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開発 生産 金属リサイク

平成21年度生産技術開発関係業務の概要と背景

開発 ・ 生産 金属リサイクル

レアメタルリサイクル技術の開発バイオリーチング等を活用した
湿式製錬技術開発

ア タ リサイク 技術 開発

・小型廃家電からのレアメタル回収、廃超硬工具からの
タングステン回収の技術開発 [補・石特:495百万円]

湿式製錬技術開発
・バクテリアを用いた低品位鉱石からの効率的金属
抽出技術の研究 [交：80百万円]

使用済電子･電気機器ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ構築調査

・国のモデル事業実施地域において試験的に収集され
る使用済小型家電の金属含有状況等を調査

低品位･難処理鉱石の製錬技術の開発

・極微細精鉱、低品位精鉱、砒素含有製錬残渣の
処理技術開発 [補・石特：98百万円]

① ②

レアメアル高度分離･製錬技術の調査

[補・一般:(70)50百万円]

レアアース回収技術の開発

処理技術開発 [補・石特：98百万円]

③レアメアル高度分離 製錬技術の調査
・低品位鉱石、尾鉱、廃滓等からのレアメタル分離･
製錬技術の調査 [委・一般+石特：(47)38百万円]

・使用済研磨材(セリウム)再生、廃蛍光体からのレア
アース(イットリウム等)回収技術の開発

[補・一般:(145)100百万円]

③

操業現場の技術課題解決の支援

・我が国企業の操業現場または開発案件における技術

ニーズの解決のための支援 [交：80百万円]
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ニ ズの解決のための支援 [交：80百万円]

（注）交：交付金 委：委託費 補：補助金 ( )内数字は20年度補正予算



①低品位・難処理鉱石の製錬技術の開発
(ベ スメタル製錬)

・ 非鉄金属需要の増加＋既存高品質鉱石の枯渇により

(ベースメタル製錬)

１：経緯と目的
・非鉄金属需要の増加＋既存高品質鉱石の枯渇により、

⇒低品位／難処理のベースメタル鉱石を利用する場面が増えつつある。

└→ 鉱物が細かく精鉱粒度が微細、有害不純物の濃度が高い、など
資源確保のためには こうした鉱石をコストを抑えて処理し有効に利用することが望まれる・資源確保のためには、こうした鉱石をコストを抑えて処理し有効に利用することが望まれる。

⇒低品位・難処理ベースメタル鉱石を効率的に利用する技術の開発が必要。

テーマＡ： 選鉱や製錬前処理等による効率的処理技術

テーマＢ： 低品位精鉱から効率的に有用金属を回収する製錬技術

テーマＣ： 製錬残渣から不純物を効率的に分離・安定化する技術

２ 事業の内容
A．事業期間と予算
・平成２１～２４年度（４か年）、２１年度９８百万円、総事業費１０億円（予定）

２：事業の内容

B．実施方法と体制
・事業計画案が国の公募で採択されたJOGMECが、 国の補助金を受けて事業を実施
・企業等との委託研究（基礎研究～実証試験）
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企業等との委託研究（基礎研究～実証試験）

・大学・研究機関等との共同研究（基礎研究）

⇒具体的な技術課題と研究計画は提案公募によって決定



２：事業の内容
提案内容（最長４年間の計画）公募テーマ名 提案テーマ名 提案者

　微粉鉱の焙焼技
術開発

　極めて細かく粉砕された亜鉛精鉱（微粉鉱）を、安定的に酸
化焙焼する技術を確立する。彦島製錬の流動焙焼炉で、複
数精鉱ブレンドや微粉鉱の造粒等が過焙焼による炉内不安定
性化を防ぐ効果を検証する。

テーマＡ
　難処理鉱石等の選鉱や製錬前
処理等による効率的処理技術の
開発

三井金属鉱業株式会社

サブテーマ①
　非鉄製錬におけ
る新規貴金属回
収プロセスの開発

　バイオマス・超多
孔質シリカを活用し
た貴金属吸着・回
収プロセスの構築

　２つの新吸着材を用いて銅電解スライムから貴金属を回収
する方法を研究。
①蟹･海老の殻から得たキチン・キトサンを化学的に処理。
②超多孔性シリカにキレート配位子を導入。

