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石灰石を用いる酸性坑廃水の中和処理に関する予備的実験
Preliminary experiment of limestone neutralization of acid mine drainage
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Ⅰ はじめに
硫黄や鉄・銅等の金属を採掘していた鉱山では，そ
の操業終了後においても，坑道や掘削ズリの堆積場か

Ⅱ 実

Ⅱ．1

験

旧幌別硫黄鉱山の坑廃水の性状

ら，砒素や鉛等の有害な物質を含む坑廃水の流出が続

旧幌別硫黄鉱山は 1973 年に閉山した鉱山であり，

き，これが周辺の河川水などの水質悪化の原因となる

札幌の南東約 70 km に位置する（和田ほか，1983）．閉

場合がある．このような坑廃水の流出は自然に止まる

山後も酸性の坑廃水の流出が続き，炭酸カルシムと消

ことは無く，また，それを人為的に止めることも困難

石灰を用いた中和処理が行われている．

である．このため，坑廃水の流出が続く休廃止鉱山で

その坑廃水の流量及び水質は第 1 表に示す通りであ

は，その処理を半永久的に継続していくことが必要と

り，pH が 1.9 と低く，高濃度の硫酸イオン，鉄及び砒

なる．

素等が含まれている．

北海道においても，現在，13 の休廃止鉱山におい

なお，「坑廃水」
は坑道から流出するものと，ズリ堆

て坑廃水処理が継続されており，確実な水質の改善に

積場から湧出するものの総称であり，このうち前者は

加え，そのランニングコストの低減が大きな課題となっ

一般に「坑内水」
と称される．旧幌別硫黄鉱山において

ている．

中和処理されている坑廃水は，その全量が坑道から流

このような坑廃水の多くは酸性を呈し，通常，微粉

出しており，本来は「坑内水」
と称されるべきものであ

末状の炭酸カルシウムや消石灰などをアルカリ剤とし

る．しかし本稿で述べる実験の最終的なねらいが，坑

て坑廃水に添加する中和処理が行われる．しかし，坑

内水に限らず酸性坑廃水全般についての中和処理の合

廃水の流量が多い休廃止鉱山では多量のアルカリ剤が

理化を目指すものであることから，以下においても

必要となり，これがランニングコストを底上げする大
きな要因となる．
一方，強酸性で知られる秋田県の玉川温泉において
は，礫状の石灰石を用いた酸性水の中和処理が行われ
ている（後藤：1990，玉川ダム管理所：2011）．このよう
に，坑廃水の中和処理においてアルカリ剤の一部ある
いは全部を，より安価な石灰石に代替することが可能
となれば，ランニングコストの低減が図られる．

「坑廃水」
と呼称することとする．
また，以下では硫酸イオン，鉄，砒素，カルシウム，
炭素はそれぞれ，SO4，Fe，As，Ca，C と表記するこ
ととする．
Ⅱ．2

実験の目的と方法

実験の目的は旧幌別硫黄鉱山の坑廃水を礫状の石灰
石を用いて中和した場合の pH の変化状況と，その過

しかし，不用意に石灰石を坑廃水の中和に用いると，
坑廃水に含まれる鉄などの水酸化物の析出あるいは，
石灰石から溶出するカルシウムと坑廃水に含まれる硫
酸イオンより生成される石膏による中和効果の抑制が
懸念される．
そこで，酸性坑廃水の中和処理におけるアルカリ剤
の石灰石への代替えの可能性を検討するため，北海道
内に所在する旧幌別硫黄鉱山の坑廃水を対象として，
予備的な実験を行った．

第１表

旧幌別硫黄鉱山における坑廃水の流量と水質
北海道・壮瞥町（2011）
より引用
Table 1 Flow rate and water quality of the acid mine
drainage at Horobetsu Sulfur Mine （after
Hokkaido prefecture and Sobetsu town, 2011）
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程における石膏及び Fe の析出状況の確認である．

