ニオブ鉱

1. ニオブ鉱
ニオブ鉱の種類
ニオブ鉱の主要な鉱石は次ぎのものである。[1]
(a)タンタル石（tantalite, (Fe,Mn)Ta2O6）
(b)コルンブ石（niobite 又は columbite, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6）（鉄及びマンガンの
タンタル酸－ニオブ酸塩）である。
ニオブは常にタンタルとともに産出し、コルンブ石、タンタル石などに
Fe(NbO3)2,Mn(NbO3)2 として含まれる。上記鉱石の他パイロクロア
(pyrochlore,(Na,Ca,U)2(Nb,Ta,Ti)2O6(OH,F))などに含まれる。ニオブ需要の大部
分がパイロクロアより供給されている。[2]
2. ニオブ (Ｎｂ：
(Ｎｂ：niobium)
Ｎｂ：niobium)の
niobium)の特性値と
特性値と概要
・陽子数：41

・価電子数：-

・原子量：92.90638

・融

・沸

・密

点：2468℃

・存在度(地球)：11ppm

点：4742℃

度：8.57

[3]

ニオブを混ぜた鋼材は、耐熱性、衝撃性に優れているため、スペースシャトルや
石油のパイプラインに使用されている。ニオブとチタンの合金は、極低温下で超伝
導となり、リニアモーターカーなどの電磁石に使われる。
3. 産地
ニオブの産地はブラジル、カナダの 2 ヶ国に集中しており、地域偏在性が高い鉱
種である。世界におけるニオブ(Nd 純分)の埋蔵量は 270 万トンと推定されており、
国別の埋蔵量はブラジル（96％）、カナダ（2.3％）、オーストラリア（0.8％）であ
り 3 ヶ国で 99％以上を占めている。2007 年の世界におけるニオブ(Nd 純分)の生産
量は 4 万 5 千トンと推定されており、国別の生産量はブラジル（89％）、カナダ
（9.3％）、オーストラリア（0.4％）である。[4]
日本ではニオブ鉱石は産出せず、ニオブ原料はすべて輸入されている。
４．輸入先国
日本では、ニオブ鉱石は産出されず、ニオブはフェロニオブもしくは金属ニオブ
の形態で輸入されている。2005 年におけるフェロニオブの輸入量は 7,211 トンであ
り、表-1 に国別輸入量を示す。国別ではブラジル（92％）、カナダ（7％）、その他
（1％）である。2005 年におけるニオブ・チタン合金の輸入量は 26 トンであり、ほ
ぼ 100％をアメリカから輸入している。[5]

また、金属ニオブの輸入量は 17 トンで

あり、その大部分(12 トン)をアメリカから輸入している。[6]

表-1 フェロニオブ国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位

合計

トン

輸入国

7,211 ブラジル

フェロニオブ

輸入量

比率

6,650

92.2

カナダ

540

7.5

ドイツ

14

0.2

その他

8

0.1

表-2 ニオブ中間生産物国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位
Kg

合計

輸入国

輸入量

比率

26,106 アメリカ合衆国

25,795

98.8

中華人民共和国

282

1.1

フィリピン

14

0.1

その他

15

0.1

ニオブ・チタン合金のもの

5. ニオブ鉱
ニオブ鉱の精製法及び
精製法及び誘導品の
誘導品の製造法
需要の 95％がフェロニオブであるため、フェロニオブはブラジル産のパイロクロ
アを選鉱濃縮し、この精鉱と高品位ヘマタイトにアルミ粉と石灰など造滓剤を混合
し、テルミット法で製造している。一部は溶媒抽出により高純度金属ニオブとして
いる。[6]
6. ニオブ鉱石
ニオブ鉱石の
鉱石の最終用途
ニオブは、鉄鋼へ添加すると、その靱性、耐熱性が向上するため、ニオブの需要
の殆どは鉄鋼原料用途であるが、ニオブ・チタン合金は低温下、電気抵抗がゼロに
近づく現象(超電導)があり、これを利用して軽量・強力な電磁石をつくり、地上に
並べたコイルと磁石の反発作用で車輌を浮上させることができる。
ニオブの主な用途は次ぎの様である。
(a)鉄鋼原料
自動車用薄板、抗張力ラインパイプ用厚板、ステンレス鋼などの鉄鋼分野への需
要が 90％を占める。
(b)光学レンズ
ニオブは高屈折率高級レンズ用として使用されている。
(c)金属ニオブ
用途は、ターゲット材、NMR、超伝導線、粒子加速器用などであるが、国内需要

