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は し が き 
 
 

近年、世界的な鉱物資源の需要拡大による原料確保のための権益獲得競争の動きが一

層活発化する中で、環境保全対策や循環型社会構築への積極的な対応が求められるなど、

我が国の金属資源産業が置かれている状況は大きく変化している。一方で資源開発の現

場は、採掘対象の低品位化、探査ターゲットの奥地化や潜頭化など、より技術的リスク

の高い鉱床の開発へと移行しており、より効果的な選鉱・製錬等の生産技術が求められ

ている。こうした状況に対応する技術の有無が資源開発企業の競争力を左右しているの

が現状である。 
このような背景のもとに、独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構では、我が

国企業による資源権益確保や我が国の資源供給活動の競争力強化に資することを目的

として、我が国の金属資源産業が抱える技術課題等を把握し、我が国企業が関与する操

業現場における技術課題への対処や鉱山開発・F/S評価における生産技術の検討に対す

る技術支援を行うために、「現場ニーズ等に対する技術支援事業」制度の本格運用を平

成18年度より開始している。 
本報告書は、平成 23 年度の提案公募において採択した支援事業のうち、「リン酸石膏

残渣からのレアアース分離抽出技術検証調査」に関する共同スタディの成果をとりまと

めたものである。本共同スタディで対象となっているレアアースは、ガラス研磨剤、触

媒、蛍光体及び磁石など、多岐に渡って使用されており、その製品は家電製品、自動車

等の幅広い分野で利用されている。現在、我が国のレアアースの供給の 80～90％を中

国に依存しており、中国のレアアースに関する輸出・価格等の政策が世界、特に日本に

与える影響は大きく、日本の資源安定供給に向けて中国以外からの調達が急務となって

いる 

本共同スタディは、現在日本企業がほぼ全量輸入を中国に依存しているレアアースの

供給リスクを緩和すべく、ロシア連邦及びその周辺国において新たなレアアース資源の

供給源確保を目的とした事業化の可能性について検討を実施した。 
本報告書が、関係各位の参考になれば幸甚である。 
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1. 共同スタディの概要 
1.1. 背景・目的 

レアアースは電気自動車・家電用モーター原料磁石(ネオジム・ジスプロシウム)等、近

年需要が急増し、我が国を支える産業の基礎原料となっている。しかしながら、2011 年

現在、世界生産量の 97%が中国に偏り、中国がレアアースの輸出規制を強める中、日本

の産業空洞化を防ぐ為には、新たなサプライソースを確保しレアアースを安定調達する

ことが急務となっている。 
中国に次ぐレアアースの埋蔵量があるロシア連邦及びその周辺国で、現在リン酸肥料

製造時(原料：アパタイト鉱石)に石膏として安定的に廃棄されている残渣中にレアアース

が含まれる点に着目し、60 年間原子力周辺分野としてレアアースの研究・開発を行って

きたロシア国営機関（以下、「A 社」と仮称）をパートナーとして、当該残渣から A 社

の持つレアアースの分離・抽出技術を検証する為、本共同スタディを実施するものであ

る。 
 

1.2. 実施内容 
(1) ロシア産リン灰石鉱石の製錬過程で生じる主に石膏からなる残渣の希土類資源とし

てのポテンシャルを評価するとともに、同鉱石・残渣の鉱物学的評価、選鉱・製錬学的

検討を行う。 
 

(2) A 社の所有するレアアース分離抽出の技術について評価を行う。 
 

(3) 石膏残渣から希土類元素を抽出するためのデータ・知見等を収集する。また、Prayon
社（ベルギー）は世界で唯一リン酸からの希土類抽出技術を持っているとの情報につい

ても考察を行う。 
 

1.3. 実施従事者 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部 

丸紅株式会社 電子材料部 

委託業務・実施先 

独立行政法人 産業技術総合研究所 
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2. 共同スタディ結果 
2.1. 概要 

