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平成23年度第⼀回鉱害環境情報交換会平成23年度第 回鉱害環境情報交換会
(第5回⾦属資源関連成果発表)

〜集中豪⾬と地震災害時の緊急対応について〜

平成22年度鉱害防⽌⽀援業務実績報告

平成23年8⽉31⽇（⽊）
鉱害防⽌⽀援部企画課

池⽥ 肇

1JOGMECJOGMEC移転移転(( 2011年5⽉6⽇)

ミューザ川崎

住 所 ： 〒105－0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング
入居概要 ：虎ノ門ツインビルディング西棟：13階～20階

JOGMEC 総合受付：16階
連絡先 ： 電話 03-6758-8000 （大代表）

FAX  03-6758-8008
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2JOGMECJOGMECの役割の役割

（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援

最新の鉱害防止技術を絶えず蓄積しつつ、地方公共団体、鉱害防
止義務者等に対し ニ ズに適切に対応した技術等の支援を行う止義務者等に対し、ニーズに適切に対応した技術等の支援を行う。

（２）鉱害防止義務者等に対する金融支援（鉱業融資部）
鉱害防止義務者等に対し、鉱害防止支援業務全体と一体となって、
ニーズに適切に対応した金融支援を行う。

（３）金属資源保有国政府等への技術支援
金属資源保有国において環境に調和した鉱山開発が促進されるよう、
当該国政府等に対して鉱害防止に関する技術情報等を提供する。

(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構第二期中期目標より抜粋）

調査技術課

企画課
部全体に係る企画⽴案業務、予算管理業務、研修・⼈材
育成業務、積⽴⾦・基⾦の管理業務

調査指導業務 技術開発業務

金属技術・金融支援本部

3鉱害防止支援業務組織体制鉱害防止支援業務組織体制

調査技術課

工事設計支援課

鉱害防止支援部
調査指導業務、技術開発業務

調査設計業務、工事支援業務
坑廃水処理施設の運営管理業務

東北鉱害防止支援事務所

中国・近畿鉱害防止支援事務所

九州鉱害防止支援事務所

鉱害防止工事に対する支援業務
調査指導・調査設計・技術開発に関する業務
地方公共団体等への対応業務

北海道鉱害防止支援事務所

九州鉱害防止支援事務所

松尾管理事務所
旧松尾鉱山新中和処理施設の運営・管理業務

金属資源技術部

金属ファイナンス部

探鉱開発課

鉱害防止課 鉱害防止融資業務

1
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①地⽅公共団体に対する技術⽀援①地⽅公共団体に対する技術⽀援

鉱害防⽌実施者である地⽅公共団体に対し
鉱害防⽌対策の基本⽅針策定や鉱害

（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等
の支援の支援

⽀援事業⽀援事業 事業内容事業内容 鉱⼭数鉱⼭数 地⽅⾃治体数地⽅⾃治体数

鉱害防⽌対策の基本⽅針策定や鉱害
防⽌⼯事の実施設計等のサービスを提供。

平成22年度の⽀援対象鉱⼭数及び地⽅
⾃治体数は下表のとおり。

⽀援事業⽀援事業 事業内容事業内容 鉱⼭数鉱⼭数 地⽅⾃治体数地⽅⾃治体数
調査指導 鉱害防止対策の基本方針策定等 1 1

調査設計 鉱害防止工事の実施設計 2 1

工事支援 鉱害防止工事の施工に関する助言等 9 4

運営管理 旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理 1 1

5（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等
の支援の支援

高旭鉱山重金属負荷量調査 土呂久鉱山水廻し坑道出口付近保坑状況

伊達鉱山全景 精進川鉱山坑内点検状況
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昭和57年の運転管理開始以来29年間無事故運転を継続中⇒北上川の清流を維持
大規模地震に備えた耐震補強工事（原水受槽、中和槽等）の技術支援を実施
災害訓練の実施(10月20日～21日) 災害事故対応マニュアルの改訂（12月）
見学者（1,040名：行政機関：349名を含む）の受入れ

