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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 17 年度から平成 18 年

度に、鉱害防止技術調査研究事業として、殿物減容化技術を実施した。 

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。また、プロジェクト終了後、外部専門家による厳格な技術評価

を実施し、成果の検証、費用対効果の分析を実施するとともに、その結果を公表

する。」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、殿物減容化技

術の事後評価を実施していただいた。 

本報告書は、この事後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*（旧）鉱害防止支援業務グループ 調査・技術チーム 

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*        （旧）業務評価・審査グループ 業務評価チーム 
                                         

*）平成１９年７月１日付で上記のとおり内部組織名称が変更となりましたが、一部の章

では旧組織名称（グループ・チーム）を用いています。 
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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

2 



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 

 

3 



(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、評価時点で最良と考えら

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（事後評価） 

 

１． プロジェクト実施の妥当性 

・プロジェクトの意義 

・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ったか） 

 

２． プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当であったか 

・中間評価時点の目標見直しは妥当であったか 

 

３． プロジェクト計画の妥当性 

・目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっていたか 

・情勢変化への対応は妥当であったか 

（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直して

いたか） 

 

４． 実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当であ

ったか） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

・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たか 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 

５． 計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

・計画と比較して目標は達成されたか 

・目標のうち達成されなかった部分の要因分析は適切か。 

・要素技術から見た成果は得られたか 

 

６． 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・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） 

・成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されたか 

・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 

７． 費用対効果 

・プロジェクトを実施したことによりもたらされる効果が、投じた予算との比

較において効率的・効果的であるか（費用対効果はどうか） 
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第３章 プロジェクトの概要 
 
１．プロジェクトの実施 
 鉱山では、操業が休止または廃止された後も重金属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

理を行うことが必要とされる。坑廃水処理は、一般に消石灰等を利用した中和に

より行われており、処理残渣として発生する殿物はたい積場や貯泥ダムに最終処

分される。そのため、坑廃水処理の実施者は将来にわたって殿物処分場の用地を

確保しなければならないが、用地の確保や造成に係る費用は大きな負担であるこ

とから、殿物の減容化に対する期待は大きい。 
 一方、収益性のない休廃止鉱山における鉱害防止事業に対して、鉱業権者また

は地方公共団体は半永久的に多額の費用負担を強いられており、事業実施者が自

ら新技術を開発するのは困難である。また、鉱山を対象とする特殊性により、坑

廃水処理に関する技術開発は当事者以外の取り組みが期待できる分野ではない。

したがって、現在、国による鉱害防止事業への支援として、補助金交付、鉱害防

止のための技術開発、鉱害防止事業者への技術指導等が行われている状況である。 
 
このような背景に鑑み、本プロジェクトでは、鉄酸化バクテリアを利用した二

段中和技術による薬剤使用量の削減および殿物の資源化により、殿物減容化を実

現することを目的とする。 
加えて、フェライト生成技術により殿物の沈降性、脱水性の改善を図るための

基礎研究を行う。 
 
２．プロジェクトの目標 
 プロジェクト原簿における事業の目標は次のとおりである。 
 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
年度 目  標 
17 ・ 石膏の析出条件、および pH 条件の設定に関してデータを取得する。

・ 坑廃水処理に適用可能な SS 除去技術に関する情報を収集・整理し、

経済性・適用性を評価するための試験を行う。 
18 ・ 幌別硫黄鉱山の坑廃水水質をモデル対象として、Fe2+酸化率を 99％

以上で安定させるための操業条件を設定する。 
・ SS を 5mg/L 以下まで除去する技術を開発し、その経済性・適用性

を評価する。 
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② フェライト生成技術 
年度 目  標 
17 ・ 松尾鉱山の模擬廃水を対象に、連続試験における殿物のフェライト

