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 近年、世界的な鉱物資源の需要拡大による原料確保のための権益獲得競争の動きが一

層活発化する中で、環境保全対策や循環型社会の構築に向けた積極的な対応が求められ

るなど、我が国の金属資源産業が置かれている状況は大きく変化している。一方で資源

開発事業の進展により、採掘対象の低品位化、探査ターゲットの奥地化や潜頭化など、

より技術的リスクの高い鉱床の開発へと移行しており、より効果的な選鉱・製錬等の生

産技術が求められている。これらに対応する技術が企業の競争力を左右しているのが現

状である。 

 このような背景のもとに、独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構では、我が

国の金属資源産業が抱える技術課題等を把握し、我が国企業が関与する操業現場や鉱山

開発等の案件を対象とし、生産技術や鉱山開発・FS評価に対する技術支援を行うために、

平成１７年度から現場ニーズ等に対する技術支援事業を開始した。 

 本報告書は、平成１８年度の提案公募によって採択した支援事業のうち、カザフスタ

ン産の低品位タングステン精鉱からＡＰＴ（パラタングステン酸アンモニウム）を安価

に製造するプロセス技術を要素技術試験及び設備確性試験によって検証することを目

的とした共同スタディの成果をとりまとめたものである。 

 本報告書が、関係各位の参考になれば幸甚である。 
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Ⅰ 共同スタディ概要 
 Ⅰ-1 目 的 

 Ⅰ-1-1 背 景 

     タングステン資源は、地域的に偏在しており、我が国としてはその安定的確保

が重要である。一般に、タングステンは鉱石中に 1%程度以下しか含まれておらず、

これを選鉱により濃縮して精鉱とした後、湿式精錬により高純度の化成品である

パラタングステン酸アンモニウム（APT）を製造し、これを種々の最終製品の出

発原料としている。湿式精錬では、通常、最初に精鉱をアルカリと高温高圧のオ

ートクレーブを用いて反応させて、タングステンを可溶性のタングステン酸ナト

リウムに変換する。その後、このタングステン酸ナトリウムを含むスラリーに種々

の操作を加えて APT を製造する。 
     このような湿式精錬の特徴から、精鉱中にシリカやアルミナが多く含まれてい

ると高温高圧下でアルカリに溶解してしまい、下工程に悪影響を与えるため、使

用する精鉱には高品位のものが求められる。実際に、ウォルフラマイト精鉱では

WO3含有率が 70%（理論値は約 75%）以上と純度の高いものが使用されているの

が実状である。 
     一方、選鉱が困難なため、低品位の精鉱しか得られないタングステン含有鉱物

が多く存在することが知られており、もしも低品位の精鉱を湿式精錬に用いるこ

とが可能となれば、資源の安定的確保につながる。 
 
 Ⅰ-1-2 共同スタディの目的 

   本共同スタディは、低品位タングステン精鉱に適した事前処理技術（粉砕）に

よって粉砕物が湿式精錬に適用可能となることを検証するため、実機におけるス

ケールアップ化の課題を解決し、湿式精錬に関する基礎データを取得することを

目的とした。 
 
 Ⅰ-2 共同スタディ内容 

 Ⅰ-2-1 共同スタディ方法 
(1) 実機による粉砕 

      原料は、カザフスタン産の低品位ウォルフラマイト精鉱（WO3純分が約 49%
と低いのが特徴）を対象とした。ウォルフラマイトは柔らかく、シリカとアル

ミナは硬いという物性のため、ウォルフラマイトのみを微粉化し、シリカとア

ルミナは相対的に粗粒に留まる粉砕条件が存在する。このような条件で得た粉

砕物をアルカリと反応させることによって、微粉化して表面積が大きくなった

ウォルフラマイトが容易に溶解する一方で、粗く表面積の少ないシリカとアル

ミナの溶解を最小限に留めることができる。 



 

