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最新選鉱技術事情
番外編（3）
—環境—

Ⅰ. はじめに
　これまでも幾度も述べたが、「儲からなければ資源ではない」と言う言葉は真実である。ただし、それには「安全性、
環境面を確保した上で」と言う枕詞がつくのである。一般的にこれらは相反するもののようであるが、筆者としては
それを結びつけるものがバランス感覚であり、技術であると考えるのである。筆者がこれまで従事したProjectでも経
済性と環境のバランスは常に大きな問題となっていた。今回はそれらの事例の幾つかを参考として述べたいと考える。
　又、鉱山開発には必須のものとしてEIA（Environment Impact Assesment、環境アセスメント）や数多くの認可取得が
実際に必要となっている。EIA（Environment Impact Study、EISとも呼称される。）の認可は鉱山開発において最大のハ
ードルと言うべき事項である。近年でも特にEIAは2010年7月にEnvironment Low Alliance Worldwide（ELAW）が
"Guidebook for Evaluating Mining Project EIA"　と言う本を出しており、Internetでも無料でダウンロード出来るように
なっている。本書は英語、スペイン語、フランス語、ロシア語の4か国語で発行されており、今後、世界的に認可の
標準となって行くと考えられるので、一読をお勧めする。
　EIAの基本概念は住民参加であり、上記ガイドブックでも出来るだけ早期の住民参加が求められている。しかしな
がら、余りに早期に情報を開示すると、それを見た外部の人間が周りの土地を買い占めたり、場合によっては立ち退
き料をせしめようと違法に住居を構えるような場合すら見受けられる。それを含めて今回はどのようにEIA を進めれ
ばよいかも考察してみたいと思う。
　又、EIAは独自の第3者機関が作成し、オーナー側は費用やデーターの提供は行うが、基本的に口出しが出来ない
事になっている。筆者の知る限り、ほとんどの場合Golder Associatesをコンサルタントとして用いてEIA Processを行
っているが、 SRKや他の会社でもEIAコンサルタントは行っているので実績、費用、内容を加味して選択すると良い。
　更にEIAは一旦認可されたとしても、その後で認可に対しての行政機関に対し訴訟が起こり、認可が取り消される
ような事例も見受けられる。前号2014.7　Vol.44　の縫部保徳氏の記事「チリの鉱業開発プロジェクトと社会環境問題」
にもEIA認可が取り消される実例が出ているので参考にしてもらいたい。
　又、現在の環境技術を語る上で避ける事が出来ないのはシミュレーション技術である。先にも述べたようにEIAを
Golder Associatesに依頼して出てきたレポートを読むと、「尾鉱ダムは200年に1度の大雨にも耐えれる様にモンテカル
ロ法を用いて設計した。」との文も良く見られるが、その文だけでは異常気象の昨今、判ったような判らないような説
明である。今回はその点に関しても簡単ではあるが述べてみたいと考える。
　最後に環境を述べる上で最も重要と考える事は、「透明性」と言うキーワードであろう。確かに溢流等の環境事故が
あった場合、保障問題を考えて隠したくなる気持ちも出てくるのだが、ともかく事実関係を公表するシステムを構築
しておくべきである。これは事態の大小を問わず、車両修理でオイルを少しこぼして、砂で対処したような事態につ
いても、センサーの異常で実際には排水に問題が無い様な場合も全て環境事故として公表するのである。又、操業で
行われた排水分析値も公表すると共に、政府機関やNGOもサンプリング可能な設備を設置する様に常に透明性を確
保しておくようにする。本件は環境を行う上で非常に重要な大原則となるので、ここで強調しておく。