は NMR が大半である。[6]
表-3 にニオブ鉱石の最終応用市場を示す。
表-3 ニオブ鉱石の最終応用市場
原

料

中間製品

最終製品

主応用製品

フェロニオブ

高張力鋼・

自動車用薄板、抗張力ﾗｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ用厚板、

金属ﾆｵﾌﾞ

ステンレス鋼

鉄鋼構造物(橋、船舶)

ﾆｵﾌﾞ・ﾁﾀﾝ合 金属ニオブ、

耐熱超合金

航空機ｴﾝｼﾞﾝ、発電所ﾀｰﾋﾞﾝ、燃料電池

金

ﾆｵﾌﾞ・ﾁﾀﾝ合金

ターゲット材

電子機器

ﾆｵﾌﾞ・錫化合物

磁石

超電導装置(ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ)、NMR、

ﾌｪﾛﾆｵﾌﾞ

粒子加速器
高純度酸化物

炭化物

高屈折率光学ﾚﾝｽﾞ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、他光学機器

ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ

形態電話、PC 等電子部品

ニオブ酸リチウム

高周波発生装置、光変調素子、

超硬工具
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タンタル鉱

1. タンタル鉱
タンタル鉱の種類
タンタル鉱の主要な鉱石は次ぎのものである。[1]
(a)タンタル石（tantalite, (Fe,Mn)Ta2O6）
(b)コルンブ石（niobite 又は columbite, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6）（鉄及びマンガンの
タンタル酸－ニオブ酸塩）である。
タンタルの主要鉱物はタンタル石で、コルンブ石などと固溶体を作り、ニオブ、
マンガン、チタンなどを伴った酸化物として存在する。
2. タンタル(
タンタル(Ｔａ：tantalum)
Ｔａ：tantalum)の
tantalum)の特性値と
特性値と概要
・陽子数：73
・融

・価電子数：-

点：2996℃・沸

・存在度(地球)：1ppm

点：5425℃

・原子量：180.9479
・密

度：16.654

[2]

タンタルは、無害な金属であるため、人工骨や人工歯をあごに固定するネジに
使用されている。また、電解コンデンサーなどの電子部品として使用されている。
3. 産地
タンタルの主要な鉱物はタンタライトであり、コロンバイトなどと固溶体を作り、
ニオブ、マンガン、チタンの酸化物として産出する。タンタル鉱はオーストラリア、
カナダ、ブラジル及びアフリカ諸国のペグマタイト鉱床中にある。タンタル鉱で
Ta2O5 を 50％以上含むタンタライトは、大部分オーストラリア、アフリカで産出す
る。タンタルの生産量はタンタル鉱から生産されるよりも、錫精練より併産される
錫鉱滓から生産される量が多い。
2007 年の世界におけるタンタル(Ta 純分)の埋蔵量は約 13 万トンと推定されてお
り、国別の埋蔵量はブラジル（68％）、オーストラリア（31％）であり 2 ヶ国で大
部分を占めている。
2007 年の世界におけるタンタル(Ta 純分)の生産量は 1,400 トンと推定されてお
り、国別の生産量はオーストラリア（61％）、モザンビーク（5％）、ブラジル（18％）、
カナダ（5.0％）、ルワンダ(4.3％)、エチオピア(5.0％)である。[3]
日本ではタンタル鉱石は産出せず、タンタル原料はすべて輸入されている。
４．輸入先国
日本では、タンタル鉱石は産出せず、また国内において輸入鉱石からの精製も
1998 年を最後に無くなり、現在は全量輸入している。表-1 にタンタルの中間生産
物(塊、粉、棒、屑、フレーク等)の輸入量を示す。タンタル鉱はフッ化物、塊・粉、
製品、屑の形態で輸入されている。このうち、アメリカ及びドイツからはフッ化物
(K2TaF7)による輸入が多く、塊・粉の状態ではタイからの輸入が特に多い状況であ