     この事前処理では、粉砕時間を厳密に管理する必要があるため、粉砕機は連

続式ではなくバッチ式のものを選定した。バッチ式の場合、媒体と共存する多

量の粉砕物を短時間で分離回収しなければならないという排出性の課題がある

ため、バグフィルターを用いた密閉系で空気輸送による回収方法を採用した。

実機での粉砕物の排出･回収時間を短縮する条件を見出すことは、生産性の観点

から重要である。 
また、実験室規模では、粉砕後の精鉱から 99%のタングステンが抽出可能で

あることを把握しているが、実機の粉砕機においても同様の結果が得られるか

を確認する必要がある。 
 

(2) 湿式精錬に関する基礎データの取得 
      湿式精錬に関しては、旧ソ連時代からタングステン精錬の研究拠点として知

られるカザフスタン工科大学が開発したプロセスを採用した。このプロセスの

特徴は、以下に示すとおりである。 
① 精鉱と苛性ソーダとの反応で得たスラリーをろ過して、タングステン酸ナト

リウムを主体とするろ液を得る。 
② ろ液に酸を加えて pH=1 とし、加水分解によって WO3の沈殿を得る。 
③ WO3 沈殿をアンモニア溶液に溶解し、蒸発・濃縮操作により、APT を析出

させる。 
         今回対象としている精鉱は低品位であるため、①～③の各プロセスについて、

基礎データを採取し、最適なプロセス条件を知ることが必要である。特に、②

のプロセスで発生する酸性廃液の再利用と③のプロセスで APT 析出後の母液に

残存するタングステンの回収は経済的観点から重要であり、その工業的可能性

を判断するためのデータ取得に主眼を置いた。 
 
 Ⅰ-2-2 共同スタディ実施期間 

     平成 19 年 3 月 14 日～平成 20 年 3 月 18 日 
 
 Ⅰ-2-3 共同スタディ従事者 

     独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部 
     ＪＦＥミネラル株式会社 技術研究所 
                 機能素材営業部 
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Ⅱ 共同スタディ結果 
 Ⅱ-1 実機による粉砕 

 Ⅱ-1-1 湿式精錬前処理工程（粉砕工程） 
     湿式精錬の前処理工程である原料粉砕工程では、粉砕機から短時間で粉砕物に

回収する目的で、空気輸送を行うためにバグフィルターを有する粉砕システムを

採用した。実機の粉砕システム（以下、実機）の仕様は、研究室の小規模粉砕シ

ステム（以下、ラボ機）による基礎データに基づき決定し、その後に実機を用い

て基礎データとの整合性を計り、再度ラボ機を用いて仕様の見直しを行った上で

安定操業条件を構築した。ラボ機及び実機のフローをFig.1に示す。 
 

粉 砕 吸引回収 湿式精錬用試料 原料投入 

 
 
 
 
 

Fig.1 Outline of milling system 
粉砕システム 

 
 Ⅱ-1-2 粉砕材料 

今回の試験では、カザフスタン共和国で選鉱されたウォルフラマイト精鉱を主

とする原料（以下、粉砕原料）を使用した。本粉砕原料の物理特性である含水量、

かさ比重並びに粒度構成を Table 1 に示す。 
 

Table 1 Physical characteristic of raw material 
材料名 粉砕原料 

かさ密度（kg/ｌ） 3.63 
含水量 1％未満 
粒径（μｍ） 通過率（％） 

297 
149 
75 
45 

79 
42 
14 
2  

 
 Ⅱ-1-3 ラボ機を用いた負荷試験 

(1) 粉砕試験方法 
      250kg相当の粉砕原料を、湿式精錬工程で効率的に処理可能な粉砕機の仕様を

選定するため、ラボ機を用いて粉砕並びに吸引試験を行った。最適粉砕条件に

ついては、4バッチから採取した粉砕試料を研究室で化学的に処理した上でWO3
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を回収し、その回収率に基づき評価した。Table 2に今回使用したラボ機の粉砕

機仕様を示す。 
 

Table 2 Specification of pilot mill 
  仕   様 

電動機出力 
 （KW） 

操業方式  粉砕量 
 （kg） 

粉砕室容量 
（L） 

  7.5 バッチ式 30 100 
  

(2) 吸引試験方法 
      今回使用している粉砕システムは、粉砕機部で粉砕された原料を次の2方法で

吸引･回収することができる。吸引･回収は、吸引効率を向上させるために、粉

砕機を運転した状態で行う。 
吸引･回収方法： 
a. 上部排出法：粉砕機の上部側より拡散している粉砕原料を吸引回収する方法 
b. 下部排出法：粉砕機の下部より破砕室下部に滞留する粉砕物を圧縮空気の助

