
 

 

鉱害防止技術調査研究事業 

「亜鉛の坑廃水処理技術調査研究」 

 

 

 

事後評価報告書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年７月 

 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 



目  次 

 

第１章 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １

  

第２章 技術評価ガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

  

第３章 プロジェクトの概要 

１．プロジェクトの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

２．プロジェクトの目標・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

３．プロジェクトの計画・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

４．実施者の事業体制・運営・・・・・・・・・・・・・・・  12 

５．計画と比較した達成度、成果の意義・・・・・・・・・・  13 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果・・・・・  24 

７．費用対効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  25 

 

第４章 評価結果 

１．プロジェクト実施の妥当性・・・・・・・・・・・・・・  27 

２．プロジェクト目標の妥当性・・・・・・・・・・・・・・  27 

３．プロジェクト計画の妥当性・・・・・・・・・・・・・・  27 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性・・・・・・・・・・・  28 

５．計画と比較した達成度、成果の意義・・・・・・・・・・  28 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果・・・・・  28 

７．費用対効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  29 

 

 



1 

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 年度から平成 21

年度に、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 22 年 7 月 14 日に開催し、亜鉛の坑廃水処理技術調

査研究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    学校法人重里学園 理事 

 （委員）  大和田 秀二  早稲田大学 理工学術院 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 ｺﾝｾﾌﾟﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

 （委員）  祖濱 嘉男   日本鉱業協会 環境保安部 部長代理 

 

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である。 
 

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

評価者の導入等により、中立性の確保に努める。 
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(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・鉱害防止等技術評価部会 

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（別紙１）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２・３・４）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。 

 

(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 
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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（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、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。 
亜鉛の排水基準は、従来 5 mg/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 2 mg/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（5 mg/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進めることが求

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を開発することを目的とする。 
 
２．プロジェクトの目標 
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。 
  
年度毎の目標は表 1 のとおりである。 

 
表 1．プロジェクトの目標 

年度 目  標 

19 
・ 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 ・ 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 

・ 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。 
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３．プロジェクトの計画 
亜鉛処理の課題と対策を坑廃水の水質タイプによって以下のように整理し、

試験計画を策定、実施した。 
 

(1)課題 
 亜鉛と鉄の濃度によって以下のようにタイプ分けを行う。 

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、pH 8.6 以上にした後

pH を排水基準値内に調整する方法（これを「逆中和」という）が採られてい

たが、pH が過度に低くなったり水量変動への対応が難しいなどの問題点があ

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 値が振幅し、

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 pH 7 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。 
 

(2)対策 
 従来法としては、中和剤を増量させ逆中和を行うことが考えられるが、コス

ト増に加えて上述のような問題点が考えられる。従って、本技術開発において

は以下の対策を検討した。 

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。 
・ pH 7 程度で処理可能である。 
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・ 処理水中に溶存している亜鉛を除去するとともに、懸濁物質の沈降性を

改善することで懸濁物質の漏洩を抑えることができる。 
・ 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・沈降助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。 
・ pH 7 程度で処理可能である。 
・ 処理水中に溶存している亜鉛と懸濁物質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・沈降助剤の性能評価・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 
pH 8.6 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。 
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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。 
 

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。 

 
 プロジェクトのスケジュール・予算を表 2 に示す。ここでは当初計画を示し、

実際の工程は、「5．計画と比較した達成度」の項に示す。 
 

表 2 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    

予  算 
（百万円） 

25 25 25 
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４．実施者の事業体制・運営 

４－１．委託先の選定等 
 資源機構の鉱害防止支援部 調査技術課が実施主体となり、事業実施方針や試

験計画の策定、試験実施の調整・管理、結果の解析及びとりまとめを行った。 
試験の実施は DOWA テクノエンジ株式会社に委託した。委託先は総合評価方

式により、選定基準にしたがって選定した。 
 
プロジェクトの実施体制を図 1 に示す。 

 
 

     図 1 プロジェクトの実施体制 
 
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

る亜鉛の坑廃水処理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、資源機構と委託先の間で共有し、委員会（毎年度 2 回、

計 6 回開催）で報告、検討することにより各関係者間の連携を促した。 
 

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）に従い行っ

た。 
具体的な試験計画の策定、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、資源機構の担当課の責任で行った。 
また、試験実施の前後及び期間中も委託先と打合せを密に行い、進捗状況の

管理は日報の受領、および電子メールや電話を用いて頻繁に行った。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

