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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２２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（アフリカ金属鉱床

探査に関する解析技術開発）を実施している。この技術開発は、アフリカに胚

胎する各種金属鉱床の探査に寄与するリモートセンシングデータ解析技術を確

立することを目的としている。 
今回の評価は、中間評価として、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、この中間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）米田 哲朗  北海道大学大学院 

工学研究院 客員教授 
    
 （委員） 佐藤 功   一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 
              利用技術本部 技術参与 
    
 （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２５年５月２１日  



 3

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。 
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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 
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(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・評価項目（中間評価） 

 
 
 
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） 最終目標を変更する必要はあるか。変更された場合、その最終目標は

妥当か 
 
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 
（２） 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） 
 
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たか 
（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、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） 
（１） 計画と比較して目標は達成されているか 
（２） 要素技術から見た成果は得られているか 

 
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（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） 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 
（３） 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 
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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 
（アフリカ金属鉱床探査に関する解析技術開発） 

 
２．プロジェクトの目的 

アフリカに胚胎する各種金属鉱床の探査に寄与するリモートセンシングデ

ータ解析技術を確立すること。 
 
３．背景と意義・必要性 
（１）背景 

・ 鉱物資源の供給状況の変化と先端産業で必要とされる鉱種 
日本は鉱物資源に乏しい国であるが、日本の産業は多くの鉱物資源を必要

としている。従来から鉱物資源探査の重要な鉱種であった銅、鉛、亜鉛、金

に加え、最近では先端産業での白金、ニッケル、レアメタル、レアアースの

需要が高まっている。かつて鉱物資源は探査を行わなくとも比較的安価で安

定的に輸入できるものと認識されていたが、現在は資源メジャー企業による

企業買収が次々に行われ、寡占化が進行し、結果として資源価格が上昇の傾

向にある。さらに、中国のレアアースは生産や輸出規制が行われ、資源ナシ

ョナリズムも台頭し、日本への各種鉱物資源の安定的な供給が困難な状況と

なりつつある。現在では鉱物資源を持つものが強く、持たないものが弱い立

場となっており、日本は鉱物資源の安定供給の再考を余儀なくされている。

これからの日本は自ら海外で探査を行い、初期段階から鉱山開発に関わり、

権益を獲得することが必要となっている。 
 

・ 鉱物資源のフロンティアとしてのアフリカ 
日本政府はこの状況を打開するため、比較的手のついていないアフリカの

未開発資源に注目し、その鉱物資源を日本に安定的に輸入することを目的と

してアフリカ諸国での資源外交を展開している。その第一歩として、資源機

構は 2008 年 7月にアフリカ南部のボツワナ共和国にボツワナ地質リモート

センシングセンターを開所し、リモートセンシングに関する技術移転を行う

と共に、アフリカ南部における地質解析や資源探査に本格的に着手した。 
 

・ 鉱物資源探査へのリモートセンシングの活用状況 
米国の Landsat1 号が 1972 年に打ち上げられ、日本でも 1975 年頃から

鉱物資源探査へのリモートセンシング利用が本格的に開始された。リモート
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センシングデータは、鉱物資源探査の初期段階における広域の地質解析に有