化を実現する。 
18 ・ 松尾鉱山坑廃水を対象に、フェライト殿物の生成条件を明らかに

し、殿物減容化の効果を確認する。処理水質の排水基準値クリアを

前提として、既存中和法で発生する殿物量の 30％削減を達成する。

 
（目標内容の修正について） 
フェライト生成技術の対象坑廃水として、事前評価実施時点では松尾鉱山坑廃水

（Fe2+濃度約 250mg/L）を対象にするものとした。これは、本プロジェクト開始

前に幌別硫黄鉱山（Fe2+濃度約 400mg/L）でフェライト生成条件の一部を確認し

たことを踏まえて、さらにフェライト生成に対して厳しい条件（Fe2+濃度が低い）

で試験を行うことを前提としたためであった。 
しかし、フェライト殿物の生成条件を明らかにし、殿物減容化の効果を確認する

ためには、ひとつの水質に特定することなく、より広範囲の水質について検討を

行うことが必要と判断されることから、「② フェライト生成技術」に関する目標

を以下のように修正した。 
 

② フェライト生成技術 
年度 目  標 
17 ・ 連続試験における殿物のフェライト化を実現する。 
18 ・ フェライト殿物の生成条件を明らかにし、殿物減容化の効果を確認

する。処理水質の排水基準値クリアを前提として、既存中和法で発

生する殿物量の 30％削減を達成する。 
 

３．プロジェクトの計画 
プロジェクトの目標を達成するため、以下のとおり試験計画を策定、実施した。 
 

① 鉄酸化バクテリア利用二段中和技術 
 鉄酸化バクテリア利用二段中和法の概念図を図２に示す。 
幌別硫黄鉱山坑廃水を対象として、鉄酸化バクテリア利用二段中和法を導入し

た場合の処理の安定化を図るため、（1）安定した Fe2+酸化率を維持するための技

術、および（2）Fe 主体殿物と Al 主体殿物を分離するため SS（懸濁物質）の除

去技術について検討を行った。 
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 年度毎の試験計画は以下のとおりである。 
（平成 17 年度） 
・ 幌別硫黄鉱山坑廃水等を用いたビーカー試験により、バクテリアの活性を阻害

する石膏の析出条件、バクテリア活性に適した pH 条件等の基礎データを取得

する。 
・ 鉄酸化工程を模した試験プラントで連続試験を実施することにより、薬剤添加

量および添加位置の違いによる各反応槽の pH の挙動、バクテリア活性を判断

するためのバクテリア菌体数の挙動、石膏析出の挙動等についてデータを取得

する。 
・ SS 除去技術に関する情報収集により適用可能性の高い技術を抽出し、現場連

続試験により効果を確認して、評価する。 
・ 殿物資源化に関して、企業ヒアリング等により市場環境を調査する。 
（平成 18 年度） 
・ 鉄酸化工程に中和工程を追加して実際の操業プロセスに近い試験プラントで

連続試験を実施することにより、Fe2+酸化率が安定して 99％以上となることを

確認し、鉄酸化バクテリア利用二段中和法の操業条件を設定する。 
・ 上記の操業条件下で発生する殿物の減容効果を試算する。 
・ SS 除去技術に関する確認試験を行い、経済性・適用性を評価する。 
 
② フェライト生成技術 
 フェライト生成プロセスの概念図を図３に示す。 
広範囲の坑廃水水質を対象として、フェライトの生成条件、およびフェライト

殿物の性状を把握し、殿物減容効果を評価した。 
 年度毎の試験計画は以下のとおりである。 
 （平成 17 年度） 
・ Fe2+濃度が異なる 2 種類の坑廃水を模した模擬廃水を作成し、フェライト生成

プロセスによる連続試験を実施することにより殿物のフェライト生成の可能

性を確認する。 
（平成 18 年度） 

・ フェライト生成の原料となる Fe2+の濃度、およびフェライト生成阻害元素であ

る Si の濃度が異なる模擬廃水を供試水としてフェライト生成プロセスによる

連続試験を実施する。生成した殿物の磁化を測定することでフェライト生成の

ための水質条件を確認し、殿物の沈降性と脱水性を測定することで減容効果を

確認する。 
・ A 鉱山の実坑廃水を供試した連続試験の結果により、A 鉱山から採取した殿物

を対照として殿物発生量削減効果を試算する。 
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 プロジェクトのスケジュール・予算を表１に示す。 
 

表 1 スケジュール 

 平成 17 年度 平成 18 年度 

①鉄酸化バクテリア二段中和

技術 
・Fe2+酸化率の安定化 
・SS 除去技術 

  

