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はしがき 
 
 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、より効率的な選鉱・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、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構および第一稀元素化学工業株式

会社が共同にて実施した平成 27 年度現場ニーズ等に対する技術支援事業「ジルコンサンド安

定調達のためのミネラルサンド選鉱の最適化に関する共同スタディ」の研究結果をまとめたも

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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要約 

 ZOC 結晶製造プラントの原料となるベトナム産のジルコンサンドの安定的な調達を図るた

め、ベトナムで行われているミネラルサンド選鉱の最適化の予備調査を、独立行政法人石油天

然ガス・金属鉱物資源機構と第一稀元素化学工業株式会社の共同研究により実施した。 
 現地調査により、ジルコンサンドをはじめ、ミネラルサンドから精製される各精鉱の生産フ

ローを把握したうえ、選鉱試験実施のための各種試料の採取を行った。 
採取した試料については、まず、MLA による分析を行った。その結果、ルチル精鉱には斑

状にシリカ鉱物が含有しているため、単体分離度が他の鉱物に比して低いことが判明した。ま

た、ジルコンには微小な Huttonite が含有しているものがあり、ジルコン精鉱中の自然起源の

Th、U は大半がこの Huttonite 由来であることが推定された。 
選鉱試験では、乾燥工程産物を篩分けすることにより、TiO2 品位が粗粒側で高くなることが

判明した。また、高品位となった粗粒側産物は静電選別により、篩分けせずに静電選別を行っ

たときに比べ、さらに TiO2 品位を高めることができた。さらに、ルチル精鉱は篩分けするこ

とにより、細粒側に錫石を濃縮することができた。  
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1 共同スタディ概要 

1-1 目的 

1-1-1 背景 

第一稀元素化学工業株式会社はジルコニウム化合物を製造・販売しているが、現在は原

料となるオキシ塩化ジルコニウム（以下、ZOC と略す）結晶を中華人民共和国（以下、中

国と略す）から輸入している。ZOC 結晶は世界的にも中国で全量製造されており、供給国

は偏っている。このような状況下において、第一稀元素化学工業株式会社では原料調達先

の多角化を図るべく、ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナムと略す）に Vietnam Rare 
Elements Chemical JSC（以下、VREC と略す）を設立し（62％を出資）、平成 25 年から

バリア・ブンタウ省のカイメップ工業団地に ZOC 生産工場を建設しており、平成 28 年 1
月に試運転を開始したところである。原料となるベトナムで生産されるジルコンサンドに

ついては、足元は調達のめどが立っており、中長期的にも安定的な原料調達が望まれるが、

品質にばらつきがあり、将来的にはミネラルサンドからの選鉱の改善を図る必要がある。 
 

1-1-2 共同スタディの目的 

本スタディでは、第一稀元素化学工業株式会社がベトナムで建設中の ZOC 結晶製造プラ

ントの原料となるジルコンサンドの安定的な調達を図るため、現地ミネラルサンド選鉱の

最適化のための予備調査を目的とする。 
 
1-2 共同スタディ内容 

1-2-1 共同スタディ方法 

本共同スタディは、次の業務を行う。 
①  ミネラルサンド選鉱状況調査 

ベトナムにおいて、ミネラルサンドの調達先となるミネラルサンド鉱山および選鉱場を

訪れ、操業の現況を調査し、課題を抽出する。 
・ 粗鉱の品位、精鉱の品位の確認 
・ 選鉱場フローの確認 
・ 選鉱条件の確認 
・ その他 
 
② 選鉱予備試験 

現地で採取したミネラルサンドを日本に持ち帰り、比重選別や磁選などの予備的な選鉱

試験を行い、選鉱改善について予備的な調査を行う。 

・ 現地で採取したミネラルサンド 20～30kg 程度を日本に輸送する。 

・ サンプルを対象に選鉱場フローによる再現試験を行う。 

・ 選鉱改善のため、改良した選鉱フロー（案）にて試験を行い、最適な条件を検討する。 
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・ 選鉱試験にあたっては、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び独立行政法人石油天

然ガス・金属鉱物資源機構の選鉱試験機器を使用して実施する。 

・ 試験結果については、ICP-AES による化学分析を行い、代表的な元素及び不純物につ

いて確認する。 

 
③ 報告書作成 
 ①及び②の結果を取りまとめる。 
 
1-2-2 共同スタディ実施期間 

 平成 27 年 11 月 30 日～平成 28 年 6 月 10 日 
 
1-2-3 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 
 第一稀元素化学工業株式会社 企画部 
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2 ミネラルサンド選鉱状況調査 

2-1 概要 

今回、対象としたジルコンサンドの原料となるミネラルサンド鉱山と、ジルコンサンド

等を生産している選鉱場はベトナム・ムイネーに位置する。現地調査では、ミネラルサン

ドの選鉱フロー及び選鉱条件の把握と、試料の採取を実施した。 

 
 

 
図 2-1 ベトナム全域とムイネーの位置 

 

