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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 13 年度から平成 17

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（超

高精度衛星センサーデータ利用技術開発）を実施した（平成 13 年度から平成

15 年度は、旧金属鉱業事業団が実施）。 

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構中期目標において、「非鉄金属

鉱物資源探査・開発関連の技術開発の実施に当たっては、個別の技術開発プロ

ジェクトについて、プロジェクト毎に事前評価及び中間評価を行い、技術調査

の成果の利用可能性、技術的有望性に照らした目標・計画の妥当性等に関して、

外部専門家による厳格な技術評価や費用対効果分析を実施することとし、案件

採択、業務継続の要否、資金の配分等に反映させる。また、プロジェクト終了

後、外部専門家による厳格な技術評価を実施し、成果の検証、費用対効果の分

析を実施するとともに、その結果を公表する。」こととしている。 

 上記に基づき業務評価委員会 金属鉱物資源開発・鉱害防止等技術評価部会 

探査技術分科会を平成 18 年 6 月 2 日開催し、「リモートセンシングによる探査

技術開発（超高精度衛星センサーデータ利用技術開発）」の事後評価を実施して

いただいた。 

本報告書は、この事後評価結果をとりまとめたものである。 

評価者、被評価者及び評価事務局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 名古屋産業大学大学院環境マネジメント研究科長 

環境情報ビジネス学部長 

 

（委員）秋山 義夫   三菱マテリアル株式会社 執行役員 

            資源・環境・リサイクル部門長 

    

 （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 

金属資源探査推進グループ 探査技術開発チーム 

 

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 

           業務評価・審査グループ 業務評価チーム
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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。 

 

(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
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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、当該担当グループ・チ

ームにとって、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グループ・チーム 
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(3) 評価事務局 

・業務評価・審査グループ 業務評価チーム 

・石油・天然ガス開発技術企画グループ 技術評価・成果普及チーム 

 

(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（別添）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 

（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） 

・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．プロジェクトの実施 

（１）プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、次世代の超高精度衛星センサーを利用して鉱床有望地域

等を抽出するために必要なデータ解析技術の研究開発を行うことにより、探査

技術の高度化・効率化を目指し、機構自らが実施する地質構造調査等の業務の

効率的実施に資することを目的とする。 

なお、本プロジェクトは、平成 13 年度より 5 年計画で実施してきた経済産業

省の委託事業「鉱物資源探査技術開発等調査」の中の一プロジェクトであった

が、平成 16 年度からは、平成 15 年度までに得られた成果を継承し、新たに機

構の事業（交付金事業）の一プロジェクトとして実施した。 

 

（２）プロジェクトの意義 

機構は、共同資源開発基礎調査、戦略的鉱物資源確保事業、海外地質構造調

査、海外共同地質構造調査など海外における金属資源の探査を実施しており、

その効率的な実施が求められている。 

以前は既存の探査データが存在する比較的アクセスの良い地域で探査が行わ

れていたが、近年、非鉄金属探査の探査ターゲットは奥地化し、未探鉱地域へ

の比重が高まっている。そのため、直接探鉱地域を訪れることなく、現地の情

報を取得することが可能なリモートセンシング技術の重要性が増している。 

本プロジェクトは、最新の衛星センサー、すなわち多バンド光学センサーの

発展型である超多バンド光学センサー及び我が国で開発され、打ち上げが予定

されている高精度（多偏波）合成開口レーダーPALSAR から得られるデータを利

用した鉱床探査技術の開発を目指している。これらのデータ利用技術により、

地質、鉱物の識別能力及び精度の向上、適用エリアの拡大等が見込まれる。 

 

（３）機構が実施する必要性 

非鉄金属探査で使用頻度の多いリモートセンシング技術において、従来のセ

ンサーよりも高精度なデータが取得可能な衛星センサーのデータ利用技術が確

立されれば、機構が行う探査がより効率化することが期待されることから、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・周辺）研究動向 

（国内） 

 「だいち（ALOS）」には HH、VV、HV、VH の 4 偏波のオプションをもつ合成開

口レーダーPALSAR が搭載されている。合成開口レーダーでは同時に取得された
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複数の偏波を利用することで地表物を識別できる可能性が期待されているが、

実用化に至っていない。 

（海外） 

Orbview-4（米国）の打ち上げは失敗した（2001 年 9 月）が、Hyperion（米

国）が運用中である。この超多バンド光学センサーデータを利用することで、

鉱物、岩石のスペクトルパターンを飛躍的に高精度に識別できる可能性が期待

されているが、実用化に至っていない。 

 

（既存研究成果） 

岡田（欣）（1999）：ハイパースペクトルイメージングデータによるキュプライ

ト地域のマッピング、日本リモートセンシング学会誌 Vol. 19, No. 5, p. 

85-101.  

岡田（和）、千葉他（1999）：多周波、多偏波 SAR による誘電率と地表面の粗さ

の推定およびマイクロ波の砂質層への透入能力の評価、日本リモートセンシン

グ学会誌 Vol. 19, No. 5, p. 133-151.  

山口、丸山（1999）：地質リモートセンシングの歴史と現状、日本リモートセ

ンシング学会誌 Vol. 19, No. 5, p. 344-355.  

