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第１章 技術評価ガイドライン 

本ガイドラインは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「資源機構」）

が実施する金属鉱物資源開発及び鉱害防止事業に係る技術開発プロジェクトの技術評価の

うち、経済産業省の担当課が事務局となって技術評価を実施するプロジェクト（委託費・

補助金事業）以外のプロジェクト（交付金事業）について適用するものとする。 

 

Ⅰ．技術評価の基本的考え方 

１．技術評価の目的 

(1) 技術開発に対するニーズの反映 

技術開発の目標を明確にすることにより、以下の技術開発分野ごとに求められているニー

ズを反映させる。 

・探査技術：開発した技術を利用する資源機構自らのニーズを反映させる。 

・生産技術：資源機構自ら及び我が国企業等のニーズを反映させる。 

・生産技術に係る研究協力：相手国及び相手国研究機関のニーズを反映させる。 

・鉱害防止技術：地方公共団体等関係機関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

していくこと。 

 

(3) 国民への開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術開発プロジェクトの意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示していくこと。 

 

(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こと。 

 

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こと。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
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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

することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとともに、評価結果のみな

らず評価の過程について可能な限り公開すること。 

 

(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こと。 

 

(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。 

 

３．評価の実施時期による類型 

評価は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。 

 

４．技術評価の方法 

技術評価は「技術評価・評価項目」（別紙参照）に従って実施する。 

 

５．技術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。 

 

６．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。 

 

７．技術評価体制 

技術評価は、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、等から構成される評価委員会（技術評価
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部会）により実施される。 

 

８．技術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 

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実施の
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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、必ずしも技術開発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。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

技術開発プロジェクトに関する評価は、事前評価・中間評価・事後評価に類型化される。 

 

 (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者 

 

(3)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 

 

(4) 評価手続 

事業評価書に基づき、外部評価者で組織された技術評価部会の開催等により評価を行う。 

 

(5) 評価項目 

別紙に定める評価項目とする。 

 

(6) 実施時期 

全プロジェクトについて、原則、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。 
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第２章 プロジェクトの概要 

 
１．プロジェクトの目的 
１－１．プロジェクトの目的 

 本プロジェクトは、高温超電導量子干渉素子（SQUID）を用いた超電導磁力計（SQUID

磁力計）を開発し、これを用いた電磁探査技術を研究開発することにより、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４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することとしたものである。 

 
１－２．機構のプロジェクトとしての妥当性 

 機構は、海外地質構造調査、共同資源開発基礎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。 

近年、非鉄金属探査の探査ターゲットは潜頭化しているが、時間領域電磁探査法（TDEM

法）の従来装置では捕らえられない場合が多い。 

平成１５年度までに開発した SQUID 磁力計を用いた TDEM 法測定装置（SQUID 測定シ

ステム）の探査深度は、SQUID 測定システムでは磁場を測定するために、誘導コイル型磁

力計により磁場時間微分を測定する TDEM 法従来装置の探査深度よりも大きく（別紙２参

照）、従来装置では捕らえられなかった潜頭鉱床を捕らえることができる。 

SQUID 磁力計を用いた TDEM 法技術が実用化されれば、このように機構が行う探査が効

率化されることから、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。 

 
 

２．プロジェクト目標・計画 
２－１．技術開発目標（プロジェクト目標） 
（１）平成１３年度から１５年度までの目標及び成果（別紙のプロジェクト原簿を参照） 

a) 目標 

 「SQUID 磁力計の開発、同磁力計を利用した電磁探査法システムを開発するとともに、

得られたデータの解析システムの研究開発を実施し、総合的な探査・解析システムの確立

を目指す。当該探査システムにより得られるデータについては、従来の探査手法によって

得られる３倍以上の精度を実現し、この精度を活用することで地中状況の３次元解析を実

現する。」 
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b) 成果 

SQUID 測定システムと、これを３次元解析するためのプログラムを開発した。 

測定システムの磁場測定機能については、従来の TDEM 法装置よりも探査深度の大きい

性能を達成できたが、測定効率に問題があり実用的な機能には到っていない。 

「３倍以上の精度」を実現するための磁場偏差測定機能については、地下浅部データは

取得できる性能を開発できたが、探査上必要な深度までデータを取得できる性能は達成で

きていない。 

３次元解析プログラムについては、モデリングデータ（地下構造の比抵抗モデルを設定

し、それに対するモデリング計算で作成したデータ）を用いた解析では精度良く比抵抗モ

デルを再現できたが、野外で取得したデータを解析した場合は、既存データと一致した結

果を得ることができず、実用性に問題を残した。 

なお、平成１３年度から１５年度までの成果の詳細については、別紙１に示す。 

 

（２）平成１６年度の目標 

平成１５年度までの成果を踏まえた上で、機構の実施するプロジェクトとして以下のと

おり目標を再設定する。 

 

