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はじめに 
 
 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成 17 年度から、湿式製錬技術

開発事業「バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発」を実施している。この技

術開発は、バクテリアを利用して低品位鉱石から低エネルギーコスト・環境低負荷で金

属を精製する技術を確立することを目的としている。 

今回の評価は、中間評価として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 業

務評価委員会金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会（生産技術分科会）において

実施されたものである。 

本部会では、当該分野に関わる国内外の研究開発動向や社会情勢の変化を踏まえつつ、

プロジェクトの目標・計画、研究体制、成果の意義、実用化の可能性・波及効果などに

ついて評価を行っており、本書はこれらの評価結果を取りまとめたものである。 

 

 

平成２０年 ６月
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第１章 技術評価ガイドライン 

 
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術評価ガイドライン（以下、「本ガイ

ドライン」）は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「資源機構」）が実施する技術開

発プロジェクトの技術評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ものである。 

 

１．技術評価の目的 

技術評価の目的は以下の項目から成る。 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発プロジェクトの目標、成果、資源機構の業務における位置付けを明確にするこ

とにより、技術開発プロジェクトに対して確実に社会的ニーズや資源機構のニーズを反映

させる。 

 

(2) より効率的・効果的な技術開発の実施 

評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通じ研究開発・技

術開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について検討し、より効率的・効果的な

技術開発を実施していく。 

 

(3) 国民への開示 

技術開発プロジェクトの意義や内容については、評価結果の公表を通じて一般国民に開

示していく。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を事業や技術開発プロジェクトの継続、拡大、縮小、中止など資源の配分へ

反映させることにより、資源の重点化及び効率化を促進していく。 

 

２．技術評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

プロジェクトの実施者は、積極的に成果を公開し、その内容について広く学識者、成果

の応用分野の有識者等の意見を聴く。評価事務局においては透明で公正な評価システムの

形成、定着を図るため、評価手続き、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般につ

いて予め明確に定め、これを公開する。 

 

(2) 中立性の確保 
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評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導

入等により、中立性の確保に努める。 

 

(3) 継続性の確保 

技術開発プロジェクトにおいては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評

価とそれを反映したプロジェクトの推進というプロセスを繰り返していく時系列のつなが

りにも意義がある。したがって、当該担当部・課にとって、評価結果を後の技術開発プロ

ジェクトの企画立案等に反映させ易い、継続性のある評価方法で評価を行うことが必要で

ある。 

 

３．本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインに係る技術評価の対象となる技術開発プロジェクトは以下のとおりであ

る。 

① 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技術開

発」及び「公募型研究」 

② 金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクト 

③ 鉱害防止に係る技術開発プロジェクト 

 

４．評価の類型と実施時期 

評価は、技術開発プロジェクトの実施期間に対するその実施時期により、事前評価・中

間評価・事後評価に類型化される。 

原則として、技術開発プロジェクト開始前に事前評価を、プロジェクト終了後に事後評

価を実施する。プロジェクト期間が５年以上の場合及び後継プロジェクトの提案を予定す

る場合には、プロジェクト期間中に中間評価を実施する。 

後継プロジェクトが実施されることとなったプロジェクトについては、事後評価を省略

し、後継プロジェクト終了時にあわせて評価を実施することができることとする。 

 

５．評価体制 

(1) 評価者 

資源機構の外部に属する者で、当該技術開発プロジェクトの知見を有する専門家、自然

科学一般に深い見識のある者、社会科学一般に深い見識のある者、当該技術開発プロジェ

クトで開発された技術を利用する産業界に属する有識者や専門家等。 

 

(2) 被評価者 

・技術開発プロジェクト実施担当部・課 
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(3) 評価事務局 

・評価部業務評価課 

・技術企画部評価・普及課 

 

(4) 評価委員会 

評価は、上記評価者で構成される下記評価委員会により実施される。 

① 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 

石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型な技術開

発」及び「公募型研究」の評価 

② 業務評価委員会 金属資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトの評価 

鉱害防止に係る技術開発プロジェクトの評価 

 

６．評価の方法 

(1) プロジェクト原簿 

プロジェクト原簿又はそれに相当するプロジェクト内容を記述した資料に基づき評価を

実施する。 

 

(2) 評価項目 

評価の類型に応じた「技術評価・評価項目」（別紙）に従い評価を実施する。 

 

(3) 評価手法 

技術開発プロジェクトの類型、評価の類型に応じて適切な評価手法を用いる。複数の技

術開発プロジェクト間の相対的評価を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考え

られ、技術開発プロジェクトの類型、評価の類型及び対象案件の態様に応じて適宜活用す

ることが望ましい。 

 

(4) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価者及び被評価者の過重な負担を回避するため、メールレ

ビューを実施したり、評価項目を限定する等の簡略化を行うことができるものとする。 

 

７．評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる叉は講じた措置については、機密の保持が必要な場

合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開す

ることとする。 
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８．評価システムの見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるもので

あり、その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがっ

て、評価作業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精度の高いものとしていく努

力が必要である。また、本ガイドラインについては、こうした一連の作業を踏まえ、原則

として毎年度、見直すこととする。 

 

９．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者の対等性 

① 評価者と被評価者の関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知

見と情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという

意味で相互に相手を評価するという緊張関係を構築し、この中で、討論を行い、評価を

確定していく必要がある。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるもの

として捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組む

ことが必要である。 

③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を技術開発プロジェクトの質をより高めるものとして積極的に捉

え、評価は評価者・被評価者両者の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図る

ことが必要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術や社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で、

評価作業は常に不確実性を伴うものである。従って、評価者はその精度の向上には必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努め

ることが必要である。係る観点から、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度

に減点法で評価することとなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害する恐れがある

点にも留意する必要がある。 

また、技術開発にしばしば当初目的としていなかった成果が生じることがあるが、こう

した成果も積極的に評価することが必要である。ただし、これはあくまでも副次的結果で

あり、本来目指していた成果が十分得られなかったことを補償するものとして位置付ける

べきではない。 

 

(3) その他の留意事項 
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① 所期の成果を上げられなかった技術開発 

技術開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることも

ある。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の技術開発にこれを

生かすことが重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者

や組織、機関を否定的に評価すべきものではない。また、評価が積極的な技術開発の実施

の阻害要因とならないよう留意しなければならない。 

② 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有する

が、技術開発プロジェクトにおいては技術開発分野や内容により、その意味は大きく異な

り得るものであり、必ずしも成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これ

らを参考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 
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（別紙） 

 

技術評価・評価項目（中間評価） 

 

１．プロジェクト実施の妥当性 

・プロジェクトの意義 

・資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当か 

・技術的有望性は見込まれるか 

・最終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その最終目標は妥当か 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

・目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

・情勢変化への対応は妥当か 

（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直しているか） 

 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

・計画と比較して目標は達成されているか 

・要素技術から見た成果は得られているか 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

・成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 

・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 



第２章 プロジェクトの概要 

 

