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第 1 章 はじめに 

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成 18 年度から平成 21

年度に、探査技術開発事業として、リモートセンシングによる探査技術開発（陸

域観測技術衛星「だいち」データ利用技術開発）を実施した。この技術開発は、

「だいち」データを利用して植生地域において５万分の１スケールと同精度の

地質図を作成することを目的としている。 

 今回の評価は、事後評価として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構 業務評価委員会 金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会（探査技術

分科会）において実施されたものである。 

本報告書は、当該分野に関わる国内外の研究開発動向や社会情勢の変化を踏

まえつつ、プロジェクトの目標・計画、研究体制、成果の意義、実用化の可能

性・波及効果などに関する、この事後評価結果をとりまとめたものである。 

なお、評価者、被評価者、評価事務局及び審議日は次のとおりである。 

 

評価者：業務評価委員会 金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

  （探査技術分科会） 

                         

（分科会長）小川 克郎  名古屋産業大学 学長補佐 

大学院環境マネジメント研究科長 

    

 （委員） 佐藤 功  独立行政法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門 

            情報地質研究グループ 

 

 （委員） 横井 浩一 日鉄鉱コンサルタント株式会社 企画部長 

 

 

被評価者（担当課）：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

  資源探査部 探査技術開発課 

 

 

評価事務局：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 評価部 

業務評価課 

 

 

審議日：平成２２年４月２７日  
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第２章 技術評価ガイドライン 

 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術評価ガイドライン（以

下、「本ガイドライン」）は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「資源機

構」）が実施する技術開発プロジェクトの技術評価を行うに当たって配慮しなけ

ればならない事項を取りまとめたものである。 

 

１． 技術評価の目的 

技術評価の目的は以下の項目から成る。 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発プロジェクトの目標、成果、資源機構の業務における位置付け

を明確にすることにより、技術開発プロジェクトに対して確実に社会的ニ

ーズや資源機構のニーズを反映させる。 

 

(2) より効率的・効果的な技術開発の実施 

評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を通

じ研究開発・技術開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について

検討し、より効率的・効果的な技術開発を実施していく。 

 

(3) 国民への開示 

技術開発プロジェクトの意義や内容については、評価結果の公表を通じ

て一般国民に開示していく。 

 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を事業や技術開発プロジェクトの継続、拡大、縮小、中止な

ど資源の配分へ反映させることにより、資源の重点化及び効率化を促進し

ていく。 

 

２． 技術評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

プロジェクトの実施者は、積極的に成果を公開し、その内容について広

く学識者、成果の応用分野の有識者等の意見を聴く。評価事務局において

は透明で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続き、評価

項目・評価基準を含めた評価システム全般について予め明確に定め、これ

を公開する。 
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(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である

外部評価者の導入等により、中立性の確保に努める。 

 

(3) 継続性の確保 

技術開発プロジェクトにおいては、個々の評価がそれ自体意義を持つだ

けではなく、評価とそれを反映したプロジェクトの推進というプロセスを

繰り返していく時系列のつながりにも意義がある。したがって、当該担当

部・課にとって、評価結果を後の技術開発プロジェクトの企画立案等に反

映させ易い、継続性のある評価方法で評価を行うことが必要である。 

 

３． 本ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインに係る技術評価の対象となる技術開発プロジェクトは以

下のとおりである。 

① 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち

「大型な技術開発」及び「公募型研究」 

② 金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクト 

③ 鉱害防止に係る技術開発プロジェクト 

 

４． 評価の類型と実施時期 

評価は、技術開発プロジェクトの実施期間に対するその実施時期により、

事前評価・中間評価・事後評価に類型化される。 

原則として、技術開発プロジェクト開始前に事前評価を、プロジェクト

終了後に事後評価を実施する。プロジェクト期間が５年以上の場合及び後

継プロジェクトの提案を予定する場合には、プロジェクト期間中に中間評

価を実施する。 

後継プロジェクトが実施されることとなったプロジェクトについては、

事後評価を省略し、後継プロジェクト終了時にあわせて評価を実施するこ

とができることとする。 

 

５． 評価体制 

(1) 評価者 

資源機構の外部に属する者で、当該技術開発プロジェクトの知見を有す

る専門家、自然科学一般に深い見識のある者、社会科学一般に深い見識の

ある者、当該技術開発プロジェクトで開発された技術を利用する産業界に

属する有識者や専門家等。 
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(2) 被評価者 

・技術開発プロジェクト実施担当部・課 

 

(3) 評価事務局 

・評価部業務評価課 

・技術企画部評価・普及課 

 

(4) 評価委員会 

評価は、上記評価者で構成される下記評価委員会により実施される。 

① 業務評価委員会 石油・天然ガス技術評価部会 

石油・天然ガスの探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトのうち

「大型な技術開発」及び「公募型研究」の評価 

② 業務評価委員会 金属資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

金属鉱物資源の探鉱・開発・生産に係る技術開発プロジェクトの評価 

鉱害防止に係る技術開発プロジェクトの評価 

 

６． 評価の方法 

(1) プロジェクト原簿 

プロジェクト原簿（第３章）又はそれに相当するプロジェクト内容を記

述した資料に基づき評価を実施する。 

 

(2) 評価項目 

評価の類型に応じた「技術評価・評価項目」（別紙）に従い評価を実施す

る。 

 

(3) 評価手法 

技術開発プロジェクトの類型、評価の類型に応じて適切な評価手法を用

いる。複数の技術開発プロジェクト間の相対的評価を行う場合等において

は、評点法の活用が有効と考えられ、技術開発プロジェクトの類型、評価

の類型及び対象案件の態様に応じて適宜活用することが望ましい。 

 

(4) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価者及び被評価者の過重な負担を回避する

ため、メールレビューを実施したり、評価項目を限定する等の簡略化を行

うことができるものとする。 

 

７． 評価結果等の取り扱い及び公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる叉は講じた措置については、機密の
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保持が必要な場合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得

等に配慮しつつ、一般に公開することとする。 

 

８． 評価システムの見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によって

なされるものであり、その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求め

ることは困難である。したがって、評価作業が終了する度ごとにその評価

方法を点検、より精度の高いものとしていく努力が必要である。また、本

ガイドラインについては、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年

度、見直すこととする。 

 

