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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年度から鉱害防

止技術調査研究事業として殿物減容化技術（鉄酸化バクテリア二段中和技術、

フェライト生産技術）開発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・計画において、「鉱

害防止技術調査の実施に当たっては、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 

鉱害防止分科会を平成 17 年 11 月 4 日開催し、殿物減容化技術の事前評価を実

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                          

 （部会長）足立 吟也    大阪大学 名誉教授、日本分析化学専門学校 校長 

 （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 

          業務評価・審査グループ 業務評価チーム 
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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 業務評

価・審査グループ 業務評価チーム）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
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評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、当該担当グループ・チ

ームにとって、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グループ・チーム 
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(3) 評価事務局 

・業務評価・審査グループ 業務評価チーム 

・石油・天然ガス開発技術企画グループ 技術評価・成果普及チーム 

 

(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。 

 

(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 

鉄酸化バクテリアを利用した二段中和プロセスの安定化技術、及び連続的に

フェライトを生成する技術の調査研究に取り組むことにより、坑廃水の中和処

理において発生する殿物の減容化を図ることを目的とする。 
 
１－１．背景及び必要性 
 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中和殿物はたい積場や貯泥

ダムに最終処分される。そのため、鉱害防止事業主体は将来にわたって中和殿

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

大きな負担であり、中和殿物の減容化に対する期待は大きい。 
 
１－２．資源機構のプロジェクトとしての妥当性 

資源機構は、第三者評価を受けて効率的な業務の運営を行うために国が定め

た 4 年間で達成すべき目標（中期目標）を受けて、具体的な事業計画を立てて

いる。 
本調査研究は、中期目標に定められた「直接的な鉱害防止事業主体である地

方公共団体及び我が国企業」が「適切な防止措置を確実に実施する」ための「支

援」の一環として実施するもので、技術開発テーマ毎の意義は以下のとおりで

ある。 
 

①鉄酸化バクテリア二段中和技術 
 上記背景のもと、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構では平成 13
年度から平成 16 年度まで殿物減容化を目的とした調査研究「高効率殿物造粒

システム技術」を実施した。この中で幌別硫黄鉱山坑廃水をモデルとして鉄酸

化バクテリアを利用した二段中和プロセスによる連続処理試験を行った結果、

現行と比較して殿物発生量が削減できることは示されたが、現場において安定

的な操業を図る上で、Fe2+酸化率の安定条件や経済的な SS（懸濁物質）除去方

法などの問題について課題を残した。 
 今回の調査研究は、これらの課題を解決するため、鉄酸化バクテリアの活性

に悪影響を与える要因を調査して、その影響を回避する操業条件を確立すると

ともに、経済的・安定的な SS 除去技術について検討するもので、将来におい

て本技術を現場適用化するにあたり必要不可欠な技術であり、中和殿物の減容

化対策に大きく貢献するものである。 
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②フェライト生成技術 
 フェライト生成技術は、重金属を沈降性、脱水性、安定性の良い酸化物とし

て固定する技術であり、新しい発想に基づく次世代の殿物減容化手法として注

目されている。 
本技術については、上記の調査研究「高効率殿物造粒システム技術」におい

て、幌別硫黄鉱山坑廃水をモデルとしたフェライト化殿物の生成条件を確認し

たが、特定条件下における実験室レベルの研究成果に止まっている。 
今回のフェライト生成技術の調査研究は、幌別硫黄より Fe 濃度の低いケー

スとして松尾鉱山坑廃水をモデルとしたベンチスケールの連続試験を行うもの

であり、そのデータを分析、検討することは、将来の実用化の可能性及び汎用

性を見極める上で重要である。 
 
 
２．プロジェクトの目標・計画 
 
２－１．技術開発目標  
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
 ・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。 
② フェライト生成技術 

・松尾鉱山坑廃水を対象に、フェライト化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。処理水質の廃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。 
 
２－２．技術開発計画 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術（平成１７年度～平成１８年度） 

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

した場合の処理工程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、及び (2) Fe 主体殿物と Al 主体殿物を分離するため SS の除去技

術について検討を行う。 
（1） 安定した Fe2+酸化率を維持するための技術 

バクテリア酸化において、Fe2+酸化率を安定させるための代表的要素技術と

して、石膏析出の抑制と pH 条件の設定が考えられる。 
 石膏析出は、幌別硫黄鉱山坑廃水のような低 pH で高濃度の SO4 を溶存する

硫酸酸性水に炭酸カルシウム等の中和剤を添加することにより起こる可能性が

ある。石膏が析出するとバクテリアの着床体である Fe 殿物濃度を低下させ、

工程内のバクテリアの十分な菌体数を維持できなくなり、結果として Fe2+酸化
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率を低下させる要因となる。本調査研究では、石膏析出の挙動についてデータ

