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世 界：①中国、インド等における金属鉱物資源の需要が急増(中国の銅消費量は世界一)
②非鉄メジャーの更なる資源供給シェアの拡大(90年代の3割から現在5割へ拡大)
③鉱床の深部化・奥地化・低品位化 等

金属価格の高騰等を背景に、海外で鉱山開発や権益確保・拡大を推進

(１)海外資源開発を巡る現状

我が国：原料鉱石の不足及び獲得競合＝低廉で安定的な鉱石確保が困難

１．背景・経緯

・我が国は世界有数の資源消費国ながら輸入依存国
→海外の有望鉱床、優良鉱区の早期獲得等を通じた金属鉱物資源の安定供給確保が必要
＊鉱山評価のスピード・アップ化、評価精度の向上が必要
・鉱山開発においては操業現場や企業戦略毎に技術ニーズ等が多様化
→これまでの探鉱分野の技術開発に加え、開発リスクの低減に着目した個別の技術支援が必要
＊採掘される鉱石の選鉱・冶金学的処理技術の難易度及び経済性の観点からの技術評価が必要

生産技術分野(採鉱、選鉱、製錬等)における技術開発が必要

(２)新規技術開発の必要性



・大規模高品位鉱床の発見はこれまで以上に困難
・高品位鉱の鉱量枯渇や深部化等で十分な鉱量の確保が困難
・砒素等の不純物を含む鉱石が増加

(３)生産技術分野における技術開発テーマの選定

リーチング・湿式製錬技術開発が必要

コジャワシ鉱山の例

低品位化

＊生産技術的側面からのアプローチ
・中小規模クラスの鉱床でも鉱山開発を可能とする取り組み
開発コストが低く、開発期間が短い湿式製錬による生産方法の検討
・これまでズリとされていた低品位鉱等の開発

(バイオ)リーチング-溶媒抽出-電解採取(L-SX-EW）法の活用が注目
低品位鉱の効率的な開発が世界の鉱山開発競争力の一つとなる
・SOx等の排出による環境問題への対応
湿式製錬技術の検討

2.1%（1999）

1.5%（2004）



・世界の銅資源の約65%を占める斑岩銅鉱床は、通常、地表部から溶脱・酸化帯、二次
硫化鉱物帯 (二次富化帯)、一次硫化鉱物帯で構成

・それぞれ品位、性状により経済的及び技術的に適用可能な製錬方法が異なる
・近年、初期投資、コスト競争力、環境問題等の観点から、低品位の酸化鉱や二次硫化鉱

(輝銅鉱等)の一部が湿式製錬法(SX-EW法)で生産(約263万トン/2004年、全体の約17%)

・酸化鉱 ：ズリ → 湿式製錬
・二次硫化鉱：乾式製錬 → 乾式製錬/湿式製錬
・一次硫化鉱：乾式製錬 → 乾式製錬/（湿式製錬：商業生産準備中)

・硫化鉱を湿式製錬で処理する場合の問題点は、リーチング過程における浸出速度が遅く
銅を経済的に回収できないこと。このため、バイオ等を活用して銅浸出プロセスを促進
させる研究が進行中

(４) 湿式製錬技術の現状

・1990年以降、特に低品位(銅品位1%以下)、中小規模(10万トン)の二次硫化鉱を湿式製錬
で開発する場合、バイオ・リーチングを採用(例：Quebrada Branca（チリ）、Zaldivar(チリ)等)

<過去> <現状・今後>



成果
非鉄金属企業

原料確保のための
鉱山開発拡大

銅鉱物資源の安定供給

③新たな開発評価技術の開発(将来的に)
・鉱山開発評価に資する基礎情報・データの提供
・製錬方法の最適化に関する各種試験の実施

優良鉱床の早期確保

②探鉱支援
・海外地質構造調査
・海外共同地質構造調査

探鉱活動 F/S評価 新規鉱山開発

要望 要望

①有望案件の発掘・提供
・共同資源開発基礎調査

・鉱山(鉱石毎)の特徴に対応したバイオ・リーチング等
の湿式製錬技術に関する技術評価

・未利用資源(低品位の粗鉱)の埋蔵量試算に対する評価
・将来の鉱山開発戦略立案に資する基礎情報の提供 等

・銅資源探査の重点化(チリ等)
・鉱床探査のスピードアップ化

(G-G調査→JV調査)