 

 

２．プロジェクト目標 

（１）プロジェクト目標 

平成 16 年度に本プロジェクトが委託事業から交付金事業となった際に、プ

ロジェクト目的（機構自らが実施する地質構造調査等の業務の効率的実施に資

する）及び平成 15 年度までの成果を踏まえて、機構の実施するプロジェクトと

して以下のとおり目標を再設定した。 

 

a）超多バンド光学センサーデータ解析技術開発 

非鉄金属鉱床の各種鉱床タイプ別に、超多バンド光学センサーデータを用

いた詳細な変質分帯の識別（過年度に開発した解析技術の実証）を行い、最

適な解析方法を各鉱床タイプ別に取りまとめる。 

 

b）高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発 

植生地域における岩相及び地質構造を識別するための解析手法を確立する。

また、PALSAR で取得した多偏波合成開口レーダーデータを用いて、岩相及び

地質構造の識別手法を確立する。 

 

 なお、委託事業（平成 13 年度～15 年度）では目標は以下のとおりであった。 
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a）超多バンド光学センサーデータ解析技術開発 

諸外国打ち上げ予定のセンサに対応したデータ利用技術の開発を行い、30

種の変質鉱物が識別できる変質鉱物簡易同定装置と同等の識別能力を目指す。 

 

b）高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発 

高精度合成開口レーダーについては、2002 年に ALOS に搭載して打ち上げ

予定の PALSAR に対応したデータ利用技術の開発を行い、変質帯の抽出を目指

す。 

 

（２）目標の妥当性 

委託事業（平成 13 年度～15 年度）での目標に対して、超多バンド光学セン

サーデータ解析技術については、衛星及び航空機センサーデータを用いて 24

種類の変質鉱物を同定することができた。また、高精度合成開口レーダーデー

タ解析技術については、乾燥地域に加え疎植生地域についても岩相区分を行え

ることを示した。 

平成 16 年度に行った目標の再設定では、委託事業での技術開発により以下の

点が明らかとなっていることから、「機構自らが実施する地質構造調査等の業務

の効率的実施に資する」という目的を鑑み、実用化を最優先し、目標を再設定

した。 

 

a) 超多バンド光学センサーデータ解析技術 

平成 16 年度までの成果により、主要な変質鉱物の同定が可能となった。開

発してきた技術を鉱床探査に利用するためには、変質帯の構成や分布の詳細

を鉱床タイプ別に明らかにし、鉱床タイプ別に最適な解析方法を確立する必

要がある。 

 

b) 高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

平成 15 年度までの成果により、岩相識別が可能であることが判明したが、

変質帯の識別は原理的に難しいことも分かった。今後は岩相識別技術を追求

することとし、植生地域について岩相識別の可能性を検討して、最適な解析

手法を確立する。PALSAR 打ち上げ後は、PALSAR データによる岩相及び地質構

造識別の実証試験を行う。 

 

 

３．プロジェクト計画 

（１）スケジュール・予算及びその妥当性 
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 平成 16 年度に再設定した目標を踏まえて修正した年度計画は表１のとおり

である。なお、当初計画及び開発実績も併せて示す。 

 

表１ 年度計画及び進捗 

 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 

超多ﾊﾞﾝﾄﾞ光学ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀ解析技術 

 

航空機ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀによる解析手法

検討 

 

衛星実データによる検証 

 

現地調査等による検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高精度合成開口ﾚｰﾀﾞｰ解析技術 

 

既存合成開口レーダによる解析手法

検討 

 

衛星実データによる検証 

 

現地調査等による検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出実績額 
29,416

千円 

22,688

千円 

24,768

千円 

42,744

千円 

23,348

千円 

       計画 
       平成 17 年度までの実績 

 

 超多バンド光学センサーデータ解析技術では、当初計画では平成 15 年度以降

に衛星実データを利用する予定であったが、データを利用する予定であった衛

星超多バンド光学センサーの打ち上げが失敗（Orbview4）及び中止（ARIES）し

たため、平成 15 年度から試験衛星（Hyperion）のデータ利用を開始した。また、

多偏波合成開口レーダーデータ解析技術では、当初計画では PALSAR センサーの

打ち上げが平成14年度に予定されていたが、PALSARの打ち上げが遅れたため、

航空機センサーによる解析を最終年度まで実施した。 

 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（142,962 千円）

は本プロジェクト開始時の見込み予算合計の 1.28 倍となった。これは、高精度

合成開口レーダー解析手法のソフトウェア化に加え、最終年度は予定になかっ

た現地調査を追加実施したことによる。現地調査の追加は、既存データのみで

解析検証できると当初考えていたところ、解析結果は、より詳細な違いを把握

することができたことによって、現地調査による検証が必要となったためであ
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る。 

（２）情勢変化への対応 

 プロジェクト開始時において、PALSAR 打ち上げは平成 14 年度（2002 年）に

予定されていたが、センサー製作の遅延及び H2A ロケットの不具合が重なり、

打ち上げ予定は延期を重ねた。本プロジェクトの最終年の平成17年度もPALSAR

実データが入手できないため、航空機データを引き続き利用して解析技術の開

発及び改良を実施した。 

 

 

４．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

は機構の金属資源探査推進グループ探査技術開発チームが行った。超多バンド

光学センサーデータ解析技術開発及び高精度合成開口レーダーデータ解析技術

開発については、専門能力を有する外部機関に委託して実施した。 

また、学識経験者、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、適宜、アドバイスを受けることにより、プロジェクトの効

