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注目集める「都市鉱山ビジネス」の最前線
―ゴミの中に隠れた‘宝の山’を発掘せよ―

はじめに

今、わが国の「都市鉱山」に熱い視線が注が

れている。鉱山といっても、原鉱石が採れる新

たな鉱山が見つかったわけではなく、都市で大

量に廃棄される家電製品や電子機器などに含ま

れる貴金属やレアメタル1 などの金属資源のこと

を指す。日本には金属の高度な製錬・製造技術

があり、これを用いて使用済み製品から金属を

回収してリサイクルすれば、都市は金属を産み

出す鉱山になる。

2008 年 1 月、物質・材料研究機構が日本に蓄

積された都市鉱山の規模の試算を公表して、世間

を驚かせた。日本の都市鉱山にある金は約 6,800

トンと世界の埋蔵量の 16 ％に及び、世界最大の

金資源国、南アフリカ共和国を上回る規模だとい

う。同様に、銀は世界埋蔵量の 23 ％、液晶の電

極などに使われるインジウムは 61 ％が国内の都

市鉱山に眠っているとのことだ。

資源価格高騰を背景に都市鉱山が脚光を浴び

始めているが、実は日本には以前から都市鉱山発

Point
1 最近、国内で使用・廃棄されるパソコンや携帯電話等の IT 機器などに含まれる貴金属やレアメタ

ルなどの金属資源に関心が集まっている。これらは「都市鉱山」と呼ばれるが、日本の都市鉱山の

規模は世界有数の資源国の埋蔵量に匹敵するとの試算もある。
2 都市鉱山が脚光を浴びている背景には、世界的な資源価格の高騰がある。
3 本稿では、都市鉱山発掘による金属リサイクル事業の先駆的企業である横浜金属とDOWAホール

ディングスの2社の事例を取り上げる。
4 両社の事例には、新事業開発（多角化）、環境ビジネス、イノベーションなど様々な観点から学ぶべ

き点が数多く含まれている。
5 都市鉱山の活用を推進するためには、使用済み IT機器の回収・リサイクルを促進する仕組みづくり

と法制化を含めた体制整備が必要である。
6 資源価格高騰で生じたコスト構造の変化を利用して、高い技術力を武器に資源の「生産」面で新たな

価値を創造すれば、資源高という逆境を商機に変えることができる。都市鉱山ビジネスの勃興は、日

本企業のこのような可能性を教えてくれる事例として注目に値する。

１　レアメタルとは、元々の存在量が少ない金属や、存在量が多くても技術的なことや経済的な採算の面で取り出すのが難しい金
属のことを指す。日本の経済産業省は31鉱種をレアメタルに指定している。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.7･8 経営センサー
11

