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2010年夏以降 レアアース問題が顕在化 

2010年第２回ＥＬ枠の大幅削減 

2010年秋 尖閣諸島での漁船衝突（実質禁輸） 

2011年 価格高騰、内外価格差 

レアアース需要は激減 

 使用量削減（節約）、代替品使用・・ 

今後のレアアース需給は？ 

 （レアアースはバランス商品） 

電機（特にテレビ） 

業界の不振 

欧州債務問題、円高 

中国経済は？ 

 

レアアースの宴はとうの昔に終わった 



(価格出典：Metal Page) 

（US$/kg) 

レアアースの価格は、急落中。下げ止まりは未だ見えず。まだまだ下がる？ 

2012年ＥＬ枠は同程度（通年で約31,000t)  日本への影響はない見込み。 
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主要レアアースの輸出価格と中国国内価格の動向 
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レアアースの種類と主な用途→元素毎の用途が異なる 
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Y イットリウム       ：蛍光体（赤）、光学ガラス、二次電池の極材 

La 
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Pr 

ランタン     ：光学ガラス、ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰ、FCC触媒、蛍光体 

セリウム    ：ガラス研磨剤、自動車触媒、UVｶｯﾄガラス、ガラス消色剤 

Nd 

Pm 

プラセオジム：Nd磁石、ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ発色剤ほか 

ネオジム       ：Nd磁石、ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰほか 

Sm 
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サマリウム     ：Sm-Co磁石ほか 

ユウロピウム ：蛍光体（赤色、青色）ほか 

ガドリニウム   ：光学ガラス、原子炉の中性子遮断材ほか 

ジスプロシウム ：Nd磁石、超磁歪材、セラミックコンデンサーほか 

テルビウム     ：蛍光体（緑色）、光磁気ﾃﾞｨｽｸﾀｰｹﾞｯﾄ 

イッテルビウム  ：レーザー関係、可視アップコンージョンほか 

エルビウム       ：クリスタルガラス着色剤ほか 

ホルミウム        ：レーザー関係、磁性超電導材、セラミックコンデンサーほか 

ツリウム           ：レーザー関係 

ルテチウム        ：シンチレーションほか 
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１９９８年 ２００５年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 

新素材     

 磁石材料 

 水素貯蔵材料 

 蛍光体材料 

 触媒材料 

 研磨 
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５３，８２５ 

３４，１２５ 

６，３００ 

５，０００ 

３，８００ 

４，６００ 

冶金・機械 ５，０５０ ９，７３８ １０，９９４ １０，３７０ １１，０００ １１，２００ 

石油・化学 ４，０００ ６，０００ ７，５４８ ７，５２０ ７，５００ ７，５００ 

ガラス・セラミックス １，６５０ ６，５００ ７，８７２ ７，１６０ ７，２００ ７，６００ 

農業・軽工業 ３，０１０ ５，０００ ７，６８６ ７，１２０ ７，０００ ６，９００ 

需 要      合計 １６，５４０ ５１，９００ ７２，５５０ ６７，６８０ ７３，０００ ８７，０２５ 

中国のレア・アース用途別需要の推移 単位  REO  t 

出典 China Rare Earth Information Center  

• 消費は中国・日本。近年、特に中国の国内需要が大幅に増加。 
• 新素材（磁石、Ni-MH電池、蛍光体）需要が大きく増加。 
• 中国政府は輸出抑制（増値税の撤廃、EL枠減少、輸出関税率UP)を強化。 
• 2011年は減少？ 

資源消費国としての中国 
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イオン吸着鉱（江西、
広東省、福建省など）
中重希土類を多く含む 

バイヤン・オボ鉱床 
内蒙古自治区（包頭） 
 軽希土類が主体 

四川省 
軽希土類 
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 中国が低コスト生産により生産規模を拡大。 

 西側RE鉱山は環境問題もあり閉山。 

 中国がレアアースの世界供給の約９７％を占める。 

 採掘量・製品量の管理強化。 

国土資源部採掘
許可量（2011年） 

省・自治区 
数量 
（トン） 

内モンゴル自治区 50,000 

山東省 1,500 

四川省 24,400 

湖南省 2,000 

広西チワン族自治区 2,500 

江西省 9,000 

広東省 2,200 

福建省 2,000 

雲南省 200 

合計 

2010年 

93,800 

(89,200) 

軽希土類   80,400t (77,000t) 

中重希土類  13,400t (12,200t) 