最近、中国等の金属鉱物資源の需要増加による原料鉱石不足（原料鉱石獲得における競

合）、非鉄メジャー企業の更なる資源供給シェアの拡大、さらには鉱床の深部化・奥地化等

により非鉄鉱物資源を巡る環境はこれまで以上に厳しさを増している。このような中、我

が国の非鉄金属企業(以下、民間企業)は、金属価格の高騰等を背景に、これら逆風の中でも

鉱石確保に向けて積極的に海外で鉱山開発や権益確保・拡大を推進している。 

本技術開発事業は、民間企業の海外鉱山開発支援、ひいては我が国の鉱物資源の安定供

給を確保するため、特に、我が国にとって世界的に競争力が弱いとされる粗鉱を対象とし

た資源開発技術分野において、バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術の観点から、

我が国民間企業が海外で検討する鉱山開発において最適な湿式製錬技術の検証を通じた鉱

山開発評価モデルを構築するものである。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、資源機構）は、これまで各種の

探鉱支援事業を展開してきたが、今回、新たに生産技術分野の技術開発事業（鉱山開発評

価支援事業）を実施し、海外鉱山開発に向けた支援メニューの多様化を図り、広く民間企

業の技術開発ニーズに対応する体制を整備する。この結果、鉱山開発の前提となる鉱量評

価の精度向上、探査から開発までのスピードアップ化、鉱山開発に伴う各種リスクの低減、

開発・操業コスト削減等の効果が期待できる。 

 

 

１．プロジェクト実施の妥当性 

１－１．プロジェクトの意義 

(１) 海外資源開発を巡る状況の変化 

これまで世界的な景気低迷による経済活動の停滞を受け、非鉄金属鉱物資源産業を巡る

事業環境は、非常に厳しい状況におかれてきた。我が国民間企業も例外ではなく、鉱山開

発中心のビジネスから、IT 関連事業、リサイクル事業に新たな活路を見出すなど資源ビジ

ネスの拡大・転換を図りながら対応してきた。加えて、最近、中国、インド等の金属鉱物

資源の需要増加による原料鉱石不足（原料鉱石獲得における競合）、非鉄メジャー企業の更

なる資源供給シェアの拡大、さらには鉱床の深部化・奥地化等のため低廉で安定的な鉱石

確保やリスクの少ない開発段階からの参入がより困難となり、これまで以上に我が国民間

企業の原料鉱石確保における環境は厳しさを増している。 

一方、現在の金属価格の高騰等という追い風を最大限に利用すべく、民間企業は、これ

ら逆風の中でも積極的に海外で鉱山開発や権益確保・拡大を推進している。 

 

（２）新規技術開発の必要性 

今後の需給予想については、新規銅鉱山開発、休止鉱山の再開等により需給バランスが

改善されるとの期待感もあるが、依然として鉱石需給の逼迫、銅価格の高値長期化という
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見方が主流である。国内に銅鉱山がすでに存在しない中、世界有数の銅資源消費国である

我が国は、今後の着実な経済発展のためにも、資源ビジネスの主体である民間企業を様々

な体制で支援しながら、早急に有望鉱床、優良鉱区の獲得等を通じた非鉄金属鉱物資源の

安定供給を確保していく責務がある。 

資源機構は、平成１６年２月に金属鉱物資源の安定供給確保を使命の一つとして発足し、

今後の技術開発の展開についても様々な観点から検討を重ねてきた。その結果、海外資源

開発を巡る環境の変化に対応すべく、これまで重点的に実施してきた探鉱分野の技術開発

事業に加え、鉱山開発を前提とした現場ニーズに基づく生産技術分野の技術開発が早急に

必要であるとの認識に立ち、今回、新たにバイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開

発事業を立ち上げることとした。 

 

１－２．資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

（１）中期目標での位置付け 

資源機構は独立行政法人として発足した平成１６年２月末に国が定めた第一期中期目標

に基づき第一期中期計画を立てスタートしたが、本技術開発は、その中期目標上の我が国

民間企業等のニーズに基づく技術開発であって、我が国の非鉄金属鉱物資源の安定供給確

保等の政策的必要性の高いものに該当する。 

平成２０年度からの第二期中期目標においては、技術開発は技術課題・分野等を選別・

重点化し、民間との適切な役割分担を図りつつ、優先度や必要性を精査した上で実施する

とされており、第二期中期計画において我が国企業のニーズ等を踏まえ、低品位銅鉱のバ

イオリーチングの技術開発を掲げたところである。 

 

（２）技術開発戦略との関連 

今後、海外資源開発を推進する上では、次の４つのリスクを如何に低減するかという観

点からの対応がより重要性を増している。 

① 主要な可採対象が高品位鉱から低品位鉱に移行する技術的リスク 

② 金属価格の乱高下等の経済的リスク 

③ 資源保有国の鉱業法見直し等の政治的リスク 

④ 環境問題に代表される社会的リスク 

特に、①の技術的リスクは、今後、高品位鉱の鉱量枯渇や奥地化・深部化等により鉱量

確保が困難となり、低品位鉱を視野に入れた開発計画が必要になること（悲観的要素）、

SX-EW 法の製錬技術の進展でこれまでズリであった地表付近に存在する低品位酸化鉱が

鉱量増加に寄与する鉱石となり低品位鉱に新たな付加価値が生まれてきたこと（楽観的要

素）等から、世界の鉱山開発の中心が高品位鉱から低品位鉱に移行してきたために発生し

てきたリスクと捉えることができ、現在、低品位鉱を如何に効率的に開発するかが世界の

重要な技術開発課題となる。これら低品位鉱を対象とした鉱山開発は、高品位鉱の開発に

比べ経済性リスクが大きい開発と位置づけられ、このリスクの軽減を図るための最善の方

策は、様々な観点から鉱山評価の精度向上を図ることと言える。つまり、今後の鉱山開発
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は、ますます低品位鉱の開発を視野に入れた精度の高い鉱山開発評価（鉱量・マインライ

フの試算、関連インフラ整備計画、投資回収期間等）が要求されている状況である。よっ

て、鉱山開発評価においては、鉱床探査の結果だけではなく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的評価が不可欠となり、特に鉱量評価

の観点からは、新たな技術導入も視野に入れた選鉱、製錬等の生産技術に基づく評価が必

須である。この観点から、本湿式製錬技術開発は低品位鉱を対象とした基礎的かつ重要な

ものであり、採掘限界品位の低下を通じた鉱量拡大に貢献する重要な事業である。 

鉱床探査においては比較的早期の段階から対象鉱床が開発された場合の製錬技術に関す

る評価を実施しておくことが今や不可欠であるが、本技術開発は浸出試験に数ヶ月を要す

る等、結果が出るまである程度の期間が必要であることから、早急にその体制を整備する

ことが求められる。 

 

