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[本文] 

 

「平成 27 年度植物利用型坑廃水浄化技術等基礎調査事業」に係る報告書 

 

【１．調査の目的と内容】 

１． １ 事業目的 （調査の目的） 

 金属鉱業等の休廃止鉱山は、事業活動終了後も坑口や堆積場等から重金属を含んだ坑廃

水が永続的に流出し続けるため、地方公共団体等は廃水処理等の鉱害防止事業を実施して

いる。この鉱害防止事業は収益を伴わない永続的な事業であることから、これに要するラ

ンニングコストの低減は、国民経済負担の軽減という観点からも重要な課題である。この

コストの主要因としては、重金属除去のための薬剤費用、およびそれに伴って発生する多

量の沈殿物の浚渫費用であるため、薬剤使用量の低減と沈殿物低減が主な課題である。 

 植物が有する重金属吸着性を利用し、坑廃水中の重金属を選択的に濃縮して除去するこ

とが可能となれば、上述の課題をクリアできる。 

このため、本事業では、重金属を高濃度に蓄積する植物を用いて、坑廃水中の重金属の

除去能力や酸性坑廃水への耐性、費用対効果を検討するための基礎試験を実施し、休廃止

鉱山の鉱害防止事業のコスト削減策としての適用可能性を調査検討することを目的とする。 
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１．２ 事業内容 （提案内容の要約） 

 重金属を蓄積する植物を用いて坑廃水の重金属除去効果に係る基礎的な試験及び調査を

行い、今後の適用可能性に資するデータを収集し、可能性を評価する。事業の提案書で掲

げた具体的な実施内容を整理し、提案事項を網羅する内容として、以下の（１）から（６）

にまとめた。なお、（２）、（５）には公募時に示した独自の提案実施内容が含まれている。 

 

（１）植物およびモデル坑廃水（鉱山）の選定等 

水質浄化を実施するにあたり、坑廃水の無処理放流を行える可能性の高いモデル坑廃水

を選定し、これについて、重金属を植物により吸着除去が実現した場合の期待されるコス

ト低減効果を把握し、開発目標を設定した。 

 この開発目標を達成できる可能性の高い植物体を、「重金属の蓄積特性」、「坑廃水への耐

性」、「培養等の生産性」等の観点から既存研究や文献等から情報を収集し、鉛除去方法の

比較検討を行い、植物を選定した。 

 

（２）選定した植物の栽培試験等 

 選定した植物において、栽培（培養）試験を実施し、坑廃水浄化に使用するための基礎

試験を行った。栽培は実際の坑廃水浄化への適用方法として、固液接触・固液分離、植物

体の回収を連続的に行う事を想定し、植物体を定着させる基材上で行った。収集したデー

タは、培養の条件（温度や栄養条件）、培養期間や生長速度である。 

栽培基材は、酸性坑廃水に耐性のある基材の選定を行うとともに、基材への植物の定着

性を調査した。 

 また、ラボ環境での環境再現試験、現場環境を模した水質での栽培試験を実施した。 

 

（３）坑廃水データの収集 

 選定したモデル坑廃水について、現地でサンプリングを実施し、ｐＨ、酸化還元電位お

よび電気伝導度を測定し、採取した坑廃水の水質分析（金属含有分析）を行った。分析項

目は鉄、鉛、亜鉛、銅、カドミウム、ヒ素を基本とし、選定したモデル坑廃水の特徴に応

じて分析項目の入れ替えを行った。同時に坑廃水に含まれる栄養塩等の分析を同時に実施

した。 

 将来の現場試験を想定し、坑廃水の水量、坑廃水系統、現場における処理プロセス及び

中和殿物発生量のデータを収集した。 

 選定したモデル坑廃水の採水は、事業期間内に３回実施した。 

 

（４）他の重金属除去方法との比較 

 選定した植物による重金属の除去効果について、他の吸着物質の吸着性能の比較を行い、
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植物による重金属除去性の経済性を評価するための基礎データを収集した。 

 