大ＲＥ生産国としての中国 

ガン州国家管理に 

（厳格管理の方向） 
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北部（内モンゴル自治区） 

鉱石鉱物：磁鉄鉱, 希土類含有鉱物（バストネサイト,  
       モナザイトなど） 

レアアース尾鉱 

原生代の炭酸塩岩中に胚胎 
   主鉱体、東鉱体、西鉱体からなる鉄酸化物鉱床 
 
レアアース資源の対象は5%以上の品位の主鉱体と 
東鉱体 

白雲鄂博（Bayan Obo）鉱山 
  世界最大のレアアース鉱山 
 
鉱量：埋蔵鉱量1,5億トン  @ 35% Fe、REO 6% 
 
資源量48 Mt（REO量）～30Mt 
（La:27.2%、Ce:48.7%、Pr:5.3%、Nd:16.6%） 
 
生産量   5万トン（2010年生産枠） 

JOGMEC 廣川氏講演資料を修正 
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南部（イオン吸着鉱床） 

イオン吸着鉱床のレアアース採取方法 



江西省贛州市龍南近郊の衛星画像 

龍南地区採掘跡地 

採掘地の河川状況 

中国南部 イオン吸着鉱採掘跡 



バイユン・オボ鉱床 
内蒙古自治区（包頭） 
 軽希土類が主体 

イオン吸着鉱（江西、
広東、福建省など） 
中重希土類を多く含む 

四川省 
軽希土類 

中国ＲＥ産業を巡る大きな流れ 

南北２大ＲＥ集団へ再編指導 

1991年 国家鉱物資源保護法（ＲＥ，Ｗ，Ｓｂ，Ｓｎ） 

2002年 外国企業のＲＥ鉱山へ
の投資を禁止、中間製品等製造
への投資は奨励 

ＩＴバブル時の乱掘、無秩序な
生産・輸出で、ＲＥ産業は疲弊
→建て直しへ（管理強化） 

北方集団（包頭） 
南方集団は上手くいかず 

ＥＬ枠減少、輸出関税率アップ 
ＲＥ鉱石生産量の管理強化 

上海近辺 
ＲＥ製造業 

中央政府 

南部（省政府、企業） 

利害相反 環境対策、省エネ対策、
安全対策の強化 

殖産、少数民族 

希土分離企業 
百数十社→40社程度に 

包頭地区の販売窓口の
一本化(国際貿易公司） 

四川省（江西銅業一社） 

ＥＬ許可企業 (30社程度に） 

包頭鋼鉄 

江西銅業 

五鉱集団 

広晟集団
（広東） 

中色集団 

11 

中国アルミ 

贛州稀土
（江西） 

国有企業の南方進出 利権争い? 



中国ＲＥ産業を巡る最近の動き 

リーマンショック後の需要の激減 
→ 供給過多 

希土類産業の発展強化 

中 央 政 府 

国土資源部 

2009年 希土工業発展計画 

希土類産業参入条件の強化 
軽希土類 
 鉱   山：300,000ｔ以上 
 製錬分離：5,000t以上  
イオン吸着鉱 
 鉱   山：3,000t以上 
 製錬分離:3,000t以上 
希土類金属製錬:1,500t以上 

REの重要性（EV等)の再認識？ 

資 源 保 全 の 強 化 

2010.5 特別行動計画採択 
   （厳格管理） 

工業情報化部 

特にイオン吸着鉱の乱掘、
違法採掘 の取り締まり強化 

国民もREに関心大、REを武器に 

商務部 

国土資源部 工業情報化部 

国家発展改革委員会 

2010年第２回EL枠の大幅削減 

昨秋、対日輸出制限 
（非公式禁輸） 

中国は大失敗 
 （公式的には認めず） 
日中問題→日米欧協調 

2011.1 江西省ガン州： 
   11の国家計画鉱区を設定 

2011.5.10 
  国務院 意見書         

採掘・製錬分離能力を厳格に抑制
（許可制・台帳） 

輸出管理の強化(EL枠転売を厳しく
処罰、税関コードの細分化） 

南方 ３大グループへ 

戦略的備蓄（実物・資源）の強化 
環境保護部 2011.2 希土工業汚染物排出標準発布 

2011.10施行 

尖閣諸島衝突事件 



安定調達を求めるならば 

最終ユーザー 

（自動車、電機・・） 商  社     

素材メーカー 

部材メーカー 素材メーカー 

分離・製錬技術 

鉱山会社OB 

（中国含む） 鉱山技術等  

供給源の多様化 

新規開発プロジェクト 

などの推進 

引き取り保証等 

分離・製錬技術 

産業構造（力関係）からくる根本的問題 
 
 原料    素材産業・部材産業     最終ユーザー 
 
 
 