注目集める「都市鉱山ビジネス」の最前線

11

掘による金属リサイクル事業に挑み続けてきた企

業が存在する。

本稿では、都市鉱山が注目される背景について

整理した後、携帯電話などの IT機器に含まれる金

属のリサイクル事業を先駆的に立ち上げてきた横

浜金属と DOWA ホールディングスの事例を取り

上げ、そこから学ぶべきポイントや、都市鉱山ビ

ジネスの課題と留意点、都市鉱山ビジネス勃興が

示す日本企業の可能性などを考察してみた。

Ⅰ．脚光浴びる「都市鉱山」
－使用済み IT機器は「宝の山」

1．今なぜ都市鉱山か

「都市鉱山」という言葉は、東北大学選鉱製錬

研究所の南條道夫教授らが 1980 年代に提唱した

リサイクル概念である。都市で大量に廃棄される

家電製品などの中に有用な資源が存在しており、

それを一つの鉱山と考えて、そこから資源を積極

的に取り出そうとする考え方である2。

本物の鉱山は、対象とする鉱石しか存在しな

いが、都市鉱山には貴金属のほか、多くのレアメ

タルも揃って含まれており、量も膨大である。

最近、都市鉱山への関心が急速に高まってき

た背景には、世界的な資源価格の高騰がある。価

格が高騰している資源は、連日マスコミで取り上

げられる原油だけではない。5 年前（2003 年）

と比較して、金は約 3倍、銅は約 4倍、タングス

テンは約 4倍に高騰している。ニッケルは、昨年

の最高値から半値近くになったが、5 年前の約 3

倍の水準にある。モリブデンは、2005 年の最高

値には及ばないが、再び上昇し 5年前の約 7倍と

なっている。

鉱物資源価格高騰の背景には、国際的な資源

ナショナリズムの台頭もある。世界のレアメタル

の埋蔵国はごく限られている。主要産出国である

中国が自国の自動車産業や電気機械産業への供給

を優先するため、戦略的に輸出を抑制するなど、

自国に存在する資源を自国で管理・開発しようと

する動きが強まっており、これが資源価格高騰の

一因となっている。

レアメタルは、「産業のビタミン」と言われる

ように、電子機器や自動車など現代の工業製品に

は不可欠な資源であり、その安定的な確保は日本

産業にとって至上命題である。

こうした資源価格高騰と需給の逼迫を背景に、

企業はリサイクル技術や代替素材技術の開発を活

発化させている。このような状況下だからこそ、

都市鉱山からの金属リサイクルのビジネスチャン

スが拡大し、廃棄される電気機器から貴金属やレ

アメタルを取り出す生産技術への注目度が高まっ

たのである。

使用済みの IT 機器などの都市鉱山はしばしば

「宝の山」と言われるが、廃棄製品を集めて、そ

こから金属を回収する技術がなければ宝の持ち腐

れであり、更にその回収コストが取り出せる金属

の価値より安くなければ、ビジネスとして成り立

たない。この意味で、都市鉱山からの金属リサイ

クルの経済的価値は、その時の鉱物資源価格によ

って決まる部分が大きい。昨今のように鉱物資源

価格が上昇すればするほど、都市鉱山「発掘」の

経済的価値が高まるわけである。

2．こんなに大きい日本の都市鉱山

日本にある都市鉱山の規模は図表 1 の通りで

ある（物質・材料研究機構の試算）。

それぞれの金属ごとに日本にある都市鉱山の

規模が世界の現有埋蔵量の何％を占めるかを見る

と、銀 22 ％、金 16 ％、スズ 11 ％、タンタル

10 ％など、電子部品等に多用される金属におい

て、いずれも世界の埋蔵量の 1割を超える規模と

２　手塚治虫氏の「アトム今昔物語」（初出は1967～ 68年、サンケイ新聞連載）の中には、登場人物の実業家が日本中のクズやゴ
ミを集めて東京湾に大都会をつくる計画を20年かけて実現したという設定があり、既にこの時点で日本では手塚氏が都市鉱山
の先駆け的発想をしていたと言える。
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なっている。また、透明電極としてディスプレイ

や太陽光発電に使われるインジウムは 62 ％にの

ぼるほか、プラスチックの難燃助剤として使われ

るアンチモンも 19 ％の規模となっている。

日本の都市鉱山だけで世界の消費量の何年分

をまかなえるかを試算すれば、多くの金属で 2～

3 年分となっており、とりわけ電池材料になるリ

チウムは 7.4 年分、触媒や燃料電池電極に不可欠

なプラチナは 5.7 年分の蓄積量を誇っている。

また、日本の都市鉱山規模を各国の天然資源

埋蔵量と並べた場合の順位を見ると、金、銀、鉛、

インジウムが世界 1位、銅は世界 2位となってい

る（ただし、本来は比較対象に含めるべき日本以

外の国の都市鉱山については、ここでは考慮して

いない）。

もちろん、上記の数字は、あくまで一研究機

関の試算に過ぎず、また都市鉱山から実際に資源

を効率的かつ経済性を伴う形で回収するには数多

くの難題があることを考えれば、「日本は世界一、

二の資源国」と表現するのは適切でないと思われ

る。しかし、日本の都市鉱山がかなりの規模であ

ることは間違いなく、地下にあった金属資源が地

上に在りかを変えたことで、日本は「地上の資源

国」という顔も持つようになっていると言える。

現代の都市には、携帯電話、パソコン、デジ

カメ、テレビなど IT 機器の廃棄物が山積してお

り、これらの中には多くの貴金属やレアメタルが

含まれている。例えば、現代人の必需品になった

携帯電話には、図表 2に示すように多くの金属が

使用されている。

都市鉱山は金属含有率も非常に高い。たとえ

ば、鉱石 1トンから採れる金は南アフリカの有力

な金鉱山でも 4 ～ 5g であるのに対し、携帯電話

1 トンに含まれる金は約 280g もある。携帯電話

はきわめて高品位の「鉱石」と言える 3。

Ⅱ．「都市鉱山」発掘の先駆的企業の事例

資源価格高騰や環境問題への取り組みの本格

化を背景に、今でこそ都市鉱山が脚光を浴びてい

るが、実は、日本には何年も前から都市鉱山の発

掘による金属リサイクル事業を立ち上げ、ビジネ

スとして成功させている企業が存在する。ここで

は、そんな先駆的企業の事例として、横浜金属と

DOWAホールディングスの 2社を取り上げたい。

　世界の埋蔵量に対する日本の 　日本の都市鉱山蓄積量／ 
　都市鉱山蓄積量の比率（％） 　世界の年間消費量 

　　　金　　属 埋蔵量の 
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図表１　日本の都市鉱山の規模の推計