率的実施を図った。 

なお、平成 16 年度及び平成 17 年度の実施体制は以下のとおり。 

 

 

 平成 16 年度 平成 17 年度 

全体調整 機構で実施。 機構で実施。 

超多バンド光学センサー

データ解析技術 

(財)資源・環境観測解析センター

(ERSDAC)に委託。 

(財)資源・環境観測解析センター

(ERSDAC)に委託。 

高精度合成開口レーダー

データ解析技術 

(財)資源・環境観測解析センター

(ERSDAC)に委託。 

(財)資源・環境観測解析センター

(ERSDAC)に委託。 

 

（２）運営の妥当性 

「超多バンド光学センサーデータ解析技術開発」及び「高精度合成開口レ

ーダーデータ解析技術開発」の実施において選定された財団法人資源・環境

観測解析センター（ERSDAC）は、資源・環境分野への衛星リモートセンシン

グデータの活用を主目的として設立された財団法人である。同センターは現

在、平成 11 年 12 月に打ち上げられた人工衛星 TERRA に搭載された多バンド

光学センサーASTER の運用及びデータ管理を行っている。更に、平成 18 年 1

月に打ち上げられた「多偏波合成開口レーダー」センサーである PALSAR の運

用及びデータ管理についても、担当している。本プロジェクトの研究対象で
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もある PALSAR の仕様は、同センターによって検討されたものである。同セン

ターは、光学センサーデータ及び合成開口レーダーセンサーデータに関して

豊富な知識を有している。 

 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義 

（１）目標再設定後の成果（平成 16 年度～17 年度） 

a) 超多バンド光学センサーデータ解析技術 

  平成 16 年度以降は斑岩銅鉱床、浅熱水性鉱床及び酸化鉄銅金（IOCG）鉱床

を対象に変質帯の解析を行い、変質鉱物の化学組成の違いや変質分帯を明ら

かにするための解析技術を開発できた。 

 

b) 高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

  PALSAR 打ち上げが遅延したため、航空機データを利用してプロジェクトを

実施した。30～80％程度の被植率の植生地域を対象として解析を実施し、植

被率 30～50％程度では詳細な岩相区分を行うことができた。植被率 60-80％

でも地表の区分を行うことができたが、地質情報を含んだ植生の違いを反映

した結果が得られた。 

 なお、交付金事業での成果の詳細については、別記１で示す。 

 

（２）計画と比較した目標の達成度 

超多バンド光学センサーデータ解析技術及び高精度合成開口レーダーデー

タ解析技術とも、平成 17 年までの実績はほぼ計画とおりの進捗で実施し、再

設定した目標を達成した。 

 

（３）目標達成できなかった部分の要因分析 

  再設定した目標については達成できた。PALSAR データの利用に関しては打

ち上げの延期により、実施できなかった。なお、当初目標として設定したが

平成 16 年度に再設定した目標から「超多バンド光学センサーデータによる

30 種類の変質鉱物同定」と「高精度合成開口レーダーデータによる変質帯識

別」の項目を削除した。その理由は、２．（２）で示したとおりである。 

 

（４）要素技術から見た成果の意義 

a) 超多バンド光学センサーデータ解析技術 

人工衛星に搭載された地表観測センサーによるデータ解析は、金属鉱物資

源探査における初期の広域的段階でその効率性の高さから活用されてきた。

しかし、従来の衛星センサーは観測するバンド数が少なかったため、地表の

変質帯の有無は確認できるものの、変質鉱物や岩石の種類を識別することは
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不可能であった。これに対し、「超多バンド光学センサー」のデータは、多く

のバンドを計測することで、従来は不可能であった地表鉱物の識別が可能と

なり、ある程度まで岩石・鉱物の同定が可能であり、乾燥地域では地質マッ

ピングの有効なツールとなる。従って、鉱床学知見から鉱床有望地の抽出も

可能で探査効率の向上が見込まれる。 

 

b) 高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

従来の合成開口レーダーデータは単偏波での送受信データしか取得するこ

とができなかったが、PALSAR では多偏波データを取得することで、地表に関

する情報量も拡大するために調査分解能が向上する。解析技術を確立するこ

とで、特に雲量が多く、光学センサーでは解析が困難な地域に対しても従来

の単偏波レーダーよりも高い調査能力で地質及び地質構造を判読することが

可能となる。「多偏波合成開口レーダー」PALSAR による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本プロジェクト以外ではほとんど行われていない

ため、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。 

 

 

６．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、機構による海外の資源探査の業務で活用

する予定である。 

 

（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、平成 16 年度及び平成 17 年度

は金属資源探査技術開発研究会及び技術評価部会委員に配布した。また、PDF

化した報告書を機構のホームページで公開する予定である。 

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。 

 

