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米国のレアアース政策

はじめに
　2010年の中国のレアメタル・レアアース・サプライ・
ショックから早くも5年間が経過している。アメリカ合
衆国では、レアアースの安定供給が重要課題であると
認識されていても、一般の米国民が観ているCNN等の
マスコミで取り上げられる場面は極めて少ない。米国
社会が決して「喉元を過ぎて熱さを忘れている」訳では
ない。
　しかし、内政問題・外交政策に多数の優先課題を抱
えている世界の警察であるアメリカ合衆国では、喫緊
のレアアース供給途絶リスクに晒されている訳ではな
いので、レアアース問題は優先順位の劣後する政治課
題となっている。

1. 米国のレアアース概況
　ジュニア企業が重希土類を中心に探鉱・開発してい
る。米国におけるレアアースの利用分野は、第1に再
生可能エネルギー等のクリーン・エネルギー、第2に
軍事・兵器のような先端技術分野である。先端技術分
野における最重要の重希土類は、①ジスプロシウム、
②ユウロピウム、③ネオジム、④テルビウム、⑤イッ
トリウムの5鉱種である。レアアースの安定供給は重
要であるものの、米国が抱えている多数の政治課題の
中では、比較劣後している。
　米国のレアアース政策を主として担う連邦政府機関
は、第1にエネルギー省（DOE）、第2に国防総省（DOD）
の2省である。実際には、連邦政府が、レアアース供
給に対して短期的に対処できる政策は少ない。しかし、
連邦政府は、中長期的観点から、レアアースの代替材
料・代替技術の研究開発やレアアースの効率的な利用
を推進している。
　米国のレアアース鉱山を開発・生産する上での課題
は、長期にわたる許認可、環境影響に対する懸念、資
金融通の不確実性等が挙げられる。実際のところ、
1950年代以降の半世紀、米国ではレアアース鉱山が新
規操業していない。米国地質調査所（US Geology 
Survey：USGS）は、鉱山の新規開発には最低10年間を
要すると推計している。米国では、レアメタル・レア
アースどころかベースメタル鉱山の探鉱・開発でさえ
ほとんど進捗していない。
　中国によるレアアースのサプライチェーン独占を問
題視している共和党であっても、連邦政府の資金的支
援による市場介入に対する反対論があり、エネルギー

省による債務保証（loan guarantee）の制度拡充・市場介
入を回避したい思想が根強い。共和党はむしろ、レア
アース鉱山の探鉱・開発を促進するため、鉱山関連の
許認可プロセスの簡素化・迅速化を志向している。

２. 米エネルギー省のレアアース政策
（1）重要鉱物戦略（Critical Materials Strategy）
　民主党及びオバマ大統領にとっては、環境保護派や
環境団体が強力な支持母体である。米国西海岸に本拠
を置くシエラクラブ（Sierra Club）等の環境団体は、大
気汚染防止や気候変動対策の観点から、石炭・石油・
天然ガスの化石燃料の使用量を全般的に削減するエネ
ルギー政策を採用するように、連邦政府や州政府に対
して強力に働き掛け続けている。オバマ政権は、化石
燃料の使用量を削減できるクリーン・エネルギー技術
こそが、米国内に新しい雇用創出の機会を提供し、米
国の長期的な経済発展にとって不可欠であると認識し
ている。
　エネルギー省（DOE）は、再生可能エネルギー及び
省エネルギーにとって重要な資源・材料を特定し、評
価し、研究している。2010年12月、エネルギー省は「重
要鉱物戦略Critical Materials Strategy（CMS）」を策定・
公表し、レアアースの供給途絶の潜在的危険性や研究
開発の重要性を指摘している。2011年12月、エネルギ
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表1. 2011年改訂重要鉱物戦略（CMS）の重要鉱種
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ー省は重要鉱物戦略（CMS）をアップデート改訂した
が、現在では重要鉱物戦略（CMS）の実行段階に入っ
ていると言うことができる。

　2011年以降、エネルギー省は、伝統的な政策手段で
ある研究開発プログラムを利用しながら、「重要物質ハ
ブ（Critical Materials Hub）」を構築してきた。エネルギ
ー省の研究開発プログラムは、基礎研究からリスクの
高い初期段階の研究まで極めて広範囲にわたる。エネ
ルギー省は、蓄電池、太陽電池、磁石、電動機、発電
機に関連する代替技術の研究開発に注力している。
　エネルギー省のレアアース供給途絶リスクに対する
重要鉱物戦略（CMS）の基本的アプローチは、①世界
的な供給源の多様化（diversification of supply）、②適切
な代替材料の特定・開発（development of substitutes）、
③リサイクル・再利用・効率的使用の改善（improvement 
of recycling and reuse）の、3本柱から構成されている。

