
研開 第５２９号 
 
 
 
 
 

令和２年度現場ニーズ等に対する技術支援事業 
 
 

銅浮選プラントにおける貴金属元素の 
挙動・鉱物形態調査の実施 

 
 
 
 

成果報告書 
（公開版） 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年３月１２日 
 
 

独立行政法人 石油天然ガス･金属鉱物資源機構 
日鉄鉱業株式会社 

  



 
 

 
 



i 
 

 
目次 
 
1. 共同スタディの概要 .......................................................................................................................................... 1 

(1) 共同スタディの目的 .................................................................................................................................. 1 
(2) 共同スタディの概要 .................................................................................................................................. 1 
(3) 実施場所 ...................................................................................................................................................... 1 

2. 実施計画 .............................................................................................................................................................. 1 
(1) 共同スタディの目的 .................................................................................................................................. 1 
(2) 共同スタディの内容 .................................................................................................................................. 1 
① 貴金属元素の浮選挙動の調査 .............................................................................................................. 1 
② 貴金属元素を含有する鉱物の形態調査 .............................................................................................. 2 

3. 貴金属元素の浮選挙動の調査 .......................................................................................................................... 2 
(1) 浮選プラントの概要と操業条件 .............................................................................................................. 2 
(2) 浮選プラントサンプルの入手 .................................................................................................................. 3 
(3) 微量の金の分析手法の検討 ...................................................................................................................... 3 
① 試金法 ...................................................................................................................................................... 3 
② ICP 質量分析法 ....................................................................................................................................... 4 
③ Te 共沈→ICP 質量分析法 ...................................................................................................................... 4 

(4) 金分析結果 .................................................................................................................................................. 4 
① 分析手法の比較 ...................................................................................................................................... 4 
② 粒度別分析 .............................................................................................................................................. 4 

(5) 浮選プラントにおける貴金属元素のマテリアルバランス解析 ........................................................... 4 
① HSC Chemistry での解析条件 ................................................................................................................ 4 
② 解析結果 .................................................................................................................................................. 4 

(6) 貴金属元素の回収改善に向けた考察 ...................................................................................................... 4 
① 粗選工程 .................................................................................................................................................. 5 
② 精選・清掃選工程 .................................................................................................................................. 5 
③ 磨鉱粒度 .................................................................................................................................................. 5 

4. 鉱物形態解析 ...................................................................................................................................................... 5 
(1) 目的 .............................................................................................................................................................. 5 
(2) MLA 測定方法の検討 ................................................................................................................................ 5 
① 断面法 ...................................................................................................................................................... 5 
② 粒群別底面法 .......................................................................................................................................... 5 

(3) MLA 測定サンプル .................................................................................................................................... 6 
(4) MLA 測定および解析条件 ........................................................................................................................ 6 
(5) MLA 測定結果 ............................................................................................................................................ 8 

① 金鉱物 ...................................................................................................................................................... 8 
② 銀鉱物 ...................................................................................................................................................... 9 
③ MLA 測定結果まとめ .......................................................................................................................... 13 



ii 
 

(6) 貴金属元素の回収改善に向けた考察 .................................................................................................... 14 
5. 貴金属元素の回収改善に向けた方策 ............................................................................................................ 15 

(1) 粗選工程 .................................................................................................................................................... 15 
(2) 精選・清掃選工程 .................................................................................................................................... 15 
(3) 磨鉱粒度 .................................................................................................................................................... 15 

6. 総括 .................................................................................................................................................................... 15 
(1) 貴金属元素の浮選挙動調査 .................................................................................................................... 16 
(2) 鉱物形態解析 ............................................................................................................................................ 16 
(3) 回収改善の方策 ........................................................................................................................................ 16 

 
 
 



1 

  
 
1. 共同スタディの概要 
 
 

(1) 共同スタディの目的 
チリ国にて操業中の銅浮選プラントにおける貴金属元素の挙動および鉱物形態を明らかにし、実収

率改善に向けた基礎データとする。 
 
 

