永久磁石 ３R3009

ＰＣ、携帯等 ３R3010

ブラウン管TV ３R3011

薄型ディスプレー
のＩＴＯ

３R3012

廃触媒（硫酸製造
用等）からのバナ
ジウムＶの回収

３R3013

超硬工具からのﾀﾝ
ｸﾞｽﾃﾝ等回収

３R3014

埋立物 ３R3015

自動車部品等に
含まれる添加剤レ
アメタル

３R3016

携帯、ノートＰＣ等
の筐体、自動車部
品等に使用される
Ｍｇ

３R3017

複合素材等 ３R3018

各種レアメタルの
使用量削減

３R3019

燃料電池の電解
質膜、触媒等

３R3020

薄型ディスプレー
や自動車室内のＩＴ
Ｏ

３R3021

超硬工具、電子機
器・自動車用等
モーター類

３R3022

３R3023

３R3024

データ収集 ３R3025

分
離
・
回
収
技
術

分
離
・
回
収
技
術

金
属
資
源

（
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど

）

金
属
資
源

（
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど

）

技術No.

レアアースの回収

ブラウン管のリサイクル

銀回収等

貴金属（金銀）の回収およびレアメタル回
収（Ｌｉ等）

廃自動車触媒から白金族回収

ＡＳＲなど金属品位の低いものからの金属
回収

リデユース技
術

超硬工具からのタングステン（W)、コバルト
（Co)、モリブデン（Mo)等回収

高度前処理技術
（メタル等の分離＋均質混合技術）

製造工程での各種レアメタル使用量削減
技術（W, In, Nd, Dy等)

透明膜ＩＴＯのインジウムＩｎに替わるものの
開発

共通基盤技術

超硬工具のタングステン、モーター用磁石
からのディスプロシウムの代替素材開発

ボート、プリント基板、建設廃材のFRP（ガ
ラス長、短繊維）に含まれるホウ素のリサ
イクル

パネルから透明膜ＩＴＯ分離およびＩＴＯスク
ラップからインジウムリサイクル

廃触媒から低コスト、回収率向上技術（リ
サイクル寿命が10年～20年と長いのが特
徴）

高価で希少な白金系を代替するものの開
発

廃自動車からの電子機器分離の高効率回
収システム

スクラップ鉄と非鉄金属を低コストで分離･
回収する技術

溶融飛灰中の銅、亜鉛、鉛、カドミウム等
の回収技術

超微細粒鋼創製技術
（合金添加元素を含まぬ単純成分）

使用済み製品からのマグネシウム(Ｍｇ)回
収方法及びのリサイクル

その他

統計データの収集等

部品のリユース、レアメタル回収

破砕・粉末化技術

識別技術

アルミニウムの不純物無害化技術

詳細技術大分類 小分類

不
純
物
管
理
技
術

代替素材
開発

対象物等

Ａｌの不純物

環境調和型超微細粒鋼創製技術

ＡＳＲからの金属回収技術

液晶パネルからのＩＴＯ分離

飛灰中
金属回収

廃触媒から低コスト、回収率向上技術

白金系に変わる触媒等の開発

スクラップ鉄

複数回リサイクル国内スクラップ鉄鋼蓄積

12億t超

使用不可能濃度不純物濃度

の鉄スクラップ2～4億ｔ

スクラップ鉄と非鉄金属を低コストで分離･回収する技術

ｲﾝｼﾞｳﾑ代替物質でＩＴＯ製造する技術（酸化亜鉛等）

ダスト（20～25％）
その内、鉄8％、アルミ5.1％、銅4.
４％、亜鉛1.1％、鉛0.2％

ＡＳＲ（約80万ｔ）

管理型処分場へ
リサイクル率85％（02）

→95％以上（15年）

埋立処分量15年までに1996年の

1/5以下

スパッタリング工程で発生するスクラップはリサイクル済 製品からの回収はされていない（経済的にリサイクル採算合わない）

世界のラインパイプ需要継続、鋼材の高抗張力化需要
世界的需要増と生産減（南ア、豪州）供給先確保問題

国内バナジウム原料のソースであり重要（2003年：798ｔ）

廃自動車触媒から
白金族回収

回収率50％（中古車輸出分未回収）
輸出中古車の触媒回収を進める制度必要

ただし、輸出中古車の性能はそれぞれの国情に合わせた代替触媒を充填することがＰＬ紛争回避のため必要

レアメタル等のマテリアルフローおよびリサイクル統計データ等整備

高度前処理技術（メタル等の分離＋均質混合技術）

レアメタル使用抑制

スクラップ発生量5千万ｔ/ｙ スクラップ発生量6千万ｔ/ｙ

スクラップから自動車のモーター、ハーネス等の銅を分別（当面：易解体、光ファイバーによる使用量削減、

将来：社内無線等銅使用量減少）

Ａｌ国内需要量3693千ｔの内約23％リサイクル（缶類82％、その他19％）

貴金属回収

携帯電話自主回収5割未満：金（リサイクル率40％）、銀30％

レアメタル（Ｌｉ等）回収技術（低コスト：経済性問題）

日本Ｉｎ需要世界1位419ｔ（2003）8割ＩＴＯ20％増加

液晶ＴＶ5900万台、プラズマ1160万台世界のＴＶの37％占める（2009年）

使用済み電池、磁石の回収できてない

製造工程のスクラップのリサイクル率95％以上。

それ以外はリサイクルされてない。

国内リサイクルコスト高＞バージン材

中国で処理されている

低コストリサイクル技術

輸入量：6119ｔ

中国：6116ｔ

その他：3ｔ

湿式還元法＋電気分解で
高回収効率等（新技術開発）

既存の回収技術は昇華ロス大

出典 日刊市況通信H15.11.12
出典 （社）日本鉄リサイクル工業会（HP）

出典（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典:（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典:（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構

「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典 政策投資銀行

「使用済み自動車リサイクルを巡る展望と課題」

自動車部品のリユース（部品の海外輸出の抑制等）

ダイキャスト製品（自動車部品）、射出成型品（筐体）
回収方法及びリサイクル技術開発

製造工程の屑はリサイクルされている

中古車500万台（輸出約100万台）：部品としてリユース20～30％、

素材としてリサイクル50～55％合計して再資源化率75～89％

使用済みＦＲＰ廃棄物：他材料との複合体、不純物汚染再資源化困難

易分解、単成分化で含有元素ホウ素リサイクル

分離が困難なものについて、適切なマテリアルフローを実現するための
社会システムの構築

出典（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 「鉱物資源マテリアル・フロー2004」

出典 政策投資銀行 「使用済み自動車リサイクルを巡る展望と課題」

主な需要量
アルミ合金添加剤:19014t/y
ダイキャスト:9,769t/7
射出成型品:2,857t/y

構成金属の簡易識別技術

粉末冶金製品の破砕・粉末化技術

製造工程での各種レアメタル使用量削減技術（W,
In, Nd, Dy等)

超硬工具から回収技術の確立 低コスト回収技術の確立

ﾏﾃﾘｱﾙﾌﾛｰ勘定の規格化

低濃度から高濃度への濃縮工程、パネルからのインジウム回収技術（低コスト化）

ファンネルガラスからのPb効率的回
収

ハイブリッド車 Liイオン電池からのレアメタル回収

超硬工具のW、磁石用Dyの代替材料
開発

廃自動車からの電子機器分離

の高効率回収システム開発

【図７】技術戦略マップ２０１０（金属資源３Ｒの詳細技術ロードマップ）
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１－３ 国の関与の必要性

希少金属は、鉄鋼などの素材産業から携帯電話やパソコンなどの電子産業に至る広範な産業分

野で利用され、我が国の国民生活を支えている必要不可欠な物質であるが、中国、南アフリカ、

ロシア等の少数の国に偏在して賦存している場合が多く、特にタングステンについては中国が生

産量の約8割を占める。

今後、中国の経済発展に伴う内需拡大により輸出制限など措置が取られた場合、我が国への供

給障害が生じ、ひいては我が国経済活動に多大な悪影響を及ぼすことが懸念される。

このため、廃小型電子機器類や廃超硬工具からの希少金属の効率的な回収技術は、循環型経済

社会システム構築に寄与するだけではなく、我が国の希少金属等の鉱物資源の安定確保にも寄与

するという観点からも重要なあるため、国を挙げて取り組むべき課題である。

２．研究開発の目標
２－１ 研究開発目標

２－１－１ 全体の目標設定

廃小型電子・電気機器からエネルギー負荷を抑えた物理的手法による高濃度金属部位の濃集分

別方法を開発すると共に、濃集した金属部位から化学的な方法により合理的に金属を回収するこ

とを目的とする。

また、廃超硬工具については、現状リサイクルフローよりコストや環境負荷の低減が図れるよ

り簡単な化学的リサイクルフローを確立し、タングステンや従来回収されることが少なかったコ

バルト等のレアメタルを回収することを目的とする。

表１ 全体の目標

目標・指標 設定理由・根拠等

各元素の回収率の及び使用エネルギー削減

の数値目標を設置した。

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属

回収

・Au、Ag、Cu、Ni回収率：95%

・In：90%

・Ta、レアアース：80%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属

回収

現状では廃小型電子・電気機器のリサイク

ルは、1,300℃以上の高温で処理する乾式製錬

技術により処理されているため多くのエネル

ギーを消費している。よって、低温で処理で

きる浸出処理等による回収技術の開発を目指

すものである。また、乾式製錬技術によるリ

サイクルでは金や銅など一部の金属が回収さ

れるが、レアアースやタンタルなど回収され

ないレアメタルが多いため、レアメタルの高

回収率を目指すものである。

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

・Ｗ：95%

・Co、Ta：90%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

従来の廃超硬工具リサイクル方法は、酸化

焙焼によるエネルギー消費量が多いことや、

薬品を大量に使用するため環境負荷が大き

いという問題があった。よって、使用エネル

ギーを削減でき、薬品使用量を削減できる回

収技術の開発を目指すものである。また、こ

れまでのタングステン回収率は約90％であ
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るため、これを95％まで引き上げると共に、

これまで回収されていなかったタンタル、コ

バルトの高回収率を目指すものである。

２－１－２ 個別要素技術の目標設定

「テーマＡ 廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収」の個別要素技術の各研究について

図2-1に体系図を示す。

図2-1 廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収の体系図
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図2-2に「テーマＢ 廃超硬工具からのタングステン等の回収」の研究体系図を示す。なお、

住友電気工業グループ（住友電気工業㈱、住友電工ハードメタル㈱、㈱アライドマテリアル）は、

新規回収フロー全体について研究を実施している。三菱マテリアルグループ（三菱マテリアル㈱、

日本新金属㈱）は平成19年度に「イオン交換等による直接変換」についてのみ研究を実施してい

る。

図2-2 廃超硬工具からのタングステン等の回収の体系図

表２に個別要素技術の目標を示す。

表２ 個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等

Ａ.廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

(1)廃小型電子・電気機

器の高度分離システ

ムの開発

・廃小型電子・電気機器の基板

や電子部品の元素含有状況

の確認し、マッピングデー

タの蓄積を行う。

・磁選や渦電流選別により分

離された部品の元素組成を

分析し、組成データの蓄積

を行う。

基板や部品の元素（レアメ

タルや有害元素）の含有状況

や磁選や渦電流選別によって

集積された部品の元素組成を

明らかにし、それらのデータ

蓄積を行う。将来的に蓄積さ

れたデータを、部品の物理選

別手法の開発・確立に利用す

る。

(2)粉砕物選別および部

品選別によるPC･携帯

電話基板からの希少

金属の濃集

・物理選別を行うことにより

得られる破砕産物の粒径ご

との元素組成を分析し、各

元素の濃集状況を把握する

ことによりデータの蓄積を

廃小型電子・電気機器のよ

り効率的な解砕、物理選別の

手法を開発・確立するために、

物理選別による粒径毎の元素

濃集データの蓄積を行うと共

住友電気工業グループ

(フロー全体の研究)

三菱マテリアルグループ

(イオン交換のみの研究)
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行う。

・部品解砕装置(パーツセパレ

ーター)による基板の粉砕

特性をより詳細に把握する

ために、解砕シミュレーシ

ョンを作成する。

に、物理選別による元素濃集

を行うためにより良い解砕条

件を求めるための解砕シミュ

レーションを構築する。

(3)粉砕基板の物理選別 ・廃小型電子・電気機器を粉

砕し物理選別を行うことに

より希少金属を濃集させる

試験を行うことにより破

砕、選別、濃集のデータを

蓄積する。また、そのデー

タを利用した、素子の選別

シミュレーションの概念を

検討した。

・比重選別方法としての気流

選別機の有効性を確認する

と共に、そのデータを蓄積

する。また、気流選別機の

実用化に向けたデータの蓄

積を図る。

廃小型電子・電気機器の解

砕、物理選別の手法を開発・

確立するために、基板などか

ら剥離した素子について、物

理選別（気流選別）による元

素濃集データを蓄積すること

により、将来的に気流選別機

や電子素子選別シミュレーシ

ョンを開発する。

(4)廃小型電子・電気機

器からの金属の回収

・廃携帯電話機から破砕、物

理選別することにより一次

濃集物を得る方法を検討す

ると共に一次濃集物のレア

メタル含有量を把握する。

・一次濃集物からレアメタル

を回収するための物理的、

化学的分離方法を開発す

る。

・タンタルコンデンサが濃集

した試料からのタンタル回

収のための物理的、化学的

方法を開発する。

廃小型電子・電気機器から

破砕、物理選別によりレアメ

タルを濃物させる方法を開発

すると共に、濃集物からレア

メタルを効率的に回収するこ

とができるフローを開発す

る。また、タンタルコンデン

サから効率的にタンタルを回

収するフローを開発する。

(5)タンタルコンデンサ

の乾留処理による金

属タンタルの未粉化

回収

・タンタルコンデンサの構造

及び各元素の存在状況を把

握する。

・タンタルコンデンサを窒素

中で乾留した場合と大気中

で熱分解処理した場合の、

タンタル濃集状態を把握す

る。

タンタルコンデンサを酸化

焙焼するとタンタル焼結体が

容易に粉化し、樹脂中のシリ

カ等が混入してタンタル品位

が低下することが分かってい

る。そこで窒素中での乾留、

大気中での熱分解処理により

タンタル焼結体の粉化を抑え

ることによりタンタルを高品

位、高回収率で回収する手法

を開発する。

(6)廃プラスチックや廃

基板類からの脱ハロ

ゲンと金属回収技術

の開発

・廃プラスチックや廃基板類

に含まれる臭素系難燃剤の

熱分解に伴う各元素の臭化

揮発反応を、熱重量分析に

て確認する。

廃プラスチックや素子類を

取り外した廃基板類の焼成に

伴う臭素系難燃剤の臭素化揮

発により、焼成灰と飛灰（BF

灰）への金属の分配を確認し、
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・廃プラスチックや廃基板類

