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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高精度物理探査技術の開発を実施した（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、「高精度物理探査技術の開発」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、高温超電導量子干渉素子（高温 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。 

 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 17 年度は、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、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・深部化しており、地上物理

探査においても地下深部の物性をより精度良く取得できる手法の開発が必要と

なっている。金属資源探査では鉱床が低比抵抗体として捕捉できることが多い

ことから時間領域電磁探査法（TDEM 法）が用いられているが、新規鉱床の潜

頭化・深部化に伴い、TDEM 法の従来装置では捕らえられない頻度が増えてい

る。 

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 測定システムの測定値が磁場であるために、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い。した

がって、従来装置では捕らえられなかった潜頭鉱床を SQUID 測定システムに

より捕らえる可能性がある。 

 

（３）機構が実施する必要性 

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

りも探査深度が大きい SQUID 測定システムが完成すれば、従来装置では発見

できなかった潜頭・深部鉱床を SQUID 測定システムにより発見できる可能性

がある。また、比抵抗の低い被覆層で厚く覆われているために TDEM 法が利用

されなかった地域でも、SQUID 測定システムを用いた TDEM 調査により低比

抵抗の下を探査できる可能性がある。したがって、SQUID 測定システムを開発

することにより、それまで取得できなかった地下範囲の比抵抗分布を取得でき

るようになり、機構が行う探査の精度が向上することから、機構が実施する技
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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（機構の前身）が実施した。そのほか、（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ている。 

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。 

 

 

２．プロジェクト目標 

（１） プロジェクト目標 

プロジェクト目標は、「従来装置（誘導コイル型磁力計による測定装置）よ

りも地下深い部分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 SQUID 測定システムを完成させる」である。これは、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

び委託事業（平成 13 年度～15 年度）の成果を踏まえて、目標を再設定したも

のである。 

委託事業では、当初のプロジェクト目標では、「従来の探査手法の 3 倍以上

精度及び 3 次元解析を実現する」というものであり、SQUID 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 年度からは SQUID 測定システムの磁場測定機能の完成（探

査深度の向上）に特化した開発を行うこととした。 

 

（２）目標の妥当性 

上記目標は、以下の点から、「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」という目的及び現実的な開発期間を鑑み、従来装置より

も地下深部を精度よく測定できる実用的な SQUID 測定システム開発を最優先

し、本プロジェクトが交付金事業となった際に再設定したものである。 

 

• 鉱床の潜頭化・深部化に対応した電磁探査法が求められている現状のなかで、

探査深度の向上が最優先されるべきである。 

• 磁場偏差測定は、委託事業のプロジェクト目標であった「3 倍以上の精度の
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実現」を達成するために取り組んだが、磁場測定に比べ、小さな値を取り扱

うことになり、平成 15 年度時点での SQUID 測定システムのシステムノイ

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。 

• 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。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。 

 

 

３．プロジェクト計画 

（１）スケジュール及び予算 

 平成 16 年度に再設定した目標を踏まえて平成 16 年度時点で修正した年度計

画は表１のとおりである。なお、本プロジェクト開始時の当初計画及び開発進

捗実績も併せて示す。 

 

表１ 年度計画及び進捗 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初計画では平成 13 年度からの 4 年プロジェクトであったため、平成 16 年

度に終了する予定であった。しかし、平成 16 年度終了時において SQUID 測定シ

ステムの環境ノイズに対する脆弱性や、可搬性・操作性などに課題が残ったた

め、本プロジェクトの実施期間を 1 年間延長して、残された課題とその改良結

果を評価するための実証試験を行った。 

 本プロジェクト開始時の見込み予算総額は 230,000 千円であった。これに対

して、本プロジェクトに要した支出実績合計額は 179,591 千円であった。 

 

 

 委託事業 交付金事業 

 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 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 51,663 千円 45,593 千円 35,059 千円 26,357 千円 20,919 千円 

        本プロジェクト開始時の当初計画 

開発進捗実績 
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（２） 情勢変化への対応 

 交付金事業となった平成 16 年度に、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、SQUID 測定システムの磁場測定機能と磁場偏

差測定機能、解析プログラムの開発テーマの内、機構による探査への利用可能

性の観点から SQUID 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、SQUID 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、

今後の検討課題とした。 

 

 