ムイネー 
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図 2-2 鉱山と選鉱場、VREC・ZOC 生産工場の位置  
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2-2 現地調査結果 

2-2-1 ミネラルサンド鉱山 

ベトナム東部の南シナ海沿岸部にはイルメナイト漂砂鉱床が発達しており、ムイネーに

はこれを採掘する鉱山群が存在する。今回調査したミネラルサンド鉱山はそのうちの１つ

であり、広さは 57ha、表土がなく、深さは 70～100m 程度とされる。 

当該ミネラルサンド鉱山は海岸から 1.5km ほど離れており、採掘で使用する水は淡水の

地下水である。この地下水を利用して、ポンプ浚渫により採掘をしている。 

比重選鉱機のスパイラルによりミネラルサンドが処理され、低比重のケイ酸塩鉱物が除

去された重砂（Heavy Mineral Sand、以下 HMS と称す）が生産される。勤務体制は 12
時間 2 交代である。この鉱山で生産された HMS は選鉱場に全量 10t トラックにて輸送され

るが、輸送は毎日ではなく、ある程度 HMS が貯まってから運んでいる。 

現地では HMS を採取した。 

 

図 2-3 ミネラルサンド鉱山（手前の赤い枠は HMS を貯める槽） 

 

 

図 2-4 ミネラルサンド鉱山のスパイラル 
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2-2-2 選鉱場） 

 当該選鉱場に供給される HMS は-300+45µm の大きさであり、イルメナイト（チタン鉄

鉱、FeTiO3）が約 75％を占める。 

HMS の基本的な処理フローは以下のとおりである。 

 

（１）湿式磁選 

永久磁石により、HMS が処理され、磁着側としてイルメナイト精鉱が生産される。

非磁着側は一定量ストックされ、次のテーブル選鉱で処理される。供給される HMS に

シリカ分が多い場合は湿式磁選の前に選鉱場に備えられているスパイラルにより比重選

別を行うことがある。 

 

 

図 2-5 湿式磁選 
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図 2-6 スパイラル（前処理が必要な時のみ稼働） 

 

（２）テーブル選鉱 
湿式磁選の非磁着物は湿式テーブルにて処理される。非磁着物中のシリカ分は軽鉱物

側として除去され、重鉱物は次の乾燥工程に運ばれる。 

 

 

図 2-7 テーブル選鉱 

 

（３）天日干し乾燥 
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テーブル選鉱の重鉱物は天日干しにより乾燥させる。乾燥時間は 1～1.5 日程度であ

る。雨季などで乾燥が不十分な場合は乾燥機を使用することもある。 

 

 

図 2-8 天日干し乾燥 

 

（４）第一乾式磁選 
重鉱物は乾燥後、強力永久磁石を有する磁選機により処理される。磁着側にはイルメ

ナイト、リューコキシン（白チタン石。イルメナイト、ルチル（金紅石、TiO2）の高変

質混合鉱物）、鉄含有ジルコンが濃集するため、これらを最初の工程に繰り返すかどうか

目視により判断する。非磁着物は静電選別工程に運ばれる。 

 

（５）静電選別 
第一乾式磁選の非磁着物は静電選別機で処理される。静電選別とは試料の導電性の違

いを利用した選別方法であり、具体的には、接地されたローラー上を移動する試料にコ

ロナ放電により電子を与え、導電性の高い物質は帯電しないためローラーの遠心力によ

り飛ばされ、導電性の低い物質は帯電するためローラーに付着するという性質を利用し

た選別方法である。ここでは、試料は選別機に投入される前にヒーターで加熱され、そ

の後、数十 kV の電圧で静電選別が行われる。非磁着物中に含有するルチルは導電性が

高いため、ローラーで飛ばされる側に濃集する。非導電性物質は第二乾式磁選に運ばれ

る。 

 

（６）第二乾式磁選 
非導電性物質は第一乾式磁選より強磁力の永久磁石を有する磁選機により処理され
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る。ここでは磁着側にモナザイト（CePO4）、非磁着側にジルコン（ZrSiO4）が濃集す

る。この非磁着側のジルコンがジルコン精鉱（ジルコンサンド）として VREC に ZOC
原料として供給される。 

 

 

図 2-9 第一乾式磁選機（左）、静電選別機（中央前方２台、後方２台）、第二乾式磁選機（右） 

 

 

図 2-10 第一乾式磁選機 
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図 2-11 静電選別機のヒーター 

 

 

図 2-12 静電選別機（側面） 

 

 （４）～（６）のラインは３つあり、装置の大半は中国製であった。各装置がつながっ

て連続的に操業している状況ではなく、それぞれの工程の後にストックパイルがあり、重

機で試料を運んで各装置で処理している様子だった。 

 

現地ではイルメナイト精鉱、ルチル精鉱、ジルコンサンド、天日干し乾燥工程（以下、

乾燥工程産物）の試料を採取した。 
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図 2-13 選鉱場でのヒアリングの様子 
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図 2-14 選鉱場におけるミネラルサンドの選鉱フロー 
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2-2-3 VREC・ZOC 生産工場 

