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鉱山にkける水質の保全について

大木恒

鉱山における水質の保安に関する法規は，現在昭和24年に施行された鉱山

保安法があるが，それ以前においても旧鉱業法の鉱業警察規則が施行せられ

ていて，その歴史は非常に古いものである。

明治末期から大正にかけてわが国の産銅気運が輿り，銅山がつぎつぎと開

発されてきた時期に，現在でも有名な23の鉱山ですでに鉱毒事件が発生して

いたのである。 この時期では廃水処理技術も幼稚でもっぱら鉱害の補償によ

って問題の解決を計っていたもので，鉱山の開発には影の形により添うごと

く鉱害問題が附随してきたわけで，鉱害防止なり鉱害補償に関する規定をい

れた鉱業法が早くから施行せられてきた所以で、ある。

このように鉱山の開発には，常に排水の問題，製錬所には鉱煙の問題が起

きて，鉱山業者はこれらの処理の問題を考えないではー塊の鉱石も採掘，製

錬ができない環境に置カ通れていたといえよう。

鉱山は炭砿と違って比較的山間僻地に位置することが多く，その場所が農

耕地なり淡水，海水漁場より相当遠隔地にある場合は問題は比較的少なかっ

たのであるが，最近のごとく耕地面積が拡大され，また水の利用が計画的に

実施されるようになると，鉱山の排水がL、ろいろの形をもって問題化される

ようになってくるのである。

鉱山は鉱床中より直接有用鉱物を掘採する事業であるため，その立地を変

更することは絶対に不可能であることは言を侯たないわけであるが，その附

近の環境は，あるいは農耕地となり，あるいは他の工業が立地し，漁場として

河川が利用され，発電工事が行なわれる等いろいろの形をとって開発が進捗

してし、くわけである。鉱山はこの場合でも常に四囲の環境の変化に即応して

鉱業も他産業も両立するように処置していかなければならないわけである。

一般の工場と違って，鉱山はその立地が限定されていることが基本的に鉱
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業の弱い点であるが，すべての場合，鉱業と一般産業との調整を計ること以

外に両産業の発展を維持推進する方策は見当らない。

鉱業の歴史のうちで附属製錬所が鉱害問題を起して，その立地まで変更さ

れた例は数多くある。汚水というよりはむしろ製錬所からの排煙が農作物に

害を与えるということで社会問題として騒がれ，立退きを余儀なくされて，

遂にその立地まで変更せざるを得なかったことがあった。鉱山においても鉱

害問題を懸念して積極的に探鉱を促進しようとする意欲を減殺させられてい

る例も数多く ある。

鉱害問題は社会的に喧伝されることが多く ，被害者は常に多数である。ま

たliiJ時に賠償の問題を含み，さらに鉱山側も被害者側もその事業内容の経理

面に重大な影響を与えることが多く ，時には企業の存立も危ぶまれることも

あってその争L、は；験烈をきわめ，集同の力によって解決を計ろうとするがご

とき様相さえ散見されるのである。

;Wi害問題の解決が，このよう にカによって，被害者側が強力な場合は加害

者側が，加害者側が強力な場合は被害者側が泣寝入りのごとくうやむやのう

ちに解決されてゆくことが時には予想されることがあるが，このような解決

は決して本来の正当な解決策であってはならないものであるO

昭和24年施行された現行の鉱山保安法は，まず第 1条の法の目的として，

「鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し鉱物資源の合理

的開発を図る こと」と明記しである通り，鉱業を実施することにより他人に

損害を与える場合は，現在の技術水準で、可能な鉱害防止施設を施す等の措置

を講ずることによって，鉱害の発生防止に努むべきである。

鉱業法において も鉱業がその作業の特殊性から公益上少なからざる障害を

およぼすものであって，ある程度の鉱害は避けられないとして国家公益的な

見地から鉱業と一般公益および他産業との利害調整のための諸規定をおいて

いるが，おおむね鉱業権そのものの制限または鉱業実施の一般的な制限で、あ

る。

鉱山保安法はこれに反して， 鉱害防止に関して鉱業実施中の具体的，直接

的な制限に重きをおいて規定されているので，この両法がおのおの相倹って

成果を期するとし、う建前であり，両法とも鉱物資源の合理的開発をその目的

にう たっており， 基本的性格からいって両法の鉱害防止の概念は同ーと考え
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られる。

