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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、我が国の金属産業・製鉄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（JOGMEC）

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、JOGMEC および三菱マテリアル株式会社が共同にて実施した平成 30 

年度現場ニーズ等に対する技術支援事業「鉱物組成を踏まえた銅実収率と金銀実収率

の関係調査、並びに金銀実収率の改善案検討」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。  

平成 30 年 12 月  
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
三菱マテリアル株式会社  
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I. 共同スタディの概要 

1 目的 

1.1 背景 
三菱マテリアル株式会社（以下、当社）は、A 鉱山に参画している。  
本鉱山では銅精鉱を生産しており、副産物として金および銀が回収される。

ここでは鉱物性状と銅実収率特性を関連付けて鉱化部を区分し、生産管理に

役立てている。  
一方で近年金および銀の実収率が低下傾向にあり、銅と同じ様に鉱物性状

の違いに着目した要因解明を目的として、独立行政法人石油天然ガス・金属

鉱物資源機構（以下、JOGMEC）の「現場ニーズ等に対する技術支援事業」

に応募し、共同スタディを行った。  

1.2 共同スタディの目的 
本鉱山の金および銀は粗鉱品位が低く、鉱物性状の特徴付けが容易ではな

い。そこで JOGMEC 金属資源技術研究所所有の分析設備のうち、特に

Mineral Liberation Analyzer（以下、MLA）を活用して金銀鉱物性状を観察

し、既存の銅実収率特性による区分との紐付けを試みる。また、分析・観察

結果の第三者評価を実施して、金銀実収率改善のための課題や新たな知見の

獲得を目的とする。  

2 共同スタディ内容 

2.1 共同スタディ方法 
当鉱山では銅実収率の区分を実収率ドメインと呼び、4 種類ある。これに

金および銀の実収率に関連のありそうなエリアから 1 試料を追加し、計 5 種
類のドメイン別コンポジット試料を調査対象とした。本共同スタディの成果

物は下記の①～③である。また、図 I.1 に分析試料の前処理および分析・観

察手順と成果物に関する模式系統図を示す。  

① 各々のドメインで粗選給鉱粒度を粗粒、細粒の 2 種類用意し、ドメイン毎かつ粗
選給鉱粒度別かつそれぞれの粒分別の銅・金・銀粗選実収率測定結果。 

② 上記 ①の粗選尾鉱に対する MLA 観察結果。 
③ 上記 ①および ②の第三者評価および実収率改善手法への見解。 
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図 I.1 共同スタディの模式系統図と成果物 

共同スタディの流れを表 I.1 に示す。  

表 I.1 共同スタディの流れ 

項目  作業  内容詳細  
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

試料取得  

粗選試験  

分析用  
試料調製  

試料輸送  

試料の  
品位分析  

MLA 用尾鉱

試料調製  

浮鉱および沈

鉱の品位分析  
MLA による

観察  
第三者  
評価  

ドメイン毎のコンポジットサンプルを作成および粗

選試験用の試料を調製。  

粗選給鉱粒度を 2 種類用意する。  

粗選試験によって得られた粗選精鉱と粗選尾鉱を、

それぞれ篩分けする。  

JOGMEC 金属資源技術研究所へ試料を発送。  

ICP 発光分光分析による試料の品位分析。  

比重 3.0 のポリタングステン酸ナトリウム水溶液を

用い、尾鉱を浮鉱、沈鉱に分離。  
浮鉱、沈鉱を樹脂に固化。  
ICP 発光分光分析による試料の品位分析。  

項目 6 の試料を観察。  

結果を第三者機関に送付し、解釈および実収率改善

方策について、見解を得る。  
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2.2 共同スタディ実施期間 
表 I.2 に共同スタディ実施期間を示す。  

表 I.2 共同スタディ実施期間 

平成 30 年度  
項目  内 容  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

試料取得  

粗選試験  

分析用  
試料調製  

試料輸送  

試料の  
品位分析  

MLA 用尾

鉱試料調製  

浮鉱および 
沈鉱の品位

分析  

MLA によ

る観察  

第三者評価  
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2.3 共同スタディ従事者および管理体制 
表 I.3 に共同スタディ従事者を示す。  