力により吸引回収する方法 
Fig.2に、簡潔に吸引･回収機構の概要を示す。 

 
バグフィルター 

 
 
 
 
 
 
 

 

圧縮空気 

下部排出法用配管 

上部排出法用配管 

粉砕物回収ドラム 

排気 

吸引配管 

風量調整ダンパー 

粉砕物の流れ 

排出バルブ 
破砕機 

吸引ファン 

 

Fig.2 Schematic drawing of transportation of the milled material 
 

      粉砕物は、原料の種類又は粉砕条件により粉体特性が異なるため、上部排出

法又は下部排出法のどちらが最適であるかを検討する必要がある。そこで、粉

砕済み原料を用いて、Table 3に示す吸引条件にて15秒毎に吸引経過時間と累積

回収率の関係を測定した。吸引風量は、ラボ機の吸引ファンの公称最大能力で

ある2m３／分に固定した。 
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Table3 List of aspirating condition of each test with pilot milling system 
 試験条件 

試験名 投入量(kg) 吸引方法 吸引時間(分) 圧縮空気注入量（ｍ３/分） 
吸引試験 1-1 15.4 上部排出法 15 圧縮空気なし 
吸引試験 1-2 15.4 下部排出法 15 0.125 
吸引試験 1-3 15.4 下部排出法 15 0.24 
吸引試験 1-4 15.4 下部排出法 15 0.375 

 
 Ⅱ-1-4 ラボ機を用いた負荷試験結果 

(1) 粉砕試験結果 
      粉砕試験で得られた4試料の粉砕試料の粒度構成をFig.3に示す。粒度構成分析

には、レーザー回析分散法を応用したマイクロトラック粒度分析装置を用いた。 
 

0
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粉砕試験1-1

粉砕試験1-2

粉砕試験1-3

粉砕試験1-4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Size distribution of milled materials proceeded by pilot milling system 
 

その結果、粒度構成については、4条件とも、近似的にほぼ同一の粒度構成を

有することが確認できた。また、各条件での粉砕試料を用いて実験室規模で化

学的処理を施しWO3を抽出したところ、各条件とも抽出99％以上であった。 
 

(2) 吸引試験結果 
      上部排出法と下部排出法の比較検討するために吸引経過時間とその累積回収

量との関係をFig.4に、また、Table 4に各試験条件における吸引累積時間15分間

の累積回収率を示す。 
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Fig. 4 Relationship between aspiration time and cumulative recovery rate on each test 

with the pilot milling system 
 

Table 4 List of the recovery rate on each aspirating condition after 15 minutes with 
the pilot milling system 

試験名 吸引経過時間 15 分時回収率（％） 
吸引試験 1-1 86 
吸引試験 1-2 92 
吸引試験 1-3 95 
吸引試験 1-4 98 

 
本結果より、最適な吸引･回収方法は、下部排出法で、かつ圧縮空気の注入量

が多いほど吸引効率が良好である傾向がある。従って、実機での吸引排出時間

の仕様としては、本結果を加味して100％回収到達吸引時間を目標20分とすると、

圧縮空気注入量3.2m３/分、吸引風量を4.2m3/分程度が必要条件と判断される。 
 
 Ⅱ-1-5 実機を用いた負荷試験 

ラボ機を用いて設定した実機の仕様を Table 5 に示す。 
 

Table5 Specification of the industrial milling system 
電動機出力 
（kW） 

破砕室容量 
（L） 

粉砕原料排出機 排出方法 最大吸引量 
（ｍ３/分） 

90 1000 バグフィルター 下部排出法 4.2 
 

ここで、ラボ機を用いた負荷試験で得られた粉砕並びに排出条件が実機を用い

た際も最適であることの整合性とデータの再現性を確認するため、実機で 4 バッ

チの負荷試験を行った。今回の負荷試験では、粉砕工程並びに排出工程の各構成

機器の動作確認も含め、連続した運転は行わず、各工程バッチ式で行った。各工
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程の評価については、ラボ機を用いた負荷試験と同様の方法でデータ解析を行い、

