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モリブデン 



生産の85％（中国を除く）は銅鉱山の副産物。 



銅精鉱からの回収 

• Cu, Moを同時に浮かしてから、Cuを抑制しMoを浮かして分離。 

–Mo価格が低く、分離するコストが高くなる場合はMoを分離せず、そ
のまま銅精鉱として出荷する。 

–Mo精鉱中のCu品位が高い場合には塩化第2鉄等で銅をリーチング
する事でMo品位を上げて出荷する。 



銅‐モリ分離法（１） 
Method 概要 

Roasting Method Cu-MoS2 バルク精鉱を温度250-450℃で酸化焙焼。焙焼精鉱はリパ
ルプし、オイルと気泡剤で浮選を行う。場合によっては珪酸系脈石を
カチオン系補収剤を用いて除去したのちにモリブデン浮選を行う場合
もある。これらの方法は”Utah Process”としても知られている。 

Steam Treatment Cu-MoS2バルク精鉱を濃度45-65%に濃縮し、石灰を用いてｐH１１－
１１．５に上昇させて30分から1時間程条件付けし、それから蒸気で1
～4時間、ほとんど沸点近くで処理を行う。熱処理を行った後、パルプ
は更に空気混和により温度を30～35℃までさまし、パルプ濃度を15～
25％としてオイルと気泡剤でモリブデン浮選を行う。又、ここで得られ
たモリブデン粗選精鉱を再度乾燥させ、300～400℃で焙焼した後、モ
リブデン精選を行う場合もある。 

Ferrocyanide method, Na4Fe(CN)6 本方法は基本条件を変更し、各プラントごとにアレンジ幾つかのバリ
エーションが存在するが、基本条件としては銅-モリ バルク精鉱を脱
水し、酸化剤で条件付けした後、Ferrocyanideを添加し、モリブデン浮
選を行う。精選系ではNaCNを使用する事も多い。他のバリエーション
としては以下の通り 
1 次亜塩素酸ナトリウムか過酸化水素とFerrocyanideを添加し、硫

酸でｐH調整する方法。Exfoam636（ケロシンを変異させた
Polyglycole)、燃料油、気泡剤は試薬条件の一部 

2 重クロム酸塩ーFerrocyanide。上記過酸化水素の代わりに
Na2Cr2O7を酸性ｐHで用いる。シアン化亜鉛を合わせて用いる
事が一般的。 

3 Na4Fe(CN)6＋（NH4)2Sが２次銅鉱物が含有する場合に用いられ
る。 



銅‐モリ分離法（２） 
Method 概要 

Nokes method 

 

1 バルク精鉱は脱水後Phospate ORLR744（P2S5とNaOHの反応
物）を用いて条件付けされる。（NH4)2Sを合わせて用いる事もあ
る。Ferrocyanideを精選段で用いる事が一般的であるが、NaHS
が用いられる場合もある。 

2 バルク精鉱は脱水後Arsenic Nokes（As2O3とNa2Sの反応物）を
用いて条件付けされる。通常この抑制剤は単独かNaCNか
K4Fe(CN)6と組み合わせて使用される。 

Suｌfide method 

 

本方法は現在、最も広く用いられている方法であるが、銅鉱物が
Chalcopyrite主体であり、バルク浮選で補収剤としてザンセートを用
いる必要がある。通常はNa2SやNaHSで条件付与される前に脱水が
行われる。以下の様に他の方法と組み合わせて用いられる場合もあ
る。 

NaHS:(NH4)2S=80:20 or 85:15 

NaHS+Na2Cr2O7 

NaHS+NaZn(CN)4, NaCN 

Steam+NaHS 

Steam+Na2S 



High Ca activate copper 

   Use high lime in Cu circuit 

   Remove Cu in Mo circuit 

       Softning with CO2 

 

Some depressant provides 

better selectivity than lime 

  HQS: Depressant 

               modified dextrin. 

銅‐モリ分離法（3） 



Collector in Bulk Flotation 



Effect of Oil for Moly Circuit 

Higher Viscosity oil increases Mo Recovery. 



実プラント 

分離法 



成績 



• モリブデン浮選として用いる補収剤としてのオイルはCornea 21, Sunray DX Vapor oil , 

Texaco No. 539のように粘性の高いもの程、実収率の向上が認められるが、精鉱品位
は通常わずかに低くなる。 

• 精鉱品位が低い場合はモリブデン精鉱を塩化第2鉄等で銅を溶かし、品位を上げるリ
ーチング設備を備えている鉱山が多い。 

• 気泡剤はプラントデータや試験室結果からPine Oilやalkoxy paraffinがMIBCやglycol

タイプよりも実収率が上がる場合が多い。特に泡が固く、流動性に乏しい状況が認め
られた場合には乳化剤を添加する事で実収率が大きく向上する場合がある。 

• 銅ーモリ分離では銅の鉱種や脈石の鉱種で分離法は異なるが、主たる観点は以下の
通り、 

–銅、モリのバルク浮選で補収剤としてザンセートのみを用いている場合は銅、モリ
分離で  Na2S か NaHSのみで補収剤が銅表面に吸着しているのを剥がす事が出
来る。補収剤にdithiophosphateや thionocarbamateを用いた場合は他の方法を用
いる必要がある。 