出所：独立行政法人物質・材料研究機構「わが国の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵」

３　ただし、実際には、消費者に広く分散している携帯電話を回収するコストがかかる点や、金属を取り出すのに鉱石の製錬とは
異なる高度な技術が必要になる場合がある点などを考慮する必要がある。
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1．横浜金属の事例

－携帯から「金」をつくった都市鉱山発掘の

パイオニア

横浜金属（株）4 は非上場の中堅企業だが、社

会的に今ほど環境問題が叫ばれていなかった

1990 年代半ばに使用済みパソコンから貴金属を

取り出すリサイクル事業を立ち上げた企業であ

る。また、日本で初めて使用済み携帯電話から金

を取り出す事業を軌道に乗せた企業としても知ら

れている。

（１）都市鉱脈発掘のパイオニア

同社の都市における鉱脈発掘の歴史は、1958

年の創業当初にさかのぼる。同社が強みとする銀

の製錬技術を活かせる仕事はないかと探していた

創業者の比嘉知蔵氏は、東京・調布にある映画製

作会社の撮影所から廃棄物として銀を含むフィル

ムや廃液の一部が多摩川に放流され、異臭を放っ

ているのに目を付け、撮影所から不要になった撮

影フィルムや定着液をもらいうけ、そこから銀を

回収・製錬する事業を立ち上げた。

次に同社が開拓した鉱脈は、1960 年代半ばか

ら急速に普及した一眼レフカメラやクオーツ腕時

計に使われているボタン型の酸化銀電池である。

1974 年には全国の時計店、電気店、カメラ店か

ら廃酸化銀電池を回収する事業体制を築き上げ

た。

1980 年からは、歯科材が鉱脈となる。歯科技

工所や歯科医院で不要になった金歯、銀歯や、そ

の製造過程で発生する端材、切りくずを回収して

金や銀を再資源化する事業を始めた。更に、1985

年からは宝飾品が新たな鉱脈となる。当初は、宝

飾品メーカーから切れたネックレスや加工屑を回

収していたが、その後、展示会や宝飾店・時計店

経由で家庭に眠っている宝飾品を買い取るサービ

スに乗り出している。

図表２　携帯電話にはこんなにたくさんの金属が使われている！

出所： DOWAエコシステム「エコプロダクツ 2007」配布資料

４　本社：神奈川県相模原市、創業 1958年、資本金１億円、従業員数 70 名、売上高 47 億円（2005年度）。
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（２）使用済み IT 機器から貴金属を取り出すリサイ

クル事業を立ち上げ

このように、同社は、貴金属を原料とする部

品や製品を製造する現場を次々と重要な鉱脈に変

えていった。

創業以来、「ゴミ」に価値を見出して貴金属リ

サイクルビジネスを手掛けてきた同社が、IT 化

の進展に伴って大量に発生する使用済み IT 機器

を見逃さなかったのは、当然のことかもしれない。

1988 年にはポケットベルの回収を始め、その後、

パソコン、ファックスなどの各種OA機器や携帯

電話の回収へと乗り出していった。

1995 年、同社は子会社の横浜金属商事（株）

に環境リサイクル部を設立し、その仙台支店に環

境リサイクル事業部を立ち上げ、使用済み IT 機

器から貴金属を回収・製錬する一貫体制を日本で

初めて構築したのである（図表 3参照）。

（３）金属リサイクルビジネス成功の秘訣

同社が都市鉱山による金属リサイクルビジネ

スを事業として成功させることができた背景に

は、次のような独創的で周到な取り組みがあっ

た。

①有価物を扱う事業スキーム

ゴミをただで（無価物として）仕入れると、

産業廃棄物と見なされて廃棄物処理法に縛られ、

都道府県をまたいだゴミの移動に支障をきたすほ

か、ゴミを手作業で扱えなくなる。これを避ける

ため、同社は基本的にお金を出して（有価物とし

て）ゴミを買い取る事業者として活動するスキー

ムを採用した 5。

②周到なブランド戦略

かつて日本では、廃棄物から製錬された再生

銀は、鉱山から採掘した鉱石から精製した新産銀

より安く取引されていた。同社がつくる再生銀が

新産銀に比べ遜色ない品質をもち、貴金属市場で

売買できるものであることを世の中に認めさせる

ため、同社は 1981 年に LME（ロンドン金属取引

所）から銀地金の公認ブランド指定を受けた。こ

れは、貴金属リサイクル企業としては日本初のこ

とで、これにより同社の製錬技術と製品品質は国

際的にも認められ、現在に至る確固たる地位を確

立できた。

1990 年には同社本社の製錬工場が JIS（日本工

業規格）表示許可工場の認可を取得、2002 年に

は「ゴールド、プラチナ、パラジウム及びシル

バー地金の製造」で国際標準化機構（ISO）の

ISO9001 の認証を取得、2003 年には環境リサイ

クル部門の中核である横浜金属商事仙台事務所

が環境 ISO と称される ISO14001 の認証を受ける

など、ブランド価値を高める戦略を周到に講じ

ている。

５　その後、同社は産廃業者（収集運搬業、中間処理業）としての許可を都道府県ベースで取得することで、無価物として処理費
を取って廃棄物を回収し、域外に持ち出せるようになっている。

