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カラｰテレビのブｰムをおこした

レプアｰス蛍光体とその資源

肥田昇

はじめに

カラｰテレビはまだまだ高いものとして一般家庭に普

及するまでにいたりませんカミみなさんご承知のように

ここ1年位の間にカラｰテレビのことがにわかに新聞

の記事をにぎわしています.いわく一14万円代のカ

ラｰテレビのデパｰトにおける安売り…･.いよいよ

14万円代をわるカラｰテレビ発売…･.カラｰテレビ

ブラウン管対米輸出ブｰム…･.等々.そしてまた

新聞に出るカラｰテレビの広告も各社各様のもの.全

面ぺ一ジに赤色を配したはでな広告そしてその説明は

一致して赤色螢光体のすぐれた輝きと色彩をうたって

います.いわく一灼熱の太陽…･あれが超色彩の

赤です.群生するサボテン…･あれが超色彩の緑です.

輝くカリブの海…･あれが超色彩の青です.×Xカ

ラｰの新RE螢光体ブラウン管は赤が豊富で明るさは

40%も向上…･.またより美しい色彩を再現するため'

に40%も明るい○○カラｰブラウン管を開発しました.

まず明るいブラウン管を使う…･ことが最大のキメ

手といっても過言でありま昔ん.あるいはまた高輝度

スクリｰン採用日本とアメリカでかがやくように美

しい赤のカラｰテレビを発表しました.このテレビは

新しい螢光体“オキシサルファイト"を使った高輝度

スクリｰンを採用しいままでより明るく美しい赤の再

現に成功したのです.…･等々.

こうして見るとカラｰテレビの話題はテレビそのもの

の機器で放くブラウン管の螢光塗料の開発がカラｰテ

レビのブｰムを引き起こしたことに気づくでしょう.

もちろんアメリカの経済的恋ゆとりもさることながら

見ていて心をひかれるカラｰのスクリｰンは白黒では

味わえぬよさかあることもカメラや映画のカラｰフィ

ルムで経験ずみです.このようた美しさを示すブラウ

ン管の塗料はレアアｰスのイットリウム(Y)とユｰロ

ピウム(趾)を用い花ものなのです｡

.レアアｰス原料その名に示すように“希土類;三の

なかのイットリウムとユｰロピウムは漢さに資源的に

も希少柾ものです､

今ここでレアアｰスの歴史を見ながら資源の概要を

お知らせし併せてアメリカのユニｰクな鉱山の紹介を

しておきませう.

レアアｰスの歴史は古レアアｰス(Rareearth)は

いがその発展は新しい直訳すると希土であるが

その大部分のものは｢希なもの｣でたくまた｢土｣で

狂い.レアアｰスは金属でありしかも一般的には豊

富である.｢希｣ということばはその元素が希な鉱

物中に発見されたということからきている.｢土｣と

いうことばは酸化物の一元素がはじめてその鉱石から抽

出された時に酸化物の形であった一に対する古い化学

的用語であるといわれている.周期偉表では血族の

左側に上から原子番号21のスカンジウム(Sc)原子番号

39のイットリウム(Y)原子番号57～71のランタン(La)

族(15種類)の元素原子番号89のアクチニウム(Ac)とな

らんでスカンジウムとイットリウムはこの15種類の

元素と非常に性質がにているのでこれらを含めた17種

類の元素をレアアｰスと呼んでいる.ランタン族の元

素は原子番号57番のランタン(La)から始まって58番

のセリウム(Ce)59番のプラセオジウム(Pr)60番の

ネオジウム(Nd)61番のプロメシウム(Pm)62番の

サマリウム(Sm)63番のユｰロピウム(Eu)64番のガド

リウム(Gd)65番のテルビウム(Tb)66番のジスプロシ

ウム(Dy)67番のホルミウム(Ho)68番のエノレビウム

(Er)69番のツリウム(Tm)70番のイッテルビウム

(Yb)71番のノレテシウム(Lu)となっている.

ランタンはか恋ゆ古くから知られ実用に供されている

カミほかの14種の元素はその化学的性質が非常によく

似ているためその分離は困難であったので混合物を

ミッシュ.メタルと名付けられていたものである.

C.A.Arrheniusカミスウェｰデ!のYtterbyにおけ

る数多くの鉱石を試験している間に黒っぽい鉱物の魅

力にとりつかれたのが1787年であった.レアアｰスの

存在が初めて報告されたのは1794年J.Ga舳inによっ

たカ婁｡スゥ菰一デン産の鉱有申のイ彩ト1〃土の脊

柱を発見し一一その鉱物はガドリナイト(G該do工1nite)と

命名された.

