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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２２年度から探査技

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（アフリカ金属鉱床

探査に関する解析技術開発）を実施することとした。この技術開発は、アフリ

カに胚胎する各種金属鉱床の探査に寄与するリモートセンシングデータ解析技

術を確立することを目的としている。 
今回の評価は、事前評価として、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、この事前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（資源機構 業務評

価・審査グループ 業務評価チーム）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。 
 
(2) 被評価者 

・技術開発プロジェクト実施担当部・課 
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(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。 
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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 
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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。 
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（別紙） 
技術評価・評価項目（事前評価） 

 
 
１．プロジェクト実施の妥当性 

1) プロジェクトの意義 
2) 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る

か） 
 
２．プロジェクト目標の妥当性 

1) 技術開発目標は妥当か 
2) 技術的有望性は見込まれるか 
 

３．プロジェクト計画の妥当性 
1) 目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

 
４．実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 

1) 技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 
2) 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るか 
3) 意思決定プロセスは適切か 

 
５．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 
（資源機構が開発された技術を利用するシナリオは描かれているか） 

2) その他成果の普及は期待できるか 
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第３章 プロジェクトの概要 
 
１．プロジェクト名と開発技術テーマ 

リモートセンシングによる探査技術開発 
（アフリカ金属鉱床探査に関する解析技術開発） 

 
２．プロジェクトの目的 

アフリカに胚胎する各種金属鉱床の探査に寄与するリモートセンシングデ

ータ解析技術を確立すること。 
 
３．背景と意義・必要性 
（１）背景 

・ 鉱物資源の供給状況の変化と先端産業で必要とされる鉱種 
日本は鉱物資源に乏しい国であるが、日本の産業は多くの鉱物資源を必要

としている。従来から鉱物資源探査の重要な鉱種であった銅、鉛、亜鉛、金

に加え、最近では先端産業での白金、ニッケル、レアメタル、レアアースの

需要が高まっている。かつて鉱物資源は探査を行わなくとも比較的安価で安

定的に輸入できるものと認識されていたが、現在は資源メジャー企業による

企業買収が次々に行われ、寡占化が進行し、結果として資源価格が上昇の傾

向にある。さらに、中国のレアアースは生産や輸出規制が行われ、資源ナシ

ョナリズムも台頭し、各種鉱物資源の安定的な供給が困難な状況となりつつ

ある。現在では鉱物資源を持つものが強く、持たないものが弱い立場となっ

ており、日本は鉱物資源の安定供給の再考を余儀なくされている。 
 

・ 鉱物資源のフロンティアとしてのアフリカ 
日本政府はこの状況を打開するため、比較的手のついていないアフリカの

未開発資源に注目し、その鉱物資源を日本に安定的に輸入することを目的と

してアフリカ諸国での資源外交を展開している。その第一歩として、

JOGMEC は 2008 年 7 月にアフリカ南部のボツワナ共和国にボツワナ地質

リモートセンシングセンターを開所し、リモートセンシングに関する技術移

転を行うと共に、アフリカ南部における地質解析や資源探査に本格的に着手

した。 
 

・ 鉱物資源探査へのリモートセンシングの活用状況 
短波長赤外（SWIR）域にセンサを有する米国の Landsat4（1982）や日

本の JERS-1（1992）や ASTER（1999）センサが登場して以来、リモート

センシングは鉱物資源探査の初期段階における変質帯解析による有望エリ
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ア抽出のために必要不可欠な探査手法となっている。現在のリモートセンシ