DOWA テクノエンジ株式会社 
（総合評価方式による公募及び入札を行った） 

亜鉛の坑廃水処理技術委員会 

（計画・結果の検討）

＜委託契約＞

鉱害防止支援部 

＜委託先＞ 
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５．計画と比較した達成度、成果の意義 

 
（1） 情報収集 

国内鉱山における亜鉛処理の現状と課題を把握するために、機構が保有する

各処理場のデータを整理し、処理水に亜鉛が存在する可能性がある 23 鉱山を抽

出し、さらにその中で処理水の亜鉛濃度が 1 mg/L を超過する場合がある 15 鉱

山のうち現地調査及び採水の許可が得られた 7 鉱山で現地調査及び処理状況の

聞き取り調査を実施した。 
表 3 に各処理場の現状をまとめた。 
 
表 3．現地調査を実施した鉱山の水量水質、処理水に含まれる亜鉛の存在形態、

年間処理費用と処理方法の特徴 

 
情報収集の結果、ⅰ)A 鉱山と E 鉱山は亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高いタイプ、

ⅱ)L 鉱山、M 鉱山、N 鉱山、O 鉱山は亜鉛と鉄の濃度差が小さいタイプ、ⅲ)T
鉱山は鉄濃度が亜鉛濃度に対して高いタイプに分類出来るので、各タイプにつ

いて対策を検討する際は、これらの鉱山をモデル鉱山として各試験を実施した。

ただし、A 鉱山では平成 20 年から廃水中の鉛を除去する目的で鉄を中和工程に

添加しており、その影響で亜鉛が安定的に除去されていることが分かったので

モデル鉱山からは除外している。なお、L 鉱山、T 鉱山は無給電運転の処理場で

あり、水車や手動により管理されている。 
 

年間

水量 Zn Fe 溶存態 懸濁態 処理費
(m3/min) (mg/L) (mg/L) Zn（%） Zn（%） (千円)

鉄濃度が低く、共沈が期待できない。

平成20年度には鉄を添加していて安定

的に亜鉛は除去されている。
鉄が全く含まれないので、共沈が期待
できない。
年間処理費が安価で、コスト増許容額
が小さい。

亜鉛を含む懸濁態が漏洩する。

Ｌ 0.14 4.94 3.5 3.2 85 15 7,605 無給電運転

中和pHが不安定

流量増減が激しい

亜鉛を含む懸濁態が漏洩する。

中和pH設定値が不十分な可能性がある

中和pHは安定している

中和pH設定値が不十分な可能性がある

中和pHは安定している

ⅲ) Ｔ 0.02 2.6 18 103 83 17 7,683 無給電運転

13 10 87

10,339

Ｎ 0.26

タ
イ
プ

鉱
山

pH

Ｏ 0.8 3.07

8

現地調査で確認された現状処理の課題

13 11,735

処理水の亜鉛形態

3,400

36 3,489

ⅱ)

Ｍ 0.084 3.02 79 38 71 29

ⅰ)

3.47 6.8 6.3 92

1.1 66 34 10,428

Ｅ 0.28 6.58 22 <0.10 64

Ａ 0.19 3.64 8.7



14 

（2） 基礎試験 
分類した 3 タイプのうちⅰ）亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合については