４．実施者の事業体制・運営 

（１）実施者の事業体制・運営 

 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

が行った。SQUID 測定システムの開発・改良は専門能力を有する外部機関に委

託して実施した。 

また、学識経験者、技術者等の外部有識者からなる「金属資源探査技術開発

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。 

 平成 16 年度及び 17 年度の実施体制は以下のとおりである。 

 

 平成 16 年度 平成 17 年度 

全体調整 機構で実施。 機構で実施。 

SQUID 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、同社と機構で実施。 

住友電工ハイテックス（株）に委託。野

外テストは、同社と機構で実施。 

実証試験 機構で実施。 機構で実施。 

 

 

（２）技術開発実施者の選定 

 SQUID 測定システム開発と解析プログラム開発は、外部機関に外注・委託し

て実施した。外部機関に外注・委託した理由は以下のとおりである。 

 

• SQUID 測定システム開発は、住友電工ハイテックス（株）に委託して行っ

た。同社は平成 12 年 4 月に、取扱いが簡便である高温 SQUID のパイオニ

アである住友電気工業（株）より SQUID 関連事業の全面移管を受け、野外

調査用 SQUID（実験用）を一般製造・販売している国内唯一の企業であっ

た。 
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• 解析プログラムの内、3 次元解析プログラムについては、実データを高速で

3 次元簡易解析するプログラムを製作できる米国 GEOCOM 社に外注した。

また、詳細解析プログラムについても研究開発を行い、複雑な地形・地下構

造も解析できる有限要素法による解析技術を有する（独）産業技術総合研究

所に委託して実施した。 

 

SQUID 測定システムの性能を評価するための実証試験については、プロジェ

クト終了後にユーザーとなる機構職員で実施して実用性についての課題を抽出

し、SQUID 測定システム開発に反映させた。 

 

 

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） 

 SQUID 測定システムの磁場測定機能を完成させた。具体的には、平成 15 年

度までに作成した SQUID 測定システムの深部探査能力向上に特化し、実用化

に向けて残された課題（環境ノイズに対する脆弱性、可搬性・操作性など）に

ついて改良を行った。また、SQUID 測定システムの従来の TDEM 法装置に対す

る探査深度の優位性を評価するために、海外の金属鉱床賦存範囲で実証試験を

行い、従来装置よりも深部までデータが取得できることを確認した。 

 交付金事業（平成 16 年度～17 年度）での成果の詳細については、別記１に

示す。 

 

（２）計画と比較した目標の達成度（平成 16 年度～17 年度） 

平成 16年度の 1年間では SQUID 測定システムの磁場測定機能を完成できな

かったため、プロジェクト期間を 1 年延長した。そして、SQUID 測定システム

の改良及び実証試験を行い、目標を達成した。 

平成 16 年度及び 17 年度までの成果の詳細及び目標の達成度は別記１に示す。 

 

（３）目標達成できなかった部分の要因分析 

 プロジェクト期間を 1 年間延長しなければならなかった理由として、環境磁

気ノイズに対する脆弱部の特定及びその改善策を選定するのに時間を要したこ

とによる。 

 

（４）要素技術から見た成果の意義 

 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実用的な磁場測

定機能を開発した。 

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（別記２）。例えば、導電性表層の下位に鉱床が位置している場合、
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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、SQUID 磁力計により潜頭鉱体を捕ら

えられる可能性がある。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。 

 

 

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 

 機構が実施している幾つかの探査案件において SQUID 測定システムを用い

た探査が期待されており、開発した SQUID 測定システムを機構による地質構

造調査等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取りまとめ、平成 16 年度及び 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。 

 

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(Applied 

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 

第 74 回米国物理探査学会（口頭

発表） 

平成 16 年 10 月 Development of a TDEM data acquisition 

system based on a SQUID magnetometer 

for mineral exploration 

2005 Japan-Taiwan Symposium 

on Superconductive Electronics 

（口頭発表） 

平成 17 年 2 月 Development of a TDEM Data Acquisition 

System Based on a SQUID Magnetometer 

for Mineral Exploration 

日本鉱業協会物理探査委員会 

（口頭発表） 

平成 17 年 3 月 高温超電導磁力計を用いた TDEM 法装置

（SQUITEM）の現場適用試験 

平成17年度全国鉱山製錬所現場 平成 17 年 6 月 高温超電導磁力計を用いた TDEM 法装置
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担当者会議（口頭発表） （SQUITEM）の現場適用試験 

