タングステン鉱

1. タングステン鉱
タングステン鉱の種類
タングステン鉱の主要な鉱石は次ぎのものである。[1]
(a) 鉄重石（ferberite, FeWO4）（タングステン酸鉄）
(b) マンガン重石（hubnerite, MnWO4）（タングステン酸マンガン）
(c) 灰重石（scheelite, CaWO4）（タングステン酸カルシウム）
(d) 鉄マンガン重石（wolframite, (Fe､Mn)WO4）
（鉄及びマンガンのタングステン酸
塩）
タングステンの原料としては鉄マンガン重石及び灰重石が重要な鉱石である。タ
ングステン鉱床は鉱脈型鉱床、スカルン型鉱床、角礫岩鉱床、斑岩型鉱床、漂砂鉱
床に分類され、約 70％程度は鉱脈型鉱床から産出されている。[2]
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タングステンは金属のうちでは最も融点が高く、金属としては比較的大きな電気
抵抗を持つため、電球のフィラメントとして利用されている。また、鉄鋼にタング
ステンを添加すると硬さが増す。タングステン鋼は切削工具用材料として利用され
ている。
タングステンは産業上重要性が高い金属であるため、万一の国際情勢の急変に対
する安全保障策として国内消費量の最低 60 日分を国家備蓄すると定められている。
3. 産地
タングステンの世界の埋蔵量は 620 万トン(純分)と推定されている。国別の埋蔵
量は中国（62％）、ロシア（8.6％）、カナダ（9.0％）、アメリカ（4.8％）に集中し
ており、タングステン資源が中国を中心とした特定の資源国に遍在している。
タングステン鉱石の生産量は 2007 年においては約 8 万 9 千トンで、主な生産国
は中国（86％）、ロシア（4.9％）、カナダ(2.9％)、オーストリア（1.5％）、ポルト
ガル（0.9％）であり、中国に集中している。[4]
日本国内では、タングステンは錫鉱石に付随して産出していたが、錫原料が海外
から輸入されるとともに、日本国内でのタングステンの産出は減少してきた。タン
グステン鉱山は、京都府の鐘打鉱山（1982 年閉山）、兵庫県の大谷鉱山（1983 年閉
山）、茨城県の高取鉱山（1985 年閉山）、山口県の喜和田鉱山と玖珂鉱山（1992 年
閉山）等で採掘が行われていたが、中国の安値攻勢による価格の低迷及び円高の影
響により採算が悪化し閉山した。現在国内にタングステンを生産する鉱山はない。

４．輸入先国
タングステン鉱石は国内では産出しないため、タングステン原料としては中間原
料であるパラタングステン酸アンモン（APT）、三酸化タングステン、タングステン
粉、タングステンカーバイド、フェロタングステン及びタングステン酸カルシウム
の形態で輸入している。
2005 年におけるタングステン鉱石（精鉱含む）の国別輸入量を表-1 に、特殊鋼
用途に使用されるフェロタングステン及びフェロシリコタングステンの国別輸入
量を表-2 に、タングステン及びその製品（粉、塊、棒、線、屑等）の国別輸入量を
表-3 に示す。[5]
表-1～表-3 に示す通り、タングステン鉱としての輸入はほとんど無く、中間原料
の形で輸入している。世界のタングステン鉱の採掘量は中国が約 80％を占めており
そのためタングステン原料の多くを中国に依存している。
表-1 タングステン鉱石の国別輸入量[4]
2005.1～12 輸入実績
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表-2 フェロタングステン及びフェロシリコタングステン国別輸入量
2005.1～12 輸入実績
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表-3 タングステン中間生産物の国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位
トン

合計

輸入国

輸入量

比率

2,222 中華人民共和国

1,183

53.2

タングステン及びその製品

アメリカ合衆国

558

25.1

(屑を含む)

