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は し が き 

 

 

近年、世界的な鉱物資源の需要拡大による原料確保のための権益獲得競争の動きが一

層活発化する中で、環境保全対策や循環型社会構築への積極的な対応が求められるなど、

我が国の金属資源産業が置かれている状況は大きく変化している。一方で資源開発の現

場は、採掘対象の低品位化、探査ターゲットの奥地化や潜頭化など、より技術的リスク

の高い鉱床の開発へと移行しており、より効果的な選鉱・製錬等の生産技術が求められ

ている。こうした状況に対応する技術の有無が資源開発企業の競争力を左右しているの

が現状である。 

このような背景のもとに、独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構では、我が

国企業による資源権益確保や我が国の資源供給活動の競争力強化に資することを目的

として、我が国の金属資源産業が抱える技術課題等を把握し、我が国企業が関与する操

業現場における技術課題への対処や鉱山開発・F/S評価における生産技術の検討に対す

る技術支援を行うために、「現場ニーズ等に対する技術支援事業」制度の本格運用を平

成18年度より開始している。 

本報告書は、平成23年度の提案公募において採択した支援事業のうち、「硬岩からの

チタン鉱石開発における技術検証調査」に関する共同スタディの成果をとりまとめたも

のである。本共同スタディで対象となっているチタンは軽く、強く、錆びないことやア

ルミ、錫等と合金にすると引張強さを比重で割った比強度が実用金属中で最も高いため、

純チタンは発電所や化学プラントなどに、チタン合金は航空宇宙関係を中心に使用され

ている。他にも医療材料などの機能材料としても使われ、最近では酸化チタンが光触媒

として脱臭、防汚、抗菌等の用途に利用されている。 

本共同スタディは、日本企業がその全量を輸入に頼らざるを得ないチタンの新規原料

供給源となり得る可能性を検討すべく、世界でも希少な硬岩からのチタン鉱山開発を目

指し、鉱量計算、採鉱、選鉱等の技術に関する綿密な検証調査を実施した。 

本報告書が、関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

 

平成24年3月 

 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

     金属資源技術部 
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1. 共同スタディ現地調査実施経緯と背景 

 

共同スタディ対象の当該プロジェクトは、硬岩からのチタン鉱石開発プロジェクトで

あり、比較的地理的条件やインフラに恵まれた箇所に位置する。 

 

ジュニアマイニングカンパニー（以下、「JM 社」と仮称）がチタン鉱山を開発中で

あり、チタン原料、酸化チタン製品等の取扱大手業者である三井物産株式会社（以下、

三井物産）が同プロジェクトへの参画を検討中。世界でも希少な硬岩からのチタン鉱山

開発であることから、鉱量計算、採鉱、選鉱等の技術に関する綿密な検討/検証調査の

必要があり、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「JOGMEC」と

いう）の現場ニーズ等に対する技術支援事業を実施することになった。 

 

JM 社からの事前情報により、開発直前プロジェクトと考えられたことから、技術的

デューディリジェンスを目的とした現地調査を実施した。その現地調査団は JOGMEC

地質・採鉱・選鉱の専門家からなり、三井物産の技術コンサルタント（以下、「技術コ

ンサル」という）の複数の技術者を起用の上、技術検証を行った。図 1 に関係者相関図

を示す。 

 

 
          ＊公開可能情報は限定され、JM 特定につながる情報の記載は不可。  

図 1. 関係者相関図 

 

チタン鉱山・鉱区（埋蔵量・採鉱方法・鉱石品位）、選鉱・分離の工程設計等につき、

共同スタディを行い、JM 社より同社起用技術専門家が作成した FS データの開示を受

け、精査した上で、本プロジェクトの選鉱・分離技術の実行性・経済性を検証・確認、

また生産性向上のため、課題として A) 硬岩の 適粉砕方法、B) 製品粒度管理 適安

チタン鉱山資源権益開発（ジュニアマイニングカンパニー）

　　　　　　共同スタディ実施

三井物産起用技術コンサルタント

共同スタディ申請　

技術コンサル

三井物産（株） JOGMEC 

JM 社
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定化、C) 廃棄物の削減、D) 工業用水節減（再利用率の向上）等に関し検証、又は改

善に向けた提案・研究を行うとともに、プロジェクトコスト及び環境対応についても可

能な検証を行った。 

 

 

2. 共同スタディの内容 （鉱山・FS 評価）  

 

(1) 鉱山・鉱区・採鉱実行性に関して（埋蔵量、変動性、原料粗鉱石の品位毎の分布、

鉱量の検証、マイニングプラン現状確認及び最適プランの検証・提言並びに採鉱設備基

本設計、採鉱難度、インフラ検証及び環境対応等） 

 

  JM 社の探鉱データに基づき、鉱山、鉱区、採鉱の実効性（埋蔵量、変動性、原料粗鉱

石の品位分布、鉱量、マイニングプラン現状等につき検証を行った。 

 

技術コンサルにより、予備的確定・推定・予測資源量の見積もりを行い、その妥当性、

変動の可能性等につき検証を行った。現時点で確認された資源量に加え、予測される追

加的資源量の存在については、おおむね妥当と判断されるが、更に詳細なる鉱山データ

解析や、分散する各鉱区の品質分布等の追加確認が必要と判断される。 

 

