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第 1 章 はじめに 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成 19 年度から鉱害防止技

術調査研究事業として亜鉛の坑廃水処理技術調査研究を実施することとした。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構中期目標において、「鉱害防止技

術調査の実施に当たっては、個別の技術開発プロジェクトについて、プロジェク

ト毎に事前評価及び中間評価を行い、技術調査の成果の利用可能性、技術的有望

性に照らした目標・計画の妥当性等に関して、外部専門家による厳格な技術評価

や費用対効果分析を実施することとし、案件採択、業務継続の要否、資金の配分

等に反映させる。」こととしている。 

上記に基づき業務評価委員会 金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会 鉱

害防止技術分科会を平成 19 年 6 月 21 日および 7 月 4 日に開催し、亜鉛の坑廃水

処理技術調査研究の事前評価を実施していただいた。 

本報告書は、この事前評価結果をとりまとめたものである。 

 

評価者、被評価者及び評価事務局は次のとおりである。 

 

 

評価者：業務評価委員会 金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

鉱害防止分科会                          

 （分科会長）足立 吟也    大阪大学 名誉教授、学校法人重里学園 理事 

 （委員）  大和田 秀二  早稲田大学 理工学部 環境資源工学科 教授 

 （委員）  香取 義重   株式会社 三菱総合研究所 参与 

 （委員）  山本 光修   日本鉱業協会 環境保安部 次長 

 

被評価者（担当課）：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

     鉱害防止支援部 調査技術課 

 

評価事務局：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

     評価部 業務評価課 
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第２章 技術評価ガイドライン 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術評価ガイドライン（以下、

「本ガイドライン」）は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「資源機構」）

が実施する技術開発プロジェクトの技術評価を行うに当たって配慮しなければな

らない事項を取りまとめたものある。 

 

１． 技術評価の目的 

技術評価の目的は以下の項目から成る。 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発プロジェクトの目標、成果、資源機構の業務における位置付けを明確

にすることにより、技術開発プロジェクトに対して確実に社会的ニーズや資源機

構のニーズを反映させる。 

 

(2) より効率的・効果的な技術開発の実施 

評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通じ研究

開発・技術開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について検討し、より

効率的・効果的な技術開発を実施していく。 

 

(3) 国民への開示 

技術開発プロジェクトの意義や内容については、評価結果の公表を通じて一般

国民に開示していく。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を事業や技術開発プロジェクトの継続、拡大、縮小、中止など資源

の配分へ反映させることにより、資源の重点化及び効率化を促進していく。 

 

２． 技術評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

プロジェクトの実施者は、積極的に成果を公開し、その内容について広く学識

者、成果の応用分野の有識者等の意見を聴く。評価事務局（資源機構 評価部 業

務評価課）においては透明で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価

手続き、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般について予め明確に定め、

これを公開する。 

 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評
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価者の導入等により、中立性の確保に努める。 

 

(3) 継続性の確保 

技術開発プロジェクトにおいては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけでは

なく、評価とそれを反映したプロジェクトの推進というプロセスを繰り返してい

く時系列のつながりにも意義がある。したがって、当該担当部・課にとって、評

価結果を後の技術開発プロジェクトの企画立案等に反映させ易い、継続性のある

評価方法で評価を行うことが必要である。 

 

３． 本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインに係る技術評価の対象となる技術開発プロジェクトは以下のと

おりである。 

① 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型

な技術開発」及び「公募型研究」 

② 金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクト 

③ 鉱害防止に係る技術開発プロジェクト 

 

４． 評価の類型と実施時期 

評価は、技術開発プロジェクトの実施期間に対するその実施時期により、事前

評価・中間評価・事後評価に類型化される。 

原則として、技術開発プロジェクト開始前に事前評価を、プロジェクト終了後

に事後評価を実施する。プロジェクト期間が５年以上の場合及び後継プロジェク

トの提案を予定する場合には、プロジェクト期間中に中間評価を実施する。 

後継プロジェクトが実施されることとなったプロジェクトについては、事後評

価を省略し、後継プロジェクト終了時にあわせて評価を実施することができるこ

ととする。 

 

５． 評価体制 

(1) 評価者 

資源機構の外部に属する者で、当該技術開発プロジェクトの知見を有する専門

家、自然科学一般に深い見識のある者、社会科学一般に深い見識のある者、当該

技術開発プロジェクトで開発された技術を利用する産業界に属する有識者や専門

家等。 

 

(2) 被評価者 

・技術開発プロジェクト実施担当部・課 
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(3) 評価事務局 

・評価部 業務評価課 

・技術企画部 評価・普及課 

 

(4) 評価委員会 

評価は、上記評価者で構成される下記評価委員会により実施される。 

① 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 

石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち「大型

な技術開発」及び「公募型研究」の評価 

② 業務評価委員会 金属資源開発・鉱害防止技術評価部会 

金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトの評価 

鉱害防止に係る技術開発プロジェクトの評価 

 