(2) 共同スタディの概要 
日鉄鉱業が出資するチリ国の連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山（チリ国第 3 州、コピアポ

市）においては、IOCG 型の度鉱山を操業しており、鉱⽯鉱物としては⻩銅鉱が主体となるが、金お
よび銀も伴う。金および銀については、⻩銅鉱とともに副次的に浮選回収しているが、それらの実収
率は、⻩銅鉱よりも低く推移しており、改善の余地があると考えられる。⼀方で、これら貴金属元素
は、含有量が微量であることから、浮選プラント内の各プロセスにおける浮鉱/沈鉱の分配や、グレイ
ンサイズ、単体分離性や片刃鉱物などの鉱物形態の調査が実施されてきておらず、実収率改善に向け
た系統だった検討に至っていないので現状である。 

そこで、現在操業中の浮選プラント内の各プロセス産物を対象として、貴金属品位分析および鉱物
形態分析を実施し、貴金属元素のロスが多い箇所の特定およびロスしている貴金属元素の鉱物形態を
明らかにすることで、実収率改善に向けた検討の基礎データとして解析を行う。 

 
 

(3) 実施場所 
日鉄鉱業株式会社 研究開発部（東京都⻄多摩郡日の出町平井 8-1） 

 
 
 
 
 
2. 実施計画 
 
 

(1) 共同スタディの目的 
チリ国にて操業中のアタカマ・コーザン鉱山の浮選プラントにおける貴金属元素の挙動および鉱物

形態を明らかにし、回収率改善に向けた方案策定のための基礎データとして活用する。 
 
 

(2) 共同スタディの内容 
アタカマ・コーザン鉱山の浮選プラントにおける貴金属元素（金及び銀）の浮選実収率は、主要産

物である銅実収率よりも低い。これらの実収率改善のための検討に向け、先ずは、①浮選プラントに
おける貴金属元素の浮選挙動の調査、および②貴金属元素を含有する鉱物の形態調査を行い、改善方
案の策定のための基礎データとする。 

① 貴金属元素の浮選挙動の調査 
浮選プラントにおける各プロセスの産物（浮鉱、沈鉱）のサンプル分析を行い、各プロセスに

おける金および銀の浮鉱／沈鉱の分配、ならびにプラント全体における挙動、マスバランスを調



2 

査し、金および銀がロスしている箇所の特定を試みる。 
なお、金および銀の分析については、JIS M8111 で定められている試金法に替わる微量成分分

析の方法を検討し、今後の浮選試験やプロセス評価の簡便化を図る。 
② 貴金属元素を含有する鉱物の形態調査 

上記同様、浮選プラントにおける各プロセスの産物について、MLA 等によって、金および銀を
含有する鉱物相の同定、そのグレインサイズ、単体分離度、片刃鉱物などの鉱物形態を解析した
うえで、①の浮選挙動調査の結果と合わせて、ロスしている貴金属元素の特徴的な鉱物形態の解
明を試みる。本結果をもとに、実収率改善に向けた手法を考察していく。 

また、MLA による分析については、極微量の金および銀鉱物を如何に効率よく測定するかが、
今後の浮選試験やプロセス評価にとって重要になることから、測定粒子数の大幅増加や重鉱物の
選択測定などの手法についても検討の対象とする。 
上記検討を実施し、浮選挙動と鉱物形態とを明らかにしたうえで、次年度以降に実施予定の実収

率改善に向けた方案策定を行う。 
 
 
 
 
 
3. 貴金属元素の浮選挙動の調査 
 
 

(1) 浮選プラントの概要と操業条件 
図 1 にアタカマ・コーザンの浮選プラントのフローを示す。 
坑内採掘された鉱⽯は、乾式破砕工程を経て、湿式ボールミルで⼀次磨鉱されたのち、浮選工程に

送られる。粗選工程では、精鉱は再磨鉱へ、尾鉱は最終尾鉱となる。再磨鉱では、ボールミルとサイ
クロンの閉回路で二次磨鉱される。再磨鉱産物はカラム式セルからなる精選工程に入り、精選精鉱が
最終精鉱として製品になる。精選尾鉱は清掃選にて再度浮選され、清掃選精鉱は再磨鉱ミルへ、清掃
選尾鉱は粗選へと戻される。 
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図 1 プラントフロー 