さて前記のごとく 鉱山保安法によ る鉱業実施中の具体的，直接的な制限

は，同法第30条によって省令に委任されており，金属鉱山，非金属鉱山およ

び石灰石鉱山等は金属鉱山等保安規則に， 石炭鉱山は石炭鉱山保安規則に，

石油天然ガス鉱山は石油鉱山保安規則に，それぞれ鉱業権者および一般保安

技術職員その他の鉱山労働者が守らなければならない事項として詳細に規定

されているのであるc

次に鉱山における坑廃水処理技術であるが，戦後汚水処理問題の発展と未

利用資源の回収とを兼ねて急激に技術的な進歩を遂げている。すなわち従来

の石灰中和法に加え，地下水化処理，生物化学的処理が新らたに採用された

ほか， 1例をあげれば，鋭化ソ ー夕、法による銅の回収，ウル トラフィルター

使用による亜鉛の回収，分別沈澱法による鉄 ・亜鉛および硫酸根の回収，そ

の他の方法等の大部分がすでに実用化の域に入 り，廃；f.処理上大きな効果を

あげている。これは汚水を無害化するとしづ従来の観念からさらに一歩を進

めて，処理技術が資源を回収するとしづ新生面を開拓していることであっ

て，前記の未利用資源、の活用の点からも喜ばしいことである。

このよ うに廃水処理が技術的に向上の一途を辿ってきたことは，終戦後産

業廃水に関する鉱害問題が各所において取りあげられ，社会問題あるいは政

治問題にまで発展する事例が見受けられ，この問題に対処して鉱山が従来か

ら全力をあげて技術の改善と施設の増強に努め，さ らに発生した鉱害問題に

ついては， 慎重な調査によって万全の態勢を整えるべく鋭意努力を傾注した

結果である。

しかしながら現今の鉱害問題は非常に複雑化の傾向を加え，除害施設はも

ちろんのことであるが， 農業，水産，水楼生物，公衆衛生，その他広汎な知

識によって初めて十分な対策なり解決なりを期待し得られるのである。この

ように次第に複雑化してし、 く鉱害問題の傾向に直面して，産業廃水処理に関

係ある技術者が最も関心をもっ点は，処理技術以前の問題すなわち一体どの

ような水質が外部に被害を与えるのかとLづ点である。このことは廃水放流

後の水質すなわち利用点の水質をどの程度に維持すべきであるかを知ること

により経済的に有利な処理方法の選択を一層容易にさせるものである。

上述のように，現在まで多くの鉱害問題が発生しそれぞれの方法によって
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解決が図られてさたのであるが，必らずしも客観的妥当性をもって問題が解