（３）技術開発テーマの選定 

非鉄金属鉱物資源の安定供給という国の施策の原点に立った場合、具体的な国の施策は、

①我が国民間企業の権益確保（自主開発）支援、及び②非鉄金属鉱物資源の備蓄の２つに

集約される。特に前者において、民間企業は権益取得においてはマジョリティを指向し、

海外鉱山開発参入においてはアドバンストステージだけでなくグラスルーツを含めた全ス

テージを視野に入れ展開を検討しているなど、近年において最も積極的に鉱山開発を実施

している。 

このような中、生産技術開発の観点から民間企業の現状を整理すると、浮選技術や乾式

製錬技術の分野は、これまで培ったカスタム・スメルターとして世界的に高い技術力を有

しているが、湿式製錬技術はこれまで体系的に取り組んでこなかった分野であり、技術開

発要素が多く残されている。実際、民間企業の技術開発ニーズを調査すると、従来、国が

支援してきた探査分野、環境（鉱害防止）分野に加え、生産・リサイクル分野での技術開

発や探査技術の環境分野への応用に対するニーズがあり、特に、生産・リサイクル分野の

選鉱・製錬においては、リーチング技術、選鉱廃滓処理対策技術、一次硫化銅鉱の湿式処

理技術等に対するニーズが存在する。 

他方、海外で鉱山開発を行う観点からは、資源保有国でこれまで以上に厳しくなった鉱

山開発・操業に伴う環境規制に十分対処すること、非鉄メジャーが行う大規模鉱山開発に

対抗するための低コスト鉱山開発を行うこと、が必須条件になっていることを認識しなけ

ればならない。 

このような状況の下、資源機構は民間企業の技術開発ニーズを踏まえ、民間企業ではコ

ストや人材等の面から対応しきれない分野を重点的に支援すべく本技術開発事業に新たに

取り組むこととした（第１図）。 

今後、本技術開発により汎用技術が確立されれば、それを民間企業へ提供することによ

り、民間企業の自主開発支援に対し技術開発の側面から支援を行うことが可能となり、最

終的に我が国の非鉄金属鉱物資源の安定供給の一翼を担うものになると期待される。 
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バイオリーチング等の湿式製錬の技術開発

事業推進の検討・評価
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権益取得：マジョリティ指向、参入方針：全ステージを視野

自主開発支援(汎用技術の提供） 要望(ニーズ)
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○不得意分野(ニーズ)：リーチング技術、湿式製錬技術

<社会的背景>
環境問題(短期的課題：緊急性)
<経済的課題>
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権益取得：マジョリティ指向、参入方針：全ステージを視野

自主開発支援(汎用技術の提供） 要望(ニーズ)
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第 1 図 新規技術開発事業立ち上げのコンセプト 

 

技術開発内容の検討を行うため、第２図のとおり、現在の世界の銅湿式製錬に関する技

術開発レベルを整理した。銅品位 20％以上の精鉱に関する湿式製錬技術は、INTEC 法に代

表される様々な技術開発が、国内外の研究機関で広く活発に行なわれている。一方、銅品

位 1％前後の粗鉱に関しては、リーチング過程により銅品位が高められるが、我が国民間企

業にはこれに従事する技術者や人材が乏しく、これまでに技術的な事例の蓄積がほとんど

ない状況である。また世界的には鉱山毎に最適なリーチング技術が用いられており、それ

を集約した情報は国内には乏しい。 

そこで、技術開発テーマとしてバイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発を選定

し、技術開発の方向性としては、我が国民間企業が海外の鉱山開発に参画するためには鉱

山(鉱石)毎の性状に合わせた評価が必要との認識に立ち、鉱山開発プロセスの川上に位置す

るリーチング技術を中心に基礎的な実証試験を実施する。その結果を踏まえ、銅生産プロ

セス全体の観点から鉱量評価に寄与するモデルを構築するため、資源機構自ら本技術の適

用事例を積み上げ、得られたデータを体系的に整理し、民間企業へ有益な情報を提供する

ことを目指すこととした。 
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採掘 地金製錬浮選

鉱山プロセス

技術開発ステージ

粗鉱(Crude Ore)：Cu品位 = 1%前後以下 銅精鉱(Concentrate)：Cu品位>20%

資源開発技術 浸出剤 浸出促進法 技術開発レベル 湿式冶金技術 浸出剤 浸出促進法 技術開発レベル

ダンプリーチング 硫酸 特になし INTEC法 硫酸 細粒化 ・多数のグループが研究中

ヒープリーチング 硫酸 バイオ 　 BioCOP法 塩化物 高温 例：BioCop法(コデルコ/BHPビリトン社)

(インプレースリーチング) 硫酸 研究中 Outokumpu　HydroCopper法 （塩化臭素） 加圧 ＊実証試験規模→実操業規模に移行予定

Ｂａｃｔｅｃh法 アンモニア バイオ

・民間企業レベルの研究が少ない

　(特に日本では技術者/人材が乏しい、リーチング事例の蓄積が不足)

・実用化に向けて各鉱山毎の性状に合わせた個別検討が必要

・民間企業レベルの研究が活発(研究者が多い、研究開発競争)

我が国における現状認識とJOGMECの対応

我が国における現状認識とJOGMECの対応

Albion法 電位制御

Total Pressure Oxidation法

→技術研究所を活用した基礎試験の蓄積を通じた鉱山評価に寄与するモデルの構築

　　(機構自ら実績を積み上げ体系的に情報を整理し民間企業へ提供) →最新技術動向の把握、基礎情報の蓄積を通じた情報提供

実操業レベルである程度確立済み
(浸出速度向上等の効率改善を研究

中)

採掘 地金製錬浮選

技術開発ステージ

鉱山プロセス

粗鉱(Crude Ore)：Cu品位 = 1%前後以下 銅精鉱(Concentrate)：Cu品位>20%

資源開発技術 浸出剤 浸出促進法 技術開発レベル 湿式冶金技術 浸出剤 浸出促進法 技術開発レベル

ダンプリーチング 硫酸 特になし INTEC法 硫酸 細粒化 ・多数のグループが研究中

ヒープリーチング 硫酸 バイオ 　 BioCOP法 塩化物 高温 例：BioCop法(コデルコ/BHPビリトン社)

(インプレースリーチング) 硫酸 研究中 Outokumpu　HydroCopper法 （塩化臭素） 加圧 ＊実証試験規模→実操業規模に移行予定

Ｂａｃｔｅｃh法 アンモニア バイオ

Albion法 電位制御

Total Pressure Oxidation法
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　(特に日本では技術者/人材が乏しい、リーチング事例の蓄積が不足)

・実用化に向けて各鉱山毎の性状に合わせた個別検討が必要

・民間企業レベルの研究が活発(研究者が多い、研究開発競争)
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第 2 図 銅湿式製錬に関する技術開発レベルと技術開発の必要性 

 

（４） 湿式製錬技術とバイオ・リーチング技術適用の現状 

現在世界で開発されている銅資源の約 65%を占める斑岩銅鉱床は、通常、地表から深部

に向かい、溶脱・酸化帯、二次硫化鉱物帯（二次富化帯）、一次硫化鉱物帯から構成され、

各ゾーンの品位・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。この 15 年

程の間に、初期投資・操業コスト低減や環境問題への対処するために技術開発された湿式

製錬法（SX-EW 法）により、それまで低品位のためズリとして処理されていた酸化鉱が鉱

石として処理できるようになり、さらには、従来、乾式製錬で処理されていた硫化鉱に対

しても、湿式製錬の適用拡大に向けた研究が世界で展開されている。硫化鉱を湿式製錬で

処理する場合の問題点は浸出速度が遅く経済的に銅を回収できない点であるが、近年バイ

オを活用した浸出速度向上に関する研究が世界で盛んに行われてきた結果、低品位、中小

規模の二次硫化鉱に対してバイオリーチングを適用した湿式製錬を採用する鉱山が 1990 

年代以降増えてきた。 

 