 
 

(2) 浮選プラントサンプルの入手 
貴金属元素の浮選挙動解析のため、操業中のプラントから採取した各工程のサンプル（下記の 7 種

類）を入手した。 
a) ボールミルフィード 
b) 粗選精鉱 
c) 粗選尾鉱（最終尾鉱） 
d) 清掃選精鉱 
e) 清掃選尾鉱 
f) カラム精鉱（最終精鉱） 
g) カラム尾鉱 

 
 

(3) 微量の金の分析手法の検討 
アタカマ・コーザンの貴金属分析には試金法が用いられており、信頼性が高いと考えられるが、当

社研究センターの設備では実施することが出来ない。そこで、試金法に代わる分析法を決定すること
を目的としてアタカマ・コーザンでの試金法を含め 3 つの手法を用いて金銀の品位を分析し比較した。
以下にそれぞれの手順について簡単に示す。なお、必要に応じて外注にて実施した。 

① 試金法 
アタカマ・コーザンにて実施。 
まず試料（精鉱で 8.0 g、給鉱及び尾鉱で 40.0 g）を酸化鉛及び溶剤と混合し、還元雰囲気で
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1150℃に熱し、溶融鉛中に金（及び銀）を取り込む。続いて、溶融した鉛合金をキューペルに乗
せ、空気を通しながら再度加熱することで鉛を取り除き、金銀合金を得る。最後に、硝酸を用い
て銀を溶解し、金銀それぞれを定量する。 

② ICP 質量分析法 
当社及び外注先にて実施。以下は当社での手法を示す。 
まず、サンプルは二分器にて 2 g 程度まで縮分する。テフロン容器に試料と王水を入れ、マイ

クロウェーブ（アントンパール、Multiwave7000 型）にて加熱し、溶解させる。溶液を定容し、ICP
質量分析法にて金銀濃度を測定した。 

③ Te 共沈→ICP 質量分析法 
外注先にて実施。 
試料を酸で溶解した溶液から、Te を用いて金を共沈させ、沈殿物を再度酸処理した上で、溶液

を ICP 質量分析にて分析した。 
 
 

(4) 金分析結果 
① 分析手法の比較 

試金法と ICP-MS（日鉄鉱業、外注先）では同程度の値が得られた。Te 共沈法については、特
に尾鉱中の金品位の精度向上を目的として試験したが、測定値のばらつきが大きく、粗選尾鉱に
ついては他の結果と⼀桁異なる結果が得られた。Te 共沈法では、コンタミや測定時の妨害要因が
あると思われることと併せ、Te 共沈による濃縮操作を用いない場合でも、試金法とほぼ同等のデ
ータが得られていることから、今後は ICP-MS 分析を軸に進めることとした。 

② 粒度別分析 
プラント産物における粒度ごとの金および銀の分布を明らかにするために、150、75、45、20 

µm 目開きのフルイにて粒度分けした試料について、分析を実施した。 
その結果、粗選尾鉱において、金銀共に粗粒域（+150 µｍ）に多く分布していることが分かっ

た。これは、脈⽯と片刃粒子を形成している影響と考えられ、その対策として磨鉱粒度を細かく
することによって実収率が向上する可能性がある。 

 
 

(5) 浮選プラントにおける貴金属元素のマテリアルバランス解析 
上記の分析結果と、プラントデータとに基づいて、金銀のマテリアルバランス解析を行った。 

① HSC Chemistry での解析条件 
HSC Chemistry（シミュレーションソフト）の Mass Balance 機能を使用。 
測定誤差の設定：Fixed Relative 
スケーリング：Off 

② 解析結果 
マテリアルバランスの計算の結果、粗選尾鉱と清掃選尾鉱に、銅と比較して多くの金が分布し

ていることが分かった。 
 
 