ラボ機による基礎データとの比較検討を行った。 
  
 Ⅱ-1-6 負荷試験結果・考察 

(1) 粉砕工程評価 
      4 バッチの負荷試験より、採取した試料の採取条件を Table 6 に、そして Fig.5

に粉砕試料の粒度構成を示す。粒径 20μm 付近で多少のばらつきがあるものの、

ほぼラボ機による基礎データに近い構成となった。 
 

Table6 List of sampling condition on each test with the industrial milling system  
試験名 吸引経過時間（分） 

粉砕試験 2-1 10 
粉砕試験 2-2 20 
粉砕試験 2-3 30 
粉砕試験 2-4 10 

 
 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80
(μm)

(%
)

Labo-test

粉砕試験2-1

粉砕試験2-2

粉砕試験2-3

粉砕理試験2-4

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 Size distribution of the milled materials processed by the industrial milling 
system 

 
また、化学処理による WO３の抽出については、全試料ともにほぼ抽出率 95％

の値を示した。これは、ラボ機での抽出率に対して 4～5％程度少ないものの、

分析誤差などを考慮すれば、工業的には許容される範囲と考えられる。 
 

(2) 吸引工程評価 
粉砕試験 2-1 では、吸引経過時間 20 分で累積回収率が 7％であった。この低

累積回収率の要因を探るために粉砕機、バグフィルター各所の開放点検を実施

したところ、下部排出配管の閉塞によることが判明した。粉砕試験 2-2、2-3 で

の吸引経過時間 20 分の累積回収率は、それぞれ 0.48％であり、これら低累積回
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収率の要因も粉砕試験 2-1 同様に、下部排出配管の閉塞によるものであった。こ

こで、配管の閉塞を回避する目的で、上部排出法を行うために上部に吸引排出

配管を増設した。そして、粉砕試験 2-4 の負荷試験では、吸引風量も 17ｍ３／分

と増加させて実施したところ、吸引経過時間 20 分間吸引において 66％の回収結

果を得た。ここで、粉砕試験 2-1 同様に各所開放点検を実施したが、下部、上部

とも配管の閉塞が無いことも確認した。引き続き、さらに 20 分間の延長吸引を

実施し累積回収率を算出したところ、ほぼ 100％の値を得た。従って、実機にお

ける吸引方法は、ラボ機と異なり上部排出法の適用が最適であることが示唆さ

れる。ここで、当初吸引時間は、ラボ機での基礎データより 20 分間と目標値を

設定していたので、実機での負荷試験の結果と比較すると 2 倍の吸引時間を要

していることになる。よって、再度ラボ機を用いて、下部排出法を用いた際の

閉塞要因とその対策、そして上部排出法の最適条件の再検討を次に試みた。 
 

 Ⅱ-1-7 吸引方法再構築試験 
(1) 吸引再試験方法 

      実機の結果を踏まえて、吸引方法の再構築を試みた。今回、問題となった下

部排出法の際の配管の閉塞現象について、吸引風量を変化させ吸引回収させる

ことにより配管の閉塞を再現させて、その要因を把握することを試みた。また、

上部排出法に関しても、吸引風量を変化させ、吸引経過時間の再確認を行った。

吸引再試験の各条件を Table７に示す。吸引経過時間については、各試験におい

て 30 秒毎の回収率を算出し累積回収率 70％までの基礎データより残留率と経

過時間の関係より指数近似式を導き出し、湿式精錬の前処理工程のサイクルタ

イムに影響がない累積回収率 97％の吸引経過時間を検討した。 
 

Table 7 Aspirating condition on each retest with the pilot milling sysyem 
試験名 投入量（ｋｇ） 排出方法 吸引風量（ｍ３/分） 

吸引試験 2-1 15.4 下部排出法 0.8 
吸引試験 2-2 15.4 下部排出法 1.1 
吸引試験 2-3 15.4 下部排出法 1.39 
吸引試験 2-4 15.4 下部排出法 2.69 

