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METI 経済産業省１．レアアースの現状

中国のレアアース輸出枠の大幅削減（２０１０年７月８日）

○中国が低コスト生産により、生産規模を拡大した結果、中国がレアアースの世界
供給の約９７％を占める。

○我が国は レアア スの供給の９０％強（２００９年）を中国に依存

中国のレアア ス輸出枠の大幅削減（２０１０年７月８日）

○我が国は、レアアースの供給の９０％強（２００９年）を中国に依存。
○２０１０年７月８日、中国商務部は本年下期のレアアース輸出枠を約８，０００
トンと公表。これは、半期ベースでは従来の１／３。

輸 数 枠 典 商務部 単

暦年 2006 2007 2008
2009 2010

(第1期) (第2期) 計 (第1期) (第2期) 計
輸出数量枠 61,560 60,173 47,449 21,728 28,417 50,145 22,283 7,976 30,259

レアアースの輸出数量枠 （出典：中国商務部ＨＰ）（単位：トン）

暦年 2006 2007 2008 2009

需要量 29,040 32,390 32,064 20,518

日本のレアアース需要量 （出典：新金属協会）（単位：トン）
７割減

４割減
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METI 経済産業省１．レアアースの現状

レアアースの基本情報

○生産量は、圧倒的に中国が多いものの、埋蔵量としては、世界各地に存在する。

レアア スの基本情報

日本輸入相手先世界の埋蔵量 世界の生産量

エストニア

カザフスタン
0.5%

その他

日本輸入相手先世界の埋蔵量

インド

2.2%

ブラジル

0.5%
マレーシア

0.3%その他

0 2%

世界の生産量

仏経由
6.1%

エストニア
2.2%

その他
6.0%

中国

31%
その他

32%

0.2%

ＣＩＳ
22%

アメリカ

15%

中国

96.8%

中国
91.3%
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METI 経済産業省

レアアースのサプライチェーン例

１．レアアースの現状

ハードディスク基板

研磨剤 ガラス基板 ハ ドデ スク パソ ン

レアア スのサプライチェ ン例

研磨剤 ガラス基板 ハードディスク パソコン

レアアース
酸化セリウム

自動車用排ガス触媒

触媒材料触媒材料 触媒 触媒コンバーター 自動車

レアアース
炭酸セリウム

光学ガラス

ガラス材料 光学レンズ デジタルカメラ

レアアース
酸化ランタン

※他に薄型テレビ、FCC触媒、UVカットガラス、ニッケル水素電池、レアアース磁石、蛍光体等がある。

酸化ランタン
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METI 経済産業省

経済対策におけるレアアース等鉱物資源確保対策

２．レアアース総合対策

１．代替材料・使用量低減技術開発

合計：１０００億円

経済対策におけるレアア ス等鉱物資源確保対策

１２０億円

・ガラス精密研磨用セリウムの代替材料・使用量低減技術開発
・平面ディスプレイ透明電極用インジウムの代替材料技術開発

２．日本を世界のレアアース・リサイクル大国に

・使用済み家電製品からのリサイクル

レアアース等、希少資源を回収するリサイクル設備を導入

３０億円

３．レアアース等利用産業の高度化

我が国企業の高い国際競争力を維持 強化

使用済 家電製品 リ ク

３９０億円

我が国企業の高い国際競争力を維持・強化

・コアなレアアース技術を有する企業の国内立地を支援
（新規更新投資を支援し企業・技術の海外への流出防止）

＜パソコンHDD(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ)用ガラス基板 デジタルカメラ用光学ガラス

４ 鉱山開発・権益確保／供給確保

＜パソコンHDD(ﾊｰﾄ ﾃ ｨｽｸﾄ ﾗｲﾌ )用ガラス基板、デジタルカメラ用光学ガラス、
照明用蛍光体、液晶パネル用研磨剤、レアアース合金技術、高性能磁石 等＞

４６０億円４．鉱山開発 権益確保／供給確保

海外鉱山開発の推進と権益確保（JOGMEC出資、債務保証）
資源国との協力強化によるレアアース鉱山開発加速化 5

４６０億円



METI 経済産業省２．レアアース総合対策

研究開発・実用化段階 量産化段階

希少金属（レアアース等）の代替・削減技術 レアアース等利用産業等設備導入事業

開発事業

希少金属代替・削減技術実用化への集中支援

（１）レアアース等の使用量低減に資する設備の導入

（２）レアアース等の供給源多様化に資する設備の導入

国 民間企業等NEDO

補助金

2/3

交付金
（３）レアアース等の国内循環に資する設備の導入

（４）レアアース等を含む技術の試験・評価設備/実験ラ
インの導入

レアアース等代替・削減を加速するための
「希少金属代替技術開発プロジェクト」の加速

国
産学官連携研

NEDO
交付金 委託 国 民間団体

1/2補助又は1/3
補助

インの導入

国
産学官連携研

究
NEDO

（資料 ） ３ レアア ス等利用産業等（資料２） ３．レアアース等利用産業等
設備導入事業
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METI 経済産業省

