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ABSTRACT 

2010 in the mining and mineral resources, worldwide attention was the year than ever before. 
Conceived set of issues and political aspects related to the rare earth, mine cave-in accident in San Jose, 
Copiapo Chile, "33 Miners" and the drama of the rescue, this accident rescue operations and put the 
national pride of the Chilean government had become. The human race walked with metal to form a 
society have to use metal. Its value will continue to position will not change. This paper reviews the 
situation while the world around rare earth from the perspective of a journalist, former coal mine cave-in 
accident in Japan occurred in the San Jose mine accidents or problems that occurred last October that the 
development of mineral resources development and being discussed through and want to examine the role 
of Japan's position to rely on rare earth abroad. 
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1. はじめに 
 
 平成２２年は鉱産資源や鉱山が、かつてないほど世界的な注目を集めた年であった。レアアースに関わる政治的側

面もはらんだ一連の問題と、チリ・コピアポのサンホセ鉱山の落盤事故「３３マイナーズ」の救出劇であり、この事故も救

出作戦はチリ政府の国家威信をかけた事業となったのであった。人類は金属とともに歩み、金属を利用して社会を形

成してきた。今後もその価値、位置づけは変わらないであろう。本稿では、ジャーナリストとしての視点から見たレアアー

スを取り巻く世界の状況を概説しつつ、その開発や鉱産資源開発の問題を昨年１０月に起こったサンホセ鉱山の事故

や国内で起こった旧炭坑の落盤事故を通じて論じつつ、レアアースを海外に頼らざるを得ない日本の立場と果たすべ

き役割について検証したい。 



 
1‐1. レアアースとは 

レアアース（Rare Earth）という英語は、その本来の態様からすれば微妙な表現である。レアという言葉を邦訳する

ならば、「珍しい」「希少な」ということになるが、では何と比べて希少なのか、という疑問が残る。レアアースは、その上位

のカテゴリーとして「レアメタル」(Rare Metal)」という金属の一群を総称するものの範疇に属する。元素記号では５７～

７１番のランタノイド(Lanthanoid)に、スカンジウム（Scandium）、イットリウム（Yttrium）を加えた元素群の総称で、非

常に似通った性質を持つ元素である。そしてこれらと近い元素周期上にレアメタルも存在している。すなわち、リチウム

（Lithium）やベリリウム（Beryllium）などである。そこで大きなくくりとしてレアアースとは、鉄や銅、鉛、亜鉛、水銀など

人間社会に必要欠くべからざる、かつ大量に地球で産出する金属などと比べて産出量は少ないが、大変有用な金属と

してのレアメタル、その中でも特に性質が似通っている金属群をの通称と考えて良いと思われる。日本語の中で最も普

通に使用される用語としてはレアメタル、レアアースを総称する「希元素」があり、本稿でもこれに準じることとする。ちな

みにレアメタルもレアアースも「レア」とはいえ、金、銀、白金族などに比べるとその産出は遙かに多いことを断っておき

たい。 
ちなみに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構では、レアメタルとして「地球上にその存在が稀であるか、