吸引試験 2-5 15.4 上部排出法 0.6 
吸引試験 2-6 15.4 上部排出法 0.88 
吸引試験 2-7 15.4 上部排出法 1.1 
吸引試験 2-8 15.4 上部排出法 1.39 
吸引試験 2-9 15.4 上部排出法 2.69 
吸引試験 2-10 15.4 上部排出法 3.58 
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(2) 吸引再試験結果 
      下部排出法による吸引経過時間と累積回収率の関係を Fig.6 に、そして吸引経

過時間と残留率の関係を Fig.7 にそれぞれ示す。その結果、吸引風量を増加させ

ると、吸引経過時間に対する累積回収率の傾きと吸引風量には正の相関がある。

また、Fig.7 のデータより導き出した指数近似式から、回収率 97％になる際の吸

引経過時間を算出した。その結果を Table 8 に示す。 
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Fig.6 Relationship between aspiration time and cumulative recovery rate  
on each retest with the pilot milling ststem (aspirated from lower portion of mill). 
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  Fig.7  Relationship between aspiration time and residual rate on each test with the 
pilot milling ststem (aspirated from lower portion of mill). 

 
Table 8  Simulation result of aspiration time on each retest(aspirated from lower 

portion of mill). 
試験名 指数近似式＊ 97％回収経過時間（秒） 

吸引試験 2-1 y = 1.1755e-0.0136x 947 
吸引試験 2-2 y = 1.1755e-0.0136x 270 
吸引試験 2-3 y = 1.0732e-0.0181x 197 
吸引試験 2-4 y = 1.1054e-0.0253x 143 

＊ ｙ：残留率、ｘ：吸引経過時間 
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今回得られた基礎データからは、下部排出法用いた場合、15.4kg の粉砕試料

を 97％回収するに要する最短時間は、吸引風量 2.69m3/分で 143 秒（2.4 分）と

算出された。また、本実験の重要課題であった下部排出法を用いた際の配管の

閉塞の再現は試験条件においても確認できなかった。 
      次に、上部排出法を用いて Table 7 に示した各吸引風量で吸引試験を実施し、

吸引経過時間と累積回収率の関係を Fig.8 に、そして、吸引経過時間と残留率の

関係を Fig.9 にそれぞれ示した。その結果、下部排出法同様に、吸引風量が増加

させると、吸引経過時間に対する回収率の傾と吸引風量の間に正の相関がある。 
 
 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 （秒）

（
％
）

吸引試験2-6

吸引試験2-7

吸引試験2-8

吸引試験2-9

吸引試験2-10

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 Relationship between aspiration time and cumulative recovery rate on each 
retest with the pilot milling ststem. (aspirated from upper portion of mill). 
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Fig.9 Relationship between aspiration time and residual rate on each test with the 
pilot milling ststem(aspirated from upper portion of mill). 

 
また、Table 9 には、Fig.9 より求めた指数近似式を用いて、回収率 97％を得

るために必要な吸引経過時間を算出した結果を示す。 
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Tbale 9 Simulation result of aspiration time on each retest (aspirated from upper 
portion of mill). 

試験名 指数近似式＊ 97％回収経過時間（秒） 
吸引試験 2-6 y = 1.0001e-0.0034x 1,168 
吸引試験 2-7 y = 1.0852e-0.0076x 512 
吸引試験 2-8 y = 1.0774e-0.008x 447 
吸引試験 2-9 y = 1.1745e-0.0104x 352 
吸引試験 2-10 y = 1.1258e-0.0122x 297 

＊ ｙ：残留率、ｘ：吸引経過時間 
 

上部排出法を用いて吸引排出した場合、15.4kg の粉砕試料を 97％回収するに

要する最短時間は、吸引風量 3.58ｍ３/分で、297 秒（約 5 分）と算出される。 
   従って、吸引再試験結果より、下部排出法を用いた場合が、上部排出法より