資源地質（論文） 資源地質 第 55 巻１

号 2005 

高温超電導磁力計を用いた TDEM 法装置

（SQUITEM）の現場適用試験 

超伝導科学技術研究会 第62回

ワークショップ「超高感度磁気

センサ SQUID を用いた実用シス

テムの開発」（口頭発表） 

平成 17 年 11 月 金属資源探査のための高温超伝導 SQUID を

用いた TDEM 法装置（SQUITEM）の開発 

 

（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、防災分野（地すべり調査や断層調査）や地下水探査などへの

利用の波及も期待できる。また、石油探査では、地震探査で捕らえきれなかっ

た油層を捕捉するために TDEM 法が使われる場合もあり、TDEM 法の磁力計と

して SQUID を用いることにより捕捉精度が向上するものと期待される。 

 

 

７．費用対効果 

本プロジェクトに要した費用は、総額で 180 百万円である。 

平成 17 年度に実施した豪州実証試験では、SQUID 測定システムにより鉱化

帯を捕捉できたが、従来装置では明瞭には捕捉できなかった。豪州実証試験地

のように低比抵抗の被覆層で覆われた地質条件で、電気・電磁探査法の従来装

置により深部鉱化帯を捕捉することは難しいが、SQUID 測定システムでは捕捉

できる可能性がある。このような地域において、今後、機構が数多く探査を行

うものと見込まれる。SQUID 測定システムは完成して間もなく実探査への適用

件数が少ないために、現時点では費用対効果を算出することは難しいが、この

ような地域で TDEM 法の従来装置ではなく SQUID 測定システムを使用するこ

とにより鉱床を発見できる機会が増えると予想され、SQUID 測定システム開発

に要した費用に対する費用対効果は大きいと言える。 

 

平成 17 年度の豪州実証試験の結果から、SQUID 測定システム開発に要した

費用に対する費用対効果を試算する。 

豪州実証試験地周辺の鉱化は超塩基性岩とそれに接する岩石との境界部に

位置する傾向がある。既存の磁気探査データから超塩基性岩（高磁気異常を示

す）とそれに接する岩石との境界部を抽出し、超塩基性岩が傾斜している可能

性があることから、磁気探査データにより予想される境界線から東西方向に約

1km の測線（測線長約 2km）で TDEM 法調査を行うと仮定する。また、TDEM
法の一般的な１回の調査量から、境界線の方向についての調査対象範囲は 3km
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と仮定する。 

従来装置を用いた場合、比抵抗の低い被覆層の下の鉱化帯を捕捉できなかっ

たため、調査範囲全体で等間隔にボーリングを実施しなければならない。した

がって、500m 間隔でボーリング（掘進長 500m と仮定）を実施する場合、16 本

のボーリングが必要となる（最初に、境界線に対して東西に２本ずつボーリン

グを掘進することにより超塩基性岩の傾斜が推定できる。それ以降のボーリン

グは、超塩基性岩の傾斜方向のみに掘進する）。 

 

 
SQUID 測定システムと従来装置によるボーリング掘進位置 

 

 

 しかし、従来装置の代わりに SQUID 測定システムを用いた場合、鉱化帯を

反映する比抵抗異常（幅は約 0.5km）が捕捉できたことから、その比抵抗異常

に沿って 500m の間隔でボーリングを掘進すれば良い。したがって、SQUID 測

定システムを用いた場合に必要なボーリングの本数は 7 本となり、従来装置の

代わりに SQUID 測定システムを利用することにより 9 本のボーリングを削減

することができる。掘進長 500m のボーリング１本当たりの費用を約 5 百万円と

すると、従来装置の代わりに SQUID 測定システムを用いることにより、約 45

百万円の費用を削減することができる。 

本プロジェクト開発に要した費用は、総額で 180 百万円である。したがって、

TDEM 法により位置選定してボーリングを実施する探査手順を採用する 3カ所
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の探査地域で従来装置の代わりに SQUID 測定システムを利用すれば、SQUID
測定システム開発に要した費用相当額のボーリング費用を削減することができ

る。TDEM 法によりボーリング位置を選定する探査手順は今後の機構の探査で

数多く採用されると考えられるので、本プロジェクトを実施したことによりも

たらされる効果は、本プロジェクト開発に要した費用との比較において、十分

に効果的であると言える。 
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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） 