下記のとおり基礎試験を行い、対策について検討した。 
ⅱ）亜鉛と鉄の濃度差が小さい場合、ⅲ）鉄濃度が亜鉛濃度に対して高い場

合については、該当鉱山の抱える課題が、中和 pH が不安定であること、中和

pH の設定値が不十分であること、無給電運転であることなので、それらを解決

するためには現場試験を実施する必要があることから後述のような現場試験を

実施した。 
 
ⅰ）亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合 
①吸着・沈降助剤の添加 

  文献調査によって吸着・沈降助剤の候補として、ゼオライト・ベントナイ

ト・珪藻土・活性炭を抽出し、それぞれについて模擬廃水を用いた室内試験

を実施した。検討項目は吸着能、発生殿物の性状、新規基準のクリアに必要

な添加量、費用対効果である。E 鉱山の坑廃水を模した人工廃水に各吸着・

沈降助剤を同量添加し、溶存態亜鉛濃度の低減効果を比較したところ、ゼオ

ライトとベントナイトが珪藻土と活性炭に比べて亜鉛の吸着効果が高いこと

が分かったため、珪藻土と活性炭は吸着・沈降助剤の候補から除外した。 
次に、消石灰単独中和の際に発生する殿物とゼオライト及びベントナイト

を添加した場合に発生する殿物について殿物量を比較したところ、ゼオライ

ト添加の場合は殿物の圧密性が増し殿物量が消石灰単独中和よりも減少する

ことが分かった。一方、ベントナイト添加の場合はベントナイトの吸水・膨

潤性によって、殿物量が消石灰単独中和に比べて大きく増加することが分か

ったため、ベントナイトは現場導入には向かないと判断し、ここでは吸着・

沈降助剤としてゼオライトが も有利であるとした。 
ここで、安定的に新規基準をクリアするために必要なゼオライトの添加量

を把握するための室内試験を実施した。その結果、Ｅ鉱山坑廃水の亜鉛濃度

を 1 mg/L 以下にするために必要な添加量は 500 mg/L で、処理コストは現行

の 2.2 倍になり、目標値の 1.2 倍を上回ってしまったが、溶存態亜鉛の低減効

果が確認され発生殿物量を減少させる効果が明らかになったことから、後述

する現場試験において中和工程に少量を添加し、その効果を確認することと

した。 
 
②ろ過吸着 

中和後の処理水を、充填剤を充填したろ過吸着塔に通水し懸濁態及び溶存

態の亜鉛を低減する目的で通水試験を実施した。上述の基礎試験でゼオライ

トの亜鉛吸着効果が高い事が分かっているので、ゼオライトを充填剤として

採用した。通水試験では、通水初期は亜鉛の吸着・ろ過効果が確認できたが、
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充填剤が短期間で破過してしまい、洗浄しても吸着能は回復しないため、効

