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：提案公募型企業支援事業

⑦操業現場等のニーズに対する技術支援
・我が国企業の操業現場、権益獲得の課題解決
に資する技術支援

⑥レアメアル製錬
（レアメタル高度分離・製錬技術開発）
・低品位レアメタル鉱石や選鉱尾鉱、製錬廃滓
等からの新たなレアメタル生産手法検討

①バイオリーチング
（バクテリアを利用した湿式製錬技術の開発）
・低品位銅鉱石からバクテリアを利用し効率的に
金属を回収する技術の研究

④レアメタル回収技術開発
（製錬副産物からのレアメタル回収）
・非鉄製錬で発生するスラグや煙灰等からアンチ
モン等を回収する技術の開発・実証

③低品位銅電解精製技術
（超電力使用削減電解精製プロセス技術）
・低品位粗銅からの銅回収を可能とするエネル
ギー低減電解技術の開発･実証

技術開発・技術支援の事業（平成28年度） 2

②難処理鉱選鉱・製錬技術開発
・従来の技術では鉱物同士の分離が困難な鉱
石を対象した、選鉱技術の開発

⑤銅原料中の不純物低減技術開発
・銅鉱石中のヒ素等の不純物を鉱山で分離・処
分することが可能となるような鉱石処理プロセス
に関する技術の開発



１．支援対象者 ： 鉱山会社・商社等
２．支援対象事業に係る経費の機構負担 ：
提案公募によって採択選定された共同スタディ・テーマに係る支援対象事業費は、原則として1件当たり

4,000万円 以内、機構は当該事業費の50％（2,000万円以内）を負担
３．事業の実施期間 ：
原則、当該年度内とするが、延長が可能（最長3年）
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

制 度

◆ 事業の概要 ◆
我が国企業が権益を有する、あるいはこれに準ずる操業現場や鉱山開発等の案件を対象として、支
援対象者との共同スタディによって、困難な技術課題の解決を図る。
① 操業現場における生産技術等（採鉱、選鉱、製錬、環境対策等）について、生産効率の向上や
生産性の改善を図る。
② 鉱山・FS評価に資する技術的課題への取り組みを通じ、鉱山開発等の促進に寄与する。

現場ニーズ等に対する技術支援 3



現場ニーズ等に対する技術支援
平成28年度採択案件

区分 対象鉱種 共同スタディテーマ名 提案企業

①

操業現場の
技術課題

亜鉛 亜鉛製錬における複雑亜鉛精鉱
処理を前提とした分離技術開発 三井金属鉱業

② 鉛･亜鉛
難処理鉱石中の有価金属の存在
形態解明および選鉱特性に関す
るスタディ

住友商事

③ レアアース レアアース分離回収プラントの排水
処理コスト削減 豊田通商

④ 鉱山・FS評価 リチウム
チリ・マリクンガ塩湖のかん水からの
炭酸リチウムを製造する溶媒抽出
法の検証

蝶理
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１．公募スケジュール
平成２９年２月２１日 公募開始（提案書の受理）
平成２９年１０月３１日 公募締め切り

※採択案件のスタディ費用の合計が所定額に達した場合、公募を締め切ることがあります。
２．JOGMECホームページ 公募要領http://www.jogmec.go.jp/news/bid/bid_06_000808.html



◆ 事業の概要 ◆
大学・高等専門学校等の若手研究者を対象として、将来の我か国゙の金属資源の安定供給確保に寄
与する知見の蓄積及び持続的な研究の進展のために、資源開発に関する基礎研究を公募により実施
する。

制 度
１．対象者 ：
日本国内の大学、高等専門学校、公的研究機関
ただし、研究責任者は准教授相当以下の職階、且つ45歳以下であること

２．研究事業の形態と経費 ：
大学等研究機関との共同研究契約：500万円程度／件

３．支援対象鉱種 ：
再生可能エネルギー・省エネルギー機器の製造に不可欠な鉱物資源（銅、鉛、白金族、リチウム、コバ
ルト、ガリウム、シリコン、レアアース等）、レアメタル31鉱種

金属資源の生産技術に関する基礎研究 5



金属資源の生産技術に関する基礎研究

研究テーマ 鉱種 概要
複合反応を利用したイオン液体抽出法によるレアメタルの分離・回収
法の開発 レアメタル全般イオン液体（IL）を用いた資源回収プロセ

ス
高純度ルチルの低コスト・省エネルギー製造プロセス Ti 低温・低コスト・高純度ルチル製造プロセス
低濃度REE廃液からの微生物を用いたDy等レアアース固化精製の連
続プロセス構築 RE 微生物を用いたREE固化・精製 技術の

