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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 31 年度現場ニ 

ーズ等に対する技術支援事業「銅鉱山における創業改善案の検討」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。 

令和 2 年 1 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 目的及び背景 

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。 
本共同スタディでは、銅及び金銀の実収率特性を地質的側面も含めて多角的に分析し、

また採鉱分野の課題も織り込んで鉱山全体の操業及び生産性向上へ向けた調査を行った。 

2 共同スタディ内容 
2.1 共同スタディ方法 

本共同スタディは、次の４項目と総合解析から構成される。 
 探鉱試錐コア観察（地質観察、スペクトル測定）と精密衛星画像解析による鉱

石粘土化の評価および粘土化を考慮した実収率ドメインの検討 
 採鉱工程における新規設備導入時試験と生産予測改善 
 選鉱工程における鉱石鉱物特性の影響評価と条件最適化の検討 
 総合解析 

2.2 共同スタディ管理体制及び従事者 
共同スタディ管理体制を図 I.１に、従事者を表 I.１に示す。 

スタディ報告書の 共同スタディ契約 
取りまとめ 

技術支援 

状況報告 
共同スタディ提案者 

三菱マテリアル㈱ 

・技術的ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

JOGMEC 

作業監督 

品質管理 

・最新技術情報の提供 

最新技術の動向等に

関する情報収集 

外注先 

三菱マテリアル 

テクノ㈱ 

図 I.１ 共同スタディ管理体制 
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表 I．１ 共同スタディ従事者  ◎事務担当窓口 
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＞ 

鈴木 哲夫  （部長）

神谷 太郎  （生産技術課長） 

◎堀内 健吾  （生産技術課） 

＜金属資源技術研究所＞ 

髙橋 達

工藤 賢太郎 

三菱マテリアル株式会社 

＜金属事業カンパニー 資源事業部 技術部＞ 

矢野 和文  （資源事業部長、技術部長）

角島 和之  （技術部長補佐）

◎中野 亮

関 将一

Truong Bui

熊澤 亘洋

三菱マテリアルテクノ株式会社 

＜エンジニアリング事業本部 環境資源調査部＞ 

根岸 義光   （グループリーダー）

佐々木 圭一  （部長補佐） 

松尾 重明   （部長補佐） 

宮池 周作   （課長） 

永井 甲矢雄  （課長補佐）

野川  裕    

北川 祐介 

鈴木 優紀 

＜エンジニアリング事業本部 環境計量部＞ 

西川 浩司 

＜エンジニアリング事業本部 営業部 東京支店＞ 

景山 宗一郎 

池田 誠 
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II. 地質特性の検討 

1 探鉱試錐コア観察 
1.1 目的 

探鉱試錐コア観察を実施し、金銀銅鉱物および粘土化鉱物の賦存状況を正確に

把握する。加えて、スペクトル（鉱物反射率）測定および携帯型 XRF による品位・
化学組成測定等を実施する。調査で得られたスペクトルデータは、地球観測衛星

WorldView3 で取得された精密衛星画像解析結果と対比させ、既存の実収率ドメイ
ンの妥当性評価および粘土化帯を考慮した実収率ドメイン改善の可能性を検討す

る。 

1.2 コア観察及び測定手法 
1.2.1 コア観察手順 
探鉱試錐で得られた掘削コアは、掘削現場における鉱化の有無に応じた処理を行 

った。なお、掘削現場における鉱化作用の有無は、肉眼観察によって黄銅鉱の含有が

ごく少量（0.1％程度）でも数m にわたって認められた場合にコア廃棄もしくはコア
観察小屋への移動を判断した。 

1.2.2 コア観察記載項目 
探鉱試錐コア観察において、現場における地質観察項目および判断基準を以下に

示す。 

a) コア回収率 
b) RQD 
c) 岩相 
d) 変質度合 
e) 鉱化割合 
f) 黄銅鉱鉱化タイプ 
g) 黄銅鉱粒径 

1.2.3 コア計測項目 
探鉱試錐コア観察に併せて、三菱マテリアルテクノ社所有機器を観察現場に持 

ち込んでコア計測を実施した。なお、計測機器の持ち込み時期や機器撤収時期の

関係上、コア観察とコア計測が必ずしも対にならない試錐コアがある。 

a) 帯磁率測定 

b) 赤外反射スペクトル測定 

c) 携帯型 XRF による鉱石品位の現場確認及び不明鉱物同定 
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2 衛星画像解析 
2.1 概要 