「実用的な磁場測定機能を有する SQUID 測定システムを完成させる」 

 

平成１３年度から１５年度までは、測定システムの磁場測定機能及び磁場偏差測定機能

と３次元解析プログラムについて開発を進めてきたが、平成１６年度は測定システムの磁

場測定機能の完成（実用化）に特化した開発を行う。すなわち、従来装置（誘導コイル型

磁力計による測定装置）よりも、深部の比抵抗分布を精度良く、安定的、効率的に測定で

きる磁場測定機能を有する測定システムを完成させることを目指す。 

 

（３）平成１６年度目標の設定根拠 

 （２）で示した目標の設定根拠は以下のとおり。 

a) 磁場偏差測定は、磁場測定に比べ、小さな値を取り扱うことになるため、現状のシス

テムノイズではその探査深度は浅部に限られる。磁場偏差測定を行えば、浅部におけ

る分解能・精度はより高くなるが、探査上必要な深度で精度の良い磁場偏差測定を実

現するには、当初計画を越える長期間の技術開発が必要であることが過年度の開発か

ら明らかとなった。 

b) ３次元解析プログラムについては、実用性に問題を残した。平成１６年度も実データ

を用いたその検証は行うが、実用性についての改良は PC 性能の現状を考えると困難

であると考えられる。 
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２－２．技術的有望性 
 例えば導電性表層の下位に鉱床が位置している場合、導電性表層のために TDEM 法の探

査深度が小さくなり、TDEM 法の従来装置（誘導コイル型磁力計による測定装置）では鉱

床からの応答を取得しきれない場合がある。SQUID 磁力計は誘導コイル型磁力計よりもそ

の測定原理から探査深度が大きいため、このような潜頭鉱床に対しては、SQUID 磁力計の

方が鉱体情報を取得できる確率が高い（別紙２参照）。したがって、磁場測定機能を開発す

れば、従来装置では捕らえることができなかった潜頭鉱床を捕らえられる可能性が高まり、

機構による探査の効率化に貢献することになる点で有望な技術である。 

 

２－３．技術開発成果の利用可能性 
 TDEM 法は、比抵抗が低く、比較的塊状なターゲットを捕らえるのに有効な手法である。

SQUID 測定システムを利用することにより、TDEM 法の従来装置では捕らえられなかった

潜頭鉱床も捕らえられる可能性があるため、SQUID 測定システムの磁場測定機能は機構が

実施する海外地質構造調査などにおいて利用可能性が高い。 

 

２－４．技術開発計画 
 本プロジェクトの年度計画は次表のとおりである。なお、当初計画及び過年度（平成１

３、１４、１５年度）の進捗も併せて示す。 

 

年度計画及び進捗 

 本プロジェクトの最終年度となる平成１６年度は、以下の手順で本プロジェクトを実施

する。 

 

 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 

測定システム開発 

基礎試験 

 設計・理論検証機開発 

設計変更・実用機開発 

試験評価 

    

解析プログラム開発     
支出実績額／予定額※ 51,663 千円 45,593 千円 35,059 千円 21,800 千円 

  ※平成１３年度から１５年度までは支出実績額。平成１６，１７年度は支出予定額である。 

        当初計画（プロジェクト原簿） 

        平成１５年度までの実績 

        今後の計画 
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（１）実証試験 

 機構が探査プロジェクトを実施している鉱床賦存地域等で実証試験を行い（チリで実施

予定）、測定システムの磁場測定機能の実用性を検証する。 

 

（２）測定システム開発 

磁場測定機能の実用上の問題点について、以下の改良を行う。 

 

a) 従来装置と同等以上の測定効率の達成 

   従来装置による測定時間と同等あるいはそれよりも迅速に測定できるように、シ

ステムの挙動（零レベルの変動など）を安定化する。 

b) 測定システムの可搬性の改善 

c) データ処理プログラムの作成 

    測定データから、解析プログラムへの入力データを自動的に作成するためのプロ

グラムを作成する。 

 
２－５．情勢変化への対応 
本プロジェクトで開発した成果を迅速に機構の探査に反映させるために、測定システム

の磁場測定機能と磁場偏差測定機能、解析プログラムの内、機構による探査への利用可能

性の観点から測定システムの磁場測定機能の実用化に特化するというように、目標を再設

定した。 

なお、測定システムの磁場偏差測定機能と解析プログラムの実用化は、今後の検討課題

とする。 

 

 

３．実施者事業体制・運営の妥当性 
 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、野外テスト及び実

証試験については、金属資源探査推進グループ探査技術開発チームが行っている。測定シ

ステム開発・改良は専門能力を有する外部機関に委託して実施している。 

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ている。 

 なお、過年度の実施体制は以下のとおり。 

 