る。2005 年におけるタンタル中間生産物の輸入量は 226 トンであり、国別ではタイ
（41％）、アメリカ（25％）、中国(13％)、その他（22％）である。[5]

2004 年にお

けるフッ化物(K2TaF7)の輸入量は 500 トンであり、国別ではアメリカ（52％）、ドイ
ツ（33％）、その他（16％）である。フッ化物(K2TaF7) をアルカリ金属で還元して
タンタル粉末を製造し、その多くがタンタルコンデンサーに使用されている。 [4]
表-1 タンタル中間生産物国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位

合計

トン

輸入国
226 タイ

輸入量

比率
92

40.7

タンタル及びその製品(塊、

アメリカ合衆国

55

24.5

棒、粉、屑、フレーク等)

中華人民共和国

30

13.2

その他

49

21.6

5. タンタル鉱
タンタル鉱の精製法及び
精製法及び誘導品の
誘導品の製造法
タイにおけるタンタルの生産工程を示す。タンタルの製法としては、錫選鉱の廃
砂を原料として、コロンバイト－タンタライト精鉱を生産する工程と、このコロン
バイトと錫スラグを原料としてタンタル粉末を製造する工程がある。
① 錫選鉱の廃砂を原料とする方法：錫選鉱廃砂を乾燥、振動ふるい、静電分離、
マクリーン磁気選鉱、高速磁力選鉱により、コロンバイト－タンタライト精鉱を
生産する。
② タンタル粉末製造工程：コロンバイトおよび錫スラグの 2 種類の原料を脱水・
粉砕後、フッ化水素酸で溶解し、溶媒抽出したタンタル溶液にフッ化カリウム、
塩化カリウムを加えてフルオロタンタル酸カリウムを沈殿分離し、金属ナトリ
ウムにて溶融還元してタンタル粉末を得る。[6]
6. タンタル鉱
タンタル鉱の最終用途
タンタルは融点が約 3000℃とタングステンに次いで高く、また比重も約 16 とタ
ングステンに次いで重い金属である。金属タンタルは展性、延性に富む機械的性質
を有する他、耐食性にも優れている。金属タンタルはこれらの性質を利用して、真
空または不活性雰囲気中での高温炉ヒーター、同リフレクタ等の耐熱材、あるいは
耐食性熱交換器として多く利用されている。タンタルは、体に無害な金属であるた
め、人工骨や歯のインプラント治療に用いられる。インプラント治療では、人工歯
を「フィクスチャー」と呼ばれるタンタルを含んだネジであごに埋め込む。
タンタルの粉末はコンデンサー用として、また箔や細線はコンデンサー用リード
線としてタンタル需要の最大の部分を占めている。

酸化タンタル(Ta2O5)は安定で大きな誘電率をもつため、大容量の電解コンデンサ
ーとなる。その他、光学レンズの添加剤として重要な材料である。またタンタル酸
リチウム(LiTaO3)の原料として使用されている。タンタル酸リチウムは電子機器用
フィルターに利用され、テレビ、ビデオ、携帯電話、デジカメ、パソコンに不可欠
の材料である。
炭化物(TaC)の最大需要は超硬工具用(WC/TiC/TaC 焼結品)である。TaC は WC の靱
性を向上させる。セラミックス材料分野への用途としては、超伝導材料、高誘磁率
材料、永久磁石材料、半硬質磁性材料、光ファイバー材料、太陽電池などとして利
用されている。[4][7]
表-2 にタンタル鉱の最終応用市場を示す。
表-2 タンタル鉱の最終応用市場
原料

中間製品

最終製品

主応用製品

フッ化物

タンタル加工品

ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 Ta 線

コンデンサ

高温炉ヒーター

真空熱処理炉、熱交換器具

ﾀﾝﾀﾙｺﾝﾃﾞﾝｻ

携帯電話、ビデオ、デジカメ、PC

ターゲット材

電子デバイス

電子機器フィルタ

携帯電話、ビデオ、デジカメ、PC

光学レンズ

デジカメ等

炭化物

超硬工具(バイト、ドリル)