又はその抽出が経済的、物理的に非常に困難な金属元素を総称する」と定義して、ニッケル、クロム、タングステン、コ

バルト、モリブデン、マンガン、バナジウムをその対象としている。この定義中、経済的、物理的に抽出が困難という特性

が、特にレアアースに当てはまるという点については後述することとする。 
 

 
Photo1. 三菱自動車の電気自動車 iMiEV 

  
レアアースは鉱物から抽出される金属である。その需要は、年々高まりつつあって、いまやハイテク産業はレアアー

スなしには成立しないとされるほどの重要性を持つに至っている。最も主要なネオジム（Neodymium）は磁性を有する

鉄との合金によって、その磁性を著しく高める性質を持つことから、様々なモーター類に使われている。電気自動車

（Photo1）やリニアモーターカーから身近なところではコンピューターのハードディスク、携帯電話のバイブレーション機

能などであり、いずれもネオジム磁石の半永久的で強力な磁力による小型化がなくしては誕生しなかったであろう。ち

なみにレアメタルであるリチウムは、乾電池に使われるようになって久しいが、従来のマンガン電池に比べて格段に長

持ちするようになった。このようにレアメタル、レアアースは、社会的な視点に立つと、大量に存在する金属との合金など

利用法の開発次第で、極めて有用であり社会や人間生活を豊かにしてくれる物質である、と言うことができる。 
 
1‐2. レアアースの産出について 

では、レアアースはどんな形で産出するのか。実はその多くは、マグマに直接的に由来する火成岩の中でもマントル



の深部でマグマが長期間かけて冷却、凝結する際に種々の成分が鉱物を形成し、それらが一定の割合で組み合わさ

って生成される深成岩の一種である花崗岩（御影石）に含まれる。しかしその構成鉱物の中でもわずかにしか存在せず、

放射性物質を含むモナズ石（Monazite,Ce）、ガドリン石（Gadrinite,Y）、ジルコン（Zircon,Zr）などといった鉱物にわ

ずかに含まれているのである。しかも花崗岩は地球上の地殻には広く存在する岩石であるにもかかわらず、レアアース

を含む鉱物は偏在する傾向が強い。 
実際日本列島から中国東北部、モンゴル周辺、中国・四川省からベトナム北部かけての地域、マレー半島からオー

ストラリア西部地域、中央アジアなどである。現在世界最大の鉱山は、中国・内モンゴル自治区にあるバイヤンオーボで

あり、ここでは風化した花崗岩に由来する土砂の中に大量に含まれているとされるが、近年外国人研究者らの立ち入り

は禁じられていて、詳細は不明であるという。ただ供給される黄河石（Fanhonite）と呼ばれるレアアースなどを高濃度

に含む新鉱物の標本などを見る限り、花崗岩が相当な圧力や温度による変成を受けてできる片麻岩と呼ばれる岩石の

中に胚胎する鉱床が主流ではないかと推定されているという。 
他にもベトナムの首都ハノイ北方に位置するドンパオ鉱床は有望で、２０１０年１０月３１日に、日越首脳会談で共同

開発とレアアースの日本への供給に関する協定が結ばれたところであるが、ここなどは現在の日本の需要量なら数十

年は賄えるほどの埋蔵量があると推定されている。また西豪州のマウントウェルド鉱山での日豪共同開発も２０１０年１１

月に基本合意が締結されたところであり、レアアースの抽出は、人件費が安価で日本と豪州の間に位置するマレーシ

ア国内に建設する施設で実施することが想定されている。 
これまで世界の需要の９割を中国が供給してきたが、その背景にはこうした人件費の安さがあった。経済的、物理的

な抽出の困難さは、各元素がその比重や電気的性質に於いて大変似通った性質を持ち、なおかつそれらを含有する

鉱物が巨大な鉱床を生成し難い傾向にあるためである。 
１９８６年に時の最高実力者であった鄧小平氏が「中東に石油があり、中国にレアアースあり」と宣言したとき、世界生

産を安価な人件費によって一手に引き受ける、というその長期戦略に政治的意図があったと見ることができるようになっ

たのは、昨年の尖閣諸島周辺海域での漁船衝突事件に端を発するレアアース供給停止騒動がきっかけであった。中

国政府は、WTO 違反となるそうした資源の輸出停止措置を認めることはなかったが、国内外でレアアースの供給が激

減、停止した現象はそれ以外で説明は困難なのではないであろうか。 
 
1-3. 日本国内でのレアアース 

レアアースを含む鉱物は、日本国内でも随所で産地が確認されている。佐賀県肥前町の噴出溶岩に起源を持つア

ルカリ玄武岩に産出する木村石（Kimuraite）やネオジムランタン石（Lanthanite-(Nd)）はかなり珍しい産出形態とさ

れており、最も国内で大規模なのは福島県中通り地方中部の須賀川市、石川町周辺、及び同地方北部の伊達町周辺

である。これらの地域では花崗岩ペグマタイトが広範囲に広がっており、「希元素鉱物の宝庫」と称される。鉱物種として

は前述したモナズ石やジルコンなどのほか、フェルグソン石（Fergusonite,Ye/Er/Ce/Nb/Ta/Ti,Photo2）、イットリア石

（Yttrialite,Y/Th）、タレン石（Thalenite,Y）、ゼノタイム（Xenotime,Y）、鉄コルンブ石（Ferrocolumbite,Nb）、ユー