 VREC・ZOC 生産工場は、選鉱場から約 200km、ホーチミン中心部から約 70km 離れたと

ころのバリア・ブンタウ省タンタイン県カイメップ工業団地に位置する。 

  

 ジルコンサンド中の ZrO2 品位は 64～65％程度が望ましく、現在選鉱場にて生産されている

ジルコンサンドで十分満たしているそうである。また、残渣は管理型処分場にて処理する。こ

の処分場はベトナム当局から定期的な監視を受ける予定である。 

 ここで生産された ZOC は第一稀元素化学工業が全量引き取る予定である。 

          

図 2-15 VREC・ZOC 生産工場における ZOC 生産フロー 
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3 ミネラルサンドの分析 

3-1 概要 

 選鉱場の各工程で採取した産物（HMS、乾燥工程産物（dried sand）、イルメナイト精鉱

（Ilmenite conc.）、ルチル精鉱（Rutile conc.）、ジルコンサンド（Zircon conc.）、モナザイト

精鉱（Monazite conc.））に含有する鉱物の重量割合、単体分離度等について、第一稀元素化学

工業株式会社における誘導結合プラズマ（Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectrometory、以下、ICP-AES と略す）発光分光分析、および独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構における鉱物単体分離解析装置（Mineral Liberation Analyzer、以下、MLA
と略す）による分析を実施した。 
 
3-2 ICP-AES 分析 

図 3-1 に各試料の ICP-AES 分析結果を示す（希土類元素以外を酸化物として計算）。また、

表 3-1 に各試料中の Th、U 含有量を示す。HMS にはイルメナイト由来の Ti、Fe が多く、ジ

ルコン由来の Zr も検出された。自然起源の Th、U については、ルチル精鉱には Th、ジルコ

ン精鉱には U が比較的多く含有していることが分かった。 

    
図 3-1 各試料の ICP-AES 分析結果（希土類元素（REE）以外酸化物として計算） 

 
表 3-1 各試料中の自然起源の Th、U 含有量（ppm） 

 
HMS 

Dried 
sand 

Ilmenite 
conc. 

Rutile 
conc. 

Zircon 
conc. 

Th 570 1,100 80 800 390 
U 200 490 60 290 640 

 
 
3-3 MLA による分析 

3-3-1 MLA 概要 

 MLA は、走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope、以下、SEM と略す）-エネ

ルギー分散形 X 線分光器（Energy Dispersive X-ray Spectrometer、以下、EDS と略す）に搭
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載された処理ソフトウェアの名称である。この装置は、SEM の反射電子像から得られる粒子

や粒子中の輝度の違いによる粒界の情報、EDS による元素組成情報を組み合わせることによ

り、粒子中の鉱物の組成割合や単体分離度を取得することができる。 
 
3-3-2 前処理 

MLA による解析の前処理として下記の操作を行った。 
・ 試料を直径 30mm の樹脂に固める。 
・ 自動研磨装置にて樹脂を研磨する。 
・ 研磨された樹脂の観察面に対し、炭素を蒸着する。 
 
3-3-3 鉱物重量割合 

 図 3-2～図 3-7 に各試料の鉱物重量割合を示す。 
（１）HMS 

現地での聞き取り調査で確認していたようにイルメナイトが 75％を占め、次いでジル

コンが 17％、ルチルが 3％であった。 

 
図 3-2 HMS の鉱物重量割合 

 
 

（２）乾燥工程産物 
湿式磁選工程により、イルメナイトが回収されたため、イルメナイトの重量割合も約

75％から約 16％に低減していた。相対的にジルコンの割合が約 17％から約 72％に上昇

していた。 
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図 3-3 乾燥工程産物の鉱物重量割合 

 
 
（３）イルメナイト精鉱 

イルメナイト精鉱中のイルメナイトの重量割合は約 93％で、このイルメナイトには

Mn が 2～3％含有していた。主な不純物鉱物はルチル（1.96％）、鉄酸化物（1.93％）で

あった。 

     
図 3-4 イルメナイト精鉱の鉱物重量割合 
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（４）ルチル精鉱 
ルチル精鉱中のルチルの重量割合は約 89％で、このうち、約４割のルチルは Si、Al、

K を約 10％含有していた。主な不純物鉱物はジルコン（4.15％）、シリカ（3.07％）であ

った。 

     
図 3-5 ルチル精鉱の鉱物重量割合 

 
（５）ジルコンサンド 

ジルコンサンド中のジルコンの重量割合は約 99％で非常に高品位であった。このジル

コンのうち、約 87％は Hf を 3～4％含有している。主な不純物鉱物はシリカ（1.03％）、

モナザイト（0.14％）である。また、鉱物の存在比は小さいがトリウム・ウラン鉱物で

ある Huttonite が、ジルコンに斑状に存在することが判明した（図 3-7）。 
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図 3-6 ジルコンサンドの鉱物重量割合 