の焼成によって起こる臭素

化揮発を利用した希少金属

等の回収方法を開発する。

最適な条件を検討することに

より、臭素化揮発による廃プ

ラスチック等からの希少金属

やベースメタルを回収するフ

ローを開発する。

(7)マイクロバブルを用

いた新規分離プロセ

スの開発（Nd-Fe-B系

磁石）

・レアアース磁石からレアア

ースを浸出する際に発生す

る水酸化鉄スラリーのマイ

クロバブルによる浮上分離

効果を把握する。

・レアアースの溶媒抽出プロ

セスにおいて、有機相のエ

マルジョン化、マイクロバ

ブルによる浮上分離によっ

てレアアースを回収する効

果を把握する。

湿式プロセスを用いた

Nd-Fe-B系磁石リサイクルの

課題のひとつである、酸浸出

後のｐH調整時に発生する水

酸化鉄殿物の回収に関して、

マイクロバブルを利用した浮

上分離の効果を確認し、リサ

イクルプロセスへの適用を検

討する。

また、Nd及びDyを回収する

一般的な溶媒抽出法におい

て、より効率的に抽出するた

めに有機相のエマルジョン

化、マイクロバブルによる有

機相分離の効果を確認し、リ

サイクルフローに反映させる

ことを検討する。

(8)湿式製錬の手法を適

用した廃棄物からの

希少金属の分離回収

（Nd-Fe-B系磁石）

・Nd-Fe-B系磁石を粉砕して酸

化焙焼したものについて、

Feを極力浸出させず、レア

アース（Nd、Dy、Pｒ）を多

く浸出させる酸化焙焼及び

浸出条件を求める。

・レアアースを浸出した溶液

からレアアースを分離回収

するために、溶媒抽出方法

を検討し、最適なフローを

開発する。

溶媒抽出を用いたレアアー

スの分離回収を行う場合、阻

害要因となる鉄を対象溶液中

に極力少なくするため、

Nd-Fe-B系磁石の酸化焙焼及

び酸浸出の最適条件を確認す

ると共に、溶媒抽出によるレ

アアースの最適な回収フロー

を開発する。

(9)LCA(ライフサイクル

アセスメント)調査

Au、Ag、Cu、Ni、In、Ta、レ

アアースについて、本事業に

より開発された回収プロセス

と鉱石から各元素を精製する

プロセスとを比較することに

より、使用エネルギー量の削

減効果を求める。

廃小型電子・電気機器等か

らの希少金属回収についての

本事業における開発リサイク

ルフローの使用エネルギーと

従来サイクル（鉱石から各元

素を得る）の使用エネルギー

とを比較することにより、使

用エネルギーの削減率を求め

る。

Ｂ．廃超硬工具からのタ

ングステン等の回収

・廃超硬工具の溶融塩溶解の

最適フロー及び条件を検討

する。

・タングステン酸アンモニウ

ムを得るために、従来のリ

サイクル方法より薬品使用

量を削減できる方法（イオ

ン交換法）の検討を行う。

従来の廃超硬工具リサイク

ル方法は、エネルギー消費量

が多く、薬品を大量に使用す

るため環境負荷が大きいとい

う問題があった。また、低エ

ネルギーのリサイクル方法で

は、W単体分離ができないた

め、利用範囲が制限される問
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・タングステン酸アンモニウ

ムからパラタングステン酸

アンモニウムを晶出させる

ための条件を検討する。

・リサイクル工程で発生する

アンモニアを含んだ廃水及

び廃ガスからアンモニアを

回収して使用するフローを

開発する。

・実証規模の試験により目的

物であるAPT/WO3が得られる

ことを確認する。

題もあった。

廃超硬工具からAPT/WO3の

形で回収する省エネルギーで

環境負荷の小さい新たなリサ

イクルフロー（溶融塩溶解、

イオン交換を組み込む）を開

発する。また、事業化をめざ

すために実証規模の研究を行

う。

３．成果、目標の達成度

３－１ 成果

３－１－１ 全体成果

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

廃小型電子・電気機器を破砕する際に、後の金属回収に有利となるように部品・素子・粉砕

物を目的元素ごとに濃集させることが必要である。そのためにどのように破砕を行い、どのよ

うな物理選別（パーツセパレーター、気流選別機等）を行うことが最も効果的な分離・濃集を

実現できる選別システムとなるかを評価するための部品・素子・破砕物の元素マッピングデー

タ、物理選別による元素濃集データ等を集積した。また、パーツセパレーターによる金属元素

濃集につながる破砕条件を求める解砕シミュレーションを作成した。さらに、気流選別機によ

る素子選別が効果的であることを確認すると共に、将来の気流選別機実用化に向けた素子挙動

のデータを収集した。

廃小型電子・電気機器から分離濃集された部品・素子・粉砕物の一次濃集物からのタングス

テンやタンタル等の回収フローを開発すると共に、タンタルコンデンサからのタンタル回収フ

ローを開発した。

また、Nd-Fe-B系磁石からNd、Dy等のレアアースを溶媒抽出により回収する技術を開発した。

さらに、廃プラスチックや廃基板類を燃焼（焼成）することにより、それらに含まれる臭素系

難燃剤による臭素化揮発が起こりレアメタル及びベースメタル等を回収できることを確認し

た。

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

従来の廃超硬工具リサイクル方法に比べて、使用エネルギー及び使用薬品量を削減させるため、

アルカリ抽出方法を溶融塩溶解方法へ変換すると共に、不純物を取り除くために大量の薬品を使

用していた工程をイオン交換法の導入により使用薬品量を大幅に削減することが可能となった。

また、開発フローにおいては工程数も少なくなり使用エネルギーも削減が可能となった。な

お、平成21～22年度において実証試験を行い、タングステンリサイクルの目的物であるAPT/WO3

を得ることを確認すると共に、省エネルギー、薬品使用量削減となることも確認した。
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図3-1 超硬工具リサイクルフロー（従来フローと開発フロー）

３－１－２ 個別要素技術成果

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

（１）廃小型電子・電気機器の高度分離システムの開発

廃小型電子・電気機器に含有されるレアメタル等は、磁石やタンタルコンデンサなどのよう

に単独部品に濃集しているものと、部品中に全体的に含まれているものがある。廃小型電子・

電気機器を破砕・選別を行う上でレアメタル等の存在状態（位置、濃度分布）を明らかにして

おくことが、物理選別のフロー設計等にも役立つと考えられる。よって、廃小型電子・電気機

器の基板、基板上の素子・部品について蛍光XRF注1)により元素マッピング分析を行いデータを

蓄積した（図3-2、図3-3）。

図3-2 携帯電話基板の元素マッピング像

Cu

S Fe Ni

Ga Ag Zn

透過X線像
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図3-3 携帯電話スピーカー断面の元素マッピング像

廃小型電子・電気機器を破砕・選別後の産物は、分離性や粒度依存性により含有元素に違い

が生じるものと考えられる。図3-4に示す破砕・選別フローにより得られた磁着物と非磁着物そ

れぞれの粒径毎について蛍光XRF分析により元素品位分析を行い、データを蓄積した（図3-5）。

図3-4 廃小型電子・電気機器破砕・選別フロー
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図3-5 本体破砕物におけるFe、Ni、Cr品位分布

また、Inのリサイクルに関して、既存のリサイクルフローの情報収集及び企業情報の収集結

果よりInの回収率を計算したところ、90％となった。なお、廃小型電子・電気機器に含まれるIn

の含有量は少ないため、回収フロー確立の優先順位としては低いと考えられたことから、本事業

では回収フロー検討まで行わなかったものである。

注1) 蛍光 XRF（蛍光Ｘ線分析法）：固体・液体試料にＸ線を照射し、試料から放出される元

素固有の特定Ｘ線を検出することにより試料中の元素を定性・定量的に測定する。

（２）粉砕物選別および部品選別によるPC･携帯電話基板からの希少金属の濃集

廃小型電子・電気機器を破砕し、物理選別を行うことによりレアメタル濃集物や有害元素

濃集物等に相互分離できることを確認するものである。

廃小型電子・電気機器をパーツセパレーター等により粉砕して基板、部品類（2㎜以上）、

粉砕物（2㎜以下）に分離して、部品類と粉砕物について粒径ごとに物理選別（比重選別、

磁力選別、渦電流選別等）を行うことにより、レアメタル等の各元素の濃集状況を把握した。

図3-6にレアメタル濃縮の基本フローを示す。また、図3-7に粉砕物の物理選別フローと濃集

元素品位を、図3-8に部品の物理選別フローと濃集元素品位（Ni）を示す。
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G D
0.97   3.29
0.94   3.72
0.18   1.19
0 0
0.12   6.86
0 0
0.01   4.15

G D
Cu   21.7    4.30
Fe      5.84  1.34
Ni      1.20  4.63
Ta      0       0
Ag     1.39  4.46
Pd      0       0
Co      0.02  0.75

G D G D
Cu   12.0     16.4     Fe   0.45  0.72
Ni      3.50   33.3     Ta   0       0
Ag     0.96   21.3     Pd   0       0
Co     0.04   11.6

G D G D
Cu   4.40  5.17   Fe  63.2   86.3
Ni   5.57   45.3 Ta     0        0
Ag  0.99   18.9   Pd    0        0
Co  0.12 32.3

廃DSU基板 0.25-0.5 mm

Wilfleyテーブル選別（20度衝程5 mm）

重産物 軽産物

FD磁選

磁着物
非磁着物

RR磁選

良導体 不良導体

静電選別

非磁着物

良導体 不良導体

静電選別

G :品位(wt%)
D :分配率(%)

Feed           G (wt%)     
Cu 10.4      Fe     8.94
Ni 1.50      Ta     0.02
Ag    0.64      Pd     0.07
Co    0.04 

G D
Cu   16.1     49.4
Fe      2.17     7.69
Ni      0.13     2.73
Ta      0.02   37.2
Ag     0.70   33.6
Pd      0        0
Co     0.069 49.0

G D
53.8     21.5
0.56     0.26
4.70     12.9
0.29     62.8
2.15     13.9
1.66   100
0.02       2.11

磁着物

図3-7 粉砕物選別フロー及び選別元素の品位・分配率

図3-6 レアメタル濃縮の基本フロー
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図3-8 物理選別処理フローの各産物におけるNiの品位・分配率（廃通信基板）

※FD磁選：ﾌｪﾗｲﾄﾄﾞﾗﾑ型磁選機（表面磁束密度；1,500G）

RR磁選：ﾚｱｱｰｽ型磁選機（表面磁束密度；8,000G）

廃小型電子・電気機器を粉砕し部品、破砕物、基板（部品なし）と分離した後、物理選別

を行うことにより各元素の濃集物が得られること分かった。より高濃度な濃集物を得るため

のパーツセパレーター粉砕について、離散要素法を用いた解砕シミュレーションによる基板

からの素子分離の適正条件を得るモデルを作成した（図3-9、図3-10）。

図3-9 電子基板モデル（固着粒子モデル）
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図3-10 固着粒子モデルによるシミュレーション概要（回転速度500rpm）

（３）粉砕基板の物理選別

廃小型電子・電気機器の基板から剥離した素子に対して、物理選別技術によって特定の希

少金属を濃集することができるかを確認すると共に、物理選別と濃集のデータを蓄積し、素

子選別のシミュレーションソフトの開発につなげることを目的に研究を行った。

廃小型電子・電気機器を粉砕し、粒径による元素含有割合を分析した（図3-11）。また、

希少金属元素の粒度依存性を検討したところ、細粒側に濃集する元素が多いことを確認した

（図3-12）。
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図3-11 携帯電話粉砕物（2㎜以下）の成分割合

図3-12 試料中元素の濃度と粒度依存度

電子素子類の粒度分布（-0.25㎜～+30㎜）を見ると、タンタルコンデンサや抵抗など比較的

狭い範囲で粒径がそろっていることから、粒径によるスクリーニングは効果があることが分か

った。また、タンタルコンデンサについては濃集する径4～4.75㎜に絞ると比重2.88～4.08の

領域がタンタルコンデンサのみとなっており、比重選別で効率的に回収できる可能性があるこ
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とが分かった。このタンタルコンデンサを比重選別する方法として気流選別機が有効であるこ