ングを活用した資源探査では、主に SWIR 域のセンサデータを利用し、熱

水性鉱床に伴って形成された熱水変質帯を広い範囲から識別するために利

用されている。しかし、アフリカの鉱床はマグマ性鉱床が多く、熱水性鉱床

も変質帯が変成作用により別の鉱物組み合わせに変化しているものが多く、

従来の確立されてきたリモートセンシングデータの解析技術では有効な解

析結果が必ずしも得られない。さらに、アフリカは植生に被覆されている地

域も多く、リモートセンシングを適用する地域としては困難な環境である。 
 

（２）意義 
・ アフリカに胚胎する鉱床の探査技術を開発することの重要性 
アフリカはマグマ性鉱床及び白金、ニッケル、レアメタル、レアアースの

資源賦存ポテンシャルが高いことから、また、日本政府はアフリカで戦略的

に資源外交を展開している状況にある。銅、鉛、亜鉛、金は主に熱水から形

成される鉱種であるのに対して、白金、ニッケル、レアメタル、レアアース

は主にマグマから形成される鉱種である。現在のリモートセンシング技術で

は、熱水性鉱床を探査するための解析技術はほぼ確立されているものの、マ

グマ性鉱床の探査手法はほとんど確立されていない状況にある。そのため、

アフリカに多く胚胎するマグマ性鉱床を対象としたリモートセンシングに

よる探査手法を開発することは重要である。 
 

・ 国産リモートセンシングデータの活用 
日本では現在、多くのリモートセンシングデータが提供される環境となっ

ている。2009 年 6 月 29 日からは ASTER センサから得られる 30m 解像度

の DEM データ（GDEM）が無料で公開されている。また、経済産業省は

グローバルリモートセンシングプロジェクトを 2010 年から開始し、日本の

鉱業関連企業にグローバルスケールでの解析済み ASTER データが無償で

提供される予定となっている。本事業ではこれらの新しいグローバルデータ

を積極的に利用することで、アフリカの各種鉱床タイプに応じた解析技術の

開発を行う予定である。国産センサデータを活用することで、日本のリモー

トセンシングデータ及び解析技術の有用性を海外有力パートナーや資源保

有国政府に対して示すことができるほか、自国データを解析に利用する探査

上の優位性も確保できる。 
 

（３）必要性 
・ アフリカの金属鉱床探査に関する新たなリモートセンシングによる探査

手法を得るメリット 
鉱物資源探査にとってのフロンティアであるアフリカには、まだ多くの未
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開発の鉱床が地表付近の浅部に胚胎していると推定される。しかし、投資環

境の遅れやアクセス困難地が多いことからポテンシャルに見合う十分な探

鉱がなされておらず、リモートセンシングを用いて効率的に鉱床胚胎有望地

を抽出する新たな解析方法を開発することが嘱望されている。 
リモートセンシングは現地に行かずに、多くの情報を得ることができるこ

とが最大の長所である。アフリカではインフラが未整備なため、現地調査に

は多大な費用と時間を要し、治安リスクも伴う。リモートセンシング技術は

アフリカで鉱物資源探査を行う上で最も必要とされる探査技術である。 
本技術開発はボツワナ地質リモートセンシングセンターと連携してリモ

ートセンシングデータの解析技術開発を行う。開発される解析技術はリモー

トセンシングセンターでの日本とアフリカの共同解析に利用される予定で

ある。ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じてアフリカの鉱床胚

胎有望エリアが抽出され、鉱床が発見されれば、日本にとってもアフリカに

とっても有益な結果をもたらす。 
 

４．国内外の類似または周辺研究動向 
本技術開発事業で利用するデータとその研究動向及び解析対象とする鉱床

タイプについて示す。 
 
（１）利用するデータ 

①デジタル地形モデル（DEM）による地質解析 
JOGMEC で平成 18 年～21 年にかけて実施した「だいち」データ利用技

術開発では、SRTM－DEM（解像度 90ｍ）、ASTER－DEM（解像度 30ｍ）、

PRISM－DEM（解像度 10ｍ）を利用した地質図作成技術開発を行った

（JOGMEC、2007～2010）。各種 DEM データを用いて小流域解析やフィ

ルタリング解析を行うことで疎植生地域～植生地域における 20 万分の 1 縮

尺程度の地質図作成が可能であることを明らかにした（JOGMEC、2010）。
アフリカ南部諸国も疎植生地域～植生地域に属するため、過年度技術開発事

業で開発された DEM データを用いた地質解析技術を適用し、さらに高度化

する。入手が容易な ASTER GDEM データを利用してアフリカ南部の鉱床

地域での地質解析を行う。 
 
②グローバルリモートセンシングデータによる地質解析 
経済産業省は平成 21 年度から「グローバル・リモートセンシング利用資

源解析強化事業」を実施している。この事業では ASTER 及び PALSAR の

解析済み画像をモザイク処理し、我が国の資源関係者が優先的に閲覧できる

システムを構築することを目的としており、JOGMEC や日本の企業が鉱物

資源探査に積極的に活用して鉱物資源の確保に資するシステムになる予定
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である。具体的には、ASTER 短波長赤外（SWIR）変質帯抽出図、ASTER
熱赤外（TIR）SiO2 含有量比図、ASTER-DEM と PALSAR データによる