6（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等
の支援の支援

②旧松尾鉱⼭新中和処理施設②旧松尾鉱⼭新中和処理施設

松尾災害訓練の記事
（岩手日報）

年度 ⽔量
(m3/分) pH T-Fe

(mg/l)

S57 17.2 1.93 504

H4 17.6 2.21 304

H14 18.1 2.26 237

H21 17.4 2.25 220

松尾坑廃水（原水）の水量水質実績

⽀援事業⽀援事業 事業内容事業内容 開催開催数数 参加者参加者数数
情報交換会 技術情報提供 2回 136名

7（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等
の支援の支援

③③鉱害防⽌義務者等に対する技術⽀援鉱害防⽌義務者等に対する技術⽀援

情報交換会 技術情報提供 回
(北海道・京都）

6名
（実績）

基礎技術研修 鉱害防止に携わる人
材育成

2回
(秋田・福岡）

19名
（実績）

エコツアー 環境保全に関する啓
蒙

2回
(北海道・岩手県）

41名
（実績）

教材用坑道閉塞技術に関する鉱害防止技術ビデオを作成。

（これまでに、坑道取り明け工事編、堆積場対策工事編、坑廃水処理編を作成）
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事業事業 概要概要

8（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等
の支援の支援

④鉱害防⽌技術に関する調査研究・技術開発④鉱害防⽌技術に関する調査研究・技術開発

•• 国からの委託事業国からの委託事業
鉄酸化バクテリア利用による殿物

減容化技術開発及びパッシブトリー
トメントの導入可能性調査

• 先進型坑廃水処理技術開発（鉄酸化バクテリア利用による殿物減容化技術開発）
(4年計画の3年目)

⁃ 実証試験設備の全工程が完成し、総合実証試験を実施した結果、発生殿物量は
現行処理と比較して36％低減することを把握。

• 休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究（パッシブトリートメントの導入可能性調
査）(3年計画の3年目)

⁃ 昨年度O鉱山に設置した実証試験設備を用い、中性域の坑廃水を対象に硫酸還元
菌を活用した処理プロセスのモニタリングを実施中。これまでの結果、坑廃水中
の重金属（Cd）は継続して排水基準値以下に除去されていることを確認。

••パッシブトリートメント適用性調査パッシブトリートメント適用性調査
研究研究

⁃ 酸性坑廃水を排出するモデル鉱山（6鉱山）の実坑廃水を用いて、カラムによる
連続通水試験を開始。現在まで、全てのカラムにおいて60日以上重金属は検出限

⁃ 酸性坑廃水に対するパッシブト
リートメントの適用性についての
基礎研究。

界以下まで除去されていることを確認。
⁃ 中性坑廃水において硫酸還元菌の栄養源となる有機物として｢もみ殻｣の有効性を

確認し、重金属除去効果のあるプロセスを見出し特許出願中。（特願2010-
277039、提出日12/13）

••発生源対策調査研究発生源対策調査研究
堆積場浸透水や坑廃水の水量、水質、
流路等についての詳細調査。新たな
発生源対策の可能性を検討。

連続的な堆積場内への地下水の流動過程を把握するため、ボーリング孔掘削を実施
し、流向流速測定や重金属の溶出試験等を行うとともに、自記記録による水位計、
水質計を設置しモニタリングを実施。

バクテリア回収槽

処理原水
（pH1.8前後）

放流

原水槽

炭カル 消石灰現状

国からの委託：先進型坑廃水処理技術開発
（鉄酸化バクテリア利用による殿物減容化技術開発）

【目標】

現坑廃水処理施設の1/100スケールの実証試験設備を用いて、水量
及び水質が変動する条件下での長期間試験により、酸化・中和プロ
セスの安定性及び殿物減容効果を確認する。

【坑廃水の特徴】

平均処理水量 約４ 3/ i （年間約２ 百万 3）

9

原水槽

殿物繰返し

 （～pH6.5） （pH7.5）

殿物（スラリーを脱水）適⽤後

酸化槽
(pH≒2.5)