 

 

図 3-7 含ジルコン粒子中の Huttonite（左の反射電子（BSE）画像では明るい白色部分、右

の鉱物マッピング画像では黄色部分） 
 

     
3-3-4 元素割合 

 ICP-AES 分析と MLA による分析の結果を図 3-8 に示す。両者を比較すると大きな差異が認

められなかったため、以降の解析では単体分離度の解析結果と関連付ける都合上、元素割合の

値は MLA による分析値を採用することとした。 
 この鉱山の試料に含有する自然起源の Th、U は、モナザイトと Huttonite 含有ジルコンと

推定されるが、各鉱物中の放射性元素の含有量については MLA で直接分析できない。そこで、

表 3-1 の結果及び図 3-6 の結果を基に算出を試みたところ、表 3-2 に示すとおりとなった。

さらにこの結果を基に、ジルコンサンド中の自然起源の Th、U のモナザイト、Huttonite 含有
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ジルコンへの分配率を算出したところ、表 3-3 に示すとおりとなった。これより、ジルコンサ

ンドの自然起源の Th、U は Huttonite 含有ジルコン由来であることが示唆された。 

 
図 3-8 ICP 分析と、MLA による分析で得られた各試料の元素割合 

 
表 3-2 各鉱物中の自然起源の Th、U の含有量 

 Th [ppm] U [ppm] 

Monazite 23,183 1,570 

Zircon with Huttonite 365 644 
 
表 3-3 各試料における自然起源の Th、U のモナザイト、Huttonite 含有ジルコンへの分配率 

 Monazite conc. Zircon sand 
Th [%] U [%] Th [%] U [%] 

Monazite 99.5 88.1 7.5 0.3 

Zircon with Huttonite 0.5 11.9 92.5 99.7 
 

 
3-3-5 粒径 

図 3-9 に各試料の粒度分布曲線を示す。HMS、乾燥工程産物、イルメナイト精鉱、ジルコ

ンサンドの粒度分布は近似しており、積算篩下重量割合が 80％となる粒子径（D80）は 130～
140μm であった。一方、ルチル精鉱は比較的大きく D80 は約 200μmであった。 
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図 3-9 各試料の粒度分布曲線 

 
3-3-6 鉱物粒径 

 図 3-10 に HMS 中のイルメナイト、ルチル、ジルコンの鉱物粒径の分布曲線を示す。この

結果より、イルメナイトとジルコンは近似した大きさであり、ルチルは比較的広い粒度分布を

持つことが判明した。 

     

図 3-10 HMS 中の 3 鉱物の鉱物粒径の分布曲線 
 
3-3-7 単体分離度 

 図 3-11 に各試料に含まれるイルメナイト、ルチル、ジルコン、モナザイトの単体／片刃の

重量割合を示す。ジルコンサンドについては、ジルコンの単体の割合が非常に高かった。一方、

ルチル精鉱については、約 90％の含ルチル粒子のうち約 20％が片刃となっており、他の試料

よりも片刃の割合が比較的高かった。図 3-12 にルチル精鉱の BSE 画像及び鉱物マッピング画
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像を示す。この図では一部のルチルに対し斑状にシリカ鉱物が含有していることが示されてお

り、このためルチルは片刃の割合が比較的高くなっていると考えられる。 

 
図 3-11 各試料に含まれる 3 鉱物の単体／片刃の重量割合 

 

 
図 3-12 ルチル精鉱の BSE 画像（左）と鉱物マッピング画像 

 
3-3-8 選鉱シミュレーション 

 3-3-7 で得られた単体分離度から、各精鉱を理想的な条件で選別した場合の品位や回収率に

ついて考察する。 
 まず、回収率を低下させずに、各精鉱中の単体分離されているイルメナイト、ジルコン、ル

チル、モナザイト（目的鉱物を除く）を全て除去できた場合、各精鉱の品位は表 3-4 に示すと

おりとなった。この結果より、片刃の除去、またはその他の鉱物を除去しない限り品位の大幅

な向上は見込めないと推察される。 

0µm 2000µm
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表 3-4 各精鉱中の単体分離されているイルメナイト、ジルコン、ルチル、モナザイト（目的

鉱物を除く）を全て除去できた場合の各精鉱の品位 

 
目的鉱物の品位[%] 

除去前 除去後 差異 

Ilmenite conc. 93.3 94.6 +1.3 
Rutile conc. 88.7 91.5 +3.8 
Zircon sand 99.0 99.1 +0.1 