 

平

成

16 

年

度 

SQUID 測定システムの実用性と探査深度の優位性を評価するために、チリ共和国（酸化鉄銅金

鉱床）及びモロッコ王国（塊状硫化物鉱床）で実証試験を行った。誘導コイル型磁力計による

TDEM 法装置（従来装置）に対する SQUID 測定システムの探査深度の優位性を評価するために、

各実証試験では SQUID 測定システムに加えて従来装置でもデータを取得した。そして、SQUID

測定システムによる磁場－時間曲線と従来装置による磁場時間微分－時間曲線について、地下構

造を反映していると判断できるデータが取得できた最大時間を比較した。その結果、概して

SQUID 測定システムの方が従来装置よりも遅い時間までデータが取得でき、探査深度が大きい

ことを実証した。しかし、環境ノイズに対する脆弱性、可搬性・操作性等の実用性に課題が見つ

かった。 

 これらの課題に対して、SQUID 測定システムに以下の改良を行った。なお、括弧中に改良成

果を示す。 

 環境ノイズに対する脆弱性の改善 

・ノイズ対策の強化（未達成）  

・環境ノイズにより地下構造を反映しないデータをスタッキングせずに削除する機能の

測定プログラムへの追加（達成） 

 可搬性・操作性等の実用性の改善 

・SQUID 素子の調整時間の短縮（達成）  

・SQUID 素子破損防止回路の追加（達成） 

・データ処理プログラムの開発（達成） 

平

成

17 

年

度 

 SQUID 測定システムについて、平成 16 年度に引き続いて以下の改良を行った。 

 環境ノイズに対する脆弱性の改善 

・SQUID 磁力計への高周波ノイズ対策（達成） 

・FLL ケーブル（SQUID 磁力計と受信部を結線するケーブル）への高周波ノイズ対策 

（達成） 

 可搬性・操作性等の実用性の改善 

・装置間を結線するケーブル等の煩雑さの解消（達成） 

・測定プログラムやデータ処理プログラムの機能・操作性強化（達成） 

 

上記改良がある程度完了した時点で、豪州（塊状硫化物鉱床）で実証試験を行った。その結果、

可搬性・操作性が向上したこと、従来装置よりも SQUID 測定システムの方が探査深度が大きく、

鉱床を明瞭に捕らえられることを確認した。 
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（別記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装置の課題 

TDEM 法は、比抵抗が高い母岩中に胚胎する低比抵抗の（塊状硫化物）鉱床の調査

に威力を発揮する手法である。電気・電磁探査法の障害となる低比抵抗の被覆層に広

く覆われている場合でも、被覆層の厚さが薄い地域では TDEM 法が広く利用され、金

属資源探査に貢献してきた。 

しかし、鉱床が低比抵抗の被覆層で厚く覆われている場合、TDEM 法の従来装置（誘

導コイル型磁力計による測定機器）では鉱床を検出することは難しい。これは、鉱床

の上位に拡がる低比抵抗（被覆層）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。 

 

（２）SQUID 測定システムを開発する理由 

 （１）で示した従来装置の問題点は、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、低比抵抗の被覆層下の探査でも、TDEM 調

査により有意なデータを取得できる可能性がある。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、従来装置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、低比抵抗の被覆層で覆われている場合で、

鉱体の情報を含むデータの精度が改善される（別図に示すシミュレーション結果を

参照）。 

・ 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の深度の探査に利用することは難しい。 

 

SQUID 測定システムを開発することにより低比抵抗の被覆層で覆われた地域での

TDEM 探査の適用が可能となるばかりでなく、従来の TDEM 装置よりも SQUID 測定シ

ステムの探査深度が大きいことから、低比抵抗の被覆層で覆われていない地域でも、

SQUID 測定システムを用いることにより TDEM 探査による深部の探査深度が向上す

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              

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 

・ 金属鉱床に対する探鉱余地は世界的に見ても山岳部や奥地、深部に賦存す

る潜頭鉱床となっている。新しい探査技術の開発によって深部の地質構造

が詳細に解明できるようになれば潜頭鉱床を対象とした探査が可能となり、

鉱床発見の可能性も増大すると考えられ、本プロジェクトは意義があった。 

 