金属資源技術部生産技術課
専門調査員  中村　威一

Ⅱ. EIAの概念
　過去、鉱山開発と言うと確かに環境破壊の象徴のよ
うな業種であったことは否めない。日本においても、
神岡鉱毒事件（イタイイタイ病）、足尾鉱毒事件、別子
鉱山煙害事件等大きな鉱害問題はあったし、現在にお
いても過去の負の遺産として、日本各地、5,000か所
にも及ぶ休廃止鉱山（いわゆる鉱山跡）のうち、かつて
何らかの鉱害防止対策が必要とされた鉱山が約450か
所、 これらの多くで対策が進んだものの、現在でもな
お97か所について鉱害防止事業を実施中、あるいはそ
の必要があるのが現状である（JOGMEC資源ライブラ

リより、http://www.jogmec.go.jp/library/recommend_library_ 
10_000024.html）。又、これは日本に限った事ではなく、
世界各地でも大きな問題となっており、JOGMECにお
いても、低価格で処理できるパッシブトリートメント
の開発や、世界各地での技術協力を行っている。従っ
て、新たに開発される鉱山ではこの様な問題が起こら
ない様に環境アセスメント（EIA）が行われ、鉱山が開
発される事により、環境面や周辺住民の生活にどのよ
うな影響があるかを予測し、予測・評価し、その内容
について、住民や関係自治体などの意見を聴くととも
に専門的立場からその内容を審査することにより、事
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業の実施において適正な環境配慮がなされるようにす
るための一連の手続きが行われる。
　最初にも述べたが、鉱山開発におけるEIA認可プロ
セスに関しては、以下のサイトから英語、スペイン語、
フランス語、ロシア語のガイドブックがダウンロード
できるので是非参考にされたい。
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-
Guidebook.pdf
　ただし、認可プロセス自体は上記ガイドブックのチ
ェックリストに沿えば一応達成できると考えられる
が、選鉱技術者として最も重要と考えられるのは、環
境面、経済面を両立できるような処理方法を確立する
事である。これは本当に創意工夫の連続であるのだが、
参考までに筆者が経験した実例をケーススタディとし
て本稿の最後に述べる事とする。

1. EIAプロセス
　EIAを開始するのは早ければ早い方が良いと言われ
るのであるが、例えば探鉱段階の鉱山で採算性も判ら
ない鉱山に対しEIAプロセスを開始するのは費用面に
おいても抵抗があるし、実際に処理プロセスも決定し
ていない状況では影響調査も不可能である。又、EIA
プロセスは公表が原則なので先にも述べた様に利権を
狙っての土地の買い占めや不法移住が発生する危険性
もある。
　従って、実際のEIAプロセスは大体Pre Feasibility 
Studyが終了し、地表権入手後と言うのが一般的であ
るが、降水量や水理調査、地表水、地下水の水質調査
等のベースライン調査は先行して開始している事が多
い。又、プロジェクトScoping Studyの段階（以下のEIA
プロセスのScopingステージとは別なので注意）で