金属資源技術グループ探査推進グループ

JOGMEC
連携

(５)鉱山開発に向けた技術開発支援体制の概念
鉱山開発/鉱量拡大

民間企業：各社の事業戦略や開発対象鉱山の評価ステージに応じた支援ツールの選択が可能

JOGMEC：多様化するニーズに応じた鉱山開発支援ツールの提供

バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発事業



(１)目的
・我が国民間企業の海外鉱山開発を支援するため、低品位鉱床を経済的に開発
可能とするバイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発を行う

・これら技術に係る共通基礎基盤技術の蓄積を図り、我が国民間企業が開発を
検討する鉱山毎の最適な鉱山評価モデルを構築する

(２)内容
・実施期間：平成17～19年度(3年間：中期目標期間)
・実施場所：金属資源技術研究所(秋田県小坂町）を主たる研究拠点
・予算：約2億円/3年間(交付金)

(研究所の改装、分析機器の導入等)

(３)目標
・我が国民間企業が権益を有する鉱山もしくは開発を検討する鉱山を対象
・今後3年間で5鉱山(鉱床、地域、企業ニーズ等)の鉱山評価モデルの構築を目指す

２．事業内容

金属資源技術研究所



(４)主な試験研究項目
鉱山開発に必要な各種基礎データ(例：可採対象鉱種の選定、可採鉱量の把握、
採掘規模・レベルの推定、製錬プロセスへの影響調査(脈石との関係)等を検討

①リーチング技術の適用可能性把握
・ケミカル/バイオ・リーチング技術等を用いた粗鉱への適用可能性とその最適条件の抽出
・粗鉱の最適粒度(アグロメレーション)、浸出液の性状、浸出期間等
・バイオ・リーチングの場合は、浸出に有効に関与するバクテリア、その活動温度、pH、
生息環境等の特定等

②リーチング可能対象鉱石量の推定
・鉱山開発として検討可能なリーチング期間を有する銅鉱種の特定
・随伴する粘土鉱物等の影響を考慮した最適リーチング条件や鉱量の把握

③粗鉱から回収される電気銅の品質確保に係る処理技術の検討
・電気銅品質に悪影響を及ぼす要因の対応策・改善技術の検討

④操業コストに反映される各種費用の算定
・鉱石前処理費(破砕+アグロメレーション)、薬剤費(硫酸費、バクテリア増殖・維持に必要な
薬剤費、溶媒抽出の薬剤費等)の試算、改善項目等の抽出



経済産業省

技術開発委員会
学識経験者、研究
者、関連業界団体

資源機構/金属資源技術研究所

直轄
共同研究

大学・研究機関

基礎試験・実証試験

交付金

(５)実施体制
・機構職員自らが試験・研究を実施
・技術専門家からなる事業推進委員会(湿式製錬技術開発委員会)を設置し、
事業の適正な実施及び具体的な事業内容の検討を行う
・基礎的な研究分野、研究成果の裏付け、データの普遍性等の検証については、
大学等の研究機関と共同研究を実施

東北大学(実施中)

テーマ：黄銅鉱を効率よく浸出す
る鉄酸化細菌の分離と特性評価



(６)事業計画

②試験・研究

H16 H17 H18 H19

研究所の改装、試験・分析機器の導入

基礎研究の実施

実証試験の実施

鉱山評価モデル構築の検討

項目　　　　　　　　　　　　　　　　年度

H16

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

微生物の採取、培養

回分浸出試験 共同研究

小型カラム浸出装置の製作・試験 高さ1m×直径0.1mのカラム(12基)

溶媒抽出試験 H18上期に装置を整備予定

一貫試験（リーチング＋溶媒抽出）

小型タンクリーチングの設計・製作

小型タンクリーチング試験

備考
項目

年度 H17 H18 H19

①全体



平成１７～１９年度

第Ⅰ期：基盤技術の構築
・バイオリーチング等を活用した
開発可能性の分析
・バイオリーチング技術等に係る
最適プロセスなどの共通基盤
技術の蓄積
・鉱山評価モデルの構築

〔現状〕 〔第Ⅰ期技術開発〕 〔第Ⅱ期技術支援〕
平成２０～２４年度

A社/A鉱山

第Ⅱ期：技術支援
・鉱山評価モデルに基づ
く、個別鉱山毎に対する
技術支援

鉱山開発の各ス
テージ（探鉱、融
資買鉱、出資等）
から参入を目指す

資源機構の取り組み
民間企業の取
り組み

自社で
実用化

技術の蓄積

B社/B鉱山

C社/C鉱山

自社で
実用化

自社で
実用化

(７)実用化のイメージ

(探鉱)

