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技術の現状

2011年11月30日
納 篤 ・⼩林幹男・中村英克
⾦属技術・⾦融⽀援本部
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資料9

１．パッシブトリートメント技術とは？

1

○パッシブ・トリートメント（Passive Treatment）

自然環境で得られる作用・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。

・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
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２．パッシブトリートメント技術のイメージ
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３．H23年度調査対象国と調査概要

モンペリエ大学モンペリエ大学モンペリエ大学モンペリエ大学(HSM)

旧旧旧旧Carnoules鉱山跡地鉱山跡地鉱山跡地鉱山跡地
対象：旧鉛-亜鉛鉱山からの坑廃水
プロセス：酸化槽＋嫌気性人工湿地
処理対象元素：鉄・砒素(亜鉛・鉛・カドミウム)

水質：酸性(pH3以下)

BRGM

MontRambert処理場処理場処理場処理場
Destival 処理場処理場処理場処理場
対象：旧石炭鉱山からの坑内水
プロセス：酸化・沈殿池＋好気性人工湿地
処理対象元素：鉄、マンガン
水質：中性(pH7)

(１)フランスにおける調査地とその概要
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200km

Googleの地図を利用の地図を利用の地図を利用の地図を利用
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①サイト名：①サイト名：①サイト名：①サイト名：Montrambret treatment plant (オルレアンから南に約430km)

(ア)概要：Loire石炭鉱山の閉鎖に伴う坑内水位の上昇によりOdaine川へ直接、高
濃度の鉄・マンガンが排出されることになったため2008年から処理を開始

(イ)坑内水の特徴：pH7.2～7.3、鉄濃度：20mg/L(国内環境基準5mg/L)、マンガン
濃度：5mg/L

(ウ)パッシブトリートメントの設計：

・全体構成：カスケードばっ気システム(鉄酸化促進)＋沈殿池(1200m3/深さ2m)

＋湿地タイプ(面積840m2/サイトの２つの湿地が直列で利用)

・湿地にはphragmeites australisやTypha latifoliaの葦類が繁茂

・滞留時間は約2日間。建設費は約300,000ユーロ。

・設計寿命は10年ごとのメンテナンスで対応できる処理許容量を想定

・坑内水の導水は自然流下方式で旧坑から約1km間を地下パイプで通じてサイ
トに供給。平均的な流量は230m3/hであり坑内水の水温は約20℃で安定

・処理効果は鉄が平均93%(第1湿地で70%、第2湿地で30%弱)まで除去可能
だがマンガンについては除去効率が低く34%

・水質測定は1ヶ月に1回程度実施し、測定箇所は4箇所(カスケードの前、後、
第一湿地の出口、最終的な河川の放流口)

・pHは全体的に問題なく、最大の問題は鉄の酸化沈殿による河川の茶褐色化
4
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坑内水坑内水坑内水坑内水

カスケード曝気カスケード曝気カスケード曝気カスケード曝気
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②②②②サイト名：サイト名：サイト名：サイト名：Destival treatment plant (サンティティエンヌから南に約200km)

(ア)概要：1986年にCevennes石炭鉱区での坑内採掘が終了した後、坑内水が
Gardon渓谷に流出したため2006年から坑内水処理を開始

(イ)坑内水の特徴：pH7、鉄濃度：20mg/L、マンガン濃度：4.5mg/L

(ウ)パッシブトリートメントの設計：

・全体構成：電動式のポンプで揚水→カスケードばっ気システム(鉄酸化促
進)→沈殿池(2400m2/深さ6m：澱物沈殿)→人工湿地(直列3段：各面積
1540m2、1480m2、1750m2) 

・湿地にはphragmeites australisやTypha latifoliaの葦類が繁茂
(毎年湿地の葦を刈り取り、その最適生育密度等を研究中)