論文 

公表場所 公表日 題名 

資源地質 平成 17 年 5 月 衛星ハイパースペクトルデータ解析による変質分

帯 

資源地質 平成 17 年 5 月 豪州ｶﾙｸﾞｰﾘ地域における多偏波合成開口ﾚｰﾀﾞﾃﾞｰﾀ

を用いた岩相識別 
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学会発表 

公表場所 公表日 題名 

資源地質学会（於東京） 平成 15 年 6 月 DEM による秋田・青森地域の鉱化作用有望地の抽出

2004 春季日本リモートセンシング学会 平成 16 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

2004 春季日本リモートセンシング学会 平成 16 年 5 月 ASTER 及び Hyperion データによる NH4+含有鉱物の

識別 

資源地質学会（於東京） 平成 16 年 6 月 赤外域反射スペクトルにより識別された熱水変質

帯中の NH4 含有鉱物 

資源地質学会（於東京） 平成 16 年 6 月 高精度合成開口レーダーによる岩相識別 

IGARSS2004（於アンカレッジ） 平成 16 年 10 月 Hyperspectral Alteration Mineral Mapping using 

the POSAM method 

2004 秋季日本リモートセンシング学会 平成 16 年 12 月 多偏波･多バンド合成開口レーダーによる岩相識別

(2) 

第 52 回探査現場担当者会議（於東京） 平成 17 年 6 月 衛星ハイパースペクトルデータ解析による変質分

帯 

第 52 回探査現場担当者会議（於東京） 平成 17 年 6 月 豪州ｶﾙｸﾞｰﾘ地域における多偏波合成開口ﾚｰﾀﾞﾃﾞｰﾀ

を用いた岩相識別 

第 42 回 CCOP 年次総会（於北京） 平成 17 年 9 月 Mineral Resource Exploration Using Advanced 

Remote Sensing Data 

空中物理探査国際シンポジウム（於つく

ば） 

平成 18 年 1 月 Lithofacies discrimination using airborne 

polarimetric synthetic aperture radar data 

 

報告会 

公表場所 公表日 題名 

資源・環境観測解析センター事業報告会

（於東京） 

平成 14 年 6 月 超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査 

金属鉱業事業団成果報告会（於東京） 平成 15 年 3 月 鉱物資源探査技術開発等調査事業概要と成果 

資源・環境観測解析センター事業報告会

（於東京） 

平成 15 年 6 月 超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構成

果報告会（於川崎） 

平成 16 年 5 月 リモートセンシングによる探査技術開発平成 15 年

度成果 

資源・環境観測解析センター事業報告会

（於東京） 

平成 16 年 6 月 超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構成

果報告会（於川崎） 

平成 17 年 7 月 リモートセンシングによる探査技術開発平成 16 年

度成果 

資源・環境観測解析センター事業報告会

（於東京） 

平成 17 年 7 月 超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査 
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（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、機構による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、探査成功率の向上につながる。 

過年度の技術開発事業で解析手法が確立された Landsat や ASTER データは、

比較的容易に入手できることもあり、既に我が国の非鉄金属企業の海外探査事

業で積極的に利用されている。本プロジェクトにより確立された解析手法は従

来の衛星データよりも詳細で信頼できる変質及び地質に関する情報を提供する

ため、データを容易に入手できる環境が今後整備されれば非鉄金属企業の海外

探査事業で積極的に利用される見込みである。 

また、金属鉱床探査での超高精度衛星センサーデータ利用のための本技術の

有効性が示されれば、土壌調査・植生調査等にも応用が可能であるため、資源

分野以外の地質、防災、環境分野での活用が期待される。 

 

 

７．費用対効果 

リモートセンシングは探査対象地域がアクセスの困難な過酷な環境へと移り

つつある現状において、有効な探鉱手段である。リモートセンシングデータは

公に利用可能であり、かつ自らの資源的背景で判断・評価できる唯一の資料で

あることから、金属鉱床探査の予備調査や概査に利用されている。超高精度衛

星センサーデータを用いた解析技術が確立されたことにより、探鉱費用削減と

探鉱精度の向上に寄与する。高精度に探鉱成果を得ることができる本技術は多

くの利用可能性を有している。 

 

（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術 

 本技術開発プロジェクトによる開発技術及び従来技術ともに衛星画像解析に

より全画像解析面積のうち変質帯の存在する有望地を約 10％にまで絞り込む

ことが可能であるが、本開発技術では、可視域から短波長赤外域にかけて 200

以上のバンドを有し、変質鉱物の識別の可能性は 20 種以上と考えられており、

この識別能力を利用することで、9 バンド程度しか解析能力を有さない従来の

衛星画像に比較して、変質帯をより詳細に区分することが可能である。 

本技術開発により、識別できる鉱物種類を増加し、変質帯の性質を詳細に判

別することが可能となったため、地表踏査地域の面積を削減することが可能と

なった。ただし、この絞り込みの幅は、鉱床タイプ、露出状況等によって左右

されるものであり一定ではない。ここでは費用対効果を算出するため、絞り込

み幅を 1/3 と仮定する。 
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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）：従来技術（ASTER データ）を利用し、1 万平方キ

ロメートルの広域から、100 平方キロの有望地域を抽出。100 平方キロメー

トルに対して、有望地探査調査を実施する。 

２） ケース２（従来技術及び本開発技術）：従来技術（ASTER データ）を利

用し、1 万平方キロメートルの広域から、100 平方キロメートルの有望地域

を抽出した後、本開発技術（超多バンド光学センサーデータ）を利用し、

更に有望地域を 1/3 に絞り込むことによって、33.3 平方キロメートルの有

望地域を抽出。この 33.3 平方キロメートルに対して、有望地探査調査を実

施する。 

 