決されていない面があることは注目しなければならなL、。その一因は多く の

問題が発生したにもかかわらず，被害対象に対する水質恕限度および恕限度

に対する考え方が明らかにされていない場合が多いことによると考えられ

る。それは実験的条件で自然条件にあてはめることの困難さ，ならびにその

結果，恕限度を確立することが如何に困難であるかを示す証左と考えられ

る。事実恕限度に関する研究あるいは発表資料が鉱害問題の発生の割に少な

L、事実を見てもうかがわれるわけである。

戦後水質基準の設立について，その必要性が各方面からl叫ばれ昭和26年 3

月，時の経済安定本部資源調査会が水質汚濁防止に関する勧告を発表したの

であるが，その内容は水質汚濁防止法を制定し，その法律の規定に基づき，

水質汚濁防止に関する行政機構および特別研究機闘を整備し，これらの機関

によりまず水質の実態および水質汚濁防止に関する基準につき調査研究を行

なわんとするものであって，水質汚濁防止に関する基準につき成案を得た場

合は，産業廃水の処理によるものについては，その性質上水系別の具体的基

準をそれぞれ法律をもって規定し，この法律の規定に基づさ水質に関する管

理を行なわんとするものであった。

その後，この勧告をめぐって各省間で種々 打合せが行なわれ，議論に議論

を重ねて後，今回の公共用水域の水質の保全に関する法律が国会に提出せら

れ成立したことは周知の通り である。この水質の基準に関する法律は，前記

の安本の勧告とその内容において相当変更されていることは事実であるが，

問題の水質の基準あるいは水質恕限度に対する考え方は，この法律あるいは

この法律によ って設置される審議会で明確に走義せられるも のと考えられ

る。

一般に水質の基準（Criteria〕は水質の標準（Standard〕と明確に区別すべ

きものであって，前者を 「事に当って正しい判断を下すために用いられる手

段」とし，後者を「公的機関によって制定された特定の規則，原則もしくは

条令」と定義して諭せ、られなければならないと考えられ，すでに米国におい

ても，この点の使い分けを明確にして水質恕限度に対する定義としているO

L、ずれにしても，このような基本的な考え方を含めて，今後の水質審議会で

論議されることであろう 。
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さて次に鉱山のうち特に問題のある金属鉱山の坑廃水によ る鉱害の防止の

現況について若干記述してみたいと思う。

鉱山保安局は鉱山保安法に基づいて，次の事項を慎重かっ強力に推進しつ

つある。

1. 鉱山における除害設備の整備促進。

2. 坑廃水処理の新技術の研究の推進と実用化。

3. 鉱害を発生しまたはそのおそれのある鉱山およびその下流水域の水質

および土接調査。

4. 鉱害関係の文献資料の収集と刊行。

5. 鉱務l産官官の鉱害防止に関する特殊研修。

以下各項目について概説する と，

1. 鉱山における除害設備の整備促進

鉱山の鉱業権者は鉱山保安法および金属鉱山等保安規則に基づき坑廃水に

よる鉱害の発生のおそれが多い場合にはその除害設備を設け，またその維持

管理を良好に保つ義務を負っている。鉱山保安局は出先機関である全国 8地

区の鉱山保安監督部の鉱務監督官をして随時鉱山を巡回させ，｜徐害設備の必

要があるにかかわらず設けていない場合，または設備があっても不十分また

は不適当と認められる場合には，その都度設備の設置または改善についての

通達を発して鉱害発生の防止に努めている。

昭和32年度末現在，全鉱山および附属製錬所2,061事業所のうち21%の437

鉱山製錬所が坑廃水を排出しており，また排出している水量の39%が徐害処

理を施した後放流され，残り 61%は鉱山の周辺に実害を与えないか，天然河

川に合流の結果恕限度以下に稀釈するため，無処理のまま放流されている。

昭和32年度中に金属鉱山保安規則第295条～第297条に基づいて鉱山保安

監督部長が発した上記坑廃水処理設備の設i量または改善：こ関する通達書は交

付件数43件であった。

2. 坑廃水処理技術の研究の推進と実用化

有害成分を含んだ坑廃JRの処理方法としては従米ほとんど消石灰による中

和と沈でん池，ろj邑池による清澄化が主であった。

鉱山保安法施行後，鉱山保安局においては，坑廃水の処理施設の整備促進

と効率化を重点的に推進した結果，処理技術は一段と向上し新技術の採用さ
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れるもの多く，水質汚濁防止上大きな成果を収めつつある。その主なるもの