果を持続させるためには定期的に充填剤を入れ替える必要があり、処理コス

トは現行の 3.0 倍になり、目標値の 1.2 倍を上回ってしまうことが分かった。 
以上のように、計画段階で検討した対策法では、コスト増 1.2 倍以内で新

規基準をクリアすることができず、想定した亜鉛の除去効果が確認できない

ことが分かった。そこで、材料費が比較的安価で且つ安定的に亜鉛低減効果

が得られると期待される無機凝集剤に着目し以下のように基礎試験を実施し

費用対効果を検討することとした。無機凝集剤は、一般に殿物発生量を増加

させると考えられておりコスト増につながる可能性から計画では採用してい

なかったものであるが、コストの利点に再度注目し採用した。 
 

③無機凝集剤の添加 
まず、費用対効果の高い無機凝集剤を選定するための室内試験を実施した。

ここでは、一般的に廃水処理で共沈剤として用いられる事が多い、鉄系無機

凝集剤とアルミ系無機凝集剤を E 鉱山の坑廃水を模した模擬廃水に添加し、

亜鉛の除去効果を比較した結果、鉄系無機凝集剤の方が亜鉛の低減率が大き

い事が分かった。さらに発生殿物体積を消石灰単独中和と比較すると、鉄系

無機凝集剤はほとんど変わらないが、アルミ系無機凝集剤は大きくなること

が分かった。鉄系無機凝集剤では、発生殿物重量は消石灰単独中和より増加

するが、殿物の沈降性や濃縮性が高いため殿物体積はほとんど変化しないと

考えられる。以上より、鉄系無機凝集剤の方がアルミ系無機凝集剤よりも添

加剤として適していると判断した。 
次に、鉄系無機凝集剤の中で、より費用対効果の高い薬剤を抽出するため

塩酸系の無機凝集剤（以下「塩化第二鉄」と言う）と硫酸系の無機凝集剤（ポ

リ硫酸第二鉄）について比較した。室内試験の結果、亜鉛除去効果について

は両者の差は確認できなかったことから、薬剤単価当たりに含まれる鉄量が

多い塩化第二鉄を選定した。 
ここで、安定的に新規基準をクリアするために必要な塩化第二鉄の添加量

を把握するための室内試験を実施した。その結果、E 鉱山坑廃水の亜鉛濃度

を低減するために必要な添加量は鉄含有量として 10 mg/L 程度で、処理コス

トは現行の 1.2 倍で目標を達成できる目処がついた。 
上記の基礎試験の結果から塩化第二鉄の添加により、亜鉛を安定して除去

し、コスト増 1.2 倍以内を満足する見通しが得られたため、E 鉱山における現

場試験に塩化第二鉄を採用することとした。 



16 

（3） 現場試験 
 
 基礎試験で得られた結果の現場への適用性を把握するために、現場試験を実

施した。ⅰ)タイプでは、新規基準をクリアするために必要な塩化第二鉄の添加

量、流量変動への対応方法、現行コストに対するコスト増の割合を検討する。

ⅱ)タイプでは、中和 pH の 適設定値、中和 pH 安定化の手法、漏洩する懸濁

態亜鉛の抑制方法を検討する。ⅲ)タイプでは、バッテリーポンプを設置するこ

とで中和 pH が安定化するかを確認する。 
 
ⅰ）亜鉛濃度が鉄濃度に比べて高い場合 

試験の条件は表 4 に、試験フロー及び試験状況の写真は図 3 及び図 4 に示

す。現場試験ではまず、通水量を一定（E 鉱山坑廃水の年間平均水量を想定）

に保ち、新規基準のクリアに必要な塩化第二鉄添加量を調べた。次に、通水

量を増加させ、年間 大水量時において必要な塩化第二鉄添加量を調べた。

さらに、中和工程にゼオライトを少量添加することで、より効果的に亜鉛濃

度を低減できないか確かめた。 
現場試験の結果、塩化第二鉄による安定的な亜鉛濃度の低減効果が確認で

き、平水時に必要な塩化第二鉄の添加量は鉄量として 6 mg/L であることが分

かった。また、増水時には、塩化第二鉄の増量では対処できないことが分か

り、その原因は、処理水に亜鉛を高濃度で含有する懸濁物質が多く漏洩する

ことも確認した。懸濁物質の漏洩に対しては、現行処理で使用している高分

子凝集剤を増量（0.1→0.5 mg/L）することで対処できることを試験により確

認した。また、ゼオライトの添加による溶存亜鉛濃度の低減効果はばらつき

が大きく、効果がほとんど確認できない場合があったので、現場導入には向

かないと判断し、対策から除外した。 
以上から、塩化第二鉄添加量は鉄量として 6 mg/L で固定し、流量変動にあ

わせて高分子凝集剤添加量を変動させる方法が効果的であり、その際のコス

トは現行コストに対して 大 1.19 倍であり、目標値の 1.2 倍を下回ることを

確認した。 
基礎試験と現場試験の結果をまとめると、亜鉛濃度が鉄に比べて高い場合

は、鉄系無機凝集剤（塩化第二鉄）を添加することで強制的に共沈を起こす

方法が も低コストで安定的に新規基準をクリアする方法であり、流量が増

加することにより亜鉛を高濃度で含有する懸濁物質が漏洩する場合は、高分

子凝集剤添加量を増量することで対応可能であることを確認した。 
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表 4．E 鉱山における連続試験の通水条件 

項目 原水量 中和槽容積 沈殿池容積

現行処理 0.335m3/min（年間平均値） 14m3 288m3×2槽

試験装置
（1/1000スケール）

0.335L/min（年間平均値）

0.7L/min
1.0L/min（最大流量）

14L 0.288m3×2槽

 
 
 

高分子凝集剤

処理原水 消石灰

中和槽（14L） 凝集槽（1.7L）

沈殿槽１（2mL×0.8mW×0.18mH ：288L）

処理水

塩化鉄

沈殿槽２（2mL×0.8mW×0.18mH ：288L）

 

図 3．E 鉱山における連続試験のフロー図 
 
 

 

第１沈殿槽（消石灰

第２沈殿槽（消石灰中和系）

第１沈殿槽（塩化鉄系）

第２沈殿槽（塩化鉄系）

処理水

処理水

第１沈殿槽（消石灰

第２沈殿槽（消石灰中和系）

第１沈殿槽（塩化鉄系）

第２沈殿槽（塩化鉄系）

処理水

処理水

第１沈殿槽（消石灰

第２沈殿槽（消石灰中和系）

第１沈殿槽（塩化鉄系）

第２沈殿槽（塩化鉄系）

処理水

処理水

 

塩化第二鉄

消石灰

高分子凝集剤

中和槽

凝集反応槽

中和槽

凝集反応槽
塩化第二鉄

消石灰

高分子凝集剤

中和槽

凝集反応槽

中和槽

凝集反応槽
塩化第二鉄

消石灰

高分子凝集剤

中和槽

凝集反応槽

中和槽

凝集反応槽

高分子凝集剤

第1沈殿槽（消石灰中和系）

凝集反応槽

 

図 4．E 鉱山における連続試験の状況 
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ⅱ）亜鉛と鉄の濃度差が小さい場合 
  現地調査の結果、当該タイプに該当する 3 鉱山のうち 2 鉱山（N、O 鉱山）