９． 評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者の対等性 

① 評価者と被評価者の関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積

極的にその知見と情報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評

価能力を評価されるという意味で相互に相手を評価するという緊張関係を

構築し、この中で、討論を行い、評価を確定していく必要がある。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を

妨げるものとして捉えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為とし

て、積極的に取り組むことが必要である。 

③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を技術開発プロジェクトの質をより高めるものとして

積極的に捉え、評価は評価者・被評価者両者の共同作業であるとの認識の

下、真摯な対応を図ることが必要である。 

 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術や社会情勢の変化が将来的に発生し

得るという点で、評価作業は常に不確実性を伴うものである。従って、評

価者はその精度の向上には必然的に限界があることを認識した上で、評価

時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めることが必要である。係

る観点から、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減点法

で評価することとなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害する恐れ

がある点にも留意する必要がある。 

また、技術開発にしばしば当初目的としていなかった成果が生じること

があるが、こうした成果も積極的に評価することが必要である。ただし、

これはあくまでも副次的結果であり、本来目指していた成果が十分得られ
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なかったことを補償するものとして位置付けるべきではない。 

 

(3) その他の留意事項 

① 所期の成果を上げられなかった技術開発 

技術開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が

得られることもある。したがって、失敗した場合には、まずその原因を究

明し、今後の技術開発にこれを生かすことが重要であり、成果を上げられ

なかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を否定的に評

価すべきものではない。また、評価が積極的な技術開発の実施の阻害要因

とならないよう留意しなければならない。 

② 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の

客観性を有するが、技術開発プロジェクトにおいては技術開発分野や内容

により、その意味は大きく異なり得るものであり、必ずしも成果の価値を

一義的に表すものではない。したがって、これらを参考資料として有効に

活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

（別紙） 

技術評価・評価項目（事後評価） 

 

１．プロジェクト実施の妥当性 

・プロジェクトの意義 

・資源機構が実施する必要性（資源機構のプロジェクトとして妥当であった

か） 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当であったか 

・中間評価時点の目標見直しは妥当であったか 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

・目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっていたか 

・情勢変化への対応は妥当であったか 

（技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直して

いたか） 

 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当で

あったか） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっていたか 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義（中間評価・事後評価のみ） 

・計画と比較して目標は達成されたか 

・目標のうち達成されなかった部分の要因分析は適切か。 

・要素技術から見た成果は得られたか 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

成果の実用化の可能性（開発された技術を利用するシナリオは描かれている

か） 

・成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されたか 

・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 

７．費用対効果 

・プロジェクトを実施したことによりもたらされる効果が、投じた予算との

比較において効率的・効果的であるか（費用対効果はどうか） 
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第３章 プロジェクトの概要 

 
１．技術開発テーマ 

リモートセンシングによる探査技術開発 

（陸域観測技術衛星「だいち」データ利用技術開発） 

 １）多偏波合成開口レーダーデータ解析技術 

 ２）詳細 DEM データ解析技術 

 

２．目的 

国産の陸域観測技術衛星 ALOS（通称「だいち」)より得られるデータを用

いて、植生地域における地質及び地質構造に関する情報を抽出し、5 万分の

1 スケールの地質構造図を作成することを目的とする。 

 

３．背景と意義・必要性 

（１）背景 

現在、鉱物資源探査におけるリモートセンシングの適用エリアは、主に地

球上のごく一部である乾燥露岩地域に限定されている。このため、鉱物資源

探査においては、リモートセンシングにとっては条件の良い乾燥露岩地域に

おける探査が進み、新規鉱床の発見が期待される未探鉱エリアが減少しつつ

ある。 
植生地域は一般に雲量が多いため、光学センサーでは良好なリモートセン

シングデータを取得できない。植生地域における鉱物資源探査は、空中物理

探査や地質調査により限定された範囲で実施されているが、広い範囲からの

有望地を効率的に抽出する手法がない状態である。 
合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar (SAR)）は、雲を透過する

ことが可能な波長の電磁波を利用するため、雲量の多い地域においても良好

なデータを取得することが可能である。資源機構では平成 13～17 年度に航

空機多偏波 SAR データを利用した解析技術開発において、多偏波 SAR デ

ータを利用することで疎植生地域における岩相の違いを明瞭に識別するこ

とが可能であることを明らかにした。 
2006 年 1 月 24 日に「だいち」が打ち上げられた。「だいち」には L バン

ド多偏波 SAR センサー（PALSAR）、立体視センサー（PRISM）、高分解能

光学センサー（AVNIR-2）が搭載されている。これらの各センサーは世界

でも最先端の性能を有しており、過年度の研究成果から植生地域においても

リモートセンシングを利用した資源探査が可能になることが見込まれる。 
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（２）意義 

植生地域における鉱物資源探査は、広い範囲からの有望地を効率的に抽出

する手法がないため、空中物理探査や地質調査等によって限られた範囲で多

額の費用と時間を費やして行われている。この度、打ち上げられた「だいち」

の PALSAR センサーは雲量が多く、従来リモートセンシング技術の適用が困

難であった植生地域においても雲を透過して地表データを取得することが

可能である。平成 17 年度までに実施した多偏波 SAR データ解析技術開発に

よって、地球表層のマイクロ波散乱特性から「地質情報を含んだ植生の違い」

が得られ、これまでの単偏波 SAR では得られなかった詳細な地質情報が得ら

れることが期待されている。また、PRISM や AVNIR-2 からは詳細な DEM デー

タや高分解能画像データが得られるため、従来この種のデータでは解釈する

ことが困難であった地質･岩相に関する情報が得られることが期待されてい

る。 

本技術開発事業により、植生地域での地質情報を抽出するための解析技術

が確立されれば、鉱物資源探査では乾燥露岩地域に利用が限定されていたリ

モートセンシング技術の適用範囲が大幅に拡大し、植生地域の探査が効率化

される。従来の変質帯抽出では発見できなかった鉱床を発見する可能性も見

込まれる。 

「だいち」は国産の人工衛星であり、地図作成、地域観測、災害状況把握、

資源調査などへの貢献を目的として開発されている。資源に乏しい日本にと

って、「だいち」から得られるリモートセンシングデータが海外での資源探

査に貢献することが期待されている。 

 

