JOGMEC 金属資源技術部
生産技術課

2016年9月11日～15日、カナダ・QC 州にて開催さ
れた「International Mineral Processing Congress
（IMPC）2016」に参加し、世界各国の鉱山技術動向の
調査を行った。
IMPC は1952年にロンドンで第1回目が開催されて
以降、2年に1度開催される世界最大規模の選鉱に関
するカンファレンスであり、大学等の研究機関による
研究成果発表のほか、鉱山会社による操業改善事例や
鉱山関連企業による新規開発装置の講演等を通じ、参
加者にとってネットワーキング構築、最近技術の動向
把握およびビジネスマッチングの場となっている。
2016年は、カナダ、米国、チリ、ペルー、中国を
初めとした60か国以上の資源国から1,000人以上の技
術者や大学関係者が参加し、粉砕、物理選別、選鉱、
鉱山操業改善等に関する600以上もの講演のほか、企
業によるブース出展や学生によるポスターセッション
も催された。
本稿では、講演内容および配布資料等に基づき、
鉱山関連企業が開発した選鉱技術の鉱山への導入例を
中心に紹介する。

1．ソーティング技術
硬質非鉄金属鉱石のセンサー式物理選別プロジェ
クトの開発および半移動式選別処理プロセス（SensorBased Sorting Project Development and Semi-Mobile
Processing for Hard Rock Metal Ore）
TOMRA Sorting Solutions: Dr. Christopher Robben,
Sabine Noelte
Boliden Mines Technology: Karl-Erik Ranman
Outotec: Mikko Petteri Rantamaki
1-1．背景および目的
セ ン サー技 術 に 基 づ く 物 理 選 別（Sensor-Based
Sorting: SBS）は鉱業の様々な分野でスタンダードに
なりつつある。低品位の非鉄金属鉱石においても、鉄
鉱石や石炭と同様に SBS は選鉱プラントへ給鉱する

広祐

鉱石の品位を向上させ、鉱石の輸送コストや粉砕に要
するコストを削減しうるポテンシャルを持つ。しかし
ながら、鉄鉱石等と比較すると非鉄金属鉱石は一般的
に低品位であるため鉱石のサンプリング誤差が大きい
こと、また、鉱石が鉱床中に不均一に存在すること
が、SBS を実操業規模へ適応する上で大きな課題と
なっていた。
こうした課題に対して、半移動式の物理選別装置
（Semi-Mobile Sorter: SEMOS）は実際の操業現場に
設置でき、現地で採掘された鉱石を数万 t 規模で処理
できることから、実験室での試験結果をパイロット規
模で確認および調整することが可能となった。
本稿では、低品位鉱石への SBS 導入プロジェクト
の手順およびスウェーデンの Boliden 鉱山における
SEMOS 導入試験結果を紹介する。
1-2．SBS 導入プロジェクトの手順
●

机上調査
この調査の目的は、プロジェクトの早い段階で SBS
導入のコストとメリットを明らかにすることである。
具体的には、以下のような手順である。
➢ Project Definition
SBS 導入を通じて達成すべきプロジェクト全体の
目 的 を 明 確 化 し、 そ の 達 成 に 必 要 と な る 条 件 を
HSE、企業戦略、法務・経営および技術等のすべて
の面から検討する。
➢ Lot Characterization
ボーリングコア等の比較的少量のサンプルから
鉱床の品位分布や鉱石の単体分離性、目的鉱物に付
随する脈石鉱物（回収対象ではない不要な石）等に
関して調査する。この調査結果は、前述の Project
Definition で定めた条件を満足する必要があり、満
たさない場合は条件を修正するか、プロジェクトを
中断するしかない。
➢ Technical Feasibility Study
これは「rock-by-rock testing」として知られてお
り、選別対象の鉱石が SBS にどの程度親和性があ
るかを調査する手法として TOMRA 社によって開
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発された。
この手法は鉱石のサンプリング、
校正およ
び妥当性の確認の3つから構成される。鉱石のサン
プリングでは、まず上記のロット中に見られた様々
な鉱物タイプと品位の鉱石を採取する。校正では、
それらの鉱石を30-50mm の粒径に揃えて各種セン
サーに供し、得られたデータを処理することで実際
の品位の値と校正する。
最後に、
新たに採取したサン
プルを校正時と同一の手順で分析し、その結果の妥
当性を確認する。この一連の分析の結果から、最も
効率的に目的鉱物を同定できるセンサーを選定する。
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●