Metallurgical Testは行われるが、その際も選鉱技術者
はEIAプロセスを念頭に経済性と環境面を両立させる
ような処理プロセスの選定が重要となる。
以下に基本的なEIAの11のステップを示す。
1）　Identify
　プロジェクトの環境に対する影響度が大きいかどう
かを判断する為のステージ。その影響度に従って、次
のScreenでEIAが必要かどうか判断される。
2）　Screening
　前段のIdentifyの内容に従って、EIAが必要かどうか
判断される段階。EIAが必要かどうかの基準は国によ
って異なるが、金属鉱山開発のほとんどは環境影響が
大きいとされ、EIAプロセスが求められる。本判断の
為の予備EIAが行われる事もある。
3）　Scoping
　本段階で、プロジェクトの利害関係者やNGOに対
し、プロジェクトの概要を説明し、問題となりそうな
重要な項目を挙げてもらう。場合によっては付近に似
たようなプロジェクトで問題が発生しており、プロジ
ェクト自体の進行をキャンセルされる場合もある。本
段階前に大まかな処理プロセスは確立されているが、
出された意見に従って、その内容を変更させる必要が
出てくる場合も多い。選鉱技術者の創意工夫が確かめ
られるステージでもある。
　本段階の人選は重要であり、反対意見を述べそうな
NGOやら地元のレクレーション関連の人間も招き、
基本的に出た意見に対しては反対意見を言ってはいけ
ない。例えば「近くの川でカヌーで遊ぶのに景観を損
ねる」と言う意見が出るのであれば次のPreparing Terms 
of Referenceで3Dモデルを用いて建設後、どのような
状況になるかを説明するように努める事。
4）　Preparing Terms of Reference
　Scopingで得られた意見、疑問点に関し、説明でき
るように参考資料を準備するステージ。例えば将来の
水質の問題点に関する疑問については酸発生試験や風
化試験等も実施し、シミュレーションを行う必要があ
り、EIA認証の為のMilestoneとしての機能を果たす。
もちろん、交通量がどの程度になるとか、魚に対する
影響とが多くのコミュニティのプロジェクトに対する
懸念に対し、対処できるようにする必要がある。
5）　Prepareing Draft EIA
　ドラフトEIAは先のPreparing Terms of Referenceにお
いて決定されたMilestoneについて得られた結果や法律
等に照らし合わせて全て適合しているかどうかが確認
されて作成される。ベースラインの状況を確認、緩和
するための専門家の意見を得る事が望ましい。
6）　Public Participation
　Draft EISが完成したら、説明会、公聴会、および提
案されたプロジェクトについて広く意見を求める
Public Comment期間が設けられる。国によって異なり、
Public Commentの制度が無い国も存在するが、大きな
反対意見が出た場合は先のPreparing Draft EIAに戻り、

図1. Guidebook表紙
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準備する必要があるので開発が遅延するので、プロジ
ェクト側としては胃の痛くなる期間でもある。Pogo
鉱山の開発で先のScopingにも参加し、Draft EISの作
成にも関わったNorthern Alaska Environment Centerと言
うNGOがPublic Comment期間の最終日に反対意見を提
出し、対応に追われた事態も発生している。（プロジェ
クト側としてはサイト建設を中断し、周辺住民も当該
NGOに対し多大な抗議。数日間の関係者による討議
の結果、モニタリングの強化を含めた上で、NGO側
が反対意見を撤回すると言う結果となり、建設は再開
された）。こうして見ると、Scoping段階で参加させた
としても本段階で裏切られる事もある訳であるが、逆
にScoping段階で参加させていた事で、大きな遅延な
しに建設が再開できたわけであり、やはり、Scoping
段階での人選は非常に重要であると考える事が出来
る。
　又、本段階では一般の人がコメントを行うので例え
ば「うちの野菜を使えばプロジェクトの人間は安くて
うまい野菜を食べれる」などと言うコメントも見かけ
られるが、丁寧に入札プロセスの説明を行う等の返答
を行う必要がある。
7）　Preparing Final EIA
　Public Comment期間が終了すると、ドラフトEIA件
当事者の視点や意見に対処する最終的な影響評価報告
書を作成する。又、最終的な環境影響評価は、公共お
よびその他の利害関係者から寄せられたコメントのす
べてをまとめた付録が含まれており、それらのコメン
トへのに対する回答が付表として添付される。
8）　Decision
　Final EIAに基づき認可省庁が鉱業権認可を行う。先
にも述べたように世界的に休廃止鉱山の問題が多い事
から閉山時における復旧計画やその費用計画が重視さ
れる事も多い。
9）　Administrative or Judicial Review
　認可省庁による許可が下りた後でも、住民や関係当
事者が、EIAプロセスの管理および/または司法審査を
求めるための機会を持つ。EIAプロセスにおける手続
きの欠陥を提訴する場合もあるし、意思決定者が考慮
しなかった実質的な問題を掲げる場合もある。先に述
べた、EIA認可が行われた後に認可が取り消される場
合はこのステップによる。
10）　Project Implementation
　すべての規制上の要件が満たされており、許可が得
られたプロジェクトに関しては建設が実行される。プ
ロジェクトの進行を早める為に、認可上問題の無い道
路の建設や土木工事は先行して実施される場合も多
い。
11）　Monitoring
　プロジェクトの進行に伴い、実際に必要な緩和策が
実行されているか、その緩和策が予想通り効果が出て
いるか、シミュレーションで使用されたモデルの精度
はどうであったか等のモニタリングが実施される。

