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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料鉱石から鉱石スラリーを製造する鉱石スラリーの製造方法であって、
　上記原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去し、
アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る解砕・分級工程と、
　上記解砕・分級工程にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定する粒度測定工程と、
　上記粗鉱石スラリーを固液分離装置に装入し、該粗鉱石スラリーに含まれる水分を分離
除去して鉱石成分を濃縮する鉱石スラリー濃縮工程とを有し、
　上記粒度測定工程にて測定された粒度が所定値を下回った場合に、上記解砕・分級工程
にて除去された上記オーバーサイズの鉱石粒子の一部を、上記鉱石スラリー濃縮工程にお
ける固液分離装置に装入添加することを特徴とする鉱石スラリーの製造方法。
【請求項２】
　上記粒度の所定値は、製造される鉱石スラリーの粘度上昇により該鉱石スラリーの移送
不良が生じる粒度であることを特徴とする請求項１記載の鉱石スラリーの製造方法。
【請求項３】
　上記粒度の所定値は、上記鉱石スラリーの降伏応力が２００Ｐａを超える粒度であるこ
とを特徴とする請求項２記載の鉱石スラリーの製造方法。
【請求項４】
　上記粒度の所定値は、２０μｍであることを特徴とする請求項３記載の鉱石スラリーの
製造方法。
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【請求項５】
　上記オーバーサイズの鉱石粒子を上記鉱石スラリー濃縮工程における固液分離装置に装
入添加する際に、該オーバーサイズの鉱石粒子の粒径を２０～１００μｍに調製して添加
することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項記載の鉱石スラリーの製造方法。
【請求項６】
　上記オーバーサイズの鉱石粒子を、上記固液分離装置に装入される全鉱石粒子に対して
１～３０重量％の割合となるように添加することを特徴とする請求項１乃至５記載の鉱石
スラリーの製造方法。
【請求項７】
　上記原料鉱石は、ニッケル酸化鉱石であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１
項記載の鉱石スラリーの製造方法。
【請求項８】
　上記鉱石スラリーは、硫酸を用いた高温加圧浸出法によって、該鉱石スラリーからニッ
ケル及びコバルトを回収する処理に用いられることを特徴とする請求項７記載の鉱石スラ
リーの製造方法。
【請求項９】
　原料鉱石から該原料鉱石に含まれる金属を回収する金属製錬方法において、
　上記原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去し、
アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る解砕・分級工程と、上記解砕・
分級工程にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定する粒度測定工程と、上記粗鉱石スラ
リーを固液分離装置に装入し、該粗鉱石スラリーに含まれる水分を分離除去して鉱石成分
を濃縮する鉱石スラリー濃縮工程とを有する鉱石スラリー製造工程を含み、
　上記粒度測定工程にて測定された粒径が所定値を下回った場合に、上記解砕・分級工程
にて除去された上記オーバーサイズの鉱石粒子の一部を、上記鉱石スラリー濃縮工程にお
ける固液分離装置に装入添加することを特徴とする金属製錬方法。
【請求項１０】
　上記原料鉱石は、ニッケル酸化鉱石であり、該ニッケル酸化鉱石からニッケル及びコバ
ルトを回収することを特徴とする請求項９記載の金属製錬方法。
【請求項１１】
　上記鉱石スラリー製造工程にて製造された鉱石スラリーを、硫酸に添加して高温高圧下
で浸出し、ニッケル及びコバルトを含む浸出液を得ることを特徴とする請求項１０記載の
金属製錬方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉱石スラリーの製造方法及び金属製錬方法に関し、より詳しくは、鉱石スラ
リーの粘度の上昇を抑制することができる鉱石スラリーの製造方法及びその鉱石スラリー
の製造方法を適用した金属製錬方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ニッケルとコバルトを全量に対しそれぞれ１．０～２．０％、０．１～０．５％
程度含有するニッケル酸化鉱石からニッケルやコバルトを回収する製錬方法として、湿式
製錬法の一つである、硫酸を用いた高温加圧酸浸出法（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ａ
ｃｉｄ　Ｌｅａｃｈ：以下、ＨＰＡＬ法と呼称する場合がある。）が利用されている。
【０００３】
　このＨＰＡＬ法は、例えばニッケル酸化鉱石の鉱石スラリーに硫酸を添加し、高温高圧
下で浸出して、ニッケル及びコバルトを含む浸出液を得る浸出処理方法である。そして、
このＨＰＡＬ法を適用した浸出工程と、得られた浸出液のｐＨを調整し、鉄等の不純物元
素を含む中和澱物スラリーと浄液されたニッケル回収用母液を形成する中和工程と、及び
そのニッケル回収用母液に硫化水素ガスを供給し、ニッケル・コバルト混合硫化物と貧液
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を形成する硫化工程とを含む製錬方法が行われている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この製錬方法では、浸出工程において、一般的に、鉱石スラリー中のニッケルやコバル
トの９０％以上が浸出される。そして、浸出液が分離された後に、中和法により浸出液中
の不純物が分離除去され、ニッケル品位が５５～６０％、コバルト品位が３～６％程度で
あるニッケル・コバルト混合硫化物が得られ、ニッケル・コバルト製錬における中間原料
として用いられる。
【０００５】
　ところで、上述した製錬処理等において用いられるニッケル酸化鉱石等の原料鉱石は、
通常、鉱石処理に付されて製錬処理へ装入するために調製されて鉱石スラリーとなり、そ
してその鉱石スラリーのかたちで浸出処理等において用いられる。
【０００６】
　この原料鉱石の鉱石処理としては、具体的に、原料鉱石に対して解砕処理及び多段階か
らなる分級（篩分け）処理を施す解砕・分級段階と、鉱石成分を濃縮する鉱石スラリー濃
縮段階とに大別される。
【０００７】
　まず、解砕・分級段階では、湿式設備による原料鉱石の解砕処理と、オーバーサイズの
鉱石粒子や混入物の除去する分級処理が行われ、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱
石スラリーが製造される（例えば、特許文献２参照）。
【０００８】
　そして、ここで産出された粗鉱石スラリーには、過剰の水分が含まれているため、次の
鉱石スラリー濃縮段階で、過剰に含まれた水分の除去が行われる（例えば、特許文献３参
照）。この水分除去により、同じ移送量あたりの鉱石スラリーに含まれる鉱石成分が増加
するため、プラント全体の操業効率を向上させるのに有効となる。
【０００９】
　しかしながら、上述したような従来の鉱石処理では、投入される原料鉱石の粒度の変動
や解砕処理における解砕度合い等により、微細な鉱石粒子が形成させる場合があり、その
結果、得られる鉱石スラリーの粘度が高くなり過ぎる場合がある。
【００１０】
　より詳しく説明すると、解砕処理と多段階からなる分級（篩分け）処理によって、所定
の粒度に調整される際に、微細な鉱石粒子が形成され、分級回収したアンダーサイズの鉱
石粒子の粒度が小さいものにシフトする場合がある。このような場合、解砕・分級工程を
