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事業の概要
二次硫化鉱のリーチング試験
微生物の探索



2事業概要(1)

（１） 海外資源開発を巡る状況の変化

<世界>
・中国、インド等の新興国における金属鉱物資源の需要増加
・非鉄メジャーの資源供給シェアの拡大（寡占化）
・鉱石の低品位化・砒素含有量の増加・鉱床の深部化・奥地化等

○資源ビジネスの主役である民間企業
＊金属価格の高騰等⇒権益確保・拡大の加速化
＊様々な開発ステージに参入⇒技術開発（支援）ニーズの多様化

<我が国>
・低廉で安定的な鉱石確保に向けた取り組み
・鉱山開発リスクへの対応



3事業概要(2)

（２）新規技術開発の必要性

生産技術分野（選鉱、製錬等）における技術開発（支援）が必要

○権益確保・拡大の加速化
⇒海外有望鉱床の早期獲得を支援する取り組み
＊鉱山評価のスピード・アップ化、精度の向上が必要

○技術開発（支援）ニーズの多様化
⇒個別ケースに応じた最適な技術開発（支援）ツールの確立
＊これまでの探鉱分野に加えて、鉱石の選鉱・冶金学的処理技術の
難易度、経済的観点からの技術評価が必要



4事業概要(3)

（３）技術開発テーマの選定

リーチング・湿式製錬技術開発（L-SX-EW法）

○近年の可採対象鉱石の特徴

＊環境低負荷型の開発

＊中小規模鉱床の開発
（低開発コスト・開発期間が短い）

＊新たな資源の開発
（ズリとされた低品位鉱の開発）

・大規模開発（鉱量増加） ・乾式製錬所が敬遠（ペナルティ）
・環境規制強化（SOx等を含む）

世界の鉱山開発の競争力強化に資する重要な要因

低品位化 砒素含有量の増加



5事業概要(4)

（４）湿式製錬技術とバイオ・リーチングの現状

・世界の銅資源の約65%を占める斑岩銅鉱床は、通常、地表部から深部に向かい、
酸化鉱物帯、二次硫化鉱物帯 （二次富化帯）、一次硫化鉱物帯で構成され、それぞ
れ品位、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

・近年、初期投資、操業コスト低減、さらにはコスト競争力、環境問題等の観点から、こ
れまで低品位のためズリであった酸化鉱が湿式製錬（SX-EW法）の技術開発の結果、
鉱石となる（通常、乾式製錬で処理される硫化鉱に対してもその適用拡大に向けた研
究が世界で展開中）

・硫化鉱を湿式製錬で処理する場合の問題点は、その浸出速度が遅く経済的に銅を
回収できないこと。このため、バイオ等を活用した浸出速度向上に関する研究が盛ん
に実施中

低品位一次硫化銅鉱を対象としたバイオリーチング研究の実施



6事業概要(5)

（５）目的
我が国民間企業の海外鉱山開発を支援する
⇒低品位鉱床を経済的に開発可能とする湿式製錬技術開発を実施

（６）事業期間・実施場所
・事業期間：第1期平成17～19年度（3年間）

第2期平成20～24年度（5年間）
・実施場所：金属資源技術研究所

（秋田県小坂町）
他に、基礎的な研究分野などのついては、大学等の研究機
関と共同研究を実施 金属資源技術研究所



7事業概要(6)



8二次硫化銅鉱の浸出挙動
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粗鉱：5kg
鉱石径：-10mm
pH1.5
浸出液滴下量：2ml/min.
浸出温度：30℃

A鉱石(南米)

B鉱石(東南アジア)

C鉱石(南米)

(カラム試験)

10日 90日
浸出初期に差

出典：田村ら：資源・素材学会秋季大会講演集,p3-4(2008)一部改編

Cu 1.02%

Cu 0.29%

Cu 1.51%



9Fe3+添加の効果

浸出速度が増加

Fe(Ⅲ)量を増加 → 浸出初期の浸出速度が増加

中村ら：資源・素材学会春季大会講演集,p77-78(2009) 

Cu2S + Fe2(SO4)3
→ CuS + CuSO4 + 2FeSO4



10浸出温度の効果
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初期pH1、浸出温度：40℃
Fe(Ⅲ)：500mg/L浸出速度が大きく増加

Fe(Ⅲ)供給＋浸出温度の上昇 → さらに浸出速度が増加

中村ら：資源・素材学会春季大会講演集,p77-78(2009) 



