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第１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 
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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 

 

(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 
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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。 

 

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。 
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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 

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。 

 

以上 
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（別紙１） 

プロジェクト原簿 

 
○事前評価時点 
・作成年月日 
・担当グループ・チーム 
・技術開発テーマ 
・目的 
・背景と意義・必要性 
・国内外の（類似・周辺）研究動向 
・計画（期間、年度ごとの目標と予算） 
・技術開発体制（主たる研究実施場所） 
・成果の実用化計画（見通し） 
 
○中間評価時点 
上記プラス 
・事前評価に基づく計画の見直し 
・中間評価時点における成果（達成度） 
 
○事後評価時点 
上記プラス 
・中間評価に基づく計画の見直し 
・最終成果（達成度） 
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（別紙２） 

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 

・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） 

 
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 
 

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） 

・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 

 
５．計画と比較した達成度、成果の意義 

・計画と比較して目標は達成されているか 
・要素技術から見た成果は得られているか 

 
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） 

・その他成果の普及は期待できるか 
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（別紙３） 

技術評価・評価項目（中間評価） 

 
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るか） 

 
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 
・最終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その最終目標は妥当か 

 
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・予算となっているか 
・情勢変化への対応は妥当か 
（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） 

・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るか 
・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 

・計画と比較して目標は達成されているか 
・要素技術から見た成果は得られているか 

 
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）は十分成されているか 
・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 
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（別紙４） 

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 

・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２章 プロジェクトの概要 
 
１．プロジェクトの実施 
坑廃水処理事業においては処理にともなう中和殿物が発生し続けることから、将来にわたって

その処分場を確保しなければならないが、用地確保、堆積場・貯泥ダム造成には多額の費用が必

要となることから事業主の大きな負担となっている。また、昨今の環境に対する意識の高まりの

中で、これまで以上に殿物の安全管理が求められているため、できるだけ処分が必要な殿物を減

容化することが期待されている。したがって、本プロジェクトは、堆積処分が必要な殿物を減容

化する坑廃水処理プロセスを構築し、殿物処分まで含めた坑廃水処理費用の削減に資することを

目的とする。 

 
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。このような背景に鑑み、現在、国による鉱害防止事業への補助金交付、

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り、当該事

業もその一環として平成 13～16 年度の 4 年間で資源機構が実施した。 
 
 

２．プロジェクト目標 
 プロジェクト原簿における事業の目標は次のとおり。 
 
中間段階（平成 15 年度末）：基礎技術研究を終了し、従来技術より優れている事の確認後、実用

可能性の高い技術についてパイロットプラント規模試験による応用

技術研究に着手していること。 
最終段階（平成 17 年度末）：応用技術研究を終了し、システムとして完成させ、コスト削減の観

点から本技術の総合評価を実施していること。 
 
 プロジェクト開始時は平成 17 年度までの 5 年間の計画であったが、事業期間を 4 年間に短縮

したため、中間評価は行っていない。 
 なお、プロジェクト原簿では本プロジェクトの実施で期待される効果として次表のとおり数値

目標を掲げた。 
 



 12

表 プロジェクトの目標（幌別硫黄鉱山を想定した場合） 

 現状（千円） 高効率殿物造粒シ

ステム導入により 

削減額（千円） 

労務費 

薬剤費（炭カル、消石灰） 

電力費 

殿物ケーキ処理費 

堆積場経費 

１０１，１３４

８３，１０６

２１，８７４

１０，８２１

特作７人×365 日減

約２割減 

約３割減 

約３割減 

8,500m3 × ＠ 10,000

の約３割減 

   △ ５２，８００ 

   △ １６，６００ 

   △ ６，５００ 

   △ ３，２００ 

   △ ２５，５００ 

  削減額合計    △ １０４，６００ 

 
 
３．プロジェクト計画 
 堆積処分が必要な殿物を減容化するためには、一般に次のような方策が考えられる。 

・ 薬剤使用量の削減 
・ 殿物の含水率低減 
・ 殿物の資源化 
・ 石膏析出の抑制 
・ 殿物の性状改善（酸化物の生成等） 

 
 これらを実現する技術として、これまでに 2 段中和、鉄酸化バクテリアの利用、殿物繰返

法、有害金属の分離・除去、酸化マグネシウムの利用、フェライトの生成などが実用化また

は提案されている。また、坑廃水処理コストを削減するためには、設備の自動化、メンテナ

ンスの簡易な技術の開発が求められる。プロジェクト原簿では、これらの技術を「（1）2 段

中和における殿物繰返法」、「（2）最適中和剤の選定」、「（3）処理工程の改善」にテーマ分類

し、適切な要素技術の組合せによる殿物減容化のプロセスを開発することとした。 
 なお、プロジェクトの実施にあたって図 1 に示すように調査研究項目を基礎技術研究と応

