
一部内容を変更致しましたので、朱字のとおり公募要領を変更させていただきます。 

（令和３年１０月２０日） 

 

「令和３年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」に係るテーマの公募について 

 

令和３年５月３１日 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

契約担当役 

金属資源開発本部長 霜鳥 洋 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）は､現場ニーズ等に対

する技術支援事業の対象テーマを公募します。本事業による支援をご希望の方は、下記要領をお

読みの上、ご応募ください。 

 

記 

 

Ⅰ 技術支援事業の概要 

 

１．目的 

我が国企業の技術的競争力の維持・向上、及び鉱山権益等獲得の促進を図ることにより、金属

資源の我が国への安定供給に資することを目的とします。 

 

２．対象鉱種 

事業の対象は、銅、鉛、亜鉛、マンガン、金、ニッケル、ウラン、ボーキサイト、クローム、

すず、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモニー、リチウム、ボ

ロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類、白金族、鉄、ベリリウム、ガリウム、ゲ

ルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、

ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、

リン及びカリウムのいずれかの鉱種を対象とする案件とします。 

 

３．その他 

(1) 新型コロナウイルス感染症の流行状況等によっては、事業を中止したり、事業内容を変更し

たりする場合があります。 



(2) 本事業に係る手続等のために当機構に入構される場合は、感染拡大防止対策（マスク着用、

手指消毒等）を徹底してください。 

 

Ⅱ 共同スタディ 

共同スタディは、応募者と機構が共同で現場の技術課題に取り組むものです。共同スタディの

結果は、応募者の承諾を得られた範囲内で機構ホームページに公表します。 

 

１．テーマ 

共同スタディの対象となる事業（以下、「共同スタディ事業」という。）は、以下のカテゴリ

ーのいずれかに該当するテーマとします。 

(1) 操業現場の生産技術等の共同スタディ 

鉱山・製錬所等（以下、「鉱山等」という。）の操業現場における採鉱、選鉱、製錬、環境対

策等の技術や、探査現場における探査技術（以下、「生産技術等」という。）を対象に、技術課

題の解決を図るもの。又は、鉱山等の操業現場における脱炭素化やリサイクルの促進を図るもの。 

(2) 鉱山等評価の共同スタディ 

鉱山等の権益の取得（オフテイク権の取得を含む）又は鉱山等の開発を行う際の、事業の評価

を行うもの。 

 

２．応募者の資格要件 

応募者は、下記(1)(2)のいずれかに該当するもの（以下、「本邦法人等」という。）とします。 

(1) 本邦法人又は複数の本邦法人の共同提案の場合 

応募者、共同応募の場合は応募者のいずれかが令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・

３３年度）競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の製造」、｢物品の販売｣又は「役務の提供

等｣において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」のいずれかの資格を有すること。 

※上記参加資格を有していない場合は応募前にご相談下さい。 

 【参考】統一資格審査申請・調達情報検索サイト 

  応募者https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html 

(2) 本邦法人の海外子会社の提案の場合 

応募者は、提案書提出前に財務諸表等経営状況が確認できる資料を機構に提出し、その経営状

況等に関して機構の承認を得ること。 

 

 



３．共同スタディに係る経費の負担 

 機構は、共同スタディに係る経費（以下、「共同スタディ費用」という。）のうち５０％（端

数発生時は切り捨て）を負担します。共同スタディ費用の対象経費は別紙のとおりです。 

 なお、税抜き10万円以上の備品（以下、「資産」という。）は、共同スタディの実施に必要不

可欠であり、かつ事前協議により機構がその購入・製作を対象経費と認めた場合に限り購入可能

であり、その取扱は以下のとおりとします。 

 資産は、応募者と機構が共同で所有する。 

 資産の取得に係る諸手続は応募者が行う。 

 資産の保守・管理に係る費用及び租税公課は応募者が負担する。 

 共同スタディの終了後、応募者は残存簿価により資産を有償で速やかに買い取る。資産

が価値を無くした場合は、応募者の負担で処分する。 

 共同保有期間中、応募者が対象共同スタディ以外の用途で資産を利用する場合、応募者

と機構は事前に使用料を定め、応募者は機構所有権に応じて機構に使用料を支払う。 

 以上の資産の取扱条件は、別途文書にて確認を行う。 

 