（３）必要性 

衛星センサーから得られるデータを鉱物資源探査に利用するためには、高

性能化した各センサーに応じた解析技術の開発が必要とされる。「だいち」

から得られる各種のデータは従来の衛星センサーデータよりはるかに多く

の情報を提供するが、鉱物資源探査に実利用するためには最も効果的な解析

手法の開発が必要である。 

鉱物資源探査で残された未探鉱地域の多くは植生地域であり、資源探査を

実施するにあたり、地質に関する情報の未整備な地域が多く存在する。これ

らの地域で地質調査により地質図を作成することは、インフラの未整備もあ

って多大な費用と時間を要する。そのため、リモートセンシングデータから

地質図を作成することが急務とされている。リモートセンシングデータから

地質図を作成することが可能となれば、鉱物資源探査･地質調査の効率化に

大きく貢献する。 
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４．国内外の（類似・周辺）研究動向 

（１）合成開口レーダー（SAR） 

単バンド単偏波 SAR センサーから得られる画像のテクスチャ解析による

畑地、市街地、山間地、水系、雪氷、洪水による浸水被害といった地表の土

地被覆分類に関する研究は比較的多く行われている（Inhoff et al., 1987）。

SAR センサーの技術改良に伴い、多バンド SAR データを利用した植生識別を

行う研究（木村、1993）や多偏波 SAR データを利用した詳細な植生識別が行

われている（Cloude and Pottier、1996）。しかし、岩相分類に関する研究

例は、岩相ごとの地表におけるラフネスやテクスチャの違いが微小であるた

め、国内外でほとんど行われていない。資源機構で実施した高精度 SAR デー

タ解析技術開発事業では、航空機多偏波 SAR データを利用して疎植生地域に

おいて 10 万分の１スケール地質図程度の岩相識別が可能であることが明ら

かにしている。植生地域においても地表表面状態により詳細な区分が可能と

なっているが、同区分が植生、岩相を含んだものであり、岩相のみの区分と

はなっていない（資源機構、2006）。 

 

（２）デジタル地形モデル（DEM） 

DEM データを利用したリニアメントや水系抽出による地質解析は、従来は

目視判読でリニアメント等を抽出し、地質構造の解析に利用することが主で

あった。最近は、衛星データの画像処理によるリニアメントデータの自動抽

出（大地ほか、1987）、フィルタリングによるリニアメントの強調（岩下ほ

か、1995）、特定地質構造の自動抽出処理の研究（根岸ほか、2002）などが

行われている。さらに、DEM データを用いた地質分類が三箇ほか(2003)によ

り行われている。水系の自動抽出（田中･大森、2005）も行われており、水

系密度や水系パターンの違いによる地質分類も可能になると考えられる。従

来よりも詳細な DEM データの利用が可能となれば、より詳細なリニアメン

ト･水系データの抽出が可能となり、地質構造だけでなく、地形や岩相の違

いを明らかにすることが可能になると考えられる。 

 

５．計画 

（１）期間、年度ごとの目標と予算 

平成 18、19 年度は「だいち」の実データを利用して解析技術の開発を行

い、衛星多偏波 SAR データ及び詳細 DEM データの解析手法についてとりまと

める。平成 20 年度以降は、開発した解析手法を用いて実証試験を行い、解

析手法の改良等を行う。開発した解析技術の妥当性を評価するために、各年

度現地調査を実施する。また、平成 20 年度以降に「だいち」の多偏波 SAR

データ、詳細 DEM データ、高分解能画像データを組み合わせて地質解析を行

う手法について開発を行う。 
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地質に関する解析結果を検証するための現地調査は、解析の妥当性を評価

するうえで重要である。また、現地調査では多くの事例について統一的な記

載を行い、衛星データと地表状況を関連付けたデータベースを構築すること

とする。多偏波 SAR データ及び DEM データと、地表状況と地質を結び合わせ

たデータベースの整備が今後、開発した解析技術が効率的に利用されるため

に必要である。 

 
開発スケジュールおよび支出実績額             （単位：千円） 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

１）多偏波 SAR ﾃﾞｰﾀ解析技術 

解析手法検討 

解析手法実証試験 

現地調査等による検証 

多偏波ﾃﾞｰﾀと地表･地質の対応関係に関す
るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）詳細 DEM ﾃﾞｰﾀ解析技術 

解析手法検討 

解析手法実証試験 

現地調査等による検証 

DEM ﾃﾞｰﾀと地表･地質の対応関係に関す
るﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）多偏波 SAR ﾃﾞｰﾀ、詳細 DEM ﾃﾞｰﾀ、

高分解能画像ﾃﾞｰﾀの組み合わせによる地

質解析技術 

   

 

 

  予  算 30,000 30,000 30,000 30,000 

  支出実績額 25,935 28,093 36,671 36,848 
       計画               実績 

 
現地調査は、平成 18 年度はオーストラリア・カルグーリ地域、平成 19 年

度はベトナム・ラオカイ地域、平成 20 年度はベトナム・ヌイフォー地域な

らびにボツワナ・セレビピクウェ地域、平成 21 年度はタイ北西部地域なら

びにナミビア・ブラントベルグ地域にて実施した。 

詳細 DEM データ解析技術に関しては、平成 18 年度に解析地域にて PRISM

データが得られなかったため、現地検証等による検証が行えなかった。多偏

波 SAR データ、詳細 DEM データ、高分解能画像データの組み合わせによる地

質解析技術に関しては、初年度よりデータのフォーマットや組合せ手法の検
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討を行った。予算については、本プロジェクトに要した支出実績合計額

(12,7547 千円)となり、本プロジェクト開始時の見込み予算合計より約 750

万円超過した。これは平成 20 年度ならびに平成 21 年度にそれぞれ 2 地域の

解析対象地域を設定し、年度予算を超えた支出があったためである。解析対

象地域の追加は、2 年目までの事業成果で各センサーデータ解析が得意とす

る地域特性が明らかとなり、植生・地形・風化層等の発達程度が異なる地域

で検証が必要となったためである。 

 