経ても、微細な鉱石粒子を除去する工程がないため、粒度の小さな鉱石スラリーが得られ
ることになる。このような鉱石スラリーの場合、鉱石スラリーの粘度が高くなってしまう
ことが知られている。
【００１１】
　なお、操業現場においては、鉱石スラリーの粘度を表す場合、代替指標として降伏応力
の値（単位はＰａ）を使用するのが一般的である。その理由としては、降伏応力の方が簡
易に測定できること、また、鉱石スラリーの粘度が高くなれば降伏応力の値も大きくなり
、逆に粘度が低くなれば降伏応力の値も小さくなるので、誤認し難いこと等である。この
ため、以下では、鉱石スラリーの降伏応力を、鉱石スラリーの粘度を表すものとして使用
する場合がある。
【００１２】
　一方、鉱石スラリーを浸出工程等の金属製錬処理に移送するための移送用ポンプの能力
は、鉱石スラリーの降伏応力が２００Ｐａ以下であるものが一般的であり、設備価格も妥
当で、構造も比較的に単純である。
【００１３】
　したがって、上述のようにして鉱石スラリーの降伏応力が高くなり、例えば２００Ｐａ
を超えてしまうような場合には、一般的なスラリー移送用のポンプでは移送することがで
きなくなるという問題がある。そのような場合、プラントを一時的に停止させる事態を招
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き、操業効率が著しく低下してしまう。
【００１４】
　このような鉱石スラリーの粘度上昇に対しては、移送する前に剪断力を数回掛けること
によって粘度を低下させる効果（Shear Thinning効果）を利用した「剪断ポンプ」を用い
ることが考えられるが、設備価格が高価で、設備構造も複雑であり、導入や保守のコスト
が高くなるので好ましくない。
【００１５】
　また、そのような粘度の高い鉱石スラリーを、例えばＨＰＡＬ法を利用した浸出処理に
移送する場合、上述した剪断ポンプを用いることで鉱石スラリーを移送することはできて
も、浸出処理の最初の段階で、熱交換器により高温の水蒸気と熱交換して高温条件とする
際に、熱交換の効率を低下させてしまう。これは、鉱石スラリーの降伏応力が、例えば２
００Ｐａを超える程に高くなると、熱交換器に装入された最初の段階で、その壁面や部材
に鉱石スラリーが付着し、流動せずに固着し、ひどい場合は装置の閉塞を招くためである
。
【００１６】
　一方、例えば、投入される鉱石の粒度が小さくなりすぎるのを避けるために、解砕・分
級工程の最終段として、微細な鉱石粒子を除去するための工程を新たに設けることも容易
に思いつくが、設備導入のコストが必要となる。また、解砕・分級工程でリジェクトされ
る鉱石量が増加することになり、資源を有効に利用することができないという問題がある
。
【００１７】
　また、粘度調製方法として、例えば特許文献４に記載のように、粘度が不明である泥水
について所定の粘度を発揮させるために加水量を調整する方法等があるが、この技術は、
建設分野におけるシールド工法、杭工法、流動化処理工法、及び地中連続壁工法等に用い
る泥水の粘度の調整方法に関するものであって、脱水後の鉱石スラリーの粘度調整方法と
しては適用が困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２００５－３５０７６６号公報
【特許文献２】特開２００９－１７３９６７号公報
【特許文献３】特開平１１－１２４６４０号公報
【特許文献４】特開２００９－２７０３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、鉱石スラリーの粘度上昇を
抑制して移送不良を生じさせない鉱石スラリーを製造することができる鉱石スラリーの製
造方法及びこれを利用した金属製錬方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明者らは、上述した目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、原料鉱石から鉱
石スラリーを製造する鉱石スラリーの製造方法において、解砕・分級段階で除去されたオ
ーバーサイズ粒子の一部を、鉱石スラリー濃縮段階に装入添加することによって、鉱石ス
ラリーの粘度上昇を抑制できることを見出し、本発明を完成させた。
【００２１】
　すなわち、本発明に係る鉱石スラリーの製造方法は、原料鉱石から鉱石スラリーを製造
する鉱石スラリーの製造方法であって、上記原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級して
オーバーサイズの鉱石粒子を除去し、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリー
を得る解砕・分級工程と、上記解砕・分級工程にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定
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する粒度測定工程と、上記粗鉱石スラリーを固液分離装置に装入し、該粗鉱石スラリーに
含まれる水分を分離除去して鉱石成分を濃縮する鉱石スラリー濃縮工程とを有し、上記粒
度測定工程にて測定された粒度が所定値を下回った場合に、上記解砕・分級工程にて除去
された上記オーバーサイズの鉱石粒子の一部を、上記鉱石スラリー濃縮工程における固液
分離装置に装入添加することを特徴とする。
【００２２】
　上記粒径の所定値としては、製造される鉱石スラリーの粘度上昇により該鉱石スラリー
の移送不良が生じる粒度であることが好ましく、上記鉱石スラリーの降伏応力が２００Ｐ
ａを超える粒度であることが好ましい。また、より具体的には、その粒度の所定値は、２
０μｍであることが好ましい。
【００２３】
　また、上記オーバーサイズの鉱石粒子を上記鉱石スラリー濃縮工程における固液分離装
置に装入添加する際に、該オーバーサイズの鉱石粒子の粒径を２０～１００μｍに調製し
て添加することが好ましい。
【００２４】
　また、上記オーバーサイズの鉱石粒子を、上記固液分離装置に装入される全鉱石粒子の
うちの１～３０重量％となるように添加することが好ましい。
【００２５】
　上記原料鉱石としては、ニッケル酸化鉱石を用いることができる。そして、上記鉱石ス
ラリーは、硫酸を用いた高温加圧浸出法によって、該鉱石スラリーからニッケル及びコバ
ルトを回収する処理に用いることができる。
【００２６】
　また、本発明に係る金属製錬方法は、原料鉱石から該原料鉱石に含まれる金属を回収す
る金属製錬方法において、上記原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバーサイ
ズの鉱石粒子を除去し、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る解砕・
分級工程と、上記解砕・分級工程にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定する粒度測定
工程と、上記粗鉱石スラリーを固液分離装置に装入し、該粗鉱石スラリーに含まれる水分
を分離除去して鉱石成分を濃縮する鉱石スラリー濃縮工程とを有する鉱石スラリー製造工
程を含み、上記粒度測定工程にて測定された粒径が所定値を下回った場合に、上記解砕・
分級工程にて除去された上記オーバーサイズの鉱石粒子の一部を、上記鉱石スラリー濃縮
工程における固液分離装置に装入添加することを特徴とする。
【００２７】
　上記原料鉱石としては、ニッケル酸化鉱石を用いることができ、ニッケル酸化鉱石から
ニッケル及びコバルトを回収する方法に適用することができる。そしてまた、上記鉱石ス
ラリー製造工程にて製造された鉱石スラリーを、硫酸に添加して高温高圧下で浸出し、ニ
ッケル及びコバルトを含む浸出液を得る方法に用いることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、鉱石スラリーの粘度上昇を抑制して次工程への移送不良等を生じさせ
ることのない鉱石スラリーを製造することができる。そして、このような鉱石スラリーに