・平均的な流量は230m3/h(設計値は最大500m3/h)。平均水温22～23℃。
・処理効果は鉄が平均93%まで除去できるが、マンガンは除去効率が低く34%

・水質測定は、鉄およびマンガンは一週間に一回、その他データ(pH、EC等)は
一ヶ月に一回程度。

・電動ポンプは、現在、3系統で対応。坑内水が河川に流失しないレベル(海水
面レベルで108～120ML)で維持。1ポンプあたりの処理量は7m3/Hr・系統。

・電気代は50,000ユーロ/年。
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立坑立坑立坑立坑

カスケードカスケードカスケードカスケード

好気性人工湿地好気性人工湿地好気性人工湿地好気性人工湿地
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③③③③サイト名：サイト名：サイト名：サイト名：旧旧旧旧Carnoules鉱山跡地鉱山跡地鉱山跡地鉱山跡地 (場所：モンペリエ北約60km)

(ア)概要：1730～1963年まで鉛-亜鉛を採掘した廃止鉱山。尾鉱堆積場には砒素、
タリウム、黄鉄鉱を含む尾鉱(硫砒鉄鉱等)が1.5Ｍt堆積。坑廃水の水質悪

化原因は堆積場下底部から発生する湧水の可能性が高く、モニタリング結
果ではpH1.2、砒素10g/Lという高濃度汚染水の発生を確認。

(イ)坑内水の特徴：pH3以下、砒素350mg/L、鉄750～2700mg/Lと少量の鉛、亜
鉛、カドミウムを含む坑廃水が流量約1L/min.で未処理のまま放流され、
河床は赤褐色～緑白色に変色。約200km流下し地中海に放流。

(ウ)パッシブトリートメントの設計：

・全体構成：酸化槽→沈殿槽もしくは嫌気性人工湿地。

・除去効果は砒素が最大20%程度しか除去できていない

・2002年の地中海性暴風雨で本実証試験サイトが崩壊。現在、現地での試験

は中断。再開に向けて基礎試験を継続実施しているが、最終的には関係機関
(政府、大学等)と調整が最大の壁。

・現在の主な研究テーマは同位体(バックグランド調査)と微生物研究(優先種)

(エ)その他：

・本サイトの下流部には普通に住民が生活。その河川水は畑やガーデニング
の水として使用。地域住民の健康診断(子供の血液検査等)をしている模様。
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・尾鉱堆積場(A)から耐酸ホースで
導水された坑廃水が、3タイプの酸
化槽(幅2×長さ4m、深さ10cm程
度)へ導水

・P1：栗の木の邪魔板設置方式(設
置幅50cm)

・P2：ポリ塩化ビニル板の邪魔板設
置方式(設置幅10cm)

・P3：ポリ塩化ビニル板を用いて傾
斜10%程度が付いたカスケード設
置方式)

・その後、P1とP3はその後沈殿池
へ、P2は嫌気性湿地へ各々導水

・滞留時間は0.5～3時間程度 概念図

プロセス概要プロセス概要プロセス概要プロセス概要

(A)

→ 鉄の酸化促進に着目した小規模実証試験の実施鉄の酸化促進に着目した小規模実証試験の実施鉄の酸化促進に着目した小規模実証試験の実施鉄の酸化促進に着目した小規模実証試験の実施
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ウエルバ大学ウエルバ大学ウエルバ大学ウエルバ大学
Esperanza処理場処理場処理場処理場
対象： IPB(イベリアン黄鉄鉱帯)に属す

る塊状硫化物鉱床からの坑内水
プロセス：calcite-DAS

処理対象元素：鉄、砒素、アルミ等
水質：pH2.4～3

(２)スペインにおける調査地とその概要
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ウエルバ大学ウエルバ大学ウエルバ大学ウエルバ大学
Monte Romero(Cueva)処理場処理場処理場処理場
対象：IPB(イベリアン黄鉄鉱帯)に属する

塊状硫化物鉱床からの坑内水
プロセス：calcite-DAS

処理対象元素：鉄、亜鉛、アルミ等
水質：pH3

200km

Googleの地図を利用の地図を利用の地図を利用の地図を利用
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④④④④サイト名：サイト名：サイト名：サイト名：IPB(IPB(IPB(IPB(イベリアン黄鉄鉱帯イベリアン黄鉄鉱帯イベリアン黄鉄鉱帯イベリアン黄鉄鉱帯))))