調達リスク負担 

在庫リスク負担 

値下げ圧力 カンバン方式 値上げ圧力 

応分のリスク負担を！！ 
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誰がレアメタルの安定供給を担うのか？ 

  素材メーカー、部材メーカー、商社、最終ユーザー？ 
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レア・アース 
 鉱石    選鉱     焙焼（塩化希土）         溶媒抽出 
       過去  輸入                      
                                 工程スクラップ 
                                 使用済み製品   リサイクル 

ＲＥ酸化物               磁石、蛍光体、研磨材 
   ＲＥ合金  
  現在      
 

素材メーカー 

ＲＥ サプライ構造 

素材メーカー（三徳等） 
商社 

選鉱、分離抽出、製錬技術の蘇生が重要 

過去の流れ 

軽希土類（量を確保） 

探鉱・開発 

豪州 Mt.Weldへの出資約200億円  

   ＪＯＧＭＥＣ／双日  

   年8,500t∓500t 確保 

ＪＯＧＭＥＣ：ベトナム、米国、カナダ
などでの探鉱促進（ＨＲＥを重点） 

リサイクル 
ＪＯＧＭＥＣ：廃蛍光体からのＲＥ回収技術開発 

         福岡県などが実用化事業開始 

                   廃研磨材からのＲＥ回収技術開発 

代替・省資源 NEDO：Ｎｄ磁石、蛍光体などの 

  代替材料・使用量削減技術開発 



レアアース資源問題の整理 

①レアアース鉱床毎に１５元素の構成に差異 
  

レアアース資源特有の問題 

②レアアースはバランス商品 ー １５元素の需給を考える必要あり 
  ・一部のレアアースのみ需要が増大しても売れ残るレアアースが存在。 
         （重希土需要が増加 → 産出される軽希土は？） 
 
③放射能元素（Ｔｈ、Ｕ）を含む（多寡はあるが） 
  ＊廃棄物の貯蔵問題、近年環境対策が厳しくなりコスト高。反対派の勢力も増強。 
    ④現在のところ中国南部のイオン吸着鉱から中・重希土が殆ど生産されている 

大生産国中国の政策動向 

①内需を優先（増値税の撤廃、関税率アップ、Ｅ/Ｌ枠） 
  
②国家による生産管理の強化（鉱山、分離・抽出・・） 環境汚染の防止強化 
  
③ハイテク産業への応用 
  

日本の産業構造の問題 

③分離・製錬技術の衰退 
 
   

①最終ユーザ（自動車、電機・・）が調達リスク・在庫保有リスクを取っていない 
 
   ②素材・部材企業に調達リスク・在庫保有リスクを取る体力はない 
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価格高騰はＲＥが真に必要な用途のみに利用 

     需要の減少（安価だから使用）   

  中国の無駄な消費が無くなる（中国・中小メーカーの倒産等） 

   

購買力競争（付加価値化の出来る用途、製品への価格転嫁可能な用途） 

中国からの中重希土類の供給は減少 

今後のレアアース需給は？ 

欧州債務問題、円高、中国経済は？ 

 
電機（特にテレビ）業界の不振 

蛍光体→ＬＥＤ、有機ＥＬ 

 
磁石（ＨＥＶは増加）（風力発電？） 

 

光学ガラス（Ｌａ） 

研磨材（Ｃｅ，Ｌａ） 磁石（Ｎｄ，Ｄｙ） 

蛍光体（Ｔｂ，Ｅｕ，Ｙ） 自動車触媒（Ｃｅ） 

レアアースはバランス商品 



 レアメタル・レアアースの安定供給には、自動車、電機などの 
最終ユーザーがリスク負担しない限り進展しない。 
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 肥料（リン、カリ）はもっと重要だ！ 

新たなセリウムの用途開発（バランスが崩れた） 
  
 
    

本当にＲＥが必要ならば、需給の緩んでいる現在、 

         冷静に長期的な視点での検討が必要 

 

中重希土類に富むＲＥ鉱床開発の推進！！ 
  ・バランスを考えた鉱床をターゲット 
  ・難処理鉱の分離抽出・製錬技術開発、コスト低減技術開発 
    
バランスを考えて、総合的なＲＥ安定供給対策 
 （供給源多角化、代替材料技術開発、リサイクル） 
  
 
    