（孔径 0.45 μm）を用いてろ過し，SO4 及び Ca 分析用と

このため，バケツ状の目盛り付き樹脂製容器（容量

Fe 及び As 分析用に分けてポリエチレン瓶（容量約 200

約 13 L，以下ではバケツと呼称する）に石灰石と坑廃

mL）
に封入した．なお，Fe 及び As 分析用の試料には

水を入れ，坑廃水の pH とそれに溶存する成分の濃度

容器封入時に硝酸を添加している．さらに，実験開始

変化を計測した（第 1 図）
．

直前に坑廃水の初期状態の把握のため，pH 測定と検

実験には北海道枝幸町産の石灰石を用いた．その径

液採取を行ったほか，実験中は，採水パイプ内の坑廃

は 2〜8 cm であり，重量 12.5 kg の石灰石を水洗いし，

水の循環を図るため，検液の採取時以外にも，採水パ

常温で乾燥後，バケツに入れた．また，バケツの縁に

イプ中の水をスポイトで吸引し採水パイプ外のバケツ

は，実験中の採水のための樹脂製パイプ（以下では採

内に戻す操作を適宜に繰り返した．

水パイプと呼称する）
を挿入した．
蛍光 X 線分析装置によって得られた石灰石の組成
を第 2 表に示す．なお，石灰石には C も含まれている
が，用いた分析装置の性質上，C は検知されない．従っ
て表に示した組成は C を除いた組成となっているこ
とに留意されたい．
石灰石を入れたバケツを中和処理場に持ち込み，坑
廃水 4 L を採取後，ただちにバケツに注ぎ込み，実験

以上の要領で採取した検液を実験室に持ち帰り，SO4，
Ca，Fe 及び As の濃度分析に供した．
これらの分析に用いた機器を石灰石の組成分析に用
いた機器と併せて第 3 表に示す．
また，坑廃水中に溶存する Fe は Fe2＋ と Fe3＋ の 2 つ
の形態に分けられるが，以下では特にことわらない限
り，Fe 濃度は両形態を合わせたトータルの濃度を指
すこととする．

を開始した．
バケツ内の石灰石層の間隙率はおよそ 0.5 であり，
注ぎ込んだ坑廃水の水面，及び石灰石層の上面の高さ

第 ２ 表 石灰石の組成
Table 2 Components of the limestone

は，共にバケツに付されている目盛りの 8 L の位置に
おおよそ一致した．
実験開始後，以下のように所定の間隔で 12 回に渡っ
て，採水パイプの先端近くから電動スポイトにより250
mL 程度を吸引し，その一部を pH 測定に供したほか，
残りを分析用の検液とした．
実験開始後 30 分までは 5 分間隔で 5 回

第 ３ 表 分析装置一覧
Table 3 Table of the equipment used for analysis

実験開始後 30〜60 分には 10 分間隔で 4 回
実験開始後 60〜100 分には 20 分間隔で 2 回
実験開始後 1200 分に 1 回
この採水の度にバケツ内の坑廃水の水位は低下する．
しかし，坑廃水に浸かっている部分に限ると，坑廃水
と石灰石の容積比は変わらず，坑廃水の中和に関する
条件は一定であると考えた．
また，検液は，採水後ただちにメンブランフィルター

Ⅱ．3

実験結果

実験によって得られた坑廃水の pH 及び SO4，Ca，
Fe 及び As の各濃度値を第 4 表に，1200 分後までの経
時変化の状況を第 2 図に，同じく 100 分後までの状況
を第 3 図に示す．なお，実験開始直前の坑廃水の初期
状態の値を経過時間 0 分の値として示している．
坑廃水の pH は初期状態では 1.94 であったが，実験
開始から 20 分後には 2.91，60 分後には 4.47 まで上昇
した．その後，上昇率がやや弱まるものの 1200 分後
第１図
Fig. 1

実験方法の概要
Outline of the experiment.

には 5.93 に達した．
SO4 の初期濃度は 1933 mg/L であったが，実験開始

石灰石を用いる酸性坑廃水の中和処理に関する予備的実験
（遠藤祐司・野呂田

晋・荻野

激）
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後は 1850〜1890 mg/L で推移した．
Ca の初期濃度は 82.3 mg/L であったが，実験開始後
5 分までに 296.5 mg/L まで急増した．その後，濃度の
上昇率は徐々に低下するものの，100 分後には601mg/L
まで上昇し，1200 分後には 702 mg/L に達した．
Fe の初期濃度は 257 mg/L であったが，実験開始後
60 分には 206 mg/L まで低下した．その後，濃度の低
下率は小さくなるものの，1200 分後には 160 mg/L ま
で低下した．
As の濃度は Fe と同様な変化状況を示した．すなわ
ち，その初期濃度は 7.15 mg/L であったが，実験開始
後 60 分までに 0.59 mg/L まで急減した．その後，Fe と
同様に濃度低下率は下がるが，1200 分後には 0.10 mg/L
まで低下した．