（５）適用可能性調査 

 植物を活用した坑廃水処理の新手法について、坑廃水の重金属含有量及び水量等を考慮

し、国内の休廃止鉱山への適用可能性について検討した。 

 また、適用可能性を検討するにあたり、回収システムの構築が重要となる。重金属等を

吸着・蓄積した植物は、連続的に系外に排出されることが望ましい。そのため、栽培と並

行して連続的に植物体を回収するシステムを構築し、システムの原理実現性についてラボ

レベルで検証した。 

 

（６）会議体の設置 

 本分野の専門家を交えた会議体を設置し、調査結果を基に報告書の検討等を実施した。

構成員は坑廃水処理・植物利用に関連のある分野の研究者および技術者等の３名で構成し、

した。会議は事業期間内に２回開催した。 

 会議参加者の選定や開催時期、進め方については、あらかじめ商務流通保安グループ鉱

山・火薬類管理官付担当者に十分に連絡・相談を行い、会議に参加していただいた。 
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２．事業実施結果 

以下に、上述１．２に記載した（１）～（６）の各々の事業内容について調査結果を記

述する。 

２．１． 植物およびモデル坑廃水（鉱山）の選定 

２．１．１． 坑廃水処理事業の課題 

鉱害防止事業は収益を伴わない永続的な事業であることから、これに要するランニング

コストの低減は、国民経済負担の軽減という観点からも重要な課題である。このコストの

主要因としては、重金属除去のための薬剤費用、およびそれに伴って発生する多量の沈殿

物の浚渫費用であるため、薬剤使用量の低減と沈殿物低減が主な課題である。図２－１－

１に示すように、労務費低減の努力は進んでいる一方で、材料費が大きく変わっていない

のが実情である。また、坑廃水処理工程で発生する沈殿物は、処分費が嵩むことに加え、

捨て場となる沈殿物集積場の用地確保が課題となっている。 

 

  

図２－１－１ 坑廃水処理事業に係る労務費等の推移 

 （出典：中央鉱山保安協議会金属鉱業等鉱害防止部会  

Ｈ２４ 第４次基本方針の実施結果と次期基本方針における鉱害防止事業について、 

資料４ 鉱害防止事業の課題と論点整理） 
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２．１．２． モデル坑廃水の選定 

 

 表２－１－１に、平成24年10月19日中央鉱山保安協議会金属鉱業等鉱害防止部会（第３回）

資料３（経済産業省HP）より抜粋した国内坑廃水の水質データを示す。 

 

表２－１－１ 坑廃水の水質一覧 
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本事業では、鉛（Pb）濃度が高く、鉄（Fe）濃度が低い坑廃水を中和処理する場合には

薬剤（鉄塩）の添加が必要となり、薬剤費および沈殿物処理費が増大することに着目した。

上表データから、本事業のモデル鉱山として、松岡鉱山（秋田県湯沢市）を選定した。 
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２．１．３． 期待されるコスト低減効果の把握と開発目標の設定 

表２－１－１のデータによると、松岡坑廃水処理場では年間 407 kg の鉛が発生し、これ

を浄化するために使用されるポリ硫酸第二鉄に起因する沈殿物が年間 360 m３発生する（操

業原単位データから推定）。また、薬剤費に占めるポリテツの費用も非常に大きい。 

 