６． 評価の方法 

(1) プロジェクト原簿 

プロジェクト原簿（別添）又はそれに相当するプロジェクト内容を記述した資

料に基づき評価を実施する。 

 

(2) 評価項目 

評価の類型に応じた「技術評価・評価項目」（別紙）に従い評価を実施する。 

 

(3) 評価手法 

技術開発プロジェクトの類型、評価の類型に応じて適切な評価手法を用いる。

複数の技術開発プロジェクト間の相対的評価を行う場合等においては、評点法の

活用が有効と考えられ、技術開発プロジェクトの類型、評価の類型及び対象案件

の態様に応じて適宜活用することが望ましい。 

 

(4) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価者及び被評価者の過重な負担を回避するため、

メールレビューを実施したり、評価項目を限定する等の簡略化を行うことができ

るものとする。 

 

７． 評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる叉は講じた措置については、機密の保持が

必要な場合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつ

つ、一般に公開することとする。 
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８． 評価システムの見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされ

るものであり、その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難

である。したがって、評価作業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精

度の高いものとしていく努力が必要である。また、本ガイドラインについては、

こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度、見直すこととする。 

 

９． 評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者の対等性 

① 評価者と被評価者の関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的

にその知見と情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を

評価されるという意味で相互に相手を評価するという緊張関係を構築し、この

中で、討論を行い、評価を確定していく必要がある。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨

げるものとして捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、

積極的に取り組むことが必要である。 

③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を技術開発プロジェクトの質をより高めるものとして積

極的に捉え、評価は評価者・被評価者両者の共同作業であるとの認識の下、

真摯な対応を図ることが必要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術や社会情勢の変化が将来的に発生し得ると

いう点で、評価作業は常に不確実性を伴うものである。従って、評価者はその精

度の向上には必然的に限界があることを認識した上で、評価時点で 良と考えら

れる評価手法をとるよう努めることが必要である。係る観点から、厳正さを追求

するあまりネガティブな面のみを過度に減点法で評価することとなると、将来大

きな発展をもたらす技術を阻害する恐れがある点にも留意する必要がある。 

また、技術開発にしばしば当初目的としていなかった成果が生じることがある

が、こうした成果も積極的に評価することが必要である。ただし、これはあくま

でも副次的結果であり、本来目指していた成果が十分得られなかったことを補償

するものとして位置付けるべきではない。 
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(3) その他の留意事項 

① 所期の成果を上げられなかった技術開発 

技術開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られ

ることもある。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の

技術開発にこれを生かすことが重要であり、成果を上げられなかったことをもっ

て短絡的に従事した研究者や組織、機関を否定的に評価すべきものではない。ま

た、評価が積極的な技術開発の実施の阻害要因とならないよう留意しなければな

らない。 

 

② 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性

を有するが、技術開発プロジェクトにおいては技術開発分野や内容により、その

意味は大きく異なり得るものであり、必ずしも成果の価値を一義的に表すもので

はない。したがって、これらを参考資料として有効に活用しつつも、偏重しない

よう留意すべきである。 
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（別紙） 

技術評価・評価項目（事前評価） 

 

 

１．プロジェクト実施の妥当性 

1) プロジェクトの意義 

2) 資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当である

か） 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

1) 技術開発目標は妥当か 

2) 技術的有望性は見込まれるか 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

1) 目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

1) 技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 

2) 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

3) 意思決定プロセスは適切か 

 

５．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

1) 成果の実用化の可能性 

（資源機構が開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

2) その他成果の普及は期待できるか 
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第３章 プロジェクトの概要 
 
