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金属資源の安定
供給を図る！ 

②鉱山・FS評価における技術的 
  課題 
 
・鉱量評価 
・鉱山開発計画評価等 

①操業現場における技術的課題 
・深部化に伴う開発コストの低減 
・選鉱プロセスの改善 
・製錬技術等の低コスト化 
・環境対策の技術改善等 

新規鉱山開発 安定・低コスト操業 

銅, 鉛, 亜鉛, マンガン, 金, ニッケル, ウラン, ボーキサイト, クロム, すず, タングステン, 
モリブデン, コバルト, ニオブ, タ ンタル, アンチモン, リチウム, ほう素, チタン, バナジウム,
ストロンチウム, 希土類, 白金族, 鉄, ベリリウム, ガリウム, ゲルマニウム, セレン,  
ルビジウム, ジルコニウム, インジウム, テルル, セシウム, バリウム, ハフニウム,  
レニウム, タリウム, ビスマス, グラファイト, フッ素, マグネシウム及びシリコン   計42鉱種 

現場ニーズ等に対する技術支援事業の概要 
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・我が国企業が権益を有する、又はこれに準ずる操業現場や鉱山開発等の案件について、支援対象者 
との共同スタディによって、生産技術や鉱山・FS評価に対する困難な技術課題の解決を図る支援事業。 
① 鉱山・製錬所等の操業現場における生産技術等（採鉱、選鉱、製錬、環境対策等）の課題解決。 
② 我が国企業が権益の獲得又は事業への参入を目指して検討を行う、鉱山・FS評価の課題解決。 

対 象 鉱 種 



１．支援対象者の要件 
① 操業現場技術支援の場合 
   海外又は国内の鉱山・製錬所等において金属鉱業等を営む本邦法人等で、当該施設に関する採

掘、選鉱、製錬等を行う権利を有すること。かつ金属原料（鉱石又は地金等）を本邦法人等に対して

供給していること。 
   「本邦法人等」とは本邦法人又は本邦法人が出資しその経営に参加している外国法人をいう。 
② 鉱山・FS評価技術支援の場合 
   海外又は国内において金属鉱業等を営む本邦法人等、若しくは他の本邦法人等が行う金属資源

の開発に必要な資金を提供する本邦法人であって、当該プロジェクト（権益獲得又は事業への参入

を検討する鉱山開発等の案件）への参入意志を有していること。かつ、金属原料（鉱石又は地金等）

を本邦法人等に対して将来的に供給可能と想定されること。 
２．経費負担 
   提案公募によって採択選定された共同スタディに係る支援対象事業費は、原則1件当たり4,000万
円以内とし、機構は当該事業費の50％を負担。 

   ただし、支援対象者の人件費、旅費及び管理費並びに試験・分析設備及びコンピュータ等の購
入・賃借費は、対象外の経費。 

現場ニーズ技術支援事業制度の概要1/2  
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・操業現場の課題、ニーズの抽出 
・支援テーマの公募 
・公募テーマの共同スタディに係る 
 技術的アドバイス 

・支援対象事業費は原則として 

 1件当たり4,000万円以内 
・支援対象事業費の50％負担 

支援対象者 



３．事業の実施期間 
   原則、当該年度内の事業終了とするが、
延長適用の場合も有り。 

①テーマの公募

②提案書の提出

③審査・採択決定・結果の通知

④共同スタディ契約の締結

⑤技術的アドバイス
　　　最新情報の提供等

⑦共同スタディ実績報告書の提出

⑧対象費用の確定
　　資源機構負担費用の支払い

資
源
機
構

外注先

支
援
対
象
者

⑥発注、作業管理
⑨報告書
　公開（要約版）

現場ニーズ技術支援事業制度の概要2/2  
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４．成果等の帰属 
   共同スタディの成果及び発明等に係る知