（2）重要物質研究所（Critical Materials Institute）
　2013年9月、エネルギー省は、「重要物質研究所
（Critical Materials Institute：CMI）」を設立した。国立エ
イムズ研究所出身のキング（Alex King）博士が重要物
質研究所（CMI）の所長を務めている。何故アイオワ州
にレアアース研究のメッカが存在しているのか？軍
事・兵器の研究開発と密接な関連があった模様である

ため、外部に定かになっていないが、アイオワ州立大
学に化学物質の分離・抽出の研究分野で権威ある大学
教授が数名在籍していた模様である。
　重要物質研究所（CMI）は、国立エイムズ研究所
（Ames National Laboratory：IA州（アイオワ州））が中心
的役割を果たしながら、表2のとおり、他の国立技術
研究所3機関、7大学、民間企業7社の産学官連携によ
り構成される「エネルギー技術革新ハブ（energy 
innovation hub）」となるバーチャルな「産学官連携機構」
である。
　重要物質研究所（CMI）は特に、①ネオジム、②ユウ
ロピウム、③テルビウム、④ジスプロシウム、⑤イッ
トリウムのレアアース5鉱種及び、⑥リチウム、⑦テ
ルルのレアメタル2鉱種の合計7鉱種の供給問題の中長
期的な解決に取り組んでいる。重要物質研究所（CMI）
は、レアアースその他の重要物質のサプライ・チェー
ン全体に対してアプローチする「シンクタンク」的な機
能を果たすことが期待されている。
　国立エイムズ研究所は、重要物質研究所（CMI）の管
理運営のために5年間で1億2,000万US$の補助金を交
付されているので、オバマ大統領の2期目の任期を過
ぎた2017年まで予算面では安定した組織運営及び研究
開発を継続することが可能である。重要物質研究所
（CMI）では、研究開発プロジェクトの最初の35案件が
始動している。

出所：Critical Materials Instituteウェブサイト

図1. 重要物質研究所（CMI）の組織図
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機関名 所在地
【国立技術研究所】