１．プロジェクトの目的 
 亜鉛を含む坑廃水処理において、従来の 2 割増までの処理コストで、処理水中

の亜鉛濃度を安定して 2mg/L 以下にするための実用的な処理技術を確立する。 
 
２．背景・意義・必要性 
 鉱山では、操業が休止または廃止された後も、鉄、銅、亜鉛、砒素等を溶存す

る坑廃水が流出している場合があり、そうした鉱山では、水質が改善されるまで

半永久的に坑廃水処理を行う必要がある。 
亜鉛の国による排水基準は、従来 5mg/L 以下であったが、平成 18 年 12 月 11

日、水生生物保護の観点から 2mg/L 以下に強化された（環境省令第 33 号「排水

基準を定める省令等の一部を改正する省令」）。坑廃水処理を含む金属鉱業におい

ては 5 年間の暫定基準（5mg/L 以下）が設けられているが、その間に将来の一律

排水基準の適用に備えて強化された排水基準に対応する準備をすすめることが求

められる。 
休廃止鉱山では経済活動を行っていないことから、坑廃水処理に費やすことが

できるコストは制限される。また、坑廃水処理施設は山間僻地にあることが多く、

各種開発行為に制約があることや、狭隘な地域に立地するため、大規模な設備の

導入はできない場合が多い。さらに、道路、電力等のインフラが不十分な場合が

あったり、作業従事者の高齢化が進んでいたりすることから、維持管理が複雑な

システムは採用されにくい。 
以上の背景に鑑み、経済的負担、管理にかかる負担が小さく、大規模な設備の

導入を必要としない亜鉛の安定処理技術の開発を進めることは重要であり、必要

性は高い。 
 
３．プロジェクトの計画（期間・年度ごとの目標と予算） 
 亜鉛処理の課題と対策は、坑廃水の水質タイプによって以下のように整理され

る。 
 

(1) 課題 

ⅰ）亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合 
鉄との共沈があまり期待できないため、水酸化亜鉛が凝集沈殿するまで pH を

上げる中和処理が考えられるが、処理水の亜鉛濃度を 2mg/L 以下にする条件で

は、pH が排水基準値 8.6 を上回る可能性が高い。 
従来、こうしたタイプの坑廃水を処理するためには、pH8.6 以下で鉄系無機

凝集剤を添加する方法や、pH8.6 以上にした後 pH を排水基準値内に調整する
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方法（これを「逆中和」という）が採られていたが、いずれも表１に挙げるよ

うな問題点がある。特に、亜鉛の排水基準が 2mg/L 以下に強化された場合には、

これらの問題が処理コストに影響する。 
 

ⅱ）亜鉛と鉄の濃度差が小さい場合 
pH8.6 以下で亜鉛は鉄と共沈して処理できるが、反応槽の pH 値は振幅する

ため、処理水の亜鉛濃度を 2mg/L 以下にする条件では pH が排水基準を上回る

可能性がある。 
 

ⅲ）鉄濃度が亜鉛濃度に対して高い場合 
亜鉛は鉄と共沈するため、消石灰で pH7 程度に調整すれば亜鉛を処理するこ

とが可能であり、現状でも鉄を沈殿除去する工程で亜鉛が 2mg/L 以下に除去さ

れているので問題ない。 
 

表 1 亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合の従来法の問題点 
鉄系無機凝集剤の添加 逆中和 

・ 殿物発生量が増える。 
・ 水量、水質の変動に対して無機凝集剤

の添加量を調整できないため、安全の

ため過剰な添加が必要。 
・ 処理水中の亜鉛が主として SS 中に含

まれる場合は別途対策が必要。 

・ 処理水を排水基準内の pH に調整す

るとき、pH が低くなりすぎる可能性

がある。特に水量変動が大きい場合

は pH 調整が難しい。 
・ 処理水中の亜鉛が主として SS 中に

含まれる場合は別途対策が必要。 
 

(2) 対策 

ⅰ）亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合 
 従来法の問題点を回避する方法として、①吸着・沈降助剤の添加、および②ろ

過吸着による方法について技術開発を行う。 

① 吸着・沈降助剤の添加 
 中和と同時、または中和直後に、天然ゼオライト、珪藻土、ベントナイトな

どの吸着・沈降助剤を添加する方法で、以下の特徴を有する。 
・ pH7 程度で処理可能である。 
・ 処理水中に溶存している亜鉛を除去するとともに、SS の沈降性を改善する

ことで SS に含まれる亜鉛の濃度を低減できる。 
・ 従来、無機凝集剤を添加していた場合は、同じ設備で無機凝集剤の代替と

して利用することができる。 
技術要素としては、吸着・沈降助剤の性能評価・選定、添加量・添加方法
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の設定、殿物繰り返し法の適用の可否などがある。 
 

② ろ過吸着による方法 
 天然ゼオライトや活性炭などの吸着剤を充填したろ過吸着塔に、中和・固液

分離後の溢流水を通水する方法で、以下の特徴を有する。 
・ pH7 程度で処理可能である。 
・ 処理水中に溶存している亜鉛とSS中の亜鉛を同時に安定して除去できる。 