バルク試験
この試験では5～150mm の粒径の鉱石を1～10t 程
度用いる。この際、サンプルの偏りをなくすため、サ
ンプルは各ピットそれぞれから採取するか、十分な期
間にわたってコンベヤーベルトから定期的に採取した
サンプルを用いなければならない。探鉱段階の案件の
場合は、孔径の大きなボーリングコアでも可能であ
る。このようにして得られたサンプルは、選定したセ
ンサーを搭載した選別機で処理量、回収率、粒径幅お
よび選別の段数をパラメータとして変化させながら選
別試験に供される。また、次のステップとして鉱石の
粉砕を行い、粉砕された鉱石の粒度分布等を調べる。
●

下流プロセス試験
SBS が鉱山に導入されると、鉱山側では品位だけで
はなく、給鉱中の元素比、鉱物比および粒径分布にお
いてもこれまでとは異なる組成の鉱石が生産されるこ
とになる。これは鉱山側で生産された鉱石を受け入れ
る選鉱等の下流側では、出発原料の性質が変化するこ
とを意味し、それによって選鉱成績等に影響がでる恐
れがある。従って、SBS 導入による収益性は、下流プ
ロセスについてもバルク試験で得られたサンプルを用
いて最適化の試験を行い、その結果も含めて計算され
なければならない。
●

フィージビリティスタディ
以上により、SBS 導入に関するフィージビリティス
タディに必要なデータがすべて揃い、既存プロセスと
SBS 導入時の最適プロセスが比較・評価される。
●

SEMOS でのスケールアップ試験
実際の鉱山現場に SEMOS を設置することにより、
処理量を数百 t/ 日までスケールアップし、バルク試
験結果および下流プロセス試験結果の妥当性を確認す
る。また、SEMOS でのスケールアップ試験は、鉱山
のオペレーターやメンテナンスチームの SBS 実機導
入前の訓練にも資する。
1-3．Boliden 鉱山における SEMOS での選別試験
●

2

SEMOS の概要
SEMOS は、選別機本体、破砕機、スクリーン、コ
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ンプレッサーおよびホイールローダー、ベルトコンベ
ヤー、コントロールルーム等から構成される。選別機
本体は12m 級の一般的な貨物コンテナを改造した構
造となっており、コンテナ上部からベルトコンベヤー
で給鉱され、下部から選別された Sorter Product と
Waste が排出される。Boliden 鉱山では、センサーに
は X 線透過（XRT）型を用いた。
●

試験手順
本試験では、Boliden 鉱山で産出される火山性塊状
硫化物タイプの鉱石を用いた。試験期間中、図1のと
おり合計で3万 t の鉱石をスクリーンで振り分けたと
こ ろ、 全 体 の20% に 相 当 す る6,000t が SBS 用（1550mm お よ び50-150mm）と し て、 残 り の80% が
150mm 以上の粗粒または15mm 以下の細粒として回
収された。この2種類の粒度の鉱石をそれぞれ SBS で
選別し、Sorter Product と Waste の分析を行った。
本試験の前に実施したバルク試験結果から、処理
量を細粒で50t/h、粗粒で200t/h とし全重量の35% が
Waste として除去可能であることが示唆されたため、
本試験でも Waste 除去率の目標値を35% とした。
●

試験結果
得られた試験結果を表1に示す。どちらの粒度にお
いても、目標としていた35% の Waste 除去率を達成
するとともに、金属の回収率は93% 以上と良好な結
果が得られた。従って、SEMOS での試験結果から、
Boliden 鉱山の鉱石は SBS を適用できる可能性がある
ことを示唆している。今後、実機導入のためには SBS
に振り分けられる鉱石量を増やすような発破パターン
や一次破砕機の粉砕サイズの調整を行う必要があると
考えられる。

2．浮遊選鉱技術
ポーフィリー型 銅 鉱 山 尾 鉱 か ら の 有 価 金 属 回 収
（Recovery of Values from a Porphyry Copper
Tailing Stream）
Eriez Flotation Division: M. Mankosa, J. Kohmuench,
L. Christodoulou
2-1．背景
浮遊選鉱プロセスにおいて、目的とする鉱物の回
収率は鉱石の粒径に非常に強く依存し、鉱物の種類や
試薬にも依るが数十～200μ m 程度の範囲において効
率的な回収率を有することが知られている（Gaudin
et al. 1931）。200μm を超える粗い粒子の場合は、目
的の鉱物が脈石と完全に分離できておらず粒子表面に
露出している割合が小さいことに加え、気泡に付着し
ても浮遊選鉱槽内の激しい撹拌のせん断力により気泡
からの離脱が起こることが低回収率の原因と考えられ
ている。
通常、こうした粗粒は浮遊選鉱工程で回収しうる
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図1