用技術研究に整理した。基礎技術研究では主として各要素技術の殿物減容化およびコスト削

減の効果を検討するためのビーカー試験を行い、応用技術研究では基礎技術研究の結果をふ

まえて構築した処理プロセスにもとづき、実坑廃水を使用した連続試験を実施した。 
 
 なお、基礎技術研究では、ビーカー試験の他に現状確認調査と大学との共同研究を行っている。

現状確認調査は、モデル鉱山の坑廃水処理の実態を把握し、殿物減容化とコスト削減のために必

要な処理工程の改善策を検討するために実施したものである。また、大学との共同研究は殿物減

容化と処理コスト削減のための要素技術の発掘を目的として実施したもので、主な内容は、As 分

離技術、フェライト生成技術、簡易なメンテナンスによる処理技術である。 
 
 プロジェクトのスケジュールを次表に示す。 
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 プロジェクト原簿では 5 年間の計画であったが、平成 15 年度初めに 1 年間短縮した。当初は、

3 年間の基礎技術研究の結果をもとにモデル鉱山にパイロットプラントを設置して効果を検証す

る予定であったが、2 年間の基礎技術研究で殿物減容化の見通しが得られ、さらに、多額のコス

トを費やしてパイロットプラントを製作することなく、既存のベンチスケール試験設備で効果を

検証できると判断したためである。 
 

表 スケジュール 

平成 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 

基礎技術研究 
 

    

応用技術研究      

総合評価      

予算額（千円） 13,910 12,414 26,984 30,080  

＊ 点線：当初計画、実線：実績 

 
 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性 
4-1．技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 
 資源機構（平成 16 年 2 月に旧金属鉱業事業団から改組）の技術開発グループ鉱害防止技術チー

ムが事業を担当し、事業実施方針・計画の策定、調査研究の実施、試験結果の解析およびとりま

とめを行った。また、共同研究は平成 13 年度と平成 14 年度の提案公募によって研究テーマを募

集し、外部委員と資源機構職員からなる選定委員会において実施者を決定した。基礎技術研究の

一部および応用技術研究のうち現場での試験については入札により三菱マテリアル資源開発（株）

を請負者として選定し、実施させた。 
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図 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の専門家から構成される坑廃水最適中

和処理システム部会および同ワーキンググループを設置し、専門的な検討を行った。 
 調査研究により得られたデータは各実施者の間で共有し、部会およびワーキンググループにお

いて検討、報告することで、各試験実施者間の連携を促進した。 
 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、及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 
 調査研究の意志決定は資源機構の内部規定に則り行った。部会およびワーキンググループを年

に 2 回以上開催した。また、進捗状況の管理、計画見直し等の検討は資源機構の担当チームの責

任で行った。 
 
 
５．計画と比較した達成度、成果の意義 
5-1．成果の概要 
 基礎技術研究は、現状確認調査、基礎試験および大学との共同研究からなり、モデル鉱山

とした幌別硫黄鉱山の坑廃水処理の実態調査およびビーカー試験による基礎データの収集を

行うことで、殿物減容化のための処理プロセス案を構築した。 
 共同研究の実施内容は提案公募により決定した。共同研究テーマの一覧を表 1 に示す。 
 応用技術研究では、処理プロセス案の殿物削減効果を検証するため、幌別硫黄鉱山の実坑

廃水を利用してベンチスケール試験設備を使用した連続試験を行った。 
 
（1） 基礎技術研究 
（1）－1 現状確認調査（平成 13～16 年度） 
 殿物減容化の方策、処理工程改善を検討する基礎資料として、幌別硫黄鉱山における坑

廃水処理の現状調査（処理原水の水量・水質、処理水の水質、殿物発生量、薬剤使用量等）

を行った。 

資源機構 坑廃水最適中和処理システム部会・

ワーキンググループ 

三菱マテリアル資源開発（株） 

共同研究 

請負 

計画・結果の検討 
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 その結果、以下の現状を確認した。 
・ 幌別硫黄鉱山の坑廃水処理フローは図 2 のとおり。反応槽は計 8 槽あり、前段の 5 槽

（平均滞留時間約 50 分）で炭カル添加により pH6 付近に調整し、後段の 3 槽で消石灰

中和により pH7.5 付近に調整している。 
・ 現行処理プラントで添加されている炭カルの約 25％が未反応で、脱水ケーキの 35～

40％は炭カルである（表 2）。殿物に炭カルが多く含まれることから脱水性はよく、脱

水ケーキからの As 溶出も抑えられている。 
・ 坑廃水中の Fe のおよそ 70～90％は Fe2+である。現行処理プラントでは多量の炭カル

を添加して殿物を繰り返すことで（平均処理水量 4m3/min に対して約 0.6m3/min の返

泥）Fe2+の酸化が促進されており、消石灰添加前に処理原水中の Fe2+の約 40％は酸化・

凝集されている。この時、As は速やかに Fe と共沈・除去されている（表 3）。 
・ 石膏の析出は少なく、放流水（処理水）中に過飽和の Ca と SO4が溶存している。 
 

 以上の現状を分析した結果、殿物減容化の課題として、（ⅰ）炭カル添加量を減らし、脱水

ケーキに残留する余剰の炭カルを少なくすること、（ⅱ）Fe2+を効率的に酸化し、沈降・脱水

性の良い Fe3+の凝集沈殿物を生成すること、（ⅲ）As を殿物の一部に濃縮・分離し、その他

の殿物を資源化すること、が抽出された。 
 

（1）－2 基礎試験 
 基礎試験として、現状確認調査で抽出された（ⅰ）、（ⅱ）についての検討を行うため「a．
条件変更による殿物減容効果確認試験」、（ⅲ）についての検討を行うため「b．As 濃縮分