よれば、新規な設備等を導入することなく、金属製錬処理等に効率的に移送することがで
き、効率的な操業を行うことを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】鉱石スラリーの製造方法の工程図である。
【図２】鉱石スラリーの製造フローを示すフローチャートである。
【図３】ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の具体的な実施形態（以下、本実施の形態という。）について、図面を参
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照しながら以下の順序で詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
　１．鉱石スラリーの製造方法
　　１－１．概要
　　１－２．各工程について
　　１－３．製造フローについて
　２．金属製錬方法（ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法）
　３．実施例
【００３１】
　＜１．鉱石スラリーの製造方法＞
　＜１－１．概要＞
　本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法は、原料鉱石から、例えばニッケルやコバ
ルト等の金属を回収する金属製錬処理等の際に用いる鉱石スラリーを製造する方法である
。
【００３２】
　具体的に、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法は、図１に示すように、原料鉱
石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去し、アンダーサイ
ズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る解砕・分級工程Ｓ１と、解砕・分級工程Ｓ１
にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定する粒度測定工程Ｓ２と、粗鉱石スラリーを固
液分離装置に装入し、粗鉱石スラリーに含まれる水分を分離除去して鉱石成分を濃縮する
鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３とを有する。
【００３３】
　そして、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法では、粒度測定工程Ｓ２にて測定
された粗鉱石スラリーに粒度が所定値を下回った場合に、解砕・分級工程Ｓ１にて除去さ
れたオーバーサイズの鉱石粒子の一部を、鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３における固液分離装
置に装入添加することを特徴とする。
【００３４】
　ここで、従来の鉱石スラリーの製造プロセスにおいては、原料鉱石を解砕し、所定の分
級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去した後、アンダーサイズの鉱石スラリー
のみをそのままシックナー等の固液分離装置に装入添加して鉱石スラリーを得ていた。し
かしながら、この従来の方法では、原料鉱石の粒度変動や解砕処理の度合い等により、微
細な鉱石粒子が形成され、分級して得られたアンダーサイズの鉱石粒子の粒度が過度に小
さい方向に変動してしまうことがあった。
【００３５】
　このような微細な鉱石粒子から得られる鉱石スラリーは、そのスラリー粘度が上昇して
しまう。これは、粒度の小さい鉱石粒子からなる鉱石スラリーでは、微細な鉱石粒子同士
が所定の凝集力によって凝集し、その凝集した粒子間に水分が取り込まれるようになり、
スラリー中の見かけの溶媒量が減少し、その結果として鉱石スラリー粘度を上昇させるも
のと考えられる。
【００３６】
　このようにして鉱石スラリーのスラリー粘度が上昇すると、例えば金属製錬処理プロセ
スに鉱石スラリーを移送する際、通常の移送ポンプでは効果的に移送することができず、
配管にスラリーが付着する等の障害をもたらすことになる。金属製錬処理において、この
ような鉱石スラリーの移送不良が生じると、配管に付着したスラリーを除去するために操
業を一時的に停止させなければならず、著しく操業効率を低下させる。
【００３７】
　そこで、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法では、上述のように、解砕・分級
工程Ｓ１にて分級されたアンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーの粒度を測定
し、その粒度が所定値を下回った場合に、除去されたオーバーサイズの鉱石粒子の一部を
、アンダーサイズの鉱石粒子とともに固液分離装置に装入添加して鉱石を濃縮するように
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している。これにより、解砕処理や原料鉱石の粒度変動等によって微細な鉱石粒子が生じ
たとしても、その微細な粒子の一部が比較的大きな粒子に、いわば置き換わるようになる
ので、鉱石スラリーの粘度上昇を抑制することができる。
【００３８】
　このことは、つまり、オーバーサイズの鉱石粒子の一部をアンダーサイズの鉱石粒子か
らなる粗鉱石スラリーに添加することにより、微細な鉱石粒子同士の物理的な凝集を阻害
するようになる。そして、これにより、粒子間に水分が保持されることが抑制され、結果
として濃縮後のスラリー粘度が低下するためと考えられる。
【００３９】
　そして、このようにして鉱石スラリーの粘度上昇が抑制できることにより、鉱石スラリ
ーの移送不良を効果的に防止することができ、新規な設備等を設けることなく、例えば金
属製錬等に係る処理に効率的に用いることができる。
【００４０】
　以下では、より具体的に、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法の各工程、並び
に、製造フローについて説明する。
【００４１】
　＜１－２．各工程について＞
　（解砕・分級工程）
　まず、解砕・分級工程Ｓ１では、原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバー
サイズの鉱石粒子を除去し、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る。
この解砕・分級工程Ｓ１では、例えば小石や木の根等を原料鉱石中から除去するとともに
、凝集して塊状となっている原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級する。
【００４２】
　原料鉱石としては、金属を含有する鉱石であれば何れの鉱石であっても適用することが
できる。具体的には、例えば、ニッケルやコバルトを含有するニッケル酸化鉱石や、銅を
含有した酸化銅鉱石等が挙げられる。
【００４３】
　例えば、ニッケル酸化鉱石としては、主としてリモナイト鉱及びサプロライト鉱等のい
わゆるラテライト鉱が挙げられる。ラテライト鉱のニッケル含有量は、通常、０．８～２
．５重量％であり、水酸化物又はケイ苦土（ケイ酸マグネシウム）鉱物として含有される
。また、鉄の含有量は、１０～５０重量％であり、主として３価の水酸化物（ゲーサイト
）の形態であるが、一部２価の鉄がケイ苦土鉱物に含有される。また、ラテライト鉱のほ
かに、ニッケル、コバルト、マンガン、銅等の有価金属を含有する酸化鉱石、例えば深海
底に賦存するマンガン瘤等が用いられる。
【００４４】
　原料鉱石の解砕方法としては、特に限定されるものではなく、一般的なボールミルや、
ロッドミル、ＡＧミル等の解砕機を用いて解砕することができる。また、その解砕機の大
きさや解砕媒体の大きさ等についても特に限定されず、例えば解砕対象となる原料鉱石の
粒度や硬度等の分布についての予備試験を行って適宜選定すればよい。
【００４５】
　また、解砕した原料鉱石の分級方法についても、所望とする粒径に基づいて鉱石を分級