では、処理原水中の亜鉛濃度に対してある程度鉄が含まれていることから、

現状処理の pH を安定的に上昇させることができれば、鉄との共沈により亜鉛

濃度は低減すると考えられる。 
  実際に、設定 pH7.5 を試験的に 8.0 に変更したところ、処理水の亜鉛濃度

は 1 mg/L を超過することは無かった。N、O 鉱山では、元々中和 pH が安定

しているため、この対策案が も効果的であると考えられる。中和 pH を上昇

させることで、中和剤添加量と殿物発生量は増加するが、現状処理に対する

コスト増は 大 1.10 倍であった。 
  それに対して、M 鉱山では処理水に残存する亜鉛のうち懸濁態亜鉛の割合

が高く（30%程度）、上述したような中和 pH を上昇させる方法では対応でき

ないと考えられる。さらに、M 鉱山では中和 pH が安定しない問題を抱えて

いるため、中和 pH を安定させた上で懸濁態亜鉛に対処できるような方法を検

討しなければならない。 
M 鉱山は流量の変動幅が大きく、現状の on-off 制御は流量 大時に対処で

きるよう設定されているため、流量が少ない場合には中和剤が過剰投入され

ることになり、それが原因で pH がハンチングし、pH の排水基準の上限に抵

触する恐れがある。これを改善するため、流量の変動に対応した廃水流量適

応型 on-off 制御に変更することを試みた。流量によって pH 設定値を変える

現場試験を行った結果、流量が少ない場合は、on-off の下限 pH を高めに設定

し、流量変動に対し少量の中和剤が頻繁に投入されるようになり、pH のハン

チングが改善された。流量が大きくなった場合はこれまでと同様の設定で対

応できる。つまり、あらかじめ各流量レンジに 適な on-off 制御の設定値（下

限 pH、中和剤投入時間等）を決めておき、流量にあわせて設定が切り替わる

ような方法をとることで、M 鉱山の pH は安定化出来る事が分かった。 
次に、懸濁物質の漏洩、すなわち処理水に懸濁態亜鉛がある程度残存する

場合に対処する方法として、高分子凝集剤の種類の変更、添加量の変更を検

討した。その結果、現状処理で使用している高分子凝集剤の使用量を増加さ

せることで対応できることが分かった。 
M 鉱山においては、pH の安定化と凝集剤の適量添加で新規基準をクリアで

きることが分かり、その際のコストは現状処理の 1.03 倍であった。 
以上をまとめると、処理原水の鉄と亜鉛の濃度差が小さい場合には、まず

処理水に残存する亜鉛の存在形態を把握することが必要で、懸濁態亜鉛が

30%程度残存する場合は高分子凝集剤を増量することで懸濁態亜鉛を減少さ

せる必要がある。懸濁態亜鉛が漏洩していない場合は、中和 pH を上昇させれ

ば、共沈作用により新規基準はクリアできると考えられる。また、現地試験

の結果から、原水に含まれる鉄のモル濃度が亜鉛のモル濃度と同等かそれ以
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上の場合は、共沈作用で新規基準をクリア可能であるという知見が得られた。 
  中和 pH が流量変動の影響で安定しない処理場では、流量変動に対応した

on-off 制御法を適用することで中和 pH を安定化できることが分かった。 
 
 
ⅲ）鉄濃度が亜鉛濃度に対して高い場合 

  当初計画では、本タイプは鉄との共沈が十分期待できる水質なので、原水

pH に対応した薬剤添加が可能であれば従来法で処理が可能であることから

技術開発の対象としないとしたが、その後の情報収集の結果から無給電運転

のために pH に対応した中和薬剤の添加量が制御できず、新規基準値を超過し

てしまう処理場が存在することが分かった。電力供給によって pH に対応した

中和薬剤の添加が可能になれば、新規基準値は満足できる水質（共存する鉄

濃度が高く、処理水の溶存態亜鉛の割合が高い）であるので、無給電運転処

理場における中和薬剤添加量の制御方法について、pH センサーと連動したバ

ッテリー駆動ポンプの設置を検討し現場試験を実施した。その結果、バッテ

リー駆動ポンプを設置することで、pH 変動に対応した中和薬剤の添加が可能

になり、新規基準値を満足できるとともに、バッテリー導入のコストは現行

処理コストの 1.2 倍以下であることを確認した。 
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（4） 評価 
 
以上の現地調査や試験を行いながら、亜鉛を含む坑廃水についてさらに詳細

に分類を見直し、（図 5 参照）これに基づいて対策についても整理した（表 5 参

照）。以下に整理の考え方について述べる（タイプの分け方をⅰ～ⅲからⅠ～Ⅲ

に変更）。 
 
安定して処理水の亜鉛濃度が2 mg/Lを超えない条件について検討するにあた

り、まず、安全率を考慮して現行処理において処理水の亜鉛濃度が常時 1 mg/L
以下を保っている場合は、現状のままで新規規制に対応可能であると考えた。 
次に、処理水の亜鉛濃度が 1 mg/L を超過する場合がある鉱山について、処理