離のための基礎試験」を実施した。 
 

a． 条件変更による殿物減容効果確認試験（平成 13、14 年度） 
 幌別硫黄鉱山坑廃水を使用して、各種処理条件の違いが殿物発生量に及ぼす影響を、主

としてビーカー試験で調査した。 
 その結果、以下のことを確認した。 
・ Fe2+を酸化しない条件では、処理水の水質が安定しなかった。 
・ 酸化剤を使用しない場合、pH7 未満では pH が高いほど Fe2+の酸化は速くなるが、60

分程度の反応時間では十分に酸化が進まなかった（図 3）。 
・ 炭カルまたは消石灰の代わりに酸化マグネシウム（軽焼酸化マグネシウム）を使用した

場合、未反応残渣（酸化マグネシウムの未反応分および炭酸マグネシウムなどの不純物）

が多くなることから殿物発生量は増加した。 
 
 以上の試験の結果、次のことが明らかとなった。 
① 過剰な薬剤添加をせずに処理水の水質を安定させるためには Fe2+の酸化が不可欠であ

るが、pH 設定値や撹拌方法の変更では Fe2+を十分に酸化することは難しい。 
② 酸化マグネシウムの添加は殿物発生量の削減には効果を得られない。 
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b． As 濃縮分離のための基礎試験（平成 15 年度） 
 Fe の一部を資源化することが可能かどうか検討するため、少ない Fe の消費で As を除去

するための条件を検討した。 
 その結果、以下のことを確認した。 
・ 溶存 As の除去には Fe との共沈除去と繰返殿物による吸着除去の組み合わせが有効で

あった。 
・ どのような条件設定でも残留 As 濃度は Fe/As に依存し、残留 As 濃度を 0.1mg/L（排

水基準値）以下にするためには Fe の凝集沈殿の挙動を制御することが必要であった。 
 
 以上の結果、次のことが明らかとなった。 
① 幌別硫黄鉱山坑廃水のように As 濃度が高く（Fe/As＝30～40）、Fe2+/T-Fe の変動が大

きい坑廃水では、Fe の凝集沈殿を必要条件に制御することが難しく、Fe を溶存成分と

して残した上で安定した As の分離を行うことは困難と判断した。つまり、幌別硫黄鉱

山坑廃水処理において Fe の資源化は困難である。 
② 一方、坑廃水中の Fe を全て凝集沈殿させて残留 As 濃度をおよそ 0.01mg/L 以下にすれ

ば、pH 調整の際に発生する Al を主体とした殿物は資源化できる可能性がある。 
 
 以上の基礎試験の結果より、殿物減容化のためには Fe2+を効率的に酸化して薬剤添加量を

少なくすることが必要であることが明らかとなったため、殿物減容化のための処理プロセス

として鉄酸化バクテリア利用二段中和法（図 5）を構築した。 
 
（1）－3 共同研究 

 共同研究の内容と成果概要は表 4 に整理する。 
 
（2） 応用技術研究 
 基礎技術研究の結果を踏まえ、鉄酸化バクテリア利用二段中和法について応用技術研究

を行った。 
 鉄酸化バクテリア利用二段中和法は、Fe2+を酸化して凝集沈殿する酸化中和工程と、pH
を排水基準内に調整する二段目中和工程からなる。As は Fe と共沈するので酸化中和工程

で抜き出され、二段目中和工程では Al を主体とする殿物が析出する。そのため、As を酸

化中和工程で十分濃縮・分離することによって Al を主体とする殿物は無害（As をほとん

ど含まない）となり、セメント原料や無機凝集剤としての資源化が可能になる。 
 なお、鉄酸化バクテリアを利用した坑廃水処理は松尾鉱山、柵原鉱山で実績があるが、「鉄

酸化バクテリア利用二段中和法」は、（ⅰ）pH＜2 の非常に低 pH の坑廃水を対象とした場

合も有効であること、（ⅱ）二段中和で放流水の pH を一般的な排水基準の 5.8～8.6 にする

こと（松尾方式では三段中和が必要になる）、（ⅲ）二段目中和工程で発生する殿物の資源

化を図ること、が特徴である。 
 本調査研究では、JOGMEC が金属資源技術研究所（秋田県鹿角郡小坂町）に保有する小
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規模廃水処理試験設備（ベンチスケール試験設備）を幌別硫黄鉱山坑廃水処理施設敷地内

に設置して、実坑廃水を使用した連続試験を行った。 
 その結果、以下のことを確認した。 
・ 酸化中和槽内の滞留時間、殿物濃度、pH 値を適切な条件に設定し、幌別硫黄鉱山坑廃