できるものであれば特に限定されず、例えば、一般的なグリズリーや振動ふるい等を用い
た篩分けによって行うことができる。
【００４６】
　また、原料鉱石の分級処理に際しての分級点についても、特に限定されず、所望とする
粒径値以下の鉱石粒子からなる鉱石スラリーを製造するための分級点を適宜設定すること
ができる。
【００４７】
　具体的には、例えば分級点を１．４ｍｍ程度とし、１．４ｍｍの目開きの篩を用いて篩
分けすることによって分級処理することができる。このようにして分級処理を行うことに
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よって、篩上の残存した粒径が１．４ｍｍより大きな鉱石粒子、すなわちオーバーサイズ
の鉱石粒子を小石や木の根等とともに除去する。なお、除去したオーバーサイズの鉱石粒
子は、別途回収しておき、必要に応じて、後段の鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３における固液
分離装置に装入添加する。詳しくは後述する。
【００４８】
　一方で、篩の目開きを通過した篩下（網下）の鉱石粒子は、１．４ｍｍ以下の粒径を有
する小さな鉱石粒子、すなわちアンダーサイズの鉱石粒子である。このアンダーサイズの
鉱石粒子は、この解砕・分級工程Ｓ１にて回収して粗鉱石スラリーとし、次工程に送る。
【００４９】
　（粒度測定工程）
　次に、粒度測定工程Ｓ２では、解砕・分級工程Ｓ１にて得られた粗鉱石スラリーの粘度
を測定する。すなわち、解砕・分級工程Ｓ１にて所定の分級点で分級されたアンダーサイ
ズの鉱石粒子の粒度を測定する。
【００５０】
　具体的に、鉱石スラリーの粒度測定は、所定量の粗鉱石スラリーをサンプリングし、例
えばマイクロトラック粒度測定装置等を用いてサンプリングした粗鉱石スラリーの体積平
均径（ｍｖ値）を測定する。
【００５１】
　そして、粒度測定工程Ｓ２では、粒度測定した粗鉱石スラリーの粒度が、所定値を下回
るか否かを判断する。ここで、その粒度の所定値としては、使用する原料鉱石によっても
異なるが、製造される鉱石スラリーの粘度が上昇して、その鉱石スラリーを移送ポンプ等
を用いて次工程に移送する際に移送不良が生じ始める粒度とする。
【００５２】
　上述したように、解砕・分級工程Ｓ１における処理では、原料鉱石の粒度変動や解砕処
理によって鉱石粒子の一部が微細となり、所定の分級点で分級されたアンダーサイズの鉱
石粒子からなる粗鉱石スラリーの粒度が小さい方向にシフトする場合がある。このように
して粒度が小さい方向にシフトしていくと、鉱石スラリーの粘度は次第に上昇していき、
結果として鉱石スラリーの移送不良等を生じさせる。このことから、この粒度測定工程Ｓ
２においては、まず、解砕・分級工程Ｓ１を経て得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定し
、その粗鉱石スラリーから得られる鉱石スラリーの粘度が上昇して、移送不良が生じる粒
度を下回るか否かを判断する。
【００５３】
　より具体的に、鉱石スラリーの粘度が上昇して移送不良が生じ始める粒度としては、得
られる鉱石スラリーの降伏応力が２００Ｐａを超えるようになる粒度とすることが好まし
い。鉱石スラリーを用いた金属精錬処理において一般的に使用されている移送ポンプでは
、鉱石スラリーの降伏応力が約２００Ｐａを超えると移送不良が生じて移送することがで
きなくなる。このようにして移送不良が生じた場合には、プラントを一時的に停止させな
ければならない事態が生じ、著しく操業効率が低下する。したがって、詳しくは後述する
が、粒度測定した粗鉱石スラリーの粒度が２００Ｐａを超えるようになる粒度を指標とし
て、その指標の粒度を下回るか否かを判断することにより、鉱石スラリーの粘度上昇を抑
え、移送不良等の発生を防止することができる。
【００５４】
　また、鉱石スラリーの粒度条件として、用いる原料鉱石の種類によっても僅かに異なる
が、鉱石スラリーの粒径が２０μｍ未満の場合において鉱石スラリーの降伏応力が２００
Ｐａを超えるようになる。このことから、鉱石スラリーの粒度の所定値を２０μｍとする
ことができ、２０μｍを下回るか（２０μｍ未満か）否かで判断してもよい。
【００５５】
　（鉱石スラリー濃縮工程）
　鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３では、分級して得られたアンダーサイズの鉱石粒子を含む粗
鉱石スラリーを固液分離装置に装入し、その粗鉱石スラリー中に含まれる水分を分離除去
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して鉱石成分を濃縮し、鉱石スラリーを得る。
【００５６】
　具体的に、鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３では、例えばシックナー等の固液分離装置に粗鉱
石スラリーを装入し、固形成分を沈降させて装置の下部から取り出し、一方で上澄みとな
った水分を装置の上部からオーバーフローさせる固液分離を行う。この固液分離処理によ
り、粗鉱石スラリー中の水分を低減させ、スラリー中の鉱石成分を濃縮させることによっ
て、例えば固形分濃度として４０重量％程度の鉱石スラリーを得る。
【００５７】
　鉱石スラリー濃縮工程Ｓ３では、必要に応じて、粗鉱石スラリーを固液分離装置に装入
する際に、凝集剤を添加することができる。このようにして凝集剤を添加することによっ
て、粗鉱石スラリー中の固形分の凝集を促し、沈降を促進させることができる。添加する
凝集剤としては、例えば高分子系の凝集剤を用いることができ、様々な分子量の種類のも
のを用いることができる。また、凝集剤は、適切に希釈され、粗鉱石スラリーと混合して
十分に接触させることによって効果が発現する。そのため、粗鉱石スラリーと十分に接触
させるために、例えばシックナーのフィードウエル部分で粗鉱石スラリー流中に希釈後の
凝集剤を添加することが好ましい。
【００５８】
　ここで、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法では、この鉱石スラリー濃縮工程
Ｓ３において、粒度測定工程Ｓ２で測定した粗鉱石スラリーの粒度が上述した所定値を下
回った場合に、解砕・分級工程Ｓ１にて除去されたオーバーサイズの鉱石粒子の一部を、
粗鉱石スラリーとともに固液分離装置に装入添加する。
【００５９】
　このようにして、解砕・分級工程Ｓ１にて分級されたアンダーサイズの鉱石粒子からな
る粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回った場合に、除去されたオーバーサイズの鉱石粒
子の一部を固液分離装置に装入添加することにより、得られた鉱石スラリーの粘度上昇を
抑制することができる。
【００６０】
　つまり、粗鉱石スラリーを構成する鉱石粒子が解砕処理によって微細な粒子となり、そ
の粒度が小さい方向にシフトしている場合でも、除去されたオーバーサイズの鉱石粒子の
一部を粗鉱石スラリーとともに装入添加することにより、濃縮される鉱石スラリーの一部
が粒径の大きな粒子となる。そのため、処理される全体の鉱石粒子の粒度が大きくなり、
それにより、鉱石スラリーの粘度上昇を抑制することができる。そして、このように粘度
上昇を抑制できることにより、鉱石スラリーの移送不良を効果的に防止して、例えば金属
製錬等に係る処理に効率的に移送することができる。
【００６１】
　装入添加するオーバーサイズの鉱石粒子の大きさは、特に限定されないが、２０～１０
０μｍ程度に粒径調整したものを添加することが好ましい。鉱石粒子の粒径が２０μｍ未
満では、鉱石スラリーの粘度上昇を抑制する効果が十分に得られない可能性がある。一方
で、鉱石粒子の粒径が１００μｍより大きいと、粘度上昇を抑制する効果は十分に奏し得
るものの、得られる鉱石スラリーの粒径サイズのばらつきが大きくなり、またその比表面
積が小さくなる。これにより、金属製錬等の材料として用いられる鉱石スラリーの反応性
、例えば有価金属の浸出効率等を悪くする可能性がある。したがって、オーバーサイズの
