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現在の主なレアアース製品群

100倍の商品
市場を支える

我が国を支えるレアアース産業とレアアース資源問題

LED

ハイブリッド車

燃料電池

ハイテク産業の生命線
次世代エネルギー技術の鍵

現在の我が国における
レアアース産業の経済規模

(Canada LED Lights)

(トヨタ自動車)

(アイシン精機)

2010年10月21日
日本経済新聞

世界需要は急激に増加見込

世
界
の
レ
ア
ア
ー
ス
需
要
予
測

(ト
ン

)

Alonso, Elisa et al. (2012)

どのシナリオでも
急激に増加！

世界の供給は中国が支配

米国地質調査所 (2016)

世界のレアアース生産量
(2016)

(国土交通省 港湾局)

風力発電機電気自動車

(トヨタ自動車)

(Airbus)

Al-Sc合金

日本独自のレアアース確保策が
資源セキュリティ政策として必要 1



画期的な国産資源「南鳥島レアアース泥」
海

底
面

か
ら

の
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)

総レアアース濃度 (ppm)

超高濃度レアアース泥
が発見された海域

南鳥島

南鳥島EEZで「超高濃度レアアース泥」を発見

Iijima et al. (2016）

世界最高品位

膨大な資源量

3.資源探査が容易

 陸上埋蔵量の1000倍

 50％が重レアアースで資源と
してのバランスが極めてよい

 ピストンコアで
4点を探査する
だけで資源量が
把握できる

1.レアアース (特に重レア
アース) 含有量が高い

2.太平洋に広く分布し，資
源量が膨大

レアアース泥 中国の重レアアース鉱山

4.トリウム，ウランな
どの放射性元素を含
まない

5.レアアースの抽出
が容易

 常温の希酸に短時間浸
すだけで，レアアース
のほとんどすべてを抽
出可能

 中国鉱山では，トリウ
ム，ウランなどの放射
性元素の廃棄物処理が
最大の問題

 レアアース泥は放射性
元素の処理が不要な“ク
リーンな資源”

トリウム，ウラ
ン含有量は,身の
回りの岩石より
さらに少ない

レアアース泥の特長

重レアアースとスカンジウムが
同時に採れる唯一の資源

EEZ

開発有望海域
(315km2)

現在の世界需要の
10000年分 !!
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レアアース泥開発システムの構築

エアリフトによる揚泥

エアリフトによる揚泥システムを応用：
水深~3000m，海底下数千mから，石油 (泥，砂混じり) を生産する既存技術
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南鳥島レアアース泥開発の経済性
開発に関わる諸費用の試算

CAPEX: 746.0 億円

OPEX: 436.2 億円/ 年

 発見当初は1,000 ppm程度のレアアース泥の開発を想定
⇒ 価格暴騰時の緊急対応策にはなるが，現在の価格水準では平常操業は厳しい
 現在はその5倍以上の超高濃度層 (５,000 ppm以上) が対象

⇒ 収益が5倍になるので，現在の価格水準でも操業可能
 粒径選鉱による品位向上，スカンジウムの価値を加味すれば，さらに高収益

開発期間は20年,割引率は10 % を仮定

前提条件
レアアース濃度：1,070 ppm
揚泥量：10,000 t / 日
稼働日：300日 / 年

緊急時対応可能（ΣREY= 1,000 ppm）

平常時操業可能（ΣREY= 5,000 ppm）

品位5倍

スカンジウムを加味 ⇒ さらに高収益
阿部和彦 (2013東京大学修士論文) (金属価格データ：メタル リサーチ ビューロ)

価
格

(U
S$

/k
g)
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「レアアース泥開発推進コンソーシアム 第1年度活動報告会 部会4」発表資料 (2015.10.23)

ハイドロサイクロンによる粒径選鉱が可能
ハイドロサイクロンの特長
 広い適用粒径範囲

(5～500 µm)
 特別な薬品を使わない

ので環境負荷がない

レアアースは粗粒物質に濃集

細粒物質

レ
ア

ア
ー

ス
濃

度
(p

pm
)

粗粒物質
(主に生物源アパタイト)

500µm
粒径選鉱前の
レアアース泥

オーバーフロー
（細粒物質）

アンダーフロー
（粗粒物質）

500µm

500µm

ハイドロサイクロン
粒径選鉱実験結果

3,700 ppm

920 ppm

7,900 ppm

渡辺大輝 (2014東京大学修士論文)