脱鉄槽
(pH≒3.6)

凝集槽

固液分離槽

処理原水
(pH≒1.8)

炭カル乳化槽 消石灰乳化槽

凝集剤溶解槽

処理水

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

平均処理水量：約４ m3/min（年間約２ 百万m3）
本邦鉱⼭の坑廃⽔の中では、pH(1.8)が低く、Fe2+濃度が⽐較的⾼

い。（TFe366mg/ℓ 、Fe2+ 322mg/ℓ）
平成17年度の殿物発⽣量は約4,600m3/年、含⽔率は55〜60％

【実証試験のポイント】
鉄酸化バクテリアの利⽤

殿物繰り返し法の導入

【成果】

実証試験設備を建設し、処理原水量条件を30～80L/minで変化さ
せた場合のバクテリア酸化の追従性及び安定性を保つための条件
（バクテリア泥返泥率）として 殿物繰り返し量を坑廃水量の1/10
とすることでFe2＋は99％以上がFe3＋に酸化され、脱鉄槽のpHを

バクテリア回収槽
中和槽

(pH≒7.5)
凝集槽

Fe主体殿物
(As共沈)

Al主体殿物
(石膏含有)

酸化工程

脱水ケーキ

脱水工程中和工程

7 実証試験設備（幌別硫黄鉱山）

す 酸 、脱 槽 p
3.6に設定することで、脱鉄率は99％以上となることを確認

現⾏処理中和泥と⽐較して約36％低下することを確認
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国からの委託：休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究
（パッシブトリートメントの導入可能性調査）

【目標】

パッシブトリートメントの導入可能性を探る。

【坑廃水の特徴】
平均処理水量：40~50ℓ/min、中性坑廃⽔、処理対象 Cd・Zn

10

【試験概要】

処理フロー：原水受槽→反応槽→処理槽→貯留槽→(処理場原水槽)

反応槽にはバーク堆肥、もみがら、珪石を充填し、硫酸還元菌の
働きによる重金属の除去効果を検証

処理槽・貯留槽には活性炭等を充填し、処理後水の有機物による
二次汚染（着色等）を除去

【成果】
反応槽２、反応槽３は、カドミウム・亜鉛ともに排⽔基準以下ま

で除去されている （開始より約１年が経過）

流量を倍にして実験している反応槽１は、冬季には効果が落ちる
傾向があったため実験を停止していたが、現在は十分な重金属除去
効果が得られている

反応槽
硫酸還元菌による硫酸還元反応により、坑廃⽔
中の重⾦属を硫化物として沈殿させる。
有機物と珪⽯は体積⽐1：1で混ぜて充填。

処理槽・貯留槽
処理⽔の有機物汚染除去のため、
活性炭、⿅沼⼟を体積⽐3：1で層状に充填。

もみ殻もみ殻

効果が得られている。

モデル鉱山実証試験設備

発生源対策技術調査研究

【目的】
（１）採掘跡あるいは鉱滓堆積場に対する発生源対策の効果について，現況評価を

行うとともに，水質悪化メカニズムの推定・確認を行う
（２）上記メカニズムの推定・確認結果に基づき，汚染負荷低減に係る今後の対策

法の技術課題を抽出する。

【22年度事業】

11

堆積場内での水質の悪化が確認される鉱山として，岩美鉱山（鳥取県）を選定，
ボーリング調査、水位水質連続モニタリング他を開始。

【成果】

既存の一部のボーリング孔において、地下水位の変動と電気伝導度の変化の関係か
ら、堆積物からの重金属溶出状況の推定を行った。また、多くのボーリング孔にお
いては地下水中の溶存酸素が極めて小さいことから、重金属の溶出は主として不飽
和帯（帯水層上部）で起こっている可能性が示唆された。

0
1
2
3

1
2
3
4

[m] [m]