 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 

測定システ

ム開発 

住友電工ハイテックス（株）

に委託。野外テストは、同社

と事業団で実施。 

住友電工ハイテックス（株）

に委託。野外テストは、同社

と事業団で実施。 

住友電工ハイテックス（株）

に委託。野外テストは、同社

と事業団で実施。 
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解析プログ

ラム開発 

動向調査と仕様作成を事業

団が実施。 

Geocom 社（米国）に外注。

産業技術総合研究所に委託。

Geocom 社に外注。 

実証試験  
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４．計画と比較した達成度、成果の意義 
４－１．計画と比較した目標の達成度 
 平成１５年度までの進捗は、磁場測定機能についてはほぼ計画どおりであるが、磁場偏

差測定機能については探査上必要な深度までデータを取得することができないため、進捗

が遅れている。解析プログラム開発については、地下の３次元構造を解析できるプログラ

ムを開発したが、その実用性に問題を残した。 

なお、平成１５年度までの成果の詳細及び目標の達成度は別紙１に示す。 

 
４－２．要素技術から見た成果の意義 

（１）磁場測定機能 

 平成１５年度までに、金属鉱床探査を行う上で十分な深度までデータを取得できる機能

を開発した。 

SQUID 磁力計を用いて磁場測定を行うことにより、従来装置よりも探査深度が向上する。

すなわち、導電性表層の下位に鉱床が位置している場合、電磁探査法の探査深度が小さく

なり、従来装置の誘導コイル型磁力計では鉱床からの応答を取得しきれない場合がある。

しかし、SQUID 磁力計は誘導コイル型磁力計よりも探査深度が大きいために、誘導コイル

型磁力計が潜頭鉱体を捕らえられる可能性が大きい。したがって、近年の金属鉱床の潜頭

化に対して、この要素技術の意義は大きい。 

 

（２）磁場偏差測定機能 

 磁場偏差測定については、誘導コイル型磁力計による従来装置よりも地下の調査分解能

（検出能力）が大きくなるメリットがある。平成１５年度までに開発した磁場偏差測定機

能では、鉱床の位置する深度までの偏差データを十分な精度で取得することができないが、

地表浅部についてはデータを取得することができるため、例えば風化表層の層厚の把握な

どに利用することができる。 
 
 
５．成果の実用可能性、普及、広報、波及効果 
５－１．成果の実用化の可能性（実用化に向けてのシナリオ） 
 本プロジェクトで得られた成果は、機構による地質構造調査等で活用可能となる。 

 
５－２．成果の公表、広報 

本プロジェクトの結果は、「報告書」として取りまとめられ、関係企業、機関、大学等に

配布している。 

 

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。 
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公表場所 公表日 題名 

平成 14 年度鉱山現場担当者会議（口

頭発表） 

平成 14 年６月 SQUID 磁力計を利用した高精度電磁探査法技術の

開発 

ASC2002 (Appled Superconducting 

Conference 2002)（米国ヒュースト

ン）（口頭発表） 

平成 14 年８月 High Tc SQUID System for Transient 

Electromagnetic Geophysical Exploration 

低温工学（論文） 低温工学 38-9（平成 15

年 9 月 25 日発行） 

SQUID 磁力計を用いた金属鉱床探査のための電磁

探査法測定システムの開発 

 

 なお、平成１６年度については、以下のとおり成果を公表する予定である。 
 

学会名 公表日 題名 

第74回米国物理探査学会（口頭発表） 平成 16 年 10 月 10～15

日 

Development of a TDEM data acquisition system 

based on a SQUID magnetometer for mineral 

exploration 

電子情報通信学会（論文） 平成 17 年２月号の予定 Development of TDEM data acquisition system 

based on high Tc SQUIDs for mineral exploration

 
 
５－３．成果の普及、波及効果 
 本プロジェクトによる成果を用いた機構の探査の成功例が蓄積されれば、金属鉱床探査

の他、石油探査（二次・三次回収のための亀裂系の把握、地質構造の調査）や防災分野（地

すべり調査や断層調査）などへの利用の波及も期待できる。 
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（別紙１） 

委託事業での成果（平成１３年度～１５年度） 
 
委託事業では、平成 12 年度に経済産業省によりプロジェクト原簿（別添）が作成され、

平成 15 年度までは原簿に掲げられた目標に向けプロジェクトを実施してきた。その成果は

以下のとおりである。 

 

（１）測定システム開発 

平成 13 年度に磁場３成分を同時測定できるシステムを試作した。平成 14 年度にはスル

ーレート（SQUID 磁力計が追従できる単位時間あたりの磁場変化の最大値）を大幅に改善

して、平成 15年度には、深部でも精度良く磁場データが取得できるシステムを完成させた。

試作機の完成の後、磁場偏差測定機能を追加したが、磁場偏差測定の目標深度は達成でき

なかった。 

  