SEMOS 試験のフローシート
（出典：IMPC2016論文集より引用）
表1

SEMOS 試験結果

（出典：IMPC2016論文集より引用）
サイズになるまでサイクロンによって分級されて磨鉱
工程に繰り返されるが、一部はサイクロンを短絡して
浮遊選鉱工程に混入し、回収されることなく尾鉱に流
れてしまう。
2-2．目的・課題
上記のとおり、浮遊選鉱プロセスにおいて200μm
を超えるような粗粒の鉱石の回収率向上を目的として
Eriez Flotation Division 社 に よって 開 発 さ れ た
HydroFloat™ を銅鉱山の尾鉱（選鉱で有用鉱物を回収
したあとの残渣）に適用し、その効果を検証する。
2-3．HydroFloat™ の原理および特徴
HydroFloat™ は、図2に示すとおり、下部が円錐状
に絞られている流動層型の槽である。本装置の上部か
ら固液比40-80% 程度のスラリー（鉱石と水の懸濁物）

図2 HydroFloat™ の概観
（出典：IMPC2016論文集より引用）
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を投入し、装置下部に積った鉱石層から気泡を含んだ
水を下から噴き上げるように注入することにより、流
動化した鉱石層を通過する気泡が粒子表面に一部露出
している目的鉱物に付着して粒子ごと上層に浮遊させ
る機構となっている。本装置は、通常の浮遊選鉱槽と
比べて大きなせん断力は発生せず、また、気泡からの
粗粒の離脱の一因となるフロス層（浮遊選鉱槽上部の
気泡からなる層）も存在しないため、通常では低い回
収率となる目的鉱物が一部しか露出していない粗粒を
高効率で回収できる。気泡に付着しない脈石は装置下
部の円錐部分で脱水されたのち排出される。

2-4．サンプル調整および実験方法
南米のとある銅鉱山から入手した最終尾鉱を、同
社製の向流式分級装置（CrossFlow™）で粗粒と細粒
に分離する。表2が示す通り、本実験の Feed となる
粗粒は Under Flow として回収され、重量比、平均銅
品 位、 お よ び 銅 の 分 配 率 は そ れ ぞ れ、22.8%、

表2

0.239%、59.3% となっている。この粗粒をさらに篩い
分けした粒径別の品位を表3に示す。粗粒中の150μm
以下の粒子について銅の品位が平均より低くなってい
ることから、この粒度については浮遊選鉱で効率的に
回収できていることが示唆される一方、425μm 以上
の粗粒においては銅品位が0.3% 以上と高くなってい
ることがわかる。この粗粒を HydroFloat™ に投入し、
流動層が安定した状態で回収される粗粒について分析
した。
2-5．実験結果
試験結果を以下の表4に示す。最終尾鉱（表4でい
う Plant Feed）を分級して得られた粗粒に対して、
HydroFloat™ を用いたところ、得られる粗粒産物の
重量比、銅品位および銅の分配率は最終尾鉱の値を
100% とするとそれぞれ3.3%、1.008% と35.8% となっ
た。分級での粗粒側への銅の分配率が表2から59.3%
とあるので、HydroFloat™ による粗粒からの銅の回
収率は60% 程度（35.8% ÷59.3%）と思われる。

最終尾鉱中の粗粒（Underflow）および細粒（Overflow）の品位分析

（出典：IMPC2016論文集より引用）

表3

粗粒（Underflow）の粒度別の品位分析

（出典：IMPC2016論文集より引用）

表4

HydroFloat™ 試験結果

（出典：IMPC2016論文集より引用）
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3．操業改善

Red Dog 鉱山は1989年に開山した米国・AK 州にあ
る世界最大規模の亜鉛・鉛・銀鉱山であり、その鉱床
は地質学的に堆積岩内亜鉛 - 鉛鉱床に分類される。主
たる鉱物は存在順に石英、閃亜鉛鉱、硫化鉄、重晶
石、方鉛鉱であり、開山から現在に至るまでの平均給
鉱品位は Zn:20.5%、Pb:5.6%、Ag:97g/t である。
同鉱山においては、採掘された鉱石は重量の80%
が粒径75μm 以下（P80 : 75μm）になるまで湿式粉砕
され、スラリーは以下に示す浮遊選鉱プロセスに供さ
れる。浮遊選鉱プロセスは大きく分けて以下の3工程
に分けられる。
Pre-Flotation 工程
スラリーに試薬を投入せずに空気を吹き込み、気
泡に付着して浮いてくる不純物の有機炭素や硫黄を除
去する。
➢

