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“ＣＩＰ”ビデオテキスト
新しい金回収技術　ＣＩＰ

Ｎｅｗ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　Ｇｏｌｄ　Ｒｅｃｏｖｅｒｙ
ＣＩＰ

１．まえがき

　このテキストは、平成６年度に通商産業省が金属鉱業事業団に委託して実施した金属鉱業経営資源活用対策事
業の一環として作成されたものです。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に無断で複製品を作成
すること、研修以外に使用することを禁止します。

図１世界の金需要（１９８６年、旧共産圏を除く）

２．はじめに

　金は、人類と最も古いつきあいのある金属のひ
とつである。それは、人間に長い間夢とロマンを
与えてきた。
　金は、装飾品のみならず、貨幣、歯科医療など
にも多く用いられており、また最近では電子部品
の配線や、接点などなど、現代産業の最先端にも
多く用いられるようになった。図１に世界の金需
要の状況を示す。
　このように、金は、世界経済の基幹を担う重要
な金属なのである。
　それでは、これらの金はどのようにして生産さ
れてきたのであろうか。また、最新の技術ではど
のように生産されているのであろうか。

３．従来の金採取法

３−１原始的金採取法

　金の採取は、先ず砂金採りから始まったと思わ
れる。
砂金を含んだ川砂を取り水で砂を洗い流し、重い
金粒を集める方法で、現在の選鉱法分類では、重
力選鉱法である。これにもいろいろの方法がある
が、川砂を水と共に桶の中を流し、下に溜まった
金粒を集めたり（ネコ流し、Sluicing）、川砂を浅
い椀状のものに採って手で水と共に回しながら砂
と金粒を分離する法（椀がけ、Panning）等がその
代表的方法である。１９世紀のアメリカ、カナダ
のゴールドラッシュは、まさにこの方法によるも
のであった。
　現在でも、発展途上国の一部では、現地住民に
よる零細な金採取が、これらの原始的方法で行わ
れている。

３−２アマルガメーション

　また一方、水銀を用いて金を回収する方法が古
くから行われてきた。
　金や銀は、水銀と合金をつくり易い性質があ
ることは、古くから知られていた。その性質を利
用して金銀を採取する方法をアマルガメーション

（Amalgamation）と言い、その合金をアマルガム
（Amalgam）と言う。
　水と共に粉砕した金鉱石に水銀を加えて混合す
ると、金銀が水銀に溶けてアマルガムとなる。不
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写真１砂金採取の道具

を作り、薄いシアン溶液に溶解する。これをリー
チング（Leaching）と言う。この時、酸素が必要
である。
　金溶解の反応式は下記のとおりである。

4Au+8NaCN+2H2O+O2=4Na[Au(CN)2]＋４NaOH
　以下、青化法について概略を述べる
　まず、鉱石を破砕し、水と共に粉砕し、泥状の

要な土砂を水で洗い流してアマルガムを含んだ水
銀を集め、布で漉すと固体のアマルガムが残る。
それを加熱して水銀を蒸発させて金粒を得る。こ
の方法は、現在でも世界各地で零細な金採取法と

して行われており、そこでは多量の水銀が川に流
れたり、空中に放散したりして、水銀による環境
汚染が社会問題となっている。

４．近年の金採取法−青化法

　１８８８年、英国で、金銀が薄いシアン溶液に
溶けやすいという性質を利用して金銀を回収する
方法が特許として発表され、広く行われるように
なった。これを“青化法”（Cyanidation）と言う。
　金銀は、シアンと反応して化合物（シアン錯塩）

写真２アマルガメーションの状況

（a）水銀を布で漉す

（b） 残ったアマルガム

（c）アマルガムを加熱し、

　　水銀を飛ばす

（b） 金　粒
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図２青化法工程図

Crowe）法という。
　貴液中の微粒子をさらにフィルターなどで取り
除いてきれいにし、亜鉛粉末を加えて金銀と置換
させ、金銀を沈澱させる。この際、貴液中の溶存
酸素は、亜鉛の消費量を増加させるので、前もっ
て真空装置による脱酸素工程が必要である。