項  目 検証内容 得られた成果 

ベラルーシ産石膏

等（1205R1～R8）
の組成分析 

XRD（鉱物種の同

定）、XRF（全岩主要

成分）、ICPMS（全

岩微量成分）、EPMA
（鉱物中のレアアー

スの分布）を実施。

古い（2006 年以前）石膏残渣で 0.5%程度の希土類

元素が含まれる。これはヒビナ(Khibina)産燐灰石の

値と同程度であり、原料であるリン灰石中の希土類

元素は石膏残渣に分配されていることを確認。しか

し、2006 年以降に精製された残渣では 0.1%前後で

あり、不均質。石膏の純白度が上がると希土類元素

含有量は低下する傾向。石膏残渣を工業製品として

利用するためには更なる処理が必要と考えられる。

A 社の持つ分離抽

出プロセス等の検

証 

A 社の分離抽出プロ

セス、並びに希硫酸

による石膏からのレ

アアース抽出可能性

について検証実験を

行った。 

A 社の持つ分離抽出プロセスの中にいくつか重要な

検証すべき事項が含まれることが判明した。従って、

A 社の持つ分離抽出プロセスにはそのフローチャー

トには記述されていないノウハウが含まれている可

能性がある。 
また、希硫酸により、石膏からある程度レアアース

を抽出できることを確認した。A 社の持つ分離抽出

プロセスでは、Sr と希土類元素が硫酸塩として沈

殿・濃縮することが明らかとなった。 
A 社の持つレアア

ース分離抽出技術

に よ る 生 産 品

（1210N1～N5）
の検証 

A 社の持つ分離抽出

技術により精製され

た生産品（REO 酸化

物、肥料、石膏）の

品質等を評価した。

生産品試料の各種分析を行い、酸化希土類混合物、

肥料、石膏の品質評価を行った。酸化希土類混合物

は 97%程度の純度を持つものの、その 93.6%が軽希

土類元素（La, Ce, Pr, Nd）で占められている。 
石膏試料は化学組成及び結晶学的にも純粋な石膏が

主体であり、石膏ボード用の製品としてそのまま使

用できる純度であると考えられる。 
肥料試料は一般的な化成肥料（窒素質肥料）の化学

組成と同等であることを JIS 規格に基づいて行った

外注分析により確認した。 
 
3.分析結果 
3.1. 岩石・鉱物学的な各種分析（XRD,EPMA、XRF,LA-ICPMS）による諸性質の把握 
3.1.1．ベラルーシ産の石膏残渣 
ヒビナ産フッ素リン灰石を用いて肥料を製造した際に排出された石膏残渣の希土類元素

含有量は約 0.5%を示し、ヒビナ産フッ素リン灰石(1205R8)の希土類元素含有量（0.54%）

と同程度であった。この石膏残渣のTh及びU含有量はそれぞれ5 ppm及び2 ppmを示し、

一般的なカーボナタイト産の燐灰石（Th で数十 ppm）よりも低い値を示す。一方、ヒビナ

産以外のフッ素リン灰石を原料とする石膏残渣はおしなべて低い希土類元素含有量を示し

ている。 
3.1.2. A 社の持つ分離抽出技術による生成物 

ヒビナ産フッ素リン灰石を用いて肥料を製造（UralChem 又は PhosAgro：肥料会社）し
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た際に排出された石膏残渣は約 5,322ppm の希土類元素含有量を示し、La,Ce,Pr,Nd の含有

率は 95.0%である。一方、A 社の持つ分離抽出技術によって精製された生成物のうち、希

土類分離後の石膏（生成物）の希土類元素含有量は約 24ppm であった。このことから、原

料に含まれていた希土類元素はほとんど全て分離抽出されていると言える（単純に計算し

て、回収率は 99.5%以上）。混合希土類（生成物）の希土類元素含有量は約 97%程度を示し、

La,Ce,Pr,Nd だけでこの 93.6%を占める。従って、A 社の提案する精錬プロセスによって形

成される混合希土類（生成物）は、原料の石膏残渣から殆どの希土類元素を分離でき、原

料の石膏残渣中に含まれる希土類元素組成を良く反映していると言える。 
肥料試料（硝酸アンモニウム 1210N4 及び硫酸アンモニウム：1210N7）は、日本国内で

流通している普通肥料としての化学組成を満たしている。ただ、両者共に市場では単肥で

ある「窒素質肥料」として位置づけられ、硝酸アンモニウム（1210N4）は石灰窒素（2,795
円／20kg）に、硫酸アンモニウム（1210N7）は硫安（1,148 円／20kg）にそれぞれ相当す

