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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）を実施することとした。 

 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。」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、陸域観測技術衛星「だいち」デー

タ利用技術開発の事前評価を実施していただいた。 

本報告書は、この事前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（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．プロジェクトの目的 

国産の陸域観測技術衛星 ALOS（通称「だいち」）から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．国内外の類似または周辺研究動向 

（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．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 

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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解析対象地域としては、光学センサー単独での適用が困難な植生地域で鉱

床探査の実施が期待される地域を対象とする。オーストラリア、トルコ、メ

キシコ、ブラジルなどが解析対象地域として考えられる。 

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                  （単位：百万円） 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 総計 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小 計   15   15   15   15     60 

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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小 計   15   15   10   10     50 

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 

   

 

  

  小 計         5   5     10 

  合 計   30   30   30   30    120 

 

 

（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
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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

相を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。
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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
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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．技術開発実施体制 

資源機構は、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

管理を行う。個別要素技術開発の実施は、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。 

 

 

 

 

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 

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 

詳細DEMデータ 
解析技術開発 

JOGMEC 金属資源探査技術開発研究会
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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、地質、防災、環境分野への

応用が考えられる。 
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第４章 評価結果 
 

１．プロジェクト実施の妥当性 

(1)プロジェクトの意義 

・ 本プロジェクトは、資源機構が平成 13～17 年度までに「超高精度衛星セン

サーデータ利用技術開発」事業において航空機センサーデータを用いて開発

してきた被植率の高い地域での岩相識別技術を、2006 年 1 月に打ち上げら

れた PALSAR センサーデータに適用し、植生地域でも岩相識別を行える技術

の開発と実利用化を目指すものであり、その意義は大きい。 

 

・ 我が国が打ち上げた陸域観測技術衛星「だいち」には、L バンド多偏波合成

開口レーダーPALSAR の他に、パンクロマチック立体視センサーPRISM や高性

能可視近赤外放射計 AVNIR-2 が搭載されている。これらの観測データを地質、

資源探査に利用するための技術開発は緊要の課題であり、本プロジェクトの

意義は大きい。 

 

(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） 

・ 衛星リモートセンシングデータは、通常、探査の初期段階での広域な範囲で

の解析に利用されることで、最もその特性が発揮される。資源機構は最も活

発に海外において初期段階の探査を実施しており、本プロジェクトは同機構

の探査技術開発プロジェクトとして妥当である。 

 

・ 資源機構ではリモートセンシングによる探査技術開発として、「だいち」に

搭載されている PALSAR という高機能な合成開口レーダーを想定しての解析

技術開発を進めてきていたが、今後は実データによる利用技術開発を検証・

評価を行いつつ進めることが可能で、当該プロジェクトを行うことは妥当で

ある。 

 

・ リモートセンシングの有効性を確認する事は、多くの鉱床探査に携わった経

験を基に実施する必要があり、資源機構は豊富な海外地質調査経験を有する

行政法人組織であり、本技術開発を行うことに適した組織である。 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

(1)技術開発目標は妥当か 

・ 多偏波合成開口レーダーの地質・探鉱への利用可能性については従来明確で

はなかった。平成 13～17 年度に資源機構が実施した予備的研究により、被
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植率の高い地域での岩相識別への適用に一定の見通しをもつことができた。

本プロジェクトでは衛星実機データを用いるとともに、更に高精度ディジタ

ル標高データを組み合わせて、被植率の高い地域の岩相と構造（断層など）

を解析する技術開発を目標としたことは時機にかなっており妥当である。 

 

・ 技術開発目標は、前年度までの成果を踏まえて、5 万分の 1 というスケール

での地質図作成という高くかつ具体的な目標となっており妥当といえる。た

だし、PRISM から得られる高精度デジタル地形情報（DEM）については、従

来、３次元の地形図やリニアメント自動抽出などに利用されるものである。

本プロジェクトでは、DEM データを岩相の違いを抽出することに利用する予

定であり、この試みは許容されるが、DEM による岩相抽出の有効性が明瞭に

確認できない場合には、平成 19 年度の中期計画見直しで方向転換といった

柔軟な対応が必要かもしれない。 

 

(2)技術的有望性は見込まれるか 

・ 今後の世界の探鉱は深部化と森林地帯などの探鉱難地域に向かわざるを得

ない。本技術は森林被覆地域の岩相・構造識別には有望な技術であると考え

られる。 

 

・ 衛星「だいち」から得られるデータを総合的に利用することとなっており、

センサ自身が最先端の性能を有する以外にも、複数センサによる相乗効果も

期待できるので、技術的にも有望と考えられる。 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性 

(1)目標達成のために妥当なスケジュール・予算となっているか 

・ 平成 18～21 年の 4 年間の期間は妥当であろう。解析手法の開発と現地調査

による開発技術の検証とがお互いにフィードバックし合うスケジュールと

なっていることは望ましい。 

 

・ 2 つの主要な課題を初めの 2 年間で先行させ、後半の 2 年間で実証試験を想

定していること、さらにはデータベースを基盤に置いた研究計画となってい

る。そして実証段階では、融合的な解析技術の面からも技術開発を目指すこ

とは適切であると考える。 

 

・ 予算については、前年度までに実施していた「超高精度衛星センサーデータ

利用技術開発」事業の実績予算との対比という視点から、4 年間で 120 百万

円という金額も概ね妥当と言える。なお、資源機構の実施する海外調査と連
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携して本プロジェクトを行えばコストパフォーマンスは上がるであろう。 

 

 

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 

・ 要素技術開発（ソフトアルゴリズムなど）は外部専門企業、現地調査検証は

資源機構という役割り分担で実施するのが望ましい。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、委託することとなってお

り、技術開発実施者の選定は適切に行われる体制が準備されている。 

 

(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 

・ 連携を密にして、お互いにフィードバック可能な体制が望ましい。 

 

・ 研究開発の実施にあたっては、「だいち」の設計、運用を行う（独）宇宙航

空研究開発機構及び（財）資源・環境観測解析センターとの緊密な連携と情

報の交換が望まれる。 

 

(3)意思決定プロセスは適切か 

・ 有識者から構成された研究会からの助言を得る仕組みを活用しているので、

要所にて第三者からのチェックが入ると考えると体制としては妥当であり、

運営も従来経験を活かしたもので、適切であると考える。 

 

 

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（資源機構が開発する技術を利用するシナリオは描か

れているか） 

・ 資源機構がその成果を利用するシナリオは明瞭である。 

 

・ 資源機構自らが実施する海外共同資源開発調査に採用し、適用することによ

って実用化は容易に可能と考えられる。 

 

・ 「だいち」衛星はすでに稼動しており、本技術開発の成果は直ちに地球上の

任意の地域で実利用可能である。 

 

(2)その他成果の普及は期待できるか 

・ 探鉱分野に限らず、地球のかなりの面積を占める被植率の高い地域での岩

相･構造識別に利用可能であろう。地質図、活構造図、地すべり防災図など

がその一例である。 
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・ 従来の資源機構による技術開発案件においても、開発成果は積極的に学会講

演会、論文、業界内会合において発表されており、報告書も関連会社に配布

されている。成果の発表を通じて実用化、普及の努力がなされると考えられ、

期待できる。 

 

 

 