 そこで、植物により鉛を坑廃水から除去処理した場合の期待される経費削減効果を見積

もった。その結果、 

薬剤（ポリ鉄、消石灰、凝集剤）費用 年間 1,070 千円 

汚泥処分費（20 千円/m3 と想定） 年間 7,190 千円   となり、 

費用削減効果は最大で合計８百万円程度と見積もられた。 

 松岡鉱山の排水系統は複数におよぶ。事業の目標設定としては、特定の水系をターゲ

ットとして全体の 25 %程度の鉛を削減することとした。これにより年間２百万円の経済効

果を得ることができる。 
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２．１．４ 植物の選定 

 松岡鉱山の水質を改善できる可能性を備えた植物の選定作業は、既存研究や文献等から

情報を収集し、まず、重金属の除去の方法について比較検討した。その結果、維管束植物

を利用する方法（Phytoremediation）（Salt et al. 1995）とコケ植物を利用する方法

（Bryo-filtration）（Itouga et al. 2006）に大別できることがわかった。 

これら２つの方法について、植物の重金属の蓄積特性、坑廃水への耐性、培養等の生産

性等の観点から比較した。 

まず、PhytoremediationとBryo-filtrationの重金属の蓄積特性（原理）はまったく異な

っている。すなわち、Phytoremediationは、根から重金属を吸収し、植物体内で重金属を

無毒化・固定化させる方法であるのに対して、Bryo-filtrationは、体表面全体を通じた重金

属の吸着（細胞壁成分）あるいは重金属耐性能が低下した組織の細胞内へ捕捉させる方法

であることがわかった。この違いは、利用する植物群が明らかに違うためである。すなわ

ち、Phytoremediationでは維管束植物を用い、Bryo-filtrationではコケ植物を用いる。 

維管束植物、コケ植物ともに坑廃水に耐性な種類は存在し（Kelly 1988, Younger et al. 

2002）、国内にも自生している代表種は、維管束植物ではTypha latifolia L.（ガマ）、コ

ケ植物ではJungermannia vulcanicola (Schiffn.) Steph.（チャツボミゴケ）などを挙げる

ことができる。 

ガマやチャツボミゴケといった坑廃水に耐性のある有用候補植物をPhytoremediationあ

るいはBryo-filtrationで検討あるいは利用するためには有用候補植物そのものを栽培する

技術あるいは培養等によって生産性を向上させる技術が必要となる。しかしながらガマや

チャツボミゴケなど多くの有用候補植物の生産技術は、国内で利用可能なレベルに至るま

で十分に検討・整備されていない状況である。むしろ、園芸作物や農作物として生産技術

が確立・向上されているシダ類やイネ等を、坑廃水を対象にしたPhytoremediationで利用

したいところであるが、これら植物の類に坑廃水に耐性な種類は見出されていない状況で

ある。対して、コケ植物では、蘚類（ヒョウタンゴケ）で生産技術の研究開発が実施され

ている（DOWA－RIKENの共同研究で2008年4月から現在も継続中）。この共同研究では、

本種の原糸体が焼却灰溶出液中の鉛を除去できる新素材である（井藤賀他2009）ことに注

目し、400L規模の原糸体培養装置を開発した（井藤賀他2010）。さらに、ヒョウタンゴケ

の工業利用上の性質を重イオンビーム照射技術で改善する取り組みも実施し、現在では、

原糸体の状態を維持できるよう分化制御がなされた、しかも固液分離性にも優れる糸状の

均質な繊維構造をもつ原糸体の変異株（NB01株、図２－１－１）の取得に成功した（Itouga 

et al. 2011、井藤賀他2015）。このヒョウタンゴケの変異株（NB01株）の原糸体は、鉛（Pb）

を高蓄積する基本性質も持ち備えていることから本事業で調査検討する植物と選定した。 
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図２－１－１ 選定した植物（ヒョウタンゴケの変異株NB01株、原糸体） 

卓上型走査型電子顕微鏡装置（HITACHI、TM3000） 
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２．２． 選定した植物の栽培試験 