国立オークリッジ研究所
（Oak Ridge National Laboratory）

テネシー州
Oak Ridge

国立エイムズ研究所
（Ames National Laboratory）

アイオワ州
Ames

国立アイダホ研究所
（Idaho National Laboratory）

アイダホ州
Idaho Falls

国立ローレンス・リブモア研究所
（Lawrence Livemore National Laboratory）

カリフォルニア州
Livemore

【大学】
ブラウン大学

（Brown University）
ロードアイランド州
Providence

ラトガース大学
（Rutgers University）

ニュージャージー州
New Brunswick

パーデュー大学
（Purdue University）

インディアナ州
West Lafayette

フロリダ産業・リン酸塩研究所
（Florida Industrial and Phosphate
 Research Institute）

フロリダ州
Bartow

アイオワ州立大学
（Iowa State University）

アイオワ州
Ames

コロラド鉱山大学
（Colorado School of Mines）

コロラド州
Golden

カリフォルニア大学デービス校
（University of California, Davis）

カリフォルニア州
Davis

【民間企業】
General Electric ニューヨーク州

Niskayuna
Advanced Recovery ニュージャージー州

Newark
Cytec Industries ニュージャージー州

Woodland Park
OLI Systems ニュージャージー州

Morris Plains
Graver Technologies デラウェア州

Glasgow
Molycorp コロラド州

Greenwood Village
Simbol Materials

（旧 Simbol Mining Corp）
カリフォルニア州
Pleasanton

出所：Critical Materials Instituteウェブサイト

図2. 重要物質研究所（CMI）のパートナー分布

表2. 重要物質研究所（CMI）のパートナー
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（3）米エネルギー省の研究開発プロジェクト
　エネルギー省の研究開発予算の中では、レアアース
政策という一括りは存在しない。全米各地に分散配置
されているエネルギー省所管の17の国立技術研究所や
研究開発プログラムの中に、レアアース関連の研究開
発が随所に散りばめられている。しかし、エネルギー
省のレアアース関連の研究開発プログラムでは、レア
アースの抽出・分離技術の研究開発よりは、レアアー
スの代替材料及び代替技術の研究開発に重点が置かれ
ており、レアアースそのものではなくレアアース以外
の研究開発が大部分である。
　エネルギー省が資金的に支援しているレアアース研
究開発プロジェクトのうちユニークなプログラムを以
下に2件紹介する。
　第1に、重要物質研究所（CMI）のパートナー企業の
一つであるSimbol Materials（旧Simbol Mining Corp）は、
電力企業CalEnergyがElmore地熱発電所（CA州（カリフ
ォルニア州南部））で汲み上げた塩水からレアメタルや
レアアースを抽出する方法を研究する実証プロジェク
ト（予算額300万US$）を推進している。米エネルギー
省地熱技術課（Geothermal Technologies Office）が、地熱
塩水（geothermal brines）からレアアースその他の重要
鉱物を成分分析し抽出する研究開発プロジェクトに対
して補助金を交付している。①地熱利用及び②重要鉱
物回収の一挙両得を目指す研究開発プログラムであ
る。現在までのところ、リチウム、マンガン、亜鉛を
中心とする重要鉱物が抽出されている。
　第2に、国立エネルギー技術研究所（National Energy 
Technology Laboratory：NETL）は、石炭火力発電にお
ける石炭燃焼過程から生じるフライアッシュ・石炭廃
棄物（coal refuse）・水性廃棄物（aqueous effluents）等の
石炭副産物から重要鉱物を回収する研究開発プログラ
ム（予算額1,500万US$）を推進しており、その実用可能
性を評価・分析している。国立エネルギー技術研究所
は、米国東部のアパラチア炭田が地下に眠っている
WV州（ウェストバージニア州）Morgantownに所在してお
り、歴史的には石炭研究所として発足した。エネルギー
省化石エネルギー課（Office of Fossil Energy）が補助金を
交付しており、①石炭燃焼の効率性向上及び②重要鉱

物回収の一石二鳥を目指す研究開発プログラムである。
　また、エネルギー省の取組みではないが、米国企業
の取組み事例を紹介する。米国の3大自動車メーカー
GMは、①バッテリーの性能向上・小型化、②車体部
材の軽量化等に継続して取り組んでいる。バッテリー
の性能が向上して小型化に成功すれば、レアメタルや
レアアースの使用量を削減することができる。また、
車体部材の強度の向上とともに、部材を薄くしたり、
より大きな穴を穿ったりすることにより、軽量化に成
功すれば、レアメタルの使用量を削減できるだけでは
なく、燃費向上が可能となる。このようなGMの取組
みも、一石二鳥を企図している。

３. 米国防総省のレアアース政策
（1）基本的な政策アプローチ
　米陸海空軍は、世界中で軍事利用されているレアア
ースの5%を消費している。米軍がレアアースを主と
して使用している部品は永久磁石であり、①サマリウ
ム・コバルト（samarium cobalt：SmCo）磁石、②NdFeB
（neodymium iron boron）磁石の2種類の永久磁石材料が
不可欠である。永久磁石は、国防分野では、目標誘導
ミサイル、スマート爆弾、戦闘機・輸送機、防衛兵器
システム等で使用されている。
　2012年3月、国防総省は、「国防利用レアアース物質
（Rare Earth Materials in Defense Applications）」報告書
（非公表）を上下両院に提出した。国防総省は、如何な
るレアアースが「米国の防衛上戦略的に重要である」の
かは外部に公表していないが、国防利用レアアース物
資報告書の中では、イットリウムの供給途絶リスクを
指摘している。
　2013年10月、国防総省は、「年次産業対応能力報告書
（Annual Industrial Capabilities Report）」を米国議会に提
出したが、年次産業対応能力報告書では、2010年当時
と比較すれば、レアアースの全体的な利用可能性が改
善されていると結論付けている。
　国防総省の3つの基本的なレアアース政策へのアプ
ロ ー チ は、 ① 供 給 源 の 多 様 化（diversification of 
supply）、②代替材料の追求（pursuit of substitutes）、③
廃棄物回収・再利用（reclamation of waste）である。連