2. EIAレポートの内容
　EIAプロセスに示されているように、Scopingや
Public Commentへの対処などEIAレポートはプロジェ
クトごとに異なる訳であるが、一般的にカバーされる
内容は以下のとおりである。EIAレポートの対象者は
一般の人なので、出来るだけわかりやすく記述される。
1）　General
　Projectの位置やフローの説明。道やズリ、リーチパ
ッドや尾鉱ダム、Campや糞尿処理施設等についても
説明が必要。又、危険物や毒劇物の量や保管方法も記
述される。代替方法の検討やプロジェクトが行われな
い場合との比較も記述される。これは、提案された方
法が選定されたかと言う説明であり、選定理由として
Economicalかどうかと言う事も可能である。
2）　Aspects of the environment
　①.　Air
　 　Mining ProjectはSmelterと比較し、大気汚染の問
題は低いが、重機からの排出量や、騒音、粉塵の問
題が記される。

　②.　Water
　 　排水量、排水の水質はもとより、川の付け替えに
よる洪水の可能性やプロジェクトが確保する水によ
る下流部の水の影響も記述される。道路にかかる橋
やカルバート管の影響についても述べられる。又、
水処理設備から産出される澱物の処理法に関しても
記述される。

　③.　Land
　 　地表部への影響について風化や農地に対する影響
が評価される。

　④.　Ecology
　 　動植物の希少種の調査や建造物が断層の上に無い
か、地震に対する影響等が評価される。Baseline調
査でも各動物の数等が書かれる。

3）　Wastes
　剥土の処理や産業廃棄物の処理法に関して記述。又、
地下水への影響調査。
4）　Hazards
　危険物、劇毒物に関して、建設中を含め、その量、
取り扱い方法について記述。
5）　Social
　社会的影響について記述。プロジェクトの雇用人数
や地域社会への影響。健康や教育に関しても記述する。
周辺地域からの雇用優先等が書かれる場合も多いが、
熟練労働者雇用の妨げになる場合もある。
6）　Historic and cultural features
　重要な文化遺産が無いかの調査が行われる。ただ、
重要性は地域住民の意識にもよるので先祖の墓がある
場合など注意が必要。

3. インフラ
　このようにプロジェクトそのもののEIAだけではな
く、例えば必要電力を電力会社から購入するのに対し、
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電力会社が発電機を増強するのにもEIAが必要になる
場合もある。積出港等についても同様で注意が必要と
なる。

Ⅲ. 許認可
　EIAはプロジェクトの大きなMilestoneであるが、プ
ロジェクトを進める上で、その他にも数多くの許認可
を取得する必要がある。消防、水道をはじめ、多くの
許認可事項はリストアップされて取得状況を確認して
いく事が通常である。注意しなければならないのは建
設に関する許認可と操業に関する許認可である。

1. 建設
　一般に、建設中は操業で必要とされる5倍程度の人
数が必要であり、コンテナハウス等を用いて対応する
事が通常である。当然それらに対しても水道や糞尿施
設等多くの設備が必要となり、其々の許認可が必要と
なる。

2. 操業
　操業では建設時の様な一過性の設備では無い、定常
的な設備が必要となる。EIAの内容に沿って許認可が
実施される。

Ⅳ. 閉山ファイナンス
　EIAプロセスのDecisionの項でも述べたが、閉山後
の復旧工事の計画並びにその費用の確保が義務付けら
れるようになってきている。

Ⅴ. 環境技術
　EIAの成否の鍵はScopingステージにおいて如何に
環境に配慮しながら経済性のあるプロセスを提案でき
るかと言う事が重要である。ここでは、そのヒントと
するべく最近の鉱山環境技術動向について述べる。