的財産権については、機構と支援対象者と
の共有（50：50）。 

    成果は、守秘義務及び事業実施に影響を
及ぼさない範囲で公表。 

平成25年度現場ニーズ技術支援テーマ
をJOGMECホームページにて公募中！ 



区
分 

項目 
支援対象
者・実施主
体 

実施形態 
JOGMECの 
費用負担率 

テーマ
設定 

備考 

１ 

２ 

レアメタル
製錬・回収
技術調査 

金属資源の
生産技術に
関する基礎
研究 

日本国
内の企
業もし
くは研
究機関 

日本国
内の大
学、高
等専門
学校 

研究機
関の場
合は共
同研究
契約、
企業の
場合は
委託契
約 

共同研
究契
約・受
託研究
契約 

調査費の100% 
なお、企業によ
る調査は１テー
マにつき1,500
万円程度（税込
み）、研究機関
による調査は１
テーマにつき
300万円程度
（税込み） 

基礎研究費の
100% 
なお、１テー
マにつき300
万円程度（税
込み） 

提案公
募 

企業と
研究機
関の共
同提案
も可 

研究期間
は最長２
年間。た
だし、２
年間の研
究期間の
提案を採
択した場
合も契約
は単年度
契約 

レアメタル製錬・回収技術調査と金属資源生産技術に関する基礎研究 
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参考：金属資源技術部が実施する他の支援制度 



平成24年度現場ニーズ等に対する技術支援（鉱山・FS評価） 
ベトナム・チタン鉱床開発のための鉱物分離・回収プロセスの検討 

1. 共同実施者 
     ・住友商事㈱ 
2.   目   的 
    ・ベトナムがチタンの新規原料供給源となり得る可能性を検討する。 
    〔ベトナムの優位性：イルメナイト生産量世界第4位(2012年)、日本に地理 
     的に近い、チタンスラグ製造技術の保有〕 
3. 技術課題 
    ・ベトナム南部のチタン鉱床開発で障害となる赤土とチタン鉱物を分離する 
     プロセス及びその設備を検討する。 
    ・問題点：全体的に10～20％の赤土を含有するため、赤土の分離ができず、 
     選鉱できない可能性が有る。また、物理的に選鉱できた場合でも、赤土量 
     が多いとコストが上昇し経済性が合わない可能性が有る。 
4. 実施期間 
    ・平成24年8月31日～平成25年3月5日 
5. 主な外注先 
    ・Minarco Mineconsultant（豪） 
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～共同スタディの概要～ 
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6. 実施場所 ベトナム南部ニントゥアン（Ninh Thuan）省（図1） 
7. 実施鉱区 面積11km2、推定資源量4,800千t（図2） 

図2 

図1 
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8.  鉱区内ボーリング実施 
 ボーリング総延長：28,000m、ボーリング箇所：図3に示す。 
 ボーリング本数：334本(間隔40×800m), 458本(間隔80×400m), 27本:他 
    ＊上記のうち、本共同スタディでは延長2,000m、31本のみを実施した。  

図2 

図3 



鉱区内の現況 8 
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～調査内容・結果～ 
1. ボーリングサンプルの分析 
(1) 調査概要 
  ・同一の分析機関がボーリングサンプルを篩掛と水洗の2種類のサンプル作 
   成方法で作成した試料の分析結果を比較することで、サンプル作成方法が 
   赤土分析に与える影響を検証した。 
(2) 調査結果 
  ・同一の分析機関がボーリングサンプルを水洗と篩掛の2種類のサンプル作 
   成方法で作成した試料の分析結果を比較したところ、図4に示すように、非常 
   に高い相関性があり、分析結果がほぼ一致することが確認された。 
     ・このことから、45μm以下の赤土はほとんど存在しない事、及び水洗を適切  
   に実施することにより、赤土を全て分離できる可能性がある事が示唆された。 