出所：Critical Materials Instituteウェブサイト

図3. 重要物質研究所（CMI）の主要な研究推進分野
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邦政府では、エネルギー省も国防総省も類似したレア
アース政策のスタンスであることが分かる。
　国防総省としては、「レアアースの供給途絶は、米国
政府がコントロールできない外部事象によって引き起
こされる」という認識である。国防総省のレアアース
政策の基本的な発想は、外国に存在しているレアアー
スのサプライ・チェーンを米国の力で何とかして安定
的に確保する方向で努力するのではなく、レアアース
使用量を減らし、外国に存在するレアアースのサプラ
イ・チェーンに対する依存度を低減させる方向で努力
する、ということである。
　従って、レアアース政策の基本的な方向性としては、
代替材料・代替技術の開発・実用化が鍵を握ることと
なる。国防総省は、先端的な物質の発見・技術革新・
製造・商業化のペースを加速化するため、物質ゲノム・
イニシアティブ（Material Genome Initiative）を展開して
いる。

（2）戦略備蓄
　2013年1月、国防総省国防兵站局（Defense Logistics 
Agency：DLA）は、「2013年戦略的・重要物質の備蓄要
求報告書（Strategic and Critical Materials 2013 Report on 
Stockpile Requirements）」を米議会に提出した。
　2013年3月、国防総省は、レアアース戦略備蓄のため、
1億3,000万US$の予算を要請している。レアアース戦
略備蓄の7鉱種は、①ジスプロシウム、②テルビウム、
③イットリウム、④エルビウム、⑤ツリウム、⑥スカ
ンジウム、⑦非公表希土類酸化物。防衛兵站局は、①
スカンジウム及びテルビウムの供給不足を代替材料に
より満足できるが、②イットリウム、エルビウム、ツ
リウム、ジスプロシウムの供給不足には備蓄により対
処するべきであるとしている。
　「2014年国防授権法（National Defense Authorization 
Act of 2014）」に基づき、国防総省は歴史上初めてレア
アースを戦略備蓄できることとなった。
　鉱業関係者から聴取した範囲では、重要鉱物・レア
アース戦略備蓄には一定の意義があるが、戦略備蓄は
必要十分ではない、という見解がある。第1に、最終
製品化された装備品として備蓄すれば、短期間で兵站
補給することが可能であるが、鉱石や半製品を幾ら備
蓄したとしても、戦場では即時使用できない。
　第2に、石油備蓄政策における「原油備蓄」と「石油製
品備蓄」の非常時即応性に関する議論と類似した議論
であるが、汎用性の高い原材料の備蓄と汎用性の低下
する最終製品の備蓄のバランスの取り方が難しい。限
られた予算の範囲内で最大限の効率を目指すしかな
い。また、レアアースに限った課題ではないが、汎用
性の高い鉱石又は精鉱を備蓄したとしても、米国内に
は精錬又は加工できる施設が不足している。
　第3に、永久磁石を例に挙げれば、米国内にはレア
アース永久磁石製品メーカーが複数あるものの、中国
メーカーの中国内工場に「生産委託」しているケースが

大多数である。米国の永久磁石製品メーカーの大多数
は、設計・デザイン及びマーケティングを自社で手掛
けているものの、大多数が「ファブレス化」している。
国防総省が仮に原材料を米国メーカーに下げ渡したと
ころで、米国内には永久磁石の製造ラインがほとんど
存在しない。
　米陸海空軍の生命線の一本を成しているレアアース
永久磁石の調達に関しては、レアアース採掘・精錬の
上流部門から最終製品化の下流部門に至るまでのサプ
ライ・チェーンの相当部分が中国国内に握られている。
　最後に誤解してはならない点は、国防総省のレアメ
タルやレアアースの戦略備蓄は、基本的に「国防目的」
であって、JOGMECのレアメタル備蓄のような「民生
用目的」ではない。

（3）国防総省のその他の取組み
　米国内には現在、レアアース使用製品のリサイクル・
回収の商業化に成功しているビジネスは存在しない。
国防総省は、廃棄物回収・再利用をレアアース政策の
3本柱に掲げているものの、現段階ではレアアース廃
棄物回収・再利用を実行に移す段階にまで至っていな
い。
　国防総省は、レアアースの中では特に重希土類の経
済性及び市場価格に関心が高いものの、レアアース市
場価格の低迷が民間投資の減退を招いているので、非
常に頭痛の種であると認識している。国防総省として
は常時、レアメタル及びレアアースのサプライ・チェ
ーンは懸念材料であり、市場監視（market monitoring）
を継続している。
　国防総省関係者によれば、中国に対する世界貿易機
関（WTO）のパネル裁定が欧米諸国に有利に下された
が、レアアースの市場価格が比較的落ち着いているの
で、米国内ではレアメタル及びレアアースに対する「緊
急性の意識（sense of urgency）」が相当低下している、
という現状認識である。
　民間企業の取組み事例としては、商用航空機及び軍
用機に装備されている部材・部品を戦闘機等の軍用機
製造メーカーに納入している国際的メーカーの中に
は、自社に対する部材・部品の納入企業の第1段階（tier 
1）及び第2段階（tier 2）に関しては、最低2社と納入契
約することにより、何らかの理由で1社が納入できな
い事態に陥ったとしても、他の1社からの供給を継続
できるように「サプライ・チェーンの複線化」を実践し
ている企業がある。