粒径選鉱によるレアアース品位の向上

 粒径選鉱で10,000 ppm以上に
品位を劇的に向上可能

 海底選鉱により揚泥量を15%程度
に減容可能

小田部 翔 (2011東京大学修士論文)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
左上の棒グラフで「レアアースは粗粒な生物源アパタイトに濃集」→「海底での粒径選鉱が効果的」　のみでOK．



東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム

日本を代表する29の企業・機関が参加し，
世界初の海底鉱物資源開発への期待が高まっている

三井海洋
開発

日本海洋
掘削

東亜建設
工業 三徳 太平洋

セメント 三井金属 深田サルベージ
建設

商船三井古河機械
金属

スターライト
工業 日本郵船信越化学

工業

経営共創
基盤

日鉄住金
総研

海洋研究
開発機構

海上技術
安全研究所

千葉工業
大学

国土交通省
関東地方整備局

特定離島港湾事務所

石油天然ガス・
金属鉱物資源機構
[オブザーバー]

トヨタ
自動車

東京大学

東京電力
HD

日亜化学
工業

根本特殊
化学

マリンワーク
ジャパン日本NUS日揮

(出典：加藤研究室) (出典：加藤研究室)

三井住友
建設三井造船
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レアアース・ショックで日本の企業が被った損失

輸出規制
による高騰 過剰支出

3,000億円

2011年の輸入量は2005年
とほぼ同じだが，企業は8
倍以上の価格を支払ったレアアースの輸入金額

標準価格

2005 2011

官民合わせて
4,000億円の

『損失』

価
格

(U
S$

/k
g)

レアアースの価格変動

「レアアース泥開発推進コンソーシアム 第４回全体会議」発表資料 (2016.5.10)

(金属価格データ：メタル リサーチ ビューロ)

2010～2012年の価格の暴
騰によって，日本企業は原
料調達のために3,000億円
の『過剰支出』

このレアアース危機におい
て，政府は1,000億円の補
正予算 (2011年度) を投入

7



遠隔離島における活動拠点の整備 [119億円]H26 国土交通省

レアアース泥

「ちきゅう」搭載の6
イ ン チ ド リ ル 管
(7,000m) をそのま
ま利用

圧縮空気を送り込
むパイプを増設し，
三ヶ所から注入

圧縮空気作成用
のコンプレッサー
を搭載

Phase 1: 課題検討 【2.5億円】
技術的課題の検討および対策を6ヶ月かけて行い，次
のステップである揚泥試験 (Phase 2) へ進むことを提案

Phase 2： 揚泥試験 【28.3億円】
Phase 1の結果をもとに，実際の揚泥試験を行う．浅海
試験は約19ヶ月後，実海域（南鳥島周辺海域）での試
験は約26ヶ月後に実施可能

Phase 3 【200億円】
商業化を見据えた，フルスケールの開発システム構築

他の航海調査 (SIPな
ど) と相乗りにするこ
とで航海コストを削減

残泥の処理
「マジックボール」
を改良（深海対応，
リチウムイオン電
池駆動）し，解泥

【フルスケールの開発システム】

30.8億円【現存機材を活用した揚泥実証試験】

ジェットポンプを内蔵し、底
部から水ジェット噴射

原地盤を撹乱しもみほぐす

現存機材を活用した揚泥実証試験の推進

1日当たり約1,300トン
を揚泥可能

2年間

揚泥実証試験に成功すれば
→ EEZ内に天然のレアアース備蓄
→ 中国を完全に牽制できる

遠隔離島整備のため
の資材として活用可能

 揚泥実証試験は，レアアース・ショックの損失の1/100程度で実現可能
⇒ レアアース安定確保のリスクヘッジとしてやるべき

 「いつでも生産可能」となれば，外交上取れる資源戦略が一変する

国交省・海技研 (2014) を一部改変

(国交省・海技研，2014)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「国交省・海技研が2014年に行った勉強会において，揚泥実証試験のプランが提案された．その概要はこちらに示した通り．この揚泥実証試験に成功すれば～」