セ肋姦は数年後に脈KK且桝0出とユエ旋鵬1ius

およびWiii三棚脇五鴫敬によって層1j々に発見された､

これには工80瞬になって新しく発見された小遊星Ceres

にち汲んで命名された.五839年にαG･Mosanderカミ�



第1表各種レァアス

の性質

�原子番号元素名��記号融点(℃)沸点(℃)原子価���3価イオンの色見年次次�

21�スカンジウム�Sc�ユ539�2727�3�無色�1879

37�イットリウム�Y�1509�2927�3�無色�1794

57�ランタン�La�920�3469�3�無色�1839

58�セリウム�Ce�795�3468�3,4�無色�1803

59�プラセオジム�Pr�935�3127�3,4�緑色�1885

60�ネオジム�Nd�1024�3027�3�赤色�1885

61�プロメシウム�P㎜�予�?�3�桃,黄色�1947

62�サマリウム�S㎜�1072�1900�2,3�黄色�1879

63�ユｰロピウム�Eu�826�ユ439�2,3�無色�1901

64�ガドリニウム�Gd�1312�3000�3�無色�1880

65�テルビウム�Tb�1356�2800�3,4�薄紫色�1843

66�ジスプロシウム�Dy�1407�2600�3�黄色�1886

67�ホルミウム�Ho�ユ461�2600�3�桃,黄色�1879

68�エルビウム�Er�1497�2900�3�赤色�1843

69�ツリウム�Tm�ユ545�1727�2,3�緑色�1879

70�イッテルビウム�Yb�824�ユ427�2,3�無色�1878

71�ルテシウム�Lu�1952�3327�3�無色�1905

(レァメタル工業No.35

ランタンを発見したがこれはギリシア語のrLanthanein｣

から出たもので｢かくされた｣｢とじこめられた｣とい

うことから出ている..ランタンは36年間にわたり純

粋のセリウムと考えられていたオキサイドの混合物中に

発見されたものである.

このようにして各種のレアアｰスカミ発見されてきたが

ユｰロピウムの発見はWi1iamCrookes卿によって

1889(あるいは1901)年に発見されヨｰロッパ大陸にち

なんで命名された.最後のプロメシゥムの発見は20世

紀半ばの1947年J.んMarinsたy,L且Glendeninおよ

びC･D･Corye11によって発見されギリシア神話の

プロメチウスから命名されている.参考のために各種

レアアｰスの諸性質を表示すると第1表のとおりとなる.

レアアｰスの利用は1885年1880年代の終りころには

大きい発展は第2次大戦後レアアｰスの大部分が発

見されたけれども工業的用途の開発は非常に遅かった.

実際に1950年代と60年代までにおいてさえその用途

はほんのわづかた分野にすぎなかった.

ユ967よリ)

1900年代にvonWelsbach

よいライタｰ石(プリンタ)となることを発見し

Ronsonはアメリカにおいて商業べ一スでライタｰ石

の製造を決定し1915年にRonsonMetalsか設立され

たわけである.当社はライタｰでおなじみのRonson

杜の前身である.これカミガスマントル製造に次ぐ初

のレアアｰスの用途である.

さらに1920年代はじめにレアアｰスの塩化物や酸化物

はアｰクカｰボンの芯として紹介され第1次大

戦後前記LindsayLightCo･が最初のレアアｰス処理

業者として活動している.このようにして1940年まで

のレアアｰスの用途は2つのみに止まっていたカミ1941

年前後にセリウム酸化物の用途カミ精密光学部品の研磨

用として当時ドイツから輸入使用していたrべにがら｣

の供給中止によってその代用品としてクロｰズアップ

してきた.実際には｢べにカミら｣よりはるかに早く

きれいにガラスを研磨することがわかった.

ちょうど同じころレアアｰスの主要成分の1つとし

てのランタン酸化物を含んだ高屈折低分教のガラスが

1885年･onWeisbachによって

酸化トリウムと酸化セリウム(1%)

の混合物が加熱により強い光を出

すことカミ発見されガスマントルと

してその照明の分野に広く利用され

るようになったことがその初めで

あるとされている.このガスマン

トノレ用のトリウムの生産は別に述べ

るモナズ石(M㎝azite)を原料に行な

われた.このためにアメリカに

LindsayLightCo.が1902年に設立

されレアアｰスが副産物として生

産されたカミ商業的な利用にいたっ

ていない.