2Na[Au(CN)2] ＋ Zn=Na2Zn(CN)4+2Au

　この金銀の沈澱をフィルタープレスで脱水し、
熔融して金銀合金のブリオン（Bullion）を得る。

５．最近の金採取法

５−１活性炭による金回収

　１９７０年頃から、シアン溶液に溶解した金銀
を、活性炭に吸着させて回収するという技術が開
発された。
　鉱石を粉砕したパルプにシアンを加え、空気を
吹き込みながら金銀をリーチングする迄は、メリ
ルクロー法と同じである。
　この金銀が溶解したパルプ中に活性炭を投入し
て、金銀を活性炭に吸着させ、そして金銀が吸着
した活性炭だけを取り出す。
　次にこの活性炭から、加熱したアルカリ性シア
ン溶液によって金銀を溶離し、純度の高い、金銀
濃度の濃い溶液を得る。これを（Stripping）ストリッ
ピングと言う。それを直接電解して金銀を得る。

　この方法は、金銀が溶解したパルプの中に活性
炭、すなわちカーボンを入れることからカーボン・
イン・パルプ（Carbon in pulp）、略してＣＩＰと
言われてる。

５−２チオ尿素によるリーチング

　また、毒性の強いシアン溶液を用いないで、金
銀を溶解する方法が研究されている。そのひとつ
にチオ尿素（Thiourea）による金銀溶解法がある。
チオ尿素は、金銀と反応して安定な化合物を作る。
しかし、まだ青化法に比べて経済的に劣ることや、
溶液から金銀の回収技術が十分でないため、いま
だ研究の段階である。
　金とチオ尿素との反応式は下記のとおりである。

Au+2CS(NH2)2=Au[CS(NH2)2]2
+ ＋ｅ -

パルプにする。このパルプにシアン化ナトリウム
液を加え、空気を吹き込みながら金銀をリーチ
ングする。このあと、ろ過を行い、金銀を溶解し
た液を回収し、残りの残滓は尾鉱として尾鉱ダム

（Tailing dam）に送る。この際、金銀が尾鉱に逃げ
るのをできるだけ防ぐために、数回、リパルプー
ろ過水洗工程を繰り返さなければならない。
　この金銀を溶かした液のことを、貴い液、貴液

（Pregnant solution）と呼ぶ。
　この貴液より亜鉛を用いて金銀を回収する方法
が広く行われてきた。これをメリルクロー（Merrill 
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６．ＣＩＰによる金回収

６−１ＣＩＰによる金回収の実際

　ＣＩＰの工程を追って順に詳しく説明すると以
下のようになる。
　採掘された鉱石は、トラックで運搬され、破砕
され、さらに水を加えられて自生ミル（Autogenous 
mill）やボールミル（Ball mill）で細かく粉砕される。
その後、リーチング時間を長くし、活性炭とよく
接触させてリーチング効率を高めるためと、活性
炭をパルプ中によく分散させるためにシックナー
濃度を４５ないし５０％に濃縮する。パルプ濃度
が薄すぎると活性炭は下方に沈降し、パルプ濃度
が高すぎると活性炭が上方に浮遊するからである。
　パルプ中の木屑などの異物は、金銀吸着工程に

写真３抽出槽

おいて、金銀が活性炭に吸着することを妨害する
ため、スクリーンで取り除く。
　濃縮されたパルプは、最初の抽出槽に送られる。
ここで青化ソーダと石灰を加え、ｐＨを１０、シ
アン濃度を 0.05％位にし、空気を吹き込みながら
金銀をリーチングする。この時の反応時間は、鉱
石の性質によるが、数時間から数十時間である。
　金銀が溶解したパルプは、活性炭が入った吸着
層に入り、活性炭に金銀が吸着される。
　吸着層はいくつかの槽からなり、各槽はスクリー
ンを経て接続されている。それぞれの槽内の活性
炭はスクリーンを通過しないが、パルプのみがス
クリーンを通過して吸着槽を次々と流れて行く。
　一方、活性炭は微粉をスクリーンで除去した後、
最後の吸着層に供給され、パルプの流れと逆方向
に移動させる。活性炭の移動は例えば１日１回、
所定量ずつパルプと共に前の槽へと送り、各槽内

図 3　CIP 工程図
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の活性炭の量を一定に保つ。こうすることによっ
て、抽出槽のパルプ中の金銀濃度は、パルプの流
れと共に次第に低下し、逆に、活性炭上に吸着し
た金銀量は、活性炭の移動と共に次第に増加し、
活性炭１トン当たり数千グラムにまで達する。
　金銀が吸着した活性炭は、第１槽からパルプと
共に取り出され、スクリーンでパルプと分離され
て、ストリッピング工程へと送られる。
　先ず、ストリッピングする前に、酸洗浄を行い、
銅やカルシウムなどの不純物を除去し、水洗する。

