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• 背景
• 既存の選鉱によるヒ素低減技術
• チリにおけるヒ素処理
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我が国の銅製錬所 2
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（出典: Codelco資料＠Expomin 2016）

銅精鉱中のヒ素濃度の傾向 3



銅鉱物とヒ素含有鉱物の物性の比較

黄銅鉱 斑銅鉱 硫ヒ銅鉱 ヒ四面銅鉱

化学組成 CuFeS2 Cu5FeS4 Cu3AsS4 (Cu, Fe)12(Sb, 
As)4S13

比重 4.1-4.3 5.06-5.08 4.45 4.62

硬度 3.5-4 3 3 4-4.5
磁性 反強磁性 常磁性 反磁性 常磁性

銅品位 % 34.6 63.3 48.4 51.6
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また、いずれも硫化鉱物であるため浮選剤との反応も似ている



浮選による分離の可能性 (表面酸化) 5

D. Fornasiero et al.: Int. J. Miner. Process., 61(2001), 109-119.

Flotation recoveries of the (empty circles) chalcocite-enargite, (empty squares) covellite-
enargite, (empty triangle) chalcopyrite-enargite, (filled circle) chalcocite-tennantite, (filled 
squares) covellite-tennantite and (filled triangles) chalcopyrite-tennanite mixed ore system



浮選による分離の可能性 (パルプ電位) 6

H. Guo and W.-T. Yen: Minerals Engineering, 18(2005), 605-612.

Effect of pulp potential on floatabilities of enargite and chalcopyrite in the 7 x 10-5 M 
PAX solution at pH 10.



浮選による分離の可能性 (パルプ電位) 7

C. Kantar: Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 210(2002), 23-31.

Flotation recovery of enargite as a function of Eh in the presence of sodium ethyl 
xanthate (5 x 10-3 M) at pH 10.5.

vs SHE



浮選による分離の可能性 (パルプ電位) 8

G.D. Senior et al.: Int. J. Miner. Process., 81(2006), 15-26

Conceptual flow sheet for a 
Tampakan arsenic rejection circuit, 
based on pulp potential effect



浮選による分離の可能性 (パルプpH) 9

K. Haga et al.: Materials Transactions, 53(2012), 707-715.

Flotation behaviors of enargite, chalcopyrite and pyrite from mixed ore as a function 
of slurry pH



浮選による分離の可能性 (活性剤) 10

J. Choi et al.: Materials Transactions, 54(2013), 2291-2296.

Arsenic concentration  of the tails and arsenic removal efficiency after flotation



ゼータ電位 vs パルプpH 11

Zeta potential of enargite as a function of pH

S.H. Castro et al.: Int. J. Miner. Process., 77(2005), 104-115



ゼータ電位 vs パルプpH 12

E. Kusaka: Proc. MMIJ Fall Meeting (2016), Vol 3(2).

Zeta potential of chalcopyrite and enargite as a function of pH



粉砕

• High Pressure Grinding Roll (HPGR)
13

J. M. Menacho: First Meeting on Minor Element Contaminants in Copper Metallurgy, 
pp. 169-187.



単体分離へのHPGRの効果 14

M. Matsuoka: Proc. MMIJ Fall Meeting (2016), Vol 3(2).

Effect of HPGR pressure on surface exposure of copper and arsenic mineral



磨鉱前処理

• マイクロウェーブ
• 電気パルス

15

E. Wang et al.: Minerals Engineering, 27-28(2012), 28-36.

The mass deportment of >95% liberated chalcopyrite and pyrite by size comminuted 
mechanically (ME) and electrically (SF)



単体分離の評価 16

Example of segmentation and measurement of minerals
C. Köse et al.: Minerals Engineering, 30(2012), 19-32.



リーチング 17

Effect of initial As grade on leaching rate in high pressure leaching of mixed ore

R. Ikunuma, K. Haga and A. Shibayama: Proc. MMIJ Fall Meeting (2016), Vol 3(2).



選鉱段階でのヒ素低減に関する課題

1. 単体分離
 微粉砕することにより、単体分離が促進される可能性はあるが、粉砕によう

するエネルギーの増大や浮選剤の使用量が多くなる懸念がある。

2. 粉砕後の鉱物表面の変性
 例えばpHが高い場合では、たとえ単体分離ができたとしても酸化作用によっ

て鉱石の表面状態が変化し浮遊性を変化させてしまう可能性が高い。酸
化雰囲気（電位）の制御や薬品による保護技術は良く検討されなければ
ならない。

3. 有価金属の回収方法
 金と銀等の付加価値の高い元素が精鉱/尾鉱のどちらに分配するかは、その

後の処理方法にも関連するため良く検討されなければならない。
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選鉱段階でのヒ素低減に関する課題

4. ダーティー精鉱の処理
 硫砒銅鉱（enargite）の銅含有量は48%であり、ダーティー精鉱から銅

は回収されなければならない。また、ヒ素はどのように処理するかも良く検討さ
れなければならない。

5. 総合的な経済評価
 金、銀、銅等の有価金属の実収率と選鉱コスト（クリーン精鉱中のヒ素の

上限品位の設定）との関係から経済的メリットを見出せる条件が見つける
ことができるかどうか、ダーティー精鉱の処理費、ペナルティ費とのバランスも含
め、良く精査されるべきだろう。
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チリEcometales社の製錬所煙灰処理 20

43,076 t

71,139 m3

70°C, 2days

4,627 t

9,854 t

2,152 t
2

28,164 t（うちAs約3,500 t）

Cu 7,947 t
22 g Cu/t

能力
煙灰受入70,000 t
銅生産15,000 t
ヒ素固定7,500 t

↑
As 95%

（出典: Ecometales資料）



Ministro Hales鉱山の精鉱処理 21

（出典: Codelco資料＠Expomin 2016）



Codelcoの子会社であるEcometales
は、Ministro Hales鉱山やチュキカマタ
鉱山からの高ヒ素含有精鉱を高圧酸浸
出するプラントを2020年から稼働予定。

硫酸を用いて銅を溶解させ、銅を含んだ
溶液（PLS）を近隣のSX-EWのプラン
トに供給し、ヒ素は安定なスコロダイト（
FeAsO4・2H2O）として貯蔵

（出典：Ecometales講演資料@ Cesco Week 2017）

図 Ecometales社のHPALプラント

精鉱の高圧酸浸出

ペルーにおいても、Buenaventura社が
含ヒ素銅鉱の処理プラントを検討、との報
道
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まとめ

• 銅鉱物とヒ素鉱物は物性が似ている。
• 研究室レベルでは単独の鉱物を使った試験で、分離の可
能性は示されているが、実際は脈石成分の影響や粉砕な
どによる表面改質などが影響し、未だ実操業で銅鉱物とヒ
素鉱物を分離している例はない。

• 選鉱段階で分離は行わず、バルク精鉱の処理は実用化
されている。

• しかし、選鉱によりダーティー精鉱を分離できれば、処理量
を減らすことができる。
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終了
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