短時間で吸引回収できる傾向にあるが、未だ配管の閉塞のプロセスの解明がな

されておらず、下部排出法では、配管の閉塞のリスクを伴う可能がある。他方、

今回、吸引風量を上げることで、上部排出法を用いても、当初の目標値である

吸引時間 20 分を達成できる可能性を得ることが出来た。今回の試験結果から、

ラボ機と実機の破砕室の容量から実機の破砕システムに必要な吸引風量は、6.5
ｍ３/分と予想される。 

 
 Ⅱ-1-8 実機粉砕システムを用いた再吸引再試験 

(1) 粉砕試料を用いた吸引再試験 
      再吸引試験を行う前に、バグフィルターの吸引ファンの能力を確認するため

に各ダンパー開度毎の無負荷における吸引風量を測定した。その結果を Fig.10
に示す。 
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Fig.10 Relationship between opening degrees of fan damper and air volume of 
aspiration. 
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本試験より得られた各吸引風量（13.9, 22.0, 30.7, 31.7, 32.4ｍ３/分）で、粉砕

試料 250kg を吸引･回収した際の吸引経過時間と累積回収率の関係を測定した。

測定条件としては、上部排出法で、累積回収率がほぼ 100％に到達するまでの吸

引到達時間をそれぞれの吸引風量において測定した。その結果を Fig.11 に示す。 
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Fig.11 Relationship between aspiration time and cumulative recovery rate on each 
test with the industrial milling system 

 
Fig.11 に示す通り、吸引風量が増加するに従い、100％の回収率に到達する 

時間が短縮している。その結果を、Table 10 に示す。 
 

Table 10 List of aspiration time on each amount of volume of aspiration   
吸引風量（ｍ３/分） 回収率 100％到達時間（分） 

12.9 66 
22.0 33 
29.7 30 
31.7 24 
32.4 24 

 
本測定結果より、実機粉砕システムでは上部排出法でも、31.7m３/分の吸引風

量（ダンパー開度 80％）であれば、24 分程度でほぼ全量の粉砕試料を吸引回収

可能と予想される。 
 

(2) 粉砕未処理試料を用いた吸引再試験 
      粉砕試料を用いた吸引再試験で確認された吸引排出条件で、未処理の粉砕原

料 250kg を用いて 3 バッチの負荷試験を行い、実機粉砕システムのサイクルタ

イム、特に、吸引回収時間の短縮効果を確認した。Fig.12 に粉砕経過時間と累

積回収率の関係を示す。 
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Fig.12 Relationship between aspiration time and cumulative recovery rate on each 

retest with the industrial milling system 
 

今回の粉砕試験 3-1、3-2、3-3 において、吸引経過時間 20 分の累積回収率は、

80-88％の範囲でしかなかった。このため、引き続いて、100％の累積回収率を

得るために 5 分毎に累積回収率の測定を継続した。その結果、吸引経過時間 35
～40 分で 100％の累積回収率を得られることが確認された。ここで、前回安定

操業に支障を来していた配管の閉塞トラブルは上部排出法を用いることで解消

されたが、当初の目的であった吸引経過時間 20 分で 100％の累積回収率を得る

には至らなかった。 
 
 Ⅱ-1-9 今後の粉砕工程の課題 
     今回の一連の試験により、湿式精錬工程の前処理として使用する実機の仕様と

安定的な操業方法を構築することに成功した。しかし、吸引排出工程時間 20 分の

目標が達成されなかった要因が未解明なため、今後、①吸引排出工程時の粉砕物

の拡散と吸引バランスの関係、②下部排出法を用いた際に起こる配管の閉塞要因、

に関する研究が課題として残されている。 
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Ⅱ-2 湿式精錬に関する基礎データの取得（試験結果） 
   

当テーマは、カザフスタン工科大学に委託し、カザフスタンにて実施された。精鉱

1,000kg（タングステン含有量 362.50kg）について、タングステンの物質収支を Table 11
から Table 16 に示す。この物質収支と要素研究の結果に基づき、具体的なプロセスフロ