４. 米国議会の動向
（1）レアアース関連法案
　米国議会は、2010年以降の過去5年間、中国による
レアアースのサプライ・チェーン独占状態を問題視し
てきた。米国の国防・安全保障の観点から、米国内に
レアアースのサプライ・チェーンが欠如している点は
大きな課題である。しかし、2010年のサプライショッ
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ク以降、米国社会のレアアース供給途絶に対する緊急
性の意識が徐々に低下してきたことは事実である。米
国民の政治意識や関心は当然、米国議会における法案
審議に影響している。
　2014年7月23日、下院では、スォルウェル（Eric 
Swalwell）下院議員（民主党：カリフォルニア州）が提
出したレアアース関連法案の「2014年エネルギー重要
資源確保・米国人雇用法案（Securing Energy Critical 
Elements and American Jobs Act of 2014）」（HR1022）が超
党派の支持を得ながら、僅差で否決された。同法案の
否決は、上下両院において、レアメタルやレアアース
の安定供給が重要課題であると認識されつつも、優先
度の高い政策課題であるとは言い難い状況にあること
を端的に示している証左である。
　米国議会（第113会期）に提出されたレアアース関連
法案は、表3のとおりである。複数のレアアース関連
法案が提出されたものの、実質審議はほとんど進捗し
なかった。2014年11月4日の中間選挙の結果、民主党
と比較して中国に対する警戒感の強い共和党が上下両
院の過半数議席を獲得したため、今後は米国議会にお
ける審議スケジュールの変更があり得るかも知れな
い。しかし、2月現在、第114会期の米国議会において、
レアアース関連法案の審議が加速する動きは全く見ら
れない。
　共和党が上院でも過半数議席を獲得したため、上院
エネルギー・天然資源委員会にマコウスキー（Lisa 
Murkowski）委員長が就任した。マコウスキー上院議
員は、それまではエネルギー・天然資源委員会の野党
筆頭理事を務めており、従前よりエネルギーの安定供
給及び資源確保の政策課題に対する造詣が深く、また、

ボーカンマウンテン（Bokan Mountain）レアアース鉱山
の所在しているAK州（アラスカ州）出身である。
　上院の委員長が各委員会におけるアジェンダ設定に
大きな影響力を持つとは言っても、独断と偏見で物事
を決められる訳ではない。共和党リーダーであるマコ
ネル（Mitch McConnell）上院院内総務（KY州（ケンタッ
キー州））と相談しながら、法案審議日程を組むことに
なるので、法案の関連する政策課題の優先順位が低け
れば、法案審議は後回しとなる。
　マコネル上院院内総務は、全米有数の産炭州である
ケンタッキー州の選出であるため、オバマ大統領が取
り潰そうとしている米国の石炭産業を救うため、米環
境保護庁（EPA）が提案しているクリーン発電計画
（Clean Power Plan）を無効化するための法案や政策を
打ち出すことが優先するであろう。

（2）レアアース議員連盟
　2012年2月、下院議員によりレアアース議員連盟
（Congressional Rare Earth Caucus）が結成された。レア
アース議員連盟は、現在でも存在しているものの、ほ
とんど活動していない。レアアース議員連盟には、表
4のとおり、複数のアイオワ州選出議員が所属してい
る。重要物質研究所（CMI）の国家的中心機関（national 
center）である国立エイムズ研究所は、アイオワ州立大
学構内に設置されている。
　エネルギー省からレアアース政策関連の研究開発補
助金が国立エイムズ研究所に交付されれば、直接的又
は間接的に地元アイオワ州での雇用拡大に繋がる。レ
アアース議員連盟から米国議会やエネルギー省に対す
る働き掛けにより、研究開発補助金を我田引水的に増

法案名 法案提出日 法案提出議員 主要な内容
【下院】
Nat iona l  S t ra teg ic  and 
Critical Minerals Production 
Act（HR761）