（２）技術要素項目 

１）多偏波 SAR データ解析技術 

本事業では、PALSAR 実データは航空機データと比較して、偏波、入射角や

解像度に制約があるため、それらに対応した解析技術の開発を行う。さらに、

過去に開発した解析技術を PALSAR データに適用しての岩相区分及び特定岩

相の推定するための解析技術開発を行う。また、過年度事業では地質を推定

するための解析技術開発が十分行われていなかったため、本事業で取り組む

こととする。そして、リモートセンシングデータと地表の相互関係について

データベースやデータ集の形で整理し、リモートセンシングデータから的確

に地表の状況を推定することができる環境を整える。 

 

① 2 偏波データによる岩相区分 

PALSAR から得られるデータは通常観測では 2 偏波モード（HH、HV）

であり、4 偏波モードでの観測は比較的限定的に行われる予定であ

る。そのため、2 偏波データを利用しての岩相区分のための解析技

術開発が必要とされている。HH と HV 偏波を利用して中間偏波を合

成することにより、2 偏波データからカラー画像の作成が可能と考

えられる。 

② 特定入射角での地質解析（21.5°） 

PALSAR で多偏波データ取得する際、校正されてデータが提供される

のは入射角 21.5°のデータのみである。地質情報を得るためには大

きな入射角（シミュレーションによる検証では約 60°程度の局所入

射角）が有利であるが、PALSAR では比較的小さな 21.5°の入射角

で岩相区分や地質解析を行う必要がある。地形によってはマイクロ

波の後方散乱と直接反射が同時に得られてしまうことが予想され

る。入射角 21.5°のデータを利用する場合、岩相区分が可能な地形

の傾斜等を明らかにし、さらに地質解析が困難であることが判明し

た場合には校正を行うべき入射角について提言が必要となる。 

③ 偏波シグネチャによる特定岩相の識別 

多偏波データを利用した強調処理により、岩相区分が可能となりつ
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つあるが、区分された岩相がどのような岩石であるかを推定するこ

とができない状況にある。岩石の形成する地形、ラフネス及び植生

に注目することで、特定の岩石種の推定が行える可能性がある。 

④ 偏波シグネチャによる地表状況の推定 

多偏波データを利用して地表の分類を行っている研究は多く認め

られるが、地表の状況（植生や地質等）について十分に推定するこ

とができない状況にある。過年度事業で開発した「簡単散乱体分解」

による解析を行うことで、地表がどのような簡単散乱体から構成さ

れているかを明らかにしたが、地表の植生や地質等を正確に推定す

ることができていない。本事業で地表の状況を正確に推定するため

の｢簡単散乱体分解｣をはじめとする解析技術の開発を行う。 

⑤ 多偏波 SAR データと地表状況を対応させたデータベース構築 

多偏波 SAR データからは、地表の物理的な形状や物性についての情

報しか得らないため、現状では多偏波データから地表の地質や性質

を推定することは困難である。現地調査により、多偏波データと地

表の状況を関連付け記載した多くの事例を蓄積したデータベース

を構築することで、多偏波データから地表状況を推定することが可

能になると考える。 

 

２）詳細 DEM データ解析技術 

従来の DEM データを利用して解析する手法を PRISM データ解析に適用する

ことによって、詳細なリニアメント･水系データの抽出が可能となり、地質

構造だけでなく、地形や岩相の違いを明らかにすることが可能になると考え

られる。さらに、AVNIR-2 の高分解能データ、PALSAR データとの併用利用に

も取り組む。 

 

① DEM のフィルタリング及び数値化表現による地質構造抽出及び地質

区分 

各種強調処理フィルタを作成し、適用することで必要に応じた地質

構造を強調することが可能であると考えられる。また、物理探査で

利用されている数値変化を強調するような各種空間フィルタを DEM

データにも適用可能であることから、DEM データから地形特徴を数

値化表現することで、地形・地質分類に活用可能な物理探査の解析

手法の導入について検討する。 

② リニアメント密度・水系密度・水系パターン解析による地質区分 

リニアメント密度･水系密度の違いは、各岩相の風化耐性の違いに

より生じる。リニアメントや水系の自動抽出は、人間がリニアメン

トや沢を引くよりも多くの情報が抽出され、再現性も高いため、リ
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ニアメント密度･水系密度の違いから地質の違いを明らかにする場

合により好都合である。リニアメントや水系の自動抽出及び、リニ

アメント密度･水系密度の違いにより地質区分を行う研究は既に行

われているが、地質を水系パターンの違いによっても明らかにする

ことが可能と考えられる。この手法では、DEM の解像度が高いほど

違いが明瞭に現れることが期待される。 

③ 高度分散量異常解析 

本手法は、地域ごとに起伏と勾配の標準地形モデルを設定し（約 10

×10km のエリア）、標準地形から誤差の大きいものを変質帯や地崩

れ地域等として抽出する方法である。既存の手法であるが、変質帯

や地崩れ地域の抽出以外にも、高解像度 DEM データを利用しての地

質区分について検討する。 

④ 詳細 DEM データと地表状況を対応させたデータベース構築 

DEM データからは地質構造の抽出は従来から実施されているが、地

質の違いを明らかにする研究は少ない。しかし、詳細な DEM データ

を利用したリニアメントや水系密度による解析等により、岩相区分

も可能になると考える。DEM データによる岩相区分結果についても、

現地調査により地表の状況を検証する。その際に、多偏波 SAR デー

タ解析と同様に、DEM データの特徴と地表状況と地質を関連付け記

載した多くの事例を蓄積したデータベースを構築することで、詳細

DEM データからも地質や地表状況を推定することが可能となると考

える。 

 

６．実施者の事業体制・運営 

（１）実施者の事業体制 

プロジェクト全体の企画運営・管理・関連情報収集、進捗状況管理につい

ては、機構の資源探査部探査技術開発課が行った。個別要素技術開発の実施

については専門能力のある組織･企業を選定し、委託することにより実施し

たほか、機構でも一部地域においてデータの組合せによる地質図作成を行っ

た。また、学識経験者、鉱山技術者等の外部有識者からなる「鉱物資源探査

技術開発研究会」を設置し、研究会を開催して適宜アドバイスを受けること

により、本開発の効率的実施を図った。研究の計画や実施についても専門的

な判断を要する部分においては、個々の研究会委員と打ち合わせし、最適な

判断を行った。 
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（２）運営の妥当性 

委託先は、平成 18 年度および平成 20 年度に研究テーマを公募し、機構職

員および外部審査委員により提案書を評価し選定した。両年度において、財

団法人資源・環境観測解析センターを代表者とする陸域観測技術衛星「だい

ち」データ利用技術開発共同企業体から提案された「植生地域における 5 万

分の 1 地質図作成のための PALSAR, PRISM, AVNIR-2 の総合的データ利用技

術開発」が定めた採択基準を満たし、かつ選定評価において提案者中最高得

点を獲得したことから当該案件を採択した。 

 

