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2010年日本国内及び日系海外
のボンド磁石生産推定	
企画委員長　吉田洋一
　（㈱エムジ－）

　���� ������������������� ���������������
�国内生産業界推定値は、重量 ��,��� ト
� ( 対前�比 �3�%) 金額 ��� 億円 ( 対前
�比 �37%) �見込みとなりました。
　���8 �後半から ���9 �にかけて��
��石���国内生産は大幅に減少して
おりましたが、���� �では、リジッ��
���石・希土類����石�分野で前
�を上まわり、���8 �以前�水準に戻り
ました。
　�系�������生産�リジッ���������生産�リジッ�����生産�リジッ��
���石については国内生産同様 ���8
�以前�水準に戻り、希土類����石
については ���8 �を大きく上まわった
と推定されます。����石全体で��
系������生産は ��� 億円 ( 対前�������生産は ��� 億円 ( 対前���生産は ��� 億円 ( 対前�
比 �75%) と推定されます。

1. フレキシブルボンド磁石
　���� ��フレキシブル����石�国
内生産は、OA 分野では ���8 ��水準に
戻ったが、回転・吸着雑貨分野では未だ

２０１０�　��国内及び�系�������石生産金額推定
国内 �� 合計

金額億円 前�比％ 金額億円 前�比％ 金額億円 前�比％
フレキシブル �9 98 5 ��� �� 99
リジッ� ��5 ��5 95 ��6 ��� �59
希土類 97 �68 3�� �65 397 �65
合計 ��� �37 ��� �75 6�� �59

２０１０�国内����石生産推定
重量　Ｔｏｎ 前�比　％ 金額　億円 前�比　％

フレキシブル �,6�� ��3 �9 98
リジッ� 7,��� ��3 ��5 ��5
希土類 6�� �67 97 �68
合計 ��,��� ��9 ��� �37

戻っておらず、全体では ���9 �同等と
思われます。
　業界推定値は重量 �,6�� ト� ( 対前�
比 ��3%) 金額 �9 億円 ( 対前�比 98%)
と見られます。こ�分野では中国��������
�生産が大きく増えており、�系��������
は苦戦を強いられており、��生産は
���9 �同等� 5 億円と推定されます。

2. リジッドボンド磁石
　２０１０��リジッ�����石�生
産は、吸着・健康・雑貨分野を除いて復
調しました。特に自動車分野・家電分野
はほぼ２００７��水準にまで回復した
と見られます。
　業界推定値は、重量７，０００ト�（対
前�比１２３％）金額１０５億円（対前
�比１２５％）。�系�������生１２５％）。�系�������生％）。�系�������生
産�２００８��水準に回復し、金額で

９５億円と推定されます。
3. 希土類ボンド磁石
　���� ��希土類����石�生産は大
幅に増加し、���8 ��水準より多くなっ
たと推定されます。希土類����石�
主要��粉である MQI 社��粉出荷量は
���9 �比で約 5�% 増になっています。
HDD・DVD �小型����車�����車��車����・
セ�サ�増産による��とみられ、愛知製
鋼㈱�異方�����石�増産�あり、国
内生産・��生産と�大きく増加しました。
　国内生産�業界推定値は、重量 6�� ト
� ( 対前�比 �67%) 金額 97 億円 ( 対前
�比 �68%) と見られます。��で�生産
は 3�� 億円 ( 対前�比 �65%) とみられま
すが、こ�数字には��企業と中国企業
�合弁�社�生産及び昨�まで�推定で
漏れていた��が含まれます�で、実際
�増加率は�う少し低いと思われます。
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企画委員長　吉田洋一
　（㈱エムジ－）

　企画委員�では、当���事業�一つ
であります国内及び��で�����石
�生産・市場動向調査を、�員投票�社
から提出された国内生産・��生産実績
と例� �� �に��しています�界���� �に��しています�界���に��しています�界��
��石討論�で�情報を�とに、企画委
員�で生産重量及び生産金額�推定値を
算出しております。業界推定値はフレキ
シブル����石、リジッ�����石、

希土類����石を分野別に映像・音響
機器、回転、OA、家電、自動車、吸着、OA、家電、自動車、吸着、、家電、自動車、吸着、
雑貨�用途別に分類されております。

　���� ������石国内生産は重量で���� ������石国内生産は重量で������石国内生産は重量で
��,��� ト � (���9 � 比 ��9%)、 金 額 でト � (���9 � 比 ��9%)、 金 額 で(���9 � 比 ��9%)、 金 額 で� 比 ��9%)、 金 額 で��9%)、 金 額 で、 金 額 で
��� 億円 (�37%)、��生産は金額で ���億円 (�37%)、��生産は金額で ���(�37%)、��生産は金額で ���、��生産は金額で ������
億円 (���9 �比 �75%) と推定しております。(���9 �比 �75%) と推定しております。�比 �75%) と推定しております。�75%) と推定しております。と推定しております。