Br‐2

IW‐4 IW‐1
WL‐4 WL‐3 WL‐2 WL‐1

ボーリング調査&流向流速測定他地下⽔流動状況の把握

かん止堤

堆積場下流部
3
4

4
5

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

10
11
12
13
14

11
12
13
14
15

15 16

IW‐6

Br 2
Br‐3

IW‐5 IW‐2

IW‐3

Br‐1

Br‐5Br‐7

集水井

既設Br孔

H23.1設置Br孔

Br‐6

Br‐4
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・鉱害防⽌義務者等に対し、鉱害防⽌⽀援業務全体と⼀体となって、
ニーズに適切に対応した⾦融⽀援を⾏う。

鉱害防⽌資⾦融資（緊急災害時復旧）

12（２）鉱害防⽌義務者等に対する⾦融⽀援（２）鉱害防⽌義務者等に対する⾦融⽀援
（鉱業融資部）（鉱業融資部）

鉱害防⽌資⾦融資（緊急災害時復旧）
鉱害防⽌事業基⾦拠出⾦融資
鉱害負担⾦資⾦融資

・平成22年度事業として、
企業ニーズ把握のアンケートに加えヒアリングを実施し、平成22年度
鉱害防⽌事業計画及び所要額を把握
鉱害防⽌資⾦3社3鉱⼭を採択、融資実⾏鉱害防 資 社 鉱⼭を採択、融資実⾏
鉱害負担⾦資⾦として農⽤地⼟壌汚染対策事業の推進を⽀援するため
2社2地域に対し融資契約を締結

13
⾦属資源保有国において環境に調和した鉱⼭開発が促進されるよう、当該
国政府等に対して鉱害防⽌に関する技術情報等を提供する。

（３）⾦属資源保有国政府等への技術⽀援（３）⾦属資源保有国政府等への技術⽀援

鉱害防止政策アドバイー派遣 ペルー(平成21年6月～平成22年3月）

鉱害防止セミナー開催 開催国 ⽉ 参加者数 主な参加機関

チリ 2010年6⽉ 65名 チリ地質・鉱業サービス局

ペルー 2010年11⽉ 55名 エネルギー鉱⼭省

ボリビア 2011年2⽉ 86名 鉱業冶⾦省

カンボジア 2011年3⽉ 81名 鉱⼯業エネルギー省鉱物資源総局

サステナブル・マイニング開催 在京ラ米大使館を対象に日本の鉱害防止事業を紹介する講演会を開催

視察団・研修員受入 エネルギー鉱山省（ペルー）、鉱山復旧公社（韓国）、地質鉱物研究所
（フランス）よりの視察団、研修員を受け入れ

ベトナム 2011年3⽉ 256名 天然資源環境省地質鉱物資源局
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鉱⼭環境セミナー鉱⼭環境セミナー（ペルー）（ペルー） 14
ペルー

鉱産物資源が多様で、主要な生産国(銀1位、銅&亜鉛2位、錫3位)
我が国輸入相手国シェア 銅精鉱16%、亜鉛精鉱22%
我が国企業の鉱⼭活動
アンタミナ (Antamina) 鉱⼭(銅・亜鉛) 三菱商事 10%、BHP Billiton 33.75%他
ワンサラ (Huanzala) 鉱⼭(鉛・亜鉛) Minera Santaluisa 100%(三井⾦属70%、三井物産30%)
パルカ (Pallca) 鉱⼭(亜鉛・鉛) 三井⾦属鉱業株式会社100%
セロ ベルデ (C V d )鉱⼭(銅 モリブデン) 住友⾦属鉱⼭16 8% 住友商事4 2%他

経緯
2007年6月の鉱害防止セミナーを契機に鉱害防止に関する継続的協力要請を受ける。
2008年3月、ガルシア大統領来日時の福田総理（当時）との共同声明に鉱害防止協