 ２．２．１． 栽培基材への定着試験 

ここでは、選定した植物の栽培試験を実施するにあたり、実際の坑廃水浄化への適応方

法として、「固液接触」・「固液分離」・「植物体の回収」を連続的に行うことを想定した実験

室内での栽培試験系の確立と整備を行った。 

 ２．２．１．１． 基材の選定 

酸性坑廃水に耐性のある基材の選定を行うために、当初、水没状態で取扱いが可能なさ

まざまな栽培基材（不織布、ロックウール、カゴなど）へ植物体（NB01株）を定着させる

ことを検証した。この検証過程を通じて実際の坑廃水浄化への適用方法としては、流水の

水没状態下の基材上で「固液接触」・「固液分離」・「植物体の回収」を連続的に行うこ

とが理想的であると想定できたため、かけ流しタイプの水槽用ろ過装置（ミニフィットフ

ィルターMF、コトブキ工芸株式会社、図２－２－１A）と本製品に装着する基材（ストレ

ーナースポンジPF-02、コトブキ工芸株式会社、図２－２－１B）を選定することにした。 

なお、ミニフィットフィルターMFは、マグネット式の循環ポンプで1分間あたりの揚水量約

2.5～3 Lの性能をもつ製品である。本製品は外掛け式の装置であり、液相（坑廃水）の吸

い込み部分のみ水槽の中に水没させ、その先端部分に基材（ストレーナースポンジPF-02）

を装着させて稼働させることで、水槽内の固液分離を実施することができる。 

また、ストレーナースポンジPF-02（図２－２－２A）は、可塑性があり、幅0.25mm程

度のスポンジ繊維（図２－２－２B）により形成された多孔性立体構造をしており、比較的

大きな孔の直径サイズは約2 mm（図２－２－２C）、小さな孔の直径サイズは約1mm（図

２－２－２D）の基材であることを卓上型走査型電子顕微鏡装置（HITACHI、TM3000）

で確認することができた。ATR-FTIR装置（Nicolet iS5 、Thermo Scientific）でストレー

ナースポンジPF-02の表面分析を実施し、得られた赤外吸収スペクトルを成分解析ソフト

（OMNIC Specta, Thermo Fisher Scientific）でスペクトルサーチ（成分検索）した結果、

ウレタン製（Polyether Urethane, PPO, pyrol.、ヒット率73.35）のスポンジであることが

わかった（図２－２－３）。 

上述したとおり、実験室内に本装置を多数設置することで、流水の水没状態下で「固液

接触」・「固液分離」・「植物体の回収」を連続的に行うことができる原糸体（NB01 株）

の栽培試験系を整備した（図２－２－１C）。
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図２－２－１ 流水の水没状態の基材上で原糸体（NB01 株）を定着させる実験室内栽培

試験系 

 

 

図２－２－２．選定した基材（ストレーナースポンジPF-02）の構造 

卓上型走査型電子顕微鏡装置（HITACHI、TM3000） 
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図２－２－３．選定した基材（ストレーナースポンジPF-02）のスペクトル（成分サーチ） 

ATR-FTIR装置（Nicolet iS5 、Thermo Scientific） 

赤外吸収スペクトルを成分解析ソフト（OMNIC Specta, Thermo Fisher Scientific） 

 

２．２．１．２．基材への植物の定着性調査 

ストレーナースポンジPF-02を装着したミニフィットフィルターMFを稼働させない状態

にしてみると、原糸体（NB01株）は水槽内で分散し（図２－２－１A）、ミニフィットフ

ィルターMFを稼働させた状態にしてみると基材（ストレーナースポンジPF-02）上に原糸

体（NB01株）が良好に集積し（図２－２－１D）、目詰まりしない基材として利用できる

ことを確認した。さらに、数日あるいは数週間、基材上で栽培できることも確認すること

ができた（図２－２－１E）。実際の現場では、「固液接触」・「固液分離」の繰り返しを

頻繁に行うことで、固液接触槽から系外へ浄化後の水を排水することを想定しているため、

長期にわたって基材上で栽培することは想定していないが、数週間、流水の水没状態にて

原糸体（NB01株）を基材上で栽培した後、基材からのはがれやすさについても確認したと

ころ、装置を稼働しない状態にした程度では、原糸体（NB01株）は、はがれ落ちないが、

原糸体と基材が複雑に絡まっている訳ではなく、ただ付着している程度であり、よってピ

ンセット等で軽くつつく程度で比較的きれいにはがれることを確認した（図２－２－１F）。 

上述したとおり、流水の水没状態下の基材上で原糸体（NB01株）を定着させる栽培試験系

を実験室内に整備することができた。 
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２．２．２ 栽培基材での栽培試験 

 ここでは、選定した植物、すなわちヒョウタンゴケ変異株の原糸体（NB01株）の栽培（培

養）試験を実施し、坑廃水浄化に使用するための基礎試験を行なった。 

基礎試験は実際の坑廃水浄化への適用方法として、「固液接触」・「固液分離」、「植

物体の回収」を連続的に行う事を想定し、流水の水没状態下の基材（ストレーナースポン

ジPF-02）上で栽培の条件（水温や栄養条件、光条件）、栽培期間や生長速度の調査を実施

した。さらに、ラボ環境での環境再現試験、現場環境を模した水質での栽培試験を実施し

た。 

 