その結果、超多バンド光学センサーデータを利用したケースでは、従来技術

に比べ有望地域を更に 1/3 に絞り込むことにより地質調査経費を 1/3 に削減す

ることが可能となることから、有望地探査１回当たり、約 14 百万円の調査経費

の削減を見込むことができる。本技術開発プロジェクトに要した経費は、年間

約 28 百万円、5 年間総額で約 140 百万円であるが、10 地域において開発技術を

用いて有望地探査を行うことで、本技術開発プロジェクトに要した経費と同額

の探査費の節約が可能となる。開発技術が利用されて鉱床が発見されれば、投

じた予算よりも大きな結果を生むことが期待される。 

 

 

従来センサーで抽出した有望地

を示す変質帯 

超多バンド光学センサーで抽出した有

望地を示す変質帯 

鉱体 

変質帯 

 

 

変質帯 B 

変質帯 A 

変質帯 C 

鉱体 

従来手法のセンサーによる絞り込

み（変質帯 A, B, C の識別は不可）

超多バンド光学センサーによる絞り

込み（変質帯 A, B, C が抽出できる）
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 有望地探査１回に係る所要経費 

ケース１ 

ASTER 利用による従来技術 

①画像解析費 

(ASTER3 シーン画像解析費     1,154,400) 

画像購入費(3 ｼｰﾝ)         29,400 

基本処理費                 300,000 

比演算処理費         225,000 

主成分分析費         300,000 

画像間演算費         300,000 

②地質調査経費        22,300,000 

合計                  23,454,400 

ケース２ 

超多バンド光学センサーデータ

（本技術）と ASTER の併用 

①画像解析費 

(ASTER3 シーン画像解析費     1,154,400) 

画像購入費(3 ｼｰﾝ)         29,400 

基本処理費          300,000 

比演算処理費         225,000 

主成分分析費         300,000 

画像間演算費         300,000 

(Hyperion1 シーンの画像解析費 850,000) 

画像購入費(1 ｼｰﾝ)       350,000 

基本処理費          125,000 

主成分分析費         125,000 

ｽﾍﾟｸﾄﾙ解析費         250,000 

 

②地質調査経費 

(ｹｰｽ 1 の 1/3 の範囲)       7,433,000 

合計                    9,437,400 

 

※有望地探査１回に係る従来技術との所要経費の比較 

23,454,400－9,437,400＝14,017,000 円≒14 百万円 

 

（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

本技術開発プロジェクトによる開発技術により、従来は困難であった植生地

域における岩相区分が可能となった。開発技術により、高精度合成開口レーダ

ーデータは特定の岩相そのものが鉱床となる鉱床の探査に有効な情報を提供す

る（例；正マグマ性鉱床等）。開発技術を利用することで、植生地域の全画像解

析面積のうち有望な岩相を抽出し、調査面積を約 20％にまで絞り込むことがで

きると仮定する。それにより、地質調査経費が大きく削減される。 
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   (従来技術)               （開発技術） 

 

高精度合成開口レーダーデータによる有望地絞り込み 

 

 地質調査の費用は、調査面積とおおよそ比例するため、地質調査経費が 1/5

になると仮定し、以下、試算する。 

 

 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）：地質調査により、1 万平方キロメートルの広域

を調査することで有望地域を抽出。 

２） ケース２（開発技術）：解析技術（高精度合成開口レーダーデータ）を

利用し、1 万平方キロメートルの広域から、2000 平方キロメートルの有望

地域を抽出した後、地質調査により、有望地探査調査を実施する。 

 

その結果、高精度合成開口レーダーデータを利用したケースでは、有望地域

を更に 1/5 に絞り込むことにより地質調査経費を 1/5 に削減することが可能と

なることから、有望地探査１回当たり、約 17 百万円の調査経費の削減を見込む

ことができる。本技術開発プロジェクトに要した経費は、5 年間総額で約 140

百万円であるが、8 地域において開発技術を用いて有望地探査を行うことで、

本技術開発プロジェクトに要した経費と同額の探査費の節約が可能となる。開

発技術が利用されて鉱床が発見されれば、投じた予算よりも大きな結果を生む

ことが期待される。 

 

 有望地探査１回に係る所要経費 

ケース１ 

地質調査のみによる調査 

①地質調査経費        22,300,000 

合計                  22,300,000 

しぼり込み無し しぼり込み 20％

植 生 地 植 生 地

地質調査面積 
10,000km2 

地質調査面積 
2,000km2 



 21

ケース２ 

高精度合成開口レーダーデータ

（本技術）の利用 

①画像解析費 

(高精度 SAR1 シーンの画像解析費 550,000) 

画像購入費(1 ｼｰﾝ)       50,000 

基本処理費         125,000 

幾何補正費         125,000 

多偏波強調処理費      250,000 

②地質調査経費 

(ｹｰｽ 1 の 1/5 の範囲)      4,460,000 

合計                   5,010,000 
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（別記１） 

交付金事業での成果（平成 16 年度及び 17 年度） 

 

交付金事業では、平成 16 年度に目標を再設定して、プロジェクトを実施した。

その成果は以下のとおりである。 

 

