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第第第第１１１１章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、平成２０年度から探査技

術開発事業として高精度物理探査技術の開発（高温 SQUID による電磁探査装置

開発）を実施することとした。この技術開発は、高温超伝導磁力計を用いた電

磁探査装置の開発を目的としている。 

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 

            地質リモートセンシング研究グループ グループ長 

 

 （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２１年１月２７日  
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第第第第２２２２章章章章    技術評価技術評価技術評価技術評価ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン    

 

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 



 5

 

(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） 

技術評価技術評価技術評価技術評価・・・・評価項目評価項目評価項目評価項目（（（（事前評価事前評価事前評価事前評価））））    

 

 

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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第第第第３３３３章章章章    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの概要概要概要概要    
 

１．プロジェクト名と開発技術テーマ 

高精度物理探査技術の開発（高温 SQUID による電磁探査装置開発） 

 

２．プロジェクトの目的 

資源機構が所有する高温超伝導磁力計に基づく電磁探査装置（SQUITEM１号

機及び２号機）よりも地下深部についての取得データ精度がさらに高く、可

搬性・操作性に優れた装置（SQUITEM３号機）を開発する。 

 

３．背景と意義・必要性 

（１）背景 

従来の金属鉱床探査では、露頭などの鉱徴が地表に表れている鉱床を探査

対象とした場合が多かったために、地質調査とボーリングに比重をおいた手

順で探査が行われた。しかし、近年、地表に露出した鉱床の探査が進み、鉱

床が深部化しているために、従来の探査技術では対応が困難となってきてお

り、地中を調査することができる物理探査の役割が大きくなっている。 

金属鉱床探査に利用される物理探査については、比抵抗の低い金属鉱床、

または、それに付随する鉱徴（粘土化変質帯など）の位置を探る方法として

時間領域電磁探査法（TEM 法）が多用されている。しかし、地表が低比抵抗

の被覆層で覆われている場合、誘導コイル型磁力計を用いる TEM 法の従来装

置では、被覆層下の鉱床を捕捉できない場合がある。そこで、鉱床が深部化

している昨今、TEM 法の探査深度の向上を中心とした TEM 技術の高度化が求

められている。 

そこで、資源機構は使用頻度の多い TEM 法の探査深度を向上させるために、

平成１３年度から１７年度までの５年間で、高温超伝導量子干渉素子（High 

Temperature Superconducting Quantum Interference Device；高温 SQUID）

を用いた TEM 装置（SQUITEM１号機）を開発した。また、資源機構による金属

資源探査における SQUITEM１号機の利用機会が増したことから、平成１９年

度には１号機と同等の性能を有する２号機を製作した。なお、資源機構は、

その金属資源探査において、平成１８年度にはオーストラリア・ボーダー地

域、平成２０年度にはカナダ・バージントレンド地域（資源機構石油部門が

開発した石油探査用 SQUITEM を利用）、オーストラリア・メーベルクリーク地

域、チリ・パパス地域及びプンタアルタ地域で SQUITEM 調査を実施した。 

 資源機構による SQUITEM 開発後の技術開発動向としては、平成１８年には

高温 SQUID よりもノイズレベルが一桁小さい低温 SQUID とほぼ同等のノイズ

レベルを有する高温 SQUID が、高温超伝導薄膜積層技術を用いて開発された。
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また、昨今のハードウェア技術の進歩は著しく、それらを SQUITEM に導入す

ることにより SQUITEM のパフォーマンス（探査深度のさらなる向上など）が

さらに向上することが期待される。 

 