 
 次に、回収率を低下させずに、各精鉱から単体分離されている不純物鉱物（Si 鉱物、酸化鉄

鉱物、その他の鉱物を含む）を全て除去できた場合、各精鉱の品位は表 3-5 に示すとおりとな

った。この結果より、イルメナイト精鉱、ルチル精鉱については、表 3-4 よりも改善すること

がわかった。それは、イルメナイト精鉱は Si 鉱物と酸化鉄鉱物、ルチル精鉱はその他の鉱物の

存在割合及び単体分離度が比較的高いため、品位が向上する余地があったと考えられる。 
 
表 3-5 各精鉱中の単体分離されている不純物鉱物（Si 鉱物、酸化鉄鉱物、その他の鉱物を含

む）を全て除去できた場合の各精鉱の品位 

 
目的鉱物の品位[%] 

除去前 除去後 差異 

Ilmenite conc. 93.3 96.9 +3.6 
Rutile conc. 88.7 94.7 +6.0 
Zircon sand 99.0 99.4 +0.4 

 
 品位が最大となる時の回収率、すなわち、各精鉱から片刃粒子（不純物鉱物 5%以上）を全

て除去した場合の各精鉱中の鉱物の回収率を算出すると、表 3-6 のとおりとなった。ルチル精

鉱については、片刃が多いため、大幅に回収率が低減することが分かった。 
 
表 3-6 各精鉱から片刃粒子（不純物鉱物 5%以上）を全て除去した場合の各精鉱中の鉱物の

回収率 

 
除去後の回収率[%] 差異 

Ilmenite conc. 90.9% -9.1% 

Rutile conc. 83.0% -17.0% 

Zircon conc. 96.2% -3.8% 
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4 選鉱試験 

4-1 概要 

 選鉱試験については、ジルコンサンドの副産物として得られるイルメナイト精鉱、ルチル精

鉱の品位向上を目的としていた。しかしながら、ミネラルサンド鉱山で採取した試料のうち、

イルメナイト精鉱は高品位であったため、本研究では、ジルコンサンド、乾燥工程産物、ルチ

ル精鉱を用いた選鉱試験を中心に実施した。 
 試験の実施場所は産業技術総合研究所で、同所が所有する選鉱試験機を用いて実施した。実

施内容は（１）ジルコンサンドの磁選、（２）ルチル精鉱の静電選別（予察試験）、（３）乾燥工

程産物およびルチル精鉱の静電選別（本試験）であり、（１）では図 4-1 に示す乾式高磁力磁

選機（レアアースロールセパレーター）、（２）と（３）では図 4-2 に示す静電選別機を用いて

実施した。 
 

 
図 4-1 乾式高磁力磁選機（レアアースロールセパレーター）（Eriez 製） 
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図 4-2 静電選別機（Eriez 製） 
 
4-2 ジルコンサンドの磁選 

4-2-1 試験目的 

 現地の選鉱場では、ジルコンサンドは静電選鉱の不導体側産物を 8000～12000 ガウスの磁選

機によりモナザイトと分離することによって得られる。本試験ではジルコンサンド中のモナザ

イトをさらに強力な磁力により除去し、ジルコン品位を向上させることを目的とした。 
 
4-2-2 試験条件 

 試験で使用した乾式高磁力磁選機はレアアースマグネットを使用した磁選機であり、磁束密

度はロール表面で 18,000～20,000 ガウスである。磁選機の運転条件は、磁着物と非磁着物を

分けるデバイダの角度を 60 度、ドラムの回転数を 30rpm とした。図 4-3 に示すフローで磁選

試験を実施した。 
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図 4-3 ジルコンサンドの磁選試験のフロー 
 
4-2-3 試験結果 

 表 4-1 に磁選産物の Zr 品位を示す。非磁着物の品位はフィードに比してわずかな上昇に留

まった。これは、本試験で使用したジルコンサンドには図 3-6 で示すように不純物が少なく、

モナザイトは 0.14%しか含まれないためと考えられる。 
 この磁選結果より、磁選によるジルコン、モナザイト、自然起源の Th、U の挙動について

考察する。図 4-4 に各磁選産物中の Zr、Th、U、Ce の分配率を示す。磁着物側には Ce が濃

縮し、Zr が非磁着物側に濃縮していることから、モナザイトは磁着物側、ジルコンは非磁着側

に濃縮していると推察される。一方、Th、U は非磁着物側に多く濃縮していることから、Th、
U はモナザイト由来ではないと推察される。これは表 3-3 で示していたように、ジルコンサン

ド中の Th、U がジルコン中に微細に含有する Huttonite 由来であるとの推察を裏付ける結果

となった。 
 

表 4-1 磁選産物の Zr 品位 

 Zr [%] 

非磁着物 48.90 

第２磁着物 48.47 

第１磁着物 46.47 

（フィード） 48.88 

磁着 非磁着

磁着 非磁着

非磁着物

ジルコン精鉱

高磁力磁選

第１磁着物 高磁力磁選

第２磁着物
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図 4-4 各磁選産物中の Zr、Th、U、Ce の分配率 