とが確認できた。図3-13に気流選別機の概要を示す。図3-14にタンタルコンデンサの選別結果

を示す。なお、気流選別機については、複数成分の分離を可能とする、連続供給型とするなど

の改良要素があるため、本研究では、運動解析等のデータの収集も行っている。

図3-13気流選別機の概略図

図3-14 タンタルコンデンサの選別結果

将来的に、リサイクルしたい小型電子・電気機器の種類を入力するだけで電子素子の選別方

法や回収率・品位を示すことのできる、選別シミュレーションを作成するために、本研究の破

砕、物理選別、濃集のデータを蓄積している。図3-15に選別シミュレーションの概念図を示す。
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図3-15 選別シミュレーション概念図

（４）廃小型電子・電気機器からの金属の回収

廃小型電子・電気機器を物理的に選別することにより得られたレアメタル濃集産物から化

学的方法によって抽出回収する方法を検討した。本研究では、廃携帯電話機により検討を行

っている。

廃携帯電話機を破砕し物理的選別を行うことにより、タングステン及びレアアース等の含

有率が高い一次濃集物とタンタル、ニッケル、銅等の含有率が高い一次濃集物に分けられる

ことが確認できた。（図3-16、表3-1）。

図3-16 一次濃縮物作成フロー
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表3-1 一次濃縮物の分析結果

W・RE一次濃集物は硫酸加圧浸出工程（溶出液：硫酸（50g/L）、酸素ガス充填圧力：1.0Mpa、

浸出時間：5時間、浸出温度：160℃、固液比：5%）により、RE浸出液とW残渣に分けられる。

RE浸出液は芒硝沈殿法とシュウ酸沈殿法を組み合わせることにより、一次濃集物の約90%の

REが回収できた（RE品位；99%（酸化物として））。W残渣は湿式テーブル比重選別機で選別

した後、酸洗浄（塩酸：1+4塩酸、浸出温度：90℃、洗浄時間：4時間）し、さらに湿式テー

ブル比重選別機により不純物を除去し、一次濃集物の約85%が回収できた（W品位；80%）。

図3-17にタングステン回収フローを示す。

図3-17 タングステン回収フロー

Ta・Ni一次濃集物は塩酸浸出工程（溶出液：1+9塩酸、浸出時間：8時間、浸出温度：90℃、

固液比：10%）によりNi・Cu浸出液とTa残渣に分けられる。Ni・Cu浸出液は、硫化物沈殿法（Na2S

液添加、ｐH：0.5以下、ORP：0mV以下）によりCuが回収され（回収率はほぼ100%）、脱Cu液の

ｐHを3とし、ORPを0～50mVに調整して硫化沈殿を行うとZnが沈殿除去され、さらにｐHを3以上、

ORPを-100～200mVとして硫化沈殿を行うとNi殿物が得られる。Ni回収率はほぼ100％であった

（Ni品位；35%）。

Ta残渣は、湿式テーブル比重選別機によりTaを濃集し、酸洗浄（塩酸：1+4塩酸、浸出温度

：90℃、洗浄時間：4時間）によりCuやNiを除去する。さらに、フッ化水素酸により溶解（60

℃、4時間）し、浸出液を蒸発乾固、焼成した結果、一次濃集物からのTa回収率は73％となっ

た（Ta品位；25%）。図3-18にタンタル回収フローを示す。
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図3-18 タンタル回収フロー

一方、物理選別によりタンタルコンデンサのみを集め、そこからタンタルを回収する研究も

行った。タンタルコンデンサを破砕し、篩により微粉除去、磁力選別1によりFe及びNi除去、

比重選別により樹脂等の除去、磁力選別2によりCu低減、塩酸処理によりMn、Zn、Cu除去、焙

焼によりWを酸化、NaOH処理によりWを除去する回収フローを作成した（図3-19）。回収結果を

表3-2に示す。このフローによるTa回収率は81.7％、Ta品位は95.9%を得た。

図3-19 タンタルコンデンサからのタンタル回収フロー
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表3-2 タンタルコンデンサからのＴa回収フローによるＴa回収試験結果

（５）タンタルコンデンサの乾留処理による金属タンタルの未粉化回収

タンタコンデンサからTaを回収するために、タンタルコンデンサを酸化焙焼すると衝撃に

より簡単に粉化するため、樹脂中のシリカが物理的に混入していると考えられることから、

酸化焙焼ではなく還元乾留により粉化せずにタンタル焼結体を回収する手法を目指す。

タンタルコンデンサの構造を文献により確認すると共に、元素存在状況をSEM-EDXにより

分析を行った。図3-20にタンタルコンデンサの構造の一例を示す。タンタル粉末を焼結した

ペレットを陽極とし、その回りを誘導体のTa2O5、二酸化マンガン（または導電性高分子）が

被覆し陰極を形成し、グラファイト層、Ag層で陰極層を外部に引出し、タンタルワイヤ（＋

極）とAg層（－極）がリードフレームに接合され、難燃エポキシ樹脂等の樹脂にモールドさ

れている。

また、SEM-EDXによるタンタルコンデンサの横断面の元素マッピング状況を図3-21に示す。

構造が示すとおり、タンタル焼結体の表面にはMnO2がコーティングされ、その上にAgがコー

ティングされている。さらにその上を臭素系難燃樹脂が覆い、その中にはシリカも検出され

ている。

図3-20 タンタルコンデンサの構造図
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図3-21 タンタルコンデンサ（横断面）の元素マッピング

タンタルコンデンサからのTa回収する方法として、乾留による炭化（窒素中 500oC, 60min）

ならびに大気中での熱分解（400~500oC, 10 min）を行った。両者とも簡易的な粉砕で処理後の

樹脂残渣をタンタル焼結体から分離でき、樹脂中のシリカの混入を抑制できることを確認した。

図3-22に窒素中における乾留処理フロー図を図3-23に大気中熱分解処理フロー図を示す。

図3-22 窒素中乾留処理フロー図
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図3-23 大気中熱分解処理フロー図

回収されたタンタル焼結体に酸化処理（650oC）を施すことにより、純度97～99mass%の五酸化

タンタル（Ta2O5）粉末を得ることが出来た（表3-3）。なお、Ta2O5粉末には僅かのMnO2が含まれ

ており、酸溶解で除去するとTa2O5純度が99.4%まで向上した。

Sample Ta2O5

mass%

MnO

mass%

SiO2

mass%

NiO

mass%

P2O5

mass%

KEMET

(Carbonization)

98.67 1.00 0.08 0.10 0.15

NEC

(Carbonization)

98.18 1.63 n.d. 0.09 0.07

Matsuo

(Carbonization)

96.31 3.69 n.d. n.d. n.d.

KEMET

(Thermal

decom.)

98.28 1.46 n.d. 0.09 0.16

NEC

(Thermal

decom.)

97.10 2.78 n.d. 0.10 n.d.

Matsuo

(Thermal

decom.)

99.59 0.30 n.d. 0.11 n.d.

表3-3 タンタル焼結体の酸化処理によるTa2O5分析結果

（６）廃プラスチックや廃基板類からの脱ハロゲンと金属回収技術の開発

廃プラスチックや廃基板類には、ベースメタルやレアメタルが少ないながらも含まれてい

ることから、これらの金属を効果的に回収するフローを検討するための1つの方法として臭

化揮発による金属回収の検討を行った。

臭素系難燃剤のTBBPA（テトラブロモビスフェノールA）の熱分解機構の解明及びそれに伴

う金属成分の臭素化機構の解明を目的に熱重量分析（TG分析）を行った。その結果、TBBPA



- 42 - 
 

単独では250℃付近から揮発・熱部分解が始まり、300℃を超えると重量減少が完了し、330

℃でほぼ完全に揮発・分解が完了していることを確認した（図3-24）。

TBBPAとSb2O3、TBBPAとFe2O3、TBBPAとZnO、TBBPAとPbOを混合した試料による熱重量分析の

結果、臭化された各元素の揮発温度を確認した。PbBr2は410℃付近から、SbBr2は310℃付近

から、FeBr2は500℃以上で、ZnBr2は340℃付近から揮発されることが確認できた。これらの

金属の臭素化はTBBPAが熱分解して生成したHBrにより進行していると考えられた。図3-25に

TBBPAとPbOの混合した場合の熱重量分析結果を示す。

図3-24 TBBPAの熱重量分析結果

図3-25 TBBPA-PbO混合物の熱重量分析結果

臭化揮発基礎実験炉を設置して廃小型電子・電気機器の基板を使用した基礎試験を実施した。

その結果、焼成することにより臭化揮発が起こり、焼成灰には臭素がほとんど含まれないこ

とが確認できた。この焼成灰は既存の製錬原料とできることが分かった。ただし、臭化が揮発

する際に銅、銀、鉛、亜鉛等が臭化物としてバグフィルターに捕集されたため、焼成の最適条

件を求める必要があることが分かった。図3-26に臭化揮発基礎実験炉のフロー図を示す。

また、表3-4に臭素揮発温度毎の焼成灰及びBF灰の元素濃度を示す。図3-27に臭化揮発温度

600℃及び700℃における各元素の焼成灰とBF灰への分配率を示す。本研究におけるAu、Ag、Cu、

Niの回収率はAu:91.1％、Ag：90.0％、Cu:92.4％、Ni:99.8％を得た。
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図3-26 臭化揮発基礎実験炉のフロー図

表3-4 臭素揮発温度毎の焼成灰及びBF灰の元素濃度
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図3-27 臭化揮発温度600℃、700℃における各元素の焼成灰とBF灰への分配率

（７）マイクロバブルを用いた新規分離プロセスの開発（Nd-Fe-B系磁石）

Nd-Fe-B系磁石リサイクルにおける酸浸出後のｐH調整により発生する水酸化鉄殿物の除

去が大きな課題の一つである。よって、水酸化鉄殿物の除去を簡便に行う方法を検討した。

本研究では水酸化鉄殿物スラリーにマイクロバブルを発生させ、殿物を付着させると共に、

超音波照射によりマイクロバブルの凝集を促し水酸化鉄殿物を浮上除去することを検討し

た。

非晶質の水酸化鉄（フェリハイドライト）を使用したスラリーを作成し、非イオン性界面

活性剤（TritonX-100及びドデシル硫酸ナトリウム（SDS））を添加した。マイクロバブルを

発生させ、そこに超音波を照射して浮上分離状況を確認した。試験装置を図3-28に示す。浮

上分離状況を図3-29に示す。この結果、照射する超音波条件は、430kHz/600Wであった。
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図3-28 水槽内カラム型実験装置

図3-29 フェリハイドライトスラリーの浮上分離状況

本試験が有効であったことから、スケールアップ試験として図3-30に示す試験装置による試

験を行ったが浮上分離はできなかった。これは超音波照射がカラムの底からのみ行われる仕組

みであるためと考えられた。よって、図3-28の試験装置のように超音波がスラリー全体に伝わ

るような装置の最適化が必要であることが分かった。
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図3-30 円筒水槽型実験装置

一方、Nd-Fe-B系磁石からのNd及びDy分離回収として行われる溶媒抽出プロセスにおいて、時

間短縮のための方法として強撹拌による有機溶媒相と水相の接触面積を増大させることが有効

であるが、その際に発生する有機相のエマルジョンが水相に残ることが問題である。このエマル

ジョン分離にマイクロバブルを用いた新規分離プロセスを検討した。

蒸留水とノルマルヘキサンによりエマルジョンのマイクロバブルによる浮上分離ができるこ

とを確認した（図3-31）。この時超音波照射は行っていない。なお、超音波（38kHz）を照射し

た場合には、1秒以内にエマルジョンを付着したマイクロバブルが浮上分離したことを確認した。

図3-31 ヘキサンエマルジョンのマイクロバブルによる浮上分離状況

続いて、NdとFeを含有した水相からのPC88Aによる溶媒抽出実験を行い、超音波による強攪拌

ならびにマイクロバブルによるエマルジョンの浮上分離がおよぼす効果を検討した（図3-32）。

その結果、水槽のpHが0.5の場合には、わずかにFeとNdの抽出率の向上が見られたが顕著なもの

ではないことが確認できた（図3-33）。この理由としては、NdのPC88Aによる抽出反応が容易に

進行し、エマルジョン化による界面積増大の効果が現れなかったことが一因と考えられる。
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図3-32 抽出実験のフロー

図3-33 Nd、Feの抽出率変化

（８）湿式製錬の手法を適用した廃棄物からの希少金属の分離回収（Nd-Fe-B系磁石）

Nd-Fe-B系磁石を酸浸出する場合の条件として、後段の溶媒抽出のために、レアアース回収

に影響を及ぼす鉄の浸出・混入を極力少なくする必要がある。磁石の焙焼温度が低いと鉄が酸

化物とならないため、酸浸出で溶出する鉄量が多くなることが分かった。酸化焙焼の最適温度

は700℃であることが確認できた（図3-34）。また、酸浸出は塩酸により行い、その濃度は

0.02mol/L、浸出温度は80℃、固液濃度が100g/L、浸出時間は24時間が鉄の浸出が少なく、ネ

オジムの浸出率が98％以上となることが確認できた（図3-35）。
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図3-34 焙焼温度による浸出濃度 図3-35 塩酸濃度による浸出濃度