（２）意義 

新規鉱床の深部化に伴い、物理探査の重要性が増し、TEM 法調査が実施さ

れる件数が増加している。しかし、TEM 法の従来装置では探査対象深度の地

下情報を捕らえられない場合も多く、TEM 法の探査深度の向上というニーズ

があったことから、資源機構では平成１３年度から平成１７年度にかけて

SQUITEM１号機を開発し、平成１９年度には２号機を製作した。 

SQUID を TEM 装置の磁力計として用いると探査深度が向上する理由は、従

来の TEM 装置の磁力計である誘導コイル型磁力計で計測する磁場時間微分よ

りも SQUID で計測する磁場の方がゆっくりと減衰するので、TEM 法の従来装

置と SQUITEM の計測値についてのダイナミックレンジが同じならば、磁場の

方が遅い時間（深部）まで取得できるためである。 

資源機構の金属鉱床探査において SQUITEM１号機及び２号機を利用してお

り、従来の TEM 装置では捕らえられなかった深部を捉える等、成果を上げて

いるところである。しかし、SQUID のスルーレートの限界から十分な電流を

送信ループに流すことができない等、SQUID の探査深度に関する優位な特徴

を十分に活かし切れていない。この課題については、最新のハードウェア技

術を導入することにより SQUID のスルーレートを向上できる可能性がある。

また、最近開発された高温超伝導薄膜積層技術や、最新のハードウェア技術

を導入して SQUITEM３号機を開発することにより SQUID 素子の磁場感度をさ

らに高めることができ、１号機及び２号機で捕捉した深部ターゲットをより

明瞭化することが可能である。 

 

（３）必要性 

金属資源探査で使用頻度の多い TEM 法において、従来の TEM 法装置よりも

探査深度が大きい SQUITEM３号機を開発することにより、それまで取得でき

なかった地下深部の比抵抗分布の取得が可能となり、ボーリングの確度が向

上する。したがって、資源機構の金属資源探査の効率を向上させることがで

きるため、資源機構が実施する技術開発プロジェクトとして妥当である。 

 

４．国内外の類似または周辺研究動向 

国内においては、平成１０年度補正予算の工業技術院先導研究「災害予知

技術開発」として、SQUID を使った調査技術の予備的研究を NEDO からの委託

により金属鉱業事業団（資源機構の前身）が実施した。そのほか、近年にお
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いて（独）産業技術総合研究所、早稲田大学等が基礎研究を実施した。 

国外においては、豪州連邦科学技術研究開発機構（CSIRO）が 1992 年より

高温 SQUID 磁力計を用いた探査技術の研究開発を実施しているが、未だ課題

が多い。その他、ドイツの研究機関が地質調査への適用を目指し開発を行っ

ている。 

 

５．プロジェクトの計画（期間、年度ごとの目標と予算） 

（１）期間、年度ごとの目標と予算 

期間は、平成２１年２月から平成２４年３月までの３年２ヶ月間とする。 

開発する技術要素項目は、SQUID 磁力計（積層型 SQUID 素子及び FLL 回路）

及び受信装置の２項目である。（FLL 回路とは、SQUID 素子からの出力を線形

化する電気回路である。） 

平成２１年２月及び３月を含む平成２１年度は、SQUID 磁力計及び受信装

置の設計及びそれらの試作を行う（SQUITEM３号機の試作）。 

平成２２年度は、試作機の特性評価及び野外試験を行い、SQUITEM３号機の

実機開発に向けた課題を抽出する。そして、抽出した課題を踏まえて実機開

発に向けた設計改良を行い実機開発に着手する。 

平成２３年度には実機を完成させ、そのパフォーマンスを評価するための

実証試験を金属鉱床賦存地区で実施し、その性能評価を行う。 

開発スケジュール                    （単位：百万円） 

 20/21 年度 ２２年度 ２３年度 総計 

①SQUID 磁力計の開発 

（積層型 SQUID 素子・FLL 回路） 

・設計 

・試作 

・実機開発に向けた設計改良 

・実機開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 １4 １５ １0 ３９ 

②受信装置の開発 

・設計 

・試作 

・実機開発に向けた設計改良 

・実機開発 

③実証試験 

    

小 計 １６ １５ ２０ ５１ 

合 計 ３０ ３０ ３０ ９０ 
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（２）技術要素項目 

SQUID 磁力計及び受信装置開発における主要な開発項目とそれぞれの開発

目標値について以下に示す。 

 