ーを構築した（Fig.13）。以下、個別に考察する。 
 
  タングステンの損失は、タングステン酸ナトリウムを主成分とする溶液に酸を加え、

pH 1 として三酸化タングステンを沈殿分離するプロセスにおいて、廃液となる酸性母液

中への損失が 3.21％と比較的高い。また、この三酸化タングステンをアンモニア溶液に

溶解後、蒸発濃縮して APT を析出する際に、母液中に溶解したまま残存するタングステ

ンの損失が 6.54%と最も高い。これらの損失は、溶解平衡で決定されるものであり、単一

の操作では減少させることが出来ない。したがって、この酸性母液と APT 母液からのタ

ングステンの回収が経済上、重要となる。一方、精鉱をアルカリ分解して得たスラリーを

ろ過した時に、残渣に含まれるタングステンは 2.97%と少なく、またこの値は実機試験前

に、実験室規模での実験で想定した値とほぼ同一であり、問題は無い。 
 

Table 11 タングステンの損失 
損失 

損失項目 
ウォルフラマイト精鉱中の含有量に対する比率、％ kg 

精鉱の溶出残渣 2.97 10.77 
酸性母液 3.21 11.64 
APT 母液 6.54 23.70 

合 計 12.72 46.11 
 
  アルカリ分解で得たスラリーには、多くの不純物である多くの固形分が含まれるため、

ろ過操作で固形分の分離を行う。しかし、1 回のろ過のみでは、固形分の残渣の空隙に溶

液が保持されているため、タングステンの収率が低下してしまう。このため、残渣の洗

浄を行うが、2 回の洗浄で十分なことがわかった（Table 12）。しかし、初回のろ液と 2
回の洗浄液を合わせてしまうと、洗浄液中のタングステン量が少ない（Table 12）ことか

ら解るように、液中のタングステン濃度が低下してしまい、後工程での処理が非効率的

となり、最終的な収率が低下する。具体的には、酸を加えて三酸化タングステンを沈殿

する時に、溶液中に残存するタングステン濃度は化学平衡で決定され一定値となるので、

タングステン濃度の低い溶液を用いれば、相対的に溶液中に残存するタングステンの比

率が上がってしまう。 
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  そこで、次工程に用いる原料は、ろ液と初回の洗浄液のみを合わせたものとして、タ

ングステンの濃度低下を抑えた。2 回目の洗浄液は、保持しておき、次のバッチのろ過操

作時の初回の洗浄液とする（Fig.13）。このようにすれば、二回目の洗浄液に含まれるタ

ングステンは回収され、実質的な損失は、アルカリ分解せずに固体の残渣中に残る 2.97%
のみとなる。 

Table 12 スラリーろ過時の収支 
タングステン含有量、kg タングステン収量、kg 

精鉱 362.50 母液（スラリーをろ過したもの） 271.39 
  初回の残渣洗浄液 60.61 
  2 回目の残渣洗浄液 19.03 
  溶出、洗浄後の残渣 10.77 

合計 362.50 小計 361.80 
  ロス 0.70 
  合計 362.50 

 
ろ過後の溶液に酸を加えて pH 1 の状態にすると、三酸化タングステンが沈殿するが、

全てのタングステン成分が沈殿するわけではない。平衡論的に一部のタングステンは溶

液中に留まる（Table 13）。このタングステンが残存する溶液は、廃液とせずに、pH 1
と強酸性である特性を生かして、次のバッチの三酸化タングステン沈殿時に用いること

とした（Fig.13）。この方法で、酸性母液を廃液とせずに、100%リサイクル可能なことが

実験によって確認された。この方法によれば、この工程でのタングステン損失は無くな

る。しかしながら、繰り返し使用によって、溶液中のタングステン酸以外の種々のイオ

ン濃度が上がってゆくため、ある回数で循環使用をやめ、廃液として処理を行う。5 回の

循環使用とすれば、タングステン損失率は、3.21%から 3.21÷5 = 0.64%に低下する。 
  なお、循環使用に際しては、徐々に処理溶液量が増加し、設備能力を上回ってしまう

懸念がある。しかしながら、三酸化タングステンを沈殿させる際には、95℃で、酸添加

と沈殿生成に 2 時間をかけることを考慮すれば、体積増加は所定の範囲に抑えられるこ

とがわかる。この条件では、通常のラボビーカーを用いて単純に加熱していても、溶液

の 20%程度は蒸発してしまう。したがって、積極的に蒸発を促進させれば、処理溶液量

は常に一定に保てる。この蒸発操作については、設備と用役との関連があるので、実機

試験でのエンジニアリング課題とする。 
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Table 13 三酸化タングステン加水分解沈殿時の収支 
タングステン含有量、 kg   タングステン収量、   kg 