・ SQUID*)を用いた電磁探査技術は潜頭性鉱床探査に有効である。特に導電

性の表層に覆われた鉱床等に対する深部探査のための電磁探査技術が開発

されれば技術的ブレークスルーとなり、新たな鉱床発見の可能性も増大す

る。 

*)SQUID： Superconducting quantum interference device（超電導量子干渉素子） 

 

・ 本プロジェクトは、安定的に微小磁場を計測できる先端技術である高温

SQUID*)を用いて深部鉱体の探査能力を高めようとするものであり、意義

があった。 

  *)高温 SQUID： 液体ヘリウム温度（-269.4℃）で動作する低温 SQUID に対して、

液体窒素温度（-196℃）でも作動できる酸化物材料による SQUID のこと。 

 

(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） 

・ 本プロジェクトの目的は、資源機構が実施する資源探査の効率的な実施へ

寄与することである。したがって、資源機構の探査において、従来の電磁

探査の精度を向上させる必要があることから、資源機構が実施することは

妥当であった。 

 

・ また、本プロジェクトの技術開発成果は、資源機構の資源探査プロジェクト

である海外共同資源開発基礎調査において、資源機構の技術的優位性と独自

性を示す要素となり、新規探査プロジェクトの発掘にも貢献できると期待さ

れることから妥当であった。 

 

・ 資源機構による探査技術開発は、資源機構自らの資源探査に寄与すること
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に加え、鉱業界及び社会的な要請がある技術開発テーマについて、鉱業界

にとらわれず、資源探査に応用できる他の産業界の高度な要素技術を資源

探査に導入することも要請されている。したがって、資源機構が実施する

ことは妥当であった。 

 

 

 

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： 4.5 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)技術開発目標（再設定した目標）は妥当であったか 

・ 鉱化や変質帯が地表に露出した地域、あるいは鉱化が地表下浅部に位置す

る地域では世界的に探査がかなり行なわれたため、将来の探査ターゲット

は益々深くなる傾向にある。このような状況下で、探査深度を高めるとい

う本手法の目標は妥当であった。 

 

(2)中間評価時点での目標見直しは妥当であったか 

・ 平成 15 年度終了時に中間評価が行われ、「実用化の優先と磁場測定機能の

完成」に特化したプロジェクト目標の再設定が行われた。その結果として、

SQUID 測定システム*)の磁場測定機能が完成し、実証試験により実際の鉱

床地帯で従来装置よりも優れた結果が得られたことは、中間評価での目標

見直しが妥当であったことを示している。 

*)SQUID 測定システム： 本プロジェクトで開発した高温 SQUID 磁力計に基づく電

磁探査法測定システム 

 

・ 目標見直しにより目標から除外した「磁場偏差測定機能」及び「3 次元解

析プログラム」については、これらの目標達成には高温 SQUID の基礎研

究が必要であり、さらに PC の性能に大きく依存することから、期間・予

算の点で限界があり、見直しは妥当であった。 
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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： 4.25 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)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 

・ 研究開発工程は、基礎試験、設計、プロトタイプ開発、実用機開発、実証

試験と段階を追って進められ、平成 15 年度終了時に中間評価が行なわれて

おり、このスケジュールは適切であった。 

 

・ 当初 4 年間のプロジェクトであったが、SQUID 測定システムの環境ノイズ   

に対する脆弱性や可搬性・操作性にも課題が残ったために、プロジェクト

期間を１年間延長してこれらの課題を解決した。また、実証試験に基づく

評価も行うことができた。許容範囲内の期間で目標を達成できたと評価す

る。 

 

・ 予算については、目標の変更に合わせて修正されていることは適切である。 

 

(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。） 

 

・ 平成 17 年度においては世界的な銅価の上昇に伴い、深部潜頭性鉱床発見へ

のニーズが高まっており、本プロジェクトの必要性は増大している。一方、

本プロジェクト期間において、この SQUID 測定システムを代替するよう

な深部比抵抗探査技術の新規技術は開発されていない。したがって、本プ

ロジェクトを継続したことは、情勢変化への対応という観点から適切であ

った。 

 

・ 独立行政法人化によって、本プロジェクトの目的が、資源機構の自らの探

査で使用する探査技術開発と変更となったことに対応して、SQUID 測定シ

ステムの早期実用化を目指して、磁場測定機能の実用化に特化したことは

情勢変化への対応として妥当であった。 
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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 

