
0 

平成24年度（第5回）金属資源関連成果発表会  

－平成23年度鉱害防止支援部業務実績報告－ 

平成24年7月27日（金） 

鉱害防止支援部企画課 
酒田 剛  



1 JOGMECの役割（鉱害防止関係） 

（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（金属ファイナンス部） 
      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。 
 

(JOGMEC 『第二期中期目標』 より抜粋） 



2 鉱害防止事業へのJOGMECの取り組み 

地方公共団体 義務者企業 

義務者不存在鉱山の 

鉱害防止事業を実施 

義務者存在鉱山の 

鉱害防止事業を実施 

全体支援 

技術的支援、情報提供・普及 

技術支援 金融支援 

大規模な坑廃水処理施設の運営・管理 
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鉱害防止積立金・鉱害防止事業基金の運用・管理 
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調査技術課 

企画課 

工事設計支援課 

鉱害防止支援部 

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 

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 

松尾管理事務所 

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 

旧松尾鉱山新中和処理施設の運営・管理業務 

金属ファイナンス部 

金属技術・金融支援本部 

北海道鉱害防止支援事務所 

探鉱開発課 

鉱害防止課 鉱害防止融資業務 
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3 鉱害防止支援業務組織体制 



支援事業 事業内容 鉱山数 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 1 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 
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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 

防止工事の実施設計等のサービスを提供。 

平成23年度実績 

（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  
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精進川鉱山調査設計（三坑坑内状況確認状況）     導水管補強の設計断面（精進川鉱山） 

   千原鉱山調査指導（現地調査状況）        土呂久鉱山（坑道整備工事状況）     

←導水管 

ロックボルト打設 

（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  
 



昭和57年に運転管理を開始以来、30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(10/27)、災害事故対応マニュアルの改訂   

見学者 1,067名（うち行政機関118名）の受入れ 
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②旧松尾鉱山新中和処理施設 

処理水の水量・水質 

（実績推移） 

年度 
水量 

(m3/分) pH 
T-Fe 

(mg/l) 

S57 17.2 4.10 2.4 

H4 17.6 4.13 2.0 

H14 18.1 4.15 2.6 

H23 17.4 4.25 2.3 

旧松尾鉱山新中和処理施設 

コンクリート打設完了 
型枠設置 

耐震補強工事（固液分離槽基礎部） 

（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  
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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） 

災害訓練状況（処理施設が使用不能となった場合を想定し、
ジェットパック車により炭カルを放流溝へ投入） 

災害対策本部を設置し、本部長へ現地状況を報告 

災害･事故対応 

マニュアル 

（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  
 



支援事業 事業内容 開催数 参加者数 

情報交換会 技術情報提供 2回 
(長崎・宮城） 

153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） 

22名 
（実績） 

エコツアー 環境保全に関する
啓蒙 

1回 
(岩手県） 

19名 
（実績） 
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③ 鉱害防止義務者等に対する技術支援 

（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  
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③ 鉱害防止義務者等に対する技術支援 

鉱害防止技術（教育映像シリーズ） 

たい積場対策工事編   暗渠補強工事、立坑閉そく工事等の事例 

坑道取り開け技術編   坑道の調査、三留め枠法による工事事例 

殿物繰り返し中和法編  原理の解説、導入設備紹介 

坑道耐圧閉そく技術編  閉そく手法の解説、調査・工事方法、施工例 

集積場技術編（H23作成） 概要、施工例、管理事例 

 

 

（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  
 



事業 概要 

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4年目） 
 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％低減することを確認。 
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 
  （5年計画の4年目） 
 比較的小規模な坑廃水処理施設をもつ国内19鉱山について、パッシブトリートメント技

術の導入可能性を検討するため、鉱山下流水系の水量・水質に関する状況を広域にわ
たって明らかにするとともに、坑廃水を無処理放流した場合における下流の農業利水点
や環境基準点に対する影響について評価を実施中。 

パッシブトリートメント適用性調査研究 

1．中性坑廃水に対する実証試験研究 

2．酸性坑廃水に対する基礎試験研究 

1．Cd、Zn等を含む中性坑廃水に対して、もみ殻等を用い硫酸還元菌を活用したパッシブ
トリートメントプロセス（1m3規模）が長期的に安定して機能していることを確認。これを受
けて、昨年、国内特許出願した内容をさらに充実させ、国際特許として出願（国際出願
番号：PCT/JP2011/079270、提出日：2011/12/13）。 