(拡張)

(新規開発)



３．金属資源技術研究所の研究環境整備
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超低温、低温、薬品用冷蔵庫
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ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ式恒温室(左)、低温室(右)クリーンベンチ

カラム浸出試験装置(6基×2列)

実験台(2列) ICP分析装置オートクレイブ(左)、乾熱滅菌機(右)

2005.8.12現在
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(１）目的
・新規鉱床探査の対象となっている酸化鉄卓越型の銅-金鉱床(IOCG)地帯におけるバク
テリアを利用したリーチング適用可能性を検討すること

(２)概要
・2004年12月、チリ国内の2銅鉱山でリーチングに適用可能な
鉄酸化細菌の存在可能性調査(試料採取等)を実施

(３）結果(東北大学との共同研究）
・両鉱山において鉄酸化細菌の存在を確認し、その単離に成功
・鉄酸化細菌の中には、通常の場合より、増殖速度（平均倍加
時間）が速く、銅耐性を有する菌が存在することを確認。
・バイオ・リーチングへの利用が有望な菌株が存在する可能性
を見出す

(４)今後
・単離した鉄酸化細菌を用い、黄銅鉱を主成分とする銅精鉱
の銅浸出率を検討
・各単離株について、増殖速度、第一鉄イオン酸化速度、
銅イオン耐性等の検討
・遺伝子配列の比較による系統解析等により微生物的な
特性を評価

１．バイオ・リーチング適用可能性調査(現地予察調査)

バクテリアの採取

8.1鉄酸化細菌(通常)

5.3～12.5採取試料M

7.7～17.1採取試料A

平均倍加時間（ｈ）試料名

＊倍加時間：細胞が2分裂するために要する時間

採取試料の特性概要



２．国際研究者交流(バイオリーチング技術者の招聘）

(１)目的
・海外で活躍する技術専門家を招聘し、講演会や意見交換の場
を通じて、特定技術分野の最新動向を把握するとともに国際情報
ネットワークの構築を目指す
(２)概要
・平成１７年２月、チリ・コデルコ社から同社バイオリーチング技術の総括責任者
Pedro Morales Cerda氏を招聘し、大学や研究機関との意見交換及び技術講演会を開催。
(３)講演内容
・コデルコ社が世界に先駆けて実施中の硫化銅鉱の湿式製錬技術（SX-EW、バイオリーチ
ング等）の開発動向のほか、チリの経済状況や銅産業の現状、対中国ビジネス戦略等

Mill – concentrator
Concentrate treatment by 

Hydrometallurgy

Opens up new potential

Low concentration
of impurities

High
Grade

Low
Grade

High concentration
of impurities

Bio-heap leaching

Mill – concentrator
Concentrate treatment

(pyro or hydrometallurgy) Mill – concentrator
Concentrate treatment by 

Hydrometallurgy

Opens up new potential

Mill – concentrator
Concentrate treatment by 

Hydrometallurgy

Opens up new potential

Low concentration
of impurities

High
Grade

Low
Grade

High concentration
of impurities

Bio-heap leaching

Mill – concentrator
Concentrate treatment

(pyro or hydrometallurgy)

Mill – concentrator
Concentrate treatment

(pyro or hydrometallurgy)

1990 1995 2000

Pilot Plant

Laboratory

2005

Commercial Plant

Demonstration 
Plant

M
ile

st
on

es

Pilot Plant at 
Chuquicamata

Termopiles Pilot Plant

ACL Formation

Prototype Plant
20 ktpy

Industrial Plant
100-200 ktpy

20081990 1995 2000

Pilot Plant

Laboratory

2005

Commercial Plant

Demonstration 
Plant

M
ile

st
on

es

Pilot Plant at 
Chuquicamata

Termopiles Pilot Plant

ACL Formation

Prototype Plant
20 ktpy

Industrial Plant
100-200 ktpy

2008

Bio - Copper Technology Applications Future Challenges

技術講演会(参加者45名)

Industrial Plant
100～200ktpy

Prototype 
Plant20ktpy



目 次
Ⅰ．事業概要
１．背景・経緯
２．事業内容
３．金属資源技術研究所の研究環境整備

Ⅱ．平成１６年度の事業結果
１．バイオリーチング適用可能性調査(現地予察調査)
２．国際研究者交流(バイオリーチング技術者の招聘)