1. フレキシブルボンド磁石
　���� ��フレキシブル����石����� ��フレキシブル����石���フレキシブル����石�
国 内 � 生 産 は、�,6�� ト � (���9 � 比�,6�� ト � (���9 � 比ト � (���9 � 比(���9 � 比� 比
��3%)・�9 億円 (���9 �比 98%) と推定・�9 億円 (���9 �比 98%) と推定�9 億円 (���9 �比 98%) と推定億円 (���9 �比 98%) と推定(���9 �比 98%) と推定�比 98%) と推定98%) と推定と推定
しております。
　用途別では、OA 分野では ���8 ��OA 分野では ���8 ��分野では ���8 �����8 ����
水準に戻ったとみられますが、回転・吸
着など�フレキシブル����石�主要
用途では ���9 �水準にとどまっており、���9 �水準にとどまっており、�水準にとどまっており、

全体で� ���9 ��水準と見られます。���9 ��水準と見られます。��水準と見られます。
フレキシブル����石�分野では、中
国製品�品質が向上し生産�増加してい
ることから�系����は苦戦を強いら
れています。中国����ではファ���
�用が好調です。

2. リジッドボンド磁石
　���� ��リジッ�����石�国内
生産は、7,��� ト� (���9 �比 ��3%)・
��5 億円 (���9 �比 ��5%) と推定して
おります。
　用途別では、吸着・健康・雑貨分野を用途別では、吸着・健康・雑貨分野を
除く全て�分野で好調です。
　最�生産量�多い OA 分野は複写機・プ
リ��用マグロ�ルが主力製品で、こ�
分野�生産�増加がリジッ�����石
�生産全体を押し上げています。マグロ�
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ル��数は ���8 �水準まで回復してい
ると見られますが、小径化による � �あ
たり�重量が減少しているため、重量で
は ���8 �水準までは回復していません。
　自動車分野・家電分野はエコポイ�ト
制度�猛暑によるエアコ�販売が好調
だったことから、ほぼ ���7 �水準まで
回復したと見られます。

3. 希土類ボンド磁石
　���� ��希土類����石�国内生産���� ��希土類����石�国内生産��希土類����石�国内生産
は、6�� ト � (���9 � 比 �67%)・97 億6�� ト � (���9 � 比 �67%)・97 億ト � (���9 � 比 �67%)・97 億(���9 � 比 �67%)・97 億� 比 �67%)・97 億�67%)・97 億・97 億97 億億

円 (���9 �比 �68%) と推定しています。(���9 �比 �68%) と推定しています。�比 �68%) と推定しています。�68%) と推定しています。と推定しています。
　用途別では、HDD・DVD など�小型��HDD・DVD など�小型��・DVD など�小型��DVD など�小型��など�小型��
��車�用���など�回転分野が多く�
系������粉�使用量�急速に増えて
いると見られます。また回転分野以�では
自動車車�回転機器に使われるセ�サ � 用� 用用

途が増加していると推定されます。
　こ�分野では��企業と中国企業�合
弁�社�生産�回転分野で多く、こ�生
産分を�系����に含めるか否かで�
系�����生産量がかなり変動します
が今��推定では�系企業に含めました。

国内 �� 合計
金額億円 前�比％ 金額億円 前�比％ 金額億円 前�比％

フレキシブル �9 98 5 ��� �� 99
リジッ� ��5 ��5 95 ��6 ��� �59
希土類 97 �68 3�� �65 397 �65
合計 ��� �37 ��� �75 6�� �59

永久磁石国別輸出入統計
（2010年 1～12月）事務局

国名 ���5 ���6 ���7 ���8 ���9 ���� �� �� 3� �� 5� 6� 7� 8� 9� ��� ��� ���
重量合計 重量 �7,3�� �5,�86 �6,�65 �5,�99 ��,�63 �5,537 �,��9 �,��8 �,�6� �,397 �,��� �,358 �,�39 �,��9 �,339 �,��6 �,�38 �,333
金額合計 価格 �3,��� �6,7�9 5�,�33 �9,�3� 33,��� �9,��3 3,7�8 3,��9 3,9�� �,3�6 �,�39 �,33� �,555 3,5�9 �,�36 �,68� 3,733 �,77�
大韓民国 重量 673 33� 358 �3� 3� �� � � � 3 � 3 � � � � � �

価格 �,�89 9�3 795 658 55� �8� �7 �3 6� 76 �9 �9 39 36 �� �5 �7 �9
中国 重量 �,��9 �,5�� �,559 �,�75 �,�87 �,�8� �66 �6� �6� �9� �8� �9� ��� �79 �6� �98 �97 �9�

価格 5,�98 6,�9� 8,�9� 7,78� �,6�6 8,��� 5�� 5�6 567 686 7�� 688 83� 68� 665 77� 7�6 8��
台湾 重量 7� 7� ��� 9� �8 36 � � � 7 6 7 8 � � � � 3

価格 �8� �3� ��� �66 ��� ��� 5 � 7 7 �8 �� �� � 3 �� 7 �5
香港 重量 �,�5� �,�66 7�9 8�6 399 ��� �� �� �9 �� �6 �7 �3 �7 �6 �9 �6 ��

価格 �,6�5 �,��3 �,�67 �,�96 �,�68 �,�6� ��3 9� ��6 ��7 �3� 9� ��� 9� ��6 86 9� 93
ベトナム 重量 �7 59 �3 �� 38 6� � 3 � � 3� � � � � � � 5

価格 75 ��7 �8� ��� 86 ��8 9 �� �7 �6 �8 �5 �3 �6 �� �7 �6 �6
�イ 重量 �,896 �,38� �,�7� �,��8 �,3�� �,�36 ��5 ��5 �67 �83 �9� �93 �77 �69 �76 �6� �6� �68

価格 7,573 9,96� 9,673 9,��� 5,595 7,7�5 55� 55� 657 7�6 7�9 7�� 693 6�5 6�� 556 555 676
シ�ガポ�ル 重量 ��� 67 5� 733 ��7 �8� �5 �3 �8 �7 �6 35 �� �3 �9 38 �3 �

価格 537 ��3 6�� �78 378 588 3� 33 �� �3 �� 5� �5 38 �� 63 67 89
マレ�シア 重量 �,��6 �,6�� �,8�� �,�97 �,978 3,�9� �57 ��3 �63 353 3�� �98 �66 �8� �9� �38 ��� �83

価格 6,�59 7,�93 8,5�� 7,79� 6,5�� 8,665 7�3 6�� 7�� 887 866 865 7�6 �8� 75� 655 56� 8�7
フィリピ� 重量 �,87� 3,8�5 �,73� 3,87� �,858 �,885 389 33� 37� 367 ��� 383 �87 35� ��6 56� 367 �63

価格 8,�35 ��,�99 �5,766 ��,�9� 9,958 �6,85� �,��� �,��5 �,��9 �,�73 �,388 �,3�5 �,593 �,�8� �,366 �,�8� �,38� �,696
イ��ネシア 重量 �8� �53 �5� ��3 �65 3�� �� �7 33 3� �9 3� 39 �3 �5 �� �� 5

価格 3�� �85 358 368 �77 36� �� �6 3� 3� 3� 3� 38 �9 3� �9 37 ��
イ�� 重量 �3 66 �99 �� �3 �� 5 �� �7 �5 �6 3� 6 �9 �6

価格 ��6 �75 �7� 3� �� �7 �3 �� �� 3� �8 38 �5 �3 ��
オラ�ダ 重量 �66 355 �9� �76 �3 7 � � � � � � � � � � � �

価格 �36 33� 368 �38 �7 73 �7 � � � �3 � 5 � � � �6 8
フラ�ス 重量 3� �� 38 �3 9 �5 � � � � � � � � � � � �

価格 �96 ��5 359 655 ��3 �7� �� 9 �� 8 36 9 �� �� �� �3 7 �3
�イツ 重量 �,�3� 7�6 9�8 78� 7�9 9�3 79 6� 99 89 58 68 85 78 88 68 53 ��9

価格 �,��8 83� 886 69� �,�99 876 �5� 53 98 73 36 �3 69 6� 5� 75 3� �3�
スイス 重量 5� �9 �7 8 � �� � � � 3 � � 3 3 � � � �

価格 33� 36� �3� ��5 56 �6� � 7 �� �9 �5 8 �� �9 7 6 5 �6
ポルトガル 重量 �36 6� 57 �� �� �� � � � � � � � � � � � �

価格 9�7 ��9 �57 �95 7� 78 3 �� �� 5 7 � 7 5 5 �� 6 3
イ�リア 重量 �,3�5 8�9 673 6�8 5�� 538 �8 �� �3 5� �7 �9 56 �� �� 5� 3� 3�

価格 �,3�� 8�9 7�7 653 5�3 5�� 55 �� 3� �3 �8 �7 53 3� 38 5� �� �8
ハ�ガリ� 重量 58 38 83 3� � � � � � � � � � � � �3

価格 36 �� 7� 56 7 9 9 � 3 � 3 � � � � ��
スロバキア 重量 3� 6� �5 7� �� 7� � 7 8 7 �� 9 �� 7 8 3 � 3

価格 �75 5�� 53� 8�8 ��� 56� 3 5� 6� 53 78 66 7� 55 67 �5 � 3�
USA 重量 �,��3 9�� ��� 363 �5� �56 �� �3 �� �7 �3 �6 �� 9 �� �3 �� �5

価格 5,966 3,673 �,888 �,5�� �,353 �,753 �36 ��8 ��� �9� �37 �97 ��6 ��� ��� ��9 ��7 ���
�キシコ 重量 9� 39 68 58 5� �65 �� 8 �� �3 �5 �5 5 �� �9 �3 � �

価格 ��� 73 �75 ��5 �5� �87 �6 �� 35 �� �5 �� � �5 �� �6 � �
ブラジル 重量 �� 78 9 5 �5 5 �3 �� �� 8 � � � 

価格 �6 5� 6 3 9 � 8 7 7 5 � � � 

���� � � �～ �� �貿易統計　（輸出）　　金属製���　ＨＳコ�� 85�5����� 単位：重量（ト�）　価額（百万円）

永久�石及び永久�石用�物品で�化していない��

ＪＡＢＭ　事務局　大森　　����/�/�
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