基盤構築
選択硫化法、溶媒抽出法による抽出法等を用いたレアアース回収技
術調査 RE 溶媒抽出法によるスカンジウム、トリウムを

選択的に回収
白金族元素（パラジウム、白金、ロジウム）を相互分離する新規抽出
剤の創出とPGM回収プロセスの開発 PGM 新規吸着材によるリサイクル原料由来の溶

液からのPGMの選択分離プロセスを開発
物理選別と化学的分離法を用いた廃電子基板からのスズの回収と精
製 Sn 物理選別と化学的分離操作を組み合わ

せた新たなリサイクル技術の開発

低品位銅アノードを電解精製可能な電解液系の開発 Cu
銅アノードの電解精製において不働態化の
要因となる成分を溶解可能な電解液系を
構築

使用済みメタル担持自動車排ガス浄化触媒からの白金族金属の分
離・回収 PGM

特定の酸化物を塗布し加熱することで白
金族金属含有層を容易に剥離させるプロ
セス

プロセスミネラロジーに基づいたミャンマー産黒鉱型鉱石に対する最適選
鉱プロセス Cu, Pb, Zn ミャンマー産黒鉱型鉱石の最適選鉱プロセスの確立
乾式製錬技術にもとづくソーラーパネルのリサイクル技術の開発 Cu, Ag ソーラーパネルからの樹脂の除去と有価金

属の分離を連続した高温プロセス

平成28年度実施テーマ
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金属資源開発における技術課題

選鉱技術開発
・複雑鉱などの選鉱技術開発

リーチング
・低品位鉱のリーチング技術開発

課題:
低品位化、不純物の増加、複雑鉱の増加、
有用鉱物の微細化

課題:
精鉱の低品位化、不純物の増加、リサイクル原料の増加

課題:
不純物の存在、未回収金属の存在

製錬前処理
・廃電子基板の前処理波線は金属資源技術研究所で主体的に実施

採鉱・選鉱 製錬

リサイクル原料

電解・副産物利用
・省電力電解技術開発
・製錬副産物からの金属回収

探査
課題:
探鉱有望地の見える化(効率的な抽出)
探鉱エリア(狭域の地表鉱徴)の抽出
探鉱ターゲット(地下深部の鉱体位置)の抽出

リモートセンシング
・高空間分解能衛星データ等の利用
技術開発

物理探査
・電磁探査装置SQUITEMの活用
・大量データ解析技術の開発
(岩石の電気伝導性、充電率データ)

(注)

・JOGMECが主体的に行う技術開発
‐JOGMECが自ら行う探査に利用する技術開発
‐非鉄企業等のビジネスに利用する技術開発であって、JOGMEC自らにノウハウがあり、
鉱業への波及効果が大きい技術の開発

※その他、特定の鉱山・生産現場等から
抽出した課題であって、他への波及も
期待される技術の解決についても実施

熔錬
・不純物の効率的な分離
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金属資源分野の技術開発ロードマップ 8
2016

探
 
査

探鉱有望地の見える化
(探鉱有望地の効率的な抽出)
①探鉱エリアの絞り込み
(狭域の地表鉱徴把握)

②探鉱ターゲットの明確化
(地下深部の鉱体把握)

-探鉱エリアの絞り込みによる探鉱費
用、探鉱期間の低減化
-探査技術力の優位性保持により資源メ
ジャー等とのJV(共同)探査組成促進

-探鉱ターゲットの明確化による探鉱費
用、探鉱期間の低減化
-探査技術力の優位性保持により資源メ
ジャー等とのJV(共同)探査組成促進

採
鉱
・
選
鉱

③低品位化

④不純物増加

⑤複雑鉱増加

⑥有用鉱物の微細化

-すでに問題が顕在化している鉱山への
適用
-高い選別コストが問題となっている鉱
山の開発
-産官学連携による人材育成

製
錬
・
リ
サ
イ
ク
ル

⑦精鉱品位低下

⑧不純物増加

⑨ﾘｻｲｸﾙ原料増加

⑩ﾘｻｲｸﾙ原料による製錬阻害元素の存
在

-リサイクル原料比率の向上による資源
自給率向上,競争力強化への寄与

分類 課題 目標
ロードマップ

これまで 中期（~5年）

国産資源衛星データ利用技術開発

(PALSAR、HISUI<高波長分解データ>)