(6) 貴金属元素の回収改善に向けた考察 
マテリアルバランス計算結果から、次のような改善策が考えられる。 
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① 粗選工程 
アタカマ・コーザンのプラントフローでは、粗選尾鉱のみが最終尾鉱となっている。これらを

考慮すると、マテリアルバランスの観点からは、粗選の金実収率を向上することが、全体の金実
収率向上に対して最も効果的であると考えられる。 

② 精選・清掃選工程 
清掃選尾鉱に⼀定程度の金が分布しており、これらの工程での実収率を改善することが出来れ

ば、粗選に繰り返される量が減少し、全体の実収率改善につながると考えられる。 
③ 磨鉱粒度 

粒度別分析からは、尾鉱の粗粒分に金銀が多く分布していることが明らかとなった。このこと
から、磨鉱粒度を細かくすることで貴金属の実収率が向上することが考えられる。しかしながら、
磨鉱コストの上昇については検討を要する。 

 
 
 
 
 
4. 鉱物形態解析 

 
 
(1) 目的 

浮選プラントにおける各プロセスの産物について、MLA によって、金および銀を含有する鉱物相
の同定、そのグレインサイズ、単体分離度、片刃鉱物などの鉱物形態の解析を行い、浮選挙動調査の
結果と合わせて、ロスしている貴金属元素の特徴的な鉱物形態の解明を試みる。さらに、本結果をも
とに、実収率改善に向けた手法を考察していく。 

また、MLA による分析については、極微量の金および銀鉱物を如何に効率よく測定するかが、今
後の浮選試験やプロセス評価にとって重要になることから、測定粒子数の大幅増加や重鉱物の選択測
定などの手法についても検討の対象とする。 

 
 

(2) MLA 測定方法の検討 
① 断面法 

まず、通常当社にて浮選産物の MLA 解析を行う際に用いている断面法による MLA 測定用樹
脂片の作製を試みた。この断面法は樹脂片作製時における浮選産物サンプルの沈降分離による樹
脂片中の偏在を防ぐことを目的に使用している。 

断面法で作製した樹脂片について MLA の GXMAP モードにて測定を行ったところ、いくつか
の銀鉱物粒子は確認できたものの、金鉱物粒子は全く確認出来なかった。この原因として、断面
法の場合、測定範囲が非常に限られるために測定可能な粒子数が少ないことが考えられたため、
⼀般的に使用される底面法での樹脂片作製を実施した。 

② 粒群別底面法 
底面法は MLA 測定用樹脂片の底面全域を測定するため、測定可能粒子数はある程度確保でき

るものの樹脂片作製時のサンプル粒子の沈降分離が懸念される。そこで、沈降分離による樹脂片
中のサンプルの偏在を防ぐため、浮選産物を 5 粒群に分けた上で樹脂片の作製を行った。 

また、樹脂片の底面全域を MLA によって測定する場合、通常使用している GXMAP モードを
用いると膨大な時間と負荷がかかると考えられるため、(3)に詳細を示しているが、指定した輝度
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の粒子のみを測定することが可能な SPL モードを用いた。 
粒群別底面法にて作製した樹脂片を MLA の SPL モードにて測定した結果、金鉱物粒子および

銀鉱物粒子の検出に成功したため、これらの試料作製方法および MLA 測定モードを採用した。 
 
 

(3) MLA 測定サンプル 
MLA 測定の対象としたサンプルは、操業中のプラントから採取したものであり、以下の通りであ

る。 
 粗選精鉱 
 カラム尾鉱 
 最終精鉱 
 最終尾鉱 
 Feed P70 = 69 µm 
 Feed P70 = 106 µm 

 
今回、本報告書に記載している MLA 解析結果は以下の表の通りである。解析まで実施したサンプル

については○、未実施のサンプルは×で示している。測定時間の影響により⼀部サンプルの測定が終了し
ておらず、微粒域での倍率と測定時間の問題が課題である。 
 

表 1 MLA 測定試料 

 粗選精鉱 
カラム尾

鉱 
最終精鉱 最終尾鉱 Feed P70 = 69 

µm 
Feed P70 = 106 

µm 

+150 µm ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-150+75 µm ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-75+45 µm ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