表 I.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 
三菱マテリアル株式会社 

＜金属資源技術部＞ ＜金属事業カンパニー 資源事業部＞ 

鈴木 哲夫  （部長） 矢野 和文 （事業部長）

神谷 太郎  （生産技術課長） ◎中野 亮  （技術部） 

◎岡田 慎太郎 （生産技術課） 熊澤 亘洋 （技術部）

堀内 健吾  （生産技術課）

＜金属資源技術研究所＞  雉子谷 東 （プロジェクト部） 

髙橋 達 ＜資源部＞ 

工藤 賢太郎  渡邉 紘記 

（◎：事務担当窓口） 

6 



II. ドメイン別かつ粗選給鉱粒度別実収率の測定、並びに粒分別実収率の測定 

1 試験概要 

銅実収率ドメインは 4 種類作成されている。本共同スタディでは、黄鉄鉱が特

徴的に認められる試料を追加し、計 5 種類とする。  
粗選試験における磨鉱粒度、即ち粗選給鉱粒度は 80％累積篩下粒径（P80）で

150 µm と 250 µm の 2 種類とした。実操業における粗選給鉱粒度はほぼこの範囲

内であり、磨鉱による実収率の変化を予察的に把握するのに十分と考えた。  
本試験では P80 別に加え、それぞれに粒径別の実収率を求め、その特性把握を試

みた。つまり粗選試験にて発生する粗選精鉱と粗選尾鉱をそれぞれ、212 µm 以上、

212 µm 未満 150 µm 以上、150 µm 未満 75 µm 以上、75 µm 未満 45 µm 以上、

45 µm 未満の 5 種類に篩分けした。  
各試料の品位は外注分析によるもので、この結果を使用した。  

2 試料選定 

本共同スタディの内容に鑑み、地質学的特徴と品位の観点で各ドメインを代表 

するコンポジット試料を作成することが望ましい。本鉱山は既に採掘を開始して

おり、試験に供する試料は発破孔の繰粉から採取することとした。試料採取は、

穿孔状況による試料の有無や、作業者の安全上、制限されることがあった。切羽

展開に合わせ、可能な限り切羽内の各ドメインから満遍なく試料を採取し、スト 

ックされた試料でも補いつつ、コンポジット試料を作成した。また実収率に悪影

響を与える可能性のある粘土鉱物や酸化・変質鉱物を含む試料は除外した。  

3 試験結果  

当初の計画通り、ドメイン別かつ粗選給鉱粒度別実収率と粒分別実収率が測定

できた。  
本鉱山にて実際に使用されている銅実収率ドメインでは、それぞれの粗選給鉱

粒度に対する実収率応答性には明瞭な差異がある。今回の浮選試験でも同様の特

徴が見られ、試験は適切に行われたことが示唆される。  
実操業での経験的な知見から、金および銀でも同様に、ドメイン別の明瞭な実

収率の差異が現れることが期待された。ほぼこの通りの結果となったが、いくつ

かのドメインでは粗い粒度側の実収率の高低が逆転した。共同スタディ内で実施

した他試験からもこの理由は推測できず、試料数を増やして検証することが必要

である。  
共同スタディの目的を踏まえ、銅実収率ドメインのように粗選給鉱粒度と金お 

よび銀実収率の回帰式を作成し、実操業で使用することを考えると、一案として

複数ドメインをクラスタリングして簡素化したものを使うことが挙げられる。  
金および銀の粒分別の実収率より、粗選給鉱粒度の低減が金および銀実収率向 

上に寄与することが示唆される。また最も細かい粒分での実収率低下が見られ、

既存技術ではフラッシュ浮選のような設備が、検討の候補となり得る。  
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III. 粗選尾鉱の Mineral Liberation Analyzer による観察 