水中に生息する鉄酸化バクテリアを酸化中和工程内に循環することで、処理原水の Fe2+

は 99％以上酸化された。 
・ 脱水試験の結果、酸化中和工程から抜き出される殿物の脱水性は、未反応の炭カルを多

く含有するために脱水性が高い現行処理プラントの殿物と同等以上（含水率 50％程度）

であることを確認した。 
・ 酸化中和工程の処理水（ろ過水）に残留する As はほとんど環境基準値 0.01mg/L 以下

となり、二段目中和工程で抜き出される Al を主体とする殿物の資源化の可能性が確認

された。しかし、酸化中和工程の処理水の SS（懸濁物質）中には As が含まれるため、

Al を主体とする殿物を資源化するためにはこの SS を抑制することが必要と判断した。 
 
 以上について総合評価を行った結果は以下のとおりである。 

① 現行処理プラントと比較して鉄酸化バクテリア利用二段中和法では炭カル添加

量が 25％程度少なくなり、殿物発生量（乾燥重量）は 26％以上削減されると試

算された。乾燥重量の削減率を殿物減容効果（脱水ケーキの削減率）に換算する

と 27％以上の削減効果となる。 
② 酸化中和工程の処理水の SS を抑制することで Al を主体とする殿物を資源化す

ることは可能である。ただし、安定して SS を抑制するためにはろ過設備が必要

であり、殿物減容化のメリットとろ過設備にかかる操業コストのバランスを評価

することが必要である。 
 

5-2．計画と比較した目標の達成度 
 ２．プロジェクト目標に示した数値目標に対して、本プロジェクトで構築した「鉄酸化バクテ

リア利用二段中和法」を幌別硫黄鉱山坑廃水処理設備に導入した場合のコスト削減効果を次表に

示す。 
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表 鉄酸化バクテリア利用二段中和法を幌別硫黄鉱山に導入した場合のコスト削減効果 

 目標値 ※ 

（プロジェクト原簿） 

「鉄酸化バクテリア利用二段中和法」 

による削減効果 

①薬剤費（炭カル、消石灰） 

②殿物ケーキ処理費 

③堆積場経費 

④電力費 

⑤労務費 

約２割減 

約３割減 

約３割減 

約３割減 

（最大５割減） 

約１９％削減 

約２７％削減 

約２７％削減 

約２７％削減 

（約３割削減） 

＊ ２．プロジェクト目標では、目標値として幌別硫黄鉱山における処理コスト（H12 年当時）の削

減額も併記しているが、ここではより普遍的に達成度を評価する指標として削減率による目標値の

みを掲げた。 

 
 達成度を目標値に対する削減効果で表示すると、それぞれの達成度は 

①薬剤費         95％ 
②殿物ケーキ処理費    90％ 
③堆積上経費       90％ 
④電力費         90％ 
⑤労務費         60％ 

となる。 
 
【試算の根拠】 

 
① 薬剤費 （炭カル、消石灰） 
 薬剤費の削減効果は、炭カルと消石灰のトータル費用で試算する。 
 鉄酸化バクテリア二段中和法により炭カルの使用量は 25％削減されるが、消石灰の使用量はほ

とんど変わらない。 
 

表 幌別硫黄鉱山における薬剤費実績 

 薬剤 

使用量 

薬剤単価 薬剤費 

（導入前） 

削減効果 薬剤費 

（導入後） 

炭カル 2,450g/m3 10,700 円/t 26.2 千円/t ×0.75 19.7 千円/t 

消石灰 315g/m3 26,000 円/t 8.2 千円/t ×1.00 8.2 千円/t 

計   34.4 千円/t  27.9 千円/t 

 
 したがって、薬剤費の削減効果としては 

（34.4－27.9）÷34.4×100＝19％ 
となる。 
② 殿物ケーキ処理費 
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殿物ケーキの発生量については、Fe 品位と殿物成分比の実測値より下記の試算結果が得られた。 
 

表 連続試験（幌別硫黄鉱山坑廃水利用）における殿物の乾燥重量実績 

鉄酸化バクテリア二段中和法 

（導入後） （導入前） 

酸化中和工程 二段中和工程 合計 

2,039g/L 1,200 g/L 297 g/L 1,497 g/L 

 
 したがって、殿物ケーキ処理費の削減効果としては、 

（2,039－1,497）÷2,039×100＝27％ 
となる。 

 
③ 堆積場経費 
 堆積場経費の大部分は殿物をストックするための堆積場造成費用である。 
 したがって、その費用は発生殿物量に比例すると考えられるので、堆積場経費の削減効果は、

②で求めた殿物ケーキ処理費の削減効果と同等になる。 
 

④ 電力費 
 電力費の削減効果は、殿物発生量が削減されることによる脱水工程にかかる負荷の減が大きい。

脱水工程にかかる電力は、フィルタープレスへの給泥ポンプやフィルタープレス本体の駆動にか

かるもので、これらはおおよそ脱水ケーキの量に比例すると考えられるので、電力費の削減効果

も②で求めた殿物ケーキ処理費の削減効果と同等になる。 
 
⑤ 労務費 
殿物の減容化は、直接労務費の低減に結びつくものではないため、「鉄酸化バクテリア利用二段

中和法」を導入する際に設備の自動化を図ることとして、全自動フィルタープレスを導入した場

合を想定してその削減効果を以下のとおり試算した。 
平成 13 年度の調査時点で、幌別硫黄鉱山の現行処理プラントに携わる作業員は 1 の方 9 名、2

の方、3 の方がそれぞれ 3 名で、総員 15 名であるが、そのうち脱水管理にかかる作業に従事して

いるのはそれぞれ 4 名、2 名、2 名である。全自動フィルタープレスの導入により、脱水管理に従

事する作業員を各方 1 名にすることを想定すれば、3＋1＋1＝5 名程度の削減が可能となる。 
したがって、労務費の削減効果は 

5 名÷15 名×100＝33％ 
となる。 
６．成果の実用可能性、普及、広報、波及効果 
6-1．成果の実用化 
 各坑廃水処理事業所の殿物減容化技術に対するニーズは大きい。また、休廃止鉱山の坑廃水処

