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Ⅰ．技術に関する施策の概要 
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１．施策の目的・政策的位置付け 

◆ 枠組みとして、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。 

【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製品等の高付加 
 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。 

（我が国産業基盤素材） 

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



◆ 今回の評価では、「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供給 
 確保上、極めて重要な施策と位置付けている。 
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〈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



我が国が参画するレアアース開発プロジェクト 

ＳＡＲＥＣＯ 【カザフ】 
（カザフ原子力公社＋日本企業） 

・生産に向け準備中。 

 

インディアンレアアース【インド】 
（インド原子力庁子会社＋日本企業） 

・２０１１年１２月、日印首脳共同声明 

「両国企業が早期にレアアースを生産・輸出する産
業活動を行うことを決定」 

・現在、分離・精製プラント建設中。 

・４１００ｔ／年（交渉中）を日本に輸出すべく準備中。 

   

ドンパオ【ベトナム】 
（越国営企業＋日本企業） 

・ ２０１１年１０月、日越首脳共同声明 

「レアアースの探査、探鉱、開発及び分離・精製
に関する協力を促進し、同進展を確認する文書
を歓迎」 

・政府ベースでの支援（資金・人材・技術）につい
て合意し、現在、ドンパオ鉱床の共同開発へ向
けて準備中。 

・３，０００ｔ／年（交渉中）を日本に輸出すべく準
備中。 

マウンテンパス【米国】 
(モリコープ社) 

 

 

 

  

マウントウェルド【豪州】 
（ライナス社＋双日・ＪＯＧＭＥＣ） 

・２０１１年３月双日＋ＪＯＧＭＥＣで２５０百万＄出資。 

・２０１３年より９，０００ｔ／年を日本に１０年間供給予定。 

マウントウェルド（豪） 

ＳＡＲＥＣＯ（カザフスタン） 

（凡例） 
プロジェクト名 【国名】 

 （相手国企業） 
  

マウンテンパス（米） 

ドンパオ（越） 

インディアンレアアース（印） 

5 



【案件の概要】 

●世界有数のレアアース鉱山の一つとして、豪州ライ 

 ナス社が進めるマウント・ウェルド鉱山開発について、 

 双日とJOGMECが資金支援。 

 

 ●双日は、ライナス社（Lynas Corporation Limited）と 

 同社が生産するレアアース製品の日本市場における 

 独占販売契約および総代理店契約を締結。この結果、 

 品種面、品質面でも日本における需要家の要求を満 

 たすレアアース製品の安定的な供給が可能。 

 

【案件の意義（投資インパクト）】 

●レアアース鉱山開発に必要な2．5億米ドルの資金 

 提供し、10年間、年間9,000ｔ（日本国内の需要の 

 約１／３）のレアアースの引取権を獲得。 

 

●産業のビタミンと称されるレアアースは、精密ガラス 

 研磨剤、自動車用排ガス触媒、石油精製用触媒、蛍 

 光体等の既存用途に加え、電気自動車用モーター磁 

 石や風力発電用磁石等の環境対策を考慮した新規 

 分野での需要の拡大が見込まれていることから、今 

 後も我が国製造業への長期的な安定供給確保が不 

 可欠であり、本事業による貢献が大いに期待。 

双日 JOGMEC 

日豪レアアース 

株式会社 

Lynas 

Corporation 

Limited 

 

出融資 

長期供給契約 

出資 

独占販売契約／総代理店契約 

マウント・ウェルド鉱山 

事業スキーム図 

投資実績（ﾚｱｱｰｽ鉱山への我が国企業とJOGMECの共同出資 豪州・マウントウェルド鉱山） 
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ドンパオ鉱床とODAインフラ整備事業 日本とベトナムのWin-Win システムの構築 

 2000年、金属鉱業事業団（現在JOGMEC）がベトナム北部でレアアース鉱床を探査。 

 2010年10月、「日本はベトナムにおけるレアアース開発のパートナー」と日越首脳共同声明で記述。 

 2011年10月、「ベトナムにおけるレアアース産業発展のための日越政府間取決め」に日越首脳署名。
日越間で官民による協力を約束。共同声明でも、「ドンパオのレアアース開発プロジェクトの立ち上
げを歓迎」の旨、記述。 