鉱石粒子を２０～１００μｍ程度に粒径調整したものを添加することにより、より効果的
に鉱石スラリーの粘度上昇を抑制することができるとともに、得られた鉱石スラリーの反
応性の低下を抑制し、効果的な製錬処理等を行うことができる。
【００６２】
　オーバーサイズの鉱石粒子の粒径を調製する場合、その粒径調整方法としては特に限定
されず、例えば、上述した解砕処理において用いたような、一般的なボールミルや、ロッ
ドミル、ＡＧミル等の解砕機を用いて調製することができる。また、調製した鉱石粒子の
粒度測定は、例えば、マイクロトラック粒度測定装置等を用いて測定することができる。
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【００６３】
　また、オーバーサイズの鉱石粒子の添加量は、特に限定されるものではないが、固液分
離装置に装入される全鉱石粒子、すなわち粗鉱石スラリー中の鉱石粒子と添加するオーバ
ーサイズの鉱石粒子とを合わせた全鉱石粒子に対して１～３０重量％の割合となるように
添加することが好ましい。鉱石粒子の添加量が全鉱石粒に対して１重量％未満となる場合
では、大きな粒子の存在比率が低過ぎて鉱石スラリーの粘度上昇を抑制する効果が十分に
得られない可能性がある。一方で、鉱石粒子の添加量が全鉱石粒子に対して３０重量％を
超えるような場合には、鉱石スラリーの反応性を悪くする可能性がある。したがって、オ
ーバーサイズの鉱石粒子を全鉱石粒子に対して１～３０重量％の割合で添加することによ
り、より効果的に鉱石スラリーの粘度上昇を抑制することができるとともに、得られた鉱
石スラリーの反応性の低下を抑制し、効果的な製錬処理等を行うことができる。
【００６４】
　以上のように、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法では、解砕・分級工程Ｓ１
にて分級されたアンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーの粒度を測定する。そ
して、測定した粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回った場合には、解砕・分級工程Ｓ１
にて除去されたオーバーサイズの鉱石粒子の一部を、粗鉱石スラリーとともに固液分離装
置に装入添加することによって鉱石スラリーを製造する。
【００６５】
　これにより、解砕処理によって微細な粒子が発生したとしても、微細な粒子同士の凝集
が阻害されて、鉱石スラリーの粘度上昇を抑制することができる。そして、このように粘
度上昇を抑制できることにより、鉱石スラリーの移送不良を効果的に防止することができ
、新規な設備等を設けることなく、例えば金属製錬等に係る処理に効率的に用いることが
できる。
【００６６】
　なお、鉱石スラリーの粘度を測定する方法としては、特に限定されるものではなく、例
えばレオメーター等を用いて行うことができる。また、鉱石スラリーの粘度は、スランプ
試験による降伏応力として算出することもできる。
【００６７】
　スランプ試験は、鉱石スラリーを取り扱う実操業の現場では良く知られた方法であり、
コンクリートのスランプ試験方法（ＪＩＳ　Ａ　１１０１）に類似した方法である。スラ
ンプ試験は、円筒形パイプにスラリーを充填し、水平面に直立させ、パイプだけを静かに
上方に抜き取ると、スラリーの柱は自重によって底部が広がり高さが低くなることを利用
して測定される。すなわち、円筒形パイプの高さ（≒パイプ抜き取り直後のスラリー柱の
高さ）をＨ０とし、その後自重によって変形した後のスラリーの高さをＨ１とし、その変
化率をＳとすると、Ｓは次の式（１）で表され、そして、スラリーの密度γ[ｇ／Ｌ]を下
記式（２）に代入することによって、降伏応力［Ｐａ］を求めることができる。
　Ｓ＝（Ｈ０－Ｈ１）／Ｈ０ ・・・（１）
　降伏応力［Ｐａ］＝０．５×（１－Ｓ０．５）×γ×０．９８×Ｈ０ ・・・（２）
【００６８】
　＜１－３．製造フローについて＞
　次に、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造フローについて、図２に示すフローチャ
ートに基づいて説明する。なお、この製造フローにおいて説明する鉱石粒子の粒径や添加
量、また使用する装置等は、一例を示すものであって、これに限定されるものではないこ
とは勿論である。
【００６９】
　まず、ステップＳ１１において、例えばニッケル酸化鉱石等の原料鉱石を、一般的な解
砕機を用いて解砕し、例えば１．４ｍｍの目開きの篩を用いて篩分けして分級する。
【００７０】
　次に、ステップＳ１２において、ステップＳ１１にて分級して得られたアンダーサイズ
の鉱石粒子を回収し、粗鉱石スラリーとする。一方で、分級されたオーバーサイズの鉱石
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粒子は、例えばニッケル等の金属含有量が少ない鉱石粒子であるため除去され、別途回収
される。
【００７１】
　ステップＳ１３においては、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーの粒度
を測定する。粒度測定は、例えばマイクロトラック粒度測定装置等を用いて行い、体積平
均径（ｍｖ）等を算出する。
【００７２】
　そして、ステップＳ１４においては、ステップＳ１３にて測定された粗鉱石スラリーの
粒度が、所定値を下回るか否かを判断する。その所定値としては、粒度測定した粗鉱石ス
ラリーから得られる鉱石スラリーの粘度が上昇してその鉱石スラリーの移送不良が生じる
粒度、例えば、鉱石スラリーの降伏応力が２００Ｐａを超える粒度とする。なお、鉱石ス
ラリーの降伏応力が２００Ｐａを超える粒度条件は２０μｍ未満であることから、鉱石ス
ラリーの粒度が２０μｍを下回るか（２０μｍ未満か）否かで判断するようにしてもよい
。
【００７３】
　このステップＳ１４において、粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回らない場合（Ｎｏ
の場合）には、ステップＳ１５に進み、測定した粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回る
場合（Ｙｅｓの場合）には、ステップＳ１６に進む。
【００７４】
　まず、ステップＳ１４にて粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回らない（Ｎｏ）と判断
した場合には、ステップＳ１５において、粗鉱石スラリーの全量をシックナー等の固液分
離装置に装入添加し、ステップＳ１８における鉱石成分の濃縮処理に備える。
【００７５】
　一方で、ステップＳ１４にて粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回る（Ｙｅｓ）と判断
した場合には、ステップＳ１６において、ステップＳ１２にて除去回収したオーバーサイ
ズの鉱石粒子を例えば２０～１００μｍの粒子となるように調整する。この粒径調整は、
ステップＳ１１における解砕処理と同様にして一般的な解砕機を用いて行うことができる
。そして、ステップＳ１６では、適宜、粒径調整して得られた鉱石粒子の粒度を測定し、
所望とする粒径に調製されているか否かを確認する。そして、次にステップＳ１７に進む
。
【００７６】
　ステップＳ１７では、ステップＳ１６にて粒径調整した鉱石粒子（オーバーサイズの鉱
石粒子）を固液分離装置に装入添加する。このとき、オーバーサイズの鉱石粒子の添加量
は、例えば、固液分離装置に装入する全鉱石粒子、すなわちステップＳ１５にて添加する
粗鉱石スラリー中の鉱石粒子とこのステップＳ１７にて添加するオーバーサイズの鉱石粒
子とを合わせた全鉱石粒子に対して、１～３０重量％の割合となるように添加する。
【００７７】
　そして、ステップＳ１８において、ステップＳ１５において準備され固液分離装置内に
装入された粗鉱石スラリー、又は、オーバーサイズの鉱石粒子を一部に含む粗鉱石スラリ