はレアアｰス混合物は

さらに

Mo㎜tainPass鉱山(N畑㎝,Cali他㎜三a)におけるMo1yco(Molybden旭m

長暮1喉詑鮒大鵯姦磁琴轟欝1､酸塩よ灘灘雲

の説明入口のMou趾ainRassMineの標示がある.近くには1年半前には見ら

鮭鋳辮鰯雛脇ン…奮主島轟離縦苧砕一選

バストネサイト(Bastnaesite)採掘場月産2,OOO～2,500トンの露天堀で第3図

の断面図に見られるように大部分がバストネサイト鉱石ノ･ツバでくづれた

部分はそのままパワｰショベルでダンプトラックヘ.�



軍事用に開発され紹介されている.これと同時にガラ

ス着色材としてプラセオジウム･テイデイミウムｰプラ

セオジウムとネオジウムの混合物が利用されるようにな

ったのである.このよう柱用途の開発から1948年に

RareEarthInαがセリウムとレアアｰス研磨粉の生産

のため設立されさらに当社はユ955年にW.RGrace

&Co･のDavisonChemicalDivisionによって買収さ

れた.

このようにレアアｰスの用途の開発と新会杜の設立が

行なわれて1960年の初めまでレァァｰス工業は小さ泣成

長を続けてきたが1964年に到るやレアアｰス業界の最

も明るい画期的た用途の開発が発表されたわけである.

1964年イットリウムとユｰロピウムが

カラｰテレビの新けい光体として登場

カラｰテレビ用のけい光体の最大の重要なことは赤

色けい光体の開発であり赤色の輝度は青色および緑色

発光けい光体に比べて低いという欠点を取り除くことで

あった.したカミって赤色発光けい光体を明るく赤色に

発光させる開発研究が行なわれていた.

レアアｰスが固体内において光または電子の刺載で

鋭い輝線スペクトルを発生する現象はか勾り前から知ら

れていたカミこの方面の研究カミ広く行なわれるように匁

ったのは高純度のレァァｰスカミ得られるようになった

1960年頃であったといわれる.このようにして遂に19

64年6月にアメリカのSy1vaniaElectricP工｡ductsInc.

によりユｰロピウム(Eu)を活剤とするカラｰテレビ

用赤色けい光体イットリウムバナデイト(YVO･:Eu)カミ

発表され同年の12月には同じくアメリカのWestin堅

houseE1ectric･Corp.からイットリウムオキサイド

(Y.03:Eu)が発表されカラｰテレビ業界への最大の

刺戟を与へたわけである.

一方このような重要な研究開発に平行してその原料

であるレアアｰスの精製法の研究開発が行なわれ1964

年10月にはMolybdem㎜Corp-ofAmerica(略称

Molyco工p)とColo工adoSchoo1ofMinesResearch

FOundatiOn工nC一の共同研究の結果有機溶媒抽出法を

初めて開発(これ以前はイオン交換樹脂法が多い)し高

純度のユｰロピウムの商業規模の製造の道を開いた.

製品面でのカラｰテレビの人気またそれから生ずる

原料面への大きい需要がレアアｰス業界に与えた刺戟

の大きかったことは当然なことである.

こうして出現したレアアｰスとくにイットリウムやユ

ｰロピウムの生産と原料確保の競合が1965～66年にかけ

一

て世界的なブｰムを呼んだことはもちろん一般の方々

にほ知られたかったと思われる.

今までの1ナ光体原料初期のカラｰテレビ用け

い光体としては硫化亜鉛･銀珪酸亜鉛･マンガシ

リン酸亜鉛･マンガンけい光体などカミ使用された.一

例としてZn3(PO｡)2:Mnがあるが輝度は低く十分な

ものでなかった.その後1960年頃より3色けい光体と

も硫化物系のものカミ使用されるようにたりまた塗布技

術も進歩して白色光としての明きも増したが赤色け

い光体の性能はほかの青や緑色発光のけい光体に比べ

劣っていた.

このような情勢でか校ゆ前から知られていたレア

アｰスのけい光体特性についての研究が高純度のレァ

ァｰスカミ得られるようになったのを投機にさかんに行な

われるように放り1964年の発表に至ったわけである.