 豊田通商、双日、LAVRECO社と共同で開発を準備中。 

円借款で 

支援（道路） 

ドンパオ鉱山 

【官民による協力】 
①探査分野の人材育成  

→ 研修準備中（天然資源環境省、国営公社等対象） 

 

②レアアース採掘に伴う環境保全に係る技術制度研修 

→ すでに実施、今後も継続。専門家派遣についても調
整中。（天然資源環境省、商工省、科学技術省、国営公社等対象） 

 

③レアアース分離・製錬・応用技術の共同研究による技
術移転 

→ 共同実証プラントについて整備中。（科学技術省と連携） 

 

④川上から川下（採掘、分離・精製）までの一貫した工
程を構築 

→ 日越企業の連携が進展中。 
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ドンパオ・レアアース鉱山開発事業 



 豊田通商が、インド原子力庁の１００％子会社であるインディアンレアアース社（ IREL ：Indeian 

Rare Earths Ltd.）の有するウラン・トリウム鉱石残渣からレアアース抽出する事業。 

 ２０１０年１０月２５日、菅総理（当時）とシン首相の会談において、本事業について言及あり。共同
声明において、レアアース開発に関する協力を明記。 

 ２０１１年１２月２９日、野田総理とシン首相による共同声明において、「極力早期に生産・輸出を行
う」ことに合意。 

インド・レアアースプロジェクト 

 

 現在、IREL社は、ウラン・トリウム鉱石残渣から混合塩

化希土を生産するプラントをオリッサ州チャトラプールに
建設中（本年５月頃完成見込み）。 

 豊田通商は、IREL社の生産した混合塩化希土を分離・

精製するプラントをアーンドラ・プラデーシュ州ヴィシャカ
パトナムに建設中（本年3月末完成見込み）（技術面で信
越化学工業が協力） 

 2012年6月頃より生産・輸出開始予定（交渉中）。 

   ・処理能力：混合塩化希土1万㌧／年 

   ・生産物：酸化セリウム2,100㌧、酸化ランタン950㌧、酸化ジジム
（ネオジムとプラセオジムの混合酸化化合物）1,050㌧ 

 ほぼ全量（約4,100㌧／年）を日本へ供給予定（交渉中） 

 

プロジェクトの概要 

アーンドラ・プラデーシュ州 

プラントの建設場所 
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【政策的位置付け①】 
 

レアメタル確保戦略（平成２１年７月策定：経済産業省） 

新成長戦略（平成２２年６月決定：閣議決定） 

エネルギー基本計画（平成２２年６月決定：閣議決定） 

資源確保指針（平成２０年３月策定：経済産業省）   
※重要な資源確保案件（開発権益取得、資源調達等）を政府・関係機関が一体となって支援。 

 

※４つの柱（海外資源確保、リサイクル、代替材料開発、備蓄）を一層強化。特に、重要なレアメタル（鉱種）は 

  一層のリサイクル備蓄等の各対策による取り組みを集中的・戦略的に実施。 

新・国家エネルギー戦略（平成１８年５月策定：資源エネルギー庁） 

資源戦略研究会報告（平成１８年６月：資源戦略研究会） 

経済成長戦略大綱（平成１８年７月決定：財政・経済一体改革会議） 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針（平成１８年７月：閣議決定） 

  
※「総合資源確保戦略」に基づいた、鉱物資源のリサイクル促進や代替材料開発等、総合的な対策が必要。 

 

  
※新・国家エネルギー戦略を受け、「総合資源確保戦略」に基づいた資源・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を進める。 

 エネルギー基本計画（平成１９年３月決定：閣議決定）   
※重要な資源確保案件を支援する政府の全体方針を策定。 

 
「技術に関する事業」（事後評価事業）実施背景 

  
※2030年までの資源確保の目標を、ベースメタルの自給率を８０％、レアメタルの自給率を50％に設定。 

 