Pb Flotation 工程
Pre-Flotation 工程から供されたスラリーに捕収剤と
呼ばれる試薬を投入し、Pb 鉱物を泡に吸着させて Pb
精鉱として回収する工程。この際、Zn 鉱物は抑制剤と
呼ばれる試薬で泡に付着しないよう表面処理されるた
め、この工程では回収されずに次の工程に供される。
➢

ProFlote は Autometec 社が開発した磁気凝集装置
の商品名で、内部にネオジム磁石を備えた円筒状の棒
の よ う な 装 置 で あ る。 こ れ を 図3に 示 す よ う に
Flotation の槽内のスラリーに浸して磁場を加えるこ
とで、強磁性の鉱物と常磁性の鉱物の一部が磁化（磁
石になる）し、互いに凝集する。一方、脈石である珪
石のような鉱物は反磁性体であるため、凝集すること
はない。この原理により10μm 以下のような浮遊選鉱
で効率的に回収できない微小有価鉱物の見かけの粒径
が増大し、気泡との接触確率が増大することで回収率
が向上するとのことである。さらに、同社が出願した
特許資料（Patent No. : US 7429331）によると、一度
磁化して凝集した常磁性の鉱物の一部が磁場から離れ
た後に、スラリーポンプでの輸送や機械撹拌に晒され
ても分解することなく数時間凝集し続けることが観察
されたとあり、Flotation 工程において ProFlote を設
置していない後段の槽でも、それらの凝集した鉱物に
ついては回収が期待できるものと思われる。
ProFlote が適応可能とする有用鉱物は、黄銅鉱、
斑銅鉱、硫鉄ニッケル鉱、閃亜鉛鉱、また金や PGM
を含んだ硫化鉱石と同社 Web Site に記載があるが、
後述する本装置の適応結果には磁力凝集の対象とはな
りえない反磁性体の方鉛鉱も含まれている。金氏らの
研究（1986年）によると鉱石の磁化率は産地により鉱
床学的成因が異なれば同一の鉱物であったとしても鉱
物の磁化率に差が出る上に、同一の鉱床であったとし
ても閃亜鉛鉱のように鉄の固容する量によって磁化率

Zn Flotation 工程
活性剤と呼ばれる試薬を用いて抑制されている Zn
鉱物の表面を洗浄することによって、捕収剤により
Zn 鉱物表面に泡が吸着して Zn 精鉱として回収され
る。
➢

3-2．目的・課題
Red Dog 鉱山では鉱物粒径が細かく、それぞれの
鉱物同士を単体分離して高品位の Pb 精鉱および Zn 精
鉱を生産するため80% が75μm といった比較的細か
い粒度まで鉱石を粉砕している一方、粉砕する過程に
おいて浮遊選鉱で効率的に回収できない微細な粒径の
割合の増加により、Pb および Zn の回収率が低下する
という課題に直面している。同鉱山では、尾鉱中に含
まれる Pb および Zn 鉱物の半分以上が10μ m 以下の
微粒子であることが分かっている。
以上から、Red Dog 鉱山ではこれらの微細な Pb お

図3 ProFlote™ の概観
（出典：同社 Web Site より引用）
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3-1．背景

3-3．ProFlote の原理および特徴
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Red Dog 鉱山における微小硫化鉱石の回収率改善
（Improving Fine Sulfide Mineral Recovery at the
Red Dog Operation）
Teck Alaska Incorporated: B. Lacouture and B.
Wilson
Teck Metals Limited: J. Oliver
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よび Zn 鉱物の回収率改善を目的として、Pb および
Zn 鉱 物 を 選 択 的 に 凝 集 さ せ る 磁 気 凝 集 装 置
（ProFlote™）を Flotation Plant に導入して実験を
行った。