2013 年 2 月 15 日
2013 年 9 月：下院可決

Mark Amodei 下院議員
（共和党：ネバダ州）

重要鉱物の探鉱・開発の促進。
許認可手続の簡素化。

Resource Assessment of 
Rare Earths Act of 2013

（HR981）

2013 年 3 月 6 日 Henry Johnson 下院議員
（民主党：ジョージア州）

米国地質調査所（USGS）の
レアアース鉱脈の地質調査の
推進。

The Securing Energy Critical 
Elements and American Jobs 
Act of 2013（HR1022）

2013 年 3 月 6 日 Eric Swalwell 下院議員
（民主党：カリフォルニア州）

エネルギー省（DOE）による
研究・開発・商業適用プログ
ラムの推進。

Nat iona l  S t ra teg ic  and 
Critical Minerals Policy Act 
of 2013（HR1063）

2013 年 3 月 13 日 Doug Lamborn 下院議員
（共和党：イリノイ州）

重要鉱物の採掘・生産の促進。

N a t i o n a l  R a r e  E a r t h 
Cooperative Act of 2014

（HR4883）

2014 年 6 月 17 日 Steve Stockman 下院議員
（共和党：テキサス州）

トリウム含有レアアース精
錬・開発・商業化の促進。

【上院】
Critical Materials Policy Act 
of 2013（S1600）

2013 年 10 月 29 日 Lisa Murkowski 上院議員
（共和党：アラスカ州）

金属・鉱物の市場分析・予測。

N a t i o n a l  R a r e  E a r t h 
Cooperative Act of 2014

（S2006）

2014 年 2 月 6 日 Roy Blunt 上院議員
（共和党：ミズーリ州）

トリウム含有レアアース精
錬・開発・商業化の促進。

表3. 米国議会（第113会期）に提出されたレアアース関連法案
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額したい意図が見え隠れしている。
　全米各地に分散しているエネルギー省所管の17の国
立技術研究所が所在している州の選出議員が、地元に
所在する国立技術研究所に多額の補助金を落とすこと
ができる政策を強力に支援する事例は、頻繁に観察さ
れる政治的構図である。何もレアアース政策に限った
ことではない。

５. 米国のレアアース・プロジェクト
（1）レアアース・プロジェクトの課題
　米国におけるレアアース鉱山の開発・生産では、①
長期間を要する許認可、②環境影響に対する懸念、③
資金融通の不確実性の3点が主要な課題として挙げら
れる。1950年代以降、米国では、レアアース鉱山が新
規操業していない。米国地質調査所（USGS）は、新規
のレアアース鉱山の開発には最低10年間を要すると推
計している。鉱業関係者から聴取した範囲では、米国
では長期間に及ぶ許認可プロセスにより金属鉱山の経
済性が見合わないので、新規の投資資金を掻き集める
のが極めて困難であるという説明を聞く。
　米国では、民間企業がレアメタルやレアアースを探
鉱・開発しているが、補助金を受けていないものが多
い。米国で探鉱・開発中のレアアース・プロジェクト
は概ね、表5のとおりである。米国外で操業・生産し
ている鉱業関係者から聴取した範囲では、米国内のベ
ースメタル鉱山でさえ経済性が見合わない状況である
ので、レアメタル・レアアースだけを採掘・生産する

金属鉱山が米国内で採算性を確保できるとは考えられ
ない、という見解がある。また、レアアース市況に依
存するが、米国内のレアアース・プロジェクトの大部
分は、現在実行しているF/S段階で頓挫する、という
厳しい見解がある。

（2）マウンテンパス鉱山
　マウンテンパス（Mountain Pass）鉱山（カリフォルニ
ア州）は、米国で操業している唯一のレアアース鉱山
であり、北米最大のレアアース鉱山であるため、世界
のレアアース市場に与える影響が大きい。1952年～
2002年の半世紀間操業していたが、許可期限切れの際、

コスト高により一旦閉山した。2012年、Molycorp 
Mineralsがマウンテンパス鉱山の操業を再開した。比
較的需要の少ないセリウムが生産量の49%を占めるな
ど、軽希土類の含有率が高い。軽希土類の価格低迷を
背景として利潤率が低いため、生産計画のスケジュー
ルは若干遅れ気味である。