Ⅲ．平成１７年度の事業計画とこれまでの進捗状況
１．予察試験内容と結果(9月まで)
２．本試験計画と今後の予定(10月以降)



（１）試験概要

試験項目：
①リーチングを安定的に実施するための最適条件の抽出
・効率的な浸出方法の検討
(アグロメレーション条件の特定：適度な空隙の確保)

②バクテリア
・リーチング用バクテリアの検索及び培養
・バクテリアが生息可能な試験条件の検討
(pH、電気伝導率)

目的：粗鉱を対象としたヒープ・リーチング(カラム浸出試験)における最適条件
の事前検索

１．予備試験内容と結果(9月まで)

内径：φ4.76mm、
外形：φ9.52mm
タイゴンチューブ

定量ポンプ

恒温水槽

浸出液タンク
（19L）

浸出対象鉱石（10kg）

塩ビフランジ
上下抱き合わせ
SUSボルトナット

100mmφ×1,000mm
透明塩ビ管

通気用穴あけ箇所



酸化鉱(豪州産)
○鉱床タイプ：斑岩銅鉱床
○生産量/品位：粗鉱生産量500万トン/年、銅品位1％
○主要鉱物：孔雀石、藍銅鉱等
○量及びサイズ： 350kg<200kg(-150mm)、100kg (-20mm)、50kg (-1.65mm)>

硫化鉱(チリ産)
○鉱床タイプ：マント型鉱床～酸化鉄卓越型銅-金鉱床(IOCG鉱床)
○生産量/品位：粗鉱生産量180万トン/年、銅品位1.5％、金品位0.3g/t
○主要鉱物：黄銅鉱(その他鉱物として磁鉄鉱(10～20%)、黄鉄鉱等)
○量及びサイズ：500kg(-7mm以下)

（２）試験用試料



(３－１)予備試験の内容
①リーチングを安定的に実施するための最適条件の抽出
効率的な浸出方法の検討(アグロメレーション条件の検討)

・対象鉱石と使用量：
酸化鉱：約10kg(原鉱-150mmを-10mmに破砕)、硫化鉱：約50kg(原鉱-7mm)

・使用したカラム試験装置の規格及び鉱石充填量：
カラム試験装置10基（高さ0.4m×直径0.1m）、 4～4.5kg/基
カラム試験装置1基（高さ１m×直径0.1m）、 10kg/基

・散布液種：水及び硫酸溶液（ｐH＝1.5及び1.2）
・散布液量：2.0ml/分（15L/m2/hr）
・アグロメレーション条件：水分量6％、液種：水＋(硫酸)溶液

ドラム回転数：22rpm
3～5kg/hr程度のペースで造粒

ミキサー(アグロメレーション)



結果

＊団鉱化の最適水分率(予察試験段階)：6%（水・硫酸）

＊鉱石の目詰まり：
・40cmカラムでの試験結果(硫化鉱、酸化鉱)
2週間程度は変化がないことを確認
△アグロメレーション条件(水・硫酸添加)及び
散布溶液の性状(pH)には関係ない

・1mカラムでの試験結果(硫化鉱)
数日間は変化がないことを確認
△充填高は水で実施した場合、大きな低下となっ
たが硫酸添加時には変化が少ない。
△硫酸添加時、粘着性の白色鉱物(石膏？)を確認

・水でアグロメレーションを実施
・空隙の変化は34cm⇒27cm/日と20％強の変化

充填高の低下



(３－２)予備試験の内容
②バクテリア
・リーチング用バクテリアの検索及び培養

<１段階目培養>
300ml三角フラスコに9K培地150ml、対象鉱石2.5g
混合し、恒温(30℃)状態にて振とうする(120r/分前後)。
<２段階目培養>

70Lバケツに20Lの9K培地と１段階で培養したバクテ
リアを添加し、30℃の恒温室内で攪拌機を用い、
300rpm前後で攪拌・培養を行う。

（NH4)2SO4 3.0g

KCl 0.1g

K2HPO4 0.5g

MgSO4・７H2O 0.5g

Ca(NO3)2 0.01g

FeSO4・７H2O 44g

10N　H2SO4 1ml

D.W 1,000ml

第１段階培養(恒温振とう機) 第２段階培養 生物顕微鏡によるバクテリアの確認

9K培地



結果

＊硫化鉱

バクテリアの分離に成功し、現在、増殖中
第１段階目(1ヶ月)培養後、現在、第2段階目培養中
バクテリア数：1.4×107cell/ml

＊酸化鉱
バクテリアの分離中
第1段階培養中(増殖が遅い)
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目的：原鉱石の硫酸消費量を事前に調べ、カラム内のバクテリアの生息環境
(pH4以下)とする条件を検索すること