酸浸出液からの溶媒抽出によるレアアース分離回収は、抽出剤としてPC88A（酸性有機リン化

合物）を使用した回収フローを確立した。図3-36に溶媒抽出フロー図を示す。そのフローによる

抽出結果、回収率はNd;84％、Dy;89％となり目標を達成した。表3-5に抽出結果表を示す。なお、

本フローは、廃小型電子・電気機器より選別されたNd-Fe-B系磁石を対象に確認したが、Nd-Fe-B

系磁石の研削屑（工程内）からのレアアース回収でもほぼ同様の効果が得られた。

図3-36 溶媒抽出フロー図
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表3-5 塩酸浸出液からの溶媒抽出結果

（９）LCA（ライフサイクルアセスメント）調査

廃小型電子・電気機器からのレアメタル及び貴金属にリサイクルにおける使用エネルギー

の削減については、既存工程（鉱石から目的元素を得る工程）と本事業において検討された

リサイクル工程をLCA調査にて比較し、そのエネルギー削減率を求めた。その結果、削減率

は約36％と目標値を下回る結果となった（各元素の廃小型電子・電気機器に含まれる量によ

る加重平均計算）。ただし、本計算は基礎試験結果により想定した計算であり、実際に事業

化される場合には更なる効率化により使用エネルギーの削減が図られると考えられる。図

3-37に鉱石製錬プロセス（Nd、Dy）を、図3-38にリサイクルプロセス（Nd、Dy）を示す。

図3-37 鉱石製錬プロセス（Nd、Dy） 図3-38 リサイクルプロセス（Nd、Dy）
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Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

従来ある廃超硬工具のリサイクル方法より省エネルギーで環境負荷低減できる新たなリ

サイクル法を確立するため、廃超硬工具の溶融塩溶解注2)、イオン交換によるタングステン酸

ナトリウム（Na2WO4）水溶液をタングステン酸アンモニウム（（NH4）2WO4）水溶液へ変換、

アンモニア回収等の技術を検討し、実証プラントによる操業へ向けての試験を実施した。

廃超硬工具は、従来法では酸化焙焼による処理を行っていたが、ハードスクラップの焙焼

が困難、エネルギー消費量が大きい等の問題があるため、本研究では溶融塩溶解を検討し、

NaNO3溶融塩溶解が最も効率的であることを確認した。この時の溶解温度は約720℃である。

なお、ソフトスクラップ（工程屑や研削スラッジ）はハードスクラップと一緒に投入すると

激しい反応が生じ制御が困難であるため、ハードスクラップの溶解後に、投入する方法が良

いことを確認した。なお、溶融塩を水砕溶解することでTi、Ta、Co、Niは残渣に入り除去で

きることが分かった。図3-39に溶融塩溶解の模式図を示す。

注2) 溶融塩溶解：NaNO3を高温で融解することにより得られる液体の強い反応性を利用

して廃超硬工具をより低温で溶解すること。

図3-39 溶融塩溶解設備の模式図

溶融塩溶解で得られたNa2WO4水溶液は、強塩基性イオン交換樹脂にWO4
2－を吸着させ、次にNH4Cl

－NH4OH混合の溶離液を用いて(NH4)2WO4水溶液へと変換することできることを確認した。イオン

交換時にMo、Vが除去されることも確認した。図3-40にイオン交換設備の概念フロー図を示す。
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図3-40 イオン交換設備の概念フロー図

イオン交換により得られた(NH4)2WO4水溶液よりパラタングステン酸アンモニウム（APT；

5(NH4)2O･12WO3･5H2O）を晶出させる工程として、蒸気により原液を直接加熱する方法を選んで検

討を行った。その際には廃熱回収を行うなどの省エネルギー対策も盛り込んだ。低温下で晶析し

た場合にはハンドリング性が悪い斜方晶が生成するため、100℃の高温で処理することが必要で

あることを確認した。

また、晶析前の(NH4)2WO4溶液に種結晶が存在していると結晶の粗大化を招くため、予めろ過し

て除去することが必要であることが判明した。図3-41にAPT濃縮・晶出設備の模式図を示す。

図3-41 APT濃縮・晶出設備の模式図

基礎試験の結果を受けて、実証規模の設備を設置して試験を実施し、スケールアップによる

設備の微調整を行いつつ、リサイクルの目的であるAPT/WO3が得られることを確認した。なお、

本リサイクルフローでは、イオン交換工程で低濃度のアンモニア廃液が排出されると共に、APT

濃縮・晶出工程ではアンモニアガスと低濃度の廃液が排出される。

一方、イオン交換工程では溶離液としてアンモニア水を使用し、溶融塩溶解工程で発生する

NOｘの分解無害化処理にアンモニア水を使用する。そこで、アンモニアを工程内で回収・再利

用するため、アンモニア廃液、廃ガスからアンモニアを分離・濃集し、20％のアンモニア水と

して回収できる設備を導入し、その効果が確認できた。図3-42にアンモニア回収設備のフロー

図を示す。
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図3-42 アンモニア回収設備のフロー図

タングステンのマテリアルフローを表3-6に示す。この表より未回収のタングステンが4.2％

となり、回収率は目標値である95％を満足した。コバルト及びタンタル等についてのマテリア

ルフローを表3-7に示す。この表より、コバルトとタンタルは溶融塩溶解において全量残渣と

して回収されることなり回収率は目標値である90％を満足した。また、開発技術である溶融塩

溶解法と従来法において、タングステン酸ナトリウムを得る段階までの必要エネルギーを比較

したところ、溶融塩溶解法ではWO31トン当たり8.0GJであり、従来法では13.5GJとなりエネル

ギー削減率は41％となった。また、APT晶出工程においても従来法ではWO31トン当たり54.2GJ

に対して、本開発技術は20.8GJと61％のエネルギー削減となった。つまり本技術開発の目標で

ある40%以上のエネルギー削減が達成できている。

表3-6 タングステンのマテリアルフロー
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表3-7 不純物のマテリアルフロー

３－１－３ 抽出された課題及び今後の取り組み

テーマＡ.廃小型電子・電気機器からの希少金属回収の開発研究を実施したことにより、今後

の開発研究に対する課題が抽出された。以下に抽出された課題とその取り組みについてまとめる。

課題１： パーツセパレーター等による廃小型電子・電気機器の解砕によって、素子や単子のみ

を分離・濃集させる技術の開発まで到達しなかった。

取組み： 解砕時に加温することによりプラスチック基板を軟化させ、より破砕されやすくする

と共に、容易に素子・単子を外すことを目標とした新たな技術開発を行う必要がある。

課題２： タンタルコンデンサからのタンタル回収方法について、タンタル回収率（手作業実施

でほぼ100％）が良い乾留＋薬品処理もしくは熱分解＋薬品処理による方法が、乾留も

しくは熱分解を行わない物理選別＋薬品処理方法（回収率81.7％）より事業化に対して

有効かどうかを確認することが必要である。

取組み： 乾留＋薬品処理もしくは熱分解＋薬品処理による方法について、温度管理等を正確に

行うことのできる焙焼装置の開発、さらには事業化へ繋げることが可能かどうかの検証

を行う必要がある。

課題３： 臭化揮発により回収される金属の分配率が金属種によって異なるため、効果的な温度

条件を求められなかった。

取組み： 臭化揮発の温度や臭化水素濃度等の条件を詳細に検討することにより、金属の分配率

の効果的な条件を求める。また、廃小型電子・電気機器の破砕及び選別工程において、

臭化揮発の阻害金属を極力含まない濃集物を得るための解砕・選別システムを開発する

必要がある。

３－１－４ 特許出願状況等

表3－8 特許・論文等件数

要素技術 論文数
特許等件数（出

願を含む）
発表

廃小型電子・電気機器からの金属の回収 ０ ３ １１

廃超硬工具からのタングステン等の回収 ０ ４ ９

計 ０ ７ ２０
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表3－9 論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等 時期

特許 特願2009-058412タングステン酸アンモニウム水溶液の H21.3

製造方法 出願公開

特許 JP2010/053658タングステン酸ナトリウムの製造方法および H22.3

タングステンの回収方法 指定国へ

移行済み

特許 JP2010/053659タングステン酸アンモニウム水溶液の製造方法 H22.3

公開

特許 特願2010-049094 タングステン酸アンモニウム水溶液の H22.3

製造方法 出願公開

特許 特願2010-084726タンタルの回収方法 H22.4

出願中

特許 PCT/JP2011/57119タンタルの回収方法 H23.3

出願中

特許 特願2011-77826タンタルの回収方法 H23.3

出願中

発表 化学工学会第40回秋季大会「ネオジム磁石からの希土類元素の選択浸出」 H20.9

発表 2008BM国際シンポジウム「ネオジム磁石のリサイクルについて」 H20.12

発表 第26回希土類討論会「ネオジム磁石からの希土類元素の選択浸出」 H21.5

発表 第26回希土類討論会「ネオジム磁石中のネオジムとジスプロシウムの溶媒抽

出分離」

H21.5

発表 資源・素材学会秋季大会2009「廃希土類磁石からの希土類元素の選択浸出」 H21.9

発表 化学工学会秋季大会「溶媒抽出法によるネオジム磁石中のネオジムとジスプ

ロシウムの分離」

H21.9

発表 R’09Twin World Congress「溶融塩酸化処理およびイオン交換法による超硬合

金スクラップからの資源回収」

H21.9

発表 The 10th International Symposium on East Asian Resource Recycling

Technology 「Separation of Dysprosium and Neodymium by Solvent

Extraction -Recycling of Rare-earth Metals from Neodymium Magnet Scrap-」

H21.11

発表 資源・素材学会春季大会「ネオジムとジスプロシウムの溶媒抽出法による分

離」

H22.3

発表 化学工学会秋季大会「PC88Aによる希土類金属イオンの溶媒抽出平衡」 H22.9

発表 資源・素材学会平成22年度秋季大会「廃超硬工具からのタングステンリサイ

クル技術開発(1)－溶融塩による廃超硬合金の効率的溶解方法の検討－」

H22.9

発表 資源・素材学会平成22年度秋季大会「廃超硬工具からのタングステンリサイ

クル技術開発(2)－イオン交換処理による不純物除去とタングステン酸アン

モニウム水溶液の作製－」

H22.9

発表 資源・素材学会平成22年度秋季大会「廃超硬工具からのタングステンリサイ

クル技術開発(3)－ポリタングステン酸のイオン交換によるタングステン酸

アンモニウム水溶液の高効率作製方法の検討－」

H22.9

発表 資源・素材学会平成22年度秋季大会「廃超硬工具からのタングステンリサイ

クル技術開発(4)－イオン交換時のタングステン状態解析－」

H22.9

発表 資源・素材学会平成23年度春季大会「（Na4）2WO4水溶液からのAPT生成過程」 H23.3

要旨集発行

発表 資源・素材学会平成23年度春季大会「廃超硬工具からのタングステンリサイ

クル技術開発(2) －硫化によるタングステンとモリブデンの分離技術の検

討－」

H23.3

要旨集発行

発表 第28回希土類討論会「湿式法による希土類磁石からの希土類元素の抽出」 H23.5

発表 第5回九州シンクロトロン光研究センター「環境製品、リサイクル技術開発の

ための放射光利用」

H23.7

発表 第9回SPring-8産業利用報告会「環境製品、リサイクル技術開発のための放射

光利用」

H23.9

発表 INCHEM TOKYO 2011 産官学マッチングフォーラム「湿式法による廃希土類磁

石からの希土類元素の回収」

H23.11
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３－２ 目標の達成度

表3-10 全体の数値目標

目標・指標 成果 達成度

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回

収

（回収率）

・Au、Ag、Cu、Ni：95%

・In：90%

・Ta、レアアース：80%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

（回収率）

・Au：91.1%、Ag：90.0%、Cu：92.4%、

Ni：99.8%

・In：90%（収集情報より計算）

・Ta：81.7%、Nd：84%、Dy：89%

・エネルギー削減率：36%

一部

達成

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

（回収率）

・Ｗ：95%

・Co、Ta：90%

・エネルギー削減：40%(既存工程比)