ノくスト率サイト護鐵種義霧讃1土も匁く綴をん妊輩水毛ないき釜山ほとん

どそのまま鉱肩になりている

露頭都部分的に僅か悠凄じ箏が免ら扱る露頭部の色

は淡褐色でうすい青味をおび局部的に白色部が塞じっている�
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第2表おもな希土類鉱物

�一1-1'1一■■■■■■■■1■■'■''`一1一�Ce族�Y挨���L■1山''��

鉱物名�化学式�酸化物酸化物��比重�麦一隻結晶系��形状�色

一■'■■■■■■■'�■1一■■■■■I■■■I■■�μ).�(%)■■■�一'■■�1■■■�■■■�H�11-1

モナザイト�(｡も｡､｡｡)｡｡､1｡｡一｡｡��O～5�5.1�5���

(Mo㎜■ite)������単斜�柱状�黄､

バストネサイト�(Ce,La)(CO田)F���5.O�4���

(Bastn舵9ite)������六方�楯状�黄､･

ゼノタイム�(Y,Ce,Er)P04�0～11�54～64�4.59�4,5���

(Xenotime)������]]三方�柱状�邸赤.

ガドリナイト�Be壇FeY用Si四〇lo�O～51�32～46�4～46�65～7���

(Godolinito)������単斜�柱状�黒.

セライト�H副(Ca,Fe)Co田Si割O1記�38～72�0～7�4,86����

����～491�5.5�正方�柱状�褐,

�敲楴�����

アラナイト�(Co,Fe,C2,A1)Si茗O･･�2～艶�o～4�4,15�6�単斜�板状�褐.

��慮楴�����

フェルグソナイト�Y(Nb,T8,)O届�1～8�31～37�5.8�7�正方�柱�褐

(Fe昭usonite)��������

サマルスカイト�(亙e,Ca)(Y,Er,Co)里(Nb,丁目,)405�O～51�32～4�5.7�5.5�斜方�塊�黒

(S呂ma■skite)��������

�■■……��一■■一一�����■

機1比重1麦一隻1結晶系i形状1色

(レア･アｰス

ユ962年P.19よリ)

褐

赤褐

黄褐

黄

禍

1･ナい光体原料の代表は一レアアｰスを

ゼノタイムとバストネサイト含む鉱石は数

多いがその代表的なものはゼノタイム(Xenotime)

バストネサイト(Bastnaesite)モナザイト(Monazite)

などである､もちろんこのほかにユｰクセナイト

(Euxenite)ガドリナイト(Gado1inite)アラナイト

(A11anite)セライト(Cerite)フェノレグソナイト

(FergusOnite)狂どもレアアｰス含有鉱物としての代表

的校ものである.これらの一般的な性質は第2表に

示す.またけい光体のイットリウム原料で現在非常

に重要たものにカナダのウラン鉱の精練所の残漕がある.

これはカナダアメリカでのイットリウム工業への重要

な原料の供給源とたっている.

第2表でも示したようにモナザイトはラウンドリ

ウムレアアｰスの原料として世界的にも量が多くま

た早くから利用されていたものであるがセリウム

破砕工程の一部(中央丘の上)

トラックで運ばれた鉱石は最上部の貯鉱槽に入れられ

破砕→選鉱工程に入る

黒

赤

黒

(CeO･)やランタン(La.03)がとくに多ぐけい光体原

料としてのイットリウム(Y.O｡)はわずかで0～5%で

一般的でたいカ蜜源的に多いこととセリウムランタ

ンを生産してイットリウムを回収している場合が多い.

ゼノタイムはイットリウムの燐酸塩でイットリ

ウム族の酸化物として50～64%も含まれており最もイ

ットリウム含有の多いものでイットリウム生産の主原1

科にたっている.