ーを濃縮処理する。濃縮処理は、粗鉱石スラリーに含まれる水分を分離除去して鉱石成分
を濃縮する。そして、この濃縮処理を経て、鉱石スラリーが得られる。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造フローにおいては、原料鉱石を
解砕し分級して得られた、アンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーの粒度を測
定し、その鉱石粒子の粒径が所定値を下回るか否かを判断するようにしている。そして、
その測定した粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回らない場合には、そのまま粗鉱石スラ
リーを固液分離装置に装入し、鉱石成分を濃縮して鉱石スラリーとする。一方で、測定し
た粗鉱石スラリーの粒度が所定値を下回った場合には、原料鉱石の解砕・分級処理で除去
されたオーバーサイズの鉱石粒子の一部を、粗鉱石スラリーとともに固液分離装置に装入
添加して濃縮処理を行うようにしている。
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【００７９】
　このようにして鉱石スラリーを製造することによって、鉱石スラリーが微細な鉱石粒子
からなることによってそのスラリー粘度が上昇してしまうことを抑制でき、移送ポンプを
介した鉱石スラリーの移送に際して、移送不良の発生を防止することができる。
【００８０】
　ところで、上述した鉱石スラリーの製造方法は、例えば、原料鉱石から有価金属を回収
する金属製錬方法において用いられる鉱石スラリーの製造に好適に用いることができるが
、特に、硫酸による高温加圧酸浸出法（ＨＰＡＬ法）を適用した金属湿式製錬方法におい
て用いられる鉱石スラリーの製造に特に有効となる。
【００８１】
　ＨＰＡＬ法は、ニッケル及びコバルトを含有するニッケル酸化鉱石から、ニッケル及び
コバルトを回収する湿式製錬方法として利用されているものであり、ニッケル酸化鉱石か
ら得られた鉱石スラリーに硫酸を添加し、高温高圧下で浸出し、ニッケル及びコバルトを
含む浸出液を得るものである。このＨＰＡＬ法では、浸出処理の初期段階において、熱交
換器により高温の水蒸気を高温に変換することによって、高温条件とされる。
【００８２】
　このとき、浸出に用いる鉱石スラリーの降伏応力が高く、例えば２００Ｐａを超えるよ
うな場合には、移送された鉱石スラリーが熱交換器に装入された初期の段階で、熱交換器
の壁面や部材に付着して流動せずに固着してしまい、装置の閉塞を招いて熱交換効率を著
しく低下させる。このようになると、所望とする高温条件にまで温度を高めることが困難
となり、結果としてニッケル及びコバルトの浸出効率を低下させることになる。
【００８３】
　しかしながら、上述したように、本実施の形態に係る鉱石スラリーの製造方法を適用す
ることにより、スラリー粘度の上昇が抑制された鉱石スラリーを製造することができるの
で、その鉱石スラリーを用いてＨＰＡＬ法を行うことにより、浸出処理への移送不良を防
止するとともに浸出処理における熱交換効率の低下を防止して、効率的かつ効果的な浸出
を行うことができる。
【００８４】
　＜２．金属製錬方法（ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法）＞
　そこで、次に、上述した鉱石スラリーの製造方法により製造した鉱石スラリーを用い、
ＨＰＡＬ法によりニッケル酸化鉱石からニッケル及びコバルトを回収する湿式製錬方法に
ついて説明する。
【００８５】
　図３に、ニッケル酸化鉱石の高温加圧酸浸出法による湿式製錬方法の工程図の一例を示
す。図３に示すように、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法は、ニッケル酸化鉱石を解砕・
分級し、鉱石成分を濃縮して鉱石スラリーを製造する鉱石スラリー製造工程Ｓ２１と、得
られた鉱石スラリーからニッケル及びコバルトを浸出する浸出工程Ｓ２２と、得られた浸
出スラリーから浸出液と浸出残渣とに固液分離する固液分離工程Ｓ２３と、浸出液を中和
しニッケル回収用の母液と中和澱物スラリーとに分離する中和工程Ｓ２４と、母液である
硫酸に硫化水素ガスを吹き込んで硫化反応を行いニッケルを含む硫化物と貧液とを得る硫
化工程Ｓ２５とを有する。以下、各工程についてより具体的に説明する。
【００８６】
　（鉱石スラリー製造工程）
　鉱石スラリー製造工程Ｓ２１では、まず、原料鉱石であるニッケル酸化鉱石を解砕し、
所定の分級点で分級し、分級して得られたアンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラ
リーを製造する。そして、得られた粗鉱石スラリーから固液分離処理により水分を除去し
て鉱石成分を濃縮することによって、鉱石スラリーを製造する。
【００８７】
　より具体的に、本実施の形態に係る金属製錬方法における鉱石スラリー製造工程Ｓ２１
は、原料鉱石を解砕し、所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去し、ア
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ンダーサイズの鉱石粒子からなる粗鉱石スラリーを得る解砕・分級工程と、解砕・分級工
程にて得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定する粒度測定工程と、粗鉱石スラリーを固液
分離装置に装入し、粗鉱石スラリーに含まれる水分を分離除去して鉱石成分を濃縮する鉱
石スラリー濃縮工程とを有する。
【００８８】
　そして、この鉱石スラリー製造工程Ｓ２１では、粒度測定工程にて測定された粗鉱石ス
ラリーの粒度が所定値を下回った場合に、解砕・分級工程にて除去されたオーバーサイズ
の鉱石粒子の一部を、鉱石スラリー濃縮工程における固液分離装置に装入添加する。
【００８９】
　このような鉱石スラリーの製造工程Ｓ２１によれば、スラリー粘度の上昇を抑制した鉱
石スラリーを製造することができ、一般的な移送ポンプ等を用いて、移送不良等を生じさ
せることなく、次工程の浸出工程に効率的に移送することができる。
【００９０】
　鉱石スラリー製造工程Ｓ２１にて製造する鉱石スラリーの濃度としては、特に限定され
るものではないが、１５～４５重量％になるように調製することが好ましい。
【００９１】
　（浸出工程）
　浸出工程Ｓ２２では、鉱石スラリー製造工程Ｓ２１にて得られた鉱石スラリーに硫酸を
添加し、２２０～２８０℃の温度下で攪拌処理して、浸出液と浸出残渣とからなる浸出ス
ラリーを形成する。浸出工程Ｓ２２では、例えば高温加圧容器（オートクレーブ）が用い
られる。
【００９２】
　具体的に、浸出工程Ｓ２２においては、下記の式（１）～（５）で表される浸出反応と
高温熱加水分解反応が生じ、ニッケル、コバルト等の硫酸塩としての浸出と、浸出された
硫酸鉄のヘマタイトとしての固定化が行われる。ただし、鉄イオンの固定化は完全には進
行しないため、通常、得られる浸出スラリーの液部分には、ニッケル、コバルト等の他に
２価と３価の鉄イオンが含まれる。
【００９３】
　・浸出反応
ＭＯ＋Ｈ２ＳＯ４ ⇒ ＭＳＯ４＋Ｈ２Ｏ  ・・・（１）
　（なお、式中Ｍは、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｍｎ等を表す。）
２Ｆｅ（ＯＨ）３＋３Ｈ２ＳＯ４ ⇒ Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋６Ｈ２Ｏ  ・・・（２）
ＦｅＯ＋Ｈ２ＳＯ４ ⇒ ＦｅＳＯ４＋Ｈ２Ｏ  ・・・（３）
　・高温熱加水分解反応
２ＦｅＳＯ４＋Ｈ２ＳＯ４＋１／２Ｏ２ ⇒ Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋Ｈ２Ｏ  ・・・（４）
Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋３Ｈ２Ｏ⇒ Ｆｅ２Ｏ３＋３Ｈ２ＳＯ４  ・・・（５）
【００９４】