原水中に鉄が含まれているかどうか調べた。処理原水にほとんど鉄が含まれて

いない場合（タイプⅠ）は、共沈作用が期待できず、中和 pH の設定値を上げる

方法では逆中和設備が必要となり膨大なコスト増が想定される。そこで、安価

に新規基準に対応するためには中和工程で鉄系無機凝集剤（塩化第二鉄）を添

加し共沈作用で亜鉛濃度を低減する方法が費用対効果の面で も有効であるこ

とが分かった。ただし、発生殿物中の亜鉛品位が必然的に高くなり増水時には

処理水中に亜鉛を高濃度で含む懸濁物質が漏洩する場合は、水量に合わせて高

分子凝集剤を適量添加することで対応できる。 
一方、処理原水にある程度鉄が含まれている場合は、処理水中の亜鉛の存在

形態が溶存態か懸濁態かを明らかにする必要がある。懸濁態亜鉛がほとんど含

まれない場合（タイプⅡ）は、現行処理の中和 pH 設定を 適化することで、鉄

との共沈により処理する方法が有効である。懸濁態亜鉛が多く含まれる場合（タ

イプⅢ）は、懸濁物質の漏洩を防ぐために高分子凝集剤の適量添加が必要にな

る。 
処理場固有の問題として、流量の変動が激しく中和 pH が安定しない処理場に

おいては、流量変動に対応した廃水流量適応型 on-off 制御を導入するなどして

中和 pH の安定化が必要である。 
ただし、無給電地域にもかかわらずに、pH に対応した中和剤の添加量を制御

する必要がある場合には、pH センサーと連動したバッテリー駆動ポンプを導入

することで中和 pH は安定化できる。 
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NO YES

NO YES

タイプⅠ

YES NO

タイプⅢ タイプⅡ

NO YES NO YES

※無給電運転の処理場3鉱山を含み、これらについてはpHセンサーと連動したバッテリーポンプを設置することで、pHが安定化することを確認した。

中和pH安定化
＋

中和pH最適化

中和pH最適化 現行処理で新規基準を達成

中和pHが不安定 中和pHが安定している 中和pHが不安定 中和pHが安定している

対策案
鉄系無機凝集剤の添加
高分子凝集剤の増量

中和pH安定化
＋

高分子凝集剤の増量

高分子凝集剤の増量

Znが常に1mg/L未満
（8鉱山）

原水中に鉄が
含まれている

鉄がほとんど
含まれない（6鉱山）

亜鉛と共に
鉄を含む（6鉱山）

処理水に懸濁態亜鉛が多く含まれる

処理水に懸濁態亜鉛が多く含まれる 処理水に懸濁態亜鉛はほとんど含まれない

無給電運転（3鉱山）

中和pHが
安定しているか

中和pHが
安定しているか

亜鉛を含む坑廃水のタイプ分類と対策法

処理水に亜鉛が存在する
可能性がある鉱山（23鉱山）

処理水のZn濃度が
常に1mg/L未満

Znが1mg/Lを超える場
合がある（15鉱山）※

（）内は対象鉱山数

 

 
図 5．亜鉛を含む坑廃水のタイプと対策法 
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表 5．タイプ別亜鉛の処理方法 
 
 

タイプ 水質の特徴 対象鉱山数 モデル鉱山 現地調査から得た知見 最適な処理方法 現状に対するコスト比

Ⅰ
鉄がほとんど
含まれない

6 E

・当初の予想通り、従来法では
対応が厳しい。
・殿物の亜鉛品位が高いので、
SSの亜鉛品位も高く、その漏
洩も課題

鉄系無機凝集剤の添加
＋

高分子凝集剤の増量
1.19

Ⅱ 2 N、O
・pHは安定している
・処理水に懸濁態亜鉛はほとん
ど漏洩しない

中和pH最適化
（pH設定値の見直し）

N・・1.01
O・・1.10

Ⅲ 4 M
・pHが安定していない
・処理水の亜鉛は懸濁態が多
く、対策を講じる必要がある

中和pH安定化
（on-off制御の改良）

＋
高分子凝集剤の増量

1.03

鉄がある程度
含まれている

注）無給電運転の処理場3鉱山を含み、これらについてはpHセンサーと連動したバッテリーポンプを設置することで、pHが安定化することを確認した。  
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また、各水質タイプを代表するモデル鉱山において、新規基準を満足するた

めの 適な処理方法を実施した場合のコスト試算を行った結果、各モデル鉱山

においてコスト増の割合は目標値である現行処理コストの 1.2 倍以内を満足す

ることが確認できた。 
 
表 6 に計画と比較した目標の達成度を示し、表 7 に計画と比較した実際の実

施工程及び執行額を示す。 
 

表 6．計画と比較した目標の達成度 

目標 評価 達成度

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。

各水質タイプに対して、選定したモデル鉱山

に対して、新規基準（処理水中の亜鉛濃度を

2 mg/L以下）を満足する対策案を立案した。

立案した対策案について、詳細なコスト試算

を行った結果、全ての対象鉱山において現

状コストの2割増以内を達成した。

達成

 