第２図
Fig. 2

水質の経時変化（0〜1200 分）
Change of the water quality.（0〜1200 mins）

第３図
Fig. 3

水質の経時変化（0〜100 分）
Change of the water quality.（0〜100 mins）

第 ４ 表 実験結果
Table 4 Table of the experiment result

Ⅲ 検

討

前章で示した実験結果に基づき，pH の変化状況，
石膏の析出，Fe の析出の 3 点について検討する．
Ⅲ．1

pH の変化状況

Ⅲ．2

石膏の析出

梅津（1991）は，硫酸溶液における石膏（CaSO4 ）の
溶解度を検討した結果，水溶液の pH が 3 以下ではそ

後藤（1990）
により，玉川温泉の酸性温泉水を石灰石

の溶解度は 0.2 g/100 g より高い値を示すが，pH が 3〜

によって中和した場合，10 分以内に pH が 1.2 から 3.3

4 程度以上になると溶解度は 0.2 g/100 g に近づき，場

まで上昇することが報告されている．

合によってはそれを下回るようになることを明らかに

一方，今回の実験では，坑廃水の pH は 1 時間経過
後までにほぼ直線的に上昇するものの，pH が 1.94 か

している（第 4 図）
．
溶解度が 0.2 g/100 g であることは，酸性水 1 L あた

ら 3.22 まで上昇するのに 30 分の時間を要した（第 4 表，

り 2 g までの石膏が溶解可能であることを意味する．

第 3 図）
．

これが完全溶解したときの Ca 濃度を，Ca 及び SO4 の

両者の pH 上昇の速さの違いは，水質や水温の相違

式量をそれぞれ 40 及び 96 として求めると，588 mg/L

と用いた石灰石の粒径の相違に起因すると考えられる．

の値が得られる．この値は，硫酸溶液中において，石

このうち石灰石の粒径に注目すると，玉川温泉の事例

膏の溶解度が 0.2 g/100 g の時の Ca の溶存しうる上限

では粒径 5〜25 mm の石灰石が用いられており，本実

の濃度とも言える．

験で用いたものより細かい．幌別硫黄鉱山の坑廃水の

一方，今回の実験では，実験開始から 80 分に pH が

場合も，今回より粒径の小さい石灰石を用いることに

4.91 となった時点で Ca 濃度は既に 593 mg/L まで上昇

より，pH 上昇の速さは向上すると考えられる．

し，最終的には 700 mg/L を超えた．この間，SO4 濃度
はほぼ一定であることから，石膏の析出は明確には認
められない．しかし，少なくとも実験開始後 80 分以
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第５図
第４図

酸性条件下における石膏の溶解度の変化
梅津（1991）
に加筆
Fig. 4 Change of the solubility of gypsum in acid water
（after Umetsu, 1991）
.

Fig. 5

pH による各種金属の溶解度の変化
アルカリ側で溶解度が上がる部分は省略して
いる．
Change of the solubility of metal ions.

出によるものであったことは明らかである．それ以降
は，Fe2＋が Fe3＋へ酸化する反応が律速反応となり，Fe

降，pH が 4.91 以上となった条件下では，坑廃水中の

濃度の低下率が下がったものと考えられる．

Ca 濃度は先に述べた Ca 濃度の上限値を超えており，

Ⅳ おわりに

石膏の析出が徐々に始まっていたことも想定される．
Ⅲ．3

Fe の析出

今回の実験により石灰石により坑廃水の pH を上げ

前章で述べたとおり，Fe 濃度は実験開始直後から

た場合，その当初から坑廃水に含まれる Fe3＋ の析出

低下しており，坑廃水が石灰石に触れた直後から析出

が始まること，pH が 5 程度以上になると石膏も析出

が始まったことが明らかである．また，その濃度の低

する可能性のあることが明らかとなった．

下率は実験開始後 60 分を境として，大きく減少した．

今後，この予備実験の結果を参考として，連続して

Fe 濃度の初期値及び 60 分後の値は，それぞれ 257

坑廃水が流れ込む系において，石膏及び Fe3＋ の析出

mg/L 及び 206 mg/L であり，初期濃度の 19.8％ にあた

物が石灰石の中和効果へ与える影響の有無に着目した

る 51 mg/L に相当する Fe が析出した時点で，その濃

実験を行う予定である．

度の低下率が変化したこととなる．
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そのままの形態では析出せず，酸化して Fe になら
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ないと析出しない条件にあったと言える．
旧幌別硫黄鉱山の坑廃水に含まれる Fe も Fe2＋と Fe3＋
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行った分析によっても，Fe 全体，Fe 及び Fe の濃
度として，それぞれ 261 mg/L，219 mg/L 及び 42 mg/L
の値が得られている．この場合の Fe 全体の濃度に対
する Fe3＋ の濃度の割合は 16.1％ であり，前述した Fe
濃度の低下率が急変するまでに減少した Fe 濃度の割
合と近い値であった．
以上より，実験開始から 60 分後までの Fe 濃度の低
下は，主に坑廃水にもともと含まれていた Fe3＋ の析
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