　ストリッピングは、１００度前後に加熱したシ
アン０．１％、苛性ソーダ１％の溶液で行うのが普
通である。また、苛性ソーダのみで行ったり、ア
ルコールを加えた液で行うこともある。反応時間
を早めるために、加圧することもある。ストリッ
ピング時間は、１日から３日ぐらいかかる。
　金銀濃度の濃くなった貴液は、電解槽で直接電
解され、陰極に金銀が析出する。陰極には、電解
効率を上げるため、スチールウールなどが用いら
れている。

写真５吸着槽内の円筒スクリーン写真４吸着槽

写真６ストリッピング施設
図４ストリッピング工程図
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写真８電解槽

写真９溶解炉 写真１０金銀インゴット

写真７スチールウール陰極
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図 5 活性炭再活性化キルン構造図

写真１１尾鉱ダム

　陰極は穴の明いた鉄製のかごにいれられ、電槽
内にに配置される。
　電解槽は、ガスの飛散を防いだり、加温、加
圧するために密閉することもある。電解電圧は約
２．５ボルトから１０ボルト、電流効率は５％から
１０％である。
　電解排液中の金濃度のコントロールは重要で
あって、ある所では常に２０ppm 以下となるよう
にコントロールし、５ppm 以下になると電解を終
了する。
　金銀を析出した電解排液は、ストリッピング工

程に繰り返して使用される。
　金銀が析出したスチールウールは、酸洗浄やか
焼などの前処理をした後、熔剤を加え、熔解炉で
熔解し、不純物をスラグとして除き、金銀のブリ
オンを得る。
　ストリッピングし終わった活性炭は、キルンで
還元雰囲気中で１７０度位に加熱して再活性化し、
繰り返して用いられる。
　リーチングが終了したパルプは尾鉱ダムへ送ら
れ、堆積される。ダムの上澄み水は繰り返されて
用水として再使用される。
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図６ＣＩＬ工程図

６−２ ＣＩＬ

　ＣＩＰでは、吸着工程に活性炭を入れるが、リー
チングの最初から活性炭を入れて吸着させる方法
もある。これは、鉱石中に不純物として有機物や
粘土などが混じっていると、せっかく溶解した金
銀がこれらの物質に先に吸着されてしまうことを
防ぐためである。
　これを、カーボン・イン・リーチ（Carbon in 
leach）、略してＣＩＬと言う。

６−３ ヒープリーチングとの組合わせ（Ｃ
ＩＣ）

　一方、破砕した鉱石を野外に堆積し、濃いシア
ンと石灰の混合溶液を散布し、金銀をリーチング
する方法もある。これをヒープリーチング（Heap 
leaching）と言い、主としてアメリカ、オースト
ラリアの低品位鉱に対して行われている。カナダ
では、冬季に凍結のトラブルがあるため、あまり
行われていない。
　ヒープリーチングした貴液は、集められて、カ
ラムに詰められた活性炭を通して金銀を吸着さる。
これを、カーボンインカラム（Carbon in column）、
略してＣＩＣと言う。

図９生産法別金生産量

図７ヒープリーチング−ＣＩＣ工程図
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６−４活性炭の性質

　これら、一連の工程では、活性炭が大きな役目
を果たしている。したがって、活性炭の性質、そ
の取扱いがＣＩＰ操業に大きな影響を与える。
　工程中で活性炭が摩滅したり、粉化したりする
と、それは直ちに金銀のロスにつながるため、で
きるだけ活性炭が砕けないような操業に留意する
ことがポイントとなる。金銀の吸着性がよくて、
摩滅しにくく、砕けにくいものとして、椰子殻活

性炭が広く用いられている。

７．ＣＩＰの利点と欠点

　活性炭を用いたＣＩＰには、様々な利点がある。
　従来のメリルクロー法では、金銀のリーチング
液を分けるのに、ろ過、洗浄、ろ過を繰り返すため、
大がかりなシックナーやフィルターが必要である。
また、金銀を置換させるのに用いられる亜鉛粉末
のコストが大きく、硫黄、ひ素、アンチモン、銅
などの不純物が多いと亜鉛の消費量が膨大となり、
このプロセスは使えなくなる。
　また、亜鉛を加えて金銀を析出させる前に、酸
素を除去しなければならない。
　しかし、ＣＩＰでは金銀の吸着した活性炭をス
クリーンで簡単に分離できるので、設備費が少な
くてすむ。またＣＩＰは、ストリッピングにおい
て特に容易に不純物を除去することができる。す
なわち、活性炭を仲立ちとして、純度の高い金銀
の濃い濃度の液を得ることができるので、直接電