1 試験概要 

実収率や精鉱品位といった浮選成績の実情把握、改善検討のための鉱物学的ア 

プローチにおいて、画像解析・鉱物同定試験は一般に行われる。尾鉱に対する同

試験は、浮鉱として回収できない理由を鉱物学的に解明し、対策立案の一助とす

るために実施される。  
本共同スタディでは、粗選尾鉱に対して重液分離を施した上で、JOGMEC 金属

資源技術研究所所有の Mineral Liberation Analyzer（MLA）にて観察した。  

2 試験結果 

MLA で確認できた金銀鉱物を含む粒子は 54 個確認された。金銀鉱物粒径は概

ね 5～10 µm で、ケイ酸塩鉱物と片刃となっているものが大部分であった。  
重液分離で比重の大きな金銀鉱物を沈鉱側に濃縮させることで、これを含む粒

子を MLA にて確認しやすくした。本共同スタディにおいては念のため浮鉱、沈鉱

ともに観察したところ、浮鉱においても金銀鉱物が見られた。特に金の物理選鉱

技術においては、比重選別と浮遊選鉱を組み合わせることが一般的であり、重液

法以外の比重選別を用いることは今後の検討課題である。  
今回確認できた粗選尾鉱中の細粒金銀鉱物を回収するために、単体分離するま 

で磨鉱することは、コスト面で難しく、また浮選応答性を低減させてしまう可能

性があることから現実的ではない。またほとんどが浮選回収できないケイ酸塩鉱

物と片刃になっており、浮選で回収可能な硫化鉱物等に関わる金銀鉱物は全て回

収した上での、止むを得ないロスとも言える。一方で実操業においては、卓上浮

選機のように必ずしも定常状態で浮選が行えるわけではない。本共同スタディで

得られた金および銀の粗選実収率が、MLA での観察結果からも示唆される通り、

ある意味最大値であり、この値から大きく乖離しないような安定操業に努めるこ

とが必要である。  
MLA にて金銀鉱物が見つかった粒子は、比較的粗い粒分の試料に多い。粒径が

粗いまま浮選回収する Coarse Particle Flotation が近年着目されており、金銀鉱

物回収に対する適合性および有効性が今後のスタディ対象となり得る。  
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IV. 第三者評価および実収率改善手法検討 

1 背景 

本共同スタディを通じて、粒分別の金銀粗選実収率やその尾鉱に対する MLA 観 

察等、普段の銅精鉱生産に係る操業・改善策検討の中でこれまで実施出来なかっ

た試験を数多く行うことができた。これらの結果に対し、共同スタディ従事者間

でも種々議論を重ねた上で、多様な鉱山および開発案件に携わった経験者にも知

見を求めることとした。  

2 第三者評価の要旨 

 粗選磨鉱粒度と粗選銅実収率の関係においてドメイン毎に明瞭な違いが見ら

れる。  
 金実収率においては、あるドメインを除いて銅と同様に細かく磨鉱する程実

収率が高くなる。  
 銀実収率においても、大きな傾向として細かく磨鉱する程実収率が高くなっ

ている。  
 MLA 観察結果において、金および銀鉱物は概して粒子径が小さく、非硫化の

脈石鉱物と片刃になっている。通常の硫化鉱物に対する粗選技術による回収

は難しく、エントレインメントによる回収可能性が考えられる。  
 さらに多くの試料を用いて、浮選工程で鉱物性状的にどのようなメカニズム

によって金および銀が失われているかを調べることが望ましい。  

 考えられる実収率改善手法は以下の通り。  
A) オアソーティング 

過去 5 年間でより発展した技術であり、磨鉱工程前に粗鉱品位の低い鉱

石、もしくは脈石を除く効果がある。これにより選鉱処理する鉱石の品位

が高められると同時に、効率的に磨鉱することで粗選給鉱の磨鉱時間縮減

と実収率の向上が期待できる。  
B) Coarse Particle Flotation 

粗選や清掃選への Coarse Particle Flotation 設置が考えられる。  
C) 細粒部分でのロス軽減 

粗選に給鉱される鉱石のうち、細粒分で実収率低下が見られる。これを 

改善するためには、磨鉱工程での過磨鉱防止、また浮選操業条件の最適化

等が挙げられる。  

以上  
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