2.1.1 目的 
斑岩銅鉱床や浅熱水性金鉱床のように、地表にある程度の規模の変質帯を伴い、 

これらの変質鉱物の分布特性を把握することが重要となる鉱床の探査には、地表面

のスペクトル特徴を捉える光学センサによるリモートセンシングが有効である。近

年、ハイパースペクトルセンサと呼ばれる数十～数百の観測バンドを有する高分解

能センサが実用化され、鉱物の識別、同定が可能となっている。 
本調査では地球観測衛星WorldView3 で取得された精密衛星画像解析結果と地表 

サンプルデータや探鉱試錐コアにおける反射スペクトル測定結果を比較し、粘土鉱

物の分布状況や実収率ドメインへの影響有無を検討する。 

2.1.2 岩石・鉱物のスペクトル特性 
岩石を構成する各種鉱物は、可視～近赤外～短波長赤外～熱赤外域において特徴 

的なスペクトルの吸収を示すことが知られている。地質リモートセンシングは、鉱物

のこのような特徴的な反射スペクトルを利用して地表に分布する物質を識別・マッ

ピングする手法である。鉱物ごとに認められる反射スペクトルパターンや特性は、ス

ペクトルの吸収によって説明される。反射スペクトルで反射率が急低下する（反射率

の吸収）現象は、電子の電荷移動や結晶場効果、あるいは分子の固有振動に支配さ

れ、これらに要するエネルギーと電磁波のエネルギーとが調和することで発生する。

鉱物の場合、化学組成や結晶構造が反射スペクトルの形状や明瞭な吸収波長域の位

置を決めることになる。 
代表的な鉱物のスペクトルの特徴は、実験室において各鉱物の反射・放射スペク 

トルを計測することで整理されており、リモートセンシングでは実際に得られた地

表面スペクトルと既存の実測値とを比較することで地表面に分布する岩石・鉱物の

同定を行うものである。 

2.2 衛星画像取得 
2.1.1 World View 3 
本調査においてはWorld View 3 衛星による画像データ取得を採用した。 

2.1.2 取得画像緒言 
World View 3 による新規衛星画像の取得は 2019 年 6 月から撮影を始めたが、対 

象地域上の雲の影響等から最終的な画像取得は 2019 年 8 月 26 日となった。以下に
取得データおよび画像の概要を記す。 
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対象範囲： A 鉱山全域 約 27km2 
投影座標系： UTM zone10N（NAD 1983） 
画像撮影日： 2019 年 8 月 26 日 
取得画像： 8 バンド VNIR 画像、8 バンド SWIR 画像 
加工処理： オルソ画像処理 

2.2 ピット内試料採取 
2.2.1 ピット内試料採取 
衛星画像で得られたスペクトル情報を実際の岩石・鉱物試料で補間することを目

的に、ピット内を網羅するような地表試料採取を実施した。 

2.2.2 スペクトル測定結果 
本調査で採取した地表面サンプルの赤外スペクトルは多様な反射・吸収を示すが、

2,260nm から 2,330nm に吸収を持つものが多く、スメクタイトや緑泥石、セリサイ
ト等の存在が示唆される。また、1,480nm および 2,350nm 付近にダブルピークを持
つ試料については、プレーナイト（Prehnite）である可能性が示唆される。 
衛星画像から任意のポイントを抽出し、画像中の赤外スペクトルを確認すること