 
4-3 ルチル精鉱の静電選別（予察試験） 

4-3-1 試験目的 

 現地調査にて採取したルチル精鉱は、強力永久磁石の磁選により非磁着側として得られた産

物を、静電選別により導体側に濃縮することで得られたものである。このルチル精鉱中のルチ

ル品位をより高めるため、静電選別により精鉱中の不導体鉱物のさらなる除去を図った。この

予察試験では、導体・不導体を分けるデバイダの角度、電圧、回転速度を変化させ、静電選別

の適切な運転条件を検討した。 
 
4-3-2 試験条件 

 デバイダの角度、電圧、回転速度が選別成績に及ぼす影響の確認を行うため、表 4-2 に示す

条件で実施した。試料の加熱温度は 100℃で一定とした。 
 試験は図 4-5 に示すフローに従い実施した。 
 

表 4-2 静電選別予察試験条件 

 
電圧[kV] ドラム回転数[rpm] 試料分割角度[°] 加熱温度[℃] 

HT-1 15 100 0 100 
HT-2 20 100 0 100 
HT-3 15 50 0 100 
HT-4 20 100 30 100 
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図 4-5 静電選別予察試験のフロー 

 
4-3-3 試験結果 

静電選別予察試験結果を図 4-6 に示す。 
電圧に関しては、HT-1（15kV）と HT-2（20kV）の結果を比較すると、高電圧にすること

で品位は 2%程度上昇する一方、回収率は 21～45％程度低下した。 
デバイダの角度に関しては、HT-2（0°）と HT-4（30°）の結果を比較すると、30°の方

が回収率 17～29％上昇する一方、品位は低下した。 
回転速度に関しては、HT-1（100rpm）と HT-3（50rpm）の結果を比較すると、回転速度が

大きい方が 4％程度品位は高くなったが、回収率には大きな差が認められなかった。 

 
図 4-6 静電選別予察試験におけるルチル精鉱の品位実収率曲線 

 
4-4 乾燥工程産物およびルチル精鉱の静電選別（本試験） 

4-4-1 試験目的 

 乾燥工程産物およびルチル精鉱について、静電選別の前処理として洗浄、整粒、加熱を行い、

導体 不導体

導体 不導体

導体 不導体

導体 第３不導体

静電選別

ルチル精鉱

第１不導体静電選別

静電選別 第２不導体
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それらが選鉱成績の改善に効果的であるかを確認した。 
 
4-4-2 試験条件 

 静電選別の試験条件を表 4-3 に示す。 
DS-1～5 については、まず乾燥工程産物を約 2kg が 2 つ、約 1kg が 1 つとなるよう縮分し、

約 1kg を DS-5 とした。次に約 2kg のうち 1 つを篩分けし、得られた網上産物と網下産物をそ

れぞれ DS-3 と DS-4 とした。残りの約 2kg については、洗浄した後、篩分けし、得られた網

上産物と網下産物をそれぞれ DS-1 と DS-2 とした。 
R-1～4 については、まずルチル精鉱を約 600g が 2 つとなるよう縮分し、うち 1 つを篩分け

して得られた網上産物と網下産物をそれぞれ R-3 と R-4 とした。残りのもう 1 つについては、

洗浄した後、篩分けし、得られた網上産物と網下産物をそれぞれ R-1 と R-2 とした。 
電圧、回転数、デバイダ角度については、予察試験の結果から定めた。 

 試験は図 4-7 に示すフローに従い実施した。一部の試験では産物の量に合わせて選別の段数

を１段増、または１段減にして行った。 
 

表 4-3 試験条件一覧 

試験番号 試料 

試験条件 

洗浄 粒度 
加熱温度 

[℃] 

電圧 

[kV] 
回転数 

[rpm] 

デバイダ角度 

[度] 

DS-1 乾燥工程試料 〇 +150mesh 100 20 50 30 
DS-2 乾燥工程試料 〇 -150mesh 100 15 50 30 
DS-3 乾燥工程試料 × +150mesh 100 20 50 30 
DS-4 乾燥工程試料 × -150mesh 100 15 50 30 
DS-5 乾燥工程試料 × 非整粒 100 15 50 30 
R-1 ルチル精鉱 〇 非整粒 50 15 50 30 
R-2 ルチル精鉱 〇 非整粒 150 15 50 30 
R-3 ルチル精鉱 × +150mesh 50 15 50 30 
R-4 ルチル精鉱 × -150mesh 50 15 50 30 

 

 
図 4-7 静電選別試験のフロー 

導体 不導体

導体 不導体

導体 不導体

導体 第３不導体

静電選別

フィード

第１不導体静電選別

静電選別 第２不導体
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4-4-3 試験試料の調整 

 試験の前処理として、以下を実施した。 
（洗浄） 

pH を 12 に調整した水酸化ナトリウム水溶液に試料を入れ、ガラス棒で十分に撹拌するこ

とで、粒子表面を洗浄した。洗浄後、試料は 100℃の乾燥機で１日乾燥させた。 
 

（整粒） 
150mesh（106µm）の篩を用いて、洗浄試料、非洗浄試料それぞれを乾式で篩分けを行っ

た。表 4-4 に DS-1～DS-5 の、表 4-5 に R-1～4 のフィードの重量と対篩前との重量比、

TiO2 品位を示す。また、図 4-8 に DS-1、DS-2 のフィードの写真を示す。 
粒径については、表 4-4 より、洗浄した試料は非洗浄試料に比べ+150mesh の粒子の割合