【　携帯電話のリサイクル　】 
各メーカー・ショップより回収 

↓ 
同社各拠点に集積 

↓ 
一次解体（穿孔処理／手解体） 

↓ 
二次解体（手解体） 

↓ 
再資源化（有価原料化） 

 
 
 
 
 
 
 
 

図表３　　横浜金属の携帯電話リサイクル

出所：横浜金属（株）ホームページより作成
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③手作業による差別化

同社の金属リサイクル事業のユニークな点は、

使用済みパソコンなど IT 機器の検量、仕分け、

解体、分別の工程すべてを手作業で行っているこ

とである。大手の製錬業者の場合、資材を破砕し

て焼却した後に貴金属等を回収する方法が一般的

だったが、これでは 4％程度しか資源回収できな

い。手作業にすることで、限りなく単一素材に分

別することができ、貴金属以外のプラスチック部

分も含めて 98 ％以上の資源回収が可能になると

いうメリットがある。

また、同社は少量多品種生産に向いた湿式製

錬方式を採用している。それぞれの金属が溶ける

薬品が異なる性質を利用して、溶解、還元させて

各金属を順次取り出していくもので、手間はかか

るが高い回収率が実現できる。

④手作業を支える知的障害者と受刑者

1995 年にスタートした上記の手作業によるパ

ソコンリサイクル事業は、人件費がかさむため、

通常のパート・アルバイトの活用では、どうして

も採算が合わなかった。そこで、比嘉成夫社長は

2 つの独特な人材活用モデルを考案、採用して、

人件費の低減を実現した。

1つ目は、知的障害を持つ人たちに社会復帰の

ための職業訓練の場を提供したことである。「千

代福祉会・おおぞら学園」の知的障害者にパソコ

ン等の手解体を委託したのである。解体作業の場

合、不合格品を出すという可能性は小さいため、

障害者が社会生活への適応能力を身に付けるため

の職業訓練に適していた。根気よく指導を続ける

うちに、同社社員よりも作業が速く正確にできる

生徒が現れ、社員として採用された例も少なくな

い。また、おおぞら学園側が、横浜金属に労働力

を提供するという意識が高まり、適性や能力を見

て選抜された生徒に作業を任せるようになったこ

とも、生産性アップにつながったという。

2つ目は、宮城刑務所を皮切りに、全国 7 か所

の刑務所に携帯電話等の手解体作業を刑務作業と

して委託したことである。刑務作業は、刑務所内

が仕事場であるため、新たな設備を用意する必要

がないこと、労務管理は刑務所が責任を負うこと、

厳重な管理体制下の作業となるため、ハードディ

スクや携帯電話の解体時に外部への情報漏洩のリ

スクがないことなどのメリットがあった。

（４）循環型社会実現のための都市鉱山発掘業

同社は、「循環型社会実現のための都市鉱山発

掘業」を事業ドメインと定義している。金、銀、

プラチナ、パラジウムなどの貴金属に特化した会

社から更に都市鉱山の裾野を広げ、進化した総合

リサイクル事業を推進している。

同時に、循環型社会の実現は日本だけでなく、

地球規模で考えていかねばならない課題であるか

ら、“Think of the earth”をテーマに、地球規模

のリサイクルを指向し、国境を越えたリサイクル

の可能性を探っている。

2．DOWAホールディングスの事例

－ 都市鉱山を活用したリサイクルで世界をリード

DOWA ホールディングス6（同和鉱業が 2006

年に移行）は 120 年以上続く老舗企業で、鉱石を

製錬して非鉄金属を生産することを中核事業とす

る会社である。近年は、都市鉱山を活用した金属

リサイクル事業を積極展開しており、使用済み

IT 機器にある廃基板などを破砕・分解して製錬

することにより、金、銀、銅やレアメタルを回収

し、リサイクルする事業で国内トップの企業とな

っている（リサイクル事業は分社の DOWA エコ

システムが統括している）。

６　本社：東京・千代田区、設立 1937年（前身の藤田組は 1884年創業）、資本金 364億円、従業員数 4,166 名、売上高 4,758 億円
（2007年度）。
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以下では、老舗の大手非鉄金属製錬会社であ