で、地表サンプルで得られた変質鉱物との比較を行った。衛星画像における変質鉱物

は、地表サンプルで判定できる変質鉱物と同様の傾向を示すことが分かった。 

III. 採鉱分野の検討 

1. 採鉱データの取得及びリコンシリエーション 
当鉱山は複雑な地質状況により、地質モデル中では鉱石として計上されていても、実 

際はそうではないあるいは採掘できないということがあり、生産予測の精度を下げるこ

とがある。 
本共同スタディにおいては、操業における各所の数量データの整合性、即ちリコンシ 

リエーションを解析することで、どこに乖離の主因があるのか、またこれを定量的に評

価することを試みた。表 III.１に解析に用いたデータ一覧を示す。 
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表 III.１ リコンシリエーション解析に用いたデータ一覧 

種別 内容 データ形式 情報 

ブロックモデル ORM 

OCM 

Surpac 品位 

採掘実績 パケット 

穿孔位置・品位 

月末測量結果 

Surpac、MS Excel 

MS Excel 

Surpac、DXF 

鉱種、採掘日時、ピット・ス

テージ名、月末時の切羽測

量ほか 

積込実績 ディスパッチシステ

ムのログ 

MS Excel 積込ベンチ・ステージ、積込

日、トン数、品位、向け先 

精鉱生産実績 精鉱生産実績 MS Excel 給鉱品位・トン数、精鉱品

位・トン数、実収率 

2. 地質ブロックモデル及び数値地形モデルの作成 
地質モデルにおけるリコンシリエーション解析並びに採掘量における同解析の前処理 

を行うにあたり、作業開始当時の最新地質モデルを用いた。また各月末切羽形状の数値

地形モデル（Digital Terrain Model：DTM）を作成した。 

3. 地質モデルにおけるマテリアルバランス 
地質モデルから月別の採掘量を求めるにあたり、当月末切羽と前月末切羽の地形の標

高差からその体積を算出した。 

ピット内ではズリの埋め戻しや道路の造成等が行われているが、これら含むと正しく

採掘体積を求められないため、測量結果に基づき除外した。 
以上により採掘体積を算出し、切羽における時期毎の鉱石種別によるマテリアルバラ

ンスを明確にした。 

4. 積込・運搬におけるマテリアルバランス 
鉱石の運搬先は品位別に選鉱場送りの一次破砕機向け、高品位・中品位・低品位スト 

ックであり、ズリは堆積場へ運ばれる。この積込・運搬におけるマテリアルバランスを取

りまとめた。 

5. 精鉱生産におけるマテリアルバランス 
選鉱場の受け取る鉱石は切羽から直接来るものに限らず、ストックパイルや一次磨鉱 

ミル前のストックと様々であり、粗鉱品位とはこれらが混ざったものを分析した値で、

切羽を出鉱してから時間的な乖離もある。 

本共同スタディ期間において、以上のような鉱量評価から精鉱生産におけるプロセスをセ

クション分けしてデータ処理し、それぞれのマテリアルバランスを明確にした。 
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IV. 選鉱分野の検討 

1 探鉱試錐における銅実収率 
1.1 目的 
探鉱試錐コアの観察結果により選定した試料に対して試料調製、品位分析、粗選試験 

を実施し、粗鉱品位・鉱石鉱物特性と粗選工程の銅実収率の関係を解析・検討した。算出

した実収率と各々の鉱石鉱物特性および含有粘土鉱物等を比較することにより、地質特

性が実収率に与える影響を評価し、実収率ドメインの最適化および更新を試みた。 

1.2 試験区間の選定 
試験試料の選定は品位分析区間に準拠し、銅品位 0.1%以下の区間については半割し

た試錐コアを、それ以外については保管されている品位分析用試料の残りを用いた。 

2 金・銀 磨鉱-実収率曲線の更新 
2.1 目的 
昨年度共同スタディにおいて、銅と同様に金と銀でも磨鉱粒度に対して浮選実収率が 

相関するか、またこれがドメイン毎に明瞭に分かれるかを調べた。試料数が比較的少な

かったため、本年度共同スタディにおいては、鉱山にストックされている試料を用いて

補完的な浮選試験を行った。 

2.2 試験用試料の選定 
生産発破繰粉試料をドメイン毎にまとめたコンポジット試料を使用した。 

3 MLA 分析による金銀鉱物存在形態の把握 
3.1 目的 
本調査では、粗選及び精選清掃選工程での金・銀鉱物の挙動を明らかにし、金・銀実 

収率向上のための施策を検討するため、粗選給鉱試料及び精選清掃選尾鉱試料に対して

MLA 分析を実施した。清掃選尾鉱は微粒域での鉱物的な金銀の特徴を把握するため、
20µm 未満の粒分に対し、更に±10µm に分級可能な精密篩を通した試料へ品位分析並び
にMLA 分析を実施した。 