試験方法：希硫酸200mlに鉱石100g混合し、24時間以上浸透試験を行ない、消費さ
れる硫酸量を求め、カラム試験にて時間経過の変化を調べる。

結果(ｐH条件)
酸化鉱の場合：鉱石10kgに対して硫酸0.60mol以上が必要
硫化鉱の場合：鉱石10kgに対して硫酸0.68mol以上が必要

カラム試験
・アグロメレーションありの試験では、目標とするpH4以下を達成
(3～4日で特に大きな変化なし)
・アグロメレーションなしの試験では、試験開始時のpHは中性を示す
（電気伝導率の大きな低下現象あり。初期条件の設定と浸出液の液性等を今後検討予定）

・バクテリアの生息可能な試験条件の検討(pH条件)



カラム試験装置(高さ1m×直径0.1m)×12基

カラム試験装置No.1～No.10(10基)：試験実施用 カラム試験装置No.11～No.12(2基)：予備用

カラム試験装置No.1～No.2(2基)：銅酸化鉱 (試験期間：約1ヶ月程度)

カラム試験装置No.3～No.10(8基)：銅硫化鉱 (試験期間：約3ヶ月程度)

カラム試験装置No.7～No.10(4基)：並行試験<条件設定の変更等>

カラム試験装置No.3～No.6(4基)：本格試験

条件設定：①アグロメレーションあり

②アグロメレーションなし

条件設定：散布液量、散布液速度、散布液種、pH、温度、

バクテリア投入量、アグロメレーション条件等

条件設定：①アグロメレーションあり/バクテリア添加あり

②アグロメレーションあり/バクテリア添加なし

③アグロメレーションなし/バクテリア添加あり

④アグロメレーションなし/バクテリア添加なし

２．本試験計画と今後の予定(10月以降)



(１)基本的な試験条件

酸化鉱(カラムNo.1～No.2：２基)
・粒度：-10mm（約20kg)
硫化鉱(カラムNo.3～No.6：４基)
・粒度：-7mm(約40kg)

<共通条件>
・散布液量：2.0ml/分
・浸出液の液性：pH1.5
・浸出液の温度：30℃(恒温水槽使用)
・試験期間：銅回収率の変化がなくなってから5日後程度
・カラム試験装置の規格：高さ1m×直径0.1m(試験対象鉱石量：10kg/基)
・アグロメレーション：水分率6%

酸化鉱

硫化鉱



(２)測定項目
①実験中
・ICP分析：溶液中のCu濃度、その他重金属濃度（Fe等） (測定：2回/週程度）
・ｐH、電気伝導率、酸化還元電位：浸出液の性状(測定：5～10分間隔) 
・顕微鏡観察：菌体数(測定：2回/週程度）
・バイオ酸素モニター：溶存酸素濃度、活性度等(測定：1回/週程度)
・イオンクロマトグラフ：硫酸イオン濃度等（測定：2回/週程度）
・試験環境把握：水温、気温 (測定目安：数回/日程度)
・その他 ：空隙率の変化等(測定目安：2回/週程度)

②実験後
・鉱石の銅残査量：

ICP分析によりカラム内の異なる高さで5箇所程度（10～15cm間隔で測定）
・鉱石塊状況確認：
鉱石塊の崩壊状況や鉄沈殿物の発生状況等の確認



(３)平成17年度試験計画表

10月 11月 12月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

1．酸化鉱

２．硫化鉱

1月 2月 3月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

1．酸化鉱

２．硫化鉱

試験内容

試験内容

本試験/カラムNo.1、2：1ヶ月

本試験/カラムNo.3～6：3ヶ月程度

並行試験/カラムNo.7～10：条件設定を見直し本試験に反映

解析、データ取りまとめ

解析、データ取りまとめ

今年度研究の取りまとめ

今年度研究の取りまとめ

カラムNo.1、2(第2回)：1ヶ月

解析、データ取りまとめ