２．２．２．１．生長速度（µ）の調査 

 生長速度（µ）は、一定期間内に一定容積内で観察された植物の重さの増加量（乾燥重量）

を計測し、以下の計算式で値を決定した。 

 

µ＝（Wa－Wb）／V／（Ta－Tb） 

 

ここで、 

µ：生長速度（g-dry weight/L/day） 

Wb：生長前の重量計測値（乾燥重量、g） 

Wa：生長後の植物体重量計測値（乾燥重量、g） 

V：バッチ式の栽培試験で用いた栽培開始時の水量（L） 

（※試験期間中に蒸発した水量は蒸留水を加えることで一定を保った） 

Tb：生長前の栽培日数（day） 

Ta：生長後の栽培日数（day） 

 

２．２．２．１．１． 浮遊させながら栽培する系と基材上で栽培する系の比較 

 ヒョウタンゴケの原糸体を浮遊させながら栽培する試験系（0.5L容量の扁平フラスコで2

週間液体通気培養する試験系、図２－２－４A）で得られた生長曲線（井藤賀他2010）をも

とに本種の生長速度を決定したところ、µ ≤0.043であることがわかった。また、同じ試験系

で最適化された栄養塩類濃度条件で得られた生長曲線から指数増殖期(exponential growth 

phase)を対象に最大生長速度を決定したところ、µ(max.) = 0.144であることがわかった（図

２－２－４B）。 

本事業で整備した流水の水没状態下の基材上で原糸体（NB01株）を定着させる実験室内

栽培試験系（0.8L容量のバッチ式の長期間栽培する試験系、図２－２－４C）で得られた生

長曲線から生長速度を決定したところ、栽培期間0～14日ではµ ≤ 0.026、栽培期間14～28日

ではµ= 0.031、栽培時期28～40日ではµ= 0.004であることがわかった（図２－２－４D）。 

本事業で整備した基材上で栽培する試験系では、原糸体が分散していない状態で栽培する
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ため、浮遊させながら栽培する試験系の生長速度の7割程度を示すことがわかった。

 

図２－２－４．生長速度（µ）の比較（２つの栽培試験系での比較） 

 

 

図２－２－５．生長量パターンと硝酸態窒素消費パターンの解析 
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２．２．２．１．２． 栽培期間の調査 

基材上で栽培する試験系では、栽培期間28～40日では、生長速度が著しく低下していた

（図２－２－４D）ことから、実験室内で実施する試験の栽培期間は長くても1か月以内で

十分であることを確かめた。生長速度が著しく低下する原因を探るために栽培試験の液相

中の栄養塩類濃度のモニター値を解析した結果、栽培期間中液相中で枯渇することはない

が高い負の相関（r=-0.9998）を示す硝酸態窒素（NO3-N）濃度の消費パターンを見出すこ

とができた（図２－２－５）。本調査では、硝酸態窒素（NO3-N）濃度以外の何らかの制限

要因が生長速度を著しく低下させたのではないかと考えられる。 

 

 ２．２．２．２． 光照度の違いが生長速度（µ）に与える効果・影響について 

光照度（lux）は、光源から発した光が照射対象の床や壁に当たった明るさを数値化した

値のことである。光合成と光環境との関係について研究するためには、厳密には光合成光

量子束密度(Photosynthetic photon flux density：PPFD、単位：µmol/ m2/s)を使用するこ

とが適当であると考えられている。本事業の調査では、実験室内で蛍光灯や LED 装置を利

用して植物を栽培したため、照度計（Light Meter、LX-105、LUTRON ELECTRONIC）

を用いて測定把握した光照度（lux）の値を指標に、生長速度（µ）に与える効果・影響に

ついて調査を実施した（図２－２－６A）。 

 

図２－２－６ 光照度（lux）が生長量（速度）に与える効果（2週間） 

実験室内の蛍光灯の光照度条件（600lux）と LED（クリア LED パワーIII450, GEX）によ

り強制的に光照度を高くした条件（20,000lux）を対象に調査 
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LED装置を用いて光照度（lux）を33倍ほど高くした条件下で、選定した植物を栽培する