図4 

篩掛と水洗の2種類のサンプル作成方法 



2. 鉱区内の赤土量・分布の解析及び3Dモデル化 
(1) 調査概要 
  ・鉱区で探鉱・選鉱する際の赤土インパクトを分析・考察する上で、鉱区内の赤 
  土の総量、含有率及び分布を把握した。 
  ・ボーリング調査の分析結果を基に、外注先の持つ解析ソフト（ブロックモデル） 
  を利用し、赤土の存在量及びその分布を把握するとともに、3Dモデル化した。 
(2) 調査結果（量・分布） 
  ・鉱区における赤土の量及び含有率を東西方向にプロットした結果を図5に、イ 
    ルメナイトの量及び含有率を東西方向にプロットした結果を図6に示す。 
  ・赤土の平均含有率は13%、総量81百万tであり、イルメナイトの平均含有率は 
  0.6%、総資源量4百万tである事が分かった。 

10 図5 図6 
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～調査内容・結果～ 



（3） 調査結果（3Dモデル化） 
  ・図7～10に示すように、主鉱物であるイルメナイトと赤土の含有率に関して、相 
   関性は見られなかったため、赤土を回避して採掘するといった採掘プランを作 
   成する事が困難である事が分かった。 
  ・従って、本鉱区のイルメナイトを採掘する上で、赤土を分離する事が重要。 
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図7 赤土の含有率が高い領域（ >19.5%） 図8 赤土の含有率が低い領域（ <6.5% ） 

図9 イルメナイトの含有率が高い領域（ >0.75% ） 図10 イルメナイトの含有率が低い領域 （ <0.4% ） 



 
 

～調査内容・結果～ 
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3. 採掘・選鉱時の赤土インパクトの分析 
(1) 調査概要 
 ・鉱区内のボーリングサンプル分析の結果、赤土量・分布の解析/3Dモデル及 
  び外注先の知見に基づき、当該鉱区において、赤土が採掘及び選鉱の際に 
  及ぼす影響を評価した。  
 
(2) 調査結果 
 ・本鉱区の赤土の含有率は平均13%であり、体積ベースでは20％を超える。ま 
  た、3Dモデルからも赤土を避けての採掘は出来ない。 
 ・一方で、赤土の分離はある程度可能であり、ボーリングサンプル分析で考察 
  した通り、本鉱区の赤土は適切な水洗により、篩掛と同程度に赤土を分離で 
  きることが確認されている。 
 ・従って、選鉱の際に赤土インパクトは避けられないものの、適切な設備を導入 
  する事でインパクトを最小限に抑えられる可能性がある事が分かった。 
 ・なお、量産ベースでは、水洗による分離は水流を用いた比重選鉱設備、篩に 
  よる分離は振動分離設備を用いる事とした。 



～調査内容・結果～ 
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4. 量産ベースでの設備を用いた分離プロセスの確立 
(1) 調査概要 
  ・ベトナム企業の量産設備を用いて「比重選鉱プロセスの改善」及び「振動分 
     離プロセスの追加」により、赤土を除去できるかの検討を行った。 
  ・図11に示す量産設備では、ドレッジャーで採掘した後に、スパイラル選鉱機を   
  用い、比重選鉱により赤土及び珪砂を除去している。その後、磁力選鉱、静 
  電選鉱の工程を経て、イルメナイト、ルチル、ジルコンを分離している。 
  ・本調査では、この工程の比重選鉱プロセスを改善した上で、振動分離プロセ 
  スの追加を検討した。 

図11 既存量産設備 
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 ・比重選鉱プロセスの改善では、スパイラル比重選鉱機にクリーナースパイラル 
    を追加した上で、スパイラルによる比重選鉱では分離することが出来なかった 
   赤土及び珪砂を、更に水洗分離（比重選鉱）するため、新たに水洗分離設備 
  （図12）を導入した。 

図12 水洗分離設備の概略図 
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  ・振動分離プロセスの追加では、ベトナムにおいては一般的ではない振動分 
   離設備（図13）を導入した。 

