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欧州におけるパッシブ
トリートメント技術の適用状況
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鉱害防止支援部

中村 英克

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構



パッシブトリートメント技術とは？
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○パッシブ・トリートメント（Passive Treatment）

自然環境で得られるエネルギー（重力、微生物の代謝、光合成

など）を利用して水処理する方法。日常の管理を必要としない。

○一般的な水処理（Active Treatment）

薬剤添加、撹拌等によって水処理する方法。電力を利用す

る場合が多く、日常的な管理を必要とする。

「Mine Water –Hydrology, Pollution, Remediation」 （Paul L. Younger 他）より

・パッシブトリートメントは、北米及び欧州を中心として導入が進
んでいるが国内休廃止鉱山ではまだ普及していない

・半永久的に行われる坑廃水処理の低コスト処理法として期待
されているが、いまだ多くの技術的課題が存在している



嫌気性

石灰石利用(常時薬剤添加をしない)

バクテリア利用

PRB （硫酸還元菌の利用）
Cu、Zn等を硫化物として凝集除去
低pHでは菌が死滅（活性環境は
pH6以上）
水温が低い（15℃以下）と反応停滞
栄養源（有機物）が必要

好気湿地

（鉄酸化バクテリアの利用）
Fe2+をFe3+に酸化して低pHで
凝集除去
Fe3+との共沈により、少量のCu、
Znは除去可能

嫌気性石灰石水路・槽

（pH調整、Fe2+酸化の抑制）

水路中で石灰石の反応阻害要因
（Fe3+の凝集）を抑制
後処理でFe2+を十分酸化すること
が必要

石灰石水路・槽

（pH調整、Fe2+の一部酸化）
反応が分かりやすく、設備の
設計が容易
Fe3+の凝集物等が石灰石の周
りに付着し、反応を阻害

嫌気条件下 大気下

薬剤必要

薬剤不要

パッシブトリートメント技術の分類
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好気性



透過性反応壁（PRB）の概念図

人工湿地（W.L)の概念図

パッシブトリートメント技術の分類
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Ⅰ．ノルウェー
→ ①中性・酸性坑廃水対策

②高山気候(寒冷地)

Ⅱ．英国
→ ①金属鉱山の坑廃水対策を開始(石炭鉱山の経験を活用)

②利用可能な土地の制約

欧州における調査概要

目的：自然浄化能力を利用したパッシブトリートメントについて、先
行実績の多い海外における本技術の導入事例や研究開
発動向を調査すること

我が国へのパッシブトリートメント導入に向けた事例調査
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Ⅰ．ノルウェー

チタニア鉱山
概要：チタン鉄鉱鉱山
プロセス：嫌気性システム
対象元素：ニッケル
坑廃水：中性

旧コンジェンス鉱山
概要：銅・亜鉛鉱山
プロセス：嫌気性システム
対象元素：銅
坑廃水：酸性(pH3)

旧フォルダル鉱山
概要：銅鉱山
プロセス：嫌気性システム
対象元素：銅、鉄
坑廃水：酸性(pH2~3)

１．パッシブトリートメント・サイト位置とその概要

オスロ
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・概要：現在、世界最大級のチタン鉄鉱鉱山が露天掘で採掘中
パッシブトリートメントは旧坑内掘跡から発生する坑廃水を対象とし
て実証試験レベルで実施中
<標高90～150m、年間降雨(雪)量1940mm、平均気温6℃>

・坑廃水の水質：中性だがNi：6mg/l以上を含有

主要坑道

２．各サイトの概要
(１)チタニア鉱山

①全体概要
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②パッシブトリートメントの概要

・プロセス：嫌気性システム
・規模：4段(幅10m×長さ35m×深さ2m/1段)の連続処理サイト
・対象金属：中性坑廃水中のニッケル除去
・有機物等の材料：干し草、牛堆肥、樺の枝(透水性確保)
・試験期間：2003年から開始され今年で7年目 7



③試験結果の一例

・パッシブトリートメント機能：システムが安定するまで数カ月必要
・Ni除去：水量が少なく安定している場合に高い重金属除去を確認
・課題：水量変化(5～33m3/h)への対応(降雨(雪)量への対応)

出典：D.Ettner(2007)IMWA Symposium, PASSIVE TREATMENT IN NORWAY
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(２)旧コンジェンス鉱山

①概要

・概要：世界遺産に指定されているレーロス鉱山村の旧コンジェンス銅・亜鉛
鉱山跡から発生する坑廃水を対象としてパッシブトリートメントの実証
試験を実施中
<標高800m、高山気候、年間降雨(雪)量500mm>

・重金属負荷：この付近一帯の旧鉱山跡からCu2.4ｔ、Zn5.8t/年が河川へ流入
・坑廃水の水質(現地測定値)：pH３、ORP451mV、水温1.3℃
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Buried AMD 
pipeline

Abandoned mill and
Flotation plant

Kongens
Treatment system

Rock-lined
Drainage
ditches

②パッシブトリートメント・サイトの配置

・サイト：パッシブトリートメントサイトまで400m導水

10



・プロセス：嫌気性システム
・規模：4段(幅10m×長さ35m×深さ2m/1段)の連続処理サイト
・対象金属：酸性坑廃水中の銅、亜鉛除去
・有機物等の材料：干し草、牛堆肥、乳製品の搾り粕、貝殻砂(農業用、

雪道滑り止め)、樺の枝(透水性確保)
・試験期間：2006年から開始され今年で4年目

サイト造成時

現状

③パッシブトリートメントの概要
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・Cu除去：水温が高くなる夏季で水量が少なく安定している場合に
高い重金属除去効果(銅85%、亜鉛48%以上)を確認

・課題：水量(5～55L/min.)の安定化と水温維持

④試験結果の一例(その1)