を取得し、その抑制条件を検討する。 
 pH 条件については、これまでの試験結果から Fe2+酸化率の安定化に大きな

影響を与えることは確認されている。しかし、その原因については未確認であ

り、本調査研究においては、その原因として、バクテリアの生息環境、返泥成

分の溶解・析出挙動、及び炭酸カルシウムの添加量などの要因を想定し、最も

大きな影響を与えている要因の解析等、試験結果による検討を行う。 
 
（2）Fe 主体殿物と Al 主体殿物を分離するための SS 除去技術 
 「高効率殿物造粒システム技術」では、坑廃水中の As を Fe 主体殿物中に濃

縮分離し、As の希薄な Al 主体殿物を有効利用することで、処分が必要な殿物

の減容化を図った。試験の結果、酸化工程において廃水中に溶存する As はほ

とんど全て Fe と共沈し、固定されることを確認したが、酸化工程から As を含

む SS が溢流することにより、十分な As の濃縮分離を達成することができなか

った。 
 Al 主体殿物の有効利用を前提とする処理工程の安定化のためには、酸化工程

から溢流する SS の除去技術の開発が必要であり、本調査研究では、安定かつ

経済的に SS を除去する技術の開発を行う。 
 
② フェライト生成技術（平成１７年度～平成１８年度） 
フェライトは、Fe2+を溶存する溶液を加温（60℃以上）、または高 pH（pH10
～12）に保ち、曝気するなどして徐々に Fe2+を酸化することで得られることが

知られている。本プロジェクトでは、松尾鉱山坑廃水をモデルとして、常温、

pH8.5 程度で、Fe2+および Fe3+を含む処理原水からフェライトを生成させる条

件を検討する。また、得られたフェライト殿物について、沈降・脱水性、As
溶出性等を確認し、殿物減容効果を評価する。 
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３．事業体制・運営方針 
 鉱害防止支援業務グループがプロジェクト全体を統括し、試験計画の立案、

結果の解析にあたり専門的意見を聴取するために、研究者等有識者からなる殿

物減容化技術部会を資源機構内に設置する。 
 

 

 
 
 
４．成果の実用化可能性、普及、広報、波及効果  
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 

本調査研究の成果は、pH が低く（＜２．５）、Fe2+濃度の高い鉱山（上北鉱

山等）や石膏析出に問題を抱える鉱山（赤山鉱山、柵原鉱山、金谷鉱山等）へ

の適用可能性が考えられる。 
近い将来の実用化については、本調査研究によって鉄酸化バクテリア二段中

和における処理工程の安定化が確認できれば、幌別硫黄鉱山をモデル現場とし

た実証試験に着手することが可能となる。実規模レベルの実証試験によって得

られた成果を解析することによって、プラントの設計を行うためのデータを取

得することができ、幌別硫黄鉱山における「鉄酸化バクテリア利用二段中和法」

の適用に大きな見通しが得られる。 

 さらに、簡易で経済性の高い SS 除去技術が開発されれば、As の濃縮分離が

可能となり、As を除去した最終殿物の一部を資源として有効利用する可能性が

広がる。 
  
 
 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

民間企業 
（公募プロポーザル方式により選定） 

殿物減容化技術部会 

（計画・結果の検討） 

＜委託契約＞ ＜共同研究契約＞ 

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 

大学等 

鉱害防止支援業務グループ 
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② フェライト生成技術 
本調査研究における目標が達成されれば、Fe を主成分とする坑廃水でのフェ