2．Cd、Zn、Cu等を含む酸性坑廃水（6モデル鉱山の実坑廃水）に対して、同様のプロセス
による重金属除去効果をカラム連続通水試験（約0.003m3）にて確認（場所：JOGMEC金
属資源技術研究所<秋田県小坂町>）。全てのカラムにおいて300日以上、排出基準値
以下まで重金属の除去効果を確認したことから、引き続き、処理限界量の把握や律速
条件の解明等を実施中。 

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。 

• 廃滓堆積場の酸性浸透水に対する発生源対策を検討するにあたり、モデル鉱山におい 
て、降水や地下水位・水質の連続モニタリング等により、堆積場内浸透水の汚染状況を 
把握し、浸透水に対する降水の影響割合を推定。 

• 推定結果に基づき作成した地下水シミュレーションモデルにより、当該堆積場に対する 
発生源対策効果の予測を実施。 
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④鉱害防止技術に関する調査研究・技術開発 

（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  
 



バクテリア回収槽

処理原水
（pH1.8前後）

放流

原水槽

殿物繰返し

 （～pH6.5）

炭カル 消石灰

 （pH7.5）

殿物（スラリーを脱水）

現状 

適用後 

酸化槽
(pH≒2.5)

脱鉄槽
(pH≒3.6)

凝集槽

バクテリア回収槽

固液分離槽

中和槽
(pH≒7.5)

凝集槽

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

Fe主体殿物
(As共沈)

Al主体殿物
(石膏含有)

酸化工程

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

脱水ケーキ

脱水工程中和工程
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国からの委託事業：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）  
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【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 m3/min（年間約２ 百万m3） 

本邦鉱山の坑廃水の中では、pHが1.8と低く、Fe2+濃度
が比較的高い（TFe：366mg/ℓ 、Fe2+ ：322mg/ℓ ） 

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 

【主な成果】  

融雪期の急激な坑廃水量増加と水質変化に対する追
従性を試験で確認。新プロセスの設備規模を検討するた
め、鉄酸化バクテリアの限界能力を酸化限界試験で確認。
実際の坑廃水処理量に連動した70日間の長期連続試験
で、新プロセスにおける中和剤使用量削減効果15%減※、
殿物減容効果30%減※ を達成できることをそれぞれ確認。
（※目標値：平成17年度実績比） 

上記実証試験結果に基づき、新プロセスの概念設計を
行い、12 m3/min 処理や8 m3/min処理などの処理規模別
に初期建設費用を試算。 



国からの委託事業：休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究 
       （国内19鉱山の水系調査） 

【目的】 
  休廃止鉱山及びその周辺流域において水系調査を行い、水量及び水質のバックグラウンドを把握すると 
 共に、鉱山下流の利水点に対する重金属汚染負荷予測等を行うために必要なデータ取得及び解析を行う。 

【23年度実績】 
  義務者不存在鉱山（当初13鉱山<14地区>、1/13に6鉱山を追加）において、調査地点や調査方法等を 
 検討するための予察調査を実施し、調査計画を策定の上、渇水時及び豊水時（各１回）に水系調査を実施 
 し、水量及び水質のバックグラウンドを把握した。 
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      処理原水 

      利水点 放流水 



主な調査項目等 
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調査項目 

 
調査内容 

水質測定 水温、pH、電気伝導度 
試料外観（色や濁り）等 

水量測定 JIS K 0094 により測定 

分析等 22成分の定量分析等 
（T-Fe, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Al, Mn,  
 SO42-, 8.3Ax, Na, K, Cl, Ca, Mg, Si, 
  F, B, HCO3

-, S-Fe, S-Mn, Fe2＋) 
 