（２）解析プログラム開発 

平成 13 年度にその仕様案を作成し、平成 14 年度には、積分方程式法による３次元解析

プログラムと、有限要素法による２次元解析プログラムを開発した。平成 15 年度には積分

方程式法による３次元解析プログラムの解析精度を改善するための改良を行ったが、実用

性に問題を残した。 

 

 プロジェクト原簿の目標を達成するために、開発段階に応じて年度毎に目標を設定し、

プロジェクトを進めてきた。各年度の目標とその達成度は以下のとおり 

 

平成１３年度 目標 達成度

測定システム開発  磁場測定機能に対する目標（スルーレート改善等） 

・安定動作磁場強度 25nT（アルミシールドなし、半径 50m ループ、2A） 

          100nT（アルミシールドあり、半径 100m ループ、10A） 

・システムノイズ 0.3pT／√Hz 以下 

 

未達成

 

達成 

解析プログラム開

発 

・解析技術研究動向調査 

・解析システム仕様案作成 

達成 

達成 

   

平成１４年度 目標 達成度

測定システム開発  磁場測定機能に対する目標（スルーレート改善等） 

・安定動作磁場強度 25nT（アルミシールドなし、半径 50m ループ、2A） 

         100nT（アルミシールドあり、半径 100m ループ、10A） 

 磁場測定機能に対する目標（探査深度） 

 

達成 
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・深度約 600m を探査できるシステムの開発 未達成

解析プログラム開

発 

・積分方程式法に基づく３次元解析プログラム試作 

・有限要素法に基づく２次元解析プログラム試作 

達成 

達成 

   

平成１５年度 目標 達成度

測定システム開発  磁場測定機能に対する目標（探査深度） 

・深度約 600m を探査できるシステムの開発 

 磁場偏差測定機能に対する目標 

・深度 200～250m を測定できるシステムの開発（数～数十 fT の磁場偏差

を測定できるシステムの開発） 

 

達成 

 

未達成

解析プログラム開

発 

・積分方程式法に基づく３次元解析プログラム完成 

・有限要素法に基づく２次元解析プログラム完成 

達成？

未達成
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（別紙２） 

SQUID による磁場測定の必要性 

 

（１） 誘導コイル型磁力計による従来機器の課題 

電磁探査法は、例えばカナダのように、比抵抗が非常に高い母岩中に胚胎する低比抵抗

の（硫化物）鉱床の調査に威力を発揮してきた。しかし、同じような地質環境でも豪州西

部では、導電性表層に広く覆われているために電磁探査はほとんど用いられなかったが、

1970 年代に時間領域電磁探査法（TDEM 法）が実用化されてからは、豪州西部でも利用さ

れるようになった。 

しかし、鉱床の上位に低比抵抗を示す地質が広く分布する場合、TDEM 法の従来機器（誘

導コイル型磁力計による測定機器）でも鉱床を検出できない場合がある。これは、鉱床の

上位に拡がる低比抵抗のために TDEM 法の探査深度が低下し、鉱体の情報を含む時間帯で

のデータ精度が悪くなるためである。この問題は、導電性表層の下の鉱床探査や、鉱体の

上位に低比抵抗を示す粘土化変質帯が広く発達する地質環境で、特に顕著に表れる。 

 

（２）SQUID 測定システムを開発する理由 

 （１）で示した従来機器の問題点は、磁力計として SQUID 磁力計を利用することにより

改善される可能性がある。つまり、導電性表層下の探査や、鉱体の上位に低比抵抗を示す

粘土化変質帯が広く発達する環境でも、有意な TDEM データを取得することができる。そ

の理由は下記のとおり。 

 

・ SQUID 磁力計は、磁場を測定する。磁場は、従来機器で測定する磁場時間微分よりも

時間的にゆっくりと減衰するために、このような低比抵抗の環境で、鉱体の情報を含む

データの精度が改善される。 

・ 磁場は磁場時間微分よりも比抵抗の低いターゲットに対する感度が高い。したがって、

SQUID 磁力計の方が、誘導コイル型磁力計よりも低比抵抗に対する感度が高い。 

・ SQUID 磁力計は誘導コイル型磁力計に比べて低周波数域でもその周波数特性が良い。

したがって、SQUID 磁力計の深部データ精度は誘導コイル型磁力計よりも高い。 

 

なお、磁場を直接測定できる磁力計としては、プロトン磁力計、フラックスゲート磁力

計、光ポンピング磁力計があるが、いずれも周波数帯域が狭いために（データを取得する

時間間隔が大きいために）、数百ｍの深度の探査には利用することは難しい。 
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プロジェクト原簿 

 

プロジェクト原簿 
（高精度物理探査技術開発） 

 