４．共同スタディ事業の概要 

(1) 実施期間 

令和３年度の実施期間は、原則として契約締結日から令和４年３月１１日までとします。 

なお、契約は単年度で行いますが、事業計画は複数年度（２年間）であっても差し支えありま

せん。複数年度の事業計画の提案書を採択する場合は、以下を条件とします。 

 応募者は、毎年度末までに報告書及び次年度計画書を提出すること。 

 共同スタディ費用の精算は年度毎に行うこと。 

 次年度の契約を保証するものではないこと。 

(2) 共同スタディ費用 

１件当たりの共同スタディ費用の上限は４，０００万円（消費税及び地方消費税含む。）（う

ち機構負担分は２，０００万円（消費税及び地方消費税含む。））を目処とします。 

  



(3) 実施体制フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．公募スケジュール（予定） 

  令和３年 ５月３１日 公募開始（提案書の受付開始） 

  令和３年１２月２４日 公募締め切り（提案書の受付終了） 

※ 採択した共同スタディ費用の合計が所定額に達したときには、受付期間中であっても公募を

締め切る場合があります。 

 

６．応募者を構成する者の資格 

ご提案いただくテーマが属する各カテゴリーに応じて、応募者は以下の全ての要件を満たすこ

とが必要です。 

（1) 操業現場の生産技術等の共同スタディ 

① 海外又は国内の鉱山等において金属鉱業等を営む本邦法人等であり、スタディ対象現場

において探査、採掘、選鉱、製錬等を行う権利（オフテイク権を含む）を有すること。 

② 鉱山等の操業又は探査に関して技術的な課題を有すること。 

③ スタディ対象現場で生産される若しくは生産予定の金属鉱産物（鉱石又は地金等）を本

邦法人等に供給していること、又は供給する意思があること。 

④ 共同スタディに従事するスタッフを確保するとともに、機構との連絡調整や打合せ等に

⑨報告書公開（要約版） 外注先 

②提案書の提出 

③審査・採択結果の通知 

④共同スタディ契約の締結 

⑤技術的アドバイス 
最新技術情報の提供 

⑦スタディ実績報告書の提出 

⑥発注、作業管理 

⑧対象スタディ費用の確定 
機構負担分の支払い 

①公募 

機 
 

構 
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適切に対応出来ること。 

(2) 鉱山等評価の共同スタディ 

① 海外若しくは国内において金属鉱業等を営む本邦法人等、又は海外若しくは国内の金属

資源の開発に必要な資金を提供する本邦法人等であり、スタディ対象現場において採鉱、

選鉱、製錬等を行う権利（オフテイク権を含む）を有すること、又はその権利を取得する

意思を有すること。 

② スタディ対象事業の推進に当たり、技術的な評価が必要であること。 

③ 金属鉱産物（鉱石又は地金等）を本邦法人等に対して供給していること、または供給す

る意思があること。 

④ 共同スタディに従事するスタッフを確保するとともに、機構との連絡調整や打合せ等に

適切に対応出来ること。 

 

７．応募方法 

(1) 応募者は、別添１「提案書様式」にしたがい提案書を作成し、郵便、持ち込み又はE-mail（PDF

ファイル）によりご提出ください。 

(2) 「提案書様式」は機構ホームページからダウンロードできます。 

(3) 提案書等、提出書類は日本語で作成してください。 

(4) 応募者は、計画する事業内容や希望する予算額について、事前に担当者にご相談ください。 

 

８．契約書 

機構の審査の結果、提案書が採択された場合、応募者と機構は別添２「契約書様式」にしたが

い契約を締結します。契約内容を承諾の上でご応募ください。 

 

９．提案書の提出期限と提出先 

(1) 提出期限 

令和３年１２月２４日 

(2) 提出先 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング西棟１５階 

   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

   資源開発部技術課 

   E-mail：koubo-h37@jogmec.go.jp 

(3) 提出書類の取り扱い 



ご提出いただいた提案書は本公募の採択審査にのみ使用します。返却はいたしませんので、ご

了承ください。 

 