クセン石（Euxenite,Y/Ce/Th/Nb/Ta/Ti）など他種類に渡る鉱物が報告されている。 
 
産地としては他にも、岐阜県中津川市から恵那市周辺や三重県四日市市の宮妻峡、滋賀県大津市の田上山などが

有名でいずれも花崗岩ペグマタイトが広く分布する地域だが、福島県に勝る産地はなさそうである。しかしその福島県

においてもすでに鉱山資源として意味があるほどの産出量はなく、研究者や鉱物採集・収集を趣味とする人々が時折

発見する程度となっている。 
 



 

Photo2. 福島県産のフェルグソン石=岩石下部の小結晶 
 
１９６０年代、大手家電メーカーの日立製作所が画期的なカラーテレビを開発、発売した。ブラウン管の発色をよくす

るためにレアアースのテルビウム（Terbium,Tb）を使ってカラーの発色を美しく仕上げた商品で「キドカラー」と命名さ

れていた（Photo3）。 
 

 

Photo3. １９６０年代のキドカラー 
 
キドは、レアアースの「希土」と明るさの「輝度」をかけたネーミングだという。レアアースが一般の注目を浴びるように

なったのは、前述した２０１０年の漁船衝突事件直後からの一連の世界的騒動であるが、実は４０年も前からすでに産

業界では利用が進んでいたのであり、それ以来日本にとって無くてはならない資源となって重要性を増してきたのであ

る。 
 

2. 鉱山開発について 
2-1. サンホセ鉱山で起こったこと 
 ２０１０年、世界を騒がせたもう一つの鉱物資源を巡る事件が、南米・チリ北部のコピアポ市郊外で発生した金と銅の

鉱山サンホセの落盤事故であった。坑道最下部の深さ約７００メートル地点に取り残された３３人の鉱山作業員らは「３３

miners（サーティースリー・マイナーズ）」と称され、縦坑を掘削して全員を救出する作業は、いつしか国家の威信を賭

けた事業として連日、世界中で報道されたことは記憶に新しい。 
 これまでに報道されてきたことを総合すると、実はサンホセ鉱山ではこの事故の数時間前から、事故のあった地下４～

５００メートルの坑道付近で、異様な音が聞こえたり、穴の壁面が崩れるなどの小規模な異変が起こっていたという。これ

に対してそれより上部にいた作業員らは危険を感じて鉱山会社に報告していたが、会社からの反応はなく、それが続く



大規模落盤事故につながる現象だと解した人は少なかったようである。 
しかしこれは一般には国内の鉱山で「山はね」と呼ばれた現象と考えてよく、鉱山関係者の間では古くから知られた

大規模な落盤事故の前兆であるとされている。上からの圧力に対してアーチ型に掘った穴の強度が、風化やその他の

理由で保たれていない部分が現出した場合に、そこから坑道の崩壊が始まるのである。 
山はねは鉱山にとって時に命取りとなり、兵庫県朝来市にあった生野銀山も山はね事故の多発が閉山の大きな要因

とされている。サンホセ鉱山でも、こうした現象について会社側が深い知識を有していればあれだけの被害者が出るの

は避けられたに相違ないと断言できる。 
 日本国内ではすでに金属鉱山は姿を消し、金鉱山の菱刈鉱山（いちき串木野市）を残すのみであるが、商社や金

属会社などは海外での鉱産資源開発と資源確保に活躍している。こうした際、日本国内でまだ鉱山の実務に関する知

識を有する人が存命のうちにその知識を新たな地域での鉱山開発で有効に活用する手立てを考慮する必要があると

思われるのである。特に今後新規開発が予想される花崗岩地帯に多いレアアースの鉱山開発に際して、落盤事故対

策など安全面からも日本が世界に資することができるし、必要であると思われるのである。 
 
2-2. 旧坑道の劣化について 

 サンホセ鉱山の落盤事故と同じ頃、岐阜県御嵩町で起きたもう一つの落盤事故も、注目するべき現象であった。同

様の落盤事故はかなり以前から起きていたようであるが、昨年の事故で改めて、市街地の下に亜炭と呼ばれる石炭の

一種を採掘した古い旧坑道が網の目のように広がり、内部で劣化が進んでいることがクローズアップされた。 
事故は２０１０年１０月２０日に、同町顔戸付近で発生。住宅地の道路下の旧坑道天井が落盤で崩壊、坑道が浅い位