3.2 試験試料の選定 
3.2.1 粗選給鉱試料 
金銀実収率に特徴のある試料を作成するため、本共同スタディ開始前から選鉱場 

の粗選給鉱、粗選精鉱、粗選尾鉱の工程試料を分取してコンポジット試料を作ってお

き、品位分析して実収率を求めた上、MLA にて観察する試料を決めることとした。 
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3.2.2 清掃選尾鉱試料 
粗選給鉱試料と同様、予め取得した工程試料から精密篩分け並びに MLA 分析用

試料を選定した。こちらも金銀実収率に特徴のあるものを選定理由とした。 

3.3 清掃選尾鉱試料に対する精密篩分試験 
本試験では 20µm 未満に篩った試料を更に±10µm に分級することを試みたが、この

ような篩目は通常の試験用篩にはなく、特殊な篩で湿式分級を行った。 

3.4 MLA 分析 
3.4.1 分析手法 
品位分析結果により選定された粗選給鉱および清掃選尾鉱の各 3 試料のコンポジ 

ット試料を対象にMLA 分析を実施した。MLA 分析においては JOGMEC 金属資源
技術研究所所有の鉱物単体分離解析装置 MLA650（FEI 社製）を使用した。 

3.4.2 分析結果 
MLA の分析結果一覧を表 IV.１に示す。 
※ ST：Scavenger Tails 清掃選尾鉱、FF：Flotation Feed 粗選給鉱 

表 IV.１ MLA 分析結果一覧 

清掃選尾鉱試料および粗選給鉱試料ごとの観察結果を以下に述べる。 

a) 清掃選尾鉱試料 
清掃選尾鉱は＋10μm と－10μm に篩分けし、＋10µm の試料はそのまま、－10 

μm の試料は重液分離後、その沈鉱を観察した。結果として、＋10μm 試料中に金
銀鉱物がより多く認められた。金の品位分析結果からも、－10μm 試料よりも＋10 
μm 試料がやや高い品位を示す（図 IV.１）。MLA での観察イメージを図 IV.２及び
IV.３に示す。 
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図 IV.１ 清掃選尾鉱精密篩後の金品位 

MLA イメージ像（SPL-XBSE） BSE 像 

図 IV.２ 清掃選尾鉱中の金鉱物 

MLA イメージ像（SPL-XBSE） BSE 像 

図 IV.３ 清掃選尾鉱中の銀鉱物 
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b) 粗選給鉱試料 
粗選給鉱は全ての試料に対して重液分離を行い、その沈鉱を観察した。MLA での

観察イメージを図 IV.４及び IV.５に示す。 

MLA イメージ像（SPL-XBSE） BSE 像 

図 IV.４ 粗選給鉱中の金鉱物 

MLA イメージ像（SPL-XBSE） BSE 像 

図 IV.５ 粗選給鉱中の銀鉱物 
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V. 総合解析 

1 銅実収率と粘土鉱物の関係 
探鉱分野の検討により、ピットの表面および掘削孔に沿った鉛直方向における変質粘 

土鉱物の分布が明らかとなった。粘土鉱物分布と銅実収率の関係について特徴を検討し

た。 
 粘土鉱物は、ピット西側平坦地他においてはジャロサイト、ゲーサイト、ヘマタ

イト等の鉄酸化鉱物が卓越し、地下においては主にMine dyke の分布に伴ってス
メクタイト、カオリナイトのケイ酸塩粘土鉱物が分布する。 

 通常Mine dyke はズリに区分されるため、採鉱時に適切な鉱石・ズリ区分がなさ
れれば粘土鉱物の影響は多くないと考えられる。しかし、Mine dyke だけでなく
比較的岩脈を伴わない部分においてもケイ酸塩粘土鉱物が含まれる場合や高品位