(ア)概要：

・イベリア半島南部に存在する東西約250km、最大幅60kmの世界最大級の塊状
硫化物鉱床。銅石併用時代から採掘の歴史あり(Rio Tinto鉱山等)。

・一方で、その歴史と規模から十分な鉱害対策が講じられず、現在も低pH・高重
金属濃度坑廃水の発生源

・この地域だけで約90の鉱山に硫黄、鉄、亜鉛、銅、鉛、錫やその他の金属が17
億t以上も集中。

(イ)Rio(川)-Tinto(赤)発祥の地：

・採掘跡の巨大なズリ堆積場からは、pH2、Fe5g/L、Al200～300mg/Lの坑廃水
が未処理のまま排出。しかし、すぐ近傍を流れる自然の河川もpH2-2.5、Fe1g/L
であり、鉱業活動の有無を問わず非常に自然汚染(バックグランド)が高い地域

・本地域の特徴は、周辺に酸性水を中和するだけの石灰岩(アルカリ岩)が少な
いため、酸性坑廃水が希釈されず発生し続けていること

・ローマ時代から始まった鉱業の歴史があるためPPP(Polluter-Pays Principle)の
概念がなく、過去に鉱業権者であっても鉱害対策の責任を有していない。

・この状態を鉱害問題としてではなく鉱業遺産(=現状保存)という見方あり
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⑤⑤⑤⑤サイト名：サイト名：サイト名：サイト名：Monte Romero(Cueva)処理場処理場処理場処理場 (場所：ウエルバの北約80km)

(ア)概要：

・旧Monte Romeroは塊状黄鉄鉱鉱床で少量の亜鉛、鉛、銅硫化鉱物を含む
鉱石を採掘。母岩は頁岩で周辺には石灰岩層は存在しない。

(イ)坑内水の特徴：pH3、鉄360mg/L、アルミ210mg/L、亜鉛390mg/L

(ウ)パッシブトリートメントの設計：

・全体構成：Calcite-DASタンク(容量3m3<高さ1.6m>/充填材：細粒石灰岩＋細
粒木くず<松>)→沈殿池→カスケードばっ気システム(酸化促進)→Calcite-DAS
タンク→沈殿池→MgOタンク(容量1m3/充填材：酸化マグネシウム＋細粒木く
ず<松>)

・Calcite-DAS(Dispersed Alkaline Substrate)システムとは、アルカリ源として細
粒の石灰岩と透水性確保のための細粒木片チップ(不活性材)を配合して長期
間の利用に耐えるよう工夫した新しい手法 (反応効率改善と流路確保)

・処理効果は9か月の試験期間を通じて、アルミ、銅、砒素、鉛はほぼ100%、鉄
は70%、亜鉛は25%除去できることを確認。

・現在、小規模パイロット試験が終了しフルスケールの実証試験場建設を準備
中。パッシブトリートメント総延長は約300m。
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・坑内水(流量約1L/min)をCalcite-DASシ
ステムに導水する前にプレトリートメント用
の沈殿池で鉄を酸化物として約40%除去

・この沈殿池では坑内水は赤褐色に変色
し、好気姓微生物は多量に繁殖、バイオマ
ットを形成し鉄の酸化物が晶出
(schwertmanniteFe3+16O16(OH)12(SO4)

2)

・沈殿池の必要容積は、室内試験を通じて
約100m3の確保を想定し幅10×長さ20×
深さ0.5mで設計

・処理流量は1.5m3/日。T1・T2タンクでは
pHを5～6まで上昇させ鉄とアルミを除去

・続くT3タンクではpH8～9まで上昇させ亜
鉛を除去。その後、沈殿地で貯水している
間にCO2などが吸収されpH7まで低下させ
て河川へ放流。

・T3で使用される酸化マグネシウムは近
傍の火力発電所から生じる残渣で、調達
コストは運搬費のみで原料費はゼロ。

 

概念図

プロセス概要プロセス概要プロセス概要プロセス概要
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⑥⑥⑥⑥サイト名：サイト名：サイト名：サイト名：Esperanza処理場処理場処理場処理場 (場所：ウエルバの北約80km)