（１）本事業の目的

３．レアアース等利用産業等設備導入事業

（１）本事業の目的

○本事業は、初めてレアアース・レアメタルの一次・二次ユーザーを対象とするもの。
○我が国主要産業の高い国際競争力を維持・強化するために必要不可欠な原料であるレ

アア ス等の使用を極力減らす技術 使用しない技術を活用した製造プロセスの事業アアース等の使用を極力減らす技術、使用しない技術を活用した製造プロセスの事業
化や、レアアース等の国内循環に資する設備の導入等を促進することで、我が国にお
いて、レアアース等の供給不安に左右されない強靱な産業構造をいち早く実現するこ
とを目的にするもの。とを目的にするもの。

（２）本補助金の概要

予算額：４２０億円（平成２２年度）予算額：４２０億円（平成２２年度）

対象者：民間企業

補助率：１／２以内（中小企業）又は１／３以内

補助上限：１５０億円補助上限：１５０億円

補助対象：次ページ参照

（注１）「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」の閣議決定（平成２２年１０月８日）以前に着
工・竣工スケジュールなど具体的投資計画を発表した案件は除く。また、交付決定前に着手工 竣工スケジ ルなど具体的投資計画を発表した案件は除く。また、交付決定前に着手
したものは補助金の交付対象とはならない。

（注２）交付決定後、補助事業について、速やかに事業に着手し、原則として、平成２３年度中に完
了すること。

（注３）補助事業終了後７年間、補助事業に係る収益が生じた場合、補助金交付額を限度に返納が必
要。ただし、平成２０年度又は平成２１年度のいずれかで赤字決算となった企業には、収益
納付を求めないものとする。 7



METI 経済産業省

（３）補助対象要件（①から⑥のいずれかを満たすこと）

３．レアアース等利用産業等設備導入事業

Ａ．レアアース等の使用量低減に資する設備の導入
①原材料としてレアアース等が使用されている部品又は製品において、レアアース等の使用量の低減、また

は レアアース等を使用せずに 同等の機能を有する部品又は製品を製造するために必要な設備の導入で

（３）補助対象要件（①から⑥のいずれかを満たすこと）

は、レアア ス等を使用せずに、同等の機能を有する部品又は製品を製造するために必要な設備の導入で
あること。

②製造工程において使用されるレアアース等の使用量の低減、または、現在レアアース等を使用している製
造工程において、レアアース等を使用せずに同等の工程を実現するために必要な設備の導入であること。

Ｂ．レアアース等の供給源多様化に資する設備の導入
③特定国への依存度が高いレアアース等の供給源を多様化するために必要な加工設備等の導入であること。

Ｃ．レアアース等の国内循環に資する設備の導入
④レアアース等を主な原材料としている部品・製品において、その製造工程で排出するレアアース等の再利

用、もしくは排出するレアアース等の量を低減するプロセスを実現することにより、レアアース等の海外
からの調達を大幅に削減することが可能となる設備の導入であること。ら 調達を大幅 削減する 可能 なる設備 導入 ある 。

⑤レアアース等を使用する製品の製造工程やレアアース等を含む使用済み製品からレアアース等を抽出する
ために必要な設備の導入であること。

Ｄ レアアース等を含む技術の試験・評価設備/実験ラインの導入Ｄ．レアア ス等を含む技術の試験・評価設備/実験ラインの導入
⑥次のいずれかを試験・評価する設備（量産に付随するものを除く）、又は量産技術を確立するために必要
となる設備の導入であること。

(a)原材料としてレアアース等が使用されている部品又は製品
(b)原材料としてレアア ス等が使用されている部品と関連して機能を発揮する部品又は製品(b)原材料としてレアアース等が使用されている部品と関連して機能を発揮する部品又は製品
(c)製造工程でレアアース等が不可欠な部品又は製品
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METI 経済産業省

（４）審査方法

３．レアアース等利用産業等設備導入事業

○補助対象事業の選定にあたっては、外部有識者委員会による審査を踏まえて決定
する。以下の案をベースに審査を行う方向で検討中。

（４）審査方法

【審査にあたっての考慮事項】

審査要件は、３．（３）補助対象要件により異なるが、概ね以下のような事項を想定。

○緊急対応の必要性：緊急対応が必要な鉱種であるかどうか○緊急対応の必要性：緊急対応が必要な鉱種であるかどうか
＜例＞レアアース、タングステン等

○設備導入効果
＜例＞・使用量削減見込み＜例＞・使用量削減見込み

・特定国からの調達削減見込み
・国内循環量の増加見込み
・生産波及力生産波及力

○技術力
＜例＞・技術の信頼性

・商業的需要見込み商業的需要見込み

○実現可能性／実用化妥当性

○海外流出懸念

○ 場立地等手続の迅速化○工場立地等手続の迅速化

※全く同種の事業について多数の申請があった場合、上記の考慮事項を踏まえて優先すべき事業を選定。
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METI 経済産業省３．レアアース等利用産業等設備導入事業

以下のスケジュールを想定。

（５）今後のスケジュール（案）

○１２月１３日（月）～２７日（月） 説明会（各地方経済産業局）

○１２月下旬 公募開始○１２月下旬 公募開始

○１月下旬 公募締切

○２月中旬 選定委員会による審査

○２月下旬 交付決定
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METI 経済産業省お問い合わせ先

経済産業省 製造産業局 非鉄金属課経済産業省 製造産業局 非鉄 属課

ＴＥＬ：０３－３５０１－１７９４（直通）

ＦＡＸ：０３－３５０１－０１９４

メ ルアドレス hbbd@ i jメールアドレス：qqhbbd@meti.go.jp

ご静聴あ が うござご静聴ありがとうございました
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