図13 振動分離設備の概略図 



16 

(2) 調査方法 
  ・本調査では前項の通りベトナム企業の量産設備の改善及び追加設備導入に  
  より、赤土分離効果の確認試験を実施した。ベトナムではチタンスラグまで生 
  産するため、原料のイルメナイトに付着した赤土残存量を評価する必要がある。 
 
  ・下記の条件で赤土を分離したイルメナイトを分析した。 
 
  ① 既存設備による赤土分離 
 
  ② 比重選鉱プロセス改善後の設備を用いた赤土分離 
 
  ③ 比重選鉱プロセス改善に加え、振動分離プロセス追加後の設備を用いた 
     赤土分離 
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(3) 分析結果 
  ・①既存設備による分析結果を表1、②比重選鉱プロセス改善後による分析結   
  果を表2、③比重選鉱＋振動分離プロセス追加による分析結果を表3示す。 
  ・なお、イルメナイト中において、赤土の主成分はカルシウム分やリン分等であ 
  るため、それらを合計し、Clayと表記。 

表1 ①既存設備のイルメナイト成分 

TiO2 49.7 % 

Al2O3 0.89 % 

SiO2 3.25 % 

Clay 2.16 % 

TiO2 50.9 % 

Al2O3 0.7 % 

SiO2 2.33 % 

Clay 1.35 % 

表2 ②比重選鉱プロセス改善後のイルメナイト成分 

TiO2 52.3 % 

Al2O3 0.55 % 

SiO2 1.05 % 

Clay 0.07 % 

表3 ③比重選鉱＋振動分離プロセス追加後のイルメナイト成分 
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(4) 調査結果 
  ① 既存設備による赤土分離 
    ・量産設備による選鉱では、TiO2分が50%以下、Clayの含有率が2%以上 
    である事を確認した。 
  ② 比重選鉱プロセス改善後の設備を用いた赤土分離 
    ・比重選鉱プロセスを改善した結果、TiO2分が1%増加、Clayの含有率が 
     0.8%減少した。 
    ・比重選鉱プロセス改善によりのイルメナイトの品質は改善したものの、 
    Clayの含有率が1%以上あり、赤土の分離が十分であるとは言えない。 
    ・しかし、大型分離設備でなくとも、赤土を更に分離できる事が確認できた。 
  ③ 比重選鉱プロセス改善に加え、振動分離プロセス追加後の設備を用いた 
     赤土分離 
    ・比重選鉱プロセスの改善及び振動分離プロセスの追加を行った結果、 
    既存設備による選鉱結果と比較して、TiO2分が3%増加、Clayの含有率が 
    2%減少した。 
     ・絶対水準としてもClayの含有率が0.1%以下、TiO2分が52%以上となって 
          おり、他国のイルメナイトと比較しても全く遜色ない水準となった。 
    ・従って、本鉱区の赤土量は多いものの、比重選鉱プロセス改善及び振動 
          分離プロセスを追加することにより、容易に分離できる事が確認できた。 



• 本共同スタディでは、対象鉱区の赤土量及びその分布を解析し、量産ベース
における分離プロセスを検討することで、対象鉱区のチタン鉱床を効率的に
開発できるかの検討を行った。 
 

• その結果、ベトナム南部のチタン鉱床に含まれる赤土の特性を把握し、分離
方法及び設備フローを確立する事ができた。 
 

• また、その分離設備への大型投資も必要なく、経済的なインパクトが殆どな
い事も確認できた。 
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～結  論～ 
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ご清聴ありがとうございました。 

～参  考～ 

• 平成18～24年度報告書（公開版）をJOGMECホームページで公開中。 
  ホーム＞金属資源開発＞技術開発・技術支援＞操業現場ニーズ等に対する 
     技術支援事業＞関連リンク 
 
・ 平成25年度共同スタディテーマをJOGMECホームページにて公募中。 
  ホーム＞金属資源開発＞技術開発・技術支援＞操業現場ニーズ等に対する 
     技術支援事業＞おすすめ情報 
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