第 1 表 1990 年代に新規開発された SX-EW 銅鉱山（露天掘り）の一例 

鉱山 国 製錬方法 銅生産量(ｔ) 品位(%) 開山年 閉山年 銅鉱物

Girilambone SxEw 豪州 ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 3,999 0.95 1993 2001 輝銅鉱、黄銅鉱

Cerro Colorado SxEw チリ ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/ﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 137,700 1.10 1994 2015 輝銅鉱、銅藍、斑銅鉱

Quebrada Blanca SxEw チリ ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 74,577 1.47 1994 2011 輝銅鉱、黄銅鉱

Zaldivar SxEw チリ ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/ﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 137,000 1.20 1995 2012 ブロシャン銅鉱、珪孔雀石、輝銅鉱

Andacollo SxEw チリ ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 21,100 0.81 1996 2007 輝銅鉱、黄銅鉱

Monywa SxEw ﾐｬﾝﾏｰ ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ/SxEw 28,000 0.60 1998 2025 輝銅鉱  

＊上記鉱山はいずれもバイオ・リーチングを実施 

＊銅生産量、採掘品位は 2001 年時点のデータ 

 

（５）本技術開発事業による民間企業支援体制の概念 

前述のとおり、現在、国内民間企業は、金属価格の高騰等の追い風を受け、積極的に銅
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精鉱を確保すべく海外鉱山開発の拡大を志向している。このため、資源機構の資源探査部

では、これまで海外地質構造調査や海外共同地質構造調査による探鉱支援に加え、昨年か

ら、鉱床探査活動のスピードアップを図るために、従来の政府間交渉（GG ベース）から海

外民間企業等と JV 契約を結び、直接プロジェクトに参画する方式（共同資源開発基礎調査）

に移行して調査を実施している。 

鉱山開発ステージにより、我が国の技術力、民間企業の技術開発ニーズ、国の施策体系

等が異なることから、今後の技術開発事業を推進する上では、戦略的に個別の対応を実施

することが不可欠である。この観点から、資源機構としては、これまでの探鉱支援ツール

に本技術開発事業のような鉱山開発に向けた F/S 評価に資する支援ツールを加え、民間企

業に対する鉱山開発支援メニューの多様化を図り、より多くの支援メニューを民間企業に

提供する責務がある。他方、民間企業としても、各社の事業戦略や鉱山毎の鉱山評価ステ

ージに対応した支援ツールを選択することが可能となり、これまで以上に効率的・効果的

な事業展開が可能となる。 

今後、これら各支援ツールが有機的に機能することで、結果として、我が国民間企業権

益所有鉱山に係るマインライフの拡大、正確な可採鉱量評価、選鉱・製錬効率の向上等、

鉱山経営上の競争力強化等が期待され、最終的に銅鉱物資源の安定供給や優良鉱床の早期

確保が可能になると言える。 

 

成果

非鉄金属企業

銅精鉱の確保→
鉱山開発の拡大

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

・民間企業が成しえない鉱山(鉱石毎)の特徴に対応した

バイオ・リーチングの効果に関する技術評価
・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、モンゴル)
・鉱床探査のスピードアップ化

(G-G調査→JV調査)

金属資源技術部資源探査部

JOGMEC
連携

・民間企業が成しえない鉱山(鉱石毎)の特徴に対応した

バイオ・リーチングの効果に関する技術評価
・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、モンゴル)
・鉱床探査のスピードアップ化

(G-G調査→JV調査)

金属資源技術部資源探査部

JOGMEC
連携

鉱山開発に向けた技術開発支援体制の概念

 
第 3 図 鉱山開発に向けた技術開発支援体制の概念 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

２－１．技術開発目標は妥当か 

（１）事業全体の目標 

本技術開発事業は、海外での鉱山開発において必要な技術分野でありながら、我が国民

間企業が、これまでに人材不足、技術開発コストの制限等により、単独企業として直ちに
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は対応できない粗鉱を対象としたリーチング技術等の湿式製錬技術開発を行うものである。 

特に、鉱量確保・拡大のためバイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発により銅

鉱床探査ステージにおける製錬技術的側面からの基礎的評価、未利用資源（低品位の粗鉱）

を対象とした鉱量評価等を行い、鉱山毎に湿式製錬技術の最適化の検証を行い鉱山開発評

価モデルを構築する。この結果、鉱山開発評価の精度向上、スピードアップ化等が図られ、

我が国民間企業の将来の鉱山開発戦略立案に資する有用情報の提供及び湿式製錬技術力の

向上を通じて新規鉱山開発支援が達成できる。 

 

（２）技術開発の具体的な目標 

我が国民間企業が開発を検討する鉱山についてバイオリーチング等を活用した開発可能

性の分析や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に基づく鉱山

開発評価を行うため、本技術開発期間 3 年間で 5 鉱山の鉱山評価モデルの構築を目指す。 

 

２－２．技術的有望性は見込まれるか 

二次硫化銅鉱床を対象としたバイオリーチングは、すでに実用化されているが、一次硫

化鉱物については、いまだ商業生産は行われていない。しかし、世界的な動向として鉱山

開発の中心が高品位鉱から低品位鉱に移行しつつあること、エネルギーを供給することの

ない低環境負荷、低コスト技術であることなどのバイオリーチングのメリットがあること

等から、非鉄メジャーもバイオリーチング技術開発を進め、新たな技術開発を通じて低品

位鉱や不純物を含む鉱石を対象とした効率的な低コスト開発を行い、鉱山開発の競争力強

化を図っている状況であり、技術的有望性は高いと考えられる。 

 

２－３．最終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その最終目標は妥当か 

当初計画では、以下のような技術開発を行い、その結果得られる各種データを踏まえた

上での可採対象鉱種の選定、採掘規模・レベルの推定、製錬プロセスへの脈石の影響調査

等を行い最適な鉱山開発評価モデルの構築を行うとしていたところである。 

 

①リーチング技術の適用可能性把握 

リーチング技術（バイオ・リーチング技術を含む）を用いて評価対象となる粗鉱への適

用可能性とその最適条件（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

種の特定、その温度、pH、生息環境等の最適な活動条件）の抽出を行う。同時にその他の

最適条件（粗鉱の最適粒度等）も抽出する。 

②リーチング可能対象鉱石量の推定 

現状、一次硫化銅鉱を対象とした湿式製錬は、その浸出期間が長期に亘るため汎用的な

技術レベルまで達していない状況である。よって、鉱山操業の上で採用可能なリーチング

期間を有する一次硫化銅鉱種の特定、及びリーチング条件の特定とその鉱量の把握を行う。

さらには、リーチングが可能であっても、随伴する粘土鉱物等の影響により効率的な浸出

ができない場合を考慮した可採鉱量の検討を行う。 
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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 