大韓民国

224

10.1

その他

258

11.6

5. タングステン鉱
タングステン鉱の精製法及び
精製法及び誘導品の
誘導品の製造法
タングステン鉱石の精製は国内では行われていない。タングステン鉱石の生産国
で、中間原料及び中間製品まで処理（中国が圧倒的に多い）し、それを輸入して最
終製品にまで加工処理を行っている。
タングステン鉱石からは、酸化タングステン、パラタングステン酸アンモニウム
（APT）、フェロタングステン等の中間原料やタングステンカーバイド、金属タング
ステン等の最終素材が製造され、また、タングステン鉱石が直接使用される場合も
ある。
タングステン鉱石のうちで、灰重石(CaWO4) と鉄マンガン重石(Fe、MnWO4) を原
料として湿式製錬によって WO3 を精製して水素還元で金属タングステンを得る。
タングステン鉱石のうち鉄マンガン重石（(Fe､Mn)WO4）は電気炉に投入されフェ
ロタングステンに加工されるほか、灰重石（CaWO4）も特殊鋼用に直接電気炉に投入
される。これ以外の用途では鉱石を処理し中間製品、最終素材の形で、最終ユーザ
ーに供給されている。
一般的な鉱石の処理工程は次のとおりである。
①タングステン酸ナトリウム（Na2WO4）の製造：鉱石から苛性ソーダ、炭酸ソーダ
によるアルカリ抽出法及びアルカリ溶融法によりタングステン酸ナトリウム
（Na2WO4）溶液を生成する。
② タングステン酸カルシウム（CaWO4）の製造：タングステン酸ナトリウム溶液に、
順次塩化カルシウム、塩酸、アンモニア水を反応させ純化処理（沈殿法）を行い、
タングステン酸カルシウム（CaWO4）を生成する。
③ パラタングステン酸アンモニウム（APT）の製造：タングステン酸カルシウムを
酸分解しアンモニア溶解した後、加熱・濃縮しパラタングステン酸アンモニウム
（APT）を晶出する。
④ 酸化タングステンの製造：APT を空気中でか焼して WO3 等酸化物を生成する。
⑤ 還元工程：酸化物を水素中で加熱・還元し金属タングステン粉を製造する。
⑥ タングステンカーバイドの製造：金属タングステン粉に炭素を加え、加熱・炭
化しタングステンカーバイドを製造する。[2]
6. タングステン鉱
タングステン鉱の最終用途
タングステンは、高温時における硬度、耐熱性が優れている事から、主に高速度
鋼として工作機械などに使用されている。タングステンは金属中で最も融点が高い
特性を利用して、線、棒、接点、電極棒として、照明基部、電子機器、自動車、工
作機械等に使用されている。
超硬合金・工具分野は、日本のタングステンの需要分野としては最大であり、2005
年においては、国内タングステン総需要の約 60 ％を占めていると推定されており、

タングステンカーバイドの形で切削、耐摩耗、耐触、鉱山土木用工具として広く使
用されている。
特殊鋼分野では、高速度鋼、耐熱鋼、強靱工具鋼等にフェロタングステンやタン
グステン酸カルシウムの形で添加されており、国内総需要の約 20 ％を占めている
と推定されている。
金属製品分野では、金属タングステンやタングステン合金の形の最終素材を加工
して最終製品を製造している。金属タングステンからは、照明、電気・電子部品、
各種抵抗材料等の部品に、線・棒・板、機械加工品等の形状で使用されている。他
に、金属タングステンの形では、白熱電灯・電子管のフィラメント、ヒータ、グリ
ッド、アンカー等及び電気化学用電極、高温炉ヒータにも利用されている。また、
テングステン合金(銅、銀、ニッケル等との合金)の形では、合金電気接点、放電加
工用電極、半導体積層基板用放熱板及びタングステン重合金等に使用されている。
この分野の日本における需要量は、合わせて国内総需要の約 17 ％を占めていると
推定されている。
その他の需要分野では、主なものとして脱硝・高分子化学用等の触媒、顔料等の
化成品、ダイヤ工具の副砥粒等が挙げられる。[2]
表-5 タングステンの主な中間製品、最終製品及び応用製品
中間製品
・フェロタングステン
・タングステン酸カルシウム

主要な最終製品
特殊鋼
・ 高速度鋼

[6]

主要な応用製品
切削工具、プレス型、ダイカスト型、
押出工具、

・ 合金工具鋼
・タングステンカーバイド

超硬合金・工具

切削工具、線引ダイス・鉱山土木用
工具

・タングステン線・棒・塊

照明器具

白熱電灯・電子管のフィラメント

・タングステン合金

電気・電子部品

溶接棒、自動車電装部品、ヒーター、

合金電気接点、

グリッド、アンカー、

放電加工用電極

携帯電話、医療、

半導体積層基板用放熱板
遮蔽材
・タングステン酸アンモニウ

触媒、Ｘ線増感紙

石油化学、重油燃焼部

レーキ顔料媒染剤

染色

ム
・酸化タングステン
・タングステン酸ソーダ
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