効である。Landsat1～3 号は可視～近赤外（VNIR）域に 4 バンドを有する

センサであったが、短波長赤外（SWIR）域にセンサを有する米国の

Landsat4 号（1982）や日本の JERS-1（1992）や ASTER（1999）センサ

が登場して以降、変質帯解析が有望エリア抽出のために必要不可欠な探査手

法となった。現在の資源探査におけるリモートセンシングは、主に SWIR
域のデータを使用し、熱水性鉱床の生成に伴って形成された熱水変質帯を広

い範囲から識別するために積極的に利用されている。 
しかし、アフリカに胚胎する鉱床は顕著な変質帯を伴わないマグマ性鉱床

が多く、従来の確立されてきたリモートセンシングデータの解析技術では有

効な解析結果が必ずしも得られない。さらに、アフリカは植生に被覆されて

いる地域も多く、リモートセンシングを適用する地域としては困難な環境で

ある。 
 

（２）意義 
・ アフリカに胚胎する鉱床の探査技術を開発することの重要性 
アフリカは主にマグマを成因とする白金、ニッケル、レアメタル、レアア

ースの資源賦存ポテンシャルが高く、さらに熱水を成因とする銅などのベー

スメタルの賦存ポテンシャルも高い。 
銅、鉛、亜鉛、金は主に熱水が関与して形成される鉱種であるのに対して、

白金、ニッケル、レアメタル、レアアースは主にマグマが関与して形成され

る鉱種である。現在のリモートセンシングデータ解析技術は、環太平洋地域

のプレート沈み込み環境に形成される熱水性鉱床を探査するための変質帯

解析技術はほぼ確立され、熱水性鉱床探査に広く活用されている。しかし、

顕著な変質帯を伴わないマグマ性鉱床を対象とした解析技術開発はほとん

ど行われておらず、マグマ性鉱床の探査にはリモートセンシング技術が十分

活用されていない状況にある。一方、アフリカにも熱水性鉱床は認められる

が、初生変質帯が変成作用によって二次的な鉱物組み合わせに変化している

ものが多く、従来の確立されてきた熱水性鉱床の変質帯解析技術では有効な

解析結果が必ずしも得られない。アフリカに産する各種金属鉱床を対象とし

たリモートセンシングによる探査手法及び解析手法を開発することは、アフ

リカに胚胎する金属鉱床を効率的に探査するために重要である。 
 

・ 国産リモートセンシングデータの活用 
日本は現在、多くの衛星センサを運用しており、宇宙関連事業の先進国で

ある。国産衛星センサは外国製衛星センサと比較して遜色なく、性能が勝る

ものも多い。2009 年 6 月 29 日から ASTER センサから得られる 30m 解像

度の DEM データ（GDEM）が無料公開され、さらに改良された GDEM2
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が 2011 年 10 月 17 日から無料公開されている。また、経済産業省はグロー

バルリモートセンシングプロジェクトを 2009 年度から開始し、2013 年度

には日本の鉱業関連企業にグローバルスケールでの解析済み国産衛星デー

タや基礎地質データを無償で提供するグローバルリモートセンシングシス

テム（GRIAS (Geo-Resource Information Archive System)）が完成予定と

なっている。本事業ではこれらの新しいグローバルデータを積極的に利用し

てアフリカの各種鉱床タイプに応じた解析技術の開発を行うことで、探査上

の優位性と競争力を確保することが可能となる。 
国産衛星センサデータ及び解析技術は日本の資源探査のみならず、資源外

交での資源保有国への技術移転にも利用されている。資源保有国は自国の持

続的な発展のために、資源権益と引き換えに資金よりも技術を求める傾向に

ある。本技術開発事業により、得られる国産リモートセンシングデータを主

体とした解析技術は、アフリカでの海外有力パートナーとのジョイントベン

チャー形成や資源保有国政府に対する技術的信頼の獲得にも寄与する。 
 

（３）必要性 
・ アフリカの金属鉱床探査に関する新たなリモートセンシングによる探査

手法を得るメリット 
鉱物資源探査にとってのフロンティアであるアフリカには、まだ多くの未

開発の鉱床が地表付近の浅部に胚胎していると推定される。しかし、投資環

境の遅れやアクセス困難地が多いことからポテンシャルに見合う十分な探

鉱がなされておらず、リモートセンシングを用いて効率的に鉱床胚胎有望地

を抽出する新たな解析方法を開発することが嘱望されている。リモートセン

シングは現地に行かずに、多くの情報を得ることができることが最大の長所

である。アフリカではインフラが未整備なため、現地調査には多大な費用と

時間を要し、治安リスクも伴う。リモートセンシング技術はアフリカで鉱物

資源探査を行う上で最も必要とされる探査技術である。 
 
・資源機構が実施する必要性（資源機構の事業として妥当であるか） 

資源機構及びボツワナ地質リモートセンシングセンターは日本国政府の

資源外交に伴い、アフリカの SADC 諸国におけるレアメタル探査を開始し

た。しかし、探査実績の多い環太平洋地域とは胚胎する鉱床タイプが異なり、

変成・変形作用を被り地質環境も異なるため、効率的な探査の実施が不十分

な状況にある。現地に行かずに現地の地質情報や鉱物分布状況を推定可能な

リモートセンシングは、インフラがまだ不整備なアフリカでは探査を支援す

る上での重要な技術である。本事業で得られた成果は資源機構のアフリカで

の探査事業にすぐに活用される予定である。 
資源機構は探査以外に SADC 諸国においてリモートセンシングを通じた
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技術移転を実施しており、本事業で得られた成果は技術移転にも利用され、