１０．審査 

機構は、提案書のご提出を受けて、以下の項目にしたがって審査を行い採択の可否を決定しま

す。審査終了後に結果をご連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかね

ることをご了承ください。 

(1) 対象鉱種 

(2) 応募者の資格要件 

(3) 提案内容の評価 

① 操業現場の生産技術等案件の場合 

1) 鉱石、地金の我が国への供給に対する貢献度。 

2) 期待される生産量増大やコスト削減効果など、成果の大きさ。 

3) 技術確立の可能性の大きさ。 

4) 技術の汎用性や共通性など、我が国への金属資源の安定供給に対する成果の波及効果。 

5) 技術的課題の特殊性（課題の難易度・顕在性や供給源の多様化など）。 

② 鉱山等評価案件の場合 

1) 我が国（本邦法人等）への供給に対して期待される貢献度。 

2) 確保される鉱量や金属回収量の規模など、成果の活用効果の大きさ。 

3) 金属資源開発実現・促進のために必要な技術的課題の絞り込み、それに対する対応策の

具体的な提示の有無。 

4) 3)の技術的課題が解決された場合の、我が国への金属資源の安定供給に対する成果の

波及効果。 

5) 金属資源開発案件としての特殊性（ア．我が国への供給がこれまでにないか、又は極め

て少ない国・地域である、イ．開発対象鉱種の僅少性、開発手法の新規性が高い、等を

考慮する。） 

 

１１．注意事項 

(1) 共同提案の場合、国の競争参加資格（全省庁統一資格）に記載された企業の代表者以外の者

を代表者として提案書に記載する場合は、提案書とあわせて委任状をご提出ください。 

(2) 提案書の作成や応募に要する費用は応募者の負担となります。 

(3) 提案書には実行可能な作業のみを記載してください。 



(4) 提案書に記載された内容に虚偽があることが確認されたときには、採択通知後でも採択を取

り消す場合があります。 

(5) 提案書が採択された場合は、速やかな共同スタディ契約の締結にご協力ください。 

(6) 原則として、採択通知後の辞退は出来ません。 

 

１２．お問い合わせ先 

本公募に関するお問い合わせは以下のE-mailアドレスにお願いします。 

   E-mail：koubo-h37@jogmec.go.jp 

   担 当：資源開発部技術課 児玉 

 

Ⅲ コンサルティング 

コンサルティングは、応募者が有する技術課題のうち、その解決によって、特に我が国への金

属鉱産物の安定供給に寄与しうると判断されるものに対して、機構がアドバイザリー業務を行う

ものです。 

なお、コンサルティングを通じて得た情報については、応募者の承諾を得られた範囲内で、機

構が主催するセミナーなどにおいて公表する場合があります。 

 

１．テーマ 

コンサルティングの対象となるテーマは、応募者が権利を保有している若しくは権利の取得を

検討している鉱山・製錬所等における技術課題（採鉱、選鉱、製錬、環境対策等）、又はこれら

に関連する技術評価とします。なお、コンサルティングの範囲、内容については応募者と機構の

協議の上で決定します。 

 

２．応募者の資格要件 

応募者は、本邦法人であり、令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）競争参

加資格（全省庁統一資格）の「物品の製造」、｢物品の販売｣又は「役務の提供等｣において、「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」のいずれかの資格を有するものとします。 

※上記参加資格を有していない場合は応募前にご相談下さい。 

 【参考】統一資格審査申請・調達情報検索サイト 

  応募者https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html 

 

３．経費の負担 



原則として応募者の経費負担はありませんが、協議により、情報収集に係る旅費・交通費、資

料購入費等を請求させていただく場合があります。 

 

４．コンサルティングの概要 

(1) 実施期間 

原則として、令和３年度の実施期間は締結日から令和４年３月１１日までとします。 

(2) 実施体制フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．公募スケジュール（予定） 

  令和３年 ５月３１日  公募開始（支援依頼書の受付開始） 

  令和３年１０月２９日  公募締め切り（支援依頼書の受付終了） 

※ 応募多数の場合、受付期間中であっても公募を締め切る場合があります。 

 