 

１． 国の関与の必要性・制度への適合性 

（１） 国の関与することの意義 

 鉱物資源は偏在性、有限性等から供給者数が限られ、非鉄メジャーによる寡占化・独占

化が進みやすい特性を有しており、経済安全保障の観点から供給者数の増大による供給構

造の安定性の確保を図るため、探鉱支援を進めるとともに、探鉱能力を左右する探査技術

の高度化・効率化を国自らが進める必要がある。 

 上記の観点から、国は探査技術の高度化・効率化を進めるため、金属鉱業事業団に鉱物

資源探査技術開発等調査を委託している。 

 今回新たに開発を行う「高精度物理探査技術」は、超電導磁気センサーを用いて物理探

査の一種である電磁探査を革新的に高精度化することによって探査技術の高度化・効率化

を目指すものであり、鉱物資源探査技術開発等調査開発委託費の制度に適合している。 

 

（２）政策効果 

 高精度物理探査技術の開発によってセンサーの感度が大幅に向上することにより、電磁

探査の分解能は従来手法に比べ３倍以上に向上し、物理探査異常（鉱床有望地）の抽出範

囲は従来手法より小さく絞り込むことができる。この効果をボーリングの効率に限定して

試算すると、抽出された異常帯を探査するボーリング調査量の削減が可能となり、その調

査量は従来の１／３程度になることから、探査の効率化を図ることが期待される。ボーリ

ング調査量が１／３程度に削減されることによって、探鉱費は従来の約２／３ほどに低減

される見込みであり、同額の探鉱資金をもって従来の１．５倍の探査を実施することが可

能となり、新たな探鉱の促進に繋がることが期待される。 

 また、効果の定量的な試算は困難であるが、本技術開発により探査精度が大きく向上し、

それに伴い探査の可探深度が拡大することにより、従来の手法では発見できなかった鉱床

の発見可能性が拡大することが期待される。 

 更に、当該技術開発の成果によって本邦企業の総合的な探査能力が向上することにより、

外国資本による探査案件への参入機会が増大し、より効率的な探鉱支援が可能となる。 

 上記により、探鉱支援による供給者数の増大による供給構造の安定の確保に資すること

により、経済安全保障に貢献する。 
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２．事業の背景・目的・意義 

（１）背景 

（イ）社会的背景 

 鉱物資源探査においては、条件の良い鉱床の探査が進み、鉱床が潜頭化・奥地化してい

るため、従来確立されてきた技術では対応が困難となってきている。以前は露頭等鉱床の

兆候が地表に表れている場合が多く、地表踏査等の地質調査とボーリングに比重をおいた

探査が進められてきたが、鉱床の潜頭化が進む中で旧来の調査手法による探鉱には限界が

あり、物理探査等の活用による地中の地質状況のより詳細な把握が求められている。しか

しながら、物理探査の精度が限られているため、ボーリングの最少化等の探鉱の効率化に

は限界があった。 

（ロ）技術的背景 

 高温超電導量子干渉素子（ＳＱＵＩＤ）は、極低温環境において物質の電気抵抗がゼロ

になる超電導現象を応用した超精密磁気計測素子であり、主に磁気的に隔絶された環境で

生体分野等への応用が研究されていた。従来、超電導現象を得るためには液体ヘリウムに

よる極低温が必要であったため、屋外での活動への応用は困難であった。しかし、高温超

電導物質の出現により冷却装置等の小型化や取扱いが比較的容易になったため、野外測定

用の小型磁力計としての利用が検討されるようになった。 

 従来、金属鉱床探査において、地中状況を解析する方法として物理探査の一種である電

磁探査が利用されているが、探査の工程においてはセンサーの性能等から２次元解析しか

行うことができず、その探査精度も限定されたものでしかなく、鉱床探査においてボーリ

ング調査等への依存の比重は高かった。 

 しかしながら、ＳＱＵＩＤを用いた野外測定用の超電導磁気センサーの開発、電磁探査

への応用やこれに併せた新たな解析手法の研究により、探査精度の大幅な向上、３次元解

析実現の可能性が検討されている。 

 

（２） 目的・意義 

 本技術開発では、ＳＱＵＩＤを用いた超電導磁気センサーを開発し、これを用いた電磁

探査システム及び３次元解析法による解析手法を研究開発し、鉱物資源探査に適した高精

度物理探査技術の開発を目指すことを目的としている。 

 高精度物理探査技術の開発より大幅な探査精度の向上、それに伴う可探深度の拡大が可

能となり、鉱床の潜頭化・深部化が進む中で探査の高度化・効率化、鉱床の発見可能性の

拡大に貢献するものと考えられる。さらに、これにより海外における探鉱・開発の促進が

図られ、我が国への非鉄金属の安定的な供給に資するものであり、本開発を実施する意義

は大きい。 
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（３）研究開発動向 

（イ） 国内 

 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、超電導磁気

センサー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が実

施した。 

 そのほか、地質調査所、早稲田大学等で研究室レベルの基礎研究を実施している。 

（ロ） 海外 

 豪州連邦科学技術研究開発機構（ＣＳＩＲＯ）において、１９９２年より高温ＳＱＵＩ

Ｄ磁力計を用いた探査技術の研究開発を実施しているが、未だ課題が多く実用化していな

い。 

 その他、独が地質調査への適用を目指し研究を実施している。 

 