1. 基本概念
　最初にも述べたが、過去、鉱山業界は多くの鉱害問
題を発生させ、その負の遺産として未来永劫の水処理
を余儀なくされている。現在の鉱山開発ではそのよう
な状況になる事を避ける為に開発段階から閉山後の処
置まで考慮したプロセスが求められる。基本は水没さ
せることにより鉱石表面の酸化を防ぐ事がカナダBC
州のガイドブックにも述べられているが、通常、操業
後のピットを水没させるにも長い年月が必要であり、
その間の表面酸化をどうするか等の対策が問われる。
従って、露天掘りでは現状でも覆土をし、植栽する事
が一般的である。一方、ズリや尾鉱に関しては水封が
有用だとされる。ただし、非常時の対応は溢流水を選

鉱場にポンプアップし、処理して流す等の案が示され
ているが、量が多くなりすぎて実際には実行不可能と
考えられる。坑内掘りの場合は坑口を自然水位より上
に設置し、閉山後、水位が上昇しても坑口から溢流し
ないようにする方法が示されているが、当然、ポンプ
アップによる操業費の上昇、又、閉山後に水位が一定
であると言う事は地下水として流入水と同量の水が逃
げている訳であり、問題は残る。従って、筆者の考え
る有用な環境技術は以下のようなものである。
　●　�Diversion�DitchによるPropertyへの流入水の

減少
　●　�覆土、植栽による表層水の減少
　●　�Paste�Backfill等による尾鉱ダムへの投入量の

減少、坑内空間の減少
　●　�尾鉱を濾過しDry�Stackとすることによる表層

面積及び浸透水の減少
　●　�珪藻土等による吸着
　もちろん活性湿地によるバイオレメディエーション
の開発も有用な手段と考えられ、研究が望まれる。

2. シミュレーション
　EIAの目的としてプロジェクトの環境に対する影響
を予測し、緩和策を検討する訳であるので将来予測を
行うシミュレーションは必要不可欠な技術として挙げ
られる。冒頭にも述べたが、「尾鉱ダムは200年に1度の
大雨にも耐えれる様にモンテカルロ法を用いて設計し
た。」等の言葉がシミュレーションにより求められてい
るのであるが、200年に1度の大雨とは、雨量測定期間
中のデータをもとに、1/200の発生確率の雨量に対し、
尾鉱ダムの沈積を計算し、操業期間中に溢流が無い様
に設計したとも言い換えられる。環境技術と言うとつ
い安全率を大きく取るのであるが、シミュレーション
は無駄なオーバースペックを防ぎ、適切なCAPEXを
求める意味でも有用である。特にEIAは技術者でない、
一般の人間を対象に説明するので、この様な記述にな
るのである。
　水質に関してもシミュレーションを用いて予想され
るのであるが、基本的に各鉱石の酸発生試験や風化試
験（Humidity�Cell）を基に酸発生岩（Acidic�Rock）と非
酸発生岩（Non�Acidic�Rock）に分類され、反応式によ
り推定される。（PHREEQCのようなプログラムを用い
る事が一般的らしい。）
　又、筆者の知る限りEIAはGolder�Associatesが行っ
ている事が非常に多いが、そのシミュレーション部門
が2004年に独立し、GoldSimと言うソフトウェアを販
売している。モンテカルロ法によるシミュレーション
プログラムであるが、当然Golderが培ってきた環境シ
ミュレーション技術も包含すると考えられるので一度
購入を検討されるのも良いかもしれない。
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Ⅵ. ケーススタディ