（回収率）

・Ｗ：96%

・Ｃｏ、Ｔａ：90%以上

・エネルギー削減率：41%

達成

表3－11 目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

(1)廃小型電子

・電気機器の高

度分離システム

の開発

①廃小型電子・電気機器の

基板や電子部品の元素含有

状況の確認し、マッピング

データの蓄積を行う。

②磁選や渦電流選別により

分離された部品の元素組成

を分析し、組成データの蓄

積を行う。

①廃小型電子・電気機器の基板、

基板上の素子・部品について蛍

光XRFにより元素マッピング分

析を行いデータを蓄積した。

②磁選や渦電流選別機を用いた

破砕・選別フローにより得られ

た磁着物と非磁着物それぞれの

粒径毎について蛍光XRF分析に

より元素品位分析を行い、デー

タを蓄積した。

上記蓄積データを利用すること

により、廃小型電子・電気機器

の高度分離システムの開発が進

むこととなる。

また、In回収率について、既存

情報からの計算により90％を得

ている。

達成

(2)粉砕物選別

および部品選別

によるPC･携帯

電話基板からの

希少金属の濃集

①物理選別を行うことによ

り得られる破砕産物の粒径

ごとの元素組成を分析し、

各元素の濃集状況を把握す

ることによりデータの蓄積

を行う。

①破砕した部品類と粉砕物につ

いて粒径ごとに比重選別、磁力

選別、渦電流選別等の物理選別

を行う濃縮の基本フローを作成

し、レアメタル各元素ごとの濃

集状況を把握した。

達成
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②部品解砕装置（パーツセ

パレーター）による基板の

粉砕特性をより詳細に把握

するために、解砕シミュレ

ーションを作成する。

②物理選別によって各元素をよ

り高濃度に濃集するための、破

砕条件を検討するための、パー

ツセパレーター用の解砕シミュ

レーションを作成した。

(3)粉砕基板の

物理選別

①廃小型電子・電気機器を

粉砕し物理選別を行うこと

により希少金属を濃集させ

る試験を行うことにより破

砕、選別、濃集のデータを

蓄積する。また、そのデー

タを利用した、素子の選別

シミュレーションの概念を

検討した。

②比重選別方法としての気

流選別機の有効性を確認す

ると共に、そのデータを蓄

積する。また、気流選別機

の実用化に向けたデータの

蓄積を図る。

①粉砕された廃小型電子・電気

機器について、スクリーニング、

比重選別、磁選等の物理選別に

より、粒径と元素濃集との関係

データを得ることができた。ま

た、これらのデータを利用して、

素子の選別方法、回収率、品位

等を求めるための選別シミュレ

ーションの概念を検討した。

②気流選別機によるタンタルコ

ンデンサの選別の有効性を確認

すると共に、他の素子の選別に

も応用するために、気流による

素子の運動解析データを取得し

た。

達成

(4)廃小型電子

・電気機器から

の金属の回収

①廃携帯電話機から破砕、

物理選別することにより一

次濃集物を得る方法を検討

すると共に一次濃集物のレ

アメタル含有量を把握す

る。

②一次濃集物からレアメタ

ルを回収するための物理

的、化学的分離方法を開発

する。

③タンタルコンデンサが濃

集した試料からのタンタル

回収のための物理的、化学

的方法を開発する。

①破砕、スクリーニングされた

廃携帯電話機について、磁力選

別により一次濃集物を得ると共

に、レアメタル含有量データを

取得した。

②W及びRE一次濃縮物から、硫酸

加圧浸出、芒硝沈殿法、シュウ

酸沈殿法、比重選別によりW及び

REを分離した（W：品位；76%，

回収率；95%、RE：品位；99%，

回収率；90%）。また、Ta及びNi

一次濃縮物から、塩酸浸出、ORP

制御注3)の硫化物沈殿法、比重選

別によりTa及びNiを分離した

（Ta：品位；25%，回収率；73%、

Ni：品位；35%，回収率；98%）。

注3) ORP制御：ORP（酸化還元電

位）の値をコントロールして目的元

素（Ni、Cu、Zn等）を回収・除去す

ること。

③タンタルコンデンサからTaを

回収するフロー（磁選、比重選

別、塩酸処理、焙焼、NaOH処理）

を作成しTa2O5回収率81.7％、品

位95.9％を得た。

達成
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(5)タンタルコ

ンデンサの乾留

処理による金属

タンタルの未粉

化回収

①タンタルコンデンサの構

造及び各元素の存在状況を

把握する。

②タンタルコンデンサを窒

素中で乾留した場合と大気

中で熱分解処理した場合

の、タンタル濃集状態を把

握する。

①タンタルコンデンサの構造を

文献より確認すると共に、

SEM-EDX分析により元素存在状

況をマッピングにより明らかと

し、構造と符合していることを

確認した。

②タンタルコンデンサは、乾留

による炭化(窒素中、500℃、

60min)及び大気中での熱分解

(400～500℃、10分)の両手法で

タンタル焼結体と樹脂中のシリ

カの混入を抑制できることを確

認した。

また、回収されたタンタル焼結

体に酸化処理（650℃）を施すこ

とにより、純度96～99％の五酸

化タンタル粉末を回収できた。

さらに、五酸化タンタルに含ま

れているMnO2を酸溶解で除去す

ると。五酸化タンタルの純度が

99.4%まで向上したことが確認

できた。

達成

(6)廃プラスチ

ックや廃基板類

からの脱ハロゲ

ンと金属回収技

術の開発

①廃プラスチックや廃基板

類に含まれる臭素系難燃剤

の熱分解に伴う各元素の臭

化揮発反応を、熱重量分析

にて確認する。

②廃プラスチックや廃基板

類の焼成によって起こる臭

素化揮発を利用した希少金

属等の回収方法を開発す

る。

①熱重量分析により、臭素系難

燃剤（TBBPA）と金属元素の臭素

化揮発が起こる温度等の基礎情

報を確認した。

②臭化揮発基礎実験炉により臭

化揮発の基礎試験を実施したと

ころ、焼成による臭素化揮発が

確認され、残った焼成灰に臭素

は含まれず、既存の銅製錬原料

とできることが確認できた。た

だし、バグフィルターに臭化揮

発された金属元素が捕集される

ことも判明したため、今後適正

な臭化揮発条件を求める必要性

を確認した。

なお、焼成灰におけるAu、Ag、

Cu、Niの回収率はAu:91.1％、Ag

：90.0％、Cu:92.4％、Ni:99.8

％を得ており、目標回収率95％

を満足した元素はNiのみであっ

た。

達成

(7)マイクロバ

ブルを用いた新

規分離プロセス

の開発（Nd-Fe-B

①レアアース磁石からレア

アースを浸出する際に発生

する水酸化鉄スラリーのマ

イクロバブルによる浮上分

①非イオン性界面活性剤を添加

した水酸化鉄スラリーにマイク

ロバブルを発生させ、超音波を

照射したところ水酸化鉄の浮上

達成
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系磁石） 離効果を把握する。

②レアアースの溶媒抽出プ

ロセスにおいて、有機相の

エマルジョン化、マイクロ

バブルによる浮上分離によ

ってレアアースを回収する

効果を把握する。

分離が確認できた。なお、スケ

ールアップには超音波がスラリ

ー全体に伝わる装置の最適化が

必要であることも判明した。

②蒸留水とノルマルヘキサンに

よるエマルジョンのマイクロバ

ブルによる浮上分離は確認でき

たが、Nd及びFeを含有した水相

からのPC88Aによる溶媒抽出に

おけるエマルジョンの浮上分離

は効果が小さいことを把握し

た。

(8)湿式製錬の

手法を適用した

廃棄物からの希

少金属の分離回

収（Nd-Fe-B系磁

石）

①Nd-Fe-B系磁石を粉砕し

て酸化焙焼したものについ

て、Feを極力浸出させず、

レアアース（Nd、Dy、Pｒ）

を多く浸出させる酸化焙焼

及び浸出条件を求める。

②レアアースを浸出した溶

液からレアアースを分離回

収するために、溶媒抽出方

法を検討し、最適なフロー

を開発する。

①磁石の焙焼温度が低いと鉄が

酸化物（ﾍﾏﾀｲﾄ）とならないため、

酸により鉄の浸出量が多くなる

ことが確認できた。試験の結果、

酸化焙焼の最適温度は700℃、酸

浸出は塩酸（0.02mol/L）、浸出

温度は80℃、浸出時間は24時間

が最適であることを確認した。

②レアアース分離回収について

は、抽出剤のPC88A（酸性有機リ

ン化合物）を使用した溶媒抽出

の最適フローを確立した。Nd回

収率は84％、Dy回収率は89％で

あった。

達成

(9)LCA(ライフ

サイクルアセ

スメント)調査

Au、Ag、Cu、Ni、In、Ta、

レアアースについて、本事

業により開発された回収プ

ロセスと鉱石から各元素を

精製するプロセスとを比較

することにより、使用エネ

ルギー量の削減効果を求め

る。

本研究により開発、確認された

リサイクル工程と従来工程（鉱

石から目的元素を得る工程）の

消費エネルギー量を比較したと

ころ、リサイクル工程のエネル

ギー削減は約36%となることが

確認できた。なお、将来的にリ

サイクル工程が実用化に向かう

ならば、エネルギー効率が上昇

し、エネルギー削減効果はより

大きくなると考えられる。

達成

Ｂ．廃超硬工具

からのタングス

テン等の回収

①廃超硬工具の溶融塩溶解

の最適フロー及び条件を検

討する。

②タングステン酸アンモニ

ウムを得るために、従来の

リサイクル方法より薬品使

①廃超硬工具を酸化焙焼により

処理する従来法に比して使用エ

ネルギー量が少ない溶融塩溶解

法を採用したフローを検討し、

NaNO3溶融塩溶解が効率的である

ことを確認した。その溶解温度

は約720℃であった。

②溶融塩溶解で得られるNa2WO4

水溶液は強塩基性イオン交換樹

脂にWO4
2－を吸着させ、次にNH4Cl

達成
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用量を削減できる方法（イ

オン交換法）の検討を行う。

③タングステン酸アンモニ

ウムからパラタングステン

酸アンモニウムを晶出させ

るための条件を検討する。

④リサイクル工程で発生す

るアンモニアを含んだ廃水

及び廃ガスからアンモニア

を回収して使用するフロー

を開発する。

⑤実証規模の試験により目

的物であるAPT/WO3が得られ

ることを確認する。

－NH4OH混合の溶離液を用いて

(NH4)2WO4水溶液へと変換できる

ことを確認した。

③イオン交換により得られた

(NH4)2WO4水溶液よりパラタング

ステン酸アンモニウム（APT）を

晶出させる方法として、蒸気に

より原液を直接加熱する方法が

有効であることを確認した。そ

の処理温度は100℃が最適であ

ることも確認した。また、

(NH4)2WO4溶液をあらかじめ濾過

して、結晶の粗大化を引き起こ

す種結晶を除いておくことが必

要であることを確認した。

④イオン交換及びNOx処理に必

要なアンモニアを、APT濃縮・晶

出工程で発生す廃アンモニア水

・ガスより回収し再利用するフ

ローを作成した。

⑤実証試験により目的のAPT/WO3

が得られることを確認した。こ

の時、W回収率は95％以上、Co及

びTaは残渣として90％以上回収

できた。また、使用エネルギー

は従来法に比して41％削減でき

ると計算された。

４．事業化、波及効果について

４－１ 事業化の見通し

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

本テーマでは、廃小型電子・電気機器回収システムが近い将来に確立されることを想定し、事

業化に向けた環境作りのため、要素技術に関する基礎研究、廃小型電子・電気機器の基板や電子

部品の元素組成データの収集、基礎研究データを基にしたリサイクル事業のLCA調査等を行った。

その結果、リサイクル対象金属の回収率は概ね90%程度、既存鉱山からの金属回収工程と比較

して1/3程度のエネルギー削減率が期待できることが明らかとなり、廃小型電子・電気機器から

の金属リサイクルの事業化が実現可能であることを示すことができた。

また、現在、既に事業化されている基板等からの貴金属回収等のリサイクル事業では、部品の

選別は人手に頼っているが、リサイクル事業の経済性を更に高めるためには、収集された廃小型

電子・電気機器を製品ごと、部品ごとに自動的に選別する自律制御・機械選別システムの開発が

必要である。本テーマでは、当該選別システム開発の基礎となる基板や電子部品の物理特性デー

タを蓄積している。

なお、本テーマで作成されたリサイクルフローの内、タンタルコンデンサからのタンタル回収

については非常に有望であると考えられ、平成２４年度より実用化に向けた技術開発が進められ

ることとなっている（二次電池からのコバルト回収も含む）。
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Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

本テーマでは、金属回収率、エネルギー削減率ともに事業目標を達成し、実用化に向けての技

術課題をすべて解決した。この結果、平成23年10月より商業ベースで事業が開始されている。現

在、最大処理量では操業してはいないが、徐々に処理量を増加しており、平成24年度からは最大

処理量の25t/月（WO3量）で操業を行う予定である。現在リサイクルしている廃超硬工具は、自

社製品を使用しているユーザーからの戻り廃超硬工具を主としている。

また、廃超硬工具リサイクルの適用範囲を広げるため、耐摩工具等の大型の使用済み超硬合金

を切断・粉砕してタングステンを回収し易い大きさとする前処理設備を導入する試験を実施して

いる。

さらに、市場から回収される切削工具中には本事業で開発した方法ではリサイクルが困難なサ

ーメット（TiCN-Ni系合金）が含まれており、効率的にタングステン原料に再生・循環できるよ

うにするため、廃切削工具からサーメットを選別除去する設備を導入する試験も併せて行ってい

る。（いずれも平成23年度のプロジェクトである。）

４－２ 波及効果

Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

本研究における廃小型電子・電気機器の粉砕・選別・濃集技術に関する成果は、小型家電製品

以外の産業機械や医療機器等の使用済み製品においても適用可能となるものと考えられる。それ

に伴い、より効率的・低コストのリサイクルフローの開発も進むと考えられる。これらリサイク

ルシステムが構築されると、鉱物資源の安定供給に繋がっていくことが期待できる。

Ｂ．廃超硬工具からのタングステン等の回収

現在操業されている商業用プラントは、実施試験プラントを改良した小型のものであるため、

年間のタングステン回収量は純分で約240tであり、国内タングステン需要量の5%程度であるが、

今後、タングステンのリサイクル事業規模が拡大し、タングステンの安定供給に繋がっていくこ

とが期待される。

また、本研究の溶融塩溶解手法については、他の元素（レアアース等）にも応用されることが

考えられ、将来的に低コストのリサイクル技術の確立に繋がっていくものと期待できる。

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１ 研究開発計画

本事業は表5-1に示すように平成19年度～平成22年度までの4か年で実施した。事業は大きなテ

ーマとして「Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収」と「Ｂ．廃超硬工具からのタン

グステン等の回収」の2つを実施した。

テーマＡについては、廃小型電子・電気機器の解砕、選別、希少金属回収と複数のサブテーマ

を設定して効率的に研究を実施した。また、基礎研究実施に伴い新たに生じた問題を研究するた

め、新たにサブテーマを追加した。

テーマＢについては、対象が廃超硬工具からのタングステン回収の実証研究であったため、サ

ブテーマは設定しなかったが、溶融塩溶解、イオン交換、APT晶出等の技術課題ごとの検討を行

った。
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表5-1 研究開発計画

実施項目／年度 H19 H20 H21 H22

A.廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収

(1)廃小型電子・電気機器の高度分離システム

の開発

(2)粉砕物選別および部品選別によるPC･携帯

電話基板からの希少金属の濃集

(3)粉砕基板の物理選別

(4)廃小型電子・電気機器からの金属の回収

(5)タンタルコンデンサの乾留処理による金

属タンタルの未粉化回収

(6)廃プラスチックや廃基板類からの脱ハロ

ゲンと金属回収技術の開発

(7)マイクロバブルを用いた新規分離プロセ

スの開発（Nd-Fe-B系磁石）

(8)湿式製錬の手法を適用した廃棄物からの

希少金属の分離回収（Nd-Fe-B系磁石）

(9)LCA(ライフサイクルアセスメント)調査

B.廃超硬工具からのタングステン等の回収

５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、経済産業省の公募による選定手続きを経て、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構が補助金を受けて実施した。事業運営は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