(ア)概要：

・旧Esperanza鉱山は塊状硫化物鉱床で採掘対象鉱物は黄銅鉱。本鉱山から発
生した酸性坑廃水はOdiel Riverの最上流における汚染源

(イ)坑内水の特徴：

・pH2.4～3、鉄755-1100mg/L、Al128-167mg/L、砒素357-692mg/L(2008年)

(ウ)パッシブトリートメントの設計：

・全体構成：坑口からカスケード(5段：酸化反応促進)→DAS反応槽(深さ4mに対
し約2.5mの細粒石灰岩<体積比20%>と松の木くず<不活性材：体積比80%>を充
填)→沈殿池→河川

・坑内水は上から下へ流して処理され、滞留時間は2.5～5日。

・反応槽の処理許容量は43～86m3/日。

・処理効率として、砒素、クロム、チタン、バナジウム、アルミ、銅はほぼ100%の除
去を達成(約12カ月後にはカドミの除去率が60%まで低下、亜鉛、コバル ト、ニ
ッ ケルは最初良いが試験経過とともに1年後にはほとんど除去できない状況
まで低下することが判明)。まだ改善の余地あり。

・現在、今年末を目途にフルスケールの実証試験場(Calcite-DAS反応槽3カ所、
沈殿池6カ所で最大処理量150L/min.のシステム)を建設する予定。
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・最大の特徴は透水性の長期確保(プロセス寿
命の長期化)

・細粒石灰岩と木くずの充填材は室内試験で最
適割合を試算し、約10～50cmオーダーで垂直方
向に配合を工夫。水平方向は同じ配合比・DAS
反応槽内への導水は1箇所(JOGMECと同じ)

・フルスケールのパッシブトリートメント実証試験
サイト導入イメージは総延長約100mの規模

・ここは狭い渓谷であり、平面としての幅は約
30m程度しかない中で設計する必要あり。

・フルスケール規模の処理場建設コストは約30
万ユーロ(もともとRAPSを使用していたところを
再利用しているので大きな費用は不要)

・サイトの設計は最大流量を想定して検討すべし

・実際の導入は、同じサイトを2つ用意(安全性の
確保<流量が急に増加した場合の補助>とメンテ
ナンス用>し並列に配置。 概念図

プロセス概要プロセス概要プロセス概要プロセス概要
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フランス・スペインのパッシブトリートメント現地調査から得られた情報は以下のと
おり。

●実用化の現状：実用化の現状：実用化の現状：実用化の現状：石炭鉱山等を起源とする鉄含有坑廃水処理方法としてのパッシ
ブトリートメントプロセスはほぼ完成しておりすでに実用化段階。ただし、導入して
からまだ経過日数が浅く、サイトの想定寿命、メカニズム、バクテリアの役割等、
基礎的な研究はあまり進んでいない。よって、実用レベルでの最適な設計である
かどうかは未評価の段階。

●パッシブトリートメント設計のポイント：パッシブトリートメント設計のポイント：パッシブトリートメント設計のポイント：パッシブトリートメント設計のポイント：①平均流量の把握(季節変動を勘案し2
～3年分のデータを参照する)、②平均重金属濃度の把握(雨季、乾季の違い、処
理タンクの処理能力把握に必要)。また、サイトの設計においては、当該地の最
大負荷を想定した設計と予備系統の準備が必要。

●基礎研究：基礎研究：基礎研究：基礎研究：パッシブトリートメントは基本的に安価な材料を使い、シンプルな処
理プロセスで行われるもの。ただし、個々の坑廃水の最適な処理条件を見出す
ためには多くの基礎試験と時間(年変動、季節変動の評価等)が必要。

●研究思想：研究思想：研究思想：研究思想：IPB(イベリアン黄鉄鉱帯)から発生する低pH・高重金属濃度の坑廃

水に対し、新しいパッシブトリートメントの適用を試行。諸外国の先行研究や事例
では限界があることを経験し、独自の新処理プロセス(Calcite-DASプロセス)を開
発。我が国も固有の背景を踏まえた研究が必要。
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４．まとめ