３．事業の性格、位置づけ 

（１） 事業の類型 

 「産業技術としての成立性見極め・確立」に該当する。 

（２） 産業技術戦略上の位置 

 資源分野の技術は、国家産業技術戦略における分野別産業技術戦略の「エネルギー分野」

において「経済性と供給安定性を考慮した環境調和型エネルギー・資源供給構造の構築」

と位置付けられており、また、「エネルギー分野」に含まれる「資源分野」において、資源

セキュリティの確保のために必要な技術開発課題として探査技術の高度化が掲げられてい

る。 

（３） 独創性、新規性、先進性 

 ＳＱＵＩＤを用いた超電導磁気センサーによる電磁探査技術は、これまでに実用化され

たものがなく、新規性に富むものである。また、本技術開発は、探査の精度の高さを利用

して、これまで実現されていない３次元解析の実現を目指すものであり、独創性を有する

ものである。 

 この３次元解析が実現された場合、物理探査の可探深度の拡大といった従来探査手法の

高度化や、ボーリング調査の削減といった探査の効率化が図れる可能性があり、十分な先

進性を有している。 

 

（既存研究成果） 

野口、宇田川他（1998）：高温超電導磁力計の電磁探査への応用、物理探査学会第 98 回学

術講演論文集、p227-230,1998 

片山、糸崎他（2000）：高温超電導磁気センサーを利用した TEM 法探査システムの開発、物

理探査学会第 102 回学術講演論文集、p214-218,2000 

野口（1998）：超電導センサーの電磁探査への応用の研究、財団法人日本鉱業振興会研究助
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成による研究成果報告、p7-12,1999 

 

４．事業の目標 

（１） 事業全体の目標（値） 

 本探査技術の実現に必要となる超電導磁気センサーの開発、同センサーを利用した電磁

探査システムを開発するとともに、得られたデータの解析システムの研究開発を実施し、

総合的な探査・解析システムの確立を目指す。 

 当該探査システムにより得られるデータについては、従来の探査手法によって得られる

３倍以上の精度を実現し、この精度を活用することで地中状況の３次元解析を実現する。 

 

（２） 当該目標の選定理由 

 ＳＱＵＩＤを利用した電磁探査システムは、従来の手法に比べてデータの３方向成分の

測定精度が大幅に向上すると考えられ、これにより３次元解析実現の可能性が高いと判断

される。また、鉱床探査の大幅な高度化・効率化を実現させるためには、地中の状況をよ

り詳細に把握するが必要であり、探査ニーズからも３次元解析の実現が求められるため、

当該目標を設定した。 

 

５．事業の計画内容 

（１）事業計画  

 高精度磁気センサーを開発し、同センサーを利用した電磁探査装置の理論検証機を開発

する。本理論検証機に対する評価をベースに実用試験機の開発を行うとともに、データ解

析システムの開発を実施し、探査・解析システムを完成する。 
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開発スケジュール                    （単位：百万円） 

 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 計 

高精度磁力計及び測定

システム開発 

 

基礎試験 

 

設計・理論検証機開発 

 

設計変更・実用試験機 

開発 

 

試験評価 

 

 

 

 10 

 

     40 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

        

     25 

 

 

 

 

 

 

    35 

 

  

  10 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

    35 

 

小  計     50     45     45     40    180 

解析ソフト開発 

 

    10      15     15     10  

小  計     10      15     15     10     50 

合  計     60     60     60     50    230 

 

（３） 技術要素項目 

 ①高精度磁力計の開発 

 電磁探査システムの受信部となる磁力計を、高温ＳＱＵＩＤを利用して開発する。外部

ノイズによる高温ＳＱＵＩＤの不安定性を解消するには、低温ＳＱＵＩＤ程度に安定した

素子を開発し、制御技術を確立することが必要。 

 

 ②高精度電磁探査システムの開発 

 高精度磁力計を利用した電磁探査システムを構築するため、従来システムよりノイズ発

生の少ない探査システムを開発する。機器自信が発生するノイズを低減するだけでなく、

ノイズ混入の少ないデータ転送システムが必要。 

 