1. Pogo金鉱山（米国AK州（アラスカ州））
　Pogoはその開発初期のScoping段階から環境に最大
に考慮するProcessとしての指針が示された。
　●　�シアンと接触した固形物、水に関しては無毒化

した上でセメントと混合し、坑内に埋め戻す。
　●　�埋め戻す為に、先に浮選で物量を1/10に減少さ

せる。
　●　�浮選尾鉱は脱水し、ドライスタックとして積み

上げる。
　　　 （浮選尾鉱は砒素鉱物も取り除かれており、ほ

とんど無害な珪酸物になっている）
　ただその為には実際には以下の様な多くのチャレン
ジが行われた。
　●　�浮選を間に挟むことで起こる実収率の低下を比

重選鉱を導入する事で、出来るだけカバーする。
　●　�浮選で濃縮するリーチングを阻害する硫砒鉄鉱

の影響を減らすため純酸素を用いて硫砒鉄鉱表
面を酸化させる。　

図2. 水質予想アルゴリズム

図3. Goldsim一例
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　●　�シアンリーチングに行く水量を減少させるため
にPaste Thicknerを用いる。

　●　�Paste Thickener抜き取りにRotary Lobe Pumpを用
いる。（鉱業界で初めての使用。）

　●　�リーチング実収率を向上させるために微粉砕機
を用いる。

　この様に、環境面と経済性を両立させる為に工夫を

重ねたフローがPOGOのプロセスであると言える。
　ただ、そのようなPOGOにおいてもEIAプロセスで
は排水処理法については珪藻土による吸着法を主張す
るPOGO側と排出用池に川の水を引き込み環境基準以
下にしてから排出する事を主張する省庁側で討議が重
ねられ、最終的には省庁側の主張する河川水と混合し
て排出する方法が採用されている。

2. Batu Hijau銅鉱山（インドネシア）
　Batu Hijauの特記事項はやはり、選鉱尾鉱の海底投
棄（プロジェクトではplacementと呼んでいる）であろ
う。海水浮選を行った尾鉱をそのまま海溝に流し込む
案であるが、先にも述べたように水封する事で鉱石表
面の酸化も防ぎ、海水はｐHも安定しているので技術
的には優れた方法であると考えられる。Batu Hijau側
でも何度もシミュレーションも行い問題が無い事を確
認し、年に1回のパイプラインの内部点検や頻度の高
いモニタリングの実施を条件に認可された。又、尾鉱
中に空気が混入すると海底で尾鉱が舞い上がる問題も

生じるので、流送前に脱気して行う事も重要である。
　さて、この様に検討を重ねた海底投棄ではあるが、
モニタリングでわずかに銅が検出されたことがある。
酸化の進んだストックパイル鉱を処理した時に見られ
たのであるが、ストックパイル鉱処理割合の制限、そ
の後、尾鉱流送前に硫化水素を添加し、溶出銅を沈殿
させる処置を行い問題を解決している。確かに尾鉱の
海底投棄はもし、問題が生じた際には被害も大きく対
応が難しい方法ではあるのだが、原理的には優れた方
法であると考えられるので改めてBatu Hijauの実績を
レビューし、検討する価値はあると思われる。

図4. POGO鉱山フローシート
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3. Watershedタングステン鉱山（オーストラリア）
　JOGMECが現地のVital社とJVを組んで開発検討を
行っている鉱山の案件であるが、このプロセスフロー
の開発にも環境問題が大きく影響した。元々、本プロ
ジェクトでは大きな谷を利用して尾鉱ダム建設予定で
あったが、オーストラリアの法律では尾鉱ダムに流入
する尾鉱パルプに有害物質が入っているならば尾鉱ダ
ム底面をライニングする必要があるのであるが、ここ
で問題になったのがフッ素である。このフッ素の排水
基準値は例えば中国の水道水基準値より低く、本当に
有害なのかと言う疑問もあるのだが、コンプライアン
スはコンプライアンス。大きな谷のライニングは非常
にCAPEXが嵩み、フッ素除去剤を尾鉱にも投入して
見たのだが、必要試薬添加量が大きくOPEX的に成り
立たなくなった。そこで尾鉱ダムの代わりに前述のド
ライスタック法を採用し、更にドライスタックを行う