　浸出工程Ｓ２２における硫酸の添加量は、特に限定されるものではなく、鉱石中の鉄が
浸出されるような過剰量が用いられる。例えば、鉱石１トン当り３００～４００ｋｇとす
る。鉱石１トン当りの硫酸添加量が４００ｋｇを超えると、硫酸コストが大きくなり好ま
しくない。
【００９５】
　（固液分離工程）
　固液分離工程Ｓ２３では、浸出工程Ｓ２２で形成される浸出スラリーを多段洗浄して、
ニッケル及びコバルトを含む浸出液と浸出残渣とを得る。
【００９６】
　固液分離工程Ｓ２３における多段洗浄方法としては、特に限定されるものではないが、
ニッケルを含まない洗浄液で向流に接触させる連続交流洗浄法（ＣＣＤ法：Ｃｏｕｎｔｅ
ｒ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｄｅｃａｎｔａｔｉｏｎ）を用いることが好ましい。これによって、
系内に新たに導入する洗浄液を削減できるとともに、ニッケル及びコバルトの回収率を９
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５％以上とすることができる。
【００９７】
　（中和工程）
　中和工程Ｓ２４では、固液分離工程Ｓ２３にて分離された浸出液の酸化を抑制しながら
、その浸出液のｐＨが４以下となるように炭酸カルシウムを添加し、ニッケル回収用の母
液と３価の鉄を含む中和澱物スラリーとを形成する。中和工程Ｓ１４では、このようにし
て浸出液の中和処理を行うことで、高温加圧酸浸出による浸出工程Ｓ２２で用いた過剰の
酸の中和を行うとともに、溶液中に残留する３価の鉄イオンやアルミニウムイオン等を除
去する。
【００９８】
　中和工程Ｓ２４において調整する浸出液のｐＨは、上述のように４以下とし、好ましく
は３．２～３．８とする。浸出液のｐＨが４を超えると、ニッケルの水酸化物の発生が多
くなる。
【００９９】
　また、中和工程Ｓ２４においては、溶液中に残留する３価の鉄イオンの除去に際し、溶
液中に２価として存在する鉄イオンを酸化させないことが好ましい。そのため、例えば空
気の吹込み等による溶液の酸化を極力防止することが好ましい。これにより、２価の鉄の
除去に伴う炭酸カルシウム消費量と中和澱物スラリーの生成量の増加を抑制することがで
きる。すなわち、中和澱物スラリー量の増加による澱物へのニッケル回収ロスを抑えるこ
とができる。
【０１００】
　また、中和工程Ｓ２４で得られる中和澱物スラリーを、必要に応じて固液分離工程Ｓ２
３へ送ることができる。これによって、中和澱物スラリーに含まれるニッケルを効果的に
回収することができる。具体的には、中和澱物スラリーを、低いｐＨ条件で操業される固
液分離工程Ｓ２３へ繰返すことによって、浸出残渣の洗浄と同時に中和澱物の付着水と中
和澱物表面での局所反応により生成した水酸化ニッケルの溶解を促進させることができ、
回収ロスとなるニッケル分を低減することができる。なお、ニッケルと同時に鉄の水酸化
物も一部再溶解され、浸出した３価の鉄イオンの固定に再度中和剤が必要となる場合があ
る。そのため、この点からも２価の鉄イオンを酸化させないで中和澱物量の削減を図るこ
とが望ましい。
【０１０１】
　中和工程Ｓ２４における反応温度としては、５０～８０℃程度とすることが好ましい。
反応温度が５０℃未満では、形成される３価の鉄イオンを含む中和澱物が微細となり、必
要に応じてその中和澱物を循環させた固液分離工程Ｓ２３における処理に悪影響を及ぼす
。一方、反応温度が８０℃を超えると、装置材料の耐食性の低下や加熱のためのエネルギ
ーコストの増大を招く。
【０１０２】
　（硫化工程）
　硫化工程Ｓ２５では、中和工程Ｓ２４において得られたニッケル回収用の母液である硫
酸水溶液に硫化水素ガスを吹き込んで硫化反応を生じさせ、ニッケルを含む硫化物と貧液
とを生成する。
【０１０３】
　母液は、上述のように鉱石スラリーを浸出して得られた硫酸であり、中和工程Ｓ２４を
経て得られたものである。具体的には、例えば、ｐＨが３．２～４．０で、ニッケル濃度
が２～５ｇ／Ｌ、コバルト濃度が０．１～１．０ｇ／Ｌであり、また不純物成分として鉄
、マグネシウム、マンガン等を含む硫酸である。不純物成分は、浸出の酸化還元電位、オ
ートクレーブの操業条件、及び鉱石品位により大きく変化するが、一般的に鉄、マグネシ
ウム、マンガンが数ｇ／Ｌ程度含まれている。ここで、不純物成分は、回収するニッケル
及びコバルトに対して比較的多く存在するが、硫化物としての安定性が低い、鉄、マンガ
ン、アルカリ金属、及びマグネシウム等のアルカリ土類金属は、生成する硫化物には含有
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されることはない。
【０１０４】
　また、母液中に亜鉛が含まれる場合には、硫化反応によりニッケル等を硫化物として生
成させる処理に先立って、亜鉛を硫化物として選択的に分離する処理を行うことができる
。この亜鉛を選択分離する処理としては、硫化反応の際に弱い条件を作り出して硫化反応
の速度を抑制することによって、亜鉛と比較して濃度の高いニッケルの共沈を抑制し、亜
鉛を選択的に除去する。
【０１０５】
　硫化工程Ｓ２５においては、不純物含有の少ないニッケルを含む硫化物とニッケル濃度
を低い水準で安定させた貧液とを生成して回収する。具体的には、硫化反応により得られ
た硫化物のスラリーをシックナー等の沈降分離装置を用いて沈降分離処理することによっ
て、沈殿物である硫化物をシックナーの底部より分離回収し、水溶液成分はオーバーフロ
ーして貧液として回収する。なお、この貧液は、ｐＨが１～３程度であり、硫化されずに
含まれる鉄、マグネシウム、マンガン等の不純物元素を含んでいる。
【０１０６】
　この硫化工程Ｓ２５においては、平均粒径を所定の大きさ以上となるように調整したニ
ッケルを含む硫化物（ニッケル硫化物）を種晶として硫酸中に添加することもできる。こ
れにより、硫化反応により生成した硫化物スラリーを沈殿物である硫化物と貧液とに分離
する沈降分離処理に際して、オーバーフロー液中におけるニッケルを含む微細な浮遊固形
分の濃度を低下させることができ、硫化物として沈殿形成させることができるニッケル分
を増加させ、ニッケルの回収ロスを低減させることができる。
【０１０７】
　種晶となるニッケル硫化物の添加量としては、母液に含まれるニッケル量に対し、４～
６倍のニッケル量に当たる添加量とすることが好ましい。これにより、反応容器内面への
生成硫化物の付着を抑制することができるとともに、貧液中のニッケル濃度をより一層に
低い水準で安定させることができる。
【０１０８】
　また、この種晶として添加するニッケル硫化物は、硫化工程Ｓ２５において生成され沈
降分離処理を経て回収された後、平均粒径が所定の大きさ以上となるように分級処理して
粒径調整された硫化物を循環使用することが好ましい。なお、必要に応じて、分級処理に
先立ち、硫化物を粉砕する処理を行ってもよい。
【０１０９】
　＜３．実施例＞
　以下に本発明についての実施例を説明するが、本発明は下記の実施例に限定されるもの
ではない。
【実施例】
【０１１０】
　［実施例１］
　原料鉱石であるニッケル酸化鉱石から、硫酸を用いた高温加圧酸浸出法（ＨＰＡＬ法）
により、ニッケルやコバルトを回収する際の鉱石スラリー製造工程において、先ず、ニッ
ケル酸化鉱石を一般的な解砕機を用いて解砕した。そして、解砕したニッケル酸化鉱石を
、目開き１．４ｍｍの篩を用いて分級した。この分級処理により分級されたアンダーサイ
ズの鉱石粒子を回収し、固形成分として１００ｇ／Ｌ含有する粗鉱石スラリーを製造した
。一方、分級されたオーバーサイズの鉱石粒子は除去して別途回収した。
【０１１１】
　次に、マイクロトラック装置（９３２０－Ｘ１００、日機装株式会社製）を用いて、粗
鉱石スラリーの粒度を測定した。なお、粗鉱石スラリーの粒度は、体積平均径（ｍｖ）を
測定値として測定した。その結果、粗鉱石スラリーの粒径は、１２．４８μｍであった。
この粒径は、金属製錬処理で用いる移送ポンプにおいて移送不良が生じる鉱石スラリーの
降伏応力２００Ｐａ超える粒度条件（２０μｍ）を下回るものであった。