理設備は老朽化が進んでいるものが多く、近い将来、設備の更新が必要となるケースも少なくな
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い。 
 幌別硫黄鉱山坑廃水をモデルとして想定した場合、「鉄酸化バクテリア利用二段中和法」の導入

により薬剤添加量が削減され、発生殿物は減容化される。また、従来と比較して発生殿物の As
溶出性が低く、長期的に安定した処分が可能と判断された。殿物減容化と薬剤添加量の削減によ

り、殿物処分にかかるコストおよび薬剤コストが抑えられることから、こうした技術は坑廃水処

理場のニーズに合致し、将来実用化されることが期待できる。 
 なお、成果の実用化に際しては、設備の詳細設計に必要な諸元を得るためのパイロットプラン

ト試験の実施が必要である。 
 
6-2．成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 
 成果公表の一覧を表 5 に示す。 
 共同研究で実施した「シュベルトマナイト生成による坑廃水処理技術」については、特許出願

中である。 
 
6-3．成果の普及、波及効果 
 坑廃水の分類を表 6 に示す。鉄酸化バクテリア利用二段中和法は、Fe 濃度が高く pH が比較的

低い坑廃水に対して有効であり、一般的には鉄主成分タイプまたは鉄・亜鉛タイプの坑廃水に対

して適用性がある。また、水量が多いほど経済的なメリットは多く、そうした特徴をもつ坑廃水

への適用が期待される。表 6 では、Fe 濃度が高い坑廃水を Fe≧100mg/L とし、水量を 0.1m3/min
以上～1m3/min 以下の 4 段階に分類した。 
 なお、鉄酸化バクテリアを利用した廃水処理は、原則として坑廃水中に生息する鉄酸化バクテ

リアを利用することを前提としているため工業廃水への適用性は乏しいが、小坂製錬所のように

松尾鉱山坑廃水中の鉄酸化バクテリアを添加して利用している例もあり、工業廃水に対しても水

質・水量によっては利用可能な技術である。 
 また、共同研究で得られた成果は、直接実用化につながるものは少ないが、ここで得られた結

果を足がかりとした新たな廃水処理技術の展開が期待できる。 
 
 
７．費用対効果 
 「鉄酸化バクテリア利用二段中和法」が幌別硫黄鉱山坑廃水処理設備に導入されたと想定した

とき、年間の操業コスト削減費は約 46 百万円／年程度と試算される。 
本研究開発の執行予算総額（平成 13～16 年度）は約 83 百万円なので約 2 年で回収される計算

になる。 
 また、設備投資に対する費用対効果を検討すると、建設コストの概算は表 7 より約 546 百万円

と積算されるので、上記のコスト削減費が適用されれば約 12 年程度で回収される計算になる。 
  
【年間操業コスト削減費の計算】 
 
 削減対象となる操業コストは薬剤費と殿物処分費から構成される。 
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 ① 薬剤費の削減効果試算 
- 現行の廃水処理プラントの炭カル添加量は 5,150ｔ／年。 
- 炭カル添加量削減効果は 25％。 
- 炭カルの単価は 10,700 円/t。 
従って、薬剤費の削減費は、 

     5,150ｔ/年×0.25×10.7 千円/ｔ＝14.3 百万円／年 
② 殿物処分費の削減効果試算 
- 年間に発生する殿物量（脱水ケーキ容量）は 6,000m3／年 
- 殿物発生量（脱水ケーキ容量）の削減効果は 27％ 
- 殿物を産廃処分する場合に必要な費用は 20 千円/m3（道内の一般的な単価） 