レポート
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図4

Red Dog 鉱山の浮遊選鉱プロセスフロー
（出典：IMPC2016論文集より引用）

が変化することから、実際の鉱石への本装置の適応結
果については純粋な鉱物の磁化率データや鉱石の目視
での観察から推測されるものとは異なることがあると
思われる。
3-4．実験方法
Red Dog 鉱山において微細な鉱物が尾鉱として多
く排出されていると思われる以下の2か所に本装置を
設置し、それぞれに対して1日交替で装置を稼働させ
た場合（ON）と稼働させない場合（OFF）で得られる
結果を統計処理（Paired t-test）して比較した。
Zn Retreat Circuit
Zn Retreat Circuit は前述の Zn Flotation 工程の一
部に属し、図4に示すプロセスのフローシートで赤い
点線で示される。この中の、Zn 1st Retreat の槽（赤
い円）に設置した。
➢

Pre-flotation and Pb Scavener
Pre-flotation 工程は比較的高い固液比で浮遊選鉱を
行うため、
微細な鉱石が気泡への付着ではなく、
水とと
もに移動してフロス層（Flotation 槽上部の気泡からな
る層）に巻き込まれて不純物と一緒に尾鉱として排出
されてしまうことから、本装置によって凝集させてこ
うした巻き込みを防ぐ効果の検証のために設置した。
また、それと同時に事前の試験結果から、通常反磁性
体である方鉛鉱にも同鉱山では有効であることが示唆
されたため、その効果も併せて確認する目的で Pb
Flotation 中の Pb Scavenger 槽
（青い円）
にも設置した。

3-5. 実験結果
➢ Zn Retreat Circuit
表5が示す通り、装置を稼働した場合（ON）と稼働
していない場合（OFF）では、ON の時のほうが Zn
Flotation 工程トータルの Zn 回収率および Zn 品位がそ
れぞれ0.7％、0.2％向上することが分かった。この表
における No of pairs とは ON の日と翌日の OFF で1ペ
アとし、合計で47ペア（94日間）実験をしたことを意
味する。Confidence とは、回収率であれば各ペアで
の ON と OFF の回収率の差を47ペア統計処理して得
られる信頼度である。Zn の回収率および品位がとも
に高いレベルの信頼度であることから、本装置は微細
な閃亜鉛鉱を凝集させる効果があったといえる。

表5

Zn 1 st Retreat での ProFlote 試験結果

➢
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（出典：IMPC2016論文集より引用）

0.22% 減少することがわかった。この理由として、発
表の中では、微細な閃亜鉛鉱が凝集することによる
Pre-flotation での巻き込みロスが少なくなったことよ
りも、
Zn Flotation 工程において気泡と接触する確率が
向上したことによる寄与が大きいと推察されている。

表6

レポート

Pre-flotation and Pb Scavener
ProFlote を Pre-flotation と Pb Scavenger に設置し
た場合、表6のとおり Zn Flotation 工程トータルの Zn
品位はほとんど変化が見られなかったものの、高い信
頼度で Zn 回収率が0.8％向上し、尾鉱中の Zn 品位は
➢

Pre-flotation and Pb Scavener での ProFlote 試験結果

3-6. 経済的効果
上記の回収率及び品位改善から見込まれる経済効
果は、Zn Retreat Circuit での試験の場合は23,420ド
ル / 日、Pre-flotation and Pb Scavener の場合は17,200
ドル / 日と計算された。この計算には、一般的な買鉱
条件や輸送費、足元の金属価格等を考慮しているが、
Proflote を ON にしたときの OPEX はほぼ無視できる
ほど小さいため考慮していない。

おわりに
本稿では IMPC2016で発表されていた講演のうち、
非鉄金属鉱山で実際に導入され始めた比較的新しい技
術・装置について紹介した。ほかにも操業改善や新規
技術の導入に関する試みがいくつか発表されていた
が、それら中で収益性の改善に効果があると認められ
た技術については、今後他の鉱山でも導入の検討が進
んでいくと思われる。しかしながら、鉱床的にもプロ

セス的にも全く同一の鉱山は存在しないため、新規技
術・プロセスの導入に当たっては他の鉱山の成功事例
をそのまま適用することは難しく、一からその鉱山独
自のものとする検討が必要と思われる。
本報告が、鉱山技術に関係する方々の参考になれ
ば幸いである。

（2016.12.22）
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