②フェライト生成技術   

執行額（千円） 28,586 32,992 

 
４．実施者の事業体制・運営 

４－１．技術開発実施者の選定等 
 資源機構の鉱害防止支援業務グループ調査・技術チームが実施主体となり、事

業実施方針や試験計画の策定、試験実施の調整・管理、結果の解析およびとりま

とめを行った。 
なお、「鉄酸化バクテリア二段中和技術」の試験の実施は DOWA テクノエンジ

株式会社に委託した。委託先は公募により、選定基準にしたがって選定した。 
また、「フェライト生成技術」の共同研究は北海道大学を相手先として実施した。

同大学は、坑廃水を対象とした常温下でのフェライト生成による殿物量の削減に

ついて実績を有する唯一の研究機関であることから、相手先として選定した。 
プロジェクトの実施体制を図 1 に示す。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

殿物減容化技術委員会 

（計画・結果の検討） 

＜委託＞ ＜共同研究

鉱害防止支援業務グループ 

DOWA テクノエンジ（株） 北海道大学 

図 1 プロジェクトの実施体制 

① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 ② フェライト生成技術 
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４－２．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たか 
資源機構に、大学の研究者、鉱山会社の技術者等の外部専門家から構成される

殿物減容化技術委員会を設置し、試験計画、試験結果について検討を行った。 
得られたデータは、資源機構と技術開発実施者の間で共有し、委員会（平成 17

年度：2 回開催、平成 18 年度：3 回開催）で報告することにより各実施者間の連

携を促した。 
なお、幌別硫黄鉱山での試験の実施にあたっては、同鉱山を管轄する北海道経

済部資源エネルギー課、および道から委託を受けて坑廃水処理場の運営・管理を

行っている壮瞥町役場住民課の協力・指導を得た。 
 

４－３．意志決定、進捗状況、計画見直し等の検討 
実施計画書の決定、契約締結、契約上の書類の授受に関しては資源機構の内部

規程（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構決裁規程）にしたがい行っ

た。 
具体的な試験の計画の策定、試験計画の見直し等の検討は、委員会における外

部専門家の意見も参考にして、資源機構の担当チームの責任で行った。 
また、試験実施の事前、事後には委託先、共同研究の相手先と打合せを行い、

進捗状況の管理は、日報の受領、および電子メールや電話のやりとりにより頻繁

に行った。 
 
５．計画と比較した達成度、成果の意義 

５－１．成果の概要 

① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
 平成 17 年度の結果に基づいて平成 18 年度に実施した試験結果より、以下の

成果を得た。 
 
（1）安定した Fe2+酸化率を維持するための技術 
・ 鉄酸化バクテリア利用二段中和法において、Fe2+酸化率を 99％以上で安定さ

せるために、pH 調整槽の pH 設定値を 3.5、酸化槽滞留時間を 30 分以上、

返泥量を処理水量の 1/10 とする操業条件を設定した。尚、本条件下で酸化槽

の pH はバクテリア活性に最も適する 2.3～2.5 となることを確認した。 
・ このときの殿物減容効果は、試験の結果、現状（幌別硫黄鉱山における平成

17 年度実績）と比較して、Fe 主体殿物と Al 主体殿物を合わせて約 30％減、

Al 主体殿物を有効利用できた場合は約 60％減となった。 
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（2）Fe 主体殿物と Al 主体殿物を分離するため SS（懸濁物質）の除去技術 
・ 連続試験において RWS を利用することにより、SS 濃度を 5mg/L 以下にす