電気銅の品質に悪影響を及ぼす要因の対応策や改善技術の検討を行う。 

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コスト）、薬剤費（硫酸、バクテリア増殖・維

持に必要な薬剤、溶媒抽出薬剤等の費用）の試算、改善項目等の抽出を行う。 

 

しかしながら、平成１７～１９年度の期間では、前提となる粗鉱へのリーチング技術の

適用可能性と最適条件の抽出について、稼工中で実際にリーチングが行われている鉱山の

酸化鉱や二次硫化鉱に対しては、実操業レベルの浸出率を得ることができたが、一次硫化

鉱については、実用化レベルの浸出率を得る技術・条件を得ることはできなかった。 

一次硫化鉱へのリーチング技術適用の検討は、鉱石を充填したカラムを用いたリーチン

グ試験とバイオリーチングに有効なバクテリアの探索を主として行ってきた。これらの研

究は、エネルギー供給が必要ないといったバイオリーチングの利点を最大限生かすべく、

低温でのリーチングを検討してきたところである。一方、一次硫化鉱の化学的なリーチン

グ特性を把握すべく実施した化学的リーチング試験や他の研究機関と共同研究などを通じ

て、リーチング温度を上げることで一次硫化鉱のリーチング性が向上することが判明して

いる。また、高温で活動するバクテリアを用いてバイオリーチングを実現する研究結果も

得られている。さらに、実際のヒープリーチング操業においても化学的発熱反応によりヒ

ープ内の温度が上昇することが知られている。 

こうしたことから、一次硫化鉱のリーチング技術開発の方向性として、①高温でリーチ

ングを行うこと、②外部からエネルギーを加えずに高温を実現するため、化学的発熱反応

を促進するバクテリアの探索やリーチング条件を見出すこととすることで、一次硫化銅鉱

のバイオリーチングが可能になるものと考えられる。 

一次硫化銅鉱のバイオリーチング技術は、前述のとおり技術的有望性が高く、今後とも

研究の継続が必要であると考えていることやこれまでの結果から一次硫化銅鉱のバイオリ

ーチングの可能性が見出せたことから、当初の技術開発計画の①リーチング技術の適用可

能性把握の中で、特に低品位一次硫化銅鉱床の開発を可能にするバイオリーチング技術の

開発（浸出に有効に関与するバクテリア種の特定、その温度、pH、生息環境等の最適な活

動条件の抽出）を最終目標として設定しなおす。当初の目標である５鉱山の鉱山評価モデ

ルの構築については、バイオリーチング技術開発の一環として、低品位一次硫化鉱鉱床を

対象とした鉱山開発評価モデルの構築を行うこととする。 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

３－１．目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

当面、低品位一次硫化銅鉱のバイオリーチング技術開発を集中的に行うこととし、平成

２２年度まで３年間基礎研究を延長する計画とした。平成２２年度までの基礎研究の結果

をもとに、実証試験や鉱山開発評価モデルの構築の実施を検討する。 

平成２０年度からの基礎研究では、好熱性バクテリアの探索や高温カラムリーチング試
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験を行う。平成１７年度から平成１９年度までの期間において、低温でのバイオリーチン

グを目指したバクテリアの探索のためのバクテリア採取、培養、浸出試験、再現性試験等

に１年半程度時間を要しているため、高温でのバイオリーチングのためのバクテリア探索

に関しても１年半から２年程度の研究期間を見込んでいる。バクテリア探索と平行して、

高温で試験が可能なカラムリーチング試験装置の製作、バクテリアを接種しない条件での

高温カラムリーチング試験（１試料あたり１５０～２００日）などを実施する。これらの

結果から設定した浸出条件でカラムリーチング試験を実施し、平成２２年度に高温でのバ

イオリーチングの評価を行う計画としている。 

従って、平成１７～１９年度の研究と比較してスケジュールは妥当であり、予算的にも

平成１９年度までの基礎研究と同程度の予算を確保することが必要であると考えられる 

なお、次ページの表では、平成１７～１９年度までの予算規模が平成２０年度からと比

べて大きくなっているが、これは研究基盤の整備のための設備費などを含んでいるためで

あり、研究費用は大きく変わらない。 

 

３－２．情勢変化への対応は妥当か 

（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直しているか） 

プロジェクト開始前から上昇を始めた銅価格はその後も上昇を続け、現状では 8000 ドル

/トンを超える水準となっている。また、資源価格の高騰の影響を受け、企業の合併・買収

が進み、資源の寡占化がますます進行している。この結果、優良鉱床の確保はますます難

しくなってきており、鉱床の低品位化、奥地化、不純物の増加は目に見えるものとなって

きており、低品位一次硫化銅鉱床などを経済的に開発する技術の開発への期待がますます

高まってきている。こうした技術の一つとして、バイオリーチングへの関心は高まってお

り、世界的にも技術開発が積極的に進められているところである。 

こうした点からも、本技術開発においてもバイオリーチング技術開発に研究資源を特化

する方向で計画を見直すことは妥当であると考えられる。 



当初技術開発スケジュールと今後の計画 

年度 

項目 
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

研究設備等の整備 

         

基礎研究の実施 

         

実証試験の実施 

16

         

鉱山開発評価モデルの検討 

         

支出実績額／（予定額） 

 

164,483 94,066 97,910 (80,000) (80,000) (80,000) (100,000) (100,000) 

低温でのリーチングを中心に実施

高温での一次硫化銅鉱のバイオリーチングを中心に実施 

高温カラム試験 

好熱性バクテリアの探索 など

基礎研究の結果により 
実施を検討 

 当初計画 

平成 19 年度までの実績

今後の計画 
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当初試験スケジュール及び予算配分と実績 

H16 H17 H18 H19 年度 

項目 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 

実験室の整備  

 

     

     

    

 

 

微生物の採取、培養  

 

 

回分浸出試験  

 

  

ミニカラム浸出試験  

 

 

ミニタンク浸出試験     

プラントの整備     

小型カラム浸出試験      

溶媒抽出試験  

 

 

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      

予算（千円） 

（実績） 

77,950 

 

70,400 

(164,483)* 

48,400 

(94,066) 

31,900 

(97,910) 

*16 年度予算を含む数字 
当初計画 

平成 19 年度までの実績



 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

４－１．技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

経済産業省から交付金を受けた資源機構が事業実施主体となり、金属資源技術開発部・

生産技術課及び金属資源技術研究所が、試験・研究計画を企画・立案し、さらに、資源探

査部、企画調査部等とも連携し、世界の鉱山開発に向けた関連情報を共有し、資源機構が

一体となって本事業を推進した。具体的には、資源探査部の探査プロジェクトからボーリ

ング試料の提供、企画調査部と連携した成果の公表などを実施した。 

実施体制としては、当該技術開発を効率的に推進するために海外で鉱山開発を目指す非

鉄金属業界との有機的な連携が不可欠であることから、集中型の事業体制のもと、資源機

構を中心として、非鉄金属製錬技術等の学識経験者、国立研究所の研究者、関係業界団体

等からなる事業推進委員会を設置し、事業の適正な実施及び具体的な事業内容につき議論

を行った。具体的には、平成１７年度に３回、平成１８年度に２回、平成１９年度に２回

委員会を開催した。 

なお、人員体制については、外部研究者の任期付き雇用、補助研究員の活用、外部研究

機関との連携等を通じて、適切な人材を集めて効率的に技術開発を実施する体制を作った。

また、特別顧問として、国内の大学から研究者を招聘すると同時に、基礎的な研究や技術

実証試験で得られる成果の理論付けあるいはデータの普遍性、信頼性等について学術的な

視点での評価を行うために、大学等の研究機関と共同研究を実施した。 

これらの選定に当たっては、研究相手先を公募し、外部有識者による評価または内部評

価を行った場合やバイオリーチング研究に実績がある研究者・研究機関を選定しており、

技術開発実施者等の選定は適切であったと考えている。 

 