力が盛り込まれる。
2008年9月、イサシ・エネルギー鉱山省（MEM）鉱山次官JOGMEC訪問時の河野

理事長との面談の中で鉱害防止政策アドバイザーの派遣要請を受け2009年4月より専
門家を派遣

鉱⼭環境セミナーセミナー
(1)目的
① 鉱害政策アドバイザー業務を側面支援。
② 日本の鉱山跡地利用や鉱害防止技術に強い関心を有し協力要請さ

れる。
(2)開催日：11 月9 日（火）
(3)開催場所：Sonesata Lima Hotel El Olivar(リマ市内)
(4)参加者：55名

日本側(27名) 在ペルー日本大使館、JETRO、JICA、本邦企業
ペルー側(28名)MEM(ガーラ鉱山次官他)、環境省(OEFA)、

カナダペルー協力事業(PERCAN)等
(5)プログラム
① ペルー休廃止鉱山インベントリー調査 MEM

セロ・ベルデ (Cerro Verde) 鉱⼭(銅・モリブデン) 住友⾦属鉱⼭16.8%、住友商事4.2%他

上段：鉱害環境セミナー
下段：鉱害防止工事実施状況

左：ActivosペルーMEM 幹部との会談(左から、アルバ鉱山総局
鉱山技術部長、バルガス鉱山総局長、ガーラ次官(中央))

② JＯＧＭＥＣの鉱害防止技術開発 JOGMEC
③ ペルーの休廃止鉱山鉱害対策 MEM
④ 日本における鉱山跡地利用 JOGMEC
⑤ ペルーLA OROYA 廃水処理施設 MEM
ワークショップ(鉱害対策工事の現場視察)
(1)実施日：11 月10 日（水）
(2)場所：Tahona 地区（リマの北方約1000km、カハマルカ州

カハマルカ市から北約100km に位置するワルガヨック
市近傍。)

(3)参加者：MEM、PERCAN、OEFA、
Mineros 社(国営企業)の総勢12 名。

ボリビア,
9000

中国, 2500

アメリカ, 2500

その他, 1500

鉱⼭環境セミナー鉱⼭環境セミナー（ボリビア）（ボリビア）
リチウム：Liイオン電池に不可欠で、今後の日本の成長分野である次世代自動車などの需要の大幅増が想定されるもの。
Li電池は、電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）に使用

15

チリ, 7500

アルゼンチン,
2500

USGSの推定(2008)
Mineral Commodity Summaries (2010)

ウユニ塩湖に世界埋蔵量の約半分に相当するLiが賦存。
我が国以外に韓国・中国・フランス等がボリビアのLi資源に注目。
2010年2月、両国政府が共催した「ボリビア南部経済開発セミナー」で、日本の協力

（Li資源開発、地熱発電、地デジ日本方式導入、Li応用産業振興のための人材育成等）
を提案(高橋前大臣政務官が参加）。

2010年11月、JOGMECがウユニ湖畔でパイロットプラント規模のLi抽出実験を行う
ことにボリビアと合意（外国勢では初）。

我が国企業の鉱山活動：サン・クリストバル（San Cristobal）鉱山(銀・亜鉛・鉛)等
住友商事100%

鉱⼭環境セミナー
(1) 目的

①日本の最新の鉱山技術及び鉱害防止技術を紹介することに
より環境に配慮した持続可能な開発の重要性に対するボリビア
側の理解を深める。

②ボリビア国内の資源開発におけるベストパートナーとして

鉱害環境セミナー

ボリビア

チリ アルゼンチン

②ボリ ア国内 資源開発 け スト トナ
の日本の存在をアピール。
(2)開催日：2月15-16日(2日間) 
(3)開催場所：ラパス
(4)参加者：86名

日本側(25名)在ボリビア日本大使館、JETRO、本邦企業
ボリビア側(61名)鉱業冶金省、鉱業関連企業

(5)プログラム（環境関連のみ抜粋）
①ボリビアでの環境対策の法整備と管理 鉱山冶金省
②休廃止鉱山における鉱害防止対策概要とJOGMECの役割
③ペルー休廃止鉱山における環境対策技術 JOGMEC
④その他（パネルディスカッション）ウユニ塩湖位置図 ウユニ塩湖風景 エボ・モラレス・アイマ⼤統領
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鉱⼭環境セミナー鉱⼭環境セミナー（ベトナム）（ベトナム） 16