ることが可能であることを確認した。ただし、RWS の現場への導入にあた

って、幌別硫黄鉱山の処理水量（4m3/min）では 300 ㎡以上の RWS を使い、

2～3 回／日の頻度で洗浄する必要があり、実用化に向けては今後の課題が

残された。 
 
② フェライト生成技術 
・ フェライト生成プロセスにおいて、第１段沈殿槽でフェライト生成阻害元素

を除去すれば、Fe2+濃度が 800mg/L 以上で、100％マグネタイトと同等の磁

化をもつ殿物を常温で連続的に生成できることを確認した。 
・ フェライト生成プロセスで生成されるフェライト殿物は、磁化の強弱で間接

的に測定されるフェライトの多寡に関わらず、原水の Fe2+濃度が高いほど沈

降性、脱水性が向上することが新たに明らかになった。今回の試験では、現

象面の確認に留まったが、メカニズムの解明は今後の課題として残された。 
 

５－２．計画と比較した目標の達成度 
 プロジェクト目標に対して、本プロジェクトで得られた達成度は以下のとおり

である。 

① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
目標 評価 達成度

幌別硫黄鉱山の坑廃水水質をモ

デル対象として、Fe2+酸化率を

99％以上で安定させるための操

業条件を設定する。 

幌別硫黄鉱山の坑廃水を処理原

水として、Fe2+酸化率が 99％以上

で安定する条件を設定できたこ

とから、目標値を満足している。 
また殿物減容効果として、現状比

で約 30％減、資源化が実現できれ

ば約 60％減が確認された。 

達成 

SS を 5mg/L 以下まで除去する

技術を開発し、その経済性・適

用性を評価する。 
 

RWS を利用して短期的に SS を

5mg/L 以下にすることは可能で

あった。 
現場への適用にあたっては、大量

の RWS が必要になること、目詰

まり防止のため頻繁に洗浄が必

要になることから、経済性、適用

性には課題が残る。 

未達成

13 



 SS 除去の目標値である 5mg/L（土壌汚染対策法の砒素含有量基準である

150ppm を下回る Al 主体殿物を得るための目安）は、殿物を普通の土壌と同様に

無害化することを前提として設定した数値である。 
本プロジェクトでは SS 除去が 40～50mg/L に留まったものの、二段中和によっ

て As を濃縮分離することが可能であると確認され、生成される殿物のセメント原

料等としての資源化が可能なレベルまで低下させることができた。 
 
② フェライト生成技術 

目標 評価 達成度

フェライト殿物の生成条件を明

らかにし、殿物減容化の効果を

確認する。 

フェライト生成条件（Fe2+ ：

800mg/L 以上、Si：ほぼ 0mg/L）
を明らかにし、殿物減容効果を確

認したことから目標を満足して

いる。 

達成 

処理水質の排水基準値クリアを

前提として、既存中和法で発生

する殿物量の 30％削減を達成

する。 
 

A 鉱山坑廃水を対象として殿物発

生量試算し、脱水ケーキの質量で

約 56％の殿物量削減効果が得ら

れたことから目標値を満足して

いる。 

達成 

 
 本技術開発によって、フェライトが生成しない場合（磁化が低い場合）でも原

水の Fe2+濃度が高ければ、本プロセスによって殿物の沈降性、脱水性が改善され、

殿物量削減効果があることを確認することができた。 
 
６．成果の実用化可能性、普及、広報、波及効果 

６－１．成果の実用化 

① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
本技術は、pH が低く、Fe2+濃度が高く、薬剤使用量の多い坑廃水処理場の殿物

減容化に対するニーズに合致し、将来、幌別硫黄鉱山の他にも上北鉱山、尾去沢

鉱山、鴻之舞鉱山、小真木鉱山、土畑鉱山等で実用化が期待できる。 
特に処理水量の大きい幌別硫黄鉱山においては、近い将来の本技術の現場適用

を目指したフォローアップ調査を現在実施中である。 
 

② フェライト生成技術 
原水の Fe2+濃度が高い場合、フェライト生成プロセスで得られる殿物は含水率

が低いことから、Fe2+濃度が比較的高い（おおむね 200mg/L 以上）上北鉱山、幌
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別硫黄鉱山、千歳鉱山、伊達鉱山、鴻之舞鉱山において、本プロセスは有用と考

えられる。 
ただし、本技術は基礎研究段階であるため、実用化にはメカニズムの解明等ま

だ多くの課題を残している。 
 

６－２．成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分なされているか 
 鉄酸化バクテリア利用二段中和法について、特許を出願中である。（出願名称：

低 pH 廃水に含まれる第一鉄イオンのバクテリア酸化方法、提出日：平成 18 年 6
月 29 日）。 
 学会等での成果公表の一覧（計 9 件）を表 2 に示す。 
 

表 2 成果公表の一覧 
年月 テーマ 公表 

平成 17 年 9 月 ○低 pH の坑廃水を対象とした pH コント

ロールによる鉄酸化バクテリアプロセス

の安定化 

H17 資源・素材学会秋季大会

平成 18 年 9 月 ○幌別硫黄鉱山における坑廃水処理の現

状と鉄酸化バクテリア処理の試み 
H18 資源・素材学会秋季大会

平成 18 年 11 月 Treatment of acid mine drainage 

through a ferrite formation process in 

central Hokkaido, Japan 

Material, Minerals & Metal 

Ecology 06（南アフリカ） 

平成 19 年 3 月 Treatment of acid mine drainage from a 

mine by a ferrite formation process 

H19 資源・素材学会春季大会

平成 19 年 5 月 第一鉄を主成分とする坑廃水の二段凝集

フェライト化処理 

第 41 回日本水環境学会年会 

平成 19 年 6 月 ○ Test results of a newly proposed 

neutralization process to reduce and 

utilize the sludge 

The 3rd international 

symposium on processing & 

disposal of mineral industry 

waste（英国） 

平成 19 年 6 月 Acid mine drainage treatment through a 

two-step neutralization ferrite-formation 

process in northern Japan 

The 3rd international 

symposium on processing & 

disposal of mineral industry 

waste（英国） 

平成 19 年 6 月 

 