サブテ ② 銅精鉱の浸出残渣の性状調査 抽出試験 硫黄分離試験

テーマＢ
　低品位の精
鉱から効率的
に有用金属を

宮崎大学工学部
   物質環境化学科

サブテーマ②
　銅精鉱の浸出
残渣処理プロセ
スの開発

　黄銅鉱浸出残渣
の性状調査

　銅精鉱の浸出残渣の性状調査、抽出試験、硫黄分離試験
等を行い、残渣中の不純物安定処理と有価物分離回収に関
する基礎研究を行う。初年度は、黄銅鉱の酸化浸出残渣に対
しSEM観察、粒度測定、成分・分布調査などを実施。

煙灰中の銅・砒素 製錬所煙灰中の砒素を浸出除去して結晶性スコロダイト化テーマＣ

に有用金属を
改修する製錬
技術の開発

（独）産業技術総合研究所
   環境管理技術研究部門
   金属ﾘｻｲｸﾙ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　煙灰中の銅 砒素
の分離技術と砒素
の安定貯蔵方法の
検討

　 製錬所煙灰中の砒素を浸出除去して結晶性スコロダイト化
する技術と、これを長期間安定貯蔵する技術を開発し、実証
する。初年度は、砒素の浸出分離試験、結晶性スコロダイトの
長期貯蔵試験、実証試験の準備等を行う。

テ マＣ
　不要な元素等不純物を分離・
安定化する技術の開発

DOWAメタルマイン株式会
社

製 錬
＜目的金属＞

銅亜鉛銀白金属等

低品位・難処理鉱石

選 鉱

テーマＢ：残渣からの貴金属回収と処分方法検討

製 錬 銅,亜鉛,銀,白金属等

副産物
環境負荷
物質管理

選 鉱

テーマＡ：難処理鉱石の処理
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物質管理

テーマＣ：環境負荷物質の分離･安定化



②使用済電子･電気機器のリサイクルシステム構築調査
(こでん回収試験)

使用済電子 電気機器からのレアメタルリサイクル技術開発において

１：経緯と目的

(こでん回収試験)

・使用済電子・電気機器からのレアメタルリサイクル技術開発において、

① 試験研究に供する使用済み機器を確保する必要あり

② 実際に収集される使用済み機器に含まれる金属の種類と濃度を知る必要あり

③ 技術の経済性評価のために使用済機器収集のコストを知る必要あり

メーカーによる
回収･処分

レアメタルを含む
小型家電製品等

メーカーによる
回収･処分

レアメタルを含む
小型家電製品等 特に①と②のために、 H19、秋田県大館

音楽
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

携帯電話

デジカメ
ハードディスク

選
別
・
解
体

自主回収（一部）
音楽
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

携帯電話

デジカメ
ハードディスク

選
別
・
解
体

自主回収（一部）

＊レアメタルのリサイクルを実現するには、
技術開発に加え レアメタルをリサイクル

市で試験的な機器回収を実施

経産省鉱物資源課（レアメタル資源確保）

ビデオデッキ

既存乾式銅製錬炉パソコン

ハードディスク

ベースメタル・
貴金属濃集物

希少金属

使用済品回収

及び

ビデオデッキ

既存乾式銅製錬炉パソコン

ハードディスク

ベースメタル・
貴金属濃集物

希少金属

使用済品回収

及び

技術開発に加え、レアメタルをリサイクル
する新たな社会システムの構築が必要。

経産省鉱物資源課（レアメタル資源確保）

ﾘｻｲｸﾙ推進課（家電ﾘｻｲｸﾙ制度を推進）

環境省リサイクル推進室（有害物質管理）

一般廃棄物 レアメタル
濃集物

希少金属
高効率回収
システム

及び

選別・解体

システム

一般廃棄物 レアメタル
濃集物

希少金属
高効率回収
システム

及び

選別・解体

システム
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＊両省合同で、「回収モデル事業」を実施
⇒JOGMECは経産省側の作業実施を受託