６．応募者の資格 

応募者は以下の全ての要件を満たすことが必要です。 

① 海外又は国内の鉱山等において金属鉱業等を営む本邦法人等であって、コンサルティン

グ対象現場において採掘、選鉱、製錬等を行う権利（オフテイク権を含む）を有すること、

又はその権利を取得する意思を有すること。 

② コンサルティング対象現場で生産される若しくは生産予定の金属鉱産物（鉱石又は地金

⑦公表 

②支援依頼書の提出 

③審査・採択結果の通知 

④契約の締結(必要に応じ) 

⑤支援の提供 

⑥費用の請求(場合により) 

①公募 
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等）を本邦法人等に対して供給していること、又は供給する意思があること。 

③ 機構との連絡調整や打合せ等に適切に対応出来ること。 

 

７．応募方法 

(1) 応募者は、別添３「支援依頼書様式」にしたがい支援依頼書を作成し、郵便、持ち込み又は

E-mail（PDFファイル）によりご提出ください。 

(2) 「支援依頼書様式」は、機構ホームページからダウンロードできます。 

(3) 支援依頼書は日本語で作成してください。 

(4) 応募者は、機構に要望するアドバイザリー業務の内容等について、事前に担当者にご相談く

ださい。 

 

８．契約書 

機構の審査の結果、提案書が採択された場合、応募者と機構の協議の上、相互の守秘義務遵守

や知的財産権の保護等を目的とした契約書を締結する場合があります。 

 

９．支援依頼書の提出期限と提出先 

(1) 提出期限 

令和３年１０月２９日 

(2) 提出先 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング西棟１５階 

   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

   資源開発部技術課 

   E-mail：koubo-h37@jogmec.go.jp 

(3) 提出書類の取り扱い 

ご提出いただいた支援依頼書は本公募の採択審査にのみ使用します。返却はいたしませんので、

ご了承ください。 

 

１０．審査 

機構は、支援依頼書のご提出を受けて、以下の項目にしたがって審査を行い採択の可否を決定

します。審査終了後に結果をご連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じ

かねることをご了承ください。 

(1) 対象鉱種 



(2) 応募者の資格要件 

(3) 支援依頼内容の評価 

Ⅱ 共同スタディ１０．(3)「① 操業現場の生産技術等案件の場合」の審査項目に準じる。 

 

１１．注意事項 

(1) 支援依頼書の作成や応募に要する費用は応募者の負担となります。 

(2) 支援依頼書に記載された内容に虚偽があることが確認されたときには、採択通知後でも採択

を取り消す場合があります。 

(3) 支援依頼書が採択された場合は、コンサルティングの実施にご協力ください。 

(4) 原則として、採択通知後の辞退は出来ません。 

(5) コンサルティングの結果に基づいて行われた応募者の行為・判断の結果について、機構は責

任を負いません。 

 

１２．お問い合わせ先 

 本公募に関するお問い合わせは以下のE-mailアドレスにお願いします。 

   E-mail：koubo-h37@jogmec.go.jp 

   担 当：資源開発部技術課 児玉 

 

以 上  



別 紙 

 

共同スタディ費用の対象経費 

 

１．対象となる経費 

（１）試験、分析及びデータ解析等に係る再委託・外注費（請負その他委託の形式を問わない） 

（２）外部専門家・技術者等の派遣に係る旅費交通費、謝金及び雑役務費 

（３）試験等に要する消耗品、資機材及び分析試薬等の購入費 

（４）参考図書、資料等の購入費 

（５）報告書、報告書付帯資料等の作成費 

（６）その他、機構が対象経費と認めるもの 

 

２．対象外となる経費の例示 

（１）応募者の人件費、旅費・交通費 

（２）所有権の移転･譲渡が許諾されていないソフトウェア等の購入に係る費用 

（３）１０万円（税抜き）を超える備品の購入・製作、改修、修理等にかかる費用（ただし、

「３．共同スタディ事業に係る経費の負担」のとおり、機構が特に認める場合を除く） 

（４）試験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等の調整･校正･点検にかかる費用（ただ

し、(3)の機構が特に対象経費と認めた備品の導入時にかかる場合を除く） 

（５）光熱水費 

（６）各種保守料・保険料 

（７）公租公課（共同スタディ費用で購入した備品に係る固定資産税を含む） 

 

以上 

 