ことで、視覚的にも差があるほど良好に生長することが確認でき（図２－２－６B）、生長

速度（µ）は、5.5倍速くなることがわかった（図２－２－６C）。 

また、液相中の化学的な変化パターンについて、pH-ECプロットを用いて解析したところ、

600 lux条件下では栽培前後で著しい変化は認められなかった（図２－２－７A）が、

20,000lux条件下では栽培前後で著しく変化し、培養後のpHの値は4.3程度にまで低下し、

電気伝導率（EC）も低下することがわかった（図２－２－７B）。 

さらに、液相中のカルシウム（Ca）と亜鉛（Zn）の消費パターンについて解析したとこ

ろ、カルシウム（Ca）は、600lux 条件より 20,000 lux 条件下でより消費される傾向を示し

た（図２－２－７C）のに対して、亜鉛（Zn）は、20,000 lux 条件より 600lux 条件下でよ

り消費される傾向を示すことがわかった（図２－２－７D）。 

 

 

図２－２－７．液相中のpH-ECプロットおよびカルシウム・亜鉛の消費パターンの解析 
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２．２．２．３．現場環境における栽培試験 

水温は、現場環境では季節変化にともない変動するのに対して、室温を一定（23℃）に

保っているラボ環境で、水温はほとんど変化することはない。このように水温は、現場環

境とラボ環境でずいぶん状況の異なる環境要因のひとつとして挙げることができる。今年

度、現地調査は秋から冬にかけて実施した。この現地調査を通じて、選定した坑廃水

（MWW-H）はラボ環境の水温と比べて、10℃程度低い状態であることがわかった。よっ

て、実験室内の栽培試験では、水温を 10℃程度低い状態に制御した条件下でも実施し、選

定した植物が生存できるかについて確認することを実施した（図２－２－８）。 

 低温恒温水槽（チラー）装置（EYELA NCB-1200、東京理化器械株式会社）で栽培試験

水槽の水温を10℃程度にまで下げた条件（図２－２－８B,D）と20℃程度の条件（図２－

２－８A,C）で、実験室内の栽培試験を実施した（図２－２－８E）ところ、いずれの水温

条件でも生存できることを確認した（図２－２－８F,G）。14日間栽培試験を実施した後に

基材上に定着した原糸体（NB01株、図２－２－８H）を凍結乾燥し生長量を計測すること

で水温条件間に定量的な違いがあるかを比較調査したところ、有意差は認められなかった

（t検定、p>0.30、図２－２－８I）。 

 

 

図２－２－８．水温の異なる栽培試験（栽培期間：2週間） 
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 ２．３． 坑廃水データの収集 