ガドリナイトイットリウム族の酸化物として30

～46%を含有しておりほかにベリリウム(BeO)を12%以

下含んでおりイットリウム原料として利用されている｡

バストネサイトはモナザイトに比べると生産

量も多くなくまた鉱床も少校い.レアアｰス全量で

50～70%位を含んでおりモナザイトがトリウムウ

ランの抽出後の塩化物として使用されるのに比べると

バストネサイトは処理が容易である利点がある.もと

もとこの鉱物はスウェｰデンのBastn註s(Riddarhyt註an,

Vastman1and)で片麻岩中に層状をだして産するもの

が原産で現在の生産地はアメリカコンゴのカタン

ガ中部アフリカのウルンディ(U･mdi)マダカスカ

ノレ(マラガシ共和国)ブラジルソ連などである.この

うちアメリカのバストネサイトの鉱床は後述するように

世界最大のものでとくにこのカラｰテレビのけい光体

としてのユｰロピウムの原料としてクロｰズアップし

世界の注目するところとなっている｡

カナダのウラン鉱の残麿中のイットリウム

も今や非常に重要なイットリウム資源となっているもの

で現在操業中4杜のうちRioAlgo肌MinesLtd･

���湍楮楮权�却慮�捫�慮極�楮楮杌瑤�

鉱石トラックからの鉱石はこの貯鉱槽に入れられる.鉱石は現場か

ら直接運ばれるのでサイジングされていない.径5m以上の円鋳型の槽(150ト

ン入り)で下部から破砕工程に移される.

(ここではレアアｰスオキサイドの品位10%十)�



の3社がアメリカのイットリウムの生産者に供給して

いる.この一分析例ではY20318%以上ほかのレア

アｰス25%位を含んでいる.

世界最大のバストネサイト1949年4月

鉱床マウンテンパス鉱山にネバダ州

の化学分析者のHerbWoodwardと山師のC1ar㎝ce

Watkinsの両名カミカリフォルニァ州のネバダ州境に近

いBemardinoCountyの東部のMomtainPass(付図

参照)に近いところで放射性物質の鉱脈を発見し直

ぐ近くのSu1fidegueen金山の旧抗でレアアｰスのカ

ｰボネｰトの鉱体を発見したのがこの大鉱床発見のき

っかげとたった.その後ネバダ州の鉱山局で放射性物

質はトリウムを含むモナズ石であることとレアアｰス

鉱物はバストネサイトであることカミ確認された.その

年の11月には米国地質調査所が地質調査を開始しさら

に1950年8月に全般的な調査で新鉱床(SuHidegueen

鉱床)を発見した.これらの詳しいレポｰトはU1S.

���楣�卵��偲潦��潮���爲������

に記述されている.一方1950年の2月に現在の鉱業権

者Mo1ybdenumCorp.ofA血ericaに買収され探掘カミ

開始された.もちろんこのときはセリウムランタ

ンなどのレアアｰスを主目的であったので需要に応じ

て小規模の生産を続けていた.しかしユｰロピウムの

分離精製に関する研究開発が成功した1964年にカラｰ

テレビのけい光体としてのユｰロピウムの重要性がクロ

ｰズアップして新しい精練所の建設と鉱山の採掘規模

を増大して現在は2,o00～2,500トン/月の精鉱を生産し

ている.
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第1図

マウンテンパス

鉱山位置図
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一マイノレ幅700
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フィｰトの規模で

発達している.

鉱床の一部および

東北部に花闇岩

(閃長岩も含む)

が分布している.

この鉱床は地質調

査所の調査研究に

よってmag皿atiC

Originによるも

のでalka1inemag血aの岩漿分化の最終生成物である

とされている.

鉱床中のバストネサイトは部分的に60%位含まれま

た重晶石も比較的多い.バストネサイト精鉱(60%)の

分析例では

REO(レアアｰスオキサイド)

�伀

���

��体匀

䙥㈰�

�　

卩�

�伀

�

周�

その他

��─

�　

��

㈰�

��

��

�　

�㌀

�伀

��

��

��伀

この鉱床はプレカンブリアンの結晶片岩と片麻岩の岩

体が南北の走向で酉に35｡位優斜したカｰボネｰト岩

体に切られている.この岩体が鉱体であるが長さ約

バケットエレベｰタｰおよびオアストｰレｰジ艦砕

カロ熟(150㌧18ぴF)煮沸(200甲)冷却を経た原料はバ

ケットエレベｰタ(中央部)で上に運ばれ右側の貯鉱槽

に入れらる.この次から精製工程に入る.

となっておりまたこの工場で生産されるレアアｰスの

スペックと分析値は次頁のようである.

リチング多ンタｰ硫醐芭よるリｰチングを行なデ�
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工場心臓部

となっている.問題のユｰロピウムはこの分析例では

表われていないがこれはサマリウム(S皿)と一諸に含

まれている.またこの鉱石にはイットリウムあるいは

イットリウム族はほとんど含まれていない.

現在Mo1ycoはこのMomtainPass鉱山に150万ド

ルで建設したユｰロピウム酸化物の工場を操業している.