採水状況 

水量測定状況 

国からの委託事業：休廃止鉱山鉱害防止技術等調査研究 
       （国内19鉱山の水系調査） 



パッシブトリートメントの適用性調査研究 

２．酸性坑廃水に対する基礎試験研究 

【坑廃水の特徴】 

pH：3～5、含有重金属(処理対象)：Cd・Zn・Cu等 

【試験概要】 

カラム試験：様々な酸性坑廃水(6モデル鉱山の実坑廃水)に対し 
   て連続通水試験を実施 

有機物試験：硫酸還元菌のエネルギー源となるいくつかの有機 
   物について分解特性把握試験を実施 

共同研究：カラム内で沈殿除去された生成物の化学分析を実施 

【成果】   

全てのカラムにおいて約300日以上、排出基準値以下までの重 
   金属除去効果を確認。このため、引き続き処理限界条件把握の 
   ための試験を継続実施中 

今後の実証試験実施に向けた設計基礎データを得るため、有機 
   物の分解特性や重金属除去メカニズム等を解明 

モデル鉱山実証試験設備 
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もみ殻

１．中性坑廃水に対する実証試験研究 

【坑廃水の特徴】 

pH:6～7、含有重金属(処理対象) :Cd・Zn 

【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)  

設定処理水量：0.2～0.6L/min. 

反応槽：バーク堆肥、もみがら、珪石の配合比を変えて充填 

【成果】   

処理流量0.2L/min.は約550日、処理流量0.6L/min.は約60日に亘り 
   Cd・Znともに排水基準以下まで除去 

室内試験設備 

0

5

10

15

0 100 200 300 400 500

Zn
 c

o
n

c.
 (

m
g/

L)

処理水量1.5倍
（35→52mL/min.） 

水温調整 
20℃→28℃ 

Zn除去効果の一例 



 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 

 鉱害負担金資金融資 
 
 平成23年度事業の実績として以下を実施 

 企業ニーズ把握のためにヒアリングを実施し、平成23年度鉱害防 

   止事業計画及び所要額等を把握 

 鉱害防止資金融資として2社2鉱山の案件を採択し、融資を実行 

 鉱害負担金資金融資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 

15 （２）鉱害防止義務者等に対する金融支援    
            （金属ファイナンス部） 



鉱害防止政策アドバイザー派遣 ペルー(平成21年6月～平成24年3月） 

鉱害防止セミナー開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

調査団・研究員受入 エネルギー鉱山省（ペルー）、エネルギー鉱山省及び天然資源環境省
（ラオス）から研修員を受け入れ 

その他 JICA、AOTS(現HIDA）、国際資源大学校などが実施する海外技術者研修に
対し、研修員（延べ31カ国95名）に講義を実施 

開催国 月 参加者数 主な参加機関 

ラオス 10月31日 90名 エネルギー鉱山省 

ボリビア(ポトシ県) 11月8日 107名 鉱業冶金省及び地方政府 

     (オルロ県) 11月10日 85名                〃 

ペルー 11月30日 60名 エネルギー鉱山省 

カンボジア 2月16日 96名 エネルギー鉱工業省 
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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 



ペルーにおける環境協力 

上段左：鉱害環境セミナーの状況 
上段右：Vilca鉱山次官(MEM)表敬 
下段 ：鉱害政策アドバイザーの派遣に係る 
     MOU締結 
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鉱害環境セミナー（概要） 
(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：2011年11 月30 日（水） 
(3)開催場所：エネルギー鉱山省(MEM)内の講堂 
(4)参加者：60名 
 日本側(25名) ：在ペルー日本大使館、JICA、本邦企業     
 ペルー側(35名)：MEM(Vilca鉱山副大臣他)、環境省(OEFA)等 
(5)プログラム 
① ペルーの休廃止鉱山制作        MEM 
② 日本における鉱山保安技術       JOGMEC 
③ ペルーにおける鉱山保安システム    MEM 
④ 日本における堆積場耐震技術     JOGMEC 
⑤  ペルーにおける堆積場耐震技術      MEM 
⑥  JOGMECのパッシブトリートメント   JOGMEC 
⑦  ワンサラ鉱山環境対策          サンタルイサ鉱業㈱ 
 

ペルー 

主要な鉱産物資源国：銀1位、銅･亜鉛2位、錫3位) 

我が国の輸入シェア：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)銅･亜鉛：三菱商事10%、BHP Billiton33.75%、他 