が約 21％低減しているが、これは洗浄時に強く撹拌されたことにより一部が粉砕されたた

めと考えられる。 
DS-1～5 の TiO2 品位について、表 4-4 より、+150mesh の方が-150mesh に比して TiO2

品位は高くなった。これは図 3-9 に示されているように、含ルチル粒子の粒度は他に比し

て大きいことから、+150mesh の方にルチルが濃集したためと推定される。 
R-1～R-4 の TiO2 品位については、表 4-5 より、篩分けをした R-3 と R-4 の品位を比較す

ると、ルチル精鉱については篩分けだけでは TiO2 品位に差が生じないことが示された。 
 

表 4-4 DS-1～5 のフィードの重量と対篩分け前との重量比、TiO2 品位 

 洗浄 粒度 重量比[%] TiO2 品位[%] 
DS-1 

〇 

+150mesh 35.9 20.8 
DS-2 -150mesh 64.1 11.4 

(DS-1 + DS-2) - 100.0 14.2 
DS-3 

× 

+150mesh 56.7 18.2 
DS-4 -150mesh 43.3 10.3 

(DS-3 + DS-4) - 100.0 14.2 
DS-5 × 非整粒 100.0 12.7 

 
表 4-5 R-1～4 のフィードの重量と対篩分け前との重量比、TiO2 品位 

 洗浄 粒度 重量比[%] TiO2 品位[%] 
R-1 

○ 非整粒 
100.0 87.8 

R-2 100.0 88.2 
R-3 

× 

+150mesh 72.3 87.2 
R-4 -150mesh 27.7 87.9 

(R-3 + R-4) - 100.0 87.4 
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図 4-8 DS-1（+150mesh 産物、右）と DS-2（-150mesh 産物、左） 

 
（加熱） 
  試料を静電選別機の投入口に入れる前に、ステンレス製トレイに試料を入れ、トレイごと

ラバーヒーターにより試料が目標温度に達するまで加熱した。 
 
4-4-4 試験結果 

4-4-4-1 乾燥工程産物の静電選別試験 

 図 4-9 に乾燥工程産物を用いた選別試験結果（TiO2 品位実収率曲線）を示す。乾燥工程産物

にはイルメナイトが約 16％、ルチルが約 8％含有しており、いずれも導電性が高い鉱物である

ため、TiO2 品位が上がるということは、この２鉱物が濃縮することを意味している。 
洗浄の有無で比較すると、+150µm の試料を用いている２条件のうち、試料を洗浄した DS-1

と非洗浄の DS-3 では、DS-1 の方が高品位かつ高回収率となった。また、-150µm の試料を用

いている２条件のうち、試料を洗浄した DS-2 と非洗浄の DS-4 では、DS-2 の方が高品位かつ

高回収率となった。これより、洗浄によって選鉱成績が向上したと考えられる。 
 整粒の効果について、DS-1（洗浄、+150mesh）と DS-2（洗浄、-150mesh）で比較すると、

DS-1 は DS-2 よりも高電圧で選別しているが、回収率が DS-2 とあまり変わらずに高品位産物

を生成することができた。予察試験の結果では、同一産物を選別したとき、高電圧の条件だと

大幅に回収率が低下することが示されたが、それを考慮すると、粒径が大きい条件のほうが選

別に有利と考えられる。同様に DS-3（非洗浄、+150mesh）と DS-4（非洗浄、-150mesh）で

比較しても、両者の一段目の静電選別で導体として得られた産物に着目すると、高電圧の DS-3
の方が約 8％回収率は低いものの、品位は約 31％も高くなっており、粒径の大きいほうが良好

な選別結果と言える。また、同じ電圧で実施した DS-4（非洗浄、-150µm）と DS-5（非洗浄、

非整粒）で比較すると、DS-5 のほうが良好な結果となっており、この結果からも粒度が大き

いほうが選別に有利と考えられる。これより、予めフィードを篩分けすることで、粒度の大き
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な試料についてはより高品位な精鉱を生成できる可能性があり、粒度の小さい試料については

大きい試料よりも多くの段数で処理するなどの対応が必要と考えられる。 

 
図 4-9 乾燥工程産物を用いた選別試験結果（TiO2 品位実収率曲線） 

 
4-4-4-2 ルチル精鉱の静電選別試験 

図 4-10 にルチル精鉱を用いた選別試験結果（TiO2 品位実収率曲線）を示す。 
加熱温度の違う R-1（50℃）と R-2（150℃）で比較すると、ほぼ同じ結果となった。ルチル

精鉱に関して言えば、温度の違いが選別成績に及ぼす影響は小さいことが示唆された。 
粒度の異なる R-3（+150mesh）と R-4（-150mesh）を比較すると、表 4-5 に示すようにフ