７．成果の実用化計画（見通し） 

本事業で得られた解析方法は、資源機構による資源探査事業に積極的に活

用される予定である。 

本事業では地質に関する情報を抽出するために必要なデータ利用技術の

研究開発を行うものであり、地質図作成を目的としているため、地質全般の

広い分野で成果の利用が期待される。資源分野をはじめ、防災、環境分野へ

の応用が考えられる。 

 

８．計画と比較した達成度、成果の意義 

（１）成果 

  ①多偏波 SAR データ解析技術 

   多偏波データを用いた解析では、偏波特性解析（簡単散乱体分解処理）

が地質解析に有効であることが分かった。αエントロピー処理による教師

エリアの設定、DEM を用いた地形効果補正処理により、地質判別の効率や

精度が向上した。偏波特性解析は疎植生地域で有効であり、植生が密な地

陸域観測技術衛星「だいち」データ利用技術開発共同企業体 
 

 

 

         

                    

プロジェクト全体の企画運営・管理

 
プロジェクト進捗への助言

多偏波SARデータ 
解析技術開発 

(財)資源・環境観測解析センター※1

三菱マテリアルテクノ㈱ 

日鉄鉱コンサルタント㈱※2 

詳細DEMデータ 
解析技術開発 

日鉱探開㈱ 

JOGMEC 金属資源探査技術開発研

関連情報収集 

 

 

進捗状況管理 

 

 

 

データの組合せによる地質解析 

 

 

 

※2 平成20-21年度に共同企業体に加入 

 

 

 

※1 共同企業体代表者

 

 

 
実施体制 
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域や、地表被覆層が発達し地質が地表ラフネスに反映されていない地域で

は良好な結果が得られなかった。植生地域が密な地域では、複数の異なる

時期に観測された多偏波データから算出されるコヒーレンスが地質解析に

有効であることが分かった。 

  ②詳細 DEM データ解析技術 

  DEMデータから地形特徴量(小流域，異方性，波長解析図)の定義・算出方

法を検討し，地質解析に有効な地形特徴量の組み合わせ，計算方法を明ら

かにした。計算結果を自動分類手法により分類し，レーダーチャートを用

いて分類結果の集約と岩相との対応を検討した結果、既存地質図に類似し

た分類図が作成できた。作成した分類図は岩石物性や構造特性の違いを表

し，光学センサデータ解析やSARデータ解析とは異なる地質情報が得られる

ことが分かった。植生に覆われた地域でも，地形情報を用いれば地質・構

造に関する情報が得られ，岩相分類が可能であることが分かった。 

 ③多偏波 SAR データ、詳細 DEM データ、高分解能画像データの組み合わせ

による地質解析技術 

地形・植生等の地表状況の違いに応じて解析手法を整理し、各センサー

データを利用した地質図作成の手順を明らかにした。作成した地質図の精

度を評価した結果、地質図の精度は地形や地質構造の発達程度、植生量、

風化層の厚さなどに左右され、地域依存性が高いことがわかった。しかし、

どのような条件の地域でも 20 万分の１地質図と同等か，それ以上の精度

で地質図の作成が可能であった。地表状況と岩相によっては 5 万分の１と

同等の精度で地質境界や岩相そのものを抽出できる可能性があることが

明らかとなった。 

 

（２）計画と比較した目標の達成度 

   それぞれの解析技術開発はほぼ計画どおりの進捗で実施されたが、目標

である 5 万分の 1 地質図と同等の精度が確保できるのは、一部の地域・地

質体にとどまった。しかし、どのような植生・地形条件の地域でも 20 万分

の 1 地質図と同等の精度の地質図の作成が可能であることを示した。完全

な目標達成ではないが、リモートセンシングによる地質解析技術の適用範

囲を植生地域に広げ，地質分類の可能性を実証したことは大きな意義があ

ると考える。 

 

（３）成果の意義 

   多偏波 SAR データ解析技術では、雲量が多く光学センサーでは解析が困

難な地域に対しても地質及び地質構造を判読することを可能にした。多偏

波データを災害防止や環境分野などで利用する研究開発は進んでいるが、

地質解析に利用する解析技術研究は海外でもほとんど行われていない。 
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詳細 DEM データ解析技術では、地形特徴量を用いて植生の過多に左右さ

れず地質情報（岩石物性，異方性などの岩石組織の特性、リニアメント）

を抽出することを可能にした。これは従来の光学センサーや SAR を用いた

解析手法とは異なるアプローチ手法であり、過去の研究例はほとんど存在

しない。 

多偏波 SAR データ、詳細 DEM データ、高分解能画像データの組み合わせ

による地質解析技術では、性質の異なる多センサーデータの効果的な組み

合わせ方法を明らかにし、20 万分の 1 地質図と同等かそれ以上の精度を持

つ地質図作成を可能にした。 

このように、本プロジェクトで開発した技術は独自性が高く、地質リモ

ートセンシングにインパクトを与える技術である。また、従来困難であっ

た植生地域での広域的な地質の把握が可能になり、未探鉱地域が多い植生

地域の探鉱が効率化されることから実際の探鉱利用において意義が大きい。 

 

９．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

（１）成果の実用化の可能性 

 本プロジェクトで得られた成果は、資源機構によるアジア，アフリカ等

における資源探査の業務で活用されつつある。具体的には、ベトナムでの

レアアース探査では風化地形を抽出することにより探査範囲を絞り込む

ことができた。ボツワナでのレアメタル探査では各種データの組合せによ

り、鉱床胚胎の可能性が高いマフィック岩の分布を明瞭に抽出することが

できた。ほかにも、鉱床ポテンシャルが高いもののアクセスが困難な地域

が多数存在するカンボジア、アンゴラ等での初期探鉱で本手法が活用され

る見込みである。 

 