事でフットプリントが小さくなり、最初に計画された
大きな谷を使用する必要も無くなった。（ドライスタッ
クでは尾鉱ダムの先の法律は適用されない事は確認済
み）。更にこの浮選フローは先に硫化物を浮遊させ取
り除いたものから灰重石を浮選する方法を用いている
のだが、尾鉱を脱水した水には灰重石用の捕収剤が残
留しており、その水を硫化物浮選に繰り返すと、硫化
物浮鉱に灰重石が混入し、結果として全体のタングス
テン実収率が下がる問題に対して、硫化物浮選と灰重
石浮選の間にドライスタックで用いるのと同型のフィ
ルターを設置する事で、全体の水バランスを整え、余
剰水を発生させないプロセスフローとして確立させ、
水処理自体を不要なものとした。言葉にするとややこ
しいのだが、要は水処理に非常に金がかかるものをプ
ロセスを変更する事で水処理そのものを必要ないフロ
ーにした訳である。

図5. Batu Hijau尾鉱マネージメント

門家）
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Ⅶ. 事故が起こった際の対処
　EIAにはEmergency�Planの記載があり、予想通り
環境緩和策が働かなかった場合の対処法を記述するの
であるが、実際には実行不可能と言うプランも多く見
受けられる。しかし、事故が起こった場合に隠すので
はなく、事実を公表し、透明性を確保すべきである。
確かに、プロジェクト自体が停止させられるリスクも
あり、隠して内部で早期に対策を打ち問題点を解決す
ればよいではないかと言う気持ちも良く判るのである
が、まず異常事態で対策中である旨を公表する方が、
結果として社会的に企業への信頼が増すと考えられ
る。又、EIAでも実行不可能なEmergency�Planを記
述するべきではなく、そのようなEmergency�Planを
記述するプロジェクトは大きくその評価を下げる事は
認識するべきである。

Ⅷ. おわりに
　現在の環境問題は住民対策としての面を強く持ち、
EIA許認可自体が政治的な意味合いに利用される事も
多いように思われる。しかし、EIAプロセスを振り返
ると、最も重要なステップはScopingの段階で如何に
環境に配慮したプロセスを提案できるかにかかってい
ると言っても過言ではない。最初にも述べたが、環境
面と経済面をバランス良く両立できる処理プロセスを
考案し、自信を持って全ての関係者や周辺住民に判り
やすく説明できるようにすること。そして、都合の悪
いデーターがあったとしても、隠すのではなく、常に
オープンにし透明性を優先させることが結果として企

業の信頼性も高め周辺住民の理解も得やすいと信じる
のである。
　さて、2年半に渡る「最新選鉱技術事情」の連載も本
稿がいよいよ最終稿となる。特に2014年度に入ってか
らは地質、採鉱、環境と選鉱技術者である筆者の専門
外の分野にまで論を進めたわけであるが、それぞれ既
に連載の第1回に述べた資源量、埋蔵量そして環境関
係に関する補稿としてとらえて戴きたい。例えば国内
外の資源関係者の間でも資源量、埋蔵量について概念
的には理解していても具体的な方法やQualified�
Personの存在などは知られていない事が多いし、EIA
プロセスについては知っているがその基になる
Scopingステージの重要性に関して理解している人間
は少ないものである。
　ただし、筆者は環境技術そのものは第3者機関のコ
ンサルタントに依頼し、出てきたいわば素人向けの
EIAレポートを読んでいるだけで実際にシミュレーシ
ョンを行った経験も持たない。一方でJOGMEC若手職
員には自分自身でシミュレーションを実施したりする
経験を持っており、次号からはそのような若手職員に
より、環境面を中心とする連載を開始する予定である。
　最後に、この様な機会を与えて戴いた関係諸氏に深
く感謝すると共に、今回の連載が、資源開発に関連す
る方々のお役に少しでも役立ち、将来、日本の若手資
源技術者が世界各地で自信を持って活き活きと活躍さ
れんことを祈念するものである。

（2014.8.21）

図6. Watershedフローシート
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