①SQUID 磁力計の開発 

・ 磁場感度の高い SQUID 素子の開発： 

SQUITEM１号機及び２号機の SQUID 素子よりも磁場感度が高い（ノイズレ

ベルが低い）SQUID 素子を開発する。SQUID 素子中の超伝導材の形成方法に

ついては、１号機及び２号機では高温超伝導薄膜単層型を採用したが、本

プロジェクトでは、平成１８年に開発された高温超伝導薄膜積層型技術を

用いた SQUID 素子（積層型 SQUID 素子）を開発する。積層型 SQUID 素子で

は、従来の SQUID 素子よりも約５倍の高磁場感度が見込まれる。また、SQUID

素子中のジョセフソン接合には、従来の段差型接合ではなく、SQUID 変調

電圧（SQUID に印加される磁場に対する SQUID 出力電圧の割合い）が大き

いランプエッジ接合を採用することで、従来よりも約２倍の磁場感度が期

待できる。したがって、薄膜積層型技術及びランプエッジ型ジョセフソン

接合を採用することにより、従来の SQUID 素子の約１０倍の高磁場感度が

達成可能である（市販の低温 SQUID とほぼ同等）。開発する SQUID 素子のノ

イズレベル目標値としては、20fT/√Hz@1kHz 以下（磁気シールド中）を目

指す（２号機のノイズレベルは約 100fT/√Hz@1kHz）。なお、従来 SQUID 素

子で採用していた段差型に変えてランプエッジ型ジョセフソン接合を採用

することにより、SQUID 素子の磁場耐性や経時安定性が強化され、SQUID 素

子中への磁束トラップの頻度を軽減することができる。 

・ノイズレベルの低い FLL 回路の開発： 

 FLL 回路のシステムノイズは、SQUID 出力の増幅器のノイズが支配的であ

る。SQUITEM１号機及び２号機では、増幅器としてオペアンプを採用したが、

本プロジェクトでは低温トランスなどのノイズレベルの低い増幅器も併用

する。FLL 回路のシステムノイズ目標値としては、開発した積層型 SQUID

素子の感度を損なわない程度の値を目指す。 

・スルーレートの大きい FLL 回路の開発： 

 スルーレートとは、SQUID 磁力計が追従できる単位時間あたりの磁場変

化（mT/sec）である。TEM 法調査において深部データの精度を向上させる

ためには、送信ループに大きな電流を通電する必要がある。しかし、送信

電流値を大きくするとそれが誘起する磁場変化も大きくなり、SQUID 磁力

計が追従できない場合がある。また、環境磁気ノイズに対する SQUID 磁力

計の安定性を高めるためにも、スルーレートを大きくする必要がある。本

プロジェクトでは、積層型 SQUID 素子及び低ノイズの増幅器の FLL 回路へ

の導入に対する FLL 回路パラメータの最適化を行い、高いスルーレートの
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達成を目指す。また、ランプエッジ型ジョセフソン接合を採用することに

よる SQUID 変調電圧の向上により従来の FLL 回路よりもスルーレートが向

上するものと期待される。SQUID 磁力計のスルーレート目標値として

8mT/sec 以上を目指す（２号機のスルーレートは平均で 1mT/sec 程度）。 

 

 

薄膜積層型 SQUID 技術による磁場感度の向上 

 

②受信装置の開発 

・ 可搬性／操作性の向上： 

SQUITEM１号機及び２号機よりも小型・軽量で可搬性に優れた受信装置を

開発する。また、受信装置と送信機の同期操作の作業性を改善する。具体

的には、１号機及び２号機では受信機と送信機をケーブルにより結線し、

受信装置より信号を出すことにより、送信機による送信ループへの通電を

制御している。しかし、送信ループのサイズが大きい場合、この同期ケー

ブル敷設に作業時間を要する。そこで、受信装置と送信機の同期方法とし

て、同期ケーブルにより結線する場合と同期クロック装置による同期の２

種類を選択可能な装置を開発する。 

・測定値の分解能の向上： 

  １号機及び２号機で採用したアナログ・デジタル変換機のビット数を１
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６ビットから２４ビットに変更して、SQUID 磁力計による測定値の分解能

を向上させ、地下深部からの微小な測定データも取得できるように改良を

行う。 

・品質の高いデータを効率的に取得できる機能の導入： 

  ①で開発する SQUID 磁力計の高感度（低ノイズ）を損なわない程度の低

ノイズな受信装置を開発する。また、測定値の時間サンプリング間隔に対

するアンチエリアジングフィルタ、50Hz/60Hz の電線ノイズに対する帯域

通過フィルタの導入、測定制御プログラムにおいて精度の高いデータと低

いデータを自動的に識別して精度の低いデータをスタッキングデータとし

て平均加算しない機能（取得データの取捨選択機能）を導入するなど、品

質の高いデータを効率的に取得できる機能を有する受信装置を開発する。 

 

 
 

SQUITEM３号機を用いた測定と同期方法 

 

 

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

て資源機構が行う。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。 
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実施体制 

 

 

 