 
従って、殿物処分費の削減費は、 

6,000m3 ×0.27×20 千円/m3 ＝32.4 百万円/年 
 

①＋②＝46.7 百万円／年 
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表１ 共同研究テーマ 

テーマ名 実施者および共同提案者 予算額 

佐賀大学 理工学部 機能物質化学科 

 井上勝利教授 

バイオマス廃棄物を利用した坑廃

水処理技術 

（有）山曹ミクロン、チッソ環境エンジニアリ

ング（株） 

平成 13 年度 1,200 千円

湿地における坑廃水処理メカニズ

ムの解明 

小樽商科大学 環境科学研究室 

 笹木圭子助教授 

平成 13 年度  500 千円

東京大学 新領域創成科学研究科 環境学

専攻 正路徹也教授 

ロックウール系素材を使用した坑

廃水処理技術 

新日鐵化学(株)、(株)ニッチツ 

平成 13 年度 1,300 千円

平成 14 年度 1,000 千円

幌別硫黄鉱山坑廃水処理に関す

る基礎研究 

早稲田大学 理工学部 環境資源工学科 

 佐々木弘教授 

平成 13 年度  500 千円

平成 14 年度 1,000 千円

各種中和殿物による As 吸着除去 秋田大学 工学資源学部 

 藤田豊久教授 

平成 13 年度  500 千円

平成 14 年度  500 千円

金沢大学 自然計測応用研究センター 

 佐藤努助教授 

シュベルトマナイト生成による坑

廃水処理技術 

(株)ソフィア 

平成 14 年度  500 千円

平成 15 年度 2,000 千円

平成 16 年度 2,000 千円

北海道大学大学院 工学研究科 環境資源

工学専攻 五十嵐敏文助教授 

フェライト生成による坑廃水処理

技術 

アタカ工業(株)、日鉄鉱業(株) 

平成 14 年度 1,000 千円

平成 15 年度 2,000 千円

平成 16 年度 2,000 千円

 

表２ 幌別硫黄鉱山現行処理プラント発生殿物の構成成分比の推定（％） 

Fe(OH)3 Al(OH)3 As CaCO3 CaSO4・2H2O 計 

39.4 9.4 0.5 39.3 3.0 91.6 

＊ 平成 16 年 9 月 27 日採取 

 

表３ 水質分析結果 

 
pH 

ORP 

(mV) 

EC 

(mS/cm) 

Fe2+ 

(mg/L)

T-Fe 

(mg/L)

As 

(mg/L)

Al 

(mg/L)

Ca 

(mg/L) 

Mg 

(mg/L) 

SO4
2- 

(mg/L)

坑内水受槽 1.78 438 8.38 266 359 9.20 52.7 83.0 17.8 2433 

第 1 槽 5.08 132 2.78 188 192 0.06 0.43 694 - 1967 

第 5 槽 5.59 78 2.80 159 163 0.03 4.04 691 - 1960 

第 6 槽 7.09 41 2.85 1.10 1.80 0.00 0.35 821 - 1967 

中 

和 

槽 
第 8 槽 7.21 109 2.84 0.25 0.58 0.00 0.32 819 - 1970 

放流水 7.39 157 2.79 0.16 0.85 0.01 0.41 791 17.8 1900 

＊ 中和槽（第 1 槽－第 8 槽）は、pH、ORP、EC 以外、ろ過水を分析 

＊ 平成 16 年 10 月 29 日、11 月 11 日、12 月 14 日にサンプリングした試料の分析値の平均 
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表５ 成果公表一覧 

年月 内容 公表 

平成 14 年 9 月 バイオマス廃棄物を利用した坑廃水処理 H14 資源・素材学会秋季大会 

平成 15 年 3 月 中和殿物による As 吸着 H15 資源・素材学会春季大会 

平成 15 年 5 月 シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 地球惑星科学 2003 年合同大会

平成 15 年 8 月 バイオマス廃棄物を利用した坑廃水処理 Hydrometallurgy 2003 

バイオマス廃棄物を利用した坑廃水処理 

ロックウール系素材を使用した坑廃水処理 

平成 15 年 9 月 

シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 

H15 資源・素材学会秋季大会 

平成 15 年 10 月 バイオマス廃棄物を利用した坑廃水処理 第 11 回砒素シンポジウム 

平成 16 年 2 月 バイオマス廃棄物を利用した坑廃水処理 産業と環境誌（投稿） 

平成 16 年 3 月 フェライト生成による坑廃水処理 第 38 回水環境学会年会 

平成 16 年 5 月 シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 地球惑星科学 2004 年合同大会

平成 16 年 8 月 中和殿物による As 吸着 環境資源工学会誌（投稿） 

鉄酸化バクテリア利用二段中和処理試験 

シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 

フェライト生成による坑廃水処理 

平成 16 年 9 月 

幌別硫黄鉱山坑廃水処理に関する基礎研究 

H16 資源・素材学会秋季大会 

平成 16 年 9 月 シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 日本鉱物学会 2004 年度学会 

平成 17 年 3 月 シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 地質と調査 3 月号（投稿） 

平成 17 年 5 月 シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 地球惑星科学 2005 年合同大会