（１）超多バンド光学センサーデータ解析技術開発 

   衛星に搭載のセンサーデータの解析を行い、斑岩銅鉱床及び酸化鉄

銅金鉱床に伴う変質鉱物の化学組成の違い及び変質帯内の詳細な分帯

を明らかにし、最適な解析手法を開発した。 

 

（２）高精度合成開口レーダーデータ解析技術開発 

     航空機等に搭載のセンサーデータの解析を行い、多偏波データを利

用することで被植率約 80％の植生地域においても、詳細な岩相区分を

行うことができた。岩相区分及び地表の状況を推定するための解析手

法を開発し、ソフトウェア化した。 

 

平成16年度に再設定した目標に向けた、各年度の成果概要は以下のとおり。 
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○超多バンド光学センサーデータ解析技術 

超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（北米地域） 

米国ネバダ州イエリントン地域及びニューメキシコ州サンタリタ地域を対象として、

Hyperion データを利用し、斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床に関連した変質帯の抽出

に適したデータ解析手法および解釈手法について検討し、ノイズ軽減の処理、適正な

解析手法の選択、適正なシキイ値の設定によって鉱物抽出の精度を高めた。現地調査

実施。 

超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（南米地域） 

チリ･チュキカマタ地域及びチリ･エルサルバドル地域を対象として、Hyperion デー

タを利用し、斑岩銅鉱床に伴う変質帯の抽出に適したデータ解析手法および解釈手法

について検討し、VNIR 解析により溶脱キャップを識別し、SWIR 解析及び VNIR 解析に

よる鉱物マッピング結果から変質帯の累帯配列を把握した。 

超多バンド光学センサーデータによる変質鉱物識別技術の開発（イラン北西部地域）

イラン北西部地域を対象として、Hyperion データを利用し、斑岩銅及び浅熱水性鉱

床の分布するエリアを対象として変質帯の解析を行い、酸性から中性へ変質帯の性状

が変化すること、及び(Al 型)と(Fe、Mg 型)セリサイトを識別した。 

超多バンド光学センサーデータ解析技術開発 

チリ･アンダコージョ地域及びアルゼンチン･パラミージョス地域、ファマチナ地域の

斑岩銅鉱床の分布する地域を対象とし、Hyperion データの解析を行った。ノイズ除

去処理について開発を行い､SWIR 及び VNIR 解析で初生変質帯、VNIR 解析で溶脱キャ

ップの識別を行った。 

平

成

16 

年

度 

斑岩銅鉱床・浅熱水性鉱床変質帯データ集 

今後の斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床の探査に資するための多バンド衛星データ解

析事例のデータ集を作成した。対象地域はチリ､アルゼンチン､ペルー､イラン､インド

ネシア､モンゴル､中国の斑岩銅鉱床および浅熱水性鉱床の鉱山および鉱徴地を含む

14 地域である。 

超多バンド光学センサーデータ解析技術開発（酸化鉄銅金鉱床の解析技術研究） 

チリ･マントベルデ地域を対象として、Hyperion データを利用し、酸化鉄銅金鉱床を

対象として解析技術及び解釈方法の検討を行った。地域全体に緑泥石変質と、断層周

辺にセリサイト及び方解石が確認された。断層の分布方向と調和的な結果が得られ

た。現地調査実施。 

平

成

17 

年

度 
超高精度衛星センサーデータ利用技術開発調査の総括 

平成13年度から平成17年度にかけて超高精度衛星センサーデータの利用を想定した

鉱物資源探査技術の開発を行い、得られた成果を総括報告書にとりまとめた。 
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○高精度合成開口レーダーデータ解析技術 

平

成

16 

年

度 

多偏波 SAR データによる岩相識別能力の評価 

疎植生地域（植被率 30-50％）である西オーストラリア州カルグーリ地域

及び植生地域である九州南部地域を対象として、航空機等による多偏波

SAR データを解析・解釈し、地質構造や岩相識別を行うための解析手法に

ついて検討した。その結果、偏波強調（2 岩相強調法）による岩相区分と

簡単散乱体成分分解を行うことで地表の状態の推定が可能となった。現地

調査実施。 

多偏波 SAR データによる岩相識別能力の評価 

植生地域（植被率 60-80％）であるオーストラリア･クインズランド州チャ

ーターズタワーズ地域を対象として、航空機による多偏波 SAR データを解

析･解釈し、地質構造や岩相識別を行うための解析手法について検討した。

その結果、偏波強調及び簡単散乱体成分分解を行うことで岩相区分を行

い、さらに地表の推定を行った。現地調査実施。 平

成

17 

年

度 

多偏波・多バンド SAR データ解析ツール 

多偏波・多バンド合成開口レーダー(SAR)データを鉱物資源探査に有効に

活用するための解析手法を本事業で開発した。それらを簡便に利用するた

めのツール（SARView Ver1.0）を開発し、利用マニュアルを作成した。 
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第４章 評価結果 

 
１．プロジェクト実施の妥当性              

プロジェクトの実施は妥当であったか。       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）        

 

(1) プロジェクトの意義 

・ 近年、金属資源の探鉱余地は奥地の山岳地帯、熱帯地帯での厚い植生に覆

われた地域となっている。このような地域で効率的・効果的に探鉱を実施

するためには、広範囲のエリアから有望地を素早く抽出し、有望地を重点

的に調査する必要があり、機構が行う金属資源探査を効率化する上で意義

があった。 

 