７．成果の実用化計画（見通し） 

本プロジェクトで開発する SQUITEM３号機は、資源機構による金属資源探査

に積極的に活用する予定である。 

また、資源機構による金属資源探査（海外鉱山会社との共同探鉱）におい

て、先進的で優れた探査技術を所有することは、優良な探査案件及び共同探

鉱者を得る上で極めて重要である。したがって、金属鉱床の深部化が進む現

在において、探査深度が従来 TEM 装置よりも大きい SQUITEM３号機を開発す

ることにより、資源機構の探査成功確率が向上するだけでなく、世界の金属

資源探査業界における資源機構の地位がより向上することが期待される。 

 

 

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 

SQUID磁力計開発 受信装置開発 

金属資源探査技術開発研究会 

プロジェクト進捗への助言 

委託 

資源機構 
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第第第第４４４４章章章章    評価評価評価評価結果結果結果結果    

    
１． プロジェクト実施の妥当性 

・資源機構は、平成 13年度から平成 17年度にわたり SQUITEM１号機を開発

し、さらに使用頻度の増加から平成 19年度には 2号機を製作し、2台ともに金

属資源探査に活用している。また、対象とする金属鉱床は深部化が進む状況に

変化がなく、探査深度の更なる向上が必要である。そのため、蓄積してきた開

発ノウハウを活かすことができ、特に高温超伝導素子の最新の薄膜積層化技術

成果なども活用できることから、探査深度の向上のみならず、探査の効率化も

目指した SQUITEM３号機の開発を目的とする当該プロジェクトは妥当であ

る。 

 

・電磁法による直接鉱床探査は最も有効な探査法であることは言を待たない。

海外の鉱床有望地には、従来の電磁探査法では探査が困難な導電性の表層に覆

われた地域や，電気探査において電極の接地が困難な高比抵抗表層地域があり、

このような難地域において深部探鉱手法が開発されれば，既存鉱床周辺での有

望地の探査が可能となり、新たな鉱床発見の可能性も増大すると考えられる。 

 

・電磁探査の有効性は如何に電磁場を高い精度で計測するかにかかるが、近年

のエレクトロニクス技術の目覚ましい発展により、その可能性が日々高まって

いる。こうした中でごく最近開発された高温超伝導薄膜積層技術を利用した本

プロジェクトの装置開発は時宜にかなったものと考える。 

 

・国内外の技術を集約できる立場にある資源機構が先端的な技術開発を行うこ

とは必要である。また、国際的に資源探査技術の自国内開発・製品化が進んで

おり技術力向上は資源獲得競争上も重要なため、技術開発に伴うリスクを負え

る資源機構が公的機関として先導実施することは妥当である。さらに、資源機

構が自ら行う海外での調査に新たな探鉱技術を適用することにより、探鉱成功

率を向上させ、「資源機構」という名前が資源メジャーと並び称されるような評

価を獲得できることは、今後の資源確保の上で意義が大きい。 

 

・資源機構は我が国の電磁法技術を主導する組織であり、これまで超伝導技術

による装置開発で成果を上げてきている。また、国・大学・民間の技術を集約

できる立場であることから、資源機構が本プロジェクトを実施することは必要

である。技術集約機関である資源機構が本プロジェクトを実施することにより、

企業への成果の普及も可能である。 
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２． プロジェクト目標の妥当性 

・資源機構は深部探査能力を更に高めるために、これまでに開発し、使用して

いる SQUITEM1 号および 2 号機をベースに、1)検出精度の向上、2)雑音の低

減、さらには 3)操作性の向上という観点から技術開発目標を設定していること

は極めて妥当であると判断する。そして、これらの目標をシステム全体として

実現するために、さらに具体的な技術開発要素毎の目標にブレークダウンして

実施することとしており、適切である。特に、SQUID 素子の欠点であるスル

ーレートと磁束トラップ等の改良を目標として設定したことは妥当である。 

 

・一般的な鉱床探査のターゲットである数百mの深度での分解能を確保するに

は TEM法では電流遮断後 0.01～0.1秒程度の経過時間での S/N比がキーであ

り、この S/N比を上げるには受信機器のノイズレベルを下げるとともに送信電

流値を上げることが有効である。これまでの超伝導素子では送信電流値を上げ

ることに問題があった。新しい薄膜型積層素子と FLL回路との組み合わせによ

り送信電流値を数倍に増加させることができ、全体でかなりの S/N比の向上が

見込まれる。これに関して、積層型 SQUID 素子のノイズレベルとスルーレー

トについては、具体的な数値目標を設定しており、それらの目標値も妥当であ

る。 

 