気分解して金銀を得ることが可能である。
　そして、活性炭をストリッピングした後、再活
性化することによって繰り返し再使用することが
できる。
　以上のことから、設備費および操業コストが安
くなる。特にヒープリーチングとの組合わせによっ
て、大幅なコストダウンが可能となり、金品位が
鉱石１トン当たり１ないし２グラムという低品位
の鉱石からも金を回収することが出来るように
なった。
　しかし、次点としては、活性炭への銀の吸着率
が低い点が上げられる。従って、金に比べて銀の
経済価値が大きい鉱石は、ＣＩＰよりメリルクロー
法で処理する方が有利な場合がある。

写真１２ヒープリーチング
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８．結語

　ＣＩＰは世界の金生産に大きなウエイトを占め
るようになった。
　世界の国別金生産量の推移を見てみると、この
１０年間にアメリカ、カナダ、オーストラリアの
金生産量が大きく増加している。
　図９は、金生産法別の生産量を示している。南
アにおいては、ほとんどの金生産は従来の青化法
で行われているが、アメリカ、カナダ、オースト
ラリアにおいては、ＣＩＰによる金生産が多くを
占めていることが分かる。このようにＣＩＰ技術

図 9 生産法別金生産量

図８世界の国別金生産量の推移

は、従来経済的に回収できなかったような低品位
鉱を大量に露天掘りで採掘し、ヒープリーチング
の技術とも相まって、金銀の回収を可能にした。
従来回収されなかった廃石ダンプや尾鉱堆積を
ヒープリーチングして金回収を行っている例も報
告されている。

　このように、画期的なＣＩＰ技術により、経済
的に回収可能な金鉱床の埋蔵量は飛躍的に増大し、
今後の明るい展望を示している。
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【付録】スライド説明

  スライド番号 　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

　　　１ 　　　　　前言
　　　２ 　　　　　タイトル“New Technology for Gold Recovery ＣＩＰ”
　　　３ 　　　　　世界の金需要の割合図（旧共産圏を除く、１９８６年）
　　　４ 　　　　　砂金
　　　５ 　　　　　砂金採取道具
　　　６ 　　　　　青化製錬工程図
　　　７ 　　　　　青化製抽出槽
　　　８ 　　　　　ＣＩＰ工程図
　　　９ 　　　　　ＳＵＧミル
　　１０ 　　　　　異物除去スクリーン
　　１１ 　　　　　ＣＩＰ抽出槽
　　１２ 　　　　　ＣＩＰ吸着槽
　　１３ 　　　　　ＣＩＰ吸着槽の円筒スクリーン
　　１４ 　　　　　活性炭の装入スクリーン
　　１５ 　　　　　活性炭の移送（エアリフトでパルプと共に前の槽へ送る）
　　１６ 　　　　　吸着活性炭スクリーン（吸着活性炭をパルプより分離し、水洗する）
　　１７ 　　　　　ストリッピング設備全景
　　１８ 　　　　　ストリッピング工程模式図
　　１９ 　　　　　スチールウール陰極
　　２０ 　　　　　かごに入れた陰極を電解槽に配置
　　２１ 　　　　　金銀が析出したスチールウール
　　２２ 　　　　　溶解炉
　　２３ 　　　　　活性炭再活性キルン模式図
　　２４ 　　　　　尾鉱ダム
　　２５ 　　　　　繰り返し再使用されるダム上澄水
　　２６ 　　　　　ＣＩＬ工程図
　　２７ 　　　　　ヒープリーチング−ＣＩＣ工程図
　　２８ 　　　　　ヒープリーチング
　　２９ 　　　　　ヒープリーチング貴液
　　３０ 　　　　　ＣＩＰ−青化製錬の利点比較表
　　３１ 　　　　　世界の金生産量の推移
　　３２ 　　　　　国別、生産法別の金生産量比率
　　３３ 　　　　　企画、協力、製作
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