・ 機構による金属資源探査の効率化を図る上で、最新かつ高度な衛星情報の

活用は必要かつ妥当なアプローチである。したがって、超多バンド光学セ

ンサーと多偏波合成開口レーダーを対象とした本プロジェクトは意義があ

った。 

 

・ 超多バンド光学センサーと多偏波合成開口レーダの鉱物資源探査への適用

は世界的にも未踏技術であり、本プロジェクトで取り上げた意義は大いに

ある。 

 

(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った

か） 

・ リモートセンシングに係わる技術開発の進歩はめざましく、この技術進歩

に合わせてそのデータの処理技術、応用技術の開発、有効性の確認を民間

企業に先駆けて先導的に導入、適用し、指針を示すことは、資源機構の自

らが実施する金属資源探査に貢献するだけでなく、社会的な要請に応える

ことであり、資源機構が実施する必要性は高い。 

 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当性             

プロジェクトの目標は妥当であったか。      平均評点： 4.25 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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(1) 技術開発目標は妥当であったか 

・ 光学センサー及び合成開口レーダーの高性能化に伴い、データ利用面での

技術開発を行うことで、従来技術よりも精度を高め、かつ適用範囲を拡大

することにより資源探査の効率化を図るという極めて妥当な目標であった。 

 

(2) 中間評価時点の目標見直しは妥当であったか 

・ 実用化を優先とした中間評価時点での目標見直しは、妥当であった。 

 

超多バンド光学センサーデータ解析 

・ 24 種の変質鉱物の同定が達成され、探査技術として必要な主要な変質鉱物

の同定は可能となった。鉱物種の単純な同定から、鉱床タイプ別の変質帯

分布の把握という資源探査に直結する視点からの解析方法の開発であり、

目標見直しは妥当であった。 

 

高精度合成開口レーダーデータ解析 

・ 変質帯の識別については原理的に困難であることが判明したのでこれ以上

の追究を止めて、岩相識別に絞るとともに、乾燥地域だけでなく植生地域

にまで応用範囲を拡大した。この見直しも適切である。 

 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性             

プロジェクトの計画は妥当であったか。      平均評点： 4.0 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） 

 

(1) 目的達成のために妥当なスケジュール・予算となっていたか 

・ 本プロジェクトは平成 13 年度から 17 年度の 5 年間実施された。平成 16

年度には中間評価が行われ、初期の目標の見直しが行われた。研究開発工

程は、航空機シミュレーションデータによる解析手法の検討、衛星実デー

タによる検証、それぞれの段階での現地調査による検証、鉱床タイプ別の

適用とデータ集の作成と、ステップを追って進められており、それぞれの

ステップで十分な期間が設定されている。したがって、本プロジェクトの

スケジュールは適切であった。 

 

・ 超多バンド光学センサーデータ解析については、ほぼスケジュール通りに

進行した。多偏波合成開口レーダーデータ解析については、PALSAR の打ち

上げが大幅に遅れたこともあり、衛星実データを用いての研究開発はでき
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なかったが、その間に航空機データで代用して技術開発を行ない、十分な

解析がなされた。このように十分な成果が得られたことは、スケジュール

が妥当であったことを示している。 

 

・ 予算については、5 年間で約 143 百万円が支出されている。当初予算見込

みの 1.28 倍となっているが、中間評価での鉱床タイプ別の識別能力に目標

を変更し、現地調査が増加した事が原因と考えられるため、妥当であった。 

 

(2) 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） 

・ PALSAR の打ち上げ予定が大幅に遅れたこともあり、その間に航空機データ

で代用して技術開発を行ったことは、想定外の事態や情勢変化に対した柔

軟かつ妥当な対応であった。 

 

・ 本プロジェクト期間において、社会・市場ニーズは継続しており、また代

替新技術の開発も行われていないことから、本研究開発を継続したことは

適切であった。 

 

 

 

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）                     

実施者の事業体制・運営は妥当であったか。    平均評点： 4.25 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） 

 

(1)技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

・ 妥当である。特に、技術開発実施者の選定では ERSDAC*1)、CSIRO*2)に委託し

ているが、資源・環境関連衛星リモートセンシングでは、それぞれ日本、

豪州でトップレベルの機関である。 

*1)ERSDAC：（財）資源・環境観測解析センター 

*2)CSIRO： Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation（豪

州連邦科学産業研究機構） 

 

(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たか 

・ 技術開発についは外部専門会社に委託して実施し、開発技術の現地検証調

査は資源機構自らで行った。これは妥当な実施体制であり、外部専門会社

と資源機構との連携は適切であった。 
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(3)意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

・ プロジェクトの進行については、資源機構内に設けられた学識経験者、鉱

業界探査経験者からなる金属資源探査技術開発研究会や外部評価委員会により、

適時チェックを受けているので適切である。 

 