があたり、本事業に関する技術や研究施設を有する企業、大学、研究機関との委託研究及び共同

研究を実施した。

事業分担としては、資源機構が、全体事業戦略・企画、年度計画策定、研究経費の配分、事業

進捗状況管理、研究成果評価などのマネジメントの他、JOGMEC金属資源技術研究所の研究インフ

ラを活用し、基礎試験等を実施する。

また、民間企業が保有する非鉄金属湿式製錬技術及び施設の活用を必要とする研究については、

民間企業への委託研究により、効率的に実施する（後半は実証研究に位置付け、民間負担１／２

を導入）。

さらに当該技術開発を遂行するために、大学や独立行政法人が保有する知見・理論、設備等を

活用する必要性があるテーマについては、大学、研究機関等との共同研究などを通じて実施する。

上記技術開発を効率かつ効果的な運営を図るために、当該技術について技術的また社会的知見

を有する外部専門家からなる「希少金属等高効率回収システム開発委員会」を設置し、事業計画、

成果評価等について意見を聴取しつつ適切に事業を推進した（表5-2）。
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委員会（外部有識者）
(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

DOWAエコシステム㈱

JOGMEC

共同研究

（（廃小型廃電子・電気機器からの廃小型廃電子・電気機器からの
希少金属の回収希少金属の回収技術技術開発開発））

経済産業省

補助金

共同研究

（廃超硬工具からの希少金属の（廃超硬工具からの希少金属の
回収技術回収技術開発開発））

三井金属鉱業㈱

早稲田大学

産業技術総合研究所

研究連携

東北大学

JOGMEC金属資源技術研究所

共同研究

委託研究

委託研究

住友電気工業㈱
住友電工ハードメタル㈱
㈱アライドマテリアル

委託研究

図5-1 体制図

表5-2 希少金属等高効率回収システム開発委員会

氏 名 所 属

委員長 中村 崇 東北大学多元物質科学研究所資源変換・再生研究センター 教授

委 員 大藏 隆彦 東京大学 生産技術研究所 特任研究員

委 員 大和田秀二 早稲田大学理工学術院創造理工学部環境資源工学科 教授

委 員 岡部 徹 東京大学生産技術研究所 教授

委 員 興戸 正純 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻 教授

委 員 関口紳一郎 超硬工具協会 事務局長

委 員 田中 幹也 産業技術総合研究所環境管理技術研究部門 研究グループ長

委 員 平井 清二 財団法人家電製品協会環境部 次長

委 員 広吉 直樹 北海道大学大学院工学研究科資源再生工学分野 教授

委 員 星 幸弘 日本鉱業協会 理事

委 員 田村 泰夫 (前)日本鉱業協会 理事（平成22年3月まで）

委 員 瀬山 康昭 (前)財団法人家電製品協会環境部 次長（平成22年4月まで）

委 員 御園 一郎 (前)超硬工具協会 専務理事（平成21年5月まで）

三菱マテリアル㈱

日本新金属㈱

（H19年度にイオン交換に関する研究のみを実施）

委託研究
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５－３ 資金配分

「廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収」については、総額946,234千円の約46％にあ

たる439,834千円を充て要素技術の基礎研究を4年間実施した。

「廃超硬工具からのタングステン等の回収」は総額の約46％にあたる437,143千円をあて、基

礎研究を4年間実施するとともに、平成21年度及び平成22年度には実証研究も併せて実施した。

表5-3 資金年度配分（補助金ベース） （単位：千円）

19年度 20年度 21年度 22年度 合 計

A.廃小型電子・電気機器等からの希少

金属の回収
32,790 64,717 224,771 117,556 439,834

(1)廃小型電子・電気機器の高度分離

システムの開発
2,937 6,000 9,475 8,527 26,939

(2)粉砕物選別および部品選別による

PC･携帯電話基板からの希少金属の

濃集

3,000 7,500 9,500 9,000 29,000

(3)粉砕基板の物理選別 4,012 7,057 9,008 8,513 28,590

(4)廃小型電子・電気機器からの金属

の回収
4,911 7,133 41,450 24,941 78,435

(5)タンタルコンデンサの乾留処理に

よる金属タンタルの未粉化回収
- - 6,038 8,985 15,023

(6)廃プラスチックや廃基板類からの

脱ハロゲンと金属回収技術の開発
- 11,112 128,168 44,391 183,671

(7)マイクロバブルを用いた新規分離

プロセスの開発（Nd-Fe-B系磁石）
3,006 7,980 - - 10,986

(8)湿式製錬の手法を適用した廃棄物

からの希少金属の分離回収

（Nd-Fe-B系磁石）

4,059 7,000 9,500 8,999 29,558

(9)LCA(ライフサイクルアセスメン

ト)調査
- - - 4,200 4,200

(10)その他（廃小型電子・電気機器の

収集費等）
10,865 10,935 11,632 - 33,432

B.廃超硬工具からのタングステン等

の回収
33,630 123,001 218,019 62,493 437,143

技術検討調査費等（委員会費、専門調

査員費等）
14,644 11,457 25,957 17,199 69,257

合 計 81,064 199,175 468,747 197,248 946,234

５－４ 費用対効果

廃小型電子・電気機器からの希少金属等の回収については、４年間の基礎研究により最適リサ

イクルフロー(解砕－物理選別－精製)を提案できた。各元素の回収率は一部未達成なものもある

が、おおむね高い回収率（80％以上）を示している。また、エネルギー削減についても現状リサ

イクルフローより36％削減の可能性があるということを示した。現状の廃小型電子・電気機器類

のリサイクルが一部の機器類を除くと大きく進んでいないこと、既存の非鉄金属製錬技術を利用

して処理されている元素が金、銀、銅など一部で、微量に含まれるレアメタル、レアアースは回

収されていないことを考慮すると、リサイクル量が増加し、本事業提案のリサイクルフローが導

入された場合には、金属リサイクルコストが大きく低減することにつながると考えられる。
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一方、廃超硬工具は日本国内で9％、海外委託加工で16％の合計25％がリサイクルされている

と考えられ、回収されたスクラップ発生量の75％程度が中国を主に海外に流出していると推定さ

れる。しかし、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に係る研究の結果、開発

技術である溶融塩溶解法と従来技術であるW鉱石の精錬技術を用いたリサイクル法との使用エネ

ルギーを比較した場合、WO31トン生成当たり開発技術では8.0GJであり、従来技術では13.5GJで

あるため、エネルギー削減率は41 %となった。つまり、低コストでの廃超硬工具のリサイクルが

可能となり、本リサイクルフローによる事業化が促進されることが考えられ、廃超硬工具の国内

競争力が高まり海外流出に歯止めをかけると共に、国内リサイクル率の向上につながると考えら

れる。

なお、エネルギー削減量について計算すると、廃小型電子・電気機器からの希少金属等の回収

については、小型電子・電気機器（ノートＰＣ、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ）の

年間生産量とそれに含まれるレアメタル等の含有量及びLCA調査によるトン当たりのエネルギー

削減量より年間エネルギー削減量は23,448GJ/年となり、原油換算では605KL/年の削減となる。

これは、一般家庭23,400軒分の年間電力使用量に相当する。また、廃超硬工具からのタングステ

ン回収については、本事業により求めたトン当たりのエネルギー削減量と年間の超硬工具生産量

より、年間エネルギー削減量は182,441GJ/年となり、原油換算では4,707KL/年の削減となる。こ

れは、一般家庭182,400軒分の年間電力使用量に相当する。

本事業の成果より求められるエネルギー削減量は合計5,312KL/年（原油換算）となる。なお、

原油換算率は１GJ=0.0258KLとして計算を行っている。

５－５ 変化への対応

廃小型電子・電気機器からの希少金属等の回収については、社会的に廃小型電子・電気機器が

回収されるシステムの確立が進まなかったため、基礎研究のみの実施となり基礎的なデータ蓄積

やリサイクルフローの作成を実施した。今後は、本研究の成果を利用し、さらに効率的で低コス

トのリサイクルフロー技術の開発を行っていく必要があると考えられる。

廃超硬工具からのタングステン等の回収については、研究開発に影響を及ぼすような社会的・

技術的情勢の変化は無かった。
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第４章 技術に関する施策評価
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第４章 技術に関する施策評価

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

我が国の高付加価値製品の製造に希少金属（レアメタル）は必須であり、必要不可欠な機能

性材料のリサイクル事業化を実現し、安定供給確保の一環として推進することは極めて重要で

ある。また、既に事業化されている貴金属・ベースメタル等と異なりレアメタルを取り出す技

術は十分に確立していないと考えられ、資源の安定供給の選択肢としてのリサイクル技術開発

は有効であることから、他の施策（海外資源確保、代替材料の開発等）と相互補完の下、技術

力を高めることは妥当である。

現状、レアメタルのリサイクル技術は、経済的合理性を伴わないものも多いため、技術開発

によって経済合理性を確保できる可能性のあるものについては、国が関与することが資源の安

定供給確保のために必要である。

なお、リサイクル技術の開発は必要であるが、レアメタルの場合、用途は特殊であり元素毎

に異なると言っても過言ではないため、最終的にエネルギー基本計画における目標（２０３０

年までにレアメタルの自給率を５０％以上とする。）を目指すのであれば、国内外のマテリア

ルフローを見据えた上で、開発すべき技術を取捨選択すべきである。

また、施策の方向性に問題はないが、施策の上流側（レアメタルの産出国）におけるコスト

上昇の予測や日本以外のレアメタルの非産出国における戦略等の動向、下流側では、レアメタ

ルを回収するための具体的な仕組み作りや地方自治体との連携が不可欠と思われ、その検討・

調査等が必要である。

【肯定的意見】

・ 希少金属が我が国の高付加価値製品の製造に現在必須であり、その安定供給確保の施策とし

て、リサイクル技術を開発することは妥当な施策である。また、現状このような希少金属を取

り出す技術が十分に確立していないと考えられるため、資源の安定供給の選択肢としてリサイ

クル技術開発は有効で、他の施策（海外資源確保や代替材の開発）と相互補完の下、遂行する

ことは妥当である。

・ 現状、このようなリサイクル技術は、経済的合理性を伴わない状況のものも多いため、技術

開発によって経済合理性を確保できる可能性のあるものについては、国が関わることも資源安

定供給のために必要。

・ 「鉱物資源の安定供給」を確保する施策は、資源が乏しい日本が付加価値の高い製品を製造

し輸出するためにはきわめて重要な事項である。さらにリサイクル技術や代替材料の開発の分

野で技術力を高めておくことによって、将来他の先進諸国、開発途上国が日本の技術を手本と

するようになり、国際的な貢献ができるのではないかと思われる。

・ 従来のリサイクル政策は、最終処分場対策や環境保全対策等を中心に取組まれてきた。しか

し、非鉄金属のリサイクルは、鉱物資源の安定供給の確保の観点から取り組む必要がある。

・ 国として取り組む必要のある施策であり、経済産業省の関与が必要とされる施策である。

・ 国の役割は、規制行政による強制による供出ではなく、市場原理に則った経済的流通システ

ムの枠組みを構築するところにあると思われる。

・ 施策の政策的位置意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）は高い。

・ 国内需要量に対して、使用済み小型電気電子機器からの回収可能量の割合が限られるので、

海外資源確保の推進、リサイクルの推進、代替材料・使用量低減技術の開発、レアメタル備蓄

を４本柱として、レアメタルの優先度を見極め、優先度が高いレアメタルに関して、特性に応
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じて集中的・戦略的に取り組むことが求められている。