（２）成果の公表、広報 

本プロジェクトの結果を報告書にとりまとめ、金属資源探査技術開発研究

会委員に配布した。また、PDF 化した報告書を機構のホームページで公開し

た。 

さらに、本プロジェクトの成果を普及・広報するために、以下のとおり成

果公表を行った。なお、2009 Asian Conference on Remote Sensing では、

最優秀論文(Best Paper Award)を受賞した。 

 

論文 

公表場所 公表日 題名 

Journal of MMIJ 平成 20 年 12 月 ALOS/PALSAR ﾃﾞｰﾀを用いた植生地域における岩相識別
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学会発表 

公表場所 公表日 題名 

平成 19 年度春季資源・素材学会 平成 19 年 3 月 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞｰﾀを用いた岩相識別による鉱物資源探

査 

平成 19 年度春季日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 平成 19 年 5 月 陸域観測技術衛星「だいち」データを利用した植生地

域における岩相識別(1) 

平成 19 年度秋季日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 平成 19 年 12 月 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞｰﾀによる超苦鉄質・苦鉄質岩体の識別 

平成 20 年度春季資源・素材学会 平成 20 年 3 月 鉱物資源探査データ解析における最近の動向 

平成 20 年度春季日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 平成 20 年 5 月 陸域観測技術衛星「だいち」データを利用した植生地

域における岩相識別(2) 

平成 21 年度春季資源・素材学会 平成 21 年 3 月 ALOS/PALSAR ﾃﾞｰﾀを用いた植生地域における岩相識別

平成 21 年度春季日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 平成 21 年 5 月 多偏波･多バンド合成開口レーダーによる岩相識別

(3) 

平成 21 年度石灰石鉱業協会地質講演

会 

平成 21 年 7 月 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞと地質解析への利用 

2009 Asian Conference on Remote 

Sensing (於北京) 

平成 21 年 10 月 Geological mapping in the vegetated terrain using 

polarimetric synthetic aperture radar data  

平成 22 年度春季資源・素材学会 平成 22 年 3 月 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞｰﾀによるDEMから作成した傾斜量図と地

質図の対比について 

 

報告会 

公表場所 公表日 題名 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構成

果報告会（於東京） 

平成 19 年 6 月 平成 18 年度ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞによる探査技術開発成果報

告 -「だいち」データ利用技術開発- 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構成

果報告会（於東京） 

平成 20 年 6 月 植生地域に適用できる地質ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術の開発

について 

 

（３）成果の普及、波及効果 

 本プロジェクトで得られた成果は、機構の資源探査事業に積極的に活用する

予定であり、探査コストの削減につながる。植生地域は未探鉱地域が多く残さ

れており、同地域での探鉱の効率化は新しい探査対象地域の拡大や新たな鉱徴

地の発見につながる可能性がある。 また、機構のリモートセンシング分野での長

期的な競争力の維持・向上が見込まれ、日系企業への支援や途上国への技術移

転等により、海外金属鉱物資源の権益獲得に貢献することが期待される。 

 
１０．費用対効果 

 本プロジェクトで開発された地質解析技術により、従来困難であった植生地
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域での地質図作成が可能になった。これにより探鉱費用の削減が見込まれるほ

か、地質リモートセンシングの適用範囲を広げ、新しい鉱床の発見に寄与する

可能性がある。 
 本プロジェクトでは、植生地域において 20 万分の 1 と同精度の地質図の作

成が可能であることを示した。現在 20 万分の 1 地質図は多くの国で整備され

ているが、地質図の実際の精度は 20 万分の 1 に達していないことが多い。解

析技術を利用すれば、既存地質図を修正し、精度を向上させることができると

考えられる。ここでは、1 万平方キロメートルの範囲（100 キロメートル四方）

の密植生地域・山岳地域にて既存の 20 万分の 1 地質図を修正する以下の 2 ケ

ースを比較し、費用対効果を試算する。 
 
１） ケース 1（従来技術）：野外地質調査により既存の 20 万分の地質図を修

正する。総ルート長 1000km の踏査ルートを設定する。 
２） ケース 2（開発技術）：開発した衛星データ解析技術を利用し地質図を修

正する。 
 
 
 
     

 
 
 
 
   密植生・山岳地域          

 
 
 
試算の結果、開発した解析技術を利用したケースでは、従来技術に比べ地質

図作成に係る経費を 70%以上削減でき、1 万平方キロメートルの調査範囲を設

定した場合約 15 百万円の費用削減が見込まれる。本プロジェクトに要した費

用は、4 年間の総額で約 128 百万円であることから、約 8 万 5 千平方キロメー

トルの範囲において開発技術を利用し地質図の修正を行うと、本プロジェクト

に要した経費と同額の調査費の節約が可能となる。開発技術の利用が鉱床の発

見につながれば、投じた予算よりも大きな効果を生むことが期待される。 
作業日数の観点からは、3 名の技術者が業務に当たるとすると、必要な作業日

数はケース 1 で約 180 日であるのに対し、ケース 2 では約 30 日と 1/6 に短縮

される。 

ケース 1：従来技術 

（1000ｋｍの調査ルート

を設定） 

ケース２：開発技術 

(開発技術による地質

図を利用) 
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 100km 四方範囲の地質図作成に係る所要経費（円） 

ケース１ 
地質調査による地質図修正 

①地質調査経費                     20,963,000 
合計 20,963,000 

ケース２ 
開発技術による地質図修正 

①画像解析費 
ﾃﾞｰﾀ購入費 (PALSAR,PRISM,AVNIR-2)        1,015,000 
ﾃﾞｰﾀ処理費 (ｶﾗｰ合成画像作成, DEM 作成, ﾊﾟﾝｼｬｰﾌﾟﾝ処理)   

                         2,011,000 
ﾃﾞｰﾀ解析費(ｺﾋｰﾚﾝｽ, 地形特徴量解析, 主成分分析)  1,857,000 
地質図作成費(ﾃﾞｰﾀ組合せ, 地質判読)                845,000

合計 5,728,000
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第４章 評価結果 

 