  
 ※ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと下支えする資源確保の観点から、ﾘｻｲｸﾙの推進による国内資源の循環利用等を図る。 

 

  
※「新・国家エネルギー戦略」等で示された課題を共有し、鉱物資源確保に向けた具体策（リサイクルの 

  促進、レアメタル備蓄等）を提言。 
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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
高塩素含有リ

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

【政策的位置付け②：技術戦略マップ２０１０（金属資源３Ｒ詳細技術ロードマップ）】 
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２．施策の構造 

 【ロジックツリー】 

0

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
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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。 
 
○ 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。 
 
○ 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。  
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 

 

 ○ 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。 
 
○ 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。 
  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。 
 
○ 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。      

○ レアメタルのリサイクル推進は、本施策の 
 ４本柱の一つに位置付けているものであり、 
 鉱物資源の安定供給確保の観点から、引き続 
 き、各種レアメタルの回収・リサイクル技術 
 開発を展開する方針。 
 
 
○ 産業構造審議会と中央環境審議会の合同会 
 合において、レアメタルリサイクルについて 
 業種・品目横断的に検討中であり、制度的イ 
 ンセンティブもその中で検討される見込み。  
 
 
 
 
 
 
○ 文部科学省と連携した施策パッケージ（都 
 市鉱山からの希少元素の回収・再生技術の高 
 度化による元素循環の実現）などを通して支 
 援していく予定。 
  また、(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機 
 構（ＪＯＧＭＥＣ）を通じて、引き続き大学 
 レベルの研究も支援していく予定。 
 
 
 

 

４．提言及び提言に対する対処方針 
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Ⅱ．技術に関する事業の概要 
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概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 

リーダー 

平成１９年度～平成２２年度（４年間） 

 ９．８億円 
（平成19年度：0.8億円 平成20年度：2.0億円 平成21年度：5.0億円 平成22年度：2.0億円） 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

  上田 英之 金属資源技術部長 

 廃小型電子・電気機器等や廃超
硬工具の一部は、既存の非鉄製錬
工程に投入され、銅などのベースメ
タル等の回収はされているが、多
量のエネルギー消費とともに、多く
のレアメタルが回収できずに廃棄さ
れている。 
 このため、既存の非鉄製錬技術
を活用し、低温での湿式製錬方式
による回収工程の開発等を通じて、
省エネルギーの達成及びレアメタ
ルの回収率向上を図る。  

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

事業名 希少金属等高効率回収システム開発 

１．事業の概要 

希土類磁石

携帯電話

デジカメ

多くの希少金属・レアアース等を含有

ビデオレコーダー

レアメタル・レアアース
を高効率に回収

開発のポイント
①前処理技術の開発・工程数の削減

②最適浸出液・条件の把握・工程数の削減
③最適金属分離法（溶媒抽出・イオン交換・
化合物生成による沈殿分離・電解）の把握

分解・分別・ペレット化（前
処理）

酸/アルカリ浸出

溶媒抽出
/イオン交換

直接溶融（前処理）

溶媒抽出
/イオン交換

M3+

M2+

M1+M2+M1+

M3+

M3+

低温処理/工程の

短縮によるエネル
ギー使用の合理

化

超硬工具
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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 

【全体の数値目標】 

２．目標、成果、目標の達成度 



【Ａ．廃小型電子・電気機器等からの希少金属回収】 

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 
 

・廃小型電子・電気機器の基
板や電子部品の元素含有状
況のマッピングデータの蓄積 
・磁選や渦電流選別により分
離された部品の元素組成デー
タの蓄積 

・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。 
・磁選や渦電流選別機を用いた破砕・
選別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顕微XRF
分析により元素品位分析を行い、デー
タを蓄積した。 
 

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 

・物理選別による破砕産物の粒
径ごとの元素組成、元素濃集
データの蓄積 
・パーツセパレーターによる基
板の粉砕条件を求めるための
シミュレーションを実施 

・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。 
・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DEM
シミュレーションを作成した。 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

(3) 粉 砕 基 板 の
物理選別 
  
  