11浸出液pHの影響

pH → 浸出初期において浸出速度が増加

中村ら：資源・素材学会春季大会(2009)で発表

浸出速度が増加



12二次硫化鉱のカラムリーチング試験

＜実操業データ＞
対象鉱石：酸化銅を含む二次硫化鉱
平均銅品位：0.69%
銅回収率：65%（226日間）

カラム連続試験の試験条件

※バクテリアはアグロメレーション時に接種

＜試験で使用した鉱石の基礎データ＞
対象鉱石：約85％が輝銅鉱
平均銅品位：1.51%
銅回収率：65%（150日間）

比較



13カラムリーチング試験結果

硫酸：8g/l

硫酸：8g/l＋Fe3+：100mg/l

硫酸：8g/l＋Fe3+：100mg/l＋鉄酸化細菌

硫酸：8g/l＋Fe3+：1,000mg/l

出典：田村ら：Journal of MMIJ,p207-210(2009) 



14二次硫化鉱のリーチング試験（まとめ）

• 鉱山によって二次硫化鉱（同じような銅鉱
物構成ながら）の浸出率に差がある。

• 浸出温度を高く、pHを低くしても、浸出初
期の銅浸出率向上には限界がある。一番効
果があったのは、酸化剤としてのFe3+の供
給と同時に浸出温度を高めることであった。

• 鉄酸化細菌を接種することで、低い鉄濃度
でも浸出率を向上できる。

• 今後、微生物探索で抽出された菌などを
使って試験を行う予定。



15試験方法（微生物のスクリーニング）

除鉄ATCC1903培地の組成

(NH4)2SO4 0.13 g

KH2PO4 0.027 g

MgCl2･6H2O 0.025 g

CaCl2･2H2O 0.147 g

微量成分 1 ml

蒸留水 1000 ml

微量成分

MnCl2･4H2O 0.1 g

ZnCl2 0.07 g

CoCl2･6H2O 0.12 g

H3BO3 0.031 g

Na2MoO4･2H2O 0.0852 g

蒸留水 1000 ml

硫黄 硫酸鉄(Ⅱ) 坑廃水など

栄養塩

or

30℃、120rpmで振とう培養



16スクリーニング結果

坑廃水・澱物など 18サイト・41サンプル

15サンプル
で増殖

鉄
培

地
で
培

養

硫
黄

培
地

で
培

養

黄銅鉱精鉱のリーチング試験へ

21サンプル
で増殖



17鉄酸化集積菌による銅精鉱浸出

Acidithiobacillus ferrooxidans (ATCC23270)

細菌非接種

細菌増殖観察できず（<105cells/ml）

迫田ら：資源・素材学会春季大会(2009)で発表



18硫黄酸化集積菌による銅精鉱浸出

Acidithiobacillus ferrooxidans (ATCC23270)

細菌増殖観察できず（<105cells/ml）

細菌非接種

ⅡYA3S集積菌

SA1S集積菌

遺伝子解析の結果
Acidithiobacillus 
ferrooxidansに加えて、
Alicyclobacillus属の細菌が
検出された

Alicyclobacillus属
中温～中度好熱性菌で、鉄・硫
黄酸化能あり

Alicyclobacillus属
の弱い鉄酸化能力が
影響？

迫田ら：資源・素材学会春季大会(2009)で発表



19微生物探索（まとめ）

• 硫黄を基質としてスクリーニングした微生
物群の方が、鉄を基質としたものに比べて、
黄銅鉱浸出に有用である可能性が高い。

• 単独の微生物よりも複数の微生物の組み合
わせによる微生物群のほうが高い浸出率を
得られる可能性がある。



20平成21年度計画

• 一次硫化鉱のカラム試験装置によるバイオ
リーチング試験

– 微生物探索により得られた有用菌を接種

– 試験対象鉱山を拡大

• 好熱性菌の探索

– 高温（40～60°C）で活動する菌の探索

• 一次硫化鉱を対象とした高温リーチング試験

– 好熱性菌を接種



21温度制御型カラムリーチング装置

グラスウール

浸出対象鉱石

浸出貴液タンク

内径：φ100mm
外径：φ150mm
高さ：1,000mm
塩ビ管

定量ポンプ

浸出液タンク

恒温水槽

温水

温水

田村ら：Journal of MMIJ,p207-210(2009)一部改編



終了
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