-45+20 µm ○ ○ ○ ○ ○ × 

-20 µm ○ ○ × ○ ○ × 
 
 
 

(4) MLA 測定および解析条件 
装置：MLA 650 Tungsten, 2 Bruker Detectors (XFlash 6130) 

測定モード：SPL_DZ ※Sparse Phase Liberation mode：取得した BSE 画像のうち、設定した BSE 輝
度の範囲内の粒子のみ測定・分析する 

Magnification：500 倍 (+150, -150+75, -75+45 µm) 
400 倍 (-45+20, -20 µm) 

BSE range：130-253 ※銀を微小に含む Tennantite から、Native Gold までを検出可能な範囲に設定 
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図 2 SPL_DZ モード測定画像 

 
主要金鉱物および銀鉱物について Mineral List を表 2 に示す。Mineral Color Chart を図 3 に示す。 
 
 

表 2 主要金鉱物および銀鉱物の Mineral List 
Mineral Formula Ag (%) Au (%) As (%) Bi (%) Cu (%) S (%) Te (%) Other (%) 
Native Gold Au 0 100 0 0 0 0 0 0 
Native Silver Ag 100 0 0 0 0 0 0 0 
Electrum Au2Ag 21.5 78.5 0 0 0 0 0 0 
Argentite Ag2S 87.06 0 0 0 0 12.94 0 0 
Stromeyerite CuAgS 42.43 0 0 0 40.45 17.08 0 0.04 
Tennantite Cu3AsS3FeZnOSbSiAg 0.08 0 19.67 0 41.17 26.19 0 12.89 
Ag-Te※ (AgTe) 63.09 0 0 0 0 0 36.91 0 
Ag-Te-Bi※ (AgTeBiFe) 53.57 0 0 19.94 0 0 24.43 2.06 

※ これ以降の結果解析においては、Ag-Te および Ag-Te-Bi を併せて「Ag-Te 合金」として扱って
いる 

 

 
図 3 MLA Mineral Color Chart 
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(5) MLA 測定結果 
① 金鉱物 

a) 粗選精鉱 
どの粒群においても Electrum 粒子が検出されており、その多くは主に Pyrite で構成される

粒子中に Chalcopyrite あるいは Pyrite と片刃状態で存在している。ほとんどの粒子が 10 µm 未
満の微細な粒子として存在しているが、粒子サイズが大きいものも見受けられる。 

b) カラム尾鉱 
⼀部粒群において Electrum 粒子が検出されており、特に微粒域に多くみられる。主に Pyrite

あるいは脈⽯で構成される粒子中に、それらの鉱物と片刃状態で存在している。ほとんどの粒
子が 10 µm 未満の微細な粒子として存在している。 

c) 最終精鉱 
測定を行った全ての粒群において Electrum 粒子が検出されている。主に Chalcopyrite で構成

される粒子中に、Chalcopyrite あるいは Pyrite と片刃状態で存在している。ほとんどの粒子が
10 µm 未満の微細な粒子として存在しているが、数十 µm の粒子も確認されている。 

d) 最終尾鉱 
本サンプル中からは Electrum は検出されなかった。 

e) Feed P70 = 69 µm 
-150+75 µm でのみ Pyrite と片刃状態の Electrum 粒子が検出された。 

f) Feed P70=106 µm 
-75+45 µm でのみ Pyrite および Chalcopyrite と片刃状態の Electrum 粒子が検出された。 

 

 
図 4 粗選精鉱（-45+20µm）中の Electrum 
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図 5 カラム尾鉱（-45+20 µm）中の Electrum 

 

 

 
図 6 最終精鉱（ +20-45 µm）中の Electrum 

 
 

② 銀鉱物 
対象とする銀含有鉱物：Native Silver, Electrum, Argentite, Stromeyerite, Ag-Te 合金 
a) 粗選精鉱 