置にあったため地表にまで崩壊の影響が出て道路陥没や住宅外構の破壊、建物の傾斜などが広範囲で発生した。地

表陥没の規模は３０００平方メートルに及んだ。（Photo4） 
 

 
Photo4. 岐阜県御嵩町の陥没事故現場 

 
御嵩町のホームページでは、地下に残存する坑道の規模や深さなどがハザードマップとして紹介されているが、そ

れを見れば市街地のかなりの部分がその地下空洞の上に立地していることが分かる。坑道は第二次世界大戦前後、

資源不足の時代に燃料として亜炭を採掘した跡で、同町だけでなく、岐阜県美濃地方の南東部から愛知県北部にか

けて今も無数の坑道跡が残存しているのが現状である。 
これに対して御嵩町などでは、「国策」による採掘であり、坑道の埋め戻しは国の負担で行うべきだと主張し、事故の

拡大防止を申し入れているが、国側は「事業主の責任」であって、国は関係ないという立場を貫いている。いずれにせ

よ、御嵩町のものだけを見ても埋め戻すのに数千億円の費用が見込まれるとされ、町の財政規模を遙かに超えて町で 



の実施は不可能であり、かつ戦後の混乱期の当時の事業主など特定も困難である中、町民の生活が脅かされている

現状を放置するのは現代国家としてふさわしくないと思われる。国と地方自治体が、責任を押しつけ合うよりも、お互い

の責任で何ができるかを早急に話し合う場につくことが望ましい。 
こうしたことも、今後の海外での鉱山開発において留意するべき点である。海外での鉱山開発は、山間部が多く、貧

困層や少数民族が居住する地域も少なくないと予想されることから、開発の実務について現地だけに任せると乱開発

につながるおそれがある。その際に、かつて我が国が踏んだ轍を他の国、民族が踏むことのないように、まずは我が国

が関係する鉱山開発における日本の責任として、無理のない安全な、そして資源の枯渇やその他の理由で鉱山が閉

山される将来にわたって、責任の所在が明確であるような鉱山開発を真摯に行う必要がある。事後のメンテナンスを含

めた取り組みが日本方式として鉱山開発の手本となれば、さらに日本の鉱山開発に対する需要が高まると思われる。 
 

3. おわりに 
レアアースはその重要性と使用量の増大は日々増すばかりである。電気自動車１台につき、ネオジムなどのレアアー

スが２キログラム必要であるとされる。鉄やアルミニウムほどの量ではないが、今や、レアアースは希土類などとは呼びに

くい存在となっている感がある。それはベトナムや豪州、さらには今後開発が一から始まるであろうモンゴルやカザフス

タンなどにおいて大規模な開発が行われることによってさらに拍車がかかるであろう。こうした資源を海外に頼らざるを

得ない我が国は、今後ますます資源を国の主要な外貨獲得の手段とする国々と手を結んで開発することになるのであ

るが、我が国はそれで完成した製品を売るだけが役割ではないことを強調したい。 
２０１０年１月１２日、中米ハイチで大地震が発生した際、時の鳩山由紀夫首相は「大地震が首都で起こったらどうなる

かをハイチから学ばなければならない」などと言う趣旨の発言をした。しかしこれは世界に於ける日本の立場を１８０度

逆さまに見誤った発言であった。地震大国であり、関東大震災、阪神大震災を経験した日本だからこそ「ハイチに何を

してあげられるか」を早急に考え、世界に先駆けての救援隊の派遣や物資の搬入、ボランティア活動の統制など、辛い

経験で得た教訓を真っ先に生かすべきであるということを考えねばならなかった。 
他国の危機に際して「学ぼう」という姿勢は、先進国としては無責任かつ自己中心的である。日本はもう地震から十分

に学んできたと言える。地震に常に怯え悩む先進国としてできることは、地震に際しての危機管理のノウハウを伝授す

ることであるからだ。そして同様の考え方に立てば、地震被害と同じく、鉱山開発での様々な角度からの経験を他国で

生かしてこそ先進国たり得るのであり、他国や他民族からの信頼を得る方法であろうと思われる。そうしたことを改めて

肝に銘じて、レアアース資源の大規模開発にのぞむことが必要であると思われる。 
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