る同社が、どのように都市鉱山発掘による環境・

リサイクル事業を展開していったかを概観してみ

よう。

（１）新規事業ながら環境・リサイクルがコア事業に

成長

同社は、長い歴史の中で受け継がれた伝統が

「悪しきもの」へと変化し、大企業病に陥る中、第

1 次石油危機以降長い間業績が低迷していた。そ

こに吉川廣和・現会長兼 CEOが、1999 年に専務

に就任して以降、「選択と集中」をキーワードとす

る大胆な事業構造改革を断行し、7 年で経常利益

を 10倍の約 500 億円に押し上げた経緯がある 7。

同社の事業構造改革では、勝てる見込みのあ

るコアビジネスへは果敢に集中投資を行う一方

で、コアビジネスでないと決めた事業は売却、撤

退の道が選ばれた。そこで同社がコアビジネスに

選んだのが、「製錬」「電子材料・金属加工」「環

境・リサイクル」「熱処理」の 4 分野である（図

表 4 参照）。環境・リサイクル事業は、同社にと

って 1990 年代後半以降本格的に立ち上げた新規

事業であるが、今や国内トップの地位を確立し、

同社の連結営業利益の 18 ％を占める主力部門の

一つとなっている。

（２）環境関連ビジネスに乗り出した経緯

同社の環境関連ビジネスへの取り組みについ

て見てみよう。同社はもともと同和鉱業という、

秋田県の小坂銅山から採れる鉱石を製錬する製錬

業者だった。それが、現在のような環境・リサイ

クル事業を手掛けるようになったのには、3 つの

きっかけがあったという。

第一は、1970 年代後半に同社がもつ岡山県の柵

原鉱山が合理化に追い込まれた時にさかのぼる。

廃油の捨て場所に困ったある機械メーカーから

「御社の焼却技術を使って廃油を処理してほしい」

と頼まれた。鉱山労働者の雇用確保につながるた

図表４　DOWAの事業　～循環型社会実現に貢献～

出所：DOWAホールディングス

７　同社は、吉川廣和・現会長兼 CEOのもとで、「破壊と創造」を旗印に「壁を壊す」改革を断行し、企業再生を果たした。その
経緯は、吉川氏の著書『壁を壊す』（ダイヤモンド社）に詳しい。同社の事例は、大企業病に陥り業績が低迷した伝統的大企業
が、生え抜き経営者のもとで「創造的破壊」を伴う改革を進め、経営刷新を実現した事例として注目に値する。特に、本社オ
フィスの物理的な壁を取り払い、書類を捨てさせる話など、常識破りの手法に驚かされる。同書のご一読をお薦めしたい。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.7･8 経営センサー
17

注目集める「都市鉱山ビジネス」の最前線

17

め、この時、廃棄物処理事業に乗り出した。同事

業は収益性はなかったが、これを細々と続けるこ

とで、同社には比較的早い時期から産業廃棄物の

取り扱いなど環境ビジネスのノウハウが蓄積され

ていった。

第二は、1990 年代後半、米国に留学していた

社員が、米国では産業廃棄物の処理などの環境ビ

ジネスが急成長していると報告してきた。この分

野のビジネスには、同社が伝統的に保有している

鉱山製錬の技術やノウハウ、設備、人材がそのま

ま使えることに着目し、事業化に踏み出した（図

表 5 参照）。まずは廃油や廃アルカリの処理を手

掛け、製錬技術を使って焼却、無害化することに

成功した。

第三は、1990 年代半ば以降、国が環境対策に

本腰を入れて動き出し、家電リサイクル法、容器

包装リサイクル法、自動車リサイクル法などが成

立したことである。鉱石から金属を取り出す技術

は IT 機器から金属を取り出す技術と根幹は同じ

であるため、同社は金属リサイクル分野進出の機

をうかがっていたが、国の環境政策の追い風を受

けて本格的にリサイクル事業に踏み出し、2003

年以降、重点投資を行っている。

当初は、「同和はゴミ屋になり下がった」「会

社のイメージが悪くなる」といった強い反対論も

出たそうだが、今では、環境・リサイクル部門は

同社の中で売上 1,000 億円、経常利益 100 億円を

狙う成長事業に育ち、「環境のDOWA」と称され

るまでの評価を得るに至っている。

（３）地域振興にも貢献

同社の発祥の地である秋田県小坂町では、同社

子会社の小坂製錬が、日本最大級の最終処理施設

を含む環境リサイクルコンビナートをつくり、使

用済みのパソコンや携帯電話などから金や銅を回

収して再利用するリサイクル事業を展開している。

この地では明治初めに官営鉱山としてスター

トした小坂鉱山が金銀銅などを産出し、日本一の

産出高を誇ったが、戦後は海外の低コストの大規

模鉱山が開発され、小坂鉱山の競争力は失われた。

ヤマは閉鎖され、大正時代に約 3万人いた小坂町

の人口は 6,400 人程度まで減少した。

そんな衰退していた小坂町周辺が、今、DOWA

グループが展開する都市鉱山ビジネスのおかげで

元気を取り戻しつつあり、21世紀型の循環型社会

に対応した新しい産業を創出しようと、産官学一

図表５　鉱山・製錬の技術が環境・リサイクルに活かされた

出所： DOWAホールディングス資料
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体となっての取り組みが進展している。