いずれの粒群、鉱物種に関しても多くの粒子が検出されている。その多くは主に Chalcopyrite
で構成される粒子中に Chalcopyrite あるいは脈⽯と片刃状態で存在している。ほとんどの粒子
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が 10 µm 以下の微細な粒子として存在している。 
b) カラム尾鉱 

 Argentite は粗粒域で、Storomeyerite および Ag-Te 合金はいずれの粒群においても多くの粒
子が検出されている。 

Argentite についてはその多くは主に脈⽯と Chalcopyrite で構成される粒子中に Chalcopyrite
と片刃状態で存在しており、Storomeyerite は主に脈⽯と Chalcopyrite で構成される粒子中に
Chalcopyrite および脈⽯と片刃状態で存在、Ag-Te 合金は脈⽯と Pyrite で構成される粒子中に
Chalcopyrite, Pyrite, 脈⽯と片刃状態で存在している。ほとんどの粒子が 10 µm 以下の微細な粒
子として存在している。 

c) 最終精鉱 
Argentite は 75 µm 未満で、Storomeyerite および Ag-Te 合金はいずれの粒群においても多く

の粒子が検出されている。 
Argentite についてはそのほとんどが Chalcopyrite で構成される粒子中に Chalcopyrite と片刃

状態で存在しており、Storomeyerite は主に Chalcopyrite で構成される粒子中に Chalcopyrite お
よび脈⽯と片刃状態で存在、Ag-Te 合金は Chalcopyrite と Pyrite で構成される粒子中に
Chalcopyrite および脈⽯と片刃状態で存在している。ほとんどの粒子が 10 µm 以下の微細な粒
子として存在している。 

d) 最終尾鉱 
Argentite は検出されず、Storomeyerite はいずれの粒群においても多くの粒子が検出されてお

り、Ag-Te 合金は-45 µm で粒子が検出されている。 
Storomeyerite と Ag-Te 合金のどちらも、主に脈⽯粒子中に脈⽯と片刃状態で存在している。

また、ほとんどの粒子が 5 µm 以下の微細な粒子として存在している。 
e) Feed P70 = 69 µm 

Native Silver が-20 µm にて、Storomeyerite および Ag-Te 合金はいずれの粒群においても検出
されている。 

Native Silver については各銀鉱物と片刃状態で存在しており、Storomeyerite は主に脈⽯で構
成される粒子中に Chalcopyrite および脈⽯と片刃状態で存在、Ag-Te 合金は Chalcopyrite と脈⽯
で構成される粒子中に+20 µm 域では Chalcopyrite と-20 µm 域では銀鉱物と片刃状態で存在し
ている。ほとんどの粒子が 10 µm 以下の微細な粒子として存在している。 

f) Feed P70 = 106 µm 
Argentite は+45-75 µm 域で、Storomeyerite はいずれの粒群でも、Ag-Te 合金は+45-150  µm

域で粒子が検出されている。 
Argentite および Ag-Te 合金は Chalcopyrite と片刃粒子を形成し、Storomeyerite は、主に脈⽯

粒子中に脈⽯あるいは Chalcopyrite および銀鉱物と片刃状態で存在している。また、ほとんど
の粒子が 5 µm 以下の微細な粒子として存在している。 
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図 7 粗選精鉱（-75+45 µm）中の Argentite 

 
 

  
図 8 粗選精鉱（-75+45 µm）中の Stromeyerite 

 
 

 
図 9 カラム尾鉱（-75+45 µm）中の Argentite 

 
 

 
図 10 カラム尾鉱（-75+45 µm）中の Stromeyerite 
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図 11 最終精鉱（+45-75 µm）中の Argentite 

 
 

  
図 12 最終精鉱（-75+45 µm）中の Stromeyerite 

 
 

 
図 13 最終尾鉱（-45+20 µm）中の Stromeyerite 

 

 
図 14 Feed P70 = 69 µm（-20 µm）中の Stromeyerite 
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図 15 Feed P70 = 106 µm（-75+45 µm）中の Argentite 