ライト生成については基礎研究段階を終了し、コスト削減効果等も加味した応

用研究段階から実規模レベルの実証試験に着手することも可能である。 
本技術の適用性を Fe 濃度のみに着目すれば、松尾鉱山坑廃水と同程度以上

の２価優勢な Fe を含有する鉱山として、幌別硫黄鉱山、鴻之舞鉱山、千歳鉱

山、伊達鉱山など松尾鉱山を含めて５箇所の坑廃水が適用対象となる。 
さらにフェライトは Fe 以外の重金属も含み得ることから、Cu や Zn 等の重

金属を含む坑廃水への適用も期待される。 
 
なお、プロジェクトで得られた成果は、資源機構が主催する成果報告会、情

報交換会のほか、資源素材学会をはじめとする関係学会において積極的に報告

して、成果の普及、広報に努める。 
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第４章 評価結果 

 
1． プロジェクト実施の妥当性 
・ 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るか） 
 

妥当と考えられる。 
（理由） 
・ 坑廃水は半永久的に流出し、その拡散防止処理に際して発生した有害物質の

殿物の積算量も限りなく増加していく。そのため、殿物処分場の用地確保、

たい積場・貯泥ダムの造成にかかる費用は坑廃水処理事業者にとって大きな

財政的負担になっており、殿物の総量を削減することには大きな意義がある。 
・ このような事業は利益を見込めないため、民間企業が新規に技術の開発を行

うことは困難であること、さらに資源機構は H13～16 年度に「高効率殿物

造粒システム技術調査研究」を実施していることから、継続して資源機構が

本技術開発に関与することが適任である。 
 
２．プロジェクト目標の妥当性 
・ 技術開発目標は妥当か 
・ 技術的有望性は見込まれるか 
 

妥当と考えられる。 
（理由） 
・ 殿物減容化のための技術開発のテーマを「鉄酸化バクテリア二段中和技術」

と「フェライト生成技術」に絞り込んでおり、それぞれの目標設定、技術課

題が明確である。また、初年度に基礎的データを取得し、次年度にそれらの

データを元に具体的な目標に向けて研究を実施する計画は妥当である。 
・ 掲げられた目標を達成することができれば、それぞれ以下の効果が期待でき

る。 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
 全体で 55％の殿物を減容することが可能になる。 
② フェライト生成技術 

殿物量を 30％減容することが期待できる。 
・ なお、個々の課題についても、これまでに蓄積された多くの基礎データ・経

験に基づいてある程度の数値目標を設定すべきと思われる。 
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３．プロジェクト計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 
 

妥当と考えられる。 
（理由） 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
(1) 安定した Fe2+酸化率を維持するための技術 
・ H16 年度までに取得した試験データが豊富に存在し、今回はさらにこれら

を裏付ける試験を実施する計画であることから、有意義な検討が進むものと

期待される。 
 
(2) SS 除去技術 
・ 計画は妥当である。ただし、2 年間で SS 濃度を大幅に低減し経済性に優れ

た技術開発の見通しを立てることは困難が伴うものと考えられることから、

目標値を達成できない場合でも、全体システムの中で成果を評価し、活用す

るように努めることが望まれる。 
 
② フェライト生成技術 
・ 将来の実用化の可能性及び汎用性を見極めるスケジュールになっている。 
・ 資源機構が保有する試験設備を活用することにより、試験資器材費用を節約

する予算になっている。 
 
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） 
・ 技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 
・ 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るか 
・ 意思決定プロセスは適切か 
 

妥当と考えられる。 
（理由） 
・ 技術開発実施者は過去にも同種の研究実績があり、問題ないと思われる。 
・ 「鉄酸化バクテリア二段中和技術」は、公募プロポーザル方式により、豊富

な知識、経験のある委託先を選定することとなっている。 
・ 「フェライト生成技術」は、経験、知識豊富な大学と連携して研究を進める

こととなっている。 
・ 外部有識者から構成される「殿物減容化技術部会」を資源機構内に設置し、

計画・結果の検討に対して指導・助言を行うことになっていることから、適

切な事業実施が期待される。 
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５．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 

（資源機構が開発する技術を利用するシナリオは描かれているか） 
・ その他成果の普及は期待できるか 

 
妥当と考えられる。 
 

（理由） 
・ 過去に多くの基礎データ・経験が積み重ねられており、これら技術の実用化

の可能性は高いと判断される。また、汎用性の高い技術が選択されており、

他鉱山にも適用可能な知見を多く含むことになると思われる。 
 
① 鉄酸化バクテリア二段中和技術 
・ 本調査研究で処理工程の安定化技術を確立した後、実証試験、実用プラント

の設計というシナリオが描かれている。 
・ 事業期間内では、対象鉱山のみへの応用に限定されてもやむをえないと思わ

れるが、ひとつの鉱山での成功は、かならず多くの関心を呼び、他の鉱山へ

の応用の機運が生まれることが充分期待される。ただし、その普及に関して

は、技術の普遍性を把握しておくことが必要である。 
 
② フェライト生成技術 
・ 本調査研究において基礎研究段階を完了させ、コスト削減効果も加味した応

用研究段階を経て、実規模レベルの実証試験へ発展させるシナリオが描かれ

ている。 
・ 鉱山坑廃水での研究が実を結べば実用化の可能性は高く、他鉱山への応用も

可能と考えられる。 
以上 

 