 

経済産業省 

本部/金属資源技術研究所 

 
基礎試験 

事業推進委員会 
学識経験者、研究者、

関連業界団体等 

交付金 

直轄 

共同研究 
大学・研究機関 

第 4 図 実施体制 
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共同研究実績 

研究先 研究テーマ 期間 

東北大学 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 

平成 17～19 年度 

岩手大学 バイオリーチング・シミュレーション概念モ

デル構築のためのジャロサイト生成プロセス

の検討 

平成 19 年度 

株式会社海洋バイオ

テクノロジー研究所 

銅浸出に関与する微生物の遺伝子解析に関す

る検討 

平成 18～19 年度 

秋田大学 銅鉱石の浸出基礎試験とカラム浸出試験への

適用条件に関する研究 

平成 18～19 年度 

大阪府立大学 銅低品位硫化鉱を対象とした好熱性古細菌に

よるバイオリーチング 

平成 18 年度 

CSIRO 

（オーストラリア） 

IOCG 鉱床へのヒープバイオリーチングの適用

可能性の検討 

平成 18 年度 

MINTEK 

（南アフリカ） 

銅鉱石の湿式製錬試験 平成 19 年度 

 

４－２．関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

事業推進委員会（年２回程度開催）において、各々の研究者（共同研究を含む）が研究

内容を発表・討議を行い、関係者間の連携を図るよう努めた。また、個々の研究機関とも

研究の進捗など随時意見交換を行いながら研究を進めてきており、特に金属資源技術研究

所（秋田県小坂町）の立地条件を活かし、東北大学、秋田大学、岩手大学、株式会社海洋

バイオテクノロジー研究所（岩手県釜石市）の東北地方の研究機関とはそれぞれの機関が

有する技術・ノウハウなどについて情報交換を実施した。従って、関係者間の連携／競争

が十分行われるような体制となっていると考えられる。 

 

４－３．意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

事業推進委員会において、年度当初の研究計画の検討及び年度末の研究結果についての

検討を行い、助言を頂いた。資源機構においては、金属資源技術研究所で研究の進捗管理

のための週報の作成、月一回の研究の検討会を開催し、必要に応じて研究計画の見直しな

どの意思決定を行っており、意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切であると考

えられる。 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

５－１．計画と比較して目標は達成されているか 

技術開発内容と目標、具体的な研究内容、成果を表に示す。 

前述のとおり、当初は平成１９年度までに５鉱山の鉱山開発評価モデルの構築を目標と
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していたが、実際には、事前評価の評価結果におけるコメントにもあったようなはバイオ

リーチングに関する基盤技術・ノウハウなどの習得や基礎研究を行い、一次硫化鉱の効率

的浸出技術の開発に係る方向性を明らかにするまでに留まった。 

 



技術開発内容と目標、具体的な研究内容、成果 

技術開発内容 目標 具体的な研究内容 成果 

･鉱石の基本的な浸出特性確認のための

試験手法の確立 

･ﾌﾗｽｺ試験、ﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞﾄﾙ試験の装置･機材を導入し随時実施

できる体制を確立 

･技研で粗鉱試料入手後直ちに

必要な評価試験を開始できる

体制を確立 
･ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁ操業を再現するｶﾗﾑ浸出試験法

確立 

･文献検索、シンポジウム開催、、専門家招聘等で最新技術

情報を収集し、技術を習得 

･ﾜﾝﾊﾟｽ式と循環式の二種類のｶﾗﾑ試験装置（50cm、1m）を

作成し、室温での実施体制を確立 

（基盤整備） 

・試験設備整備 

・基礎技術習得 

･技研で標準浸出促進菌を安定

培養し随時試験に使用できる

体制を確立 

･鉄酸化菌の採取･培養･同定技術の確立 ･文献検索、シンポジウム開催、専門家招聘等で最新技術

情報を収集し、技術を習得 

･坑廃水、浸出液から 24 株の鉄酸化菌を採取、単離 

･既知技術での最適条件を規格

化し多くの鉱石種の浸出特性

を評価できる 

･既知技術でのｶﾗﾑ浸出条件の最適組合せ

を確認 

･試験に供した粗鉱試料の鉱物記載ﾃﾞｰﾀを蓄積し、浸出率

との関係を確認 

･酸化鉱と一部の二次硫化鉱について十分な浸出率を実現

する条件を確認したが、この条件では一部の二次硫化鉱

と一次硫化鉱の浸出率が低い 

･難浸出二次硫化鉱の最適浸出条件を探る試験に着手 

リーチング技術の適

用可能性把握 

･浸出に有効に関与するバクテ

リア種を特定する 

･休廃止鉱山からの鉄酸化細菌の採取 

･採取菌の黄銅鉱浸出能力の評価 

･独自に採取･培養した鉄酸化菌の一つが高い浸出力を示

したが、再現性がない 
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技術開発内容 目標 具体的な作業項目 実績 

･ﾋｰﾌﾟﾘｰﾁﾝｸﾞ前提 ･一次硫化鉱について、中温浸出により浸出率向上が可能

であることを確認（CSIRO, MINTEK） 

･遺伝子解析による菌の同定、培養･浸出段階での優勢種変

化を確認(東北大、海洋ﾊﾞｲｵ研) 

･一次硫化鉱を操業可能な水準

で浸出できる手法/浸出条件を

見出す 

･一次硫化鉱を効

率的に浸出する

手法の発見 

･粗鉱を対象とした応

用ﾘｰﾁﾝｸﾞ技術 

･既知高温菌での一次硫化鉱浸出(大阪府大) 

･粉砕による一次硫化鉱浸出促進(秋田大) 

･浸出ﾃﾞｰﾀの収集 ･一次硫化鉱を対象に化学的浸出試験を実施 

･高温、低 pHで浸出が促進されることを確認 

 

･一次硫化鉱の化学的浸出特性

の把握 

･一次硫化鉱の化

学的浸出ﾃﾞｰﾀを

蓄積し、ﾊﾞｲｵﾘｰ

ﾁﾝｸﾞにﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯ

ｸ 

･阻害要因抑制による改

善可能性の検討 

･浸出阻害要因の一つであるｼﾞｬﾛｻｲﾄ析出･鉱石表面被覆の

影響因子の検討(岩手大) 

回収される電気銅の

品質確保に係る処理

技術の検討 

･不純物･銅回収阻害物質の濃集

により電気銅の品質低下や生

産ｺｽﾄ増が起こる可能性を評価 

･浸出液の As, Fe 濃度が溶媒抽出工程に

与える影響を把握 

･Cu 溶媒抽出に対する Fe の影響に関する基礎研究(秋田

大) 

