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自然界自然界自然界自然界のののの浄化能力浄化能力浄化能力浄化能力(植物植物植物植物、、、、微生物活動微生物活動微生物活動微生物活動)のののの活性活性活性活性をををを促進促進促進促進しししし、、、、水質改善水質改善水質改善水質改善をををを図図図図るるるる。。。。

(アクティブトリートメントアクティブトリートメントアクティブトリートメントアクティブトリートメント：中和剤等の多量の薬剤の添加、あるいは、大規模な施設を利用して

行う化学的処理、機械的処理で、現在、広く利用されている方法。)

●北米(特にアメリカ)において導入実績が多く、有機廃水や石炭鉱山への

実績が広く報告されている。

●金属鉱山への導入事例は比較的少なく、日本においては実規模導入へ

の事例はない。

廃水処理廃水処理廃水処理廃水処理におけるにおけるにおけるにおける
パッシブトリートメントパッシブトリートメントパッシブトリートメントパッシブトリートメント(PassiveTreatment)
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今回今回今回今回のののの情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび現場調査先現場調査先現場調査先現場調査先
(2009.927～～～～10.4)

＜米国＞

(情報収集) ・ゴルダーゴルダーゴルダーゴルダー・・・・アソシエイツアソシエイツアソシエイツアソシエイツ デンバーデンバーデンバーデンバー事務所事務所事務所事務所 (デンバー、ｺﾛﾗﾄﾞ)

(現場調査) ・コロラドコロラドコロラドコロラド鉱山大学鉱山大学鉱山大学鉱山大学ベンチスケールプラントベンチスケールプラントベンチスケールプラントベンチスケールプラント (ブラック・ホーク、ｺﾛﾗﾄﾞ)

(現場調査) ・アイアンアイアンアイアンアイアン・・・・キングキングキングキング／／／／カッパーカッパーカッパーカッパー・・・・チーフチーフチーフチーフ鉱山鉱山鉱山鉱山

＜Freeport-McMoRan Copper & Gold Co.＞(フェニックス、ｱﾘｿﾞﾅ)

(現場調査) ・ウェストウェストウェストウェスト・・・・フォークフォークフォークフォーク鉱山鉱山鉱山鉱山 ＜Doe Run Co.＞(セントルイス、ﾐｽﾞﾘｰ)

＜カナダ＞

(情報収集) ・CANMET [カナダカナダカナダカナダ天然資源省天然資源省天然資源省天然資源省] (オタワ)

(現場調査) ・トレイルトレイルトレイルトレイル製錬所製錬所製錬所製錬所＜Teck Resources Ltd.＞ (トレイル、ﾌﾞﾘﾃｯｨｼｭ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ)
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今回今回今回今回のののの現場調査先現場調査先現場調査先現場調査先

Trail

Blackhawk

Iron King/

Copper Chief

Westfork
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コロラドコロラドコロラドコロラド鉱山大学鉱山大学鉱山大学鉱山大学とととと米国環境庁米国環境庁米国環境庁米国環境庁(EPA)とのとのとのとの共同研究共同研究共同研究共同研究
ベンチスケールベンチスケールベンチスケールベンチスケール試験試験試験試験サイトサイトサイトサイト(1)
(Black Hawk, Colorado)

周辺地域に点在する
採掘跡

下部に見えるのが
North Clear Creek

周辺地域
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コロラドコロラドコロラドコロラド鉱山大学鉱山大学鉱山大学鉱山大学とととと米国環境庁米国環境庁米国環境庁米国環境庁(EPA)とのとのとのとの共同研究共同研究共同研究共同研究
ベンチスケールベンチスケールベンチスケールベンチスケール試験試験試験試験サイトサイトサイトサイト(2)
(Black Hawk, Colorado)

6個の嫌気性バイオリアクターを使って
ベンチスケール試験を行っている

North Clear Creek

National Tunnel 排水
から採水
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(1)鉱山の概要

・1875～1920年に稼動。

・かって銅及び金を生産。

・銅の製煉施設もあった。

(2)現在

・水平坑道が上下二つあり、両方から
異なる水質の坑内水が流出しており、
その廃水を混合し、パッシブトリートメ
ントによって処理しつつある。

Iron King/Copper Chief 鉱山鉱山鉱山鉱山
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(1)

パッシブトリートメント施設を望む
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(３)パッシブトリートメントの概要

・2006年から処理を開始している。

・設計寿命は20年。

・上下の水平坑道から流出する坑
内水を混合して処理している。

・山間地の傾斜を利用し、自然流下
させている。

・平均処理水量：14.4L/min

・pH、Fe、Cd、Cu、Mn、Zn等を調

整・処理

Iron King/Copper Chief 鉱山鉱山鉱山鉱山
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(2)

上部坑口

下部坑口
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嫌気性バイオリアクター

・硫酸還元菌を利用した重金属除去を図って
いる。

・大きさ：30m×30m、深さ：1.45m

・有機物の層には、干草、藁、石灰石、木くず、
家畜の糞（コンポスト）を混合したものを用い
ている。

有機物混合層：
1.0m

砂利:0.15m

砂利:0.3m

土壌:0.5m

（バイオリアクター断面図）

モニタリング孔

Iron King/Copper Chief 鉱山鉱山鉱山鉱山パッシブトリートメントサイパッシブトリートメントサイパッシブトリートメントサイパッシブトリートメントサイトトトト(3)

好気姓調整地
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West Fork 鉱山鉱山鉱山鉱山パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(1)

図面はDr. J. Gusek (Glder Associates)からの資料より抜粋

J.Gusek et al. 15th National Meeting of the American Society for Surface Mining and Reclamation, St. Louis, MO, (1989).