 
 
 

③ MLA 測定結果まとめ 
以上の結果を金鉱物および銀鉱物毎にまとめたものを表 3 及び表 4 に示す。「主な片刃鉱物種」

欄については片刃割合の高いものから順に記載している。 
金鉱物については、精鉱中では Chalcopyrite と、尾鉱中や Feed 中では Pyrite と片刃状態で存在

していることが分かった。 
また、銀鉱物についても鉱物種を問わず精鉱中では Chalcopyrite と片刃粒子を形成していた。

尾鉱中では Argentite は Chalcopyrite と、Stromeyerite および Ag-Te 合金は脈⽯や Pyrite との片刃
粒子として存在していることが分かった。 
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表 3 MLA 解析結果まとめ（金鉱物） 

 粗選精鉱 ｶﾗﾑ尾鉱 最終精鉱 最終尾鉱 Feed P70=69 
µm 

Feed P70=106 
µm 

粒度 [µm] 10 以下 10 以下 6 以下 未検出 5 以下 6 以下 

主な片刃鉱物種 Chalcopyrite 
Pyrite 

Pyrite 
Gangue 

Chalcopyrite 
Pyrite 未検出 Pyrite Chalcopyrite 

Pyrite 

 
 

表 4 MLA 解析結果まとめ（銀鉱物） 

 粗選精鉱 ｶﾗﾑ尾鉱 最終精鉱 
最終尾

鉱 
Feed 

P70=69 µm 
Feed 

P70=106 µm 

粒度 [µm] 8 以下 5 以下 8 以下 6 以下 7 以下 6 以下 

主な
片刃
鉱物
種 

Argentite 
Chalcopyrite 

脈⽯ 
銀鉱物 

Chalcopyrite 
Pyrite 
脈⽯ 

Chalcopyrite 未検出 未検出 Chalcopyrite 

Stromeyerite 
Chalcopyrite 

脈⽯ 
Pyrite 

脈⽯ 
Pyrite 

Chalcopyrite 

Chalcopyrite 
脈⽯ 

脈⽯ 
Pyrite 

脈⽯ 
Chalcopyrite 

Chalcopyrite 
脈⽯ 

銀鉱物 

Ag-Te 合金 
Chalcopyrite 

Pyrite 
脈⽯ 

脈⽯ 
Pyrite 

Chalcopyrite 

Chalcopyrite 
脈⽯ 脈⽯ 

Chalcopyrite 
脈⽯ Chalcopyrite 

 
 

 
(6) 貴金属元素の回収改善に向けた考察 

 
前述の結果から貴金属元素の回収改善のために、次の方法が挙げられる。 
 
 最終尾鉱産物において、金鉱物粒子が検出されなかったことから、試料作製および MLA 測定の

改善が必要と考えられる。 
 金鉱物粒子および銀鉱物粒子のどちらについても Pyrite との片刃粒子として存在しているもの

が多く、精選における pH を最適化することで回収率改善の可能性が考えられる。 
 銀鉱物粒子は尾鉱中に脈⽯との片刃粒子として存在していることから、再磨鉱粒度の最適化お

よび銀鉱物に対応した浮選剤を用いることにより、回収率改善が期待できると考えられる。 
 特に金鉱物（エレクトラム）は、シングルミクロン程度の微細結晶として含有されており、今回

の測定では尾鉱中のエレクトラム形態について詳細を把握するには至っていないものの、浮選
改善のひとつとして、吹込み気泡の微細化や吹込み量増加などの微粒対策も候補として考えら
れる。 
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5. 貴金属元素の回収改善に向けた方策 
 
マテリアルバランス解析及び鉱物形態解析より、貴金属元素の回収改善に向け、次のような方策が考

えられる。 
 
(1) 粗選工程 

粗選、精選、清掃選の三工程のうち粗選工程において、銅実収率に対する金実収率の比が 74%と最
も低い比率になっている。また、アタカマ・コーザンのプラントフローでは、粗選尾鉱のみが最終尾
鉱となっている。これらを考慮すると、マテリアルバランスの観点からは、粗選の金実収率を向上す
ることが、全体の金実収率向上に対して最も効果的であると考えられる。 