SADC 各国の地質図等の基本情報のアップデートにも寄与することが期待

される。 
 

４．国内外の類似または周辺研究動向 
本技術開発事業で利用するデータとその研究動向及び解析対象とする鉱床

タイプについて示す。 
 
（１）利用するデータ 

①デジタル地形モデル（DEM）による地質解析 
資源機構が平成１８年～２１年度にかけて実施した「だいち」データ利用

技術開発では、SRTM－DEM（解像度 90 m）、ASTER－DEM（解像度 30 
m）、PRISM－DEM（解像度 10 m）を利用した地質図作成技術開発を行っ

た（資源機構、2007～2010）。各種 DEM データを用いて小流域解析やフィ

ルタリング解析を行うことで疎植生地域～植生地域における 20 万分の 1 縮

尺程度の地質図作成が可能であることを明らかにした（資源機構、2010）。
アフリカ南部諸国も疎植生地域～植生地域に属するため、過年度技術開発事

業で開発された DEM データを用いた地質解析技術を適用し、さらに高度化

する。無料公開されている ASTER GDEM2 データを利用してアフリカ南部

の鉱床地域での地質解析を行う。 
 

②グローバルリモートセンシングシステムによる地質解析 
経済産業省は平成２１年度から「グローバル・リモートセンシング利用資

源解析強化事業」を実施している。この事業では ASTER 及び PALSAR の

解析済み画像をモザイク処理し、我が国の資源関係者が優先的に閲覧できる

システムを構築することを目的としており、資源機構や日本の企業が鉱物資

源探査に積極的に活用して鉱物資源の確保に資するシステムになる予定で

ある。具体的には、ASTER 短波長赤外（SWIR）変質帯抽出図、ASTER
熱赤外（TIR）SiO2 含有量比図、ASTER-DEM と PALSAR データによる

リニアメント抽出図、既存資源情報データベースのレイヤーから構成される。

本システムにより超広域から鉱床胚胎有望エリアを抽出することが可能と

なるが、本システムを鉱物資源探査に有効に活用するためのデータ利用技術

開発を行い、効果的な活用法を明らかにする必要がある。 
 
③ 赤外（TIR）データによる地質解析 

TIR は光学データであるが可視近赤外（VNIR）や SWIR とは性質が大き

く異なる。それは、TIR センサが太陽光の地表反射を測定するのではなく、

地表からの熱放射の放射率を測定するためである。TIR 域には珪酸塩中の
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Si-O 結合の格子振動の特徴が現れるため、珪酸塩の構造の違いによる岩石

種の識別に有効とされているものの、現在までに ASTER－TIR データを地

質や岩石種の解析等に利用した研究は少なく（Rowan and Mars、2003）、
未だにASTER－TIRデータを有効に利用する方法が十分確立されていない

状況にある。 
 
④ 成開口レーダー（SAR）データによる地質解析 

SAR データと光学センサデータを併用して地質分類を行う研究は行われ

ている（Daily et al., 1979；Arvidson et al., 1993）。しかし、SAR データ

を主な利用データとして地質分類を行っている研究例は国内外でほとんど

ない。資源機構で実施した「だいち」データ利用技術開発では、多偏波や多

時期の衛星 SAR データを利用して植生地域においても 20 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されている（資源機構、

2010）。植生に被覆された地域では SAR データの活用が重要となる。 
 
５．計画（期間、年度ごとの目標と予算） 

本事業は事前評価の時点では平成２２～２４年度にかけての３年の期間で

実施し、各年度 2 つの鉱床タイプを解析対象として各種リモートセンシングデ

ータによる解析技術開発を行う予定で計画された。 
３年間の解析技術開発及び現地調査による検証により、DEM データ、TIR

データ、SAR データを用いた地質解析手法が開発された。３年間の事業では、

平成２２年度にマグマ性ニッケル鉱床（ボツワナ）、堆積性銅鉱床（ザンビア）

を解析対象としてリモートセンシングデータによる鉱床の胚胎母岩の抽出方法

を明らかにした。平成２３年度はマグマ性白金鉱床（ボツワナ）、ペグマタイト

レアメタル鉱床（モザンビーク）を解析対象とし、リモートセンシングデータ

及び空中物理探査データ等による鉱床の胚胎母岩の抽出方法及び鉱床が胚胎す

る地質環境を明らかにした。平成２４年度はアルカリ岩に伴うレアメタル鉱床

（モザンビーク）、マンガン等レアメタル鉱床（ボツワナ）を解析対象として、

鉱床胚胎母岩の抽出方法や鉱床に伴う変質鉱物等を明らかにした。３年間の技

術開発により、実際の資源探査に適用可能な解析手法を得ることができた。し

かし、開発された解析手法が各種の探査案件で貢献するためには、さらに事例

を重ねて検証を行うとともに、解析手法を発展させる必要がある。そのため、

事業実施期間を３年間延長することとしたい。 
平成２５年度以降は各年１つの鉱床タイプ（鉱床タイプについては開発スケ

ジュール表参照）を解析対象として、過年度事業で開発した解析手法を発展・

向上させていく。 
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、継続実施する。また、現地調査では多くの事例について統一的な
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記載を行い、衛星データと地表状況を関連付けた報告書を作成する。 
 