 

22  



５－２．要素技術から見た成果は得られているか 

以下に示すような、バイオリーチングに関する基盤技術・ノウハウが金属資源技術研究

所に蓄積された。 

 

（１）微生物の取扱に関する技術 

①微生物スクリーニング技術：鉄酸化細菌のスクリーニング技術は達成。今後硫黄

酸化細菌及び高温細菌に応用。 

②培養技術：鉄酸化細菌の培養技術は達成。今後硫黄酸化細菌及び高温細菌に応用。 

③単離技術：これまでに 14 種の菌株について単離に成功した。 

④遺伝子解析技術：遺伝子解析に必要な機器を整備した。 

（２）リーチング技術 

①アグロメレーション技術：アグロメレーション装置を製作した。 

②ボトルロール試験技術：ボトルロール試験方法を確立した。 

③カラム試験技術：機構独自の試験装置開発した。 

 

これらの基盤技術・ノウハウを今後計画している高温条件下でのバイオリーチングの研

究に応用し、迅速な研究の実施を図ることとしている。 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

６－１．成果の実用化の可能性 

現状において品位が低く開発対象とならない一次硫化鉱鉱床やインフラ設備建設などの

初期投資に見合わない中小規模の鉱床、ヒ素、アンチモン、ビスマスなどの不純物を多く

含み、乾式製錬を適用しがたい硫化銅鉱石などは、バイオリーチング技術を適用すること

で、開発可能となる可能性が高く、高品位で不純物が少ない優良鉱床の確保が難しくなっ

てきている現状から、本事業で得られた成果が実用化される可能性は非常に高い。 

また資源機構に蓄積されるリーチング試験のノウハウを用いて、資源機構の銅資源探査

事業における探鉱ボーリング試料等のリーチング試験を行うことで、当該鉱床の湿式製錬

の観点から開発可能性を示すことができるため、資源機構の探査案件を我が国企業に引き

継ぐに当たって、適切な情報を提供できるようになる。 

 

６－２．成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 

平成１７～１９年度に国内学会において９件、国外学会において２件を発表した。さら

には、資源機構の出版物である『金属資源レポート』に２回紹介記事を掲載するとともに、

資源機構主催の成果発表会で３回事業紹介･成果の公表を行い、事業の内容を広く公表した。

加えて、『バイオシンポジウム in 小坂』を２回開催し、研究の成果を公表するとともに、

国内外の研究者を招聘し講演を行い、当該技術に係わる研究者の技術交流の場を提供した。

翌日には、新聞報道も行われた。 

また、テレビの高校生向け科学教育番組を制作し、広報に努めた。 
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公表場所 公表日 題名 

資源機構「平成 17 年度（第７

回）非鉄金属関連成果発表会」 

平成 17年 10月 バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術

開発事業の展開について   

資源地質学会 第 56 回年会学

術講演会 

平成 18 年 3月 バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術

開発事業の展開について 

資源機構「平成 18 年度（第 5

回）非鉄金属関連成果発表会」 

平成 18 年 8月 バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術

開発事業の 17 年度成果報告と今後の計画に

ついて 

資源素材学会秋季大会 平成 18 年 9月 銅粗鉱におけるカラムリーチングの研究 –

カラム内の微視的浸出挙動-、チリの鉱山から

単離した鉄酸化細菌の能力評価（ポスター）

第 1回バイオシンポジウム in 

小坂 

平成 18年 12月 バイオリーチングの概要、バクテリアの培養、

鉱石からの銅回収試験の現状 

金属資源レポート 平成 19 年 3月 金属資源技術研究所におけるバイオリーチン

グ事業の取り組み 

第 4 回材料科学と資源リサイ

クルに関する韓日国際シンポ

ジウム（国外） 

平成 19 年 3月 Fundamental studies concerning copper 

bioleaching using flask and column 

資源・素材学会春季大会 平成 19 年 3月 国内休廃止鉱山から採取した微生物の銅リー

チング能力評価、IOCG 鉱石の浸出特性に関す

る研究(第 2報) 

第 2回バイオシンポジウム in 

小坂 

平成 19 年 5月 バクテリアの培養、銅鉱石のカラム浸出試験

資源素材学会東北支部大会春

大会 

平成 19 年 6月 銅粗鉱におけるカラムリーチングの研究（ポ

スター） 

資源機構「平成 19 年度（第 5

回）非鉄金属関連成果発表会」 

平成 19 年 8月 バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術

開発 

第 17 回国際バイオ湿式製錬シ

ンポジウム（国外） 

平成 19 年 9月 Searching for useful bacteria on 

chalcopyrite leaching from Japanese 

abandoned mines（ポスター） 

金属資源レポート 平成19年 11月 国内休廃止銅/鉄鉱山からのバクテリア採取

とその集積菌による銅浸出 

資源素材学会東北支部大会秋

季大会 

平成 19年 11月 一次硫化銅精鉱のリーチング試験における

pH および温度依存性 

資源素材学会春季大会 平成 20 年 3月 銅鉱石リーチング下でのバクテリア挙動に関

する基礎研究、30℃-60℃、硫酸酸性下におけ

る銅精鉱のリーチング 
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６－３．成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

現状において想定されるバイオリーチング技術によるリーチングは、既存のヒープリー

チングにバクテリアによる効果を加えるものである。加えて、リーチング後の溶媒抽出、

電解採取工程などのリーチング以外の工程についても既存の技術がそのまま使えると考え

られる。従って、バイオリーチング以外の技術に関しては操業上の問題点が少なく、成果

の普及は十分に期待できると考えられる。また、低品位一次硫化銅鉱ではなく、現状にお

いてバイオヒープリーチングが行われている二次硫化銅鉱石に対しても、浸出速度の向上

や付随する一次硫化銅鉱の浸出なども期待できるため、既存のリーチング操業への普及も

期待できると考えられる。 

本技術開発の波及効果としては、事前評価書に記載されているとおり、銅以外の貴金属

等の湿式製錬技術開発、従来の選鉱・製錬法では採算の取れない低品位鉱からの有用金属

回収、尾鉱や廃さいの再資源化技術開発、都市型鉱山と言われる高品位有価金属を含むス

クラップからのリサイクル事業関連技術開発等の様々な分野への波及効果が期待される。

これら分野への波及により鉱物資源の乱開発防止等に寄与するという側面でも大きな効果

を有し、中長期的には、多量の鉱物資源賦存が期待されている深海底資源開発や重金属で

汚染された土壌の浄化や有用金属回収等に適用できる可能性があり、波及効果は期待でき

る。 
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第３章 評価結果 

１．プロジェクト実施の妥当性 

・ プロジェクトの意義 

非鉄メジャーの拡大、BRICs 諸国における非鉄金属資源需要の増などの海外資源開発

を巡る状況の変化に対応するため、我が国への非鉄金属資源の安定供給の面から、従

来供用技術がなかった低品位一次硫化銅鉱を対象として、安価な環境を配慮したバイ

オリーチング技術の開発を行うことは極めて重要である。また、我が国の技術力の優

位性を高める点からもバイオリーチング等を活用した湿式製錬技術開発を実施する意

義は大きい。 

・ 資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であるか） 

民間企業のみでは対応が難しく、資源機構が中心となって産官学から研究者を集め

て本プロジェクトを遂行する必要があることと、資源機構の中期目標にも合致してい

ることから、資源機構のプロジェクトとして妥当である。 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

・ 技術開発目標は妥当か 

実用化するため定められた目標としては妥当であるが、結果的に 3 年間で 5 鉱山の

鉱山評価モデルの構築を目指す当初目標（平成 17～19 年度）は達成できておらず、研

究項目が多く、チャレンジングな目標設定であった。なお、温度、pH、細菌の遺伝子

調査等を行い、黄銅鉱のバクテリアリーチングの基礎調査を行うなど共通基盤技術に

ついてはほぼ所期の目的を達している。 

・ 技術的有望性は見込まれるか 

バクテリアによる一次硫化銅鉱のリーチング技術は、鉱山開発の中心となりつつあ

る低品位鉱や高不純物鉱を低環境負荷、低コストで処理できる技術である。また、黄

銅鉱の各種リーチング調査から、40℃以上の高温、pH1 以下の酸性、各種の硫黄酸化細

菌による浸出の有効性が期待されるほか、海外の専門家によれば技術革新によりバク

テリアを利用した一次硫化銅鉱のリーチング技術は、近い将来実用化されると言われ

ており、技術的有望性は見込まれる。 

・ 最終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その最終目標は妥当か 

平成 17～19 年度の期間ではバイオリーチング技術の研究開発が遅れており、平成 20

～22 年度に硫黄酸化バクテリアの探索とヒープリーチングにおける最適条件の把握を

行い、低品位一次硫化銅鉱のバイオリーチング技術の開発することを最終目標に変更

することは妥当である。また、本技術開発は世界で競われている開発目標であること

からも妥当である。 

ただし、バイオリーチングに関する反応機構の解明を確実に行い、3 年後の平成 22

年度には研究成果を評価調査し、平成 23～24 年度に予定している実証試験などの具体
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的な内容変更について議論を行うことが望ましい。 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

・ 目標達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

研究を加速するため当初予定していたよりも多くの情報収集や共同研究を行ったこ

とや平成 20 年度以降の研究を前提に試験機器などを前倒しで購入したことなどにより、

計画時の予算を上回る支出実績になっている。また、当初目標がチャレンジングであ

り、技術の習得に時間がとられており、当初計画は野心的であった。 

平成 20 年度からのスケジュール・予算については、妥当であると考えられるが、3

年後の平成 22 年度にはスケジュールの再チェックを行うことが基礎研究と実用化研究

の境目なので必要である。さらに、迅速に計画を遂行するため、研究者の増員や過去 3

年間と同等以上の予算の増額、プロジェクトの研究リーダーの明確化なども考えられ

る。 

・ 情勢変化への対応は妥当か 

（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直しているか） 

銅を取り巻く経済環境からすると、低品位一次硫化銅鉱床の経済的に開発する技術

としてバイオリーチング技術開発のニーズや関心が高まってきている。過去３年間は

低温でのリーチングを行ってきたが、今後３年間は中温、高温で生息する細菌でリー

チングを行うなど、一次硫化鉱についての明確なバイオリーチング基礎研究成果は出

ていないが、現時点では適切な対応を計画している。また、化学的なリーチングの面

からの検討も行われることが望ましい。しかし、３年後は技術動向や社会・市場ニー

ズの変化が見込まれるので、また、再度評価して、５年後により良い実用化が行われ

ることを期待する。 

 

 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

・ 技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

事業実施主体である金属資源技術研究所を有効に利用している。また、学識経験者、

国立研究所の研究者、関係業界団体からなる事業推進委員会を設置し、人員体制につ

いては、外部研究者の任期任用、補助研究者の活用、外部研究機関との連携を行って

いる。さらに、特別顧問として国内の大学研究者を招聘すると同時に、大学等の研究

機関と共同研究を実施し、経験のある研究者により研究を行っており、技術開発実施

者の選定は適切であったと思われる。。 

なお、これらの選定に当たっては、研究相手先を公募し、外部有識者による評価や

内部評価を行っている。また、バイオリーチング研究に実績のある研究者・研究機関

を選定している。 

しかし、今後バイオリーチングの反応機構の解明を確実に行うためには、微生物や
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リーチングに関する専門家をこれまで以上に活用すべきであると考えられる。 

・ 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

 

金属資源技術研究所（秋田県小坂町）の立地条件を活かし、東北大学、秋田大学、

岩手大学、（株）海洋バイオテクノロジー研究所（岩手県釜石市）の東北地方の研究機

関と情報交換を行って連携を図っている。しかし、研究開発項目が盛りだくさんであ

ったこともあり、多数の研究者が参画することになったが、金属資源技術研究所がコ

ントロールタワーとして全体の研究開発を調整する必要がある。一方、さらに微生物

やリーチングなどの国内外の研究機関、研究者と幅広い見地から多くの連携／競争が

図られる体制が望まれる。 

・ 意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

バイオリーチング技術開発に関する委員会が定期的に今後開催されるので、意思決

定や進捗状況の評価などの体制は整っていると考えられるが、今回のような計画変更

に際しては、外部委員会など、承認のプロセスを明確にすることが望ましい。また、

研究実施体制を明確にする必要がある。 

 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

・ 計画と比較して目標は達成されているか 

当初目的の、一次硫化鉱である黄銅鉱の充分な浸出には至っていないが、酸化鉱、

二次硫化鉱に対しては、世界的な操業現場の銅浸出レベルに達する研究成果を上げる

ことができた。当初計画のうち、実証試験や鉱山開発評価モデルの構築が行われてい

ないが、基礎研究開発におけるノウハウを蓄積したり、第 2 期計画期間に向けて、一

次硫化鉱の銅浸出率向上策の研究開発の方向性を明らかにしたことは評価できる。 

・ 要素技術から見た成果は得られているか 

微生物の取り扱いに関する技術とリーチング技術の基盤技術・ノウハウといった要

素技術は確実に蓄積されている。 

 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・ 成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

現状では要素技術の整備にとどまっており、実用化に対して不確実性が残されてい

るが、今後の研究開発で低品位一次硫化銅鉱のバイオリーチング技術が開発されれば、

実用化されるものと考えられる。 

・ 成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 

世界的な研究開発競争の中で、研究開発途中の成果を公開することはノウハウ流出

のリスクを伴うが、積極的に公表・広報に努めていることは評価できる。まだ、特許

取得はないが、3 年間では十分な成果の公表、広報がなされていると考えられる。 
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・ 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

今後有望なバイオリーチング技術が開発されれば、ずりからの銅などのリーチング

による回収、銅以外の元素のリーチングなど、都市鉱山などのリサイクルも含めて低

品位の金属回収の１手段としてのバイオリーチング技術開発の発展としての波及が期

待される。また、本技術開発で得られた知見は、土壌浄化、深海底資源開発、海藻吸

着金属元素の回収にも波及効果が期待できる。 

 