小坂町に隣接する秋田県大館市では、リサイ

クル法の対象外にある小型の電気製品を回収する

試みが進んでいる。東北大学が主体となり自治体、

国、産学が一体となって 2007 年 4 月に始まった

「こでん（小型電子電気機器）リサイクル」プロ

ジェクトにも DOWA グループは参加しており、

同プロジェクトは 1 年で 4,000 個を超える回収実

績を上げた。鉱山の町という土地柄から、「使用

済み電子機器は高品位の鉱石と同じ」という点に

対する地域住民の理解度が高いようだ。

（４）世界トップ性能のリサイクル原料専用炉

小坂製錬は、2008 年 4 月、リサイクル原料対

応型の新型製錬設備を本格稼働させた。これは、

携帯電話や廃家電のプリント基板のほか、亜鉛の

製錬工程や化学工業で出た残渣などを原料として

用いる。世界トップ水準の性能を持つリサイクル

原料の専用炉である。リサイクル原料は含有する

金属の量や品質が千差万別のため、従来はリサイ

クル原料を約 30 ％までしか鉱石に混ぜられなか

ったが、この新型炉ではリサイクル原料を 100 ％

投入できる 8。

新型炉は、金や銀などの貴金属のほか、セレ

ン、アンチモンなどのレアメタルを含め、合計

18 種類の金属を回収できる。このため、リサイ

クル原料を再資源化した後の販売価格が高くな

るというメリットがある。

同社は高度な複雑鉱処理技術を持つため、廃

電子電気製品や基板など多種類の金属や有害物

質・不純物を含有している処理困難なリサイク

ル原料を大量に扱うことを得意としている。こ

のような複雑鉱処理技術を有する企業は、世界

でも DOWA ホールディングスとベルギーのユミ

コア社、カナダに製錬所を持つエクストラータ

社の 3社のみだという。

同社は、新型炉がある秋田県小坂地区に自動

車リサイクル工場と貴金属回収工場を相次いで完

成させ、新型炉能力のフル活用を図っている。

（５）国境を越えた事業展開

同社のリサイクル事業は、海外にも広がって

いる。

たとえば、東南アジアでは、携帯電話が普及

し始めたが、そこから金属を回収する技術がなく、

廃棄された携帯電話によって鉛などの重金属汚染

が発生している。

同社は、2007 年度、バーゼル条約事務局（ジュ

ネーブ）が進める「アジア太平洋地域における

E-Waste プロジェクト」の支援事業として、マレー

シア、シンガポール、タイで回収された携帯電話

の再資源化を試験的に行った。

海外の廃棄物の回収については、国境を越え

る廃棄物の移動を厳しく制限したバーゼル条約の

対象となる。同社は、このバーゼル条約の枠組み

の中で、諸外国から使用済み IT 機器を原料とし

て輸入するスキームが大いに有望であると考え、

そのための環境整備に精力的に取り組んでいる。

（６）一気通貫の総合力が強み

同社の環境リサイクルコンビナートの強みは、

最終処分施設を持ち、収集から埋め立てまでの一

気通貫の総合力で勝負できることだという。同社

は、焼却物にせよ、土壌にせよ、汚染の状態や必

要な処理内容を調査し、運搬し、対象物ごとに

様々なメニューで処理した後、有価物は回収し、

最後に残った焼却灰は自社の最終処分場に埋め立

てることができる。

現在の産業廃棄物処理法は「排出者責任」が

原則で、リサイクル途中で中間業者等による不

備や不正があった場合、自ら関与していなくて

も、排出者であるメーカーが責任を問われる。

８　同社は、以前から「複雑硫化鉱」と呼ばれる、銅以外に金、銀、鉛、亜鉛、カドミウムなどを含む銅鉱石を扱っており、様々
な不純物を含む銅鉱石から銅を取り出す高い製錬技術を持っていた。同社の多金属含有原料を処理可能な複合製錬設備には、
この固有技術が活かされているという。
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この点、同社の場合、回収した廃棄物を自社一