プロジェクト名 企業 プロジェクト所在州 主要なレアアース
Diamond Creek US Rare Earths

（旧 Colorado Rare Earths）
（テキサス州）

アイダホ州 セリウム、ネオジム、ランタン、イットリ
ウム

Lemhi Pass US Rare Earths
（旧 Colorado Rare Earths）
（テキサス州）

モンタナ州、
アイダホ州

ネオジム、テルビウム、ジスプロシウム、
イットリウム、ユウロピウム、エルビウ
ム

Bear Lodge Critical 
Rare Earth Project

Rare Element Resources
（コロラド州）

ワイオミング州 ランタン、セリウム、プラセオジム、ネ
オジム、サマリウム、ユウロピウム、ガ
ドリニウム、テルビウム、ジスプロシウ
ム、イットリウム

Elk Creek Carbonatite Niocorp
（旧 Quantum Rare
 Earth Development）

ネブラスカ州 ニオブ鉱山の副産物

Round Top Texas Rare Earth
（テキサス州）

テキサス州 ジスプロシウム、イットリウム、エルビ
ウム、ルテチウム、ツリウム、イッテル
ビウム

Bokan Mountain Ucore Rare Metals
（カナダ・ノヴァスコシア州）

アラスカ州 イットリウム、セリウム、ネオジム、ラ
ンタン、サマリウム

議員名 政党 選出州

Mike Coffman【共同議長】 共和党 コロラド州

Hank Johnson【共同議長】 民主党 ジョージア州

Roscoe Barlett（後に落選） 共和党 メリーランド州

Joe Wilson 共和党 サウスカロライナ州

Robert E. Latta 共和党 オハイオ州

Leonard Boswell（後に落選） 民主党 アイオワ州

Dave Loebsack 民主党 アイオワ州

Tom Latham 共和党 アイオワ州

Bruce Braley（後に落選） 民主党 アイオワ州

Steve King 共和党 アイオワ州

Cynthia M. Lummis 共和党 ワイオミング州

Paul A. Gosar（後に落選） 共和党 アリゾナ州

Cathy McMorris Rodgers 共和党 ワシントン州

Devin Nunes 共和党 カリフォルニア州

Don Young 共和党 アラスカ州

表5. 米国内の主要な探鉱・開発中のレアアース・プロジェクト

表4. 下院レアアース議員連盟（2012年2月結成）
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　マウンテンパス鉱山の採掘現場は、NV州（ネバダ州）
ラスベガスから比較的近い高速道路に近接しており、
理想的なロケーションである。生産プラントは立ち上
がり、現在はコスト削減に尽力しているものの、生産
量は伸び悩んでいる。
　Molycorpは重要物質研究所（CMI）のパートナー企業
である。Molycorpが米連邦政府特に米エネルギー省の
債務保証制度等の資金支援の制度拡充を望んでいるの
かという点に関しては、米国内の競争上の優位を保持
し、レアアース市場の供給過剰を回避したい思惑から、
望んでいないという見解がある。

（3）ボーカンマウンテン・プロジェクト
　Ucoreが進めているアラスカ州南東部ボーカンマウ
ンテン（Bokan Mountain）プロジェクトは、「イットリウ
ム問題」に直面している。一時期はバックライト用蛍
光ランプの需要増加に伴い、イットリウムに対する需
要が急拡大した。しかし、LED電灯の急速な普及によ
って世界市場からイットリウムの需要が掻き消されて
しまった。代替技術開発の進展により、レアアース需
要を削減することができた事例と言える。
　ボーカンマウンテンは、レアアース廃鉱石に含有さ
れている放射性物質の処理、放射性の廃鉱石の貯蔵施
設が大きな課題である。米国内では、Molycorpや
Ucoreが重希土類の採取に取り組んでいるが、重希土
類の採掘・生産で多くの場合に問題となる点が放射性
トリウムの存在である。