–銅鉱物がchalcopyrite主体の場合は Na2S か NaHSによる銅抑制法が可能である
がchalcocite,bornite, covellite, digenite等の場合は他の方法を検討した方が良い。 

– Caイオンは通常銅を活性化するので、銅ーモリ、バルク浮選で用いるが、銅ーモリ
分離では悪影響を及ぼすので炭酸イオンを用いてCaを除去するか、バルク浮選で
HQSのような抑制剤を用いて石灰の使用量を抑える。 

 

モリブデンまとめ 



タングステン 



新規に韓国やオーストラリアでも開発計画中 



西側W鉱山 



中国W鉱山 



タングステン価格 



一般的 

フローシート 

Recover from Grav Tail 

   Flotation 

       Fatty Acid  

   Centrifugal Grav Con 

       Knelson 

       Falcon 

       Kelsey Jig 

比重精鉱品位
アップの為 

最近の流行？ 

X線ソーター 

過去の比重
尾鉱からの回
収も 

Ore Sorter、比重選鉱共

に粒度の影響が大きく、
更に、灰重石は非常にも
ろいため、破砕、粉砕を
行うと細粒側に分配され
やすく、実収率の問題が
ある。 

 

  → 浮選の適用 



中国文献 
（タングステン浮選） 

• フローシート 

–硫化物浮選ー灰重石浮選（常温）ー高温浮選 
• Alkaline medium with sodium carbonate, sodium hydroxide to adjust pH 

to 9 to 10.5 slurry 

• Depressant: water glass (modulus 2.2 to 3), Baique bark juice , tannin and 

various phosphates 

• Common collector with oleic acid, sodium oleate, Tall oil, oxidized 

paraffin wax soap, etc 

• Pulp temperature increase to improve the scheelite flotation is an 

important, Heating method that is the use of slurry to 70 ~ 90 ℃, adding a 

lot of water glass, so that calcite surface collector is desorption, scheelite 

be selectively float. 

 
浮選は粒度の影響少なく、フローの単純化と大きな成績向上の可能性あり。 

高実収率で65％～70％WO3浮選精鉱の回収可。 



APT（Ammonium Paratungstate) 

• 灰重石鉱石を温塩酸中で１４時間攪拌し、水溶性の塩化カルシウムと不溶性のタングステン酸
（Ｈ2 ＷＯ4 ）を得、タングステン酸をろ過分離した後、沈殿物（タングステン酸）を温アンモニウム
水中で２時間攪拌し、タングステン酸アンモニウムとして溶解させ、該溶液中のＣａ、Ｆｅ、Ｓｉ、Ａｌ
イオンなどを種々の方法で沈殿させ、不純物を低減させた後、ろ過し、得られたろ液を煮詰めて
タングステン酸アンモニウムを晶出させる。 

– 酸化性雰囲気で加熱するだけで、アンモニウム分は簡単に窒素と水に分解して離脱する
ので、酸化タングステンを容易に得ることができる。 

– 酸化タングステンを鉄と混合してテルミット反応させれば、フェロタングステンが得られる。 

– 水素還元によっても、タングステンを容易に得ることができる。 

• タングステン酸ナトリウムを製造する方法としては、灰重石精鉱とソーダ灰溶液を高温高圧反応
器であるオートクレーブに入れ、２００～２５０℃、１．６～４．０MPa の条件で加熱加圧し、タング
ステン酸ナトリウムとして生成させる方法が知られている。 

• 鉄マンガン重石を含む鉱石からは、該鉱石とアルカリ金属の塩化物、炭酸塩などを、５００～８０
０℃の温度で反応させ、水溶性のタングステン有価物を得、これから金属タングステンを抽出す
る方法が知られている。 

 

 
APT精製方法は特許も多く、パテント マップの製作が必要 



日本のタングステン鉱山 

• 品位は世界有数。 

–中国の価格攻勢 

–円高 

• フローシートは比重選鉱精鉱を磁
選、硫化物浮選でアップグレード 

–非常にコンベンショナル 

–喜和田鉱山では独自に選鉱も
持たず大谷鉱山で選鉱 

 

 

• 京都府の鐘打鉱山
（1982 年閉山） 

• 兵庫県の大谷鉱山
（1983 年閉山） 

• 茨城県の高取鉱山
（1985 年閉山） 

• 山口県の喜和田鉱
山と玖珂鉱山 

  （1992 年閉山） 

新技術適用による採算性向上の可能性 

  浮選 （低品位、大量処理） 

  環境負荷 （坑内充填、ドライスタック） 

    



まとめ 

• これまでのタングステン選鉱方法は比重選鉱を行い、得られ
た比重選鉱精鉱を磁選や硫化物浮選を用いてアップグレー
ドし、WO3＞65%の精鉱を回収する方法が一般的。 

–実収率は通常低い。（細粒の処理） 

 

• 近年、中国で浮選法が発展。高品位精鉱を高実収率で得ら
れるようになってきている。 

–韓国Sang Dong鉱山他 

–日本のタングステン鉱山でも新技術を適用する事
で再開発の可能性も 



バナジウム 

（参考） 





バナジウム回収フロー 



ブラジルMARACAS鉱山 
F/Sより 

選鉱はMagnetiteの

磁選分離のみで後
はリーチング 