・ 国際的施策動向に適合している。

・ 施策の目的として波及効果、時期、主体がおおむね示されている。

・ 技術的課題は整理され、目的に至る具体的目標はおよそ立てられている。

・ 社会的ニーズに適合し、出口（事業化）をおよそ見据えた内容が示されている。

・ 我が国のハイテク産業にとり、必要不可欠な機能性材料のリサイクル事業化を実現し、安定

供給確保の一環として推進することは極めて重要。既に事業化されている貴金属・ベースメタ

ル等と異なり、今回対象の希少金属は、取扱量、品位、プレイヤー数等、リサイクル事業実現

のためには多くの課題が存在している。今回の技術課題の整理・研究も、国が関与して進めた

ことは妥当性が高い。

【問題点・改善すべき点】

・ リサイクル技術を開発することは必要であるが、希少金属の場合、その用途は特殊であり元

素ごとによって違うと言っても過言ではない。2030年までに資源確保において、レアメタルの

自給率を50%とする目標であれば、まず、ある程度正確なマテリアルフローを描くことが必要

である。

例えば、平成23年4月「使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究

会」のとりまとめによれば、日本の小型家電の潜在的回収可能量に含まれるレアメタルは、100%

回収された場合でも、国内需要量（２０１０）に占める割合は、最大でもTaの4.37%であり、

多くのレアメタルの場合1%以下である。これは、高付加価値製品が輸出により海外に出ていく

ことも理由と考えられる。リサイクルによる資源確保は、国内のみでなく国際的なマテリアル

フローを見据えて、開発すべき技術を取捨選択すべきである。

・ 施策の方向性に問題はないが、上流側と下流側に思いがめぐらされていないように感ずる。

上流側は、希少金属の生産国におけるコスト上昇の予測や、日本以外の非産出国における戦略

等の動向、下流側では、回収するための具体的な仕組み等、地方自治体との連携が不可欠と思

われるが、そのあたりの検討および調査研究が不足している。

・ 国として取り組む必要のある施策であり、収集システムなど経済産業省のほか環境省との協

力が期待される。

・ 施策の目的として時期が短期、長期のおよその長さを示してほしい。

・ 技術的課題では、特に現在ほとんどリサイクルされていない、リチウム、インジウム、ガリ

ウムなどの市場に出た製品から回収する技術的課題への施策（例えば経済的濃縮分離プロセ

ス）を示してほしい。

・ 出口（事業化）に対してはいくつかのレアメタルに対しては補助金を含めた経済的課題を示

してほしい。

・ 特に、廃小型電子・電気機器からの希少金属回収については、各要素技術開発の結果、当初

想定のリサイクルフローにどの様な効果・見直しが行われたのか分かりづらくなっている。
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

我が国の高付加価値な製品製造の国際競争力を確保していくためには、非鉄金属、特に、レ

アメタルの安定供給確保を支援する施策の実施は喫緊の課題であり、それに対する本施策の構

造（プロジェクトの設定・配置、予算配分、スケジュール等）及び目的実現見通しはおおむね

妥当である。

リサイクルに関する取組として、現在、廃小型電子・電気機器に関するリサイクルでは、レ

アメタルまで回収されている訳ではなく、経済合理性を伴ったレアメタル回収技術を開発する

ことは、資源の安定供給確保に資する技術的手段を得るという意味で妥当である。廃超硬工具

のリサイクルについては、回収部分については小型電子・電気機器よりシンプル、かつ高濃度

で含まれているため、技術の経済合理性を確認し易く、施策の目的に合致している。

なお、配置された技術に関する事業はレアメタルの一部であり、それ以外のレアメタルやベ

ースメタル・プラスチック等のリサイクルとの関連技術と経済性なども含め、今後の施策の在

り方を検討する必要がある。また、レアメタル毎のマテリアルフローを描き、より多くの資源

を回収でき、経済合理性（廃材の回収システム・費用等を含め）が成り立つ可能性のある順番

に技術開発は行うべきである。

【肯定的意見】

・ 過去には、資源価格が意図的に低位に抑えられてきたところがあるが、鉱物資源に対するニ

ーズが高まる中、我が国の高付加価値な製品製造の国際競争力を確保していくためには、非鉄

金属、特に、レアメタルの安定供給確保を支援する施策の実施は、喫緊の課題である。学際的

・業界横断的な英知を結集した総合的取り組みが求められている。

・現時点において得られた施策の構造は妥当で、目的実現見通しはおおむね妥当である。

・ 廃小型電子・電気機器は、世界中に普及しているが、現在そのリサイクル技術は現状レアメ

タルまで回収するような手段が行われているわけではない。経済合理性を伴ったレアメタル回

収技術を開発することは、資源の安定確保の技術的手段を得るという意味で妥当である。

・ 超硬工具のリサイクル技術に関しては、回収部分については小型電子・電気機器よりはシン

プルであり、かつ高濃度で含まれているため、技術の経済合理性を確認しやすく施策目的によ

り合致している。

・ 配置された技術に関する事業（プロジェクト等）は技術に関する施策の目的を実現するため

に必要である。予算配分、スケジュールは妥当と考えられる。

・ 予算については、４年間で９億円超取られているため、細分化されたテーマにもよるが大き

な２つの枠の研究予算としては妥当と判断する。

・ プロジェクト等の設定および配置はよく考慮されており、スケジュールも適切であると判断

できる。

・ 施策は、レアメタルリサイクル技術開発の重要性を各分野のプレイヤー、関係者に再認識さ

せた意義は大きい。

【問題点・改善すべき点】

・ 目的実現に関しては、国内外の各種技術を含めた施策が発表されているので、各種文献調査

の項目が必要で、それらと比較し、長所と課題の整理が望まれる。

・ 配置された技術に関する事業はレアメタルの１部であり、これ以外のレアメタル、さらにベ

ースメタルやプラスチックなどのリサイクルとの関連技術と経済性について、本事業に引き継
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ぐ形で今後とも項目を増やして施策を検討する必要がある。

・ レアメタル毎のマテリアルフローを描き、より多くの資源を回収でき経済合理性が成り立つ

可能性のある順番に技術開発すべきと考える。

・ リサイクルの場合は、回収のためのシステムと費用が必ず必要になるため、経済合理性の観

点から開発されるべき技術においては、回収のシステム費用を常に考慮すべきである。

・ 開発期間はより短いほうが良く、素人目ではあるが、４年ではなく３年で出来ないものかと

考える。

・ 事業ごとの要求金額の根拠、および予算配分の経緯に関する記述がない。簡単な説明がほし

い。

・ 今回の施策実施を基に、国としてリサイクルからのレアメタル回収に他の施策との関連で、

どの位の期待値を持てば良いのか（鉱種により異なるが）検証し、予算・スケジュールを決め

ていくことが重要。

・ 得られた成果については、「評価用資料」のデータがすくないのでコメント不可能。
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３．総合評価

レアメタルの中長期的かつ持続的な安定供給確保は、国際競争力を維持していくために重要

な産業政策であり、我が国において、海外資源確保の推進、リサイクルの推進、代替材料・使

用量低減技術の開発、レアメタル備蓄の４つの柱で政策展開されていることは、高く評価でき

る。また、我が国として、高付加価値製品を生み出す源泉となっているレアメタルの安定確保

は重要であるとともに、その確保施策の一つとしてレアメタルのリサイクル事業に関与してい

く姿勢を示したことは、特に資源国に対しての一定のメッセージとなっている。このリサイク

ルによる資源確保において、実際にレアメタルを取り出す技術において不足がある場合、これ

を開発しておくことは極めて重要である。

なお、全体としては、マテリアルフロー解析をしっかり行い、施策としての攻めどころを決

めるというプロセスが非常に重要である。リサイクル施策を他の施策（海外資源確保、代替技

術開発等）との関連でどのように位置付けるかにより、国としての予算措置などにおいて強度

が変わってくることから、十分な省内、省庁間連携が必要と考える。また、リサイクルは技術

開発だけでなく、社会システム全体を考えないと実際の資源を確保できないため、技術開発の

際もその視点を忘れないようにすべきである。

【肯定的意見】

・ 施策の目的・政策的位置付け、施策の構造及び目的実現見通しはおおむね妥当である。

・ 全体として、国の施策からのブレークダウンは、妥当と判断する。

・ 中長期的に非常に重要な課題であるので、本施策は適確と思われる。

・ レアメタルは、我が国の工業製品を高付加価値化するために、重要な戦略的資源である。そ

の中長期的かつ持続的な安定供給確保は、国際競争力を維持していくために、重要な産業政策

である。我が国では、海外資源確保の推進、リサイクルの推進、代替材料・使用量低減技術の

開発、レアメタル備蓄の４つの柱で政策展開されていることは、高く評価できる。

・ 我が国の技術立国を支え、高付加価値製品を生み出す源泉となっている希少金属の安定確保

は重要であり、その確保施策の一つとしてリサイクルは必要である。このリサイクルによる資

源確保において、実際に希少金属を取り出す技術において不足がある場合、これを開発してお

くことは、極めて重要。

・ 技術開発の要素として、世界中に輸出されている日本の小型電子・電気機器に関するリサイ

クル技術を検討することは、有用。超硬工具に主に使われるタングステンの回収技術の開発は、

日本の技術力の源泉でもある超硬工具の資源確保の意味で有用。

・ 最近、使用済小型家電から非鉄金属（ベースメタル、貴金属、レアメタル）を回収すること

が、「都市鉱山」開発として注目を集めている。レアメタルで見ると、年間国内需要量（約

36,000t）の内、小型電気電子機器に含まれる量は約230tであり、その割合は0.64％である。

割合の多さで見ると、タンタルが9.4％（33.8t）、パラジウムが3.1％（4.0t）、アンチモン

が1.5％（117.5t）である。

レアメタルの国内需要量に占める小型電気電子機器による絶対的需要量および割合が少な

いことから、抽出効率やエネルギー効率の向上を図る経済的リサイクル技術開発を推進すると

ともに、様々な使用済製品の回収量の確保という社会システムを構築することで、経済的最適

化を図ることが肝要である。

・ パイロットプラントの試作に大きく貢献しており、実用化に近づける成果が得られていると

評価できる。
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・ 本プロジェクトは、今まで系統的に実行されてこなかった希少金属等高効率回収システムの

実現をスタートさせる良いきっかけとなった企画と考えられる。

・ 国サイドが希少金属資源のリサイクル事業に関与していく姿勢を示したことは、内外の関係

者、特に資源国に対して一定のメッセージとなっている。

【問題点・改善すべき点】

・ 本事業はレアメタルの１部であったが、他にも各種レアメタルを含む製品が存在し、また、

製品にはベースメタル、プラスチックなども含むので、本レアメタルリサイクル関連技術開発

の継続性、および他の価値ある材料のリサイクルとの関連技術と経済性について、本事業に引

き継ぐ形で今後とも項目を増やして検討する必要がある。

・ 経済産業省と環境省が協力する形で、法律、技術を含めた、レアメタル含有製品のリサイク

ル、リユースに対するインセンティブを増す計画が期待される。

・ 全体としては、マテリアルフロー解析をしっかりやって、攻めどころを決めるというプロセ

スが非常に重要。リサイクル施策を他の施策との関連でどのように位置づけるかにより、やる

強度が変わってくる。代替技術開発、海外資源確保などとは、限られたお金をどのように希少

金属確保の施策に投入するかの問題になるため、十分な省内、省庁間連携が必要と考える。

・ リサイクルは、技術開発だけでなく、システム全体を考えないと実際の資源を確保できない

ため、技術開発の際もその視点を忘れないようにしてほしい。

・ 評価用資料の表５－３「資金年度配分」が大雑把過ぎる。テーマごとの配分額や高額物品の

概要等を明確にしてほしい。
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第５章 技術に関する事業評価
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第５章 技術に関する事業評価