る。 
 
3.2. A 社の持つ分離抽出プロセス等の検証 

A 社の持つ分離抽出技術の検討を行ったところ、炭酸アンモニウム処理で得られた炭酸塩

の分析において、希土類元素が固体側に加え液体側にも分配されることが確認された。従

って、A 社により希土類濃縮を行った場合、固体側のみを用いて濃縮する場合、回収率が低

下する可能性が高い。 
 
3.3. モデル浸出液などを使用した希土類分離試験（希硫酸による溶出試験） 

関西大学グループによる最近の研究（藤本ほか（2012）など）によれば、希硫酸により

石膏から希土類元素が浸出されうることが明らかにされている。本共同スタディにおいて

も希硫酸によって石膏から希土類元素が浸出されうることが追認され、希土類元素の中で

も重希土類元素の浸出率は 90%以上を示していることは特筆すべき点である。希硫酸処理

後の石膏残渣の品質が市場価値を持つ場合、このプロセスによれば石膏残渣を全量処理が

可能で、かつ酸化希土類を生産できる可能性がある。この手法は、残渣を余すところなく

利用できるという点において Prayon 社のリン酸技術と似ている。 
 
4. まとめ 

(1) 世界の燐灰石資源の中でも、ロシアのヒビナ鉱床産燐灰石は著量の希土類元素を含

有し、放射性元素（Th 及び U）濃度が低い点で、最も優れた非在来型希土類資源であ

り、ロシア及び近隣諸国にはヒビナ鉱床産燐灰石を原料とする石膏残渣が膨大に賦存

している。 
(2) ロシアのヒビナ鉱床産燐灰石を原料とする石膏残渣で 0.5%程度の希土類元素（Dy：

38ppm）が含まれることも追認できた。 
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(3) 石膏残渣からの希土類元素の分離抽出が理論的に可能であることは 1970 年代に既

に報告されていた（Habashi, 1985）。A 社における精錬プロセス及び技術は、石膏残

渣からの希土類元素分離技術に加え、肥料の生成も含めたより多くの付加価値を生み

出す可能性を持つため、今回の共同スタディで検証する最良の技術と判断された。 
(4) A 社における精錬プロセス及び技術は一般的な化学反応を利用したものであるが、

フローチャートにおける各工程において細かいノウハウを含むと考えられる。特に、

炭酸アンモニウムと石膏の反応により生成した炭酸塩の分解工程において希土類元素

がどのように分配されるかによって、その後の精錬プロセスに影響を与えることが確

認された。つまり、A 社の技術による分離抽出による希土類元素の分離にはサイクリッ

クな工程が必要と考えられ、「希土類元素の回収率」を上げるために想定以上の薬品と

時間を投入する必要があると予想される。今後、A 社ラボスケール実験の分離抽出プロ

セスが事業化の可能性があるかどうかを確認するためには、パイロットプラント装置

による連続試験を実施し、その連続試験で得られた生成物を評価する必要がある。 
(5) 本プロジェクトでは石膏残渣から希土類元素を回収することを主目的とするが、それ

だけでは経済性が無いこともはっきりした（処理に必要な薬品類の価格が、精製され

る希土類酸化物の価格を大きく上回る）。そのため、石膏残渣から希土類元素を回収す

る過程において、硫酸アンモニウムなどの肥料や純度の高い石膏を併せて精製するこ

とにより、残渣を余すところなく利用する必要があるだろう（A 社の技術のメリットで

もある）。ただし、A 社の技術で精製される硫酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムに

は窒素しか含まれていないため、試算によれば、すべての生産品の純度が市場価値を

満たしている場合でも、生産品の合計価格は消費薬品類の合計価格を大きく下回る。

更に、A 社の技術の各プロセスは、複数回のサイクルを繰り返し行って各生成物の純度

を高めている可能性が高く、投入する薬品量と処理時間が想定以上となり、経済性が

更に悪化する懸念がある。一方、希硫酸による石膏残渣処理は、肥料の精製は出来な

いものの、残渣を余すところなく利用できるという点において Prayon 社のリン酸技術

と似ており、将来的に検証する価値があるかもしれない。 
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