貫体制で徹頭徹尾、適正かつ完全に処理できる

ことが、顧客に信頼感を与え、大きな競争力と

なっている。

Ⅲ．まとめ：都市鉱山ビジネスが教えてくれる

こと
1．横浜金属、DOWA ホールディングスの事例

から何を学ぶか

Ⅱで見た「都市鉱山」発掘の先駆的企業 2 社

の事例は、新事業開発（多角化）、環境ビジネス、

イノベーションなど様々な分野で参考になる点を

数多く含んでいる。

示唆に富む両社の事例から学ぶべきポイント

として、次の 5点を指摘したい。

①人の行く裏に道あり、花の山

株式相場の世界に、「人の行く裏に道あり、花

の山」という格言がある。他人とは反対のこと、

誰もやらないことを黙々とやってきた人が大きな

成功を手にするという意味だが、ゴミに価値を見

出して収益化した両社はまさにこの格言の実践例

と言える。

両社は、他人が目を向けない「ゴミ」の中に、

「宝の山」が隠れていることにいち早く気付き、

都市鉱山の発掘を進めた。横浜金属は、映画製作

会社の現像所が「どうせ（多摩川に）流している

ものだから、持っていって構いませんよ」と語っ

た写真現像廃液から銀が抽出できることに気付い

た。また、同和鉱業は、機械メーカーから頼まれ

て廃油の処理事業を行う中で、廃棄物の価値を見

出した。この気付きが都市鉱山ビジネスをいち早

く発想し事業化することにつながった。

②地域における課題解決の取り組みが

イノベーションを生む

地域で発生した課題に着目し（横浜金属の場

合は撮影所が河川に放出する廃棄物による公害

問題、DOWA ホールディングスの場合は機械メ

ーカーの廃油の処理問題）、その課題解決に向け

た取り組みの中から、環境問題改善型の新規ビ

ジネスが創出されていった点で、両社は共通し

ている。

環境問題は地域に根差した問題であり、地域

特性に応じた技術や事業が求められるため、新

しい環境リサイクル事業は地域から始まると言

えよう。

また、顧客の抱える難しい問題や厳しい注文

に正面から立ち向かい、課題解決を図ることが、

画期的な技術や新たなビジネスモデルの創出とい

ったイノベーションにつながるということを、両

事例はわれわれに教えてくれる。

③環境リサイクルを事業として成り立たせる

両社とも、地球環境保全のための社会的要請

や循環型社会の実現への貢献を意識してリサイク

ル事業に乗り出しているが、重要なポイントはリ

サイクル事業を採算のとれる事業として軌道に乗

せることに注力し、成功した点である。

横浜金属の場合、常識では日本国内では採算

のとれない「手作業によるパソコンリサイクル

事業」を、知的障害者と受刑者の起用による社

会貢献と人件費削減という卓抜したアイデアで

事業として成立させることに成功した。知的障

害者施設と刑務所といった異なる主体との業務

提携により、当初困難と見られた事業を可能な

ものにするブレークスルーを成し得た点は注目

に値する。

④コア技術の蓄積を活かした新規事業進出

両社どちらのケースも、環境・リサイクル事

業への進出（多角化）は、全く不案内な分野への

新規事業展開ではなく、創業以来積み上げてきた

固有の技術（製錬技術）の蓄積が活用できる事業

分野であったことが、成功の一因になっている。

作家で老舗企業の研究家としても知られる野

村進氏によれば、日本には創業 100 年を超える会

社が 10 万社以上あり、これは世界に例がないと
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いう9。そして、老舗企業として生き残る企業の 5