また、鉱物形態解析によれば金銀が共に⻩鉄鉱と片刃を形成していることから、pH を下げて⻩鉄
鉱の回収率を上げることが⼀つの策として考えられる。しかしながら粗選条件は既に自然 pH に近く、
これ以上の pH 低下（⻩鉄鉱回収）は難しい可能性が考えられる。なお、現状では、銅用の捕収剤の
みの添加となっていることから、金用の捕収剤の使用により、⻩鉄鉱や脈⽯との片刃となっている金
銀鉱物の回収改善が図れる可能性も考えられる。 

 
(2) 精選・清掃選工程 

マテリアルバランスの観点からは、清掃選尾鉱に⼀定程度の金が分布しており、これらの工程での
実収率を改善することが出来れば、粗選に繰り返される量が減少し、全体の実収率改善につながると
考えられる。 

また、鉱物形態解析によれば、金銀が共に⻩鉄鉱と片刃を形成していることから、pH を下げて⻩
鉄鉱の回収率を上げることが⼀つの策として考えられる。精選・清掃選においては⻩鉄鉱の抑制を主
目的として⽯灰を添加して pH を上げているため、添加量を少なくして pH を下げることは粗選工程
よりも容易に実施可能であると考えられる。なお、粗選同様に、金用捕収剤の併用も改善策として考
えられる。 

 
(3) 磨鉱粒度 

粒度別分析からは、尾鉱の粗粒分に金銀が多く分布していることが明らかとなった。また、鉱物形
態解析からは、銀鉱物が脈⽯との片刃として尾鉱に混入していることが分かった。従って、磨鉱粒度
を細かくすることで粗選における貴金属の実収率が向上し、全体での実収率も改善することが考えら
れる。 

⼀方で、磨鉱に要するコストは大きく、磨鉱粒度を細かくする場合にはコストと利益のバランスを
よく見極める必要がある。 

 
 
 
 
 
6. 総括 
 

チリ国にて操業中の銅浮選プラントにおける貴金属元素の挙動および鉱物形態を明らかにし、実収率
改善に向けた基礎データとすることを目的とし、貴金属元素の浮選挙動調査及び MLA を用いた鉱物形態
解析を実施した結果、次のことが分かった。 
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(1) 貴金属元素の浮選挙動調査 
a) 試金法に代わる微量の金の分析手法を検討した結果、ICP-MS によって精度よく分析できる。 
b) マテリアルバランス計算の結果、粗選・精選・清掃選のいずれにおいても金の実収率は銅よ

りも低く留まる。 
c) プラント産物の粒度別分析の結果、粗選尾鉱中の粗粒域（+150 µm）に金が多く分布してい

る。 
 

(2) 鉱物形態解析 
a) 金鉱物粒子および銀鉱物粒子のどちらについても Pyrite との片刃粒子として存在している

ものが多い。 
b) 銀鉱物粒子は尾鉱中に脈⽯との片刃粒子として存在している。 

 
(3) 回収改善の方策 

以上を踏まえると、貴金属元素の改善手法として、次のような可能性が考えられる。 
 

a) 粗選工程の pH を下げ、Pyrite との片刃粒子の回収改善を図る 
b) ⼀次磨鉱粒度を細かくし、貴金属鉱物の単体分離を促進する 
c) 精選・清掃選工程の pH を下げ、Pyrite との片刃粒子の粗選工程への還流を抑制する 
d) 脈⽯との片刃粒子の浮選改善のために金用捕収剤を使用する 
e) 微粒対策として、特に精選工程（カラム）での気泡衝突を改善する 
 

これら改善方策については、今後、ラボにおける基礎試験やプロセス・シミュレーションを使った
検証を行うとともに、パイロットスケールでの連続試験や実地試験を通して、アタカマ・コーザンに
おける貴金属元素の回収改善に向けて、検討を継続していく計画である。 

 
 

以上 
 