 ２．３．１ 松岡坑廃水処理場現地調査の方法 

 現地の採水調査は、平成２７年 1１月１３日、１２月１８日、２月１７日の３回実施した。

１１月１３日の採水調査では、複数の採水ポイントで採水を実施し、全体像を把握した。

後の二回の採水では、浄化のターゲットとして絞り込んだ採水ポイントにて、水質変化や

変動の有無について確認するための分析を実施した。ポイントの選定にあたっては、鉛濃

度が高いこと、冬季の積雪があっても採水が可能なポイントを選定した。 

 分析項目は、ｐＨ、電気伝導度を測定し、鉄、鉛、亜鉛、銅、カドミウム、ヒ素を基本

とし、金属の分析はＩＣＰ－ＡＥＳ（iCAP6300 サーモフィッシャーサイエンティフィック

製）またはＩＣＰ－ＭＳ（NexION300, PerkinElmer）により行った。 

同時に、植物の栽培管理に必要な、栄養塩等の分析を実施した。分析方法は、JIS K 0102

に記載の方法を用いて行った。 
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２．３．２ 現地調査 

 現地の廃水水路には、好酸性のコケ植物（タイ類）ムラサキヒシャクゴケScapania 

undulate (L.) Dumort.やチャツボミゴケJungermannia vulcanicola(Schiffn.) Steph.が生

育していることを確認した（写真２－３－１）。両種ともに水銀や砒素を含む酸性河川に生

育していることが報告されている（Satake et al. 1990）。 

 
写真２―３―１ 重金属耐性コケ植物（タイ類） 

上：ムラサキヒシャクゴケ 

下：チャツボミゴケ 
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２．３．３ 水質分析の結果 

 １回目のサンプリングでは、松岡鉱山の主要なサンプリング地点９か所について水質分

析を実施し、鉛の分布を調査した。その結果、全体の鉛負荷の約６割が大切坑坑廃水に集

中していることが確認された。この鉛を半減させることができれば、２－１－３目標を十

分に達成することが確認できた。 

したがって、２回目、３回目のサンプリングおよび分析は大切坑坑廃水を重点的に実施

した。分析結果を表２－３－１に示す。 

 

写真２―３―２選定した坑廃水採取場所（大切坑坑廃水） 

 

 

 

 

表２－３－１ 採取したサンプルの水質分析結果 

採水 pH 電気伝導度 温度 Mg K Ca Mn Fe Cu Zn As Cd Pb DO
アンモニア態
窒素

硝酸態
窒素

亜硝酸態
窒素

- (mS/cm) ℃

第1回目 5.1 N.D 14.1 5.29 4.75 11.1 0.39 0.02 0.28 8.1 <5ppb 0.04 2.59 6.25 <0.1 <0.1 0.5

第2回目 4.70 N.D 10.30 5.35 3.81 11.8 0.40 0.03 0.24 7.8 <5ppb 0.04 1.99 6.83 <0.1 <0.1 0.4

第3回目 4.88 N.D 6.50 5.27 2.92 10.1 0.48 0.04 0.27 7.9 <5ppb 0.04 1.97 5.82 <0.1 <0.1 0.5

[mg/L]
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２． ４ 他の重金属除去方法との比較 

 

廃水中の鉛を受動的に処理する一般的な手法である吸着処理法を対象として、選定した

植物と天然ゼオライト（図２－４－１）の鉛除去効果を比較した。 

 

 

図２－４－１．調査で用いた鉛吸着材の比較 

卓上型走査型電子顕微鏡装置（HITACHI、TM3000） 

A－C：ヒョウタンゴケ原糸体（変異株、NB01株） 

D－F：ゼオライト（日東ゼオライト2号） 

 

実坑廃水（H27.11.13 サンプリング H：大切坑坑内水）における天然ゼオライト（日東

ゼイライト 2 号 10/20mesh）と原糸体（NB-01）の鉛吸着能力をあらかじめ試験したと

ころ、表２－４－１の結果を得た。 

 

表２－４－１ 吸着材の実坑廃水に対する鉛蓄積量（予備試験） 

 Pb 蓄積量 

天然ゼイライト（日東ゼオライト２号） 165mg/kg 

原糸体（NB-01） 870mg/kg-wet 

(49,000mg/kg-dry) 

 

資材としての鉛蓄積力は、原糸体がゼオライトよりも優れている。 

松岡鉱山のすべての鉛を上表の蓄積濃度で回収すると仮定すると、吸着材使用量は天然

ゼオライトの場合におおむね年間 2,500t を要し、原糸体の場合には年間 470t(wet)、
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8.3t(dry)となり、吸着後材の運搬・処分を経済的に行ううえで原糸体を用いること、原糸

体を乾燥させることにより大いに効果的である。 

次に吸着速度を比較するために、実排水に対して天然ゼオライト、原糸体をそれぞれ所

定量添加し、攪拌しながら水質の時間変化を調査したものが、図２－４－１である。 

 

 

図２－４－２ コケ原糸体と天然ゼオライトの吸着速度の比較 

 

図２－４－２より、原糸体は天然ゼオライトよりも早く平衡濃度に達する傾向があり、

吸着速度が早いことが認められた。ただし、吸着後の平衡濃度については吸着材添加水準

に左右されるため、それぞれの吸着速度、吸着平衡定数を定量的に比較することが今後の

課題である。 
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２．５ 適用可能性調査 

坑廃水処理へのコケ原糸体の適用可能性を評価するにあたり、事前に判明しているコケ

原糸体の鉛吸着特性を含め、本調査により得られた坑廃水への適用可能性を示唆する内容

を以下にまとめた。 

 