 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義         

目的とした成果が得られたか。          平均評点： 4.25 点 

        （評価基準）   
       極めて高い成果が得られた（５）→成果があった（３）→成果がなかった（１） 
 

(1) 計画と比較して目標は達成されたか 

超多バンド光学センサーデータ解析 

・ 平成 16 年度の中間評価によって「非鉄金属鉱床の各種鉱床タイプ別に詳細

な変質分帯の識別を行い、最適な解析方法を各鉱床タイプ別にとりまとめ

る」に変更され、斑岩銅鉱床、浅熱水性鉱床、酸化鉄型銅金鉱床の各鉱床

地域での変質帯を詳細に識別するための解析方法を確立した。したがって、

目標は達成された。 

 

・ 11 地域の鉱床地帯に超多バンド光学センサーデータを適用し、変質鉱物の

識別の有効性を実証したことは、今後の新規地域における探鉱指針に参考

になると考えられる。これまでの少数バンドの光学センサーと比較して、

変質帯分帯の基礎となる変質鉱物の識別について格段の精度向上が認めら

れた。また、これに基づき作成された変質帯分布図も同様である。したが

って、目標どおり、あるいはそれ以上の成果を達成した。 

 

多偏波合成開口レーダーデータ解析 

・ このレーダーの解析手法については世界的に見て、実績に乏しい。本プロ

ジェクトでは植被率 50～80％の地域での岩相区分を行う新たなアルゴリ

ズムを開発し、オーストラリアの被植率の高い二つの鉱床地帯での岩相識

別にある程度まで成功した。これは、目標以上の成果である。 

 

・ PALSAR データの実利用に当たって植生地域における岩相及び地質構造図

の作成において寄与出来る基礎的な要素技術を確立したことで、目標は充

分に達成され、多大な成果が得られた。 
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(2)目標のうち達成されなかった部分の要因分析は適切か 

超多バンド光学センサーデータ解析 

・ 一部の鉱床によっては、変質鉱物識別に不十分さが認められた。これは超

多バンド光学センサーを搭載している現在唯一の衛星である Hyperion*)の

データを使用したためであり、適切に要因分析がなされている。 

※）Hyperion： NASA が打ち上げた試験衛星であり、そのデータには非常にノイズ

が多い。 

 

多偏波合成開口レーダーデータ解析 

・ PALSAR データによる実証試験は、達成できてはいないが、これは打ち上げ

が 2006 年 1 月に延期されたためやむをえない。 

 

(3)要素技術から見た成果は得られたか 

超多バンド光学センサーデータ解析 

・ 実際の鉱床タイプ別変質鉱物の識別分類と鉱床に伴う累帯構造の識別に有

効であることが実証された。 

 

・ 解析手法の最適化についても変質鉱物分布抽出と変質鉱物の特定という 2

段階解析という手法を明確にした。同時に、セリサイトでは、その純度の

識別のほか、セリサイトの化学組成の違いによる識別なども行っている。

このように変質鉱物マッピングにおいては、十分な成果が得られた。 

 

多偏波合成開口レーダーデータ解析 

・ 植被率が 50％を越える地域での岩相区分のために、２岩相偏波強調法とい

う手法を提案し、その有効性を示した。また、地表状況推定手法として簡

単散乱体分解法を開発できており、かつ解析ソフトウェアとしてまとめて

おり、十分な成果が得られた。 

 

本プロジェクトで実施された、多偏波合成開口レーダーデータ解析技術は、世

界的にも独創性に優れ、高度な技術レベルを有することから、本プロジェクト

の成果は多大である。 

 

 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果     

   実用化の可能性はあるか。                   平均評点： 4.5 点 

      （評価基準）   
   極めて高い可能性がある（５）→可能性がある（３）→可能性がない（１） 
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 (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） 

・ 成果の実用性の可能性は、資源機構が自ら実施する初期段階の探査に利用

するという視点では極めて高いと判断される。 

 

・ 研究開発の結果、要素技術として成果があり、実用化の域に達していると

考えられるので、今後、資源機構や資源企業が行う海外資源開発の一貫と

して、これら技術が組み込まれることになるであろう。 

 

(2)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 

・ 成果の公表などは、中間評価後は努力が見られる。 

 

・ 本研究開発の成果は、11回の学会発表、7回の報告会発表、2編の論文発表

がなされている。また、事業報告書が年次毎に発行されており、成果の公

表も十分に行われた。 

 

(3)成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

・ 平成17年以降の銅価を初めとする世界的な資源価格の上昇によって、我が

国鉱山会社の探鉱意欲は増大しており、新たな鉱区の獲得出来る地域は奥

地や山岳部になっていることから、リモートセンシング技術の重要性は以

前にも増して増加しており、成果の普及は大いに期待出来ると考えられる。 

 

・ 高精度合成開口レーダーの解析技術については、先導的な成果が得られて

いることや、関連学会からも評価されていることから、地球環境、防災な

どの分野にも波及効果が期待できるとともに、森林地域の地質図、災害図

等の作成にも利用される可能性がある。 

 

 

 

７．費用対効果                    

費用対効果が見込まれるか。          平均評点： 4.0 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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(1) 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） 

 

・ 費用対効果について定量的に判断することは難しいが、少なくとも被植率

の高い地域で地質情報が得られているので、効率化や地域絞込みに効果が

期待できる。定性的ではあるが費用対効果は充分にある。 

 

・ 本技術開発費用は資源機構自らが実施する地質構造調査に適用し、概査段

階で調査の効率化、経費削減に貢献することで、投じた予算に対し充分効

果は期待できる。 

 

 