○殿物の減容化・資源化のための新たな坑

廃水処理プロセスについて 
H19 現場担当者会議 
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年月 テーマ 公表 

平成 19 年 8 月 

（予定） 

Acid mine drainage treatment by a 

two-step neutralization ferrite-formation 

process 

The 3rd international 

Conference on Environment 

Science and Technology 2007

（米国） 

* ○がついたテーマは鉄酸化バクテリア二段中和技術に関するもの。 
 
 
６－３．成果の普及、波及効果 
表 3 のとおり、成果の普及活動を行っている。 
小坂製錬所のように松尾鉱山坑廃水のバクテリアを添加して利用している例も

あり、本プロセスは広く工業廃水に対しても水量、水質によっては利用可能な技

術と考えられる。 
フェライト生成技術は、まだ基礎研究段階であるが、実現すれば波及効果は大

きく、ここで得られた成果を足がかりとして、フェライト殿物の建設資材への転

用など新たな分野への展開が期待できる。 
表 3 成果の普及活動 

年月 内容 公表 

平成 18 年 9 月 鉄酸化バクテリア利用二段中和技術によ

る殿物減容効果 
JOGMEC 成果報告会 

平成 18 年 12 月 幌別硫黄鉱山における鉄酸化バクテリア

利用の技術開発 
JOGMEC 情報交換会 

 
７．費用対効果 
鉄酸化バクテリア利用二段中和法の費用対効果として、本技術が、pH が低く、

Fe2+濃度が高く、薬剤使用量の多い鉱山（幌別硫黄鉱山、上北鉱山、尾去沢鉱山、

鴻之舞鉱山、小真木鉱山、土畑鉱山）へ適用された場合の試算結果を表 4 に示す。 
  

表４ 全国鉱山に適用された場合の費用対効果 
初期投資コスト

（Ａ） 
操業コスト 

削減効果（Ｂ） 
回収年数 
（A／Ｂ） 

3,427 百万円 279 百万円 13 年 

* 各鉱山の初期投資コスト、操業コストともに処理水量に比例すると

仮定した。 
 

 特に処理水量の多い幌別硫黄鉱山をモデルに試算する。 
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初期投資コストは、本技術の現場導入に必要な建設コスト 926 百万円とし、年

間の操業コストについての削減効果は、将来産廃処分される殿物発生量が 30％削

減されたと仮定して、約 75 百万円が見込まれる。 
 以上をまとめて表 5 に示す。 

 
表 5 幌別硫黄鉱山を対象とした費用対効果 

初期投資コスト

（Ａ） 
操業コスト 

削減効果（Ｂ） 
回収年数 
（A／Ｂ） 

926 百万円 75 百万円 13 年 
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Fe主体殿物

Al主体殿物

Fe主体殿物

Al主体殿物

 
図 2 鉄酸化バクテリア利用二段中和法概念図 

 
 

（pH4.8）

Al、Si等

フェライト殿物

（pH4.8）（pH4.8）

Al、Si等

フェライト殿物

図 3 フェライト生成プロセス概念図 
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第４章 評価結果 

 
１．プロジェクト実施の妥当性 

プロジェクトの実施は妥当であったか。      平均評点：５点  
       （評価基準）   

   妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 
 
・ 坑廃水処理事業において、殿物処分場が逼迫している場合、その用地確保や設

備投資、最終処分にかかるコストが大きな問題となっており、その対策として

発生殿物の減容化を図る意義は大きい。 
・ 既に経済活動をおこなっていない休廃止鉱山では、自ら技術開発を行うことは

期待できないことから、本プロジェクトのような技術開発事業を JOGMEC が

実施することはきわめて妥当である。 
 
 
２．プロジェクト目標の妥当性 

プロジェクトの目標は妥当であったか。      平均評点：４．２５点 

       （評価基準）   

   妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
・ Fe2+酸化率について具体的な数値目標を掲げ、また SS 除去技術についても濃