リニアメント抽出図、既存資源情報データベースのレイヤーから構成される。

本システムにより超広域から鉱床胚胎有望エリアを抽出することが可能と

なるが、本システムを鉱物資源探査に有効に活用するためのデータ利用技術

開発を行い、解析手法を確立する必要がある。 
 
③熱赤外（TIR）データによる地質解析 
TIR は光学データであるが可視近赤外（VNIR）や SWIR とは性質が大き

く異なる。それは、TIR センサが太陽光の地表反射を測定するのではなく、

地表からの熱放射の放射率を測定するためである。TIR 域には珪酸塩中の

Si-O 結合の格子振動の特徴が現れるため、珪酸塩の構造の違いによる岩石

種の識別に有効とされているものの、現在までに ASTER－TIR データを地

質や岩石種の解析等に利用した研究は少なく（Rowan and Mars、2003）、
未だにASTER－TIRデータ有効に利用する方法が十分確立されていない状

況にある。 
 
④合成開口レーダー（SAR）データによる地質解析 
SAR データと光学センサデータを併用して地質分類を行う研究は行われ

ている（Daily et al., 1979；Arvidson et al., 1993）。しかし、SAR データ

を主な利用データとして地質分類を行っている研究例は国内外でほとんど

ない。JOGMEC で実施した「だいち」データ利用技術開発では、多偏波や

多時期の衛星 SAR データを利用して植生地域においても 20 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

（JOGMEC、2010）。植生に被覆された地域では SAR データの活用が重要

となる。 
 

（２）解析対象とする鉱床タイプ 
  アフリカで特に有望な以下の鉱床タイプ等を解析対象とする予定である。 
① マグマ性ニッケル・白金鉱床 
マグマ性ニッケル白金鉱床は超苦鉄質・苦鉄質マグマの結晶化・固化に

伴って生じる。マグマ性ニッケル鉱床は硫化物の多い鉱床に伴われ、マグ

マ性白金鉱床は硫化物の少ない鉱床に伴われる場合が多い。超苦鉄質・苦

鉄質マグマの規模により大規模な鉱床を形成する。母岩となる超苦鉄質・

苦鉄質岩は層状、ストック状、ダイク状など様々な産状を呈する。リモー

トセンシングでは鉱床の胚胎母岩である超苦鉄質・苦鉄質岩の分布を詳細

に特定することが期待される。DEM データと TIR データ等を活用して鉱

床を胚胎する超苦鉄質・苦鉄質岩の分布を明らかにできるか検証する。 
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② 堆積性銅鉱床 
頁岩層に胚胎する硫化物鉱床で、銅・亜鉛・鉛・銀・コバルトなど種々

の金属を含み、大規模鉱床を形成する例が多い。アフリカではザンビア・

カッパーベルトが有名で銅の世界的産地として知られる。堆積性銅鉱床の

鉱徴地はコンゴ民主共和国、ボツワナ、ナミビアにも存在する。特定の堆

積岩層に鉱床が胚胎するため、リモートセンシングによる地質解析で胚胎

母岩を特定することが期待される。鉱床・鉱徴地は主に植生地域に胚胎す

るために SAR データ等を活用して鉱床を胚胎する頁岩層の分布を明らか

にできるか検証する。 
 

③ レアアース鉱床 
アフリカのレアアース鉱床はカーボナタイトもしくはアルカリ岩に伴う

ものが多い。レアアースのほかにリン酸塩やチタンを伴う場合がある。ア

ルカリ貫入岩やカーボナタイトを特定することが期待される。グローバル

リモートセンシングデータや DEM データ等を活用して鉱床を胚胎するア

ルカリ貫入岩やカーボナタイトを明らかにできるか検証する。 
 

④ ペグマタイト関連鉱床 
アフリカではペグマタイトが様々なレアメタル鉱床を生成している。ペ

グマタイト鉱床はマグマ性鉱床の一種であり、マグマ残液から固結した粗

粒鉱物からなる鉱床である。高分解能光学センサデータ等を用いてペグマ

タイトの産状を明らかにできるか検証する。 
 

⑤ グリーンストーン帯関連鉱床 
先カンブリア時代の火山性岩石が種々の程度に変成して緑色の岩石にな

っているのでグリーンストーン帯と呼ばれる。グリーンストーンには超苦

鉄質～苦鉄質岩及び大量の花崗岩からなる。グリーンストーン帯は金やニ

ッケル鉱床を伴うものが多い。グリーンストーンの分布と鉱床を明らかに

するために DEM データと TIR データ等を活用する予定である。 
 
５．プロジェクトの計画（期間、年度ごとの目標と予算） 

本事業は３年の期間で実施し、JOGMEC の交付金により行う。各年度で

は 2 つ程度の鉱床タイプを解析対象としてリモートセンシングデータによ

る探査技術の開発を行う。 
平成 22 年度はマグマ性ニッケル白金鉱床、堆積性銅鉱床等を解析対象と

して既知鉱床・鉱徴地のリモートセンシングデータ上の産状を明らかにし、

現地調査を行い詳細な産状を明らかにし、解析技術の開発を行い、リモー
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トセンシングデータの解析手法についてとりまとめる。平成 23 年度はマグ