焼却/埋立処分 レアメタル精製施設焼却/埋立処分焼却/埋立処分 レアメタル精製施設



A 国のモデル事業

２：事業の内容

A．国のモデル事業
使用済小型家電製品の試験的な収集 → 収集物の分類集計、金属含有状況調査等を実施
・自治体が試験収集を企画立案、環境省と経産省が各々予算を出して作業の支援を分担

B．経産省事業（本事業）
・平成２０年度補正予算にて着手 → JOGMECが運用を受託（70百万円、H21.3～H22.1）
・平成２１年度予算： ５０百万円平成 年度予算 百万円

→ 平成２３年度まで継続の予定

C．事業対象
秋 県 茨城県 立市 福 県大牟 市

国のモデル事業 （使用済小型家電からの
レアメタル回収および適正処理推進事業）

秋田県、茨城県日立市、福岡県大牟田市

＋数地域で新規着手（国が公募・審査中）

D 事業内容

経産省の事業（本調査）

「使用済電子･電気機器からのレアメ
タルリサイクルシステム構築のため
の調査」

環境省の事業

「使用済電気電子機器の
回収モデル事業」

D．事業内容
①金属含有状況調査

・収集物を解体・選別し分析（金属濃度、溶出）

②濃縮処理試験
収

計
数分

自
治
体

金属含有状況調査

化解
体

濃
縮
処

ユ
ー
ザ②濃縮処理試験

・選別/処理によるレアメタル濃縮効果を確認
③ユーザー評価

レアメタル濃縮物をリサイクル原料として評価

集
･
計
量

別

体
の
施
策

学
分
析

体
･
選
別

処
理
試
験

ザ
ー
評
価
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・レアメタル濃縮物をリサイクル原料として評価



３：進捗と課題
民間企業A 秋田県（資源ｴﾈﾙｷ゙ 課）

（委託）

ＭＥＴＩ ＪＯＧＭＥＣ 民間企業B

民間企業Ｃ

民間企業A 秋田県（資源ｴﾈﾙｷｰ課）

茨城県（企画課）

福岡県

（委託）A．事業形態
地域ごとに、県が企画立案した作業
内容を実施する組織･企業を公募し、

民間企業Ｃ 福岡県（循環型社会推進課）
内容を実施する組織 企業を公募し、
総合評価落札方式により委託先を決定。

⇒各地域の調査結果をJOGMECが取りまとめ、経済産業省へ報告。

B．進捗と予定
①福岡県のH20年度中収集物に対する金
属含有情況調査を実施中属含有情況調査を実施中

②秋田･茨城での濃縮処理試験とユーザー
評価について公募準備中
→ 秋以降福岡でも実施予定

③新規対象地域が決定されれば、そこでの
金属含有情況調査を実施予定金属含有情況調査を実施予定

C．事業の課題
利用可能なレアメタル回収技術の能力 分解･選別された収集物(福岡県での作業）
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利用可能なレアメタル回収技術の能力
を活かした、最適な廃小型家電の処理
フロー構築を目指す



③希土類金属回収技術の開発
(レアアース回収)(レアアース回収)

我が国は年間 上 中間製品を輸 そ 上を占める

１：経緯と目的

・我が国は年間４万トン以上のレアアース中間製品を輸入。その50％以上を占めるセ
リウム酸化物はガラス研磨材、ガラス添加剤、触媒等に広く利用される。イットリウム、
ユーロピウム等を用いた蛍光体は、蛍光灯、液晶パネル等に不可欠な材料。

世界のレアア ス埋蔵量の３割 生産量の９割が中国に集中 その供給は中国での

国別埋蔵量　（合計88,000千トン） 国別資源量　（合計150,000千トン）国別生産量　（合計124千トン）

インド

・世界のレアアース埋蔵量の３割、生産量の９割が中国に集中。その供給は中国での
災害発生や政府の輸出政策に左右され、不安定要素が大きい。

インド
1,100（1.3％）

オーストラリア
5,200（5.9％）

その他
22,700（25.8％）

中国
27,000（30.7％）

CIS

アメリカ
14,000（9.3％）

その他
18,900（12.6％）

オーストラリア
5,800（3.9％）

インド
1,300（0.9％）

その他
1.3（1.0％）

インド
2.7（2.2％）

CIS
19,000（21.6％）

5,200（5.9％）

アメリカ
13,000（14.8％）

中国
89,000（59.3％）

CIS
21,000（14.0％）

中国
120.0（96.8％）

＊レアアース資源の有効利用が望まれるが、現在、レアアース製品製造工程で発生する一部のレアア ス資源の有効利用が望まれるが、現在、レアア ス製品製造 程で発生する 部の