 
表 7．計画と比較した実施工程及び予算執行額 

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

執行額（百万円） 27.2 27.9 26.4

文献調査

現地調査

薬剤選定 添加量検討 添加量検討

E、M鉱山 E、M、T鉱山

分類見直し

費用対効果検討

 

※破線は計画、実線は実施工程を示す
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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 

 

本調査研究で得られた知見を各鉱山へ適用するにあたっては、水質をタイプ毎

に分類し、それぞれのタイプにおけるモデル鉱山を選定した上で 適な処理方法

を立案したことにより、同じ水質タイプの鉱山に対して十分に汎用性がある提案

となっている。なお、モデル鉱山の選定においては、同一タイプの中でより条件

が厳しく、課題の範囲が広い鉱山を選定している。対策案の個別鉱山への導入に

際しては、地理的要因や設備規模の大小などの個別の特徴について十分に留意す

る必要がある。 

亜鉛の新規規制強化は平成 23 年 12 月に予定されており、本技術開発の成果に

ついて早急に実用化する必要がある。対象となる鉱山の管理関係者等へは成果を

取りまとめた報告書を送付し周知徹底を図るとともに、必要に応じてコンサルテ

ィングを行うことにより実用化を促進する。 

 

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 

 本調査研究で得られた成果を、国内外の学会で発表し広く公表している。また、

民間の鉱山会社により組織される日本鉱業協会主催の現場担当者会議は、各鉱山

の担当者が集まる場であり、そのような場で発表することで実用化へ向けて成果

の普及に努めている。学会等での成果公表の一覧（計 3 件）を表 8 に示す。 

 

表 8．成果公表の一覧 

年月 テーマ 公表 

平成 22 年 3 月 亜鉛の坑廃水処理技術 

～新規排水基準への対応～ 

H22 資源・素材学会春季大会

平成 22 年 6 月 亜鉛の坑廃水処理技術 

～新規排水基準への対応～ 

H22 現場担当者会議 

平成 22 年 9 月 

（予定） 

A result of batch test to select effective 

co-precipitator of zinc containing 

mine drainage treatment 

International Mine Water 

Association（IMWA） 2010

（カナダ） 
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６－３．成果の普及、波及効果 

JOGMEC 成果発表会は、鉱害分野だけでなく資源開発関係者が集まる場であり、

成果を発表することで波及効果が期待できる。また、JOGMEC 情報交換会は、本

調査研究の成果が直に反映される各鉱山現場に携わる関係者が集まる場であり、

ここで成果を発表することで普及に努めている。これらの活動を表 9 に示す。 

表 9．成果の普及活動 

年月 公表 

平成 20 年 9 月 JOGMEC 成果発表会 

平成 20 年 12 月 
JOGMEC 情報交換会 

－コスト削減に向けた取組み－ 

平成 21 年 7 月 
JOGMEC 情報交換会 

－環境再生への取り組み－ 

平成 22 年度中（予定） JOGMEC 成果発表会 

 

 

７．費用対効果 

 表 5 で示した対象鉱山（12 鉱山）について、本技術開発によって得られた対策

案を適用した場合のコスト試算を実施する。ただし、タイプⅡ（2 鉱山）について

は中和剤を増加する従来法で対応が可能であることを現地調査で確認したもので

あることを考慮して、従来法との比較は不要とした。従って費用対効果の試算は、

タイプⅠ（6 鉱山）及びタイプⅢ（4 鉱山）を対象とする。 

 表 10 に費用対効果の試算結果を示す。室内試験及び現場試験で算出されたモデ

ル鉱山におけるコスト増加率を現行コストに乗じ、従来法のコストから本調査研

究による対策を導入した場合のコストを減じた値（下表「①－②」）を費用対効果

とした。ここで言う従来法とは、中和剤を増量させ逆中和によって新規基準に対

応する方法である。 

 表 10 によると、本調査研究によって立案した対策案を各処理場へ導入した場合

の費用対効果は年間約 64 百万円と試算できる。 
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表 10．各鉱山における費用対効果 

現行コスト

（円/年）
千円

コスト増加率
※1

金額
（円/年）千円

コスト増加率
※2

金額
（円/年）千円

A 12,902    21,933    15,353     6,580       
E 3,489     5,931      4,152       1,794       
B 4,958     8,429      5,900       2,523       
C 18,227    30,986    21,690     9,350       
D 7,279     12,375    8,662       3,718       
F 3,893     6,618      4,633       1,981       
G 7,145     12,147    7,360       4,787       
H 29,783    50,631    30,677     19,955     
I 9,193     15,628    9,469       6,159       