マ性ニッケル白金鉱床、レアアース鉱床等を解析対象とし、平成 24 年度は

グリーンストーン金ニッケル鉱床、ペグマタイトレアメタル鉱床等を解析

対象として同様にとりまとめる（この順は JOGMEC による資源探査プロ

ジェクトの進捗等により見直される場合がある）。 
開発した解析手法はボツワナリモートセンシングセンターで実証試験を

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。 
解析対象地域としては、アフリカ南部諸国を対象とする。光学センサー

や DEM データ単独での適用が困難な植生地域では、合成開口レーダーデ

ータ等も活用する。鉱床探査の実施が期待される地域を対象とする。 
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ため、実施することとする。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

けた報告書を作成する。 
 

開発スケジュール                  （単位：百万円） 
 22 年度 23 年度 24 年度 総計

１）GDEM ﾃﾞｰﾀ解析技術 
解析手法開発 
現地調査等による検証 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  小 計 10 10 10 30 
２）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾓｾﾝﾃﾞｰﾀ解析技術 
解析手法開発 
現地調査等による検証 

  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  小 計 3 3 3 9 
３）その他のﾃﾞｰﾀ解析技術

（SAR や TIR ﾃﾞｰﾀ等） 
解析手法開発 
現地調査等による検証 

  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  小 計 8 8 8 24 
４）ﾎﾞﾂﾜﾅ地質ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

を通じた共同研究 
解析手法開発 
現地調査等による検証 

    

 4 4 4 12 
解析対象とする鉱床タイプの

案 
1） ﾏ ｸ ﾞ ﾏ 性

Ni-PGE
鉱床 

2） 堆積性 Cu
鉱床 

1)  ﾏ ｸ ﾞ ﾏ 性

Ni-PGE
鉱床 

2)  ﾚｱｱｰｽ鉱床

1)  ｸﾞﾘﾝｽﾄｰﾝ帯
関連鉱床 

2)  ﾍ ﾟ ｸ ﾞ ﾏ ﾀ ｲ ﾄ 
関連鉱床 

 

  合 計 25 25 25 75 
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６．技術開発実施体制 
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

JOGMEC が行う。個別要素技術開発の実施については JOGMEC 及びボツワ

ナ地質リモートセンシングセンターのほか、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する。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る。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、最適な判断を行うこととする。 
 

 
実施体制 

 
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、JOGMEC による資源探査事業に積極的に活

用される予定である。 
本事業ではアフリカの金属鉱床を効率的に探査するための解析技術の研究開

発を行うものであり、日本の鉱物資源の安定供給に寄与し、日本の産業にとっ

ても有益な成果を提供することが期待される。 

プロジェクト進捗への助言 

DEMﾃﾞｰﾀによる 
地質解析 

・JOGMEC 資源探査部 
・JOGMEC ﾎﾞﾂﾜﾅ地質 

ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

金属資源探査技術開発研究会

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ 
ﾃﾞｰﾀによる地質解析 

プロジェクト全体の企画運営・管理､ 

直轄技術開発、関連情報収集､進捗状況管理 

その他のﾃﾞｰﾀによる 
地質解析 
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第４章 評価結果 

 
１． プロジェクト実施の妥当性 
・先端産業に欠かせないレアメタル資源については、わが国をはじめ世界各国

においても需要が高まっている。中国を始めとする工業化の著しい進展は鉱物

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。 
こうした中で、本プロジェクトが目指すリモートセンシング最新技術を駆使