世界のレアアース生産国の推移
中国が低コスト生産により生産規模を拡大。
西側RE鉱山は環境問題もあり閉山

レアアース
スカンジウム 、イットリウム 、ランタン からルテチウム までの17元素からなるグループ。
ネオジム・ジスプロシウムは、次世代自動車に不可欠なレアアース磁石に使用される。
ランタンは、HDDガラス基板等の研磨剤や自動車用排ガス触媒などに使用される。

鉱山環境セミナー
(1)目的

ラオカイ地域共同調査に関する意見交換のために来日したDGMV局
長等との会談において、鉱山開発に係る環境保全や我が国鉱害防止に
関する経験や技術について高い関心が寄せられ協力要請を受け、両国
関係強化のため実施。
(2)開催日：3月17日(木)

西側RE鉱山は環境問題もあり閉山。
中国がレアアースの世界供給の約９７％を占める。

ベトナム
ラオカイ地域はRE鉱徴が報告されていた地域。
JOGMECは2007年より地質鉱物資源局(DGMV) (2)開催日：3月17日(木) 

(3)開催場所：ベトナム地質鉱物資源局内講堂(ハノイ市内)
(4)参加者：256名

日本側(28名)在ベトナム日本大使館、JETRO、本邦企業
ベトナム側(228名)

天然資源環境省本省、地方局、地質鉱物資源局(DGMV)、
環境管理局（VEA）、鉱業関連企業

(5)プログラム
①日本の鉱害防止事業に関する一般概論 JOGMEC
②ベトナム鉱業における環境保護の現状 DGMV
③日本の鉱害防止に関する法規 JFEリサーチ
④ベトナム鉱業における環境保護の政策 VEA
⑤JOGMECにおける鉱害防止技術開発 JOGMEC

JOGMECは2007年より地質鉱物資源局(DGMV) 
とREの共同調査を開始。

ドンパオ鉱床は、豊田通商と双日がベトナム政
府傘下企業と共同開発のための採掘権を申請。

2010年8月、直嶋前大臣がズン首相他関係閣僚と
会談、早期の採掘権認可を要請。

2010年10月、管・ズン首脳会談で、「ベトナム
のRE資源の探査、探鉱、開発、分離・精製に関し、
日本をパートナーとする」ことに合意。

2012年後半より年間1,000t、2013年には3,000t
を生産・引取り予定。

我が国企業の鉱山活動 なし
鉱害環境セミナー

17
サステナブル・マイニング・ツアー 使節団・研修員受け入れ

（３）⾦属資源保有国政府等への技術⽀援（３）⾦属資源保有国政府等への技術⽀援

小坂製錬㈱小坂製錬所御視察

旧松尾鉱山新中和処理施設御視察

ペルー研修員現場案内

○ペルー特命全権大使
○チリ臨時代理大使
○ボリビア臨時代理大使

BRGM視察
国際部門長、物資源部経済・環境持続開発課長
選鉱・製錬部環境技術課長、閉山部副部長国際協力担当
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18JOGMECJOGMECの役割の役割

（１）地方公共団体、鉱害防止義務者等に対する技術等の支援

最新の鉱害防止技術を絶えず蓄積しつつ、地方公共団体、鉱害防
止義務者等に対し ニ ズに適切に対応した技術等の支援を行う止義務者等に対し、ニーズに適切に対応した技術等の支援を行う。

（２）鉱害防止義務者等に対する金融支援（鉱業融資部）
鉱害防止義務者等に対し、鉱害防止支援業務全体と一体となって、
ニーズに適切に対応した金融支援を行う。

（３）金属資源保有国政府等への技術支援
金属資源保有国において環境に調和した鉱山開発が促進されるよう、
当該国政府等に対して鉱害防止に関する技術情報等を提供する。

(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構第二期中期目標より抜粋）