出典：米国地質調査所（USGS）

出典：各種資料を基にJOGMEC作成

表6. 米国等のレアアース鉱山の軽希土類・重希土類の含有率

表7. 軽希土類と重希土類

Concentrations of Light versus Heavy REEs by Mine

REE Bayan Obo, 
Mongolia

Mountain Pass, 
California

Bear Lodge, 
Wyoming

Bokan Mountain, 
Alaska

China clay deposits,
southern China

La 31.81% 33.79% 29.28% 10.37% 19.30%
Ce 49.42% 49.59% 45.86% 24.36% 31.18%
Pr 3.61% 4.12% 4.42% 3.11% 4.05%
Nd 12.67% 11.16% 14.36% 12.20% 13.52%
Sm 1.28% 0.85% 2.43% 3.11% 3.82%
Eu 0.21% 0.11% 0.58% 0.20% 0.34%
Light REE 99.00% 99.60% 97.00% 53.30% 72.20%
Gd 0.52% 0.21% 1.24% 3.47% 2.97%
Tb 0.05% 0.02% 0.21% 0.60% 0.43%
Dy 0.12% 0.03% 0.50% 4.19% 2.30%
Ho 0.03% 0.00% 0.03% 8.69% 0.49%
Er 0.03% 0.01% 0.06% 2.39% 1.44%
Tm 0.01% 0.00% 0.00% n.d. 0.21%
Yb 0.01% 0.00% 0.03% n.d. 1.08%
Lu 0.00% n.d. 0.00% n.d. 0.16%
Y 0.25% 0.13% 0.88% 27.31% 18.72%
Heavy REE 1.00% 0.40% 3.00% 46.70% 27.80%

元素名 英語表記 元素記号 原子番号
【軽希土類】
ランタン Lanthanum La 57
セリウム Cerium Ce 58
プラセオジム Praseodymium Pr 59
ネオジム Neodymium Nd 60
プロメチウム Promethium Pm 61
サマリウム Samarium Sm 62
ユウロピウム Europium Eu 63

【重希土類】
ガドリニウム Gadolinium Gd 64
テルビウム Terbium Te 65
ジスプロシウム Dysprosium Dy 66
ホルミウム Holmium Ho 67
エルビウム Erbium Er 68
ツリウム Thulium Tm 69
イッテルビウム Ytterbium Yb 70
ルテチウム Lutetium Lu 71
スカンジウム Scandium Sc 21
イットリウム Yttrium Y 39
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６. まとめ
　米国は、日本の人口の3倍の国民が生活し、経済力・
軍事力で世界No.1の国家である。米国にとっては、21
世紀の覇権を争う競争相手国は中国である。米国内に
は、レアアースを技術的に採掘・生産することが可能
な鉱山が存在している。しかし、レアアースの採掘・
生産の採算性・経済性に鑑みれば、「中国によるレアア
ース・サプライ・チェーンの寡占化・独占化」は将来
的に必至の潮流であろう。米国の軍事力や安全保障に
とって必要不可欠な永久磁石等の部品・製品は、中国
国内のサプライ・チェーンの掌中に握られつつある。
　アメリカ合衆国の連邦政府、陸海空軍、産業界は、
部品や製品の小型化、軽量化、代替材料開発等の種々
の方策を通じて、如何にしてレアメタルやレアアース
の使用量を削減できるか、如何にして対中国依存度を
低減させるか、に焦点を当てて知恵を絞っている。即
ち、レアアースを無しで済ます（do without）方向を探
求している。
　米国の民間企業には、供給途絶になりそうな事態に
陥ってから、連邦政府に解決を要請する発想や姿勢が
ほとんど感じられない。米国企業と日本企業のスタン
スの相違は、米国企業にとっては、日本からの供給で

あろうと中国からの供給であろうと供給途絶が起きな
ければ良い、というサプライ・チェーンの複線化の発
想に基づくのではないか。
　日本は、日中友好の外交姿勢を堅持しながらも、レ
アアース大国の中国との間で歴史的・政治的・外交的
な課題が山積しており、容易には解決の糸口を見出せ
ない問題も多い。日本の先端技術を活用した産業・企
業が、レアアース供給の中国依存を低減していく努力
をすること無しに、現状を看過して突き進むことには
一種の危うさが付きまとうであろう。コストとのバラ
ンスの課題が常在するので、一朝一夕にレアアースの
代替供給源を探し出すことは不可能である。しかし、
過去に経験した「喉元の熱さ」を何時までも忘れないこ
とが重要である。アメリカ合衆国の強大な国力をもっ
てさえもコントロールすることが不可能な地域に偏在
しているレアアースのサプライ・チェーンを日本の国
力だけで何とかすることは不可能である。
　本稿が、レアメタルやレアアースの供給途絶に将来
的に直面するリスクを抱えながら日夜粉骨砕身してい
る日本企業のビジネスマンが、米国のレアアースの実
態を理解し、企業戦略を練る上で、多少なりとも参考
になれば、幸甚である。

（2015.2.23）
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Webサイト

Webサイトをぜひご活用ください！

http://mric.jogmec.go.jp/

　JOGMEC調査部では、金属資源に関する様々な情報をWeb上で提供しております。
　様々な金属資源関連情報、セミナー・講演会の案内など、お役立ち情報満載です。
　「金属資源情報Webサイト」を毎日の情報収集にぜひご活用ください。