工程くずがリサイクルされるのみで、使用済製品の回収･リサイクルは行われていない。

⇒ 資源確保の観点から、国内リサイクル率の向上が望まれる。
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レアアース含有廃棄物を製品ないしレアアース原料として再利用する先例として、使用済ガラ
ス研磨材、蛍光体スクラップ等の再生/リサイクル技術を確立し、実用化への道筋をつける。



Ａ．使用済みレアアース研磨材廃滓からの研磨材再生技術の開発 （委託研究）

２：事業の内容

①使用済みレアアース研磨材中の不純物の特定・除去技術の確立

② ①の処理フローの最適化

③ 再生レアア 研磨材の品質管理技術の構築（品質の造り込み）

⇒ 再生レアアース研磨材（Ｃｅ，Ｌａ等の酸化物）使用済ガラス研磨材

Ｂ．レアアースを含有する蛍光体スクラップからのレアアース回収技術の開発 （委託研究）

③ 再生レアアー研磨材の品質管理技術の構築（品質の造り込み）

④ 実証試験（スケールアップによる総合的試験）

① 前処理方法の検討（経済的な分離）（分離Hgの処理方法を含む）

② レアアース毎の分離精製（小規模連続抽出分離設備を使用）

③ 回収精製品の品質確認 トータル採算性の検討評価

⇒ 蛍光体原料（Ｙ、Ｅｕ、Ｔｂ等の酸化物）
蛍光体スクラップ

Ｃ1．廃蛍光ランプからのテルビウム等希土類金属抽出回収技術開発 （共同研究）

③ 回収精製品の品質確認、トータル採算性の検討評価

①
⇒ 蛍光体原料、ランプ用ガラス、水銀、口金

使用済蛍光ランプ
① 廃蛍光粉を回収するための物理選別法の開発

② 廃蛍光粉からＹ、Ｅｕを分離しＴｂを残渣とする処理フローを構築

③ アルカリ＋リン酸でTb残渣を再溶融・ガラス化

④ ガラス化物の酸浸出液からTb等の回収（溶媒抽出や沈殿法の検討）

使用済蛍光ランプ

Ｃ2．含浸樹脂法によるレアアースの分離に関する研究 （共同研究）

④ ガラス化物の酸浸出液からTb等の回収（溶媒抽出や沈殿法の検討）

①官能基の無い多孔性樹脂に溶媒抽出用の抽出剤を物理的に含浸さ
⇒ 蛍光体原料（Ｙ、Ｅｕ、Ｔｂ等の酸化物）使用済蛍光体
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①官能基の無い多孔性樹脂に溶媒抽出用の抽出剤を物理的に含浸さ

せた「含浸樹脂」を用いてイオン交換樹脂と同様の吸着、剥離により

Ｙ、Ｅｕ、Ｔｂを分離回収



（単位：百万円）
３：作業スケジュール

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

（A）使用済レアアース研磨材の
再利用技術開発

１２５ １２０ １５０ ５０
再利用技術開発

(１)基礎研究

(２)プロセス構築試験

(３)プロセス最適化試験

(４)実証試験

（B）廃蛍光体からのレアアース
７０ ５０ １００ ５０

（ ）廃蛍光体からのレアア
回収技術

７０ ５０ １００ ５０

(１)基礎研究

(２)プロセス構築試験(２)プロセス構築試験

(３)プロセス最適化試験

(４)実証試験

（C）基礎研究 １８ １０ ５５ ５５

(１)基礎研究

(２)プロセス構築試験
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(２)プロセス構築試験
（平成21年度は、10月までは平成20年度補正予算で、11月以降は平成21年度予算にて実施。予算額は両社の合計）