出典：D.Ettner(2007)IMWA Symposium, PASSIVE TREATMENT IN NORWAY

Old：石灰＋嫌気
NEW：嫌気(1系統)
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④試験結果の一例(その2)

・考察：パッシブトリートメントサイトを通過する坑廃水のpHは3程度と
低いが、硫酸還元菌等の効果で重金属が除去されている
→カギ：有機物、貝殻砂等のアルカリ源(石灰石とは構造が異なる)

出典：D.Ettner(2007)IMWA Symposium, PASSIVE TREATMENT IN NORWAY
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(３)旧フォルダル鉱山

①概要

・概要：操業1745年～1941年(約200年間採掘)された銅鉱山跡から発生する坑
廃水に対するパッシブトリートメントの導入を試行
2007年、ノルウェー汚染防止庁の働きかけにより開始
<標高700m、高山気候、年間降水(雪)量360mm>

・坑廃水の水質：pH2~3、Fe、Cu、Al濃度が高い
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・システム：嫌気性システム
・規模：4段(長さ8×幅1.5×深さ1.5m/1段)の連続処理サイト
・有機物等の材料：ほし草、モミ、貝殻砂、樺の木等
・試験結果：pH2～3かつ高い鉄濃度（1200mg/L→42mg/l程度）のため十分な

処理ができず断念→新規アクティブトリートメントの導入を検討
・坑廃水処理：未処理(現在も赤褐色の坑廃水が河川へ放流)

②パッシブトリートメントの概要
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Ⅱ．イギリス

旧クゥムルエイドル鉱山
概要：亜鉛鉱山
プロセス：ＲＡＰＳ

(嫌気性アルカリ添加
システム改良型)

対象元素：亜鉛、鉛、鉄、カドミ
坑廃水：中性

旧サウスクロフィ鉱山
概要：銅・錫鉱山
プロセス：嫌気性石灰水路

＋好気性湿地
対象元素：鉄、銅、ヒ素、カドミ
坑廃水：中性

１．パッシブトリートメント・サイト位置とその概要

ロンドン

16



２．各サイトの概要
(１)旧サウスクロフィ鉱山

①概要

・概要：この地域の多くの旧錫・銅鉱山から発生する坑廃水に対するパッシブ
トリートメントの適用可能性を見極めるために実証規模の試験を実施中

・プロセス：嫌気性石灰水路＋好気性湿地(配置の工夫)
・規模：幅5m×長さ20～25m×深さ0.5m(両プロセスとも同じ規模)
・対象金属：中性坑廃水中の銅、鉄、亜鉛、カドミ、ヒ素等の除去
・試験期間：2007年から開始され今年で3年目

出典：Environment Agency 資料
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②パッシブトリートメント・サイトの配置

出典：Environment Agency 資料

鉄濃度(12mg/l)が高い坑廃水流量1.5L/sec.(2系統の水質を分配)
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③試験結果の一例

出典：Environment Agency 資料

・重金属除去効果：RBN(嫌気性石灰水路→好気性湿地)が良い
・課題：すべての坑廃水を処理するサイト規模の設計、寿命の推測
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(2)旧クゥンムルエイドル鉱山

①概要

・概要：主に鉛・亜鉛を対象として18世紀から採掘し1914年に閉山
いくつかの旧坑から亜鉛等を含む坑廃水に対して小規模なパッシブ
トリートメント実証試験を実施中

・試験期間：2010年9月から開始
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坑廃水の流れ(0.1L/sec.)

坑廃水の流れ(OUT)

②パッシブトリートメントの概要(その1)

・プロセス：RAPS
(嫌気性アルカリ添加システム改良型)

・規模：幅2m×長さ3m×深さ1m
・対象金属：中性坑廃水中の亜鉛(17mg/L<旧坑

No6>、
76mg/L<旧坑No9>)、鉛等の除去

・坑廃水の流れ：上方から流入し、タンク下部に設置さ
れた集水管を通じて外部へ排出 21



石灰岩

貝殻・コンポスト・木片

下水汚泥スラッジ

貝殻・コンポスト・木片

下水汚泥スラッジ

0.6m

0.2m

②パッシブトリートメントの概要(その2)

・有機物等の材料：下水汚泥スラッジ、ウッドチップ、コンポスト
(牛糞等ではなく生活ゴミ系)、貝殻(大きさ1cm程度)

・バクテリア：人為的に接種していない(コンポスト起源)
・導入イメージ：地下埋設型(視覚的配慮)
・課題：重金属の回収方法(低コスト化が必要)
・設計：欧州でのパッシブトリートメント研究をリードするNewCastle大学

のDr.Jarvisによる室内試験や実証設備の設計が実施

坑廃水の流れ坑廃水流入位置
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●今回、ノルウェーでは多段式処理方法、英国ではパッシブトリートメントの組み
合わせ、ベンチスケール試験の組み方等、様々なケースを視察する機会を得た

●両国の現状から、低pH、重金属負荷量が高い坑廃水に対するパッシブトリー
トメントプロセスはまだ完成していない。
→ 個々の鉱山で 諸条件が異なる → ”現場重視”によるアプローチが必要

●パッシブトリートメントをデザインするにあたって、考慮すべき点は、①処理流
量の安定化(滞留時間の確保)、②利用可能な土地面積、③システム全体の寿

命、メンテナンス、④残滓の処理法、⑤種々のレベルでのコスト、⑥温度、⑦シス
テムの熟成度、等

●硫酸還元菌の栄養源となる有機物やアルカリ源の材料材は、”地産地消”の
概念が必要である(コストの低減、廃棄物等の再利用)

●寒冷地におけるパッシブトリートメントの適用可能性はある

Ⅲ．まとめ
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終了
レーロス鉱山村の街並み


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25