M 10,339    17,576    10,649     6,927       
合計 107,209  182,255  118,545    63,775     

名称
費用対効果

①－②
（円/年）千円

※1．基礎試験の結果から推定した値
※2．現場試験の結果から算出した値

従来法のコスト（①） 本調査研究によるコスト（②）

1.19

1.03

1.70

タイプ

Ⅰ

Ⅲ
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第４章 評価結果 

 
１． プロジェクト実施の妥当性            平均評点 ４．５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） 

 

・休廃止鉱山においては、経済活動を行っていないにもかかわらず、排水基準を

超える坑廃水が排出されている限り、その処理を継続しなければならないため、

坑廃水処理費用を 小にすることが求められている。また、管理者の高齢化や後

継者育成問題等により坑廃水処理に必要な知識・技術を有する管理者が不足して

いくとともに、電力等のインフラが不十分な鉱山も存在することから、管理の容

易さが求められる。 

・亜鉛の排水基準強化に対応し、これらの実態を踏まえた処理技術を公的機関で

ある資源機構が開発することは妥当性が高い。 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当              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） 

 

・処理水中の亜鉛濃度の目標値として「安定して２mg/ℓ以下」、処理コストの目標

として「現状コストに対してのコストアップが２０％以下」としており、数値上

は妥当である。 

・ただし、イニシャルコストとしては、設備投資金額を示した方が良い。 

・吸着剤としてのゼオライトに関する基礎的知見を蓄積するとともに、当初計画

を柔軟に見直して実現可能な対策技術を開発したことは高く評価できる。 

 

 

３． プロジェクト計画の妥当性            平均評点 ４．５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） 

 

・各種の亜鉛含有廃水を類型化し，新たな手法も加えて，それぞれに対応する改

善策を講じており、亜鉛の新規水質基準規制強化が平成２３年１２月に予定され

ていることを考慮すると、適時適切なスケジュールであったと評価できる。 
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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）  平均評点 ４．３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） 

 

・課題の特殊性からみて、数多くの実施候補者は現れないと思われる。合法的な

選定方法により、一律排水基準の適用対象になる鉱山を所有し、坑廃水処理につ

いては豊富な知識、経験のある民間企業を委託先に選定したことは妥当である。 

・また、資源機構に大学の研究者、鉱山会社の技術者等からなる亜鉛の坑廃水処

理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

あった。特に、事前評価の進言を踏まえて、「亜鉛の坑廃水処理技術委員会」メン

バーに計測技術の専門家を加えたことによって、コストのかかる「多変数制御シ

ステム」ではなく、既存の制御システムを改良した現実的な「廃水流量適応型

on-off 制御システム」を構築したことは、実施者の事業体制を高く評価できる。 

 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義         平均評点 ４．０点 

（評価基準） 

極めて高い成果があった（５点）→成果があった（３点）→成果がなかった（１点） 

 

・国内鉱山の現状把握から始まり、3タイプに層別し、それぞれのモデル鉱山に対

しての対策を実施することにより、当初の目標を達成できたことは評価できる。

目標コスト内での手法開発という困難な状況下において，多くの知見が得られた

と判断できる。 

・殿物汚泥の減容化の観点からは、ゼオライトの高吸着能を活用した亜鉛吸着技

術及びその吸着能再生技術の基礎研究を継続して行うことが望まれる。 

 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果    平均評点 ４．５点 

（評価基準） 

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

 

・今回の結果は、対象各鉱山におけるコストを含めた具体的検討が行われており，

汎用性があり実用化の可能性は極めて高いと判断される。 

・国内外の学会や鉱山関係者の集まる現場担当者会議でも発表されており、成果

の公表については、十分実施されていると思われる。今後は世界各地の現場に広

まるような公表が望まれる。その際は、海外での実施を可能とするために、得ら
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れた成果の外国語での解説を作成することも意義のあることであろう。 

・規制対象となる鉱山管理者に成果を取りまとめた報告書を送付し周知徹底を図

るとともに、必要に応じてコンサルティングを実施する体制を取ったことは高く

評価できる。 

 

 

７．費用対効果                    平均評点 ３．８点 

（評価基準） 

高い費用対効果が見込まれる（５点） 

→費用対効果が見込まれる（３点） 

→費用対効果は見込まれない（１点） 

 

・８１百万円の予算執行額を費やして、年間６４百万円のコスト削減ができる対

策技術を開発したことは評価できる。 

・本事業が利益を生むものでないことは明確であるが，排水基準を遵守すること

による無形の効果は大変大きいと思われる。 

 

 