１． プロジェクト実施の妥当性             平均評点： 5 点 
（評価基準） 
妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 
・熱帯地方は，厚い植生と表土に覆われており，雲に覆われることが多く，光

学センサを用いたリモートセンシングは困難が多い。さらに，熱帯雨林地域

では現地へのアクセスも困難で，探鉱の進んでいない地域は多いと考えられ

る。「だいち」に搭載された L バンド SAR は熱帯雨林地域での地質情報の抽

出に有効と期待でき，さらに，PRISM，AVNIR-2 データの統合的な解析を

行うことによって，リモートセンシングによる地質構造の把握，探鉱有望地

の抽出技術に発展をもたらすと期待できる。これらのデータを用いることに

よって未探鉱地が多く残る植生地域における効率的な探鉱活動に寄与できる

と期待できる。 
・本プロジェクト実施以前に，この観点から航空機による多偏波 SAR データ

に着目して植生地域での解析技術開発に着手し，一定の利用可能性を把握し

た上で，資源調査への貢献も目指したわが国衛星「だいち」の PALSAR セ

ンサによる多偏波データ解析技術開発を核とする探査技術の高度化を目指し

たことは適切であった。本プロジェクトでは，多偏波 SAR 解析技術を，「だ

いち」の実データに適用し，有効性を検証することを目的としており，意義

あることである。 
・新技術により植生地域においても使用可能な画像マップの種類が増加し、こ

れら多数のマップの組み合わせにより更に精度の高い岩相識別手法の幅が増

えたことは今後の植生地域へのリモートセンシング技術の適用可能性が大き

く増えたものと評価できる。 
 

・高度工業化国日本にとっての鉱物資源の重要性は言うまでもない。この認識

に基づいて我が国では過去半世紀、国内外の鉱物資源確保は国により先導さ

れ、一定の成果を収めてきた。21 世紀に入った現在、中国を始めとする新興

諸国の著しい経済拡大は鉱物資源の著しい消費増大の流れを生み出すととも

に,枯渇性資源である鉱物資源埋蔵量の著しい逓減をもたらしつつあり、これ

ら併せてこれからの鉱物資源確保の環境が一層厳しい時代に入りつつある。 
・リモートセンシング技術を活用した鉱物資源探査を行っている資源機構が本

技術開発を行うことにより，探査事業における速やかな実利用とこれによる

海外鉱物資源の探鉱促進と権益確保が期待される。金属鉱物資源の安定供給

に寄与するためにも、資源機構が当該プロジェクトを実施することは至極妥
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当である。 
 

 
２．プロジェクト目標の妥当性             平均評点： 5 点 

（評価基準） 
妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 
・実際の探鉱では広域調査における概略的な地質構造の把握と有望地の抽出に

リモートセンシングデータを利用する。すなわち，リモートセンシングデー

タから推定される地質構造をもとにした鉱床胚胎層準や類似地質構造の分

布から有望地の抽出を行い，その後，現地において地質状況と露頭の確認を

行う。リモートセンシングデータを参照しながら現地を確認するためには５

万分の１スケールの地質データが望ましい。このことから目標（植生地域に

おける 5 万分の 1 地質構造図の作成）は妥当であったといえる。 
・植生地域において 5 万分の１精度の地質構造図を作成する目標は、利用する

センサデータの空間分解能の観点からは妥当な空間精度目標である．また、

植生地域での地質情報抽出を目標とした点も探査領域の拡大のためには妥

当な目標であった。 
・具体的な技術としても多偏波 SAR データ解析技術、詳細 DEM データ解析

技術、そして高分解能画像データを組み合わせた解析技術を対象としたこと

も、個別要素項目も明確かつ妥当で、時宜を得ていた。 
 

・開発スケジュールを見ると，航空機データで有効性が確認されている疎植生

地域から着手し，個々の要素技術の有効性を確かめながら植生地域に適用を

拡大している。また，３年度目と４年度目には疎植生地域と植生地域の両方

を対象地域として本技術の有効性と課題を対比検討しながら研究開発を進

めていることは，目標の妥当性を毎年評価しながら遂行したといえる。 
・プロジェクトの初期段階では、一部データが利用できなかったためや手法検

討などのために適宜見直しを柔軟に実施している。中間段階では植生や地形

などの違いを含めた地域特性面からの解析技術をブラッシュアップするた

めに地域数を増やし、多偏波データや詳細 DEM に関する地質対比データベ

ースの充実に寄与した。これらは成果の取りまとめに反映されていることか

ら目標の見直しに関しては妥当であったと思われる。 
 

 
３．プロジェクト計画の妥当性            平均評点： 4.67 点 

（評価基準） 
妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 
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・開発スケジュールでは，多偏波 SAR データ解析技術，詳細 DEM データ解

析技術，高分解能画像データの統合的解析技術の３件の開発を取り上げ，疎

植生地域として３地域，植生地域として３地域を対象として検証試験が実施

されている。特に３年度目と４年度目には疎植生地域と植生地域の両地域を

対象地域として比較検討しながら技術開発を進めており，これに伴い，３年

度目と４年度目には柔軟な支出が行われている。このことは，研究開発目標

の達成のため適切な見直しが行われていたといえる。 
・前半の 2 年間での成果を反映して，解析手法の実証試験段階では地域特性が

異なる対象地域で検証するために地域数を複数としたために，予算的には増

えたが，計画は適正に見直されていると考えられる． 
・データの取得の遅れから詳細 DEM データを利用した解析が最終年度だけに

行われたが、同手法の有効性が確認されたことから，今後の実用化において

適用例を増やすことが望まれる。 
 

・近年中国・インドなどの産業技術の発展が目覚ましい中で、レアメタルを含

めて金属資源確保の必要性がますます緊急の課題となりつつある。お金だけ

ではなく技術で資源を確保する生き方を選んでいる日本は更に高度な技術

を開発する事が生き残る道であろう。その意味で素早い技術開発が求められ

ている。本プロジェクトはこのような情勢の流れに則したものとなっている

と思われる。 
・本プロジェクト実施期間で新たなリモートセンシング衛星や植生地域に対し

てより有効な新技術は開発されておらず，本プロジェクトが取り上げた「だ

いち」データ利用技術開発を継続したことは妥当であった。 
 

 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性          平均評点： 5 点 

（評価基準） 
妥当性が極めて高い：（５点）→妥当である（３点）→妥当でない（１点） 

 