 

(2) 選鉱（製品製造・精製分離工程）に関して 

 

選鉱分離工程の技術的実効性を検証・確認し、歩留り・生産性向上・改善の可能性を

検証するため、A) 破砕・粉砕工程 適化、B) 粒度管理・調整工程 適化 C) 副産物

有効活用による廃棄物の低減の可能性、D) 水資源再利用率の向上につき検証及び改善

提案を行った。図 2 に選鉱分離工程における主な生産性向上・改善の検証項目を示す。 
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図 2. 選鉱分離工程における主な生産性向上・改善の検証項目 

 

 

・全般 

 

JM 社が、外部専門機関を起用し行った過去の大規模な選鉱試験調査により、硬岩

粗鉱石より、高品質のチタン精鉱の生産ができることが実証されている。これは、過

去 10 年間前後にわたり専門機関を起用し行った肯定的結果である。従い、選鉱工程

については重要かつ建設的なプログラムは既に完了している。 

今般は、更なる検証が特に必要又は改善の可能性がある以下事項につき、特に検証

を行った。 

 

A) 破砕・粉砕工程最適化 

 

比重選鉱は粉砕粒度にその成績が大きく左右され、機種選定及び操業が浮遊選鉱と

比較し困難になる可能性がある。過粉砕を避け 適製品粒度を導くべく、複数のミル

タイプの適用につき検証中である。さらに、変動性試験調査等を行うことも検討され

るべきである。 

 

　　D) 水再利用

硬 岩 チタン鉱石

A) 粉砕・破砕工程 B) 選鉱・粒度調整工程

尾鉱 C) 副産物

D)【水資源再利用率向上】

貴重な水資源の再利用率向上の可能性につ

き検討。

A)【粉砕・破砕工程の 適化の検討・検証】

世界でも希少な、チタン含有硬岩粗鉱石の適切

な破砕・粉砕方法の検証・検討。

B)【粒度管理・調整工程の 適化の検証・検討】

チタン原料として 適な粒度分布の製品とすべく、

粒度管理・調整が重要。

C)【副産物有効活用による廃棄物低減の可能性検証】

副産物製品化によるチタン鉱石製造時の廃棄物低減に関

する技術的可能性につき検討。
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B) 粒度管理・調整工程最適化 

 

粗鉱を破砕によってミリング用に適した給鉱粒度にするべきである。分級篩とミル、

比重選鉱機材、想定フローの 適化については、大きな問題は無いと想定される。 

 

C) 副産物有効活用による廃棄物の低減の可能性 

 

チタン鉱石選鉱試験調査と並行して研究が行われているが、現段階では、副産物利

用の有効生産性につき確認するに至ってはおらず、副産物回収については、工程管理、

投資コストと収益貢献の観点から尚時間をかけ検証が必要と考える。 

 

D) 水資源再利用率の向上 

 

水消費量減少の有効手段があることは実証済みである。但し、濃縮尾鉱組み込みに

よる高い水回収率を実行する為に、多量の再生水の総合的な環境影響も含め、更なる

技術検証を行うことが望ましい。 

 

(3) プロジェクトコストに関して （CAPEX、OPEX 等 設備投資・運営資金検証 

  JM 社より開示される CAPEX/OPEX 詳細資料及び Cash Flow Model の検討、検証） 

 

  プロジェクトコスト（OPEX, CAPX それぞれ）に関し、JM 社が技術専門家を起用し

数年前に試算した数字を基礎とし、現時点及び将来において予測されるコスト変動要因

につき、昨今上昇傾向が顕著である鉱山開発・運営コストに関し三井物産起用技術コン

サルが有する情報や為替リスク等も参考にした上で見直しを行い、コスト変動の可能性

と検証必要性につき確認を行った。 

 

 

(4) 環境対応 （JM 社の環境基本調査報告を参考とし、周辺環境与え得る影響の検     

証。水源確保等主要環境対応の現状確認及び、その他重要事項の対応確認・提言） 

 

オンサイト： 

 

環境／エコロジーへの影響の観点からは、本プロジェクト区域（鉱区）について許

可取得の妨げ又は遅れとなり得る大きな問題はないように思われる。但し、いくつか

の地域特有の問題につき 終確認が不可欠である。 

 



5 
 

オフサイト： 

 

環境許可申請迄に、今後確定すべき未確定重要事項が複数有るため、確認が必要で

ある。 

 

 

3. 結論 

 

本プロジェクトは、チタン原料需給が逼迫しており、100%を輸入に頼らざるを得

ない本邦チタン産業への新規原料供給源となり得る可能性があるという観点から重

要である。 

 

硬岩チタン鉱山としてのチャレンジングな面はあるが、選鉱試験においては、高純

度精鉱回収に成功しており、インフラや自然条件にも恵まれていることから、実現可

能な操業見通しを立てることのできる段階まで、プロジェクトは前進しており、妥当

な有望性はあると言える。従い、今般の調査で判明したいくつかの重要な要因につき、

しっかりとした検証を行うことにより、優良チタン鉱山と成り得る可能性があるプロ

ジェクトと考えられる。 
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