①沈砂池②嫌気性バイオリアクター③好気性湿地④酸化調整池

①

②

③
④
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(1)鉱山の概要

・Mississippi Valley型の鉛亜鉛

鉱床。

・現在も稼行中で、他4つの鉱山
を含め年間150万トンの鉛を生産

している。

・地下水位を安定させるために、
立坑から揚水し処理している。

West Fork 鉱山鉱山鉱山鉱山
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(2)

(2)パッシブトリートメントの概要

・1996年から処理を開始している。

・設計寿命は20年。

・立坑から揚水した水が処理対象。

・処理水量：4.5m3/min
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沈砂池。SS除去を行う。
大きさ：70m×50m

West Fork 鉱山鉱山鉱山鉱山
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(3））））

嫌気性バイオリアクター 嫌気性バイオリアクター

・硫酸還元菌を利用した重金属(主としてPb)除去

を図っている。

・大きさ：20m×30m、深さ：2.0m  ×２系列(並列)

・有機物の層には、干草、藁、石灰石、木くず、家
畜の糞を混合したものを用いている。

※バイオリアクターの構造は、Iron Kingと同様。

・実際の寿命は13年

(間の通路)
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好気性湿地

酸化－調整池

・バイオリアクターで上昇したBODの酸

化分解除去のために設けられている。

・また、酸化を促進させてMnO2の生成

（マンガンの除去）を図っている。

・大きさ：5,670m2

・好気性湿地と同様、BODの除去が目

的。仕上げ処理として使われている。

・大きさ：8,100m2

West Fork 鉱山鉱山鉱山鉱山
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(4)
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Trail製錬所製錬所製錬所製錬所
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(1)

・1890年頃から亜鉛-鉛鉱山、製錬所として操業

・Cominco → Teck Cominco (2001)  → Teck Resources(2009)

・近年、主として Red Dog 鉱山(アラスカ)の鉱石を処理

現在パッシブトリートメントの処理対象としている廃水は、施設内の金属系廃棄物及び
飛灰堆積施設からの浸出水
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パッシブトリートメントパッシブトリートメントパッシブトリートメントパッシブトリートメントのののの概要概要概要概要

・1997年から処理を開始している。

・汚染された浸透水が処理対象。

・処理水量は最大17.36L/minで、これを超えると増

量分は製錬所内の処理プラントに送水している。

＜全処理工程＞
①嫌気性バイオリアクター ×2

②好気性湿地 ×3

①①①①
②②②②

Trail製錬所製錬所製錬所製錬所パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(2)

図面はDr. Bill Duncan (Teck) からの資料より抜粋
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＜１段目＞

＜２段目＞

・硫酸還元菌を利用した重金属除去を
図っている。

1段目：18m×30m、深さ3~7m

2段目：18m×25m、深さ4.5m

・有機物の層:ペーパースラッジ60%、砂
35%、牛糞5%。

・数種類の有機物の分解速度について
比較試験を実施中。

有機物混合層：
2.0~3.0m

石灰石：0.15m

（バイオリアクター断面図）

嫌気性バイオリアクター

Trail製錬所製錬所製錬所製錬所
パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(3)
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好気性湿地好気性湿地好気性湿地好気性湿地

＜1段目＞

＜2段目＞ ＜3段目＞

・バイオリアクターで上昇したBODの酸化分解

除去のために設けられている。

・生成した硫化物が微粒子であるため、ろ過
効果を期待している。

・大きさ

1段目、 2段目：20m×20m?（ヨシ）

3段目：10m×30m、深さ1.0m（ヨシ、ガマ）

Trail製錬所製錬所製錬所製錬所パッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイトパッシブトリートメントサイト(4)
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まとめまとめまとめまとめ

●今回、ベンチスケールレベル、実証レベル、実操業レベルの現場を調査したが、い
ずれも、硫酸還元菌硫酸還元菌硫酸還元菌硫酸還元菌を利用しつつ、有用な成果が得られていた。

●”Tool Box”はあるが”Cook Book”は無い→ ラボ試験の後、ベンチスケール試験、
実証試験が、on-site での検討として、量、質ともに十分に行われ、デザインされていく
プロセスが判った→複雑な条件→現場重視現場重視現場重視現場重視。

●パッシブトリートメントをデザインするにあたって、キーとなるのは、①①①①利用可能な土
地面積、②②②②システム全体の寿命、メンテナンス、③③③③残滓の処理法、④④④④操業基準、臭気
等、⑤⑤⑤⑤種々のレベルでのコスト、等。

●今回の調査対象においては、硫酸還元菌の栄養源となる有機物としては、セルセルセルセル

ロースロースロースロース系系系系のののの有機物有機物有機物有機物が多用されていた。

●寒冷地寒冷地寒冷地寒冷地における導入実績があることから、日本における寒冷地域での使用も十分
可能だと期待できる。

●一方、今回の調査現場での対象水は中性域のものが多く、日本での導入に際して
は、酸性水酸性水酸性水酸性水に対するパッシブトリートメントの技術開発が必要となる。