ィードの TiO2 品位には大きな差がなかったにもかかわらず、細粒の R-4 の導体産物の TiO2 品

位は低くなった。これは、導体側に錫石（cassiterite）が濃集したためと考えられる。表 4-6
に R-1～R-4 のフィード中の SnO2 品位を示す。R-1、R-2 は篩分けをしておらず、どちらも 1%
程度である一方、R-3 は 0.5%、R-4 は 3.4%となり、明らかに細粒の R-4 に濃集していること

がわかる。これは図 4-11 に示すように、錫石の 8 割が 150mesh 以下の鉱物粒径であるためと

考えられる。表 4-7 には R-4 の選鉱産物の SnO2 品位を示す。錫石はルチル同様、導電性が高

いため、静電選別では導体側に濃縮する傾向がある。そのため、表 4-7 が示すように導体側に

多くの SnO2 が検出されたと考えられる。導体側の SnO2 品位が高くなったため、相対的に TiO2

品位が低くなったと考えられる。 
 
 
 
 
 



32 
 

 
図 4-10 ルチル精鉱を用いた選別試験結果（TiO2 品位実収率曲線） 

 
表 4-6 R-1～R-4 のフィード中の SnO2 品位 

 洗浄 粒度 SnO2 品位[%] 
R-1 

○ 非整粒 
1.12 

R-2 1.03 
R-3 

× 
+150mesh 0.54 

R-4 -150mesh 3.38 
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図 4-11 錫石の鉱物粒度分布図 

 
表 4-7 R-4 の選鉱産物の SnO2 品位 

 SnO2 品位[%] 
第 1静電選別 不導体 2.8 
第 1 静電選別 導体 12.6 
第 2 静電選別 導体 33.5 

 
  



34 
 

5 まとめ 

 現地調査により、ジルコンサンドをはじめ、ミネラルサンドから精製される各精鉱の生産

フローを把握できた。 
 MLA による分析により、各精鉱中の鉱物に関する性状を詳細に把握した。その結果、ジ

ルコン中に放射性元素を有する鉱物が微細に混入していることが分かった。 
 MLA の分析結果から選鉱のシミュレーションを行い、理想的に選別できたときの選鉱成

績を求めた。その結果、イルメナイト精鉱とジルコンサンドでは選鉱の改善による大幅な

品位の上昇は望めないことが分かった。 
 乾燥工程産物を洗浄してから静電選別を行うことにより、導体側の TiO2 品位・回収率を向

上させることができた。 
 乾燥工程産物を篩分けすることにより、TiO2 品位が粗粒側で高くなることが判明した。ま

た、粗粒側産物は細粒側産物に比して静電選別の結果が良好であり、さらに TiO2 品位を高

めることができた。 
 ルチル精鉱は篩分けすることにより、細粒側に錫石を濃縮することができた。 
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6 提言 

現地の選鉱場における改良フローを図 6-1 のように提案する。 
（１） 洗浄工程の導入（選別効率の向上） 

乾燥工程前に洗浄工程を導入することで、静電選別の結果の改善が期待できる。本試

験では水酸化ナトリウム水溶液によって洗浄を行ったが、アルカリ廃液の処理を避けた

い場合は、試料同士をこすり合わせること（アトリッション）により、試料表面を洗浄

することが代替案として考えられる。 
（２） 乾式分級工程の導入（高品位ルチル精鉱の生産） 

静電選別前に乾式分級工程を設ける。粒度別に選別することで、粗粒側の試料につい

ては静電選別の成績の向上を見込め、高品位ルチル精鉱を生産できる可能性がある。 
（３） 比重選別工程の導入（錫精鉱の生産） 

細粒側の試料に錫石が濃縮すると考えられるため、細粒側試料の静電選別により導体

側に錫石とルチルを濃縮した後に、比重選別によりルチル精鉱、錫精鉱を得られる可能

性がある。ここでの静電選別では粗粒側の試料に比べ選別が困難である可能性があるた

め、より多くの段数での処理が必要になると推定される。後段の比重選別については、

乾燥状態で行う比重選別にはエアーテーブルがあるが、粒度が細かく選別が難しいこと

が想定されるため、湿式テーブルによる処理が望ましいと思われる。 
なお、今回の試験結果等から、細粒側の錫石が全て錫精鉱として回収できると仮定し

て表 6-1 の値を基に錫生産量を見積もると、約 1.1kg/h となる。 
 

表 6-1 錫生産量見積もりの計算仮定 

項目 値 備考 

磁選後試料量 0.9[t/h] 既存のフローより（0.3t/h×3 系列） 
磁選後試料中の SnO2 品位 0.16[%] (DS-1 + DS-2)の SnO2 品位 
細粒側への SnO2 回収率 77.7[%] DS-1 と DS-2 の SnO2 品位より算出 
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図 6-1 改良フロー案 
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