22年度

(2010)

23年度

(2011)

24年度

(2012)

25年度

(2013)

26年度

(2014)

27年度

(2015)
総計

１）GDEMﾃﾞｰﾀ解析技術

　解析手法開発

　現地調査等による検証

２）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑの活用  

　解析への活用  

３）その他のﾃﾞｰﾀ解析技術（ SARや
TIRﾃﾞｰﾀ等）

 

　解析手法開発  

　現地調査等による検証

４）ﾎﾞﾂﾜﾅ地質ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰを通
じた共同解析

　解析手法開発

　現地調査等による検証

1) ﾏｸﾞﾏ性Ni
鉱床(ﾎﾞﾂﾜﾅ)

1) ﾏｸﾞﾏ性Pt
鉱床(ﾎﾞﾂﾜﾅ)

1) Mn等ﾚｱﾒ
ﾀﾙ鉱床(ﾎﾞﾂ
ﾜﾅ)

1) 花崗岩関連
ﾚｱﾒﾀﾙ鉱床

1) ｶｰﾎﾞﾅﾀｲﾄ
ﾚｱﾒﾀﾙ鉱床

1) 風化型
ﾚｱﾒﾀﾙ鉱床

2) 堆積性Cu
鉱床(ｻﾞﾝﾋﾞｱ)

2 ) ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ
ﾚｱﾒﾀﾙ鉱床
(ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ)

2 ) ｱﾙｶﾘ岩
ﾚｱﾒﾀﾙ鉱床
(ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ)

　　計　画 27,000 27,000 27,000 15,000 15,000 15,000 126,000

　　実　績 30 ,554 30 ,343 27 ,098

実績 （単位：　千円）

計画

解析対象とする鉱床タイプ

開発スケジュール
事前評価 中間評価 最終評価

●

試験運用開始

●

完成運用開始

 
 
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、進捗状況管理及び主要

な個別要素技術開発を資源機構が行っている。個別要素技術開発の実施につい

て資源機構の他、専門能力のある組織･企業を公募（企画競争）により募集・選

定し、委託することにより、効果的、効率的に事業を実施している。 
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、年１回研究会を開催して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っている。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