希少金属等高効率回収システム開発（プロジェクト）

（総合評価）

各種の新しい技術開発が良好に行われたと考えられるとともに、回収率を向上させるという

目的に対してはある程度の成果を上げており、今後の技術開発に有益な基礎研究がなされたと

評価できる。

廃小型電子・電気機器では、少量であるが多種類のレアメタルを含有するため、これらから

効率的にレアメタルを取り出す技術開発は有用である。例えば、基板から実装部品を剥離する

技術、その中でタンタルを回収する技術等の実用化が期待される。また、廃超硬工具からのタ

ングステン回収は、使用薬品とエネルギーの低減に基づく経済的な合理性追求になっており、

事業化を見据えたアプローチとしては明確である。特に、金属回収率、エネルギー削減率とも

に事業目標を達成し、平成２３年１０月より商業ベースで事業が開始されたことは高く評価で

きる。

なお、本技術開発にあたっては、市場における廃材の回収・リサイクルシステムからの検討

が必要と考えられ、その視点がなければ、技術開発のみ行っても事業化に資するものか疑問で

ある。また、現在、殆どがリサイクルされていない、リチウム、インジウム、ガリウム等の製

品から回収する技術は今回検討されていないが、今後、それらレアメタルの技術開発及びリサ

イクルシステムの開発が期待される。

【肯定的意見】

・ 各種の新しい技術開発を行っており良好に技術開発研究が行われたと考えられる。

・ 回収率を向上させるという目的に対してはある程度の成果を上げており、今後の技術開発に

有益な基礎研究がなされたことは評価できる。

・ 個々の技術として、廃小型電子・電気機器からの金属回収の、物理的に基板から実装部品を

剥離する技術、その中でタンタルを各種雰囲気において回収する技術、レアアース磁石浸出後

に溶媒抽出で分離する技術、溶融塩を用いたタングステン回収技術など実用化が期待される。

・ 廃小型電子・電気機器は、少量ではあるが、多種類の希少金属を含むため、これらから効率

的に希少金属を取り出す技術開発は有用である。開発技術のカテゴリも物理選別だけでなく、

化学抽出やマイクロバルブの応用など多様な技術領域からアプローチを行い、最終的な希少金

属を得る過程になっているため、総合的な視点で解析が可能。

・ 超硬工具からのタングステン回収は、使用薬品とエネルギーの低減に基づく、経済的な合理

性追求になっており、事業化を見据えたアプローチとしては明確である。

・ テーマ（B）は、金属回収率、エネルギー削減率ともに事業目標を達成し、事業化に向けた

技術課題をすべて解決し、H23年10月より商業ベースで事業が開始されたことは、高く評価す

ることができる。

・ 廃小型電子・電気機器からの希少金属回収プロジェクトについては、リサイクルフローを想

定し、要素技術開発をトータルに実施したことは有意義であった。要素技術のそれぞれの問題

点も整理できた。

・ タングステン回収プロジェクトでは、よりシンプルなプロセスで事業化に向けて進んでいる

ことは大きな成果。
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【問題点・改善すべき点】

・ 将来の実用化のために、本技術報告において、今後の課題および問題点なども記述して頂く

ことが望ましかった。

・ 本技術回収は、国内外の各種技術およびシステムが発表されているので、各種文献調査の項

目が必要で、それらと比較し、長所と課題の整理が望まれた。

・ 本研究における各種回収技術の比較はＬＣＡで行われているが、本ＬＣＡについてのデータ

および結果の公表が望まれる。

・ 個々の技術においては、臭化揮発法の塩化揮発法と比べた問題点および利点も整理してほし

かった。前処理としてタングステンの破砕方法も検討してほしかった。

・ 廃小型電子・電気機器からの希少金属の回収については、例示されたタンタルコンデンサか

らのタンタル回収、Nd-Fe-B系磁石からのレアアース回収とも経済合理性は、リサイクルシス

テムの中では、見据えることができていない。

・ もう一段上位レベル（リサイクルシステムレベル）からの検討が必要と考えられる。その視

点がなければ、技術開発だけおこなっても事業化に寄与するか疑問である。

・ テーマ（A）は、対象鉱種が複数であること、および要素研究の範囲が広範囲（分別技術、

濃集技術、化学的抽出技術）に渡っていることから、目標設定と成果に乖離が見られた。In

の回収率を90％と設定していたが、基礎研究は実施されなかった。また、H19～22年度の４年

間に渡る研究期間の研究開発計画項目と成果報告書（総括）の間の一部に齟齬が見られる。

・ 市場に出た製品から現在ほとんどリサイクルされていない、リチウム、インジウム、ガリウ

ムなどの製品から回収する技術は今回検討されていないが、今後それらの技術開発およびリサ

イクルシステム開発が期待される。

・ 基礎研究の実施を通じて、タンタルの経済的な回収技術確立の方向性を見出して、H24年度

より技術実証を開始する計画であるが、高性能磁石の原料になるネオジムに関しても更に基礎

研究を推進することで、経済的な回収技術確立の見通しを立てることが望まれる。

（注）信越化学工業（株）では、使用済み磁石や磁石くずなどからネオジムなどのレアアース酸

化物を生産する工場をベトナムに新設する計画である。

（2012/02/02日刊工業新聞：国内大手、リサイクル施設整備）

・ 費用対効果については第三者による分析が必要ではないかと思われる。

・ パイロットプラントの製作に億単位の費用がかかるのは理解できるが，その他のテーマにつ

いては費用の内容が不明確である．

・ 評価用資料表５－３中の「技術検討調査費等」は合計で7千万円以上かかっているが、その

内容を明確にすべきである。

・ テーマ（A）は、前処理技術から抽出技術までの多数の要素技術に関する基礎研究のみの実

施である。他方、テーマ（B）は、タングステンの回収技術に関して基礎研究から実証研究ま

でを実施している。従って、テーマ（A）と（B）とを同列に評価することはできない。
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言

【技術に関する施策】

我が国産業界への資源の安定供給の観点から、今後とも、海外の資源産出国における動向（世

界的なレアメタル需要の高まりによる鉱石の低品位・難処理化など）等を踏まえた、各種のレ

アメタル技術開発（特定の鉱種やベースメタル等を含む総合的なリサイクル技術開発等）に関

する継続的な施策の展開が重要である。また、各種開発技術を実践するための施策として、法

律、インセンティブを含む回収方法等の検討など、レアメタルを含む資源の総合的な回収シス

テムの検討が重要である。

総合的な回収システムの検討に際しては、使用済み製品の回収後の分別や分離・抽出を容易

とする「インバース・マニュファクチャリング」の観点からの製品設計を進めるという視点や、

それに何等かの制度的インセンティブを付与して、事業者間の競争を促進することも一案では

ないかと考えられる。

また、大学でも産業界でも、原材料の用途（製品）開発に重点がシフトされてきた経緯もあ

り、現在、リサイクルに関する技術者が少ない状況にあるため、人材育成を進めていく必要が

ある。リサイクルには、鉱山の選鉱・製錬技術などが応用されている例が多いが、今後のレア

メタルリサイクルにはこれらの技術だけでなく、他の研究分野との融合が重要となってきてい

る。人材育成に当たっては、文部科学省も巻き込みながら、このような分野の大学レベルの基

礎研究から応用研究までを含め、支援していく必要がある。

【各委員の提言】

・ 日本における産業界でのレアメタルの重要性、供給性から、レアメタルは今後とも各種の製

品に使用されるので、今後、補助金を含めたレアメタル技術開発への継続的施策が重要である。

・ 今後、各種技術を実行するための施策として、法律、インセンティブを含む回収方法、場所、

省エネ型輸送距離を含めたリユース・リサイクル施設の最適設置場所等の検討など、レアメタ

ルを含む資源の総合的回収技術システムを構築する検討が重要である。

・ 各種製品にはレアメタル以外にベースメタルやプラスチックなども含まれ、それらの総合的

最適リサイクル技術開発を進める施策が必要とされる。

・ 日本以外にも各種レアメタル含有の使用済み製品および中古品は東南アジアを含めて流通す

るので、環境と資源の観点から海外を含めた技術の普及施策が必要である。

・ レアメタル資源保有国は、産業戦略を原材料の輸出から最終製品の輸出へと転換しつつある。

「貿易立国」である我が国の貿易収支の赤字の慢性化が懸念される中で、我が国のレアメタル

を含有する最終製品の国際産業競争力を確保するには、代替材料・使用量低減技術の開発動向

を睨みつつ、鉱石の低品位化や難処理鉱石の処理技術開発と併せて、リサイクル・レアメタル

の抽出技術等の研究開発を促進するために公的資金を投入する必要がある。

・ 回収後の分解や分別を容易にする「製品設計」を行うようにメーカを誘導する施策を行うこ

とによって、希少金属の回収率をさらに高められるのではないか？かつて省エネに大きく貢献

した「家電のトップランナー方式」のように、回収率を数値化してメーカ間で競争させるよう

な仕組みを作るような施策を提案したい。

・ 他の希少金属の資源確保との連携強化が必要と思われる。

・ 大枠のマテリアルフロー把握による重点施策の決定が必要と思われる。

・ レアアース等のリサイクルを事業化する際には、複数のプレイヤーが関与することから、プ
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レイヤー間のリサイクル材の引き渡し価格の提示が必要。これか価格提示を適切に示すことに

より、技術開発の目標設定がより明確にできると思われる。

・ バージン資源価格との関係で、リサイクル事業が採算が取れない場合もあるが、その際に、

どの形でリサイクル材を集積しておくのか、物理的・科学的検証もしておくことが重要と思わ

れる。

・ レアアースの安定供給確保を図るためには、サプライチェーンの再構築が必要。リサイクル

プロセスの技術開発・事業展開も、その観点を踏まえることが重要と思われる。
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【技術に関する事業】

（希少金属等高効率回収システム開発（プロジェクト））

レアメタルの回収・リサイクル技術の開発は、資源産出国からのバージン資源の確保量（地

域偏在性や産出国の安定性、ベースメタルの副産物として産出されるか、独立鉱種として産出

されるかなど）、レアメタルを使用した最終製品の需要の増減、使用済み製品からのリサイク

ルの可能性（リサイクルしやすい形で入っているかなど）等を総合的に勘案した上で、対象鉱

種や開発要件等の優先順位を決定することが重要である。

このような観点から、資源としての偏在性が高く、かつリサイクルでの対応が相当程度、安

定供給へ寄与し得るネオジム・ジスプロシウム、タングステン、コバルト、タンタルのリサイ

クルが重要であり、これらの鉱種を対象とした回収・リサイクル技術の開発（例えば、コバル

トは、リチウムイオン電池（正極材）からのリサイクル技術やネオジム・ジスプロシウムは、

強力モーター等に使用される磁石からのリサイクル技術、タンタルはタンタルコンデンサーか

らのリサイクル技術 等）を優先的に実施するべきである。

ガリウムやインジウムなども重要であるが、これらは、それぞれＬＥＤや透明電極スパッタ

リング等の製造工程内でのリサイクルが相当程度進んできているため、上記鉱種に準ずる鉱種

と位置づけられるし、アンチモンのように偏在性が高く、かつ重要ではあるが、難燃性プラス

チックに薄く広く含まれているため、リサイクルが技術的にも経済的にも現状では困難な鉱種

もある。

また、今回の技術開発は、レアメタルの含まれる回収製品を廃小型電子・電気機器と廃超硬

工具に限定したものである。小型家電は輸出されるものも多いことから、今後は小型家電に限

らず、自動車など幅広い分野を回収対象に考えると、レアメタルの回収率向上に繋がる要素が

あるのではないかと考えられる。

なお、レアメタルのリサイクル技術はまだ研究が始まったばかりであり、特定の技術に決め

うちするのではなく、これからも様々な技術開発を進めていく必要がある。

国の研究開発も、産業界における既存の技術を大きく高度化する産業技術から、新たな原理

・科学に基づく革新的な基礎研究に至るまで、その性格に応じて、企業と大学や公的研究機関

の役割も踏まえつつ、また、回収システムの在り方といった社会的課題についても、並行的に

検討しながら取り組むことが望まれる。

【各委員の提言】

・ 希少金属は、元素毎にアプローチが違うので、その技術的見極めが必要と思われる。

・ 技術的課題では、特に現在ほとんどリサイクルされていない、リチウム、インジウム、ガリ

ウムの市場に出た製品から回収する技術的課題検討が今後とも必要とされる。

・ 技術に関する事業はレアメタルの１部であり、さらにベースメタルやプラスチックなどのリ

サイクルを含めた最適技術開発が必要とされる。

・ 経済合理性の更なる追求と判断ポイントの決定が必要と思われる。

・ 海外権益確保の促進や代替材料、レアメタル備蓄と並行して、経済合理性を有するリサイク

ルの事業化を目標としたレアメタルの回収技術に関する技術開発を体系に促進する必要があ

る。

・ 採算性とのバランスを取ることが重要であり、国内需要量の多いコバルト（16,260t/y）、

アンチモン（7,666t/y）、ネオジム（7,000t/y）、タングステン（4,000t/y）、ビスマス（682t/y）、

タンタル（360t/y）、パラジウム（131t/y）の回収技術を重点的に技術開発することが望まれ

る。特に、費用対効果の観点から、既存の非鉄製錬プロセスでは回収できない金属（タングス

テン、ネオジム、タンタル等）について、経済的な回収技術を優先的に確立することが望まれ

る。
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・ 事業化を念頭に置いた、よりリサイクルシステム全体を考えたアプローチが必要と思われる。

・ 当該分野における次世代を担う人材育成と確保をするためにも、新たな市場規模を生み出す

基礎研究を実施することは重要である。

・ 高額な費用を要するパイロットプラントの試作等については、多額な援助で「技術の芽」を

スタートさせることが経済産業省の重要な役割であるが、回収や分類に関する小さなプロジェ

クトについては，地方自治体の補助金に任せた方がよいのではないかと思われる。

・ 本技術回収システムは、国内外の各種技術およびシステムが発表されているので、各種文献

調査の項目が必要で、それらと比較し、長所と課題の整理が望まれる。

・ 各種回収技術の比較はＬＣＡで行われているが、本ＬＣＡについてのデータおよび結果の公

表が望まれる。
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第７章 評点法による評点結果
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第７章 評点法による評点結果

「希少金属等高効率回収システム開発（プロジェクト）」に係る評価の実施に併せて、以下に

基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」

のとおりである。

１．趣 旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成１１年度に評価を行った研

究開発事業（39プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非について評価部会に

おいて検討を行ってきたところである。その結果、第９回評価部会（平成１２年５月１２日開催）

において、評価手法としての評点法について、

(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、

(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を行って

いくことが確認されている。

また、平成２１年３月３１日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プロジェ

クト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定されている。

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、

(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、

(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。

本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき、点数による評価を行うもので、評価報告書

を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資料とする。

２．評価方法

・ 各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）で評

価する。

・ ４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に該当す

る。

・ 評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、該当

と思われる段階に○を付ける。

・ 大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を付ける。

・ 総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果

評 価 項 目 平 均 点 標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.80 0.50

２．研究開発等の目標の妥当性 2.40 0.58

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00 0.00

４．事業化、波及効果についての妥当性 1.80 0.50

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 1.80 0.50

６．総合評価 2.00 0.00

評点法による評点結果

（希少金属等高効率回収システム開発）
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