高空間分解能衛星データ等の利用技術開発

①リモートセンシング技術開発

アフリカ鉱床探査のリモートセンシング利用技術開発

②物理探査技術開発

電磁探査装置SQUITEM開発

(1～3号機：利便性改善、

探査精度向上<3成分>)

SQUITEM活用<JV(共同）探査等>

大量の物理探査データの効果的な解析手法の開発

現場環境での適用課題の明確化

③④⑥バイオリーチング技術開発

④⑤選鉱技術
高不純物鉱や複雑鉱の

⑦⑧低品位鉱石・難処理鉱石に対応した

革新的製錬プロセス技術の研究開発

⑧製錬副産物からのレアメタル回収
⑨希土類金属等回収技術研究開発事業

⑨⑩リサイクル原料に対応した

リサイクル原料の増加に

課題への適用技術の開発

技研のオープンラボ化も

低品位銅アノードの

（技術開発） （現場活用）

（技術開発） （現場活用）

2017

2018

（例：分解能30m⇒10m以下）

選鉱技術の先導研究 進めての共同研究

前処理・製錬技術の開発

電解精製プロセス 伴う製錬プロセスの改善



低温焙焼等によるリサイクル製錬原料の高品質化
技術の開発 9

テーマ１：低温焙焼と物理選別技術
廃電子基板を低温で焙焼した後、物理選別（粉砕等）することで製錬忌避元素を除
去し、銅製錬向けに高品質化することを目指す。

テーマ２：リサイクル原料の製錬挙動研究
製錬忌避元素が製錬工程に及ぼす影響を明らかにする。

廃電子基板に含まれる製錬忌避元素
アルミニウムや難燃剤成分（アンチモン、臭素）、
ステンレス成分（クロム、ニッケルなど）、ハンダ成
分（スズ、ビスマスなど）

アルミニウムについては50%以上除去した上で、銅の回収率を80%以上を目標とし、銅製錬原料中のリ
サイクル原料比率を向上させるために前処理や製錬プロセスに関する課題の解決を行う。



1.沿革
平成7年10月 金属鉱業事業団技術研究所として発足
探鉱技術、鉱害防止技術及び生産技術の開発を実施

平成16年3月 JOGMEC金属資源技術研究所に改称
平成17年4月 バイオリーチング技術の研究に着手
平成20年4月 パッシブトリートメント技術の研究に着手

2. 施設概要
(1)所在地：秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館9の3  

金属鉱業研修技術センター内
(2)構造：鉄筋コンクリート造り2階建て
(3)敷地面積：3,055m2

(4)建築面積：669m2

(5)延べ床面積：1,206m2

(6)竣工：平成7年3月

金属資源技術研究所の概要 10



金属資源技術研究所の選鉱試験設備

Mineral Liberation Analyzer

• 分析関連機器
 鉱物単体分離解析装置
（Mineral Liberation Analyzer）
 ゼータ電位測定装置
 粒度分布測定装置
 乾式密度測定装置
 ICP‐AES
 イオンクロマトグラフィー
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金属資源技術研究所の選鉱試験設備

• 粉砕機
 ボール（ロッド）ミル
 卓上ポット型
 枠付き

 ワークインデックス測定装置
 振動ミル

ボールミル

※ラボ用ジョークラッシャを近隣に
ある秋田県資源技術開発機
構が保有
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金属資源技術研究所の選鉱試験設備

• 選別装置
 浮選機
 アジテア・ＦＷ両用
 デンバー
 カラム

 比重選別機
 ジグ（回分、連続）
 Knelson concentrator

 磁選機
 デービスチューブ
 湿式高磁力磁選機

アジテア・ＦＷ両用小型浮選機
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シンポジウム 「資源分離技術の新たな展開」

資源分離技術の新たな展開について、関係者が集い、技術を共有する場を設け、
資源有効利用促進の一助となるシンポジウムを開催します。
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 主催
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
一般社団法人資源・素材学会（MMIJ）

 開催日
平成29年11月8日(水) 9時00分～16時00分

 会場
JOGMEC金属資源技術研究所

 講演内容（予定）
JOGMECの技術開発（湿式製錬技術開発、海底熱水鉱床の選鉱・製錬、難処理鉱選鉱、パッシブト
リートメント）、リサイクル技術動向、製錬技術動向 等

※シンポジウム前日に情報交換会の開催を予定しております。
※シンポジウム終了後にJOGMEC金属資源技術研究所の見学会を予定しております。

詳細は、
http://www.jogmec.go.jp/news
/event/event_m_000094.html
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