した広域探査の技術開発は重要である。南部アフリカ地域には有望な地下資源

が賦存していると期待されるが、当該地域に期待される鉱床は従来リモートセ

ンシングでは直接の探鉱が困難な鉱床タイプが主であることから、本地域にお

いて有効なリモートセンシング技術の開発と探鉱手法を確立することは意義が

ある。また、同地域は一般にインフラ整備などが劣悪で、アクセスリスクが高

いことからも、リモートセンシング技術が期待される。 
 

・資源機構はこれまでも自らが実施する金属資源探査への活用しつつ、リモー

トセンシング技術開発を実施してきており、機構が実施するのは妥当である。

技術開発は常に実利用による技術の評価を繰り返しながら進めなければならな

いが機構は多くの探査プロジェクトを実施しており、これらの調査で実利用を

実現できる環境にある。加えて、機構が設立した人材育成のためのボツワナ地

質リモートセンシングセンターと連携できる点でも意義がある。アフリカでの

探鉱に先導的な役割を果たし、日本企業による投資を促すプロジェクトを実施

することは資源機構として妥当である。 
 
 
２． プロジェクト目標の妥当性 
・南部アフリカ地域にリモートセンシングを適用し、鉱床タイプ毎の有効性と

限界を把握することは、リモートセンシング技術開発の目標設定として妥当で

ある。植生の多い南部アフリカの鉱床探査には植生を透過する多偏波 SAR、最

新の DEM、並びに経済産業省が準備を進めているグローバルリモセンデータ

の組み合わせによるアプローチは有効であると思われる。どの個別技術が鉱床

タイプ毎に有効であるかを整理しつつすすめることとし、有効性は鉱床タイプ、

地域、地質、地形、植生、気候毎に異なるため、多くの地域に適応して事例を

蓄積することが、リモートセンシングの利用に重要である。 
 

・解析技術開発では、現地での検証が欠かせないが、南部アフリカ諸国から構
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成されている SADC 諸国との共同解析を行う計画であり、わが国の単独実施に

比べて、地の利がある地元国の協力が得られると期待され、検証プロセスにお

いて極めて優位である。南部アフリカ地域における本事業の成果を踏まえて将

来的には世界中の様々な地域、鉱床タイプを対象としてリモートセンシングデ

ータの蓄積を行い、有効性をとりまとめ、新規地域における探鉱指針の策定に

活用するとよい。 
 

 

３． プロジェクト計画の妥当性 
・解析対象とする鉱床タイプを明らかにして、鉱床タイプ毎の個別目標を想定

していることは目的達成において妥当なアプローチである。そのうえで、毎年

度に複数のタイプを対象にすることで、目標達成の相対比較も可能となり適正

と判断する。プロジェクト期間としては、通常より短い 3 年間であるが、対象

が南部アフリカにしぼられているため、妥当である。 
しかし、計画スケジュールでは技術開発と検証が同一年度内に計画されてお

り、見直すスケジュールは組まれていない。このため技術開発スケジュールと

しては多少柔軟性に乏しい計画となっている。実施に当たっては年度ごとに開

催される外部有識者による委員会において技術開発成果が評価され、計画の見

直しが行われると期待できることから、3 年間のプロジェクト期間であっても、

必要に応じて柔軟なスケジュール変更が可能であろう。 
予算的にも同機関が過去に実施してきた比較可能な類似の解析技術開発プ

ロジェクトとも大きな差がなく、この意味で標準的と判断できるが、目標を達

成するという観点から柔軟に対応することが望まれる。 
 
 

４． 実施者の事業体制・運営の妥当性（資源機構の事業体制・運営は妥当か） 
・本技術開発はアフリカ地域を対象とすることから、運営に当たっては、

JOGMEC、ボツワナ地質リモートセンシングセンター、受注企業での分担役割

を明確にして推進する必要があると考える。受注企業の選定にあたっては、専

門能力のある組織・企業を公募の上、選定されることから、適切に行われると

考えられる。 
 

・それぞれの実施者の得意な分野に応じた効率的な分担と連携のもと、特にボ

ツワナ地質リモートセンシングセンターに従事する各国技術者を有効に活用し

て、技術開発を推進することが本研究開発で最も重要な点であると考えられる。

南部アフリカの鉱床に詳しい研究者・技術者との協働が促進されれば、一層の

成果が期待できるであろう。 
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・大学などの研究者と鉱物資源開発企業の技術者で構成される委員会により外

部の意見を聞き、また指導を受けながら事業が実施される予定である。意思決

定、進捗状況、計画見直し等の検討に関わるこうした進め方は妥当である。円

滑な意志の疎通と決定が望まれる。 
 
 
５．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 
・資源機構が本格的に着手している南部アフリカでの地質調査や資源探査への

利用を見据えたプロジェクトであり、まず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。 
本研究開発に当たっては、将来的な日本企業の投資が期待できるようなシナリ

オを事前に想定し、投資が期待できる地域、鉱種、事業形態に集約して技術開

発を推進するなど、将来を見据えた計画が望まれる。SADC14 か国の中でも優

先度を考慮し、この順にボツワナリモセンセンター事業との連携をはかりなが

ら解析に着手される計画であり、当該対象地域における早急な実用化に配慮が

なされている。 
 
・可能な限り国際的な場で英文で成果を公表してゆくのが世界レベルでの成果

の普及の最も有効な方法である。また、資源機構がすでに実施してきている幅

広い広報手段によって本プロジェクトの成果が公表されれば、我が国の関連す

る産業界ほかへも普及すると考える。 
 