平成 17 年 8 月 

（予定） 

シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 国際粘土学会 

鉄酸化バクテリア利用二段中和処理試験 

シュベルトマナイト生成による坑廃水処理 

平成 17 年 9 月 

（予定） 

フェライト生成による坑廃水処理 

H17 資源・素材学会秋季大会 
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表６ 坑廃水の分類 

坑廃水の特徴 坑廃水タイプ 

pH 含有金属類 鉱山例 

鉄主成分タイプ 酸性 Fe Fe≧100mg/L の鉱山 

松尾鉱山、幌別硫黄鉱山、鴻之舞鉱山、柵原鉱山、上北鉱山 

（以上、水量≧１m3/min）

大揚鉱山 （以上、水量≧0.5m3/min） 

岩神鉱山、速日鉱山、伊達鉱山、赤山鉱山 

（以上、水量≧0.1m2/min）

手稲鉱山 （以上、水量＜0.1m2/min） 

Fe＜100mg/L の鉱山 

竜昇殿鉱山、虻田鉱山、下川鉱山、千歳鉱山、相内鉱山、長

木鉱山、花輪鉱山、足尾鉱山、岩美鉱山、鵜峠鉱山、錫山鉱

山、尾平鉱山、赤倉鉱山、 

鉄・亜鉛タイプ 酸性 Fe・Zn Fe≧100mg/L の鉱山 

尾去沢鉱山、小真木鉱山、土畑鉱山 （以上、水量≧１m3/min）

余市鉱山 （以上、水量≧0.5m3/min） 

Fe＜100mg/L の鉱山 

朱山鉱山、高旭鉱山、田老鉱山、細倉鉱山、八総鉱山、秩父

鉱山、完成鉱山、宝倉鉱山（新沢坑）、宝倉鉱山（猿間坑）、大

比立鉱山 

鉄・マンガンタイプ 中性 Fe・Mn 八谷鉱山、紀州鉱山、高取鉱山 

亜鉛・マンガンタイプ 酸性 Zn・Mn 尾太鉱山 

亜鉛主成分タイプ 1 中性 Zn 国富鉱山、秋津鉱山 

亜鉛主成分タイプ 2 酸性 Zn 吉乃鉱山、尾花沢鉱山 

辛生永松鉱山、鉛山鉱山、南沢鉱山 

宝鉱山、北陸鉱山 

マンガンタイプ 中性 Mn 上国鉱山 

 
表７ 鉄酸化バクテリア利用２段中和法を幌別硫黄鉱山に導入する場合の設備の建設コスト概算 

設備名称 設備容量 数量 設備費（千円） 備考 

酸化中和槽 45 m3 8 基 36,000 1 基：10m×10m×1.8mH（4 区画） 

バクテリア回収槽 20 mφ 2 基 250,000   

中和槽 80 m3 2 基 10,000 1 基：4m×4m×5mH 

固液分離槽 20 mφ 2 基 250,000   

合 計 546,000   
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第３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ったか） 

 
 評点 5.00 
（理由） 
・坑廃水処理は、その水質が基準値をクリヤーしない限り、未来永劫継続しなければない。

その処理に伴って発生する殿物に対して、その処分のための用地確保、たい積場等の造

成には多額の費用が必要となり、その減容化は、安全管理上の観点を含め、重要な課題

となっている。一方、これら坑廃水処理事業は収益を伴わないため、鉱業権者等にとっ

ては、多大な費用を必要とする研究開発はされにくい。鉱害防止事業実施者の負担を軽

減するために、資源機構が省エネ・省コスト化等に関する調査研究や技術開発を先行的

に実施し、研究開発機能を確保するとともに老朽化施設の更新に備えて施設設計能力を

維持する必要があり、本プロジェクトを実施するのは妥当である。 
 
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 

 
評点 4.50 

（理由） 
・休廃止鉱山は様々なタイプに分類されるが、モデル鉱山として坑廃水量の多い幌別硫黄

鉱山を調査研究対象に選定したことは合理的な判断である。 
・2 段中和方式を採用している幌別硫黄鉱山の坑廃水は、硫酸根を多く含むとともに鉄主

成分タイプかつ As 濃度が高いという特徴を有しており、放流水には厳しい水質基準が

課せられているが、この鉱山を想定した場合の数値目標として、48％のコスト削減を掲

げたことはチャレンジングな数値目標であった。 
・基礎研究、応用技術研究の期間も弾力的に変更を加え、全体としての事業期間を当初の

5 年から 4 年に短縮している状況判断も妥当であると考える。 
 
３．プロジェクト計画の妥当性 

 ・技術開発計画は妥当であったか 

 ・目標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 



 28

  （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） 

 
評点 3.75 

（理由） 
・幌別硫黄鉱山の坑廃水処理施設の維持運用コスト削減、堆積場対策及び環境保全に資す

ることを目的として（１）２段中和における殿物繰返法（殿物造粒法）、（２）最適中和

剤の選定、（3）処理工程の改善の３つのテーマ分類し、適切な要素技術の組合せによる

殿物減容化のプロセスについて調査研究をすることを「高効率殿物造粒システム技術調

査研究」の技術開発計画として掲げたことは妥当であった。 
・また、調査研究項目を基礎技術研究と応用技術研究に区分し、基礎技術研究では基礎試

験の他に現状認識調査と大学との共同研究を実施し、現場の実態に即したミッションオ

リエンテッドな技術研究に取り組んでいることは高く評価できる。 
・ただし、大学との共同研究を公募により実施しているが、本テーマの最終目標にどのよ

うに寄与させるかを明確にしておいた方がよかったのではないか。 
 
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るか 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 