 ③解析プログラムの開発 

 電磁探査システムによって得られたデータを３次元解析するため、高速かつ高精度な解

析プログラムを開発する。地中を高精度に解析するためには、磁場偏差測定が不可欠であ

り、磁場偏差データが解析できる新たな解析プログラムを開発することが必要となる。ま

た、３成分偏差測定により得られる膨大なデータを解析するためには、高速なアルゴリズ
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ムを有する解析プログラムの開発も必要である 

 

６．研究開発体制 

 研究開発は金属鉱業事業団が一元的に実施する。 

 超電導磁気センサー等機器開発については、必要となる設計精度等仕様を決定した上で、

専門技術を有する企業等に設計・製作を依頼する。 

 全体のシステムや解析手法については、国立研究所、大学の研究者及び鉱物資源探査専

門家による委員会等を設置し、検討を進める。 

 

７．実用化見通し 

（１） 実用化イメージ 

 探査現場で使用可能である小型軽量な高精度電磁探査システム、３次元解析を実現する

ソフトウェア。 

（２） 実用化の担い手 

 非鉄金属業界、地質コンサルタント等。 

（３） 実用化までの課題 

 コストダウン、システム耐久性の実証等 

（４）実用化時期、実用化主体、市場創出効果 

・実用化時期：技術開発終了数年後 

・実用化主体：非鉄金属業界、地質コンサルタント、金属鉱業事業団等 

・市場創出効果：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、市場創

出効果が期待される。 

 

８．今後の展開 

（１） 実用化に向けての長期計画 

 企業等が実施する鉱床探査において、本事業によって開発された高精度電磁探査システ

ムを実際に使用し、実用化に向けて所要の改良を加える。 

（２） 研究開発目標のマイルストーン 

 コストダウン、耐久性、可搬性、ソフトウェアの実用性向上。 

 

９．中間・事後評価の評価項目・評価基準、評価手法及び実施時期 

（１）評価項目・評価基準、評価手法 

 通商産業省技術評価指針（平成１２年通商産業省告示第３２３号）に則した項目、基準、

手法により、事後評価を行う。 
（２）実施時期 

 本開発終了後（平成１７年）を予定。 
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第３章 評価結果 

 

１．プロジェクトの目的 

1-1. 資源機構のプロジェクトとして妥当であるか 

 

高度工業化国でありながら非鉄金属鉱物資源のほとんど全てを海外に依存している日本

にとって、２１世紀は中国を始めとする工業化の著しい進展などにより非鉄金属鉱物資源

確保の環境が一層厳しい時代になってきている。一方、海外に残された非鉄金属鉱床賦存

の有望地域は、奥地や地形が急峻でアクセスが困難な地域、また導電性の表層に覆われる

などして従来の探査手法の適用が困難な地域となってきており、このような地域に適用で

きる新しい探査技術の開発が求められている。 

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、資

源機構は企業支援の一環として国内外の地質構造調査を実施しており、これらの調査でこ

の技術開発成果を実利用できる立場にある。また、資源機構は鉱物資源確保を担う事ので

きる技術者集団をもつ日本で唯一の非鉄金属鉱物資源関連の独立行政法人であり、本プロ

ジェクトのような先端的技術開発を先導するのは妥当である。 

資源機構がリスクの高い技術開発を行い、我が国企業の海外資源開発を支援することで、

ひいては日本の非鉄金属鉱物資源の安定供給に繋がるという視点からも、本プロジェクト

の重要度は高い。 
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２．プロジェクト目標・計画の妥当性 

2-1. 技術開発目標は妥当か（技術開発成果の利用可能性、技術的有望性は見込まれるか） 

 

従来の電磁探査法の最大の欠点は探査深度の限界で、これは深部探査に有利な周波数帯

域の広い磁力計が存在せず、誘導コイル型（時間微分）磁力計を用いていたのが主な理由

である。医療分野等で日常的に使われるようになった SQUID 磁力計は、周波数帯域の広い

磁力計として電磁探査法にも十分利用可能である。また、SQUID 磁力計を用いた電磁探査法

は、潜頭性の塊状鉱床の探査に有望と考えられ、利用可能性も高い。 

この SQUID 磁力計の技術進展を踏まえ、探査深度を深くするための探査システムから解

析システムまでの一環した開発を目指している点は目標として妥当である。また、限られ

た期間と予算の中で最大限の効果を得るために、目標設定を実用性においているのも妥当

である。更に、最終年度として実用化を最優先し、実際のフィールドにおいて実証試験を

行い、作業の能率向上、有効性の確認に重点を置いたことは妥当である。 

しかしながら、実用化に当たっては測定効率と探査深度に関する課題が残されている。

探査深度については、従来法では測定困難な、少なくとも地表まで鉱化変質が及んでいな

いような鉱床の賦存深度が目標となろう。 

 

 

2-2. 技術開発計画は妥当か（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） 

 