は次の通り。

a. 石灰石粉末による中和処理とタワーミルの採用

b. 酸化炉床の採用

c. 地下水化の促進

d. 分別沈でん法による銅の回収

e. ウルトラフィルターによる亜鉛の回収

3. 鉱害を発生しまたはそのおそれのある鉱山およびその下流水域の水質

および土壌調査

金属鉱山においては坑内より流出する坑内水および選鉱，製錬の処理過程

の際の廃水，あるいは拾石鉱さいのたし、積場の渉透水等は酸性の強いものが

多く，また銅，鉛，亜鉛，枇素等の諸成分を含む場合がある。これらが高濃

度に達すると，農産物，水産魚貝類に被害を与えるわけであるが，この種の

鉱害は自然条件と競合する場合が多く ，鉱山が実際に被害を与えている程度

の技術的判定が極めて困難な事例が多L、。これらの問題の解明は鉱山廃水の

性状，関係河川の緩衝能力ならびに利用状況，流域農地の地力等に関する科

学的資料を基礎として初めて可能となる。

このような観点から，鉱山およびその付近の前記諸事項の現状を把握する

ことは極めて重要で、あって，鉱山保安法施行以来，数次に亘って調査を行な

ってきたので、あるが，昭和31年以降は全国の鉱山保安監督部に水質の調資分

析器具を笠備し，坑廃水および関係河川，関連水田，坑廃水処理施設等を対

象として，さらに精密な調査を実施してきた。すなわち昭和31年度に 23鉱

山，昭和32年度において30鉱山の調査を行なった。また昭和33年度調査はjjij

年度と殆んど同数であるが，これで鉱害発生の可能性のある鉱山の大半の調

査が終了する。

調査資料は目下鉱山保安局において整理中であるが，鉱山の操業状況の変

化に応じて坑廃水のおよぼす彬響も逐年変化してゆくはずであるので，この

種の調査は今後も引続き継続してゆく予定である。

4. 鉱害関係文献資料の収集と刊行

鉱害問題で技術上の最も根本となる点は， 如何なる水質が如何なる対象に

どのような被害を与えるかという点であり，この恕限度に関する資料収集の
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必要性から常時国内の関係文献を集め，逐次「鉱害関係文献集」として刊行