科学調査船「海洋6号」、海底
レアアース資源の探査に向け
出港

中国 インド洋で埋蔵量が豊富な
レアアース鉱を初めて発見

(人民網，2014.5.29)

(新華社，2015.6.21)

2014年5月

2015年6月

中国はインド洋や南鳥島周辺を含む
太平洋の調査を推進中

中国は南鳥島の南方約1000kmに
コバルトリッチクラスト鉱区を獲
得．レアアース泥調査も進めてい
る可能性が高い

中国および米国の最新動向
2017年現在，アメリカも着々

と開発に向けて動いている

南鳥島

ハワイ

日本の
獲得鉱区

中国の獲得鉱区

南鳥島

クック諸島

• 2014年，米国国防総省のUS Army Research
Laboratoryは，太平洋のレアアース泥を開発ター
ゲットとした調査を実施

• Deep Reach Technology社は，2016年9月9日に
太平洋クック諸島における探査権獲得を公表

• 品位2,500ppmのレアアース泥を，水深5,000m
から加圧式エアリフトで揚泥し，船上で分離回収
(メインターゲットはSc，Er，Yb)

• 2016年12月13日に，東京大学加藤・中村研究室と
Deep Reach Technology社との間で意見交換会
を実施

Ocean Minerals
Media Release

(2016.9.9)

南鳥島レアアース泥に対する中国の反応
• もし海で希土資源の問題が解決できるなら、日本は資源依

存から脱却できることは疑いないのである。
• JOGMECの報告では今一歩進めた海洋希土資源の価値とし
て深海希土の商業的意義を示しているが、行間からも憂慮
がにじんでいる。

• 日本の深海希土資源の発見に関しては宣伝にすぎず、じっ
さいのところ資源政治的色彩を帯びたものにすぎない

• 中国の希土はこれからも世界の希土資源と市場での絶対的
地位を主導することとなろう。

(中国鉱業報, 2016.11.22)

科学観測船「大洋1号」、
中国大洋科学調査第39回調査
を開始

2015年12月 (人民網，2015.12.14) (出典：加藤研究室)

(出典：加藤研究室)
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レアアース以外の戦略元素も危ない

原料をおさえることで，
より大きな製品マーケット・

サプライチェーンを支配

資源を握る国が自国優先主義に走ると
意図的な価格の操作が可能

国益最大化のための中長期的ビジョンが必要

供給リスク 高

ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
中

期
的

(5
-1

5年
) 

重
要

性
高

米国エネルギー省 (2011)
「Critical Material 戦略」

レアアース

 鉱物資源は，エネル
ギー生産にも必須の
戦略的物質

 供給停止は石油禁輸
と同等の致命的イン
パクト

 リチウムイオン電池に必須
のリチウムとコバルトの価
格が高騰

 中国はコンゴのコバルト
鉱山権益を押さえ，さらに
自国で生産を行うことで，
世界市場を支配

価
格

(U
S$

/M
T)

過去5年のコバルト価格

過去5年のリチウム価格

価
格

(R
M

B/
M

T)

戦略元素の資源政策は
中長期的な資源セキュリ

ティーの視点が重要

国産資源開発に基づく資源戦略
価

格
(U

S$
/M

T)

 フィリピンのドゥテルテ
政権は，環境保護を名目
に鉱山の操業停止命令を
発令し，ニッケルが高騰

環境問題を大義名分とした
資源ナショナリズム

ドゥテルテ政権発足

2016年のニッケル価格

他国の資源に依存しないことで
「国富の海外流出」を防ぐ(金属価格データ：メタル リサーチ ビューロ)

国産資源開発の強み
 海外の供給不安リスクに左右

されない
 他国への余計なキャッシュア

ウトによる経済損失を防ぐ
 すべてが内需となるため，事

業コストが国内経済に還元

市場原理が機能しないレアアースなど
は民間企業がリスクをとれない

⇒ 国の戦略的なバックアップが必要

(日経ビジネス 2017年2月6日号)

※市場規模が小さいレアメタル (レアアース，リチウム，タン
グステン，アンチモン，ベリリウムなど) は寡占化されやすい
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固体酸化物形燃料電池 (SOFC)