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【０１１２】
　次に、この粗鉱石スラリーを、直径約２５ｍ、高さ約５ｍ、容積約２０００ｍ３のシッ
クナーに、流量として２５０ｍ３／時間で装入し、水分を除去して鉱石成分を濃縮させる
濃縮処理を行った。このとき、解砕・分級処理により除去したオーバーサイズの鉱石粒子
であって、粒径が２１．７１μｍの鉱石を含むスラリーを、全鉱石粒子に対して５重量％
の割合でシックナーに装入添加した。
【０１１３】
　濃縮処理の終了後、得られた鉱石スラリーをシックナーの下部から取り出した。
【０１１４】
　この得られた鉱石スラリーの降伏応力を、レオメーター（ＭＣＲ３０１、Ａｎｔｏｎ 
Ｐａａｒ社製）を用いて測定した。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１７０Ｐａであ
り、通常の移送ポンプによって、移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移
送することができた。
【０１１５】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９３．４％と
満足できる結果であった。
【０１１６】
　［実施例２］
　実施例１と同様にして原料鉱石であるニッケル酸化鉱石に対し解砕・分級処理を行い、
粗鉱石スラリーを得て、得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定したところ、粗鉱石スラリ
ーの粒径が１４．２６μｍであったこと以外は、実施例１と同様にして鉱石スラリーを製
造した。
【０１１７】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１６０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、
移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１１８】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９３．２％と
満足できる結果であった。
　［実施例３］
　実施例１と同様にして原料鉱石であるニッケル酸化鉱石に対し解砕・分級処理を行い、
粗鉱石スラリーを得て、得られた粗鉱石スラリーの粒度を測定したところ、粗鉱石スラリ
ーの粒径が１８．２６μｍであったこと以外は、実施例１と同様にして鉱石スラリーを製
造した。
【０１１９】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１５０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、
移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１２０】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９３．０％と
満足できる結果であった。
【０１２１】
　［実施例４］
　粗鉱石スラリーとともに、オーバーサイズの鉱石粒子を含むスラリーを、全鉱石粒子に
対して１重量％の割合でシックナーに装入添加したこと以外は、実施例１と同様にして鉱
石スラリーを製造した。
【０１２２】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１９０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、
移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
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【０１２３】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９３．５％と
満足できる結果であった。
【０１２４】
　［実施例５］
　粗鉱石スラリーとともに、オーバーサイズの鉱石粒子を含むスラリーを、全鉱石粒子に
対して１０重量％の割合でシックナーに装入添加したこと以外は、実施例１と同様にして
鉱石スラリーを製造した。
【０１２５】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１４０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、
移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１２６】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９２．９％と
満足できる結果であった。
　［実施例６］
　粗鉱石スラリーとともに、オーバーサイズの鉱石粒子を含むスラリーを、全鉱石粒子に
対して２０重量％の割合でシックナーに装入添加したこと以外は、実施例１と同様にして
鉱石スラリーを製造した。
【０１２７】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は１００Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、
移送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１２８】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９２．８％と
満足できる結果であった。
　［実施例７］
　粗鉱石スラリーとともに、オーバーサイズの鉱石粒子を含むスラリーを、全鉱石粒子に
対して３０重量％の割合でシックナーに装入添加したこと以外は、実施例１と同様にして
鉱石スラリーを製造した。
【０１２９】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は９０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、移
送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１３０】
　また、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においても、ニッケル浸出率が９２．９％と
満足できる結果であった。
　［実施例８］
　粗鉱石スラリーとともに、オーバーサイズの鉱石粒子を含むスラリーを、全鉱石粒子に
対して４０重量％の割合でシックナーに装入添加したこと以外は、実施例１と同様にして
鉱石スラリーを製造した。
【０１３１】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は７０Ｐａであり、通常の移送ポンプによって、移
送不良等を生じさせることなく次工程の浸出工程に移送することができた。
【０１３２】
　一方で、その後のＨＰＡＬ法による浸出工程においては、ニッケル浸出率が９０．５％
と他の実施例に比べて低い結果となった。
【０１３３】
　［比較例１］
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　比較例１では、得られた粗鉱石スラリーのみをシックナーへ装入して濃縮処理を行った
こと以外は、実施例１と同様にして鉱石スラリーを製造した。
【０１３４】
　得られた鉱石スラリーの降伏応力を、実施例１と同様にレオメーターを用いて測定した
。その結果、鉱石スラリーの降伏応力は３７０Ｐａであり、粘度が高過ぎて移送ポンプで
次工程の浸出工程に移送することができず、操業を中断し、配管に固着した粘度の高いス
ラリーを取り出して洗浄する等の対応作業が必要となった。

【図１】 【図２】
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【図３】
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