区間にもかかわらず粘土鉱物を多産する場合は、選鉱工程に悪影響を与え、実収

率の低下を招く可能性が示唆される。 
 断層の接合部において、断裂に伴った膨潤性粘土鉱物（スメクタイト）の普遍的

な分布も実収率の低下を引き起こす一因であると考えられる。 
 今後開発予定のピットについて、現状地表面は植生に覆われており、衛星画像か

ら変質状況は十分に把握できないが、酸化鉄鉱物の分布が示唆される。探鉱試錐

に沿った変質鉱物は、南西浅部においては鉄酸化鉱物が卓越し、深部全域にわた 

って緑泥石、緑簾石の塩基性粘土鉱物が分布する。また、西端部および東側にお

いてはMine dyke の分布や断層破砕部に伴ってスメクタイト、カオリナイトが分
布する。一部の試錐孔では高品位区間においても粘土鉱物の分布が認められ、浮

選実収率に悪影響を与える可能性がある。 

2 浮選工程への粘土鉱物の影響 
スメクタイトが実収率に対して影響を与える原因としては、①高膨潤性であり、パル 

プの粘性が高くなること、②粘土鉱物が鉱物粒子や起泡に付着することが挙げられる。

①は起泡自体に影響し、②は分散した粘土鉱物が鉱物粒子に付着することでそれらの捕

収に影響を与えると考えられる。②については、Tao et al.(2010)の研究によれば、石炭
およびカリウム浮選工程において粘土鉱物の結合剤を作成・投与することによって高実

収率となった例が挙げられる 
スメクタイト以外の低実収率の原因としては、ジャロサイト、ゲーサイト、ヘマタイ 

トといった鉄酸化鉱物も挙げられる。以前の本鉱山の調査では、黄鉄鉱の含有率が実収

率低下に寄与しているという結果が得られた。鉄酸化鉱物の起源は黄鉄鉱と考えられる

ことから、これらが実収率低下の原因となっている可能性がある。 
以上のことから、スメクタイトや鉄酸化鉱物による実収率低下の原因として以下の 3 

点が挙げられる。 
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1) パルプの高粘度化による起泡率の低下 
2) 粘土鉱物が起泡や鉱石粒子を覆うことによる捕収率の低下 
3) 黄鉄鉱および鉄酸化鉱物の浮選阻害による実収率の低下 

浮選試験の際、パルプが高粘度の場合は起泡率が悪い場合も多く見受けられ、実収率 

低下の原因を調査するためには、試料に含まれる粘土鉱物の含有量について検討を行う

必要があると考える。 

3 金銀鉱物の挙動 
 金銀の浮選試験結果からは、銅と金は銅鉱物中に含まれている可能性が高く、一方

で銀はそれらとは異なる鉱物に含まれる可能性が高いということが考えられる。

MLA 結果からは銀は銅鉱物だけでなくパラジウムやテルルとの化合物や金と化合
したエレクトラムとしても産することから、銅の実収率トレンドと異なる挙動を示

すと考えられる。 
 MLA で見つかった金銀鉱物は量的に少量であるため統計的な検討は困難であった。 
 清掃選尾鉱中の金銀鉱物は極細粒または、ケイ酸塩鉱物と共存するため回収が困難

となる可能性がある。 
 清掃選尾鉱－10μm 試料中の金銀鉱物は単体で存在しており、極細粒化によって単
体分離できていることを示唆する。 

 粗選給鉱中の金銀鉱物は単体存在、硫化物共存、比較的粗粒であるため回収できて

いると考えられる。 
 現状金銀鉱物は限界に近い程度で回収されている可能性があり、浮選における回収

不可能な単体の極細粒金銀粒子やケイ酸塩鉱物との共存金銀粒子が、最終的な清掃

選尾鉱に移動していると考えられる。 

以上 
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