技術要素としては、吸着剤の性能評価・選定、ろ過吸着塔への通水条件の

設定、目詰まり時の洗浄方法などがある。 
 

①、②の処理方法を現場へ適用したモデルケースにおいて試算した結果、薬

剤使用量と殿物処分費の増額を考慮しても、年間処理コストは 2 割以内の増額

範囲に納まるものと想定される。 
 

ⅱ）亜鉛と鉄の濃度差が小さい場合 
pH8.6 近くに設定しても pH が振幅して 8.6 を越えないために、①従来と比べ

て精度の高い PID 制御（フィードバック制御の一種で、単純オンオフ制御に比

べてゆるやかな調整が可能となる）による pH 調整の方法、および②複数の pH
電極を用いた精度の高い pH 調整の方法について、技術開発を行う。 

 
① 従来と比べて精度の高い PID 制御による pH 調整の方法 

測定レンジを複数の区分に分割し、区分毎に PID パラメータを切り替える

ことにより、pH の振幅を抑える方法等があり、新たな薬剤添加を必要とせず、

むしろ過剰な薬剤添加を抑制する特徴を有する。 
技術要素としては、測定レンジやパラメータの設定方法および設定値など

がある。 
 
② 複数の pH 電極を用いた精度の高い pH 調整の方法 

反応槽だけでなく、固液分離槽等にも pH 電極を設置し、この情報を考慮

することで、pH の振幅を抑える方法で、①と同様の特徴を有する。 
技術要素としては、pH 電極の設置位置や新たに設置する pH 電極からの情

報の処理方法などがある。 
 
①、②ともに制御系の変更であり、計器のメンテナンス費用以外にコスト増

加要因はないので、処理コストの増額はほとんどないものと想定される。 
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ⅲ）鉄濃度が亜鉛濃度に対して高い場合 
従来法で処理が可能であり、技術開発の対象としない。 
 

期間：平成 19 年度～21 年度（3 年間） 
 

表 2 実施スケジュール 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

情報収集    

基礎試験    

現場試験    

評  価    

 
 
年度 予算 目  標 
19 25 百万円 ・ 実態調査を行い、モデル鉱山を選定する。 

・ 亜鉛処理のための課題、要素技術を抽出する。 
20 25 百万円 ・ 亜鉛処理のための要素技術について、基礎データを取得

する。 
21 25 百万円 ・ モデル鉱山に対して、選定した技術を導入した場合のコ

スト試算を行い、技術を評価する。コストは、処理水中

の亜鉛濃度を安定して 2mg/L 以下にした上で、現状処

理コストの 2 割増までを目標とする。 
 
４．国内外の類似または周辺研究動向 
廃水処理において、処理水中の亜鉛濃度を安価な手段で 2mg/L 以下にするため

の研究、特に本プロジェクトで課題とする吸着・沈降助剤、ろ過吸着のメカニズ

ムを利用した亜鉛の安定処理に関する研究は、他で行われていない。 
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５．技術開発実施体制 
 
 プロジェクトの実施体制を図１に示す。 

 

（計画・結果の検討）

DOWA テクノエンジ株式会社（予定） 
（公募プロポーザル方式により選定） 

鉱害防止支援部 亜鉛の坑廃水処理技術委員会 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

＜委託契約＞

図１ プロジェクトの実施体制 
 
６．成果の実用化計画（見通し） 
亜鉛の排水基準の暫定期間は 5 年間で、平成 23 年 12 月には一律排水基準

（2mg/L）が適用されると予想される。本プロジェクトの成果は、坑廃水処理場

への一律排水基準の適用にあわせて実用化される見通しである。 
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第４章 評価結果 
 
１．プロジェクト実施の妥当性 
・ 管理者の高齢化や電力等インフラが不十分な鉱山に対応した亜鉛の安定処理

技術の開発は、必要かつ急務の課題であり、プロジェクト実施の意義は大きい。 
・ 本件課題に対する取り組みは、各事業者が個別に実施するよりも、JOGMEC

のような全国に展開可能な公的機関が主導するのが合理的で、望ましい。 
 
２．プロジェクト目標の妥当性 
・ 具体的で、実施可能な検討項目が提示されていて、改正された水質基準を目標

値に掲げていることは妥当である。 
・ 実施にあたっては、大幅な水量増加、濃度の変化等のアウト オブ レンジに対

応する方法や PID 制御の維持管理の容易さについても別途考慮しておくこと

が望まれる。 
 
３．プロジェクト計画の妥当性 
・ スケジュールはおおむね妥当である。 
・ 基礎試験はできるだけ早期に完了し、現場試験を十分に実施するとともに、現

場試験の状況に応じ、基礎試験の追加実施にも対応できることが望ましい。 
 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性 
・ 調査研究の実施に際し、亜鉛の坑廃水処理技術委員会を設置することは妥当で

あり、JOGMEC とともに計画、検討を進めることは望ましい。 
・ 予定されている技術開発実施者は坑廃水処理に関する高度な技術、ノウハウを

有しており、適切であると考えるが、必要に応じて、提案技術に関してより高

度な技術を有する事業者、研究機関と連携し、調査研究を進める体制が望まれ

る。 
 
５．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 
・ 課題の解決法について、事前の調査と、具体的な提案がなされている。また、

汎用性の高い技術内容であることから、実用化の可能性は十分ある。 
・ 目標値を達成し、得られた成果を一般化する努力がなされれば、成果が普及で

きる可能性は高く、波及効果も期待できる。 
 