評点 4.25 

（理由） 

・資源機構の技術開発グループ鉱害防止技術チームを技術開発実施者として選定したこと

は適切な判断であった。また、公募方式により共同研究テーマを募集し、選定委員会を

設置し産学連携した共同研究実施者を適切に決定しており、要素技術開発の発掘手段と

して有効に働いたと思われる。このような産官学連携は、わが国の坑廃水処理技術に係

わる基礎技術研究と応用技術研究の研究開発能力の維持・向上の有効な手段であると考

えられる。 
・また、プロジェクト進行中は、鉱山会社技術者、大学研究者、現場の担当者間等におい

て適切な連携がとられた。 
・金属資源技術研究所が保有する小規模廃水処理試験設備（ベンチスケール試験設備）を

幌別硫黄鉱山坑廃水処理施設敷地内に設置して、実坑廃水を使用した連続試験を実施す

ることにより調査研究費用のコスト削減とスケジュールの短縮を図ったことは適切で

あった。 
 
５．計画と比較した達成度、成果の意義 
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・計画と比較して目標は達成されたか（成果はあったか） 

・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 

 

評点 3.75 
（理由） 

・幌別硫黄鉱山を対象とした調査研究としては、減容、コスト削減（薬剤費、殿物ケーキ

処理費、たい積場経費、電力費削減）とも、おおむね目標値を達成していて、成果は挙

がっていると判断される。①ただし、労務費削減については、フィルタープレスを全自

動タイプに変更した結果であるので、本研究の成果とは言い難い。労務費の削減効果は、

薬剤ハンドリング削減、殿物管理等から導き出されるのではないか。 

・基礎試験によって、今後の坑廃水処理に関する多くの知見が得られた。特に、室温での

マグネタイト生成による固液分離性の向上、シュベルトマナイト生成によるヒ素の固定

化等の可能性が見出されたことは特筆すべきである。また、鉄酸化バクテリア利用によ

る二段中和法が幌別鉱山廃水にも適用可能であることを明らかにした意義は大きい。酸

化中和工程のプロセス条件を明確化し、殿物減容化のための処理プロセス案を構築した

ことは高く評価することができる。本調査研究成果により、ベンチスケールレベルでは

計画目標をほぼ達成する見通しを立てることができた。②今後は実プラントに適用する

ために必要な実証実験レベルの研究開発をさらに実施することが望まれる。また、設備

等の初期投資について、諸仕様の最適化をはかるなど、更なる検討を要すると思われる。 

 
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 

 
評点 3.75 

（理由） 
・鉄酸化バクテリア利用による二段中和法に関しては、その効果が明らかとなり、低 pH
で鉄主成分の坑廃水処理には導入の適用性の高いことが示された。現在、新規プロジェ

クト「先進型殿物処理技術開発」の中で幌別硫黄鉱山をモデル現場とした実証試験の実

施を計画しているようなので、これが開始されれば実現の可能性は高いと判断されるが、

さらなる低廉な初期投資および運転コストを求めていかなければならない。 
・二段中和工程では、学術的には Al やフェライトの資源回収による殿物減容化のアイデ

アが出されているが、実用化にあたってはパイロットプラントを用いた確認試験や設備
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投資に対する費用対効果の検討が必要と考えられる。 
・シュベルトマナイトを生成することにより As を安定的に吸着できることを積極的に学

会発表しているなど、成果の公表はほぼ適切に行われていると思われる。本成果は坑廃

水のみならず、一般廃水処理にも応用が可能であると考えられるので、それらの関係学

会等での発表も期待される。 
・本研究の成果の普遍化、すなわち他の鉱山への適用の可能性については今後の課題であ

るが、本研究の成果は、幌別硫黄鉱山と同様の坑廃水特性を有する鉱山の坑廃水設備へ

の応用が可能であると考えられる。 
 
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） 

 

 評点 3.75 

（理由） 
・ 鉄酸化バクテリア利用二段中和法が幌別鉱山に適用された場合、本プロジェクトでの

執行予算は、操業コスト分が 2 年間で、建設設備投資分が 12 年間で回収される計算

であり、これだけを見ると回収効率は、それほどよくはないが、他の事業所での導入

による効果、また、労務費の削減効果を加味すれば、回収期間は短縮化されると考え

られる。なお、幌別硫黄鉱山において坑廃水設備の更新時の実用化に対する設備投資

にあたっては、パイロットプラントを用いた実証試験を実施することが必要と考えら

れる。 
 
８．総合コメント 

・ 殿物減容、コスト削減等に成果を挙げ、試験期間を 5 年から 4 年に短縮するなどの弾

力的な事業管理は評価できる。半永久的に継続する坑廃水処理に関しては、技術のさ

らなる高効率化を目指した基礎研究とともに、既存技術の最適適用化研究が重要であ

り、本プロジェクトのように両者を効果的に組み合わせた計画が今後も継続されるこ

とが望ましい。 
・ ベンチスケール試験設備を使用して良い結果が得られたことから、パイロットプラン

ト試験の実施を進めることが望まれる。老朽化が進んだ際の設備更新に備えて、実用

化のために設備の詳細設計に必要な緒元を押さえる必要がある。 

・ 本研究は、1 事業所における試算だけでも相当な成果が得られている。今後はより多

くの坑廃水処理施設に適用可能な技術の確立に努めるとともに、坑廃水処理に留まら

ず、広く一般の排水処理技術として、得られた成果を公表し、批評を受けることが、

更なる技術の進歩に繋がると考えられる。 