ハードウエア及びソフトウエア技術開発の手順や、開発技術の検証のためのモデルフィ

ールドの選択など、技術開発計画は概ね妥当である。また、支出実績はプロジェクト開始

時に計画された予算からかなり下回っているが、現在までに得られた成果を考えるとコス

ト面での努力が認められる。 

探査システム開発としての機器開発については、プロトタイプ開発から実用試験機に至

るという適切な開発プロセスを計画に盛り込んでいる点は望ましい。 

しかし、実用化を重視するのであれば、既存データがあり開発システムの検証・評価が

可能なフィールドを更に１～２箇所追加して試験を実施することが望ましい。 

 

 

2-3. 情勢変化への対応は妥当か（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るか） 

 

外部情勢に特別な変化は認められないが、プロジェクト開始時の目標を見直し、磁気偏

差測定をも含む計画から磁気測定に目標を絞ったこと、更に「３倍以上の精度」、「３次元

解析」という目標を「実用的なシステムの完成」に変更したことは妥当である。しかし、
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最終成果の中には従来の手法と比較した場合の定量的な記載が望まれる。 
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３．実施者の事業体制・運営の妥当性 

3-1. 資源機構の事業体制・運営は妥当か（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るか、意思決定、進捗状況、

計画見直し等の検討は適切か） 

 

大学などの研究者・鉱物資源開発企業の技術者で構成される研究会で実質的な検討を行

い、そのアドバイスを受けながら機構の開発チームが主導して事業を実施していることは、

運営面で妥当である。探査システム開発については、優れた技術者のいる企業を選定して

実施しており、妥当である。今後も、関係者間の連携については十分な配慮が必要である。 
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４．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） 

4-1. 計画と比較して目標は達成されているか 

 

SQUID 磁力計を用いた試験調査を実施し、潜頭性鉱体の検出に良好な成果を収めたことは、

当初計画に沿ってプロジェクトが進捗していると評価される。また、探査システム開発の

磁場測定機能については、ほぼ予定通り目標を達成している。 

当初計画の探査システムの磁場偏差測定機能、及び解析システムの３次元解析について

は目標達成には至っていないが、より重要性の高い磁場測定機能の実用化を優先し、目標

を見直したことは妥当である。 

 

 

4-2. 要素技術から見て成果は得られているか 

 

電磁探査法のセンサーとして SQUID 磁力計を新たに開発し、実用可能性の高い探査シス

テムを開発できたことは、従来法に比較して電磁探査法の適用範囲が拡大した点で成果で

ある。SQUID 磁力計の解決すべき細部の技術的課題を明確にしたことも、意義が大きい。 
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５．成果の実用可能性、普及、広報、波及効果 

5-1. 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） 

 

SQUID 磁力計の改良を行い、複数の試験調査を積むことにより、実用化される可能性は高

くなると思われる。 

シナリオでは、開発された成果は資源機構自体が実施する国内外の地質構造調査プロジ

ェクト等で利用していくことになっている。この利用は開発技術の実証調査の意味を持つ

ものであり、本技術開発プロジェクトへのフィードバックを行うのが理想である。 

 

 

5-2. 成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 

 

事業報告書は年次毎に発行されており、学会等においても年数回の報告がなされている

が、これだけでは必ずしも十分であるとはいえない。今後は、探査事例の蓄積を経て、国

際学会などへの発表や論文投稿を積極的に進めていくこと、また、ホームページ上での公

開やプレス発表など多様な手段により、公表していくことを検討していただきたい。 

 

 

5-3. 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

 

成果の広報・発表を積極的に行うことによって、普及および波及効果が期待できる。資

源機構が実施する地質構造調査や、鉱物資源開発企業による探査への利用は言うまでもな

いが、地震予知のための活構造調査などへの利用も可能である。 

資源機構独自のプロジェクトで利用するだけでなく、開発されたソフトウエアの関連業

界への配布を検討するなど、広く国内外で利用されるよう普及を心がけていただきたい。 
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６．総合コメント 

 

本技術開発テーマは、地質構造調査の効率的実施に寄与できるとともに、必要性が高く、

資源機構として妥当な技術開発テーマの選択が行われているといえる。 

探査深度について、従来手法よりも深いターゲットを探査可能な探査システムをほぼ開

発し終えた点は評価できる。探査システムの磁場測定の安定性を十分確認した上で、現場

使用を積み重ね、実用化を目指してほしい。 

実用化には開発技術の適用の一般化が重要である。特殊な地域における成功だけでは一

般性を持ち得ない。このことは事業計画及び実施において常に意識しておくべきであり、

これを意識してモデルフィールドの選定等を行なって頂きたい。実際の調査地域で役立つ

かを調べて、事例蓄積を計画的に実施することが望まれる。 

 

 