・本プロジェクトは、解析手法開発フェーズと実証解析フェーズとを各 2 年間

として，各フェーズともに公募による提案書を審査・採点の上、選定されて

いる。審査にあたっては、外部審査委員を含めた選定委員会を設置し検討が

行われていることから、開発実施者の選定は適切に行われたといえる。 

・委託先の共同企業体は各技術実績がある企業から構成されているため、極め

て妥当な開発実施共同体であると認められる。さらには機構自らも開発の一

部を実施していることや，学識経験者・鉱山技術者等外部有識者により構成

される研究会から助言やアドバイスを受けながら実施できる体制で運営さ

れていた点は適当である． 
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・研究会では年度毎の成果が審議されており、研究方針の決定、計画の見直し

が適切に行われたと言える。 

 

 
５．計画と比較した達成度、成果の意義         平均評点： 4 点 

（評価基準） 
極めて高い成果があった：（５点）→成果があった（３点）→成果がなかった（１点） 

 

・探査技術の限られる植生地域の探査技術としては当初計画で相当に高い目標

である 5 万分の 1 地質構造図の作成を掲げた。結果として、5 万分の１地質

図と同等の精度の地質判読図を作成できたのは一部にとどまったが、対象と

した地域すべてで 20 万分の 1 と同程度の地質判読図の作成は可能となった。 
・密植生地域を対象としているので，5 万分の 1 の精度に及ばなかったことは

ある程度予測可能な結果であるが、多偏波 SAR 及び DEM の解析技術では目

標に近い成果をあげたと考えられる。 
・しかし、リモートセンシングの有効性は，地域の地質，植生，表土，地形，

気候に大きく依存することから，汎用的な有効性と精度を論じることはでき

ない。このため，多くに地域にリモートセンシングデータを適用することに

よって，地域特性に応じた有効性と困難性を理解する事が重要である。リモ

ートセンシングデータの縮尺は 5 万の１が望ましいと言えるが，精度につい

ては地域ごとのリモートセンシングの特性と有効性を理解したうえで利用す

ることが望まれているといえる。 
・要素技術開発では疎植生地域として３地域，植生地域として３地域が対象と

して実施されており，両地域におけるリモートセンシング技術の有効性と課

題を比較検討しながら技術開発を進めており，それぞれの地域における課題

の要因分析は適切に行われている。 
 

・多偏波 SAR データ解析技術での複数の適用方法のノウハウをはじめ、詳細

DEM データ解析技術では地質解析に有効な地形特徴量に関する知見、さら

にはデータ組み合わせによる地質解析でも地域特性に応じてどのような解析

データは有効であるかの知見も得ている。また、これらの解析データをデー

タベース化して基礎資料として整備されている。未探鉱地域が残ると考えら

れる植生地域での探査の効率化に利用できるもので、着実な成果が蓄積され

たと考える。 
・成果報告書では「解析ツールおよびデータベースの作成」とした項目におい

て，偏波特性データベース，地形解析ツール－地形解析手法の手順書－が掲

載されており，開発された要素技術が実際の成果として示されている 
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６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果   平均評点： 4.67 点 
（評価基準） 

極めて高い可能性・効果がある（５） 

→可能性・効果がある（３） 

                      →可能性・効果がない（１） 

 
・資源機構が実施している海外探鉱でこの技術を利用して実績を積み成果を上

げるとともに、その中で更なる技術向上の課題を発見し、技術開発を継続し

てゆけば、実用化は実現する。また、現在の技術を資源開発会社が利用する

のであれば、技術移転と技術指導を速やかに行うのが良い。 
・本プロジェクトにおいて解析地域として取り上げた２地域では，資源機構が

実施するジョイントベンチャー調査が実際に実施されており，今までの研究

開発に無い新たな取り組みとして，成果の利用を見通した研究開発が行われ

ているといえる。 
・対象地域によっては必要な多偏波データが観測されていないこともあるので，

この点が実用化では残された課題となろう． 
 
・過去４年間で論文１編，学会発表等（海外含む）１２編と成果の公表に努め

ている。特に北京での発表で最優秀論文賞を受賞した事は本技術への世界の

関心の高さを示している。 

・資源機構の技術的優位性を世界に示すためには，より多くの国際的な学会誌

への掲載や学会発表が望まれる。 

 

・本研究開発で得られた成果を多くの資源機構の実際の海外調査に適用し，適

用データをデータベース化して公開することにより，リモートセンシングの

利用がより促進されると考えられる。 

・本研究開発で開発された多偏波解析ソフト，地形解析ツール等の技術が，資

源機構に限らず国内の多くの企業に利用可能とするためには，権利関係の整

理，マニュアルの整備，利用方法の確立，関係業界への広報が望まれる。 

・機構では，アフリカなどで当該分野での人材育成も実施していることを考慮

すると，成果は機構に止まらずに，広範に普及されると期待したい。 
 

 
７．費用対効果                    平均評点： 5 点

（評価基準） 
高い費用対効果が見込まれる（５） 

→費用対効果が見込まれる（３） 

→費用対効果は見込まれない（１） 
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・当該プロジェクトで達成できる既存の 20 万分の１地質図を修正するという

設定で費用対効果の試算を行っていることは妥当な比較であり，納得できる．

その設定で，踏査による調査と今回の衛星データ解析技術による地質図の修

正費用を比較しているが，当初から，この効率化を期待していたプロジェク

トであるので，当然の結果とも言える．また，スピード面では本開発技術が

良いが，他方の踏査による調査では修正結果の信頼度が高いという費用とし

て図り難い部分もある． 
・マクロな視点からは、相当な資金が必要な植生地域の探査において、本技術

を用いての事前評価により対象地域が絞られ陸地精査が大幅に軽減されれ

ば、費用対効果は大きいのではないかと推慮される。 
・本研究開発で得られたリモートセンシング技術をはじめとする資源機構の独

自技術を世界に示すことで，「JOGMEC」の名前が資源分野での世界的なネ

ームバリューを得て，資源外交での日本の優位性と権益確保に資することが

できれば，金銭では算定できない効果が得られると期待できる。 
 
 