これは前記したような溶媒抽出法によるものでセリ

ウム族分離の商業規模の工場ではアメリカで唯一のもの

であるといわれる.ユｰロピウムの生産能力は年間

ルで販売されている｡

この中で精製の諸工程が行な葦)れる

カ曽一予レビ用けい洗体の

鰯纂を漉い越し恕世界塞産

五966～髄年後半までの業界は

ブｰムに湧いていた模様であ

ったけれども原料生産の各

社の能力の拡大が急すぎたた

めとカラｰテレビの需要の

伸び率が予想より低かったた�
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第5図アメリカのカラｰテレビと白黒

第4図ア､メリカのレアアｰスあ消費部門テレビの生産推移

比率(･66年推定金額べ_ス)工業レアメタル33号光体の使用量は19インチ型につきY･037～109rE203

E昭inee｢i㎎&Min三㎎J㎝mal'66年12月26日号より0.5～1grであるとされている.したカミって昭和42年

め最近のイットリウムやユｰロピウム市場は過剰によ度のブラウン管の生産予想150万本でイットリウム原

る買手市場となっているようである･またこれのみで単位1本109rとして実需15トン前後輸入けい光体も

なくイットリウムやユｰロピウムの生産増に伴いほかのあるので過剰傾向はまぬがれないようである.しかし

レアアｰスも同時に生産されるのでこの方面での需要拡たがらけい光体原料面での問題はアメリカを除く各

大カミない限り生産過剰と匁ゆ始めている･このよう祖国の現状はやはり非常に重要な課題として今後も残され

アンバランスはとくにこのレアアｰス業界の過去からのることとなるだろう.(筆者は杉原料資源課長)

大きい脳となっている.ちなみにアメリカのイットリ

ウムメｰカｰの能力を見ると鯵考文欄

ωレアメタノレ工業No.35(アルム出版社1967)

MicbiganChemica1ユ4軌000LBSノ年(2)新金属工業Nσ.138(新金属協会編ユ967年7月号)

AmericanPotashChemica180･000"{3)レア.ア_ス(新金属協会編新金属早わかりシリｰズ

YttriumCorP･ofAmerica町000"Nα2昭37)

と30α000ポンドあるいはそれ以上の能力があるといわ(4)RareEarths(E&MJMeta1&Minera1Mar長e㌔

�����

れる.これに対して1967年の需要は100,000ポンド位

��楮敲��景�慴楯�敲癩捥����漬㈬倮㌳

と推定されている･このほかフランスのPechiney社1966(C.1if.mi.Div.｡fMin｡｡｡ndG.oI｡凱D･P亡

(マダカスカノレ産のモナザイトゼノタイム使用)フイ･fC㎝…械i･n,R･&Ag･n･y,St･t･･fC･lifomi･)

ンランドのTipPyoy(フィンランド産ガドリナイト使(6〕R･･ひe･･thmin…1dePositofth･Mount･inPass

��物捴�慮��晤楮���礬

日本のカラｰテレビ用ブラウン管の需要(レアメ･タルニユｰスN01460から)

��景�楡������昮��爀

(金額)(単位:100万円)(数量)(単位:1000本)

㈶��瀬���

用)ドイツのGoldschmidt(マラヤその他の

ガドリナイトゼノタイム)および英国の

Thoriu㎜Ltd.(カナダのウラン鉱残溢)があ

りまた日本では信越化学㈱の武生工業(福

井県)(Y2031トン/月)日本イットリウム綱

〔三井金属㈱東北金属㈱出資〕の三鷹工場

(三鷹市三井金属中央研究所内)(現在Y203

300kg/月1年後に1トン/月の予定)カミ稼働し

ている.カラｰテレビのブラウン管でのけい

40牢41年42年43年

40年41年

42年43年

生産2.87417.49030,OO036,000

輸出432.0343.5004,OOO

輸入5233020
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おわリにこの記事に関しとくに

マウンテシバス鉱山に関する資料および写真

は最近現地調査をされた和光物産(株)営業都

長代理安部庚次郎氏のご培意によるものであ

ることを報告し感謝します.

精製2工程の一部から生産されるラ1/タン(La60%)はドラム缶にっ

められ出荷される

ランタン(La)ネオジウム(Nd)プラセオジウム(Pr)の沈殿池LaNd

Prは沈殿池の形で貯鉱してある池の長さ約100㎜左側からNd中央Pr

右Laで一泡の貯鉱量は100万1ξル位の価格のものだと説明していた�


