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第１章 技術評価ガイドライン 

 

本ガイドラインは、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」）が実施する金属鉱物資源開発及び鉱害防止事業に係る技術開発プロジ

ェクトの技術評価のうち、経済産業省の担当課が事務局となって技術評価を実

施するプロジェクト（委託費・補助金事業）以外のプロジェクト（交付金事業）

について適用するものとする。 

 

Ⅰ．技術評価の基本的考え方 

１． 技術評価の目的 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発の目標を明確にすることにより、以下の技術開発分野ごとに求められ

ているニーズを反映させる。 

・探査技術：開発した技術を利用する資源機構自らのニーズを反映させる。 

・生産技術：資源機構自ら及び我が国企業等のニーズを反映させる。 

・生産技術に係る研究協力：相手国及び相手国研究機関のニーズを反映させる。 

・鉱害防止技術：地方公共団体等関係機関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こと。 

 

(3) 国民への開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術開発プロジェクトの意義や内容について、一

般国民にわかりやすく開示していくこと。 

 

(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こと。 

 

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
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者、成果の応用分野の有識者等の意見を聴くこと。評価事務局（資源機構 業務

評価・審査グループ 業務評価チーム）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、これを公開することにより、評価システム自

体を誰にも分かるものとするとともに、評価結果のみならず評価の過程につい

て可能な限り公開すること。 

 

(2) 中立性の確保 

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こと。 

 

(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、当該担当グループ・チー

ム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。 

 

３． 評価の実施時期による類型 

評価は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。 

 

４． 技術評価の方法 

技術評価は「技術評価・評価項目」（別紙参照）に従って実施する。 

 

５． 技術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。 

 

６． 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。 
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７． 技術評価体制 

技術評価は、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、等から

構成される評価委員会（技術評価部会）により実施される。 

 

８． 技術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、評価が野心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、必ずしも技術開発成果の価値を一義

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。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

技術開発プロジェクトに関する評価は、事前評価・中間評価・事後評価に類

型化される。 

 

 (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者 

 

(3)評価事務局 

資源機構 業務評価・審査グループ 業務評価チーム 

 

(4) 評価手続 

事業評価書に基づき、外部評価者で組織された技術評価部会の開催等により評

価を行う。 

 

(5) 評価項目 

別紙に定める評価項目とする。 
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(6) 実施時期 

全プロジェクトについて、原則、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。 
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技術評価・評価項目 
 
１． プロジェクトの目的 
1-1. 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・計画の妥当性 
2-1. 技術開発目標は妥当か（技術開発成果の利用可能性、技術的有望性は見

込まれるか） 
2-2. 技術開発計画は妥当か（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） 
2-3. 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） 
 
３． 実施者の事業体制・運営の妥当性 
3-1. 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） 
 
４． 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） 
4-1. 計画と比較して目標は達成されているか 
4-2. 要素技術から見た成果は得られているか 
 
５． 成果の実用可能性、普及、広報、波及効果 
5-1. 成果の実用化の可能性（資源機構が開発された技術を利用するシナリオ

は描かれているか） 
5-2. 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 
5-3. 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 
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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。 

事業内容は、平成 17 年度から 3 年間（平成 19 年度：中期目標期間）を目標

に、秋田県小坂町の資源機構金属資源技術研究所にて、予算規模約 2 億 3 千万

円を投じ、バイオ等を活用したカラム・タンク浸出試験、溶媒抽出試験等の湿

式製錬分野における基礎的な実証試験を実施するものである。 

 

１．プロジェクトの目的 

１－１．背景及び必要性 

(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
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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、昨年 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．資源機構のプロジェクトとしての妥当性 

(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昨年２月末に国が定めた中期目標に

基づき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。 

 

(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 
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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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

我が国への非鉄金属鉱物資源の安定供給

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
・事前評価の実施(平成16年度内)

事業概要
・個別鉱山毎の湿式製錬技術の最適化検証
・事業規模：2億円/3年間<中期計画期間>
・金属資源技術研究所の活用

○得意分野：浮選技術、乾式製錬技術(カスタム・スメルター)
○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>
低コスト鉱山開発(短期～中長期課
題：優良鉱床の早期確保)

①我が国企業の権益確保(自主開発)支援、②鉱物資源の備蓄

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)

生産技術分野の新たな対応

民間企業の取り組み

国の施策
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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方向性 

 

(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

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 Albion法 電位制御

　(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) Total Pressure Oxidation法

・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

→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 ・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)

　　(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

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

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)
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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、

資源機構の金属資源探査推進グループでは、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。 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 鉱山開発に向けた技術開発支援体制の概念 

銅鉱物資源の安定供給

成果

非鉄金属企業

銅精鉱の確保→
鉱山開発の拡大

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)

技術開発グループ探査推進グループ

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)

技術開発グループ探査推進グループ

JOGMEC
連携
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２．プロジェクト目標・計画 

 

２－１．技術開発目標 

(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．技術開発計画 

(１)全体計画の概要 

本技術開発事業は、平成 17 年度から平成 19 年度までの 3年間の実施を目標

に、事業規模約 2億 3千万円にて、秋田県小坂町にある金属資源技術研究所を

中心に事業を実施するものである。 

本技術開発事業の実施においては、事前準備として平成 16 年度内に可能な範

囲で、金属技術研究所の研究環境整備やバクテリアの培養を開始すること、本

技術開発の目標終了年度以降についても、世界の鉱山開発環境、技術開発の進

展・動向を引き続き把握し、本技術開発成果を十分に踏まえ、個別鉱山毎に対

する技術支援を実施する。 

 

(２)技術開発内容 

我が国民間企業が取り組む海外鉱山開発事業を対象として、主に以下の技術

開発内容につき実証試験を行う。 
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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。 

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。 

 以上のような各種データを踏まえた上での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。 

 

(３)技術開発スケジュール及び予算 

 技術開発スケジュールは、第 2表に示すとおり、基礎情報収集や大学等の研

究機関との共同研究を視野に入れつつ、平成 17 年度から基礎試験、実証試験を

順次進め、鉱山開発評価モデルの構築の検討を行う。試験スケジュールは、第 3

表に示すとおり、平成 16 年度に本技術開発に向けた事前準備として、金属資源

技術研究所における研究環境の整備、バクテリアの採取・培養を行い、平成 17

年度からの本格的な技術開発に向けた体制を整える予定である。引き続き、平

成 17 年度には、ミニカラム・タンクレベルの浸出試験を開始し、同時にプラン

トの整備に着手する。平成 18 年度には、試験規模を拡大した小型カラム浸出試

験等を実施、最終年度(平成 19 年度)にはリーチングから溶媒抽出試験に至る一

貫試験を行い、より現場操業に近い条件で各種実証試験を実施し全体評価を行

う。 

 予算配分は、上記の試験が遅延なく実施されるように試験を行う前年度に所

要設備を整備するよう配分している。なお、予算案には、外部から招聘するバ
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イオ専門家の人件費、大学との学問的基礎研究分野における共同研究費等を含

む全体の予算規模を示している。 

なお、本技術開発スケジュールに基づき、今後、順次、関連する分析機器の

導入・整備を進める予定であるが、コスト削減と研究機関との連携の観点から、

金属資源技術研究所に隣接する(財)秋田県資源技術開発機構が保有する高度分

析機器(EPMA：微小部走査 X 線分析装置、SEM：走査電子顕微鏡)等については、

必要に応じ借用形式で使用する予定である。 

 

第 2 表 技術開発スケジュール 

H16 H17 H18 H19

研究設備体制等の整備

基礎研究の実施

実証試験の実施

鉱山開発評価モデル構築の検討

項目　　　　　　　　　　　　　　　　年度

 

 

第 3 表 試験スケジュール及び予算配分 

H16

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

予算案（千円） (77,950） 70,400 48,400 31,900

H17 H18 H19

項目

年度
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３．事業体制・運営方針 

３－１．資源機構の事業実施体制・運営方針 

 経済産業省から交付金を受けた当機構が事業実施主体となり、金属資源技術

開発グループ・生産技術チーム及び金属資源技術研究所が、試験・研究計画を

企画・立案する。さらに、探査推進グループ、調査企画グループ等とも連携し、

世界の鉱山開発に向けた関連情報を共有し、機構が一体となって本事業を推進

する。 

 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う予定である。 

 なお、人員体制については、中期目標にも掲げられているとおり、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る。主任研究員につい

ては、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する予定

である。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 実施体制 

 

 

経済産業省 

資源機構/金属資源技術研究所 

基礎試験・ 
実証試験 

共同研究 
大学・研究機関 

 

技術開発委員会 
学識経験者、研究者、

関連業界団体等 

交付金 

直轄 
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４．成果の実用化可能性、普及、広報、波及効果 

４－１.成果の実用化可能性 

今後、湿式製錬法の適用範囲の拡大が図られると予想される中、我が国民間

企業が、直接、 

①低品位硫化鉱からの銅回収によって採掘限界品位を下げ可採鉱量を増加を

する場合、 

②初期投資が少なく開発期間が短い等の経済効果を期待する中小規模の鉱山

開発を目指す場合、 

③砒素、アンチモン、ビスマス等の不純物を多く含む銅精鉱を SX-EW プラン

ト近傍で開発する場合 

等において、湿式製錬技術を活用した鉱山開発を企図しており、本技術開発

事業で成果が得られれば、実際に実用化される可能性は高いと言える。加えて、

民間企業が直面する海外資源開発は、今後、益々厳しくなる鉱山開発環境を背

景に様々なステージからの参入ステージに臨機応変に対応する必要が高まって

おり、それに伴う精度の高い鉱山開発評価が要求されている。 

上記の観点から、民間企業と資源機構の取り組み、具体的なバイオリーチン

グ等を活用した湿式製錬技術の実用化のイメージを示すと第５図のとおりにな

る。今後、各社が各々海外で鉱山開発を行うにあたり、まず来年から 3 年間の

第Ⅰ期を技術開発期間として、資源機構は、基礎技術の構築に向けて、日本企

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鉱山開発の可

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

の蓄積を行い鉱山評価モデルの構築を行う。引き続く第Ⅱ期では、それまでに

蓄積された共通基礎技術を通じ、より具体的な技術支援期間として、鉱山評価

モデルに基づく個別鉱山毎に対する技術支援を行う。これらを踏まえた上で、

各民間企業が自社で実用化していく。 

資源機構は、銅資源探査事業において企業化に向けた予察調査を行う場合、

これまでの地質学的観点からの評価に加え、探鉱ボーリング試料等を用いて、

本技術開発で蓄積された湿式製錬技術の観点から事前評価を行うことが可能と

なり、鉱山開発を前提とした鉱床探査戦略の立案に寄与することが期待される。 

 

４－２.成果の普及、広報、波及効果の展望 

今後の技術開発の成果の普及、広報については、事業の進展に即して、適宜、

報告書、成果報告会、学会等を通じて普及に努めていく。 

本技術開発の波及効果としては、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
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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からの有用金属回収等に適用でき

る可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５図 バイオリーチング等を活用した湿式製錬技術の実用化イメージ 
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第３章 評価結果 

 

１． プロジェクトの目的 

1-1. 資源機構のプロジェクトとして妥当であるか 

 

以下の理由から妥当と考えられる。 

・ アジア諸国（特に、中国、インド）の大幅な経済成長が予測される状況のな

かで、21 世紀半ばを見通した金属鉱物資源の安定供給は、我が国にとって極

めて重要な課題の一つである。わが国の国際競争力のある製造業を支える基

盤である素材産業、素材技術を如何に維持、発展させていくかということは、

極めて重要な課題であり、資源セキュリティー対応の根幹であると思考する。

低廉で安定的な鉱石確保および将来のメタル不足のリスク軽減として、海外

での鉱山開発援助からの権益確保は重要で、本リーチング法はこれに貢献す

るものと考えられる。 

・ 我が国の世界的競争力が弱いとされる『粗鉱（銅品位１％前後）を対象とす

る資源開発分野』において、低コスト鉱山開発を図るために新規の製錬技術

を開発することは急務である。しかしながら、経済的な理由から製錬対象と

されなかった粗鉱に関しては、我が国の民間企業においてリーチング技術の

蓄積がきわめて少なく、これを担当できる技術者が不足していることは否め

ない事実であり、本プロジェクトの実施は意義がある。 

・ 近年の我が国民間会社の鉱山開発技術者は減少傾向にあり、新技術開発も少

なく、粗鉱のリーチングに関する技術的基盤や人材等についても不足すると

いう現状の下で、本プロジェクトは資源機構が中心になって実施するに相応

しいものであり、資源の有限性が強く認識される状況の中で時機を得たプロ

ジェクトである。 

・ ただし、本技術開発を通じて何らかの成果を発信するのであれば、バイオリ

ーチング技術を様々な低品位銅鉱石に対し一般化することが必ずしも良い

とは限らず、個々のケースを十分検証して対応する必要がある。また、その

前提となる現状の技術開発動向調査については、どこに技術開発要素が残さ

れているのか、何が問題として存在するのか、氾濫する多くの情報の中から

如何に正しい情報を選択するか等という観点が重要であり、プロジェクトの

前提条件となる部分を十分調査することが必要である。 
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２．プロジェクト目標・計画の妥当性 

2-1. 技術開発目標は妥当か（技術開発成果の利用可能性、技術的有望性は見

込まれるか） 

 

以下の理由から概ね妥当である。 

・ 本プロジェクトでは、未利用資源である粗鉱（銅品位１％前後以下）を処理

する上で、低コスト・低環境負荷型の湿式製錬技術である“バイオリーチン

グ”をキーテクノロジとして捉えおり、ここに本プロジェクトの大きな意義

があると考えられる。 

・ 鉱種から選定した鉱山ごとのリーチング工程と浸出液からの有用金属の分

離・回収法が研究対象となっており、これらを総合的に技術開発し、鉱山開

発評価モデルの構築を目指すことは有用である。 

・ 鉱山開発評価モデルの構築として、多様な鉱山に対応できるよう複数の鉱山

について検討していくことは当然必要である。しかし、これらは有望な微生

物の発見・培養が必要なので、基礎研究を幅広く行い、実証試験は状況に応

じ対応していく方向が好ましい。 

・ 近年、世界の銅鉱山開発においては、特に低品位鉱や廃滓を対象としてバイ

オリーチングを活用した取り組みが広く行なわれている。しかし、バイオリ

ーチング自体は、古くから用いられてきた技術であり、有用バクテリアの検

索や新規発見等は簡単にできるものではない。バイオ技術だけに囚われない

湿式製錬技術全体の観点から、本技術開発事業に取り組む必要がある。 
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2-2. 技術開発計画は妥当か（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） 

 

以下の理由から概ね妥当である。 

・ バクテリアの有効性、目標とする鉱山の鉱石からのリーチング実験は妥当で

あり、３年間で評価を行うことは、本目標を達成するのに十分なスケジュー

ルである。 

・ 予算規模は成果次第で判断すべきだが、金属資源技術研究所（秋田県小坂町）

に新しい装置を設置する計画は、現状、適当と考えられる。 

・ 基礎研究の継続に加え、鉱山ごとの微生物探索、有望微生物の各鉱山への応

用の検討も実施すべきである。また、微生物をめぐる国際情勢、生態環境規

制状況については、その動向を注視しながら取り組む必要がある。 

・ 当面、既存技術の習得が主要な内容になると思料されるが、技術開発プロジ

ェクトとして成果を出すためには、まず、基礎調査と簡単な室内実験、大学

への委託、専門家の会議で事業内容を十分議論する必要がある。その結果を

しっかり評価した上で、小型カラムからの浸出試験等を実施すべきである。 

・ 大きな予算で実施されるプロジェクトであることから、その事業内容を十分

検証し、今後の事業展開等により予算を適宜見直しながら効率的・効果的な

事業を推進する必要がある。 

 

 

2-3. 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） 

 

以下の理由から妥当である。 

・ このプロジェクトは、鉱山開発を巡る周囲の状況変化を理解した上で立ち上

げられたものと評価できる。 

・ 本技術開発テーマを選定するに当たり、現時点では適切に検討してきたとい

えるが、取り扱うものが微生物なので、生物財産の取り扱いについての国際

情勢、生態環境対応の変化についても検討し、幅広く対処法を考えておくこ

とが重要と考えられる。 
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３． 実施者の事業体制・運営の妥当性 

3-1. 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） 

 

以下の理由から妥当である。 

・ 技術開発実施者はバイオリーチングの実績があり選定は適切で、必要な人材

を集めて運営できる体制になっているが、技術は人に付くものなので、得ら

れた成果を持続的に保有できるような人材の確保体制作りが重要である。 

・ 実施の進行状況で研究者間の連携が必要で、パイロット規模の実施において

は企業間の競争が必要であると考えられる。今後の成果から判断したい。 

・ プロジェクトを進めるに当たっては、成果を求めることを主眼に置き、研究

担当者の判断である程度柔軟に対応できるようにすることが肝要である。 

 

 

４． 計画と比較した達成度、成果の意義 

 

4-1. 計画と比較して目標は達成されているか 

（中間評価・事後評価のみ） 

 

4-2. 要素技術から見て成果は得られているか 

（中間評価・事後評価のみ） 
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５． 成果の実用可能性、普及、広報、波及効果 

5-1. 成果の実用化の可能性（資源機構が開発された技術を利用するシナリオ

は描かれているか） 

 

以下の理由から概ね妥当である。 

・ 本プロジェクトによって確立された基盤技術に基づいて、日本企業が開発を

検討する鉱山の技術支援を実施するシナリオが明確に描かれている。高効率

的で、環境にやさしい製錬技術に基づく“低品位鉱の開発”は、世界的に重

要かつ共通の技術開発課題であり、本プロジェクトの成果は上記の 5鉱山だ

けでなく、世界各地の鉱山に対しても適用可能なものであると期待できる。 

・ 中長期的な視野で眺めると、深海底鉱物資源の開発においても有用な知見と

なる汎用性のある成果が得られる。さらに、バイオリーチング技術は、鉱山

開発とは別の切り口として、重金属汚染土壌の浄化（バイオレメディエーシ

ョン）や、スクラップからの有価金属のバイオ利用回収などの環境バイオテ

クノロジーとして捉えることができ、本プロジェクトの波及効果はきわめて

大きい。 

・ 基礎技術の習得だけでは、世界へ向けて発信できるような成果は期待できず、

実用化へのプロセスも困難が伴うと思料されるが、バクテリアは、鉱山開発

という上流分野以外に重金属汚染土壌の浄化等の下流分野にも適用可能な

技術開発要素を持つため、今後、その可能性も視野に入れてプロジェクトを

進めることを要望する。 

 

 

5-2. 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 

（中間評価・事後評価のみ） 

 

 

5-3. 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

（中間評価・事後評価のみ） 

 

 