度目標を掲げたことは評価できる。 
 
② フェライト生成技術 
・ 当初目標に拘らず、より広範囲の水質を対象としているなど、研究の進展状況

を勘案し目標を変更したことは妥当である。 
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３．プロジェクト計画の妥当性 
プロジェクトの計画は妥当であったか。      平均評点：３．５点 

       （評価基準）   

   妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 

・ スケジュール、予算等はおおむね妥当である。 
・ 鉄酸化バクテリアについては過去に多くの実績があるので、それらの実績を踏

まえて、より精緻で即効性のある計画を立てることが必要である。 
・ SS 除去の追加対策として RWS を設置する実験を行ったことは評価できる。 
 
② フェライト生成技術 
・ おおむね妥当である。 
・ 実績の積み上げが必要な時期であり、より多くの実坑廃水を対象にして定量的

に評価ができる適用研究を進めることが必要である。 
 
 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性 

実施者の事業体制・運営は妥当であったか。    平均評点：３．７５点 

       （評価基準）   

   妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 
・ 計画の設定、委託先および共同研究相手先の選定等に関する運営は JOGMEC

の規程に則り適切に行われ、妥当である。 
・ また、調査研究に当たり、資源機構内部に大学の研究者、鉱山会社の技術者等

からなる殿物減容化技術委員会を設置し、計画・結果の検討に対し指導・助言

を行ったのは適切である。 
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５．計画と比較した達成度、成果の意義 
目的とした成果が得られたか。          平均評点：３．５点 

        （評価基準）   

       極めて高い成果が得られた（５）→成果があった（３）→成果がなかった（１） 

 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
・ 本来の目的である、Fe2+酸化率を 99％以上で安定して操業するための条件設定

に成功し、目標に達している。 
・ SS 除去に関しては目標を達成できていないが、生成殿物のセメント原料への

利用には問題はないレベルであり、今後さらなる改善が期待される。 
 
② フェライト生成技術 
・ 各種模擬坑廃水について検討し、フェライト生成条件を見出すとともに、同生

成条件にほぼ適合する実坑廃水について目標を上回る殿物減容化効果が得ら

れることを証明した。ただ、この処理法に適合する実坑廃水が現状では少なく、

今後、フェライト生成に関する技術改良の必要性が認識された。 
・ また、生成されたフェライトの磁化が必ずしも殿物の沈降性・脱水性に影響す

るのでないことを見出したことは意義深く、今後その原因解明が期待される。 
 
 
６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 
   実用化の可能性はあるか。                   平均評点：３．７５点 

      （評価基準）   

   極めて高い可能性がある（５）→可能性がある（３）→可能性がない（１） 

 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
・ 幌別硫黄鉱山に導入することを想定して具体的に概念設計を実施しており、将

来的な実用化の可能性は高い。 
・ 成果の公表については、学会発表、特許の出願も十分実施されている。 
 
② フェライト生成技術 
・ フェライト生成技術は、基礎研究の段階であり、今後の可能性は未知数である

が、新たなる坑廃水処理技術として期待される。 
・ 将来的には実用化が可能と思われるが、実用化のためには様々な改善が必要で

ある。 
・ 電磁シールドコンクリート原料等への殿物利用の検討は、さらに積極的に推進

する価値がある。 
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７．費用対効果 
費用対効果が見込まれるか。           平均評点：３．５点 

   （評価基準）   

                    高い費用対効果が見込まれる（５） 

→費用対効果が見込まれる（３）  

→費用対効果は見込まれない（１） 

 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
・ 現段階では、費用算出するための根拠の確定が困難なので、費用対効果を議論

することはできないが、おおむね理解できる範囲である。 
・ 調査研究に対する費用対効果および幌別硫黄鉱山に成果を適用した場合の費

用対効果は効果的であると判断される。 
・ この種のプロジェクトの評価で最も注目されるのは費用対効果であることか

ら、常に費用対効果を念頭においたプロジェクトの遂行が望まれる。 
 
② フェライト生成技術 
・ 将来的には実用化に向かう可能性があるが、現在は基礎研究段階であり費用対

効果を判断できる状況ではない。 
 

 
 