  ワンサラ(Huanzala)鉛･亜鉛   ：三井金属70%、三井物産30% 

  パルカ (Pallca) 亜鉛･鉛     ：三井金属100% 

  セロ･ベルデ (Cerro Verde)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 
08年3月、ガルシア大統領来日時の福田総理（当時）との共同首脳声明に
鉱害防止協力が盛り込まれる 
08年9月、イサシ・エネルギー鉱山省（MEM）鉱山次官のJOGMEC訪問時に
河野理事長との会談の中で鉱害政策アドバイザーの派遣要請を受け、09年
4月より専門家を派遣 
11年、2012年とMEMの要請により派遣期間を延長 
 



ボリビアにおける環境協力 

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）。 

同年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% 
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鉱害環境セミナー（概要） 
 
(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の日本の存在をア
ピール。 

(2)開催日：①2011年11月8日(土) 、②2011年11月10日(月)  

(3)開催場所：①ポトシ県、②オルロ県 

(4)参加者：①107名、②85名 
  日本側     在ボリビア日本大使館、JICA、本邦企業 
   ボリビア側  鉱業冶金省、鉱業関連企業 

(5)プログラム（「鉱山保安規則に関する技術ショートコース」として実施） 
 ①鉱業分野における保安と作業衛生    労働・雇用・社会保障省 
 ②鉱業環境対策                鉱業冶金省 
 ③日本の鉱山保安               JOGMEC  
 ④堆積場関係規則について         JOGMEC 
 

鉱害環境セミナーの状況 



ラオスにおける環境協力 19 

鉱害環境セミナー（概要） 
 
(1) 目的 
 ①当該政府等関係者に対する鉱害防止技術情報の提供及び鉱害防止に関す
る研修を通じて資源国との関係強化を図り、もって日系企業による海外権益確保
の支援を行う。  

(2)開催日：2011年10月31日(月)  

(3)開催場所：ビエンチャン Lao Plaza Hotel 

(4)参加者：90名 
  日本側(16名)：在ラオス日本大使館、JICA、本邦企業 
   ラオス側(74名)：エネルギー鉱山省、天然資源・環境省、企業関係 

(5)プログラム 
 ①ラオス国内における鉱業・環境修復概要         エネルギー鉱山省 
 ②JOGMECにおける探査事業                  JOGMEC 
 ③日鉄鉱業におけるラオス国内での探査プロジェクト  日鉄鉱業㈱ 
 ③我が国における鉱害の歴史と鉱害防止事業の概要  JOGMEC  
 ④一般環境に係る法体系・規制について          天然資源環境省 

 
鉱害環境セミナーの状況 

ラオス・エネルギー鉱山局長との会談 スリヴォン エネルギー鉱山大臣表敬 



カンボジアにおける環境協力 20 

鉱害環境セミナー（概要） 
 
(1) 目的 
 ①鉱害防止セミナーを通じて資源国との関係強化を図り、もって日系企業による海外権益確保の支
援を行う。 

(2)開催日：2012年2月16日(木)   

(3)開催場所：プノンペン Sunway Hotel 

(4)参加者：102名 
  日本側(30名)：在カンボジア日本大使館、JICA、JETRO、本邦企業 
   カンボジア側(72名)：鉱工業エネルギー省、鉱物資源総局、環境省、農業省、    鉱業関連企業 

(5)プログラム 
 ①カンボジアにおける探鉱活動の現状について                     鉱物資源総局 
 ② JOGMECの金属資源探査活動について                      JOGMEC 
 ③小規模金鉱業での水銀・シアン使用による環境と健康への影響について  AIST  
 ④カンボジアにおける環境保全と影響評価に関する法令について                 環境省 
 ⑤日本における休廃止鉱山の鉱害防止政策について                  JOGMEC 
 ⑥JOGMECにおける鉱害防止に関する調査手法と技術の概要について    JOGMEC 
 

 

鉱害環境セミナーの状況 

カンボジア鉱工業エネルギー大臣表敬 
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各国調査団・研修員受け入れ 

（３）金属資源保有国政府等への技術支援 

（金属資源技術研究所） 

＜ペルー＞ 

（旧松尾鉱山新中和処理施設） （パッシブトリートメント処理施設） （本部幹部との顔合せ） 

＜ラオス＞ 

（金属資源技術研究所） （旧松尾鉱山新中和処理施設） （パッシブトリートメント処理施設） （ラオス鉱業投資セミナー：東京） 