塊・粉
屑

タンタル粉

タンタル化合物
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バナジウム鉱

1. バナジウム鉱
バナジウム鉱の種類
バナジウム鉱の主要な鉱石は次ぎのものである。[1]
(a) バナジン鉛鉱（descloizite, PbZn(VO4)(OH)）
（鉛及び亜鉛の塩基性バナジン酸
塩）
(b) パトロン石（partronite, VS8）（硫化バナジウム）
(c) バナジン雲母（roscoelite, KV2(AlSi3O10)(OH)2 又は vanadium mica）（アルミ
ニウム及びマグネシウムのバナジンけい酸錯塩）
(d) かっ鉛鉱（vanadinite, Pb5(VO4)3Cl）（鉛のバナジン酸塩及び塩化物）
上記の他にバナジウム含有鉱石として、モントレサイト(montroseite,
(V,Fe)O(OH))、カルノー石(carnotite, K2(UO2)2(VO4)2･3H2O)、メタチューヤムナイ
ト(metatyuyamunite, Ca(UO2)2(VO4)2･3H2O)などがある。バナジウムの地殻存在度は
銅、亜鉛、鉛などよりも多い。しかしバナジウムの単独の鉱物は少なく、鉱床を形
成することは希な金属であることから、希少価値を有するレアメタルとして数えら
れている。資源として利用されるバナジウムは、含バナジウム・チタン磁鉄鉱、カ
ルノー石、リン鉱石、鉛、亜鉛鉱石などの有用鉱石中に副成分として少量ずつ含ま
れている。また、世界の多くの原油や一部の石炭中にも、極少量ではあるがモリブ
デンなどとともに含まれる。[2]
2. バナジウム元素
バナジウム元素(V
元素(V：
(V：vanadium)の
vanadium)の概要
・陽子数：23

・価電子数：-

・融

・沸

点：1887℃

・ 存在度(地球)：230ppm

点：3377℃

・原子量：50.9415
・密

度：6.11

[3]

バナジウムはかたく、耐食性、耐熱性にすぐれた元素である。バナジウムを添加
した鉄鋼は、原子炉やターボエンジンのタービンなどの高温な環境で用いられる。
そのほか、ドリルやスパナなどの工具にも使用されている。
バナジウム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
バナジウムの産地は中国、南アフリカ、ロシアの 3 ヶ国に集中しており、地域偏
在性が高い鉱種である。世界におけるバナジウム(V 純分)の埋蔵量は 1,300 万トン
と推定されており、国別の埋蔵量は中国（39％）、ロシア（39％）、南アフリカ（23％）、
である。[4]
2007 年における世界のバナジウム鉱の生産量は約 5 万 8600 トンと推定されてお

り、国別では南アフリカ（39％）、中国（32％）、ロシア（27％）である。[4]
南アフリカ及びロシアの含バナジウム・チタン磁鉄鉱が世界のバナジウム資源の
大部分を占めている。南アフリカではブッシュベルト複合岩体の上位部に層状に分
布している。また、アメリカでは、磁鉄鉱鉱床の他に、コロラド州の堆積性含ウラ
ン砂岩鉱床から副産物として五酸化バナジウムが生産されている。[2]
4. 輸入先国
日本は、バナジウム全量を、主に五酸化バナジウム、フェロバナジウムの形態で
輸入している。2005 年における五酸化バナジウムの輸入量は 2,713 トンであり、表
-1 に国別輸入量を示す。国別では中国（88％）、南アフリカ（11％）、オーストラリ
ア（1％）である。
2005 年におけるフェロバナジウムの輸入量は 5,821 トンであり、表-2 に国別輸
入量を示す。国別では南アフリカ（64％）、ロシア（11％）、韓国（9％）、チェコ（7％）、
中国（6％）、オーストラリア（2％）、台湾（1％）、である。[5]
表-1 バナジウム中間生産物国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位

合計

輸入国
288 アメリカ合衆国

Kg

輸入量

比率

187

65.0

100

34.6

バナジウム及びその製品(屑

ドイツ

を含む)