スラリーろ過後の溶液  332.00 三酸化タングステン（沈殿） 320.00 
  （沈殿後の）酸性母液 11.64 
  沈殿洗浄液 0.36 

合計  332.00 合計 332.00 
  

三酸化タングステンは、完全にアンモニア溶液に溶解した。ただし、ろ過直後の新鮮

な三酸化タングステンの沈殿を用いた方が、乾燥した沈殿よりも容易に溶解するので望

ましいことが示された。このことから、三酸化タングステンの沈殿は、直にアンモニア

溶解工程に送るフローとした（Fig.13）。 
 

Table 14 アンモニア溶液への三酸化タングステン溶解 
タングステン含有量、kg タングステン収量、kg 

三酸化タングステン 320.00 アンモニア溶液 320.00 
合計 320.00 合計 320.00 

 
APT の析出に関しては、基礎データを採取して最適の条件を見出し、析出後の母液に

残留するタングステンの比率を、10%以下と抑えることが出来た（Table 15）。しかしな

がら、タングステン損失は、6.54%と全工程中で最も高い。そこで、この母液は次バッチ

の APT 析出工程に戻すフローとした（Fig.13）。母液の繰り返し使用によって不純物が濃

縮されるので、製品 APT 品質への影響が懸念されるが、実験的把握にはいたらなかった。

APT に残存する不純物量は、母液の性状のみならず生成した APT 結晶のサイズにも依存

する。すなわち微粒子が多いと不純物が吸着され、また洗浄が困難となる。この結晶サ

イズについては、冷却速度が影響を与えることが知られており、この冷却速度はまた、

装置の関数でもある。そこで、APT 中の不純物を増加させない、母液の繰り返し使用の

限界については、実機試験での課題とする。仮に 5 回の繰り返しが可能であれば、タン

グステンの損失は、6.54%から 6.54÷5 = 1.31%に減少する。 
 

Table 15 APT 抽出時の収支 
タングステン含有量、kg タングステン収量、kg 

アンモニア溶液 320.00 APT（晶析物） 296.10 
  （晶析後の）APT 母液 23.70 
  洗浄液 0.20 

合計 320.00 合計 320.00 
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Fig.13 ウォルフラマイトからの APT 生産フロー 
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以上の検討から、酸性母液と APT 母液を 5 回繰り返し使用する場合のタングステン損

失を計算した（Table 16）。全損失は 5%未満の、効率の高いプロセスとなる。 
 

Table 16 タングステンの損失（酸性母液と APT 母液を 5 回繰り返し使用） 
損失 

損失項目 
ウォルフラマイト精鉱中の含有量に対する比率、％  kg 

精鉱の溶出残渣 2.97 10.77 
酸性母液 0.64 2.33 
APT 母液 1.31 4.74 

合計 4.92 17.84 
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Ⅲ まとめ 
 
(1) 実機にて、低品位ウォルフラマイト精鉱に対して、ラボ実験で見い出した最適の条件で

の粉砕を行い、湿式精錬に適した原料に変換することを確認した。定法のアルカリ分解

によるスラリー化で、タングステンの 97%が可溶化した。 
(2) 約 500kg の多量の粉砕物を短時間かつクリーンな労働環境で回収する方法として、バ

グフィルターを用いた吸引法を採用したが、最適な吸引条件を明確とした。 
(3) 湿式精錬の各工程について、実験室的に検討し、それぞれの工程での最適なプロセス条

件を明確にした。単純な要素プロセスの合算では、タングステンの損失は約 13%だが、

三酸化タングステン沈殿工程での廃液と APT 析出後の母液をリサイクルすることによ

り損失は大幅に低下する。例えば、5 回の繰り返し使用で、タングステンの全損失は 5%
未満となる。 

(4) 上記の繰り返し使用については、実機プラントでの設備能力が関連することもあり、そ

の繰り返し使用の限界については、実機試験にて確認する。 
 


	公開版JFEミネラル_表紙
	公開版JFEミネラル_はしがき
	公開版JFEミネラル_本文