・従来の開発経験のみに依存することなく、MI 素子を競合技術として適切に

評価の上で、目標が設定されており、適切な判断が行われていると考える。MI

素子は、磁束トラップやスルーレートに関して優れているが、強磁性体コアに

よる改良を加えても数 10pTの感度が得られるにすぎず、SQUID素子の感度に

は及ばない。このことからより高感度な SQUID 素子を採用することは妥当で

ある。 

 

・なお、実際の開発に当たっては物理探査有識者により構成される研究会にお

いて目標の妥当性について審議される予定となっており、専門の技術的観点か

らの技術開発要素毎の開発目標の妥当性の検討も望まれる。 

 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

・SQUITEM１号機開発の実績と高温超伝導技術の開発状況を考えると、平成

20 年度を準備期間として平成 21 年度から 23 年度の 3 年間を、実証実験を含

めて、実施期間とするのは適当であると考える。以前の SQUITEM１号機開発

の成果を背景に、必要な技術開発項目が適切に設定され、その開発に向けての

技術的な裏づけも確度の高いものであると考えられ、そのために適切なスケジ
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ュールや予算が想定されていると判断できる。開発スケジュールについては、

初年度に設計と試作、2 年度目に実機開発に向けた設計と実機開発、3 年度目

に実機開発と実証試験となっており、いずれも開発ステップを追った妥当なス

ケジュールとなっている。 

 

・実際の研究開発の実施に当たっては実施計画において年度毎の目標を定め、

年度毎に目標達成度を評価し、未達の場合には計画の見直しを行うことが望ま

れる。特に物理探査への適用実績がない積層型 SQUID 素子に関しては、当初

目標を達成する見込みが少ないと判断された場合を考慮して、事前に開発や改

良する技術範囲（積層型 SQUID の基礎研究は行わない等）を明確にしておく

ことが望まれる。また、３年度目後半に予定されている実証試験は半年間と短

く、機器開発成果に応じた研究開発期間の延長も想定した柔軟なスケジュール

の立案が望まれる 

 

 

 

４．実施者の事業体制・運営の妥当性 

・過去の開発経験が十分に活かせるように事業運営が考えられている。開発実

施者については、SQUID 磁力計開発と受信装置開発の２件の委託業務につい

て、それぞれ公募により厳正に審査・選定される予定であり、適切な事業運営

と考える。その公募結果に応じて実施体制も見直し、効果的な実施体制を採用

する用意があり、妥当と思われる。 

 

・SQUID 磁力計開発と受信装置開発の連携と調整が開発成功の重要な鍵とな

ると考えられ、資源機構の細部にわたる開発管理が望まれる。 

 

・このような新技術の開発では専門家を含めて様々な立場から広く意見を求め

ながら実施することが肝要である。外部からの有識者による委員会を設けて、

適切な助言を得つつ、プロジェクトを運営する体制が採用されているので、適

切な意思決定も行うことができるものと期待される。 

 

・適時学会等で技術開発の結果を報告して広く関係者の意見を得てそれを意志

決定プロセスに組み入れることが望ましい。 
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５．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・資源機構がおこなう探査技術開発プロジェクトの目的は資源機構が実施する

金属資源探査に寄与することとなっており、今回の技術開発目標には、小型で

可搬性に優れ、操作が簡単な機器の開発があげられており、この改良結果は資

源機構内部での利用の向上に寄与すると期待できる。 

 

・この種の技術開発では実証試験が非常に重要である。このため、かなり鉱床

構造が解っている現場での実証試験が望まれる。このような現場として資源機

構がこれまでも実施してきた鉱床探査地から適切な現場を選択するのが望まし

い。実証試験により SQUITEM３号機の有効性が実証されれば、資源機構の探

査現場での利用が期待できることはもちろんのこと、日本の資源開発企業との

提携による活用も期待される。 

 

・独自の SQUITEM技術を資源機構が保有することによって、従来の物理探査

では探査が不可能な深部鉱床の探査が可能となり、表層に覆われた鉱床有望地

域での権益確保に寄与し、有望地域での探鉱チャンスが増大すると期待できる。

鉱床有望地での探査によって新鉱床発見の機会が増大し、資源機構の知名度と

評価のさらなる向上をもたらし、資源確保と資源安定供給に大きく寄与できる

と期待できる。 

 

・過去の SQUITEM１号機の開発成果については国内外で適切に公表もされて

きており、本プロジェクトの技術開発成果も学会などでの発表が望まれる。な

お、同様の探査技術開発は欧米等においても進めている状況にあり、資源機構

の国際競争力アップにも少なからず寄与するものと考える。 