Al-Sc合金

 非常に高い発電効率を持つSOFCは
水素社会を担う燃料電池の大本命

 スカンジウム (Sc) を用いることで，
低温の稼働が可能となり，電気自動車
への適用が期待される

 軽量性・高強度・ 高
剛性・高耐熱性を併せ
持つ新合金
 航空宇宙産業や自動車
産業に最適な新素材

各家庭で都市ガスから水素を
取り出し発電するシステム

(アイシン精機)

開発を進めている企業
大阪ガス：京セラ，トヨ
タ自動車，アイシン精機
と共同で家庭用発電シス
テムを共同開発し，販売
開始
日産自動車：世界初のプ
ロトタイプ車両を発表
三菱重工：高効率大規模
発電システムの開発

(NEDO)

(NEDO)

SOFC：水素社会実現に必須の基盤技術

 従来の銅ケーブルの
送電ロスを大幅に軽減
 将来の核融合発電を
担う大電流コイル

PEFC
(固体高分子型)

Y系 SOFC
(固体酸化物型)

Sc系 SOFC
(固体酸化物型)

低い発電効率: 30～40%
高コスト (白金やPE膜など)
大型化が困難

高い発電効率: 40～70%
低コスト
高温で稼働（低温では効率低下）
小型から大型まで適用性が広い

高い発電効率: 40～70%
現在は高コスト (量産化による
低コスト化が期待)
低温で安定(電気自動車に最適)
小型から大型まで適用性が広い

 最も有望なSc系
SOFCが普及すれ
ば，2030年まで
に10,000トンを
超えるスカンジウ
ムが必要

 この量を賄いきれ
るのは南鳥島レア
アース泥のみ

(Airbus)

SOFC

国産資源を活用した次世代エネルギー技術の創成で世界を牽引すべき

水素社会実現の切り札：SOFC

高輝度蓄光顔料

 電力不要の高輝度か
つ長残光性蓄光顔料
 大地震等，電気が使
えない災害時に有効

(ネモト・ルミマテリアル)

Y系高温超電導

国産資源を活用した革新的な次世代エネルギーインフラの構築
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圧縮
空気 揚泥

我が国の資源政策に向けた提言

揚泥実証試験の実施

我が国発の海洋開発技術を創成・発展させ，世界のトップランナーへ

国産海底資源を活用した新産業の創成

 国産海底資源と日本の技術力による革新
的な次世代エネルギーインフラの整備

 低環境負荷技術・ハイテク新素材を基盤
としたものづくり国家の再構築

「採掘」から「ものづくり」まで，国家戦略として一連のサプライチェーンを構築

南鳥島

高輝度蓄光顔料高効率燃料電池

高強度軽量合金 高温超電導材料

(山梨県立リニア見学センター)

(ネモト・ルミマテリアル)

(Airbus)

(三菱日立パワーシステムズ)

(気象庁)

Nakamura Kentaro et al. (2016)
国交省・海技研 (2014) を一部改変

 資源確保戦略上，重要なリスクヘッジ
 EEZ内に天然の資源備蓄

⇒ 中国を完全に牽制可能
他の海底資源にも技術を転用可能
世界に先駆けた海底資源開発産業の創出
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概査 概査 精査 精査
有望海域の資源量評価

【約15億円】コア試料の品位把握

[抽出分離] 設備準備

[単離] 設備準備
[単離] レアアース単離

製錬から製品化に至るまでの
処理フローの確立【約30億円】

開発対象海域での
揚泥実証試験【約90億円】

プラントスケールでの
処理フローの確立【約60億円】

フィージビリティスタディ
の実施【約5億円】

技術的課題の検討

マジックボール水中実験

「ちきゅう」上への機材搭載
6000m 実海域試験

[抽出分離] 設備準備

[製品化]LED, Nd磁石, SOFCなどの製造

[抽出分離] 抽出および混合レアアース作製

実験用機材の設計・製造・購入
マジックボール設計・製造

浅海実験機材搭載
1000m 浅海実験

[抽出分離] 抽出および混合レアアース作製

[単離] レアアース単離

フィージビリティスタディ

[製品化] 仕様検討

南鳥島レアアース泥開発プロジェクトの工程表

[単離] 設備準備

[製品化] LED, Nd磁石, SOFCなどの製造

JORCコードに基づく資源量評価

産業化に向けた南鳥島レアアース泥開発プロジェクト
(次期SIPを想定: 総額200億円)
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