・廃小型電子・電気機器の解砕、
物理選別による、破砕、物理選
別、希少金属等の濃集データの
蓄積 
・気流選別機による選別、元素
濃集のデータ及び気流選別機
の実用化に向けたデータの蓄
積 

・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。 
・気流選別機によるタンタルコンデンサ選
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 

・廃携帯電話機から破砕、物理
選別により一次濃集物を得る
方法の検討及びレアメタル含有
量の把握 
・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
的分離方法の開発 
・タンタルコンデンサからのタン
タル回収のための物理的、化
学的方法の開発 

・W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%）。 

・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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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

(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
の把握 
・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、タンタル回収手法の
開発 

・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
結体の粉化が起こらず、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%まで上昇することが確認できた。 

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 

・廃プラスチックや廃基板
類に含まれる臭素系難燃
剤による臭素化揮発を利
用した希少金属等の回収
手法の開発 

・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 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

(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
よる浮上分離効果の把
握 
・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
を回収する効果の把握 

・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。 

・蒸留水とノルマルヘキサンによるマイク
ロバブルの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） 

・Nd-Fe-B系磁石からレ
アアースのみを浸出させ
る最適条件の検討 
・酸浸出溶液からのレア
ア ー ス 回 収 の 最 適 フ
ローの開発 

・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。 

・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 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

(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
事業で検討開発された
回収プロセスと鉱石から
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
果を検討 
  

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】 
要要素技術 目標・指標 成果 達成度 

廃超硬工具
か ら の タ ン
グ ス テ ン 等
の回収 

・廃超硬工具を溶融塩
溶解するための最適フ
ロー及び条件を検討 
・ (NH4)2WO4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
できるイオン交換法の
最適条件の検討 
・(NH4)2WO4からパラタン
グステン酸アンモニウム
（APT)を晶出させるため
の最適フローの開発 
・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・再利用
のフロー検討 
・実証規模の試験の実
施によりAPT/WO3が得
られることを確認 

・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。 
・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。 
・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。 
・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。 
・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。 

達成 

22 



23 

４．研究開発体制・計画 

【研究開発体制】 

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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機密性○ 

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     

 

【研究開発計画】 

［資金年度配分］   （０．８）     （２．０）    （５．０）    （２．０） 

（単位：億円） 

＜合計：９．８億円＞ 
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５．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。 
 
○ 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。  

 

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

【評価項目の判定基準】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～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 

     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
（事後評価の場合）  
   ３点：実施された事業は、優れていた。 
   ２点：実施された事業は、良かった。 
   １点：実施された事業は、成果等が 
         今一歩のところがあった。 
   ０点：実施された事業は、成果等が 
         極めて不十分であった。 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 

 
 

○ 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。 
 
 

       

○ これまで、当省と環境省が連携する形で、産 
 業構造審議会と中央環境審議会の合同会合にお 
 いてレアメタルのリサイクルの在り方を議論し 
 てきており、今後、国、地方自治体、関係事業 
 者等が連携した社会システムの具体化に向けた 
 取組を検討していく予定。 
   同会合では、レアメタル産出国における供給 
 不安定要因や社会ニーズなどから回収・リサイ 
 クルすべきレアメタル５鉱種（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）を選 
 定しており、それら鉱種のリサイクルを引き続 
 き検討していく。 
  これらの動きと連動して、当省では、平成２ 
 ４年度から使用済電気・電子機器からコバルト 
 とタンタルに鉱種を絞った回収・リサイクル技 
 術開発を実施予定。 
 
 
 
 
 
 

 

         

 

６．提言及び提言に対する対処方針① 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 

 
 

○ 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 
 く高度化するものから、新たな原理・科学に基づく革新 
 的なものに至るまで、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。 

       

○ レアメタルのリサイクルに関する研究開発 
 は過渡期であることから、前述のとおり、文 
 部科学省（大学等）と連携した基礎研究開発 
 や、環境省をはじめとする関係機関・事業者 
 と連携し、引き続き技術開発を行っていく予 
 定。 
 

 

         

 

６．提言及び提言に対する対処方針② 
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