つの共通項を指摘しているが、その中に、「時代

の変化にしなやかに適応すること」「それと同時

に、創業以来の家業の部分は頑なに守り抜いてい

ること」の 2つが挙げられている。

本稿で見た両社は、時代と社会の要請をとら

えて環境・リサイクル分野に果敢に進出したこ

と、しかもそれは自社のコア技術の蓄積を活かし

た事業展開であったことから、上記の 2つの要件

を満たす企業であると言えよう。

⑤環境で企業ブランド、地域ブランドを高める

両社とも、環境問題への積極的取り組みによ

り企業ブランドを高めることに成功している。ま

た、秋田県小坂地区の事例は、地域発でリサイク

ル事業などの環境産業が生まれることは、地域の

活性化に大きく寄与することを示している。

2．都市鉱山による金属リサイクルの課題と留意点

本稿で見てきたように、都市鉱山は日本にと

って注目すべき価値ある鉱脈であるが、過度の期

待や幻想を抱くべきではない。都市鉱山には、次

のような課題と留意点があるということを踏まえ

つつ、ブームに浮かれることなく、冷静にその活

用を推進していくべきであろう。

① IT機器回収を促進する仕組みづくり

第一に、家電リサイクル法で定められた対象 4

品目（冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ）

以外の IT 機器についても、回収を促進する仕組

みづくりが必要である。例えば、携帯電話は、使

用済みの回収台数が年々減少している。電気通信

事業者協会などの調べによると、携帯電話・

PHS 端末の回収台数は 2000 年度の 1,361 万台を

ピークに減少傾向にあり、2007 年度は 644 万台

に落ち込んでいる（図表 6）。

回収が低調な背景には、携帯端末に保存した

写真やメールなどの記録を思い出として手元に保

持したい利用者が増えていることが影響してい

る。個人情報流出への懸念が強いことや、ダウン

ロードしたゲームや音楽などが著作権保護のた

め、新端末に移行できないことも背景にある。更

に、法的な面では、使用済み IT 機器が一般廃棄

物となり、回収するに当たっては自治体の許認可

が必要になるという問題もある。

こうした状況を打開するためには、使用済み

IT機器を小売店等に持って行く消費者にインセン

ティブを与える仕組みや、法制化を含めた IT 機

器のリサイクル体制の整備などが必要であろう。

②都市鉱山も永遠ではない

第二に、掘り尽くせば終わりの自然の鉱山と

違って、都市鉱山は枯渇しないと思われるかもし

れないが、実は必ずしもそうとは限らない点に留

意が必要である。1 台の携帯電話やパソコンなど

に使われる貴金属の量は年々少なくなっている。

低コスト化のために貴金属をあまり使用しない製

品開発が進んだことにより、例えば IT 機器の中

の金の含有率は昔より相当低下している。貴金属

価格が高騰するほど、この傾向が強まり、都市鉱

山の埋蔵量が細っていく可能性もある。

③盲目的な資源循環志向でなく、効率よい回収を

第三に、使用済み IT 機器からレアメタルを回
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図表６　携帯電話・PHS端末の回収台数

出所：電気通信事業者協会（TCA）・情報通信ネットワーク産業協会
（CIAJ）調べ

９　野村進（2006）『千年、働いてきました―老舗企業大国ニッポン』による。
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収するリサイクル技術の確立が重要なことはもち

ろんだが、盲目的に資源循環の実現を追求するあ

まり、採算性を度外視したり、かえって環境負荷

を高めてしまうことのないよう注意しなければな

らない。レアメタル回収においては、何が何でも

回収するのではなく、その金属をどれほど効率よ

く回収できるかという視点が重要である。

例えば、白金は、鉱石から製造するのに膨大

なエネルギーと時間を要するため、資源・環境保

全の観点からリサイクルの徹底を図ることが望ま

しい。しかし、インジウム（亜鉛製錬の副産物）

のように、ベースメタルの副産物としても産出さ

れるレアメタルについては、必ずしも徹底的にリ

サイクルする必要はないとの指摘がある 10。

都市鉱山からの金属資源の回収は、効率よく

回収する「現代の錬金術」の開発とセットで推進

すべきものと言えよう。

3．都市鉱山ビジネスから学ぶべきこと

都市鉱山から金属を回収してリサイクルする

ことは、技術的には以前から可能だったが、ほと

んど行われてこなかった。それがここにきて急に

開花した理由は、前述のように、資源価格高騰に

よって、都市鉱山からの金属リサイクルが採算に

乗るようになったためである。

資源価格が大幅に上昇すれば、今まで手を付

けられなかった資源の開発が可能になる。原油高

騰を受けて、オイルシェール（油分を含む岩石）

の開発などが加速しているのはその一例である

が、都市鉱山の開発に拍車がかかっているのもこ

れと同様の現象と言ってよい。

製造業企業にとって、資源価格高騰は原料高を

招く試練である一方で、資源リサイクル事業や代

替素材開発の採算性が高まるため、ビジネスチャ

ンスが拡大する面もある。現に、最近のレアメタ

ル価格の上昇を背景に、多くの金属メーカーがレ

アメタルのリサイクル事業に参入し、レアメタル

を回収する大型設備の建設に踏み出している。ま

た、化学メーカーは、電気機器製造に不可欠なレ

アメタルを含む素材の代替素材の開発を活発化さ

せている。

天然資源は資源国で「採れる」ものであり、

「つくる」より「使う」ものというイメージが強

い。しかし、本稿で見たように、科学技術の発展

に伴い、地下にあった金属資源が地上に在りかを

変えて、日本は巨大な都市鉱山を抱える「地上の

資源国」となっている。また、日本はレアメタル

の消費大国であると同時に、実は世界に冠たるレ

アメタルの生産大国でもある。鉱石を製錬して純

度の高いレアメタルをつくり出す技術において、

日本は世界最高水準の技術力を持っている。

以上から、次のようなことが言えるだろう。最

近の「都市鉱山」開発の盛り上がりを単なるブー

ムと見るべきではない。資源価格高騰で生じたコ

スト構造などの環境変化を利用して、高い技術力

を武器にして資源の「生産」面で新たな価値を創

造すれば、資源高という逆境を商機に変えること

ができる。都市鉱山ビジネスの勃興は、日本企業

のこのような可能性を教えてくれる事例として注

目に値するものである。
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