してきた。第 1集 「土壌植物篇」， 第2集 「水桜動物篇」および第3集 「坑

廃水処理篇」として取まとめ監督上の参考資料とするとともに一面関係者に

対する PRに努めてきたわけである。

また昭和31年度には，鉱害関係鉱務監督官特殊研修資料をとりまとめた

「鉱煙および坑廃水」 を刊行したほか， 先年来外務省を通じて入手した英，

米，仏等諸外国の水質関係文献集から，カルブオルニヤ州水質汚潟防止庁編

さんの 「水質基準」 (Water Quality Criteria〕 1952年および1954年版を選定

し融訳刊行した。

5. 鉱務監督官に対する鉱害に関する特殊研修の実施

鉱害問題が最近ますます技術的に複雑化する傾向にあり，坑廃水処理技術

のみでは問題の解決に十分でないので， 農業，水産生物化学， 7）＼.綾生物，地

球化学等種々の観点から検討を要するため，鉱山保安局では全国の鉱山保安

最督部の鉱害関係担当官の知識ならびに技能の向上を図るため，ここ両3年

に亘り鉱務監督官研修所を開設レ必要な技術の習得に努め，対策および指導

にあたって遺憾なきを期してきたわけてーある。

次に昭和31年度以降鉱害が著しいとされている鉱山につき， 鉱山保安監督

部において鉱山内および下流河川水について特定検査を実施し， 調査報告書

が完成した49鉱山についての調査結果を検討して見るに，

(1) 坑廃水量および処理率

区

処 理

無処理

計

坑廃 7~ F宅

工E 百 分率

73% t
i

o
o
q
u
 

つd

t
A

AUT

316 m•／分 45.5万ト ＇／ ／ 日

114 16. 5 27 

430 62.0 100 

なお前記49鉱山の鉱種別内訳は，

鉱種名 ｜ 銅 1 ：吉弘 ｜鉛，亜鉛｜石膏｜計
4 ~ 

::> ? ・4 49 

である。
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(2) 処理方法

坑廃水処理の方法としては懸濁物の除去（濁りの沈清），有害金属イオン

の除去（沈澱銅などの採取），中和処理（中和剤の添加〉，およびこれらの組

合せが行なわれており，前記31鉱山の内訳は消石灰14，消石灰・炭カル併用

2，消石灰・硫化ソーダ併用 l，生石灰 I，石灰石2，沈澱銅採取のみ 1,

沈清のみ9，地下水化しとなっている。

前記のうち沈澱銅を採取している鉱山は14鉱山であり，その内容は，

I l 鉄屑使用量 ｜ 採 取 銅 量
鉱山数 ｜ 処理水量 l , I , 

! 1 距 ｜処理水 ｜ ｜ 処理水｜ ｜ 総 ｜ ！総量 ｜｜ ｜帖 血 I(1,oooms当り）｜ I o.oooms当り ）

14 I 4剖万凶／月 初 8内 72g I弼刊 4lg 

なお懸濁物の沈清を行なっている鉱山の総数は27で，これに用いる沈澱池

（鉱さいダムを含む〕の合計面積は36.5万平方メートルにおよび，いずれも

濁りを沈清させるためには大体必要量を満足している。

(3) 処理成績

処理前の坑廃水の水質が処理後どの程度好転しているかについて，主とし

て pH，銅，亜鉛，鉄および硫酸根について検討した結果，

（乱） pH値

無処理および沈清以外の22鉱山につき処理前後の pH値を比較すると，

殆んど総ての鉱山が pH値は上昇しているが， うち 7鉱山は pH値向上の

程度が極めて低いが，これは原水の pHが中性に近いもので，これ以上引

上げる必要のないものである。処理後の pH値は22鉱山中15鉱山は pH値

5以上となっており，残り 10鉱山はそれ以下である。

次に放流前の河川水の水質を調べてみると， 47鉱山中上流の自然河川の

水質が pH5.8以下の値を示しているものが 9鉱山あり，これは自然地層

中に硫黄，硫化鉄鉱が多い場合，酸性湧泉が存在する場合等である。

放流後利用点における水質の変化は41鉱山中 pH値低下11，無変化 6,

pH値上昇24，となり 相当程度好転している。この原因は河川水による稀

しゃく，中和作用によるものである。 すなわち利用点において， pHが不

良のものは41鉱山中10鉱山で，このうち 7鉱山は天然河川が不良であり，

3鉱山は坑廃水の放流によ って不良化したものである。
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(b）銅イ オン

政流水量が僅少である鉱山を除外した42鉱山についての放流直前の平均

坑廃水量は 36m3／分で，この銅含有量は平均13ppmである。放流点におい

て鉱山の36%は含有銅イオンが0～5ppm程度増加するが，利用点において

は全鉱山の平均銅イオン含有量は 0.57ppmに稀しゃく される。なお鉱山山

許においての銅の除去率は平均90.6%である。

(c) 亜鉛イオン

亜鉛イオンを含有している坑廃水の例は比較的少なく，また含有量も比

較的少ない。利用点における亜鉛の含有量は 2,3の鉱山を除き 0.23ppm 

で最大含有量を示すものは 7.5 ppmである。なお鉱山山許においての車鉛

の除去率は平均74.4%である。

(d）鉄イ オン

坑廃水中に含まれる鉄イオンの量は消石灰をもって適正な中和を行なっ

ている場合にはその除去率はすべて90%以上である。しかしタンカルの場

合は一般に低L、。また沈i殿銅を採取する場合には鉄を著しく溶出 するの

で， 石灰の使用量が少ない場合は鉄イオンの量は原水より増加する例が 2'

3ある。平均除去率62.8%。

(e) 硫酸根

42鉱山の放流直前の坑廃水中の so，は平均 920ppmである。これが河川

に放流された直後so，含有量が減少または増減のないもの 5鉱山以外はす

べて増加している。そして利用点においてはso，含有量はlQppmの増加に

止まるものが大部分であるが， なかには 200～500ppmも増加しているも

のも 1, 2鉱山ある。 なお利用点における平均so，含有量は 55ppmであ

る。

以上検査結果の概要を記述してみたが，まだ統計的に十分な資料の取鎮め

ができておらず，近L、うちにその全貌が明らかになるこ とと考えられるが，

2' 3の例外を除いて，現在ではそれほど、河川水質に悪彩響を与えていない と

判断される。しかしながら坑廃水の処理は四六時中間断なく実施することが

必要であ り，また環境の変化に適応した対策がたてられなければならない。

（通商産業省鉱山局鉱業課長）
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