１）重量当たりの鉛吸着量が他の吸着材と比較して非常に高いこと（予備試験より、コ

ケ原糸体では、80 mg-Pb/kg-wet, 49,000 mg-Pb/kg-dryの吸着量、天然ゼオライトでは165 

mg-Pb/kg-dryの吸着量であった） 

２）コケ原糸体の生長速度は、基材上で栽培するよりも分散させて生長させた方が速く、

生長点を多く確保する事が重要であること 

３）低温の現場環境でも生長できること（本稿２．２．２．３．現場環境における栽培

試験にて確認） 

４）固液接触および生長点確保のための分散と水流による集積の繰り返し操作が容易に

できること（本稿、２．２．１．２．基材への植物の定着性調査にて確認） 

５）固液分離を容易に実施できること（図２－５－１） 

６）コケの原糸体の約９８％は水分であり、天日などの簡易な乾燥により大幅な減容化

が可能なこと 

７）吸着速度がゼオライトよりも早いこと（本稿２．４．他の重金属除去方法との比較

調査の実施方法にて確認） 

 

 

 

図２－５－１．ネット商品を用いた植物体の回収の様子 

植物体と坑廃水の混合溶液をネットやザルなどを通過させるだけの簡便な操作で、注い

だ瞬間に固液分離を実現できる 

 

 上述の特徴を活用したコケ原糸体の利用モデルを検討した。モデルの説明を図２－５－

２に示す。 

坑廃水の水流によって培養槽と処理槽を兼ねる液槽にてコケ原糸体が分散し、培養と処

理を行う。処理後はコケ原糸体がストレーナー（本稿２．２．１．１． 基材の選定で紹介

した基材など）により補足され、処理液のみが排出される。 
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また、コケ原糸体は定期的に抜き出し、網などでろ過して系外に回収される。 

このモデルでは、コケ原糸体を分散させて坑廃水と接触させて鉛を吸着でき、分散する

ことで同時に生長点が確保される。 

加えて、系外に排出されたコケを乾燥することにより減容化も実現可能であると考えら

れる。 

 

バルブ操作以外の
動力を必要としない

原水（培養液）

吸着後液

供給

排出

植物体の回収 網を用いて容易に固液分離

目詰まりしない基材

繰り返し

原糸体の分散による
接触向上、生長点の確保

 

図２－５－２．原糸体の分散による接触向上、生長点の確保を実現する回収システムの

イメージ 

 

このモデルの実現により、坑廃水へのコケ原糸体適用の可能性が見いだされた。 

今後、培養と処理を同時に実現する機構について詳細を検討することや、長期的な実用

の実証など、課題の抽出も含めて確認していく必要がある。 
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２．６会議体の設置 

 会議体は、以下 3 名の構成員で設置した。 

 

・大阪大学大学院工学研究科 教授 池道彦氏 （廃水処理、植物利用の専門家として） 

・早稲田大学環境資源工学科 教授 所千晴氏 （坑廃水処理、吸着理論の専門家として） 

・ＪＯＧＭＥＣ金属環境事業部調査技術課長 岨中真洋氏 （パッシブトリートメント専

門家として） 

 

また、会議参加者の選定や開催時期、進め方については、あらかじめ商務流通保安グル

ープ鉱山・火薬類管理官付担当者に十分に連絡・相談を行い、会議に参加していただいた。 

 

会議は平成２７年１２月２５日と平成２８年２月２２日の２回開催し、事業の進捗説明

とその後の進め方、まとめ方についてご意見をいただいた。 

 

 委員からの主な指摘事項は以下のとおりであった。 

 

第１回（H27.12.25） 

 ・コケの栽培・回収の作業が低コストでできるようイメージしておくこと。 

 ・変異株の取り扱いについて留意すること。 

 ・吸着能力の評価試験について工夫すること。 

第２回（H28.2.22） 

 ・今後は考えたシステムでの継続的な運用可能性をたしかめていく必要がある。 

 ・窒素を含む一般水質項目についても確認しておくこと。 

 ・ゼオライトとの比較ではさらに定量精度をあげてほしい。 

 

 

以上 
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