中華人民共和国

1

0.4

その他

0

0.1

2,383

87.8

290

10.7

トン

2,713 中華人民共和国

バナジウムの酸化物及び水酸

南アフリカ共和国

化物

オーストラリア

40

1.5

アメリカ合衆国

0

0.0

表-2 フェロバナジウム国別輸入量
2005.1～12 輸入実績

品目名
単位
トン
フェロバナジウム

合計

輸入国

5,821 南アフリカ共和国

輸入量

比率

3,726

64.0

ロシア

618

10.6

大韓民国

500

8.6

その他

976

16.8

5. バナジウム鉱石
バナジウム鉱石の
鉱石の精製法及び
精製法及び誘導品の
誘導品の製造法
バナジウムは、含バナジウム・チタン磁鉄鉱、ウラン鉱石、石油精製用使用済触
媒、重油ボイラーの煙灰等を原料とし、バナジウム化合物、フェロバナジウム、金
属バナジウムの三種類の形態で生産され、それぞれ使用目的毎に使い分けられてい
る。その生産工程は、原料から五酸化バナジウムを生産する工程と、五酸化バナジ
ウムからフェロバナジウム等の各使用形態にあわせ生産する二つの段階に大別で
きる。
① 五酸化バナジウムの生産工程：原料を炭酸ナトリウムとともに焙焼して、水で
ナトリウム溶液として抽出し、この溶液に硫酸及びアンモニア化合物を加えメ
タバナジン酸アンモニウムとして析出させる。次に、このメタバナジン酸アン
モニウムを焙焼してアンモニアをとばすことで五酸化バナジウムを製造する。
② フェロバナジウムの生産工程：フェロナジウムは、五酸化バナジウムをアルミ
を還元剤としてテルミット炉や電気炉で溶融還元することで生産する。
金属バナジウムは、五酸化バナジウムをアルミ還元することで生産する。[2]
日本国内の五酸化バナジウムの生産は、石油精製用使用済触媒からの回収を２社、
また、重油ボイラーの煙灰からの回収については２社が行っている。フェロバナジ
ウムの生産は１社が行っている。
6. バナジウム鉱
バナジウム鉱の最終用途
鉄鋼・特殊鋼分野は、バナジウムの需要分野として最大である。世界のバナジウ
ム需要の 90％以上が鉄鋼・特殊鋼分野の需要であり、日本も同様となっている。残
りは触媒や顔料向け等に消費される。[2]
バナジウムは各種金属の添加剤として使われ、そのほとんどがバナジウム鋼に使
用される。鉄に少量のバナジウムを添加することで、靱性を損なわないで強度を増
すことができるほか、機械的性質や耐熱性なども向上する。バナジウムを添加した
高張力鋼は主に橋梁、船舶、大型建造物、ラインパイプに使用されている。また、
合金工具鋼はバイト、タップ、ダイス等の切削工具、ポンチ、たがね等の耐衝撃工
具、シャー刃などに使用される。高速度工具鋼は特に高速度切削用各種工具、難切
削材の切削工具として使用される。[6]
チタン・アルミとの合金はジェットエンジン、ミサイル、ガス・タービン等の軽
量耐熱材に利用される。
石油精製時の脱硫触媒、工場の排ガスから有害物質を回収する触媒、化学用添加
剤、顔料、試薬としても幅広く利用されている。バナジウムはセラミックスの釉と
して使用され、他の元素を添加することにより、様々な色を合成することができる。

表-3 にバナジウム鉱石の最終応用市場を示す。
表-3 バナジウム鉱石の最終応用市場

[2][6]

原料

中間製品

最終製品

含ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ・ﾁﾀﾝ

五酸化ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ

含バナジウム鉄鋼

磁鉄鉱

ジルコニウム金

重油脱硫触媒

属

応用市場
･高張力鋼(橋梁、船舶、大型建造物、
タンク、ラインパイプ等)
･非調質強靱鋼(自動車の車軸、ﾎﾞﾙﾄ)

重油燃焼灰

･切削工具(バイト、タップ、ダイス等)
･耐衝撃工具(ポンチ、たがね等)
･冷間金型工具(シャー刃、ねじ転造ダ
イス等)
･熱間金型工具(プレス型、ダイカスト
型等)
・その他(高速重切削用各種工具、難切
削材の切削工具)
バナジウム触媒

･硫酸製造触媒、排ガス脱硝用触媒、
重油脱硫触媒、

合金

･チタン・アルミ合金(航空機・ゴルフ
クラブ、原子炉材料)

その他

・顔料、
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