・ SQUID 測定システムのコアである高温 SQUID について、野外用 SQUID
を製造している国内唯一の企業に測定システム開発を委託したことは妥当

であった。 

 

(2)関係者間の連携／競争が十分に行われるような体制となっていたか 

・ SQUID 測定システム開発を企業に委託した一方で、SQUID 測定システム

評価のための実証試験を機構が自ら実施したことは、SQUID 測定システム

の使用者としては妥当であった。そして、企業と資源機構の連携、とりわ

け測定システム開発と実証試験のフィードバックは問題なく行われており、

妥当であった。 

 

・ 有識者からの助言を取り入れる体制もあり、プロジェクト体制は妥当であ

った。 

 

(3)意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

・ 中間段階の進捗状況や中間評価での助言を適切に反映して、目標の再設定

も適切に行われた。 

 

・ 資源機構内に置かれた研究会及び外部評価委員会により適時、適切なチェ

ックを受け、適切な意思決定がなされた。 

 

 

 

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 

・ 磁場測定機能に基づく SQUID 測定システムを実用的な装置として完成さ

せた。また、実証試験を行い、従来装置よりも深部のデータを取得できる
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ことを実証した。これらは、中間評価で再設定された目標を達成している。 

 

・ 中間見直しで SQUID 測定システムの早期実用化を目指して、幾つかの要

素技術のうち磁場測定機能を実用化することに特化したことは妥当であり、

この成果により当初目標である深部探査が可能となった意義は大きい。 

 

(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 

・ 再設定した目標に対して、環境ノイズ対策に時間を要したために、本プロ

ジェクト期間を１年間延長した。しかし、１年間の延長で磁場測定機能に

基づく SQUID 測定システムを完成させたことは、環境ノイズについての

要因分析が適切であったことを示している。 

 

(3) 要素技術から見た成果は得られたか 

・ 要素技術としての成果（SQUID 測定システムの磁場測定機能の完成）は、

従来装置よりも探査深度が向上していることであり、十分な成果である。 

 

・ 物理探査装置の必要要件を満足する実用装置の開発には多大な苦労が必要

であり、SQUID 測定システムの実用化を達成したことは大きな成果である。

SQUID 測定システムを実際の鉱床地帯に適用して、従来装置と同等以上の

探査性能を確認できたことは高く評価される。 

 

 

 

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） 

       

(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） 

・ 本プロジェクトで開発した SQUID 測定システムにはマニュアルが整備さ

れ開発過程において可搬性能の改良、データ自動処理プログラムの改良等

が行われ、利用しやすい装置となっている。したがって、実際の調査で使

用される実用化の可能性は高い。 

 

(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 

・ 講演会、論文発表等９編が行われ、年次報告書は関連業界に配布されてい 

  る。また、資源機構のホームページ上でも公開される予定であることから、 
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  十分になされている。 

 

(3)成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

・ 本プロジェクトに関する助言のための研究会には、将来、SQUID 測定シス

テムのユーザーとなるかもしれない民間企業の有識者が参加している。ま

た、日本鉱業協会における講演等、資源業界への成果普及の努力もなれて

いる。今後は資源機構自らの調査のみならず、資源機構が関与する民間企

業等の調査に SQUID 測定システムの活用を提案し、実際の鉱床発見に寄

与できれば普及は大いに期待できると考えられる。 

 

・ 探鉱深度が深くなれば、深部鉱床探査以外に、深部地下水資源、潜在活断

層、地滑りの亀裂調査などに応用分野は拡がると期待できる。 

 

 

 

７．費用対効果                    

費用対効果が見込まれるか。          平均評点： 3.25 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） 

 

(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） 

 

・ 通常の探査方法では得られない深部の地質構造の解明に寄与できるとすれ 

  ば、実際にボーリング本数を削減できるかの不確定要素はあるものの、費 

  用対効果は十分にあると考えられる。さらに、日本独自の技術として資源 

  機構の優位性を示すことによって資源機構の探査プロジェクト形成に役立 

  つことも期待され、効果は十分であるといえる。 

 

・ 鉱体検出の精査ステージに必要な経費はボーリングを含め膨大である。こ

のステージでの深部鉱体の検出技術は探鉱経費を大きく左右する。実探査

において、開発した SQUID 測定システムが深部鉱体の探査などに適切に

使われるようになれば、本プロジェクトのコストパフォーマンスは高くな

るだろう。 