こととしている。 
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実施体制 
 
７．事前評価に基づく計画の見直し 

事前評価において、本プロジェクトは平成２２～２４年度までの３年間のプ

ロジェクトとして計画され、通常より短い３年間のスケジュールで予定されて

いたため、技術開発目標達成のために必要に応じて柔軟に変更して対応するこ

とがコメントされた。 
本技術開発事業では平成２２～２４年度までの３年間で６つの鉱床タイプ

（内訳は開発スケジュール表参照）を対象として技術開発を実施した（資源機

構、2011～2013）。３年間の技術開発により、実際の資源探査に貢献可能な解

析手法を得ることができた。開発された解析手法は、さらに事例を重ねて検証

を行うとともに、発展させる必要がある。そのため、事業実施期間を３年間延

長することとしたい。延長期間では、ニオブ、タンタル、レアアース等を産す

るレアメタル鉱床（花崗岩関連、カーボナタイト関連、風化型等）を対象とす

る予定である。 
なお、本事業の開始時、ボツワナ地質リモートセンシングセンターは平成２

０～２４年度までの５年間の期間で運用される計画であったが、平成２５年度

からさらに３年間延長することとなったため、引き続きボツワナ地質リモート

センシングセンターを活用する。 
 
８．中間評価時点における成果（達成度） 

（１）成果 

平成２２年度はザンビアの堆積性銅鉱床及びボツワナのマグマ性ニッケ

ル鉱床を対象として解析技術開発を行った。ザンビアの堆積性銅鉱床の胚胎

母岩である礫岩・砂岩層は、多時期の SAR データ、光学センサデータを利

用し、地質ユニットごとの植生の活性度の違いに着目することで抽出が可能

であることが明らかにされた。また、DEM データの解析によっても抽出が

可能であることが明らかにされた。ボツワナのマグマ性ニッケル鉱床の胚胎

資源機構 
光学／DEM データ解析 

専門能力を有する組織、民間企業等 
・JX 日鉱日石探開株式会社（DEM データ解析） 
・日鉄鉱コンサルタント株式会社（光学／SAR データ解析）

・三菱マテリアルテクノ株式会社（光学／DEM データ解析）

・有限会社地球情報・技術研究所（DEM データ解析） 

ボツワナ地質 

リモートセンシングセンター 

SADC 諸国研修生 

共同解析 

一部委託 職員の派遣 

金属資源探査技術開発 

研究会 
技術的助言

連携・情報交換・現地調査の共同実施 

研究成果 
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母岩である超苦鉄質岩・苦鉄質岩は、TIR データと DEM データを活用する

ことで効率良く抽出が可能であることが明らかにされた。 
平成２３年度はモザンビークのペグマタイト鉱床及びボツワナのマグマ

性白金鉱床を対象として解析技術開発を行った。モザンビークのペグマタイ

ト鉱床の胚胎は、DEM データの解析により確認されたリニアメント及び高

磁気異常、高ウラン・トリウム異常に密接に伴われることが明らかにされた。

ボツワナのマグマ性白金鉱床の胚胎母岩である超苦鉄質岩・苦鉄質岩は、TIR
データと DEM データを活用することで効率良く抽出が可能であることが明

らかにされた。 
平成２４年度はモザンビークのアルカリ複合貫入岩に伴うレアメタル鉱

床及びボツワナのマンガン・レアメタル鉱床を対象として解析技術開発を行

った。モザンビークのアルカリ複合貫入岩は、DEM データの解析により確

認された環状構造及び高磁気異常、高放射能異常に密接に伴われることが明

らかにされた。ボツワナではマンガン・レアメタル鉱床に伴われる粘土鉱

物・鉄酸化物を変質帯解析により確認した。 
 

 各要素技術について以下に示す。 

① ASTER GDEM2 データ解析技術 
地質及び地質構造解析を行うために、GDEM2 データのノイズ除去が有効

であることが明らかにされた。リモートセンシングにより得られた DEM デ

ータ中には本来の地形とは異なるノイズも多く含まれ、GDEM2 データ中に

はスパイクノイズ、軌道縞、縞状干渉ノイズ等各種ノイズが認められる。ノ

イズに応じた各種のフィルタリングを行うことでノイズを除去することで、

詳細な地質・地質構造を識別可能な解析画像を得ることが可能となった。 
 

② グローバルリモートセンシングシステムの活用 
2009年度から開発が開始されたグローバルリモートセンシングプロジェ

クトで開発が行われているグローバルリモートセンシングシステム

（GRIAS）の試験版は2013年から利用可能となったため、まだ本技術開発で

は活用できていないが、中間評価以降の技術開発業務で積極的に活用する予

定である。 
 
③ その他のデータ（SAR や TIR データ等）解析技術 

SAR データに関しては、ザンビアの堆積性銅鉱床の胚胎母岩である礫岩・

砂岩層の識別のために多時期の SAR データ間の干渉性（コヒーレンス）を

利用し、地質ユニットごとの植生の活性度の違いに着目することで植生地域

においても地質解析が可能であることが明らかにされた。 
TIR データに関しては、フォールスカラー画像を作成し、熱による情報を
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利用して苦鉄質・超苦鉄質岩等の塩基性火成岩の判別を行い、スペクトルに

よる情報を利用して石英の量を推定することで花崗岩等の酸性火成岩を識

別可能であることが明らかにされた。 
 
④ ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じた共同解析 

平成２２年からの３年間の技術開発事業では、ボツワナ地質リモートセン

シングセンターを通じてボツワナ、ザンビア、モザンビークの地質調査所と

共同解析を行い、さらに現地調査を実施した。共同解析を行うにあたり、本

来なら入手の難しい地質・地化学探査・物理探査等の重要な基礎データを入

手し、リモートセンシング以外の探査データを加味した総合的な解釈を行う

ことができた。さらに日本人だけでは現地調査を行うことが難しいエリアで

の調査、現地調査で採取した岩石試料等の輸出手続きを順調に行うことがで

きた。 
 

なお、本事業で開発された解析手法に対して資源メジャー企業 Vale 社が

関心を示し、資源機構とアフリカでの新規ジョイントベンチャー探鉱プロジ

ェクトが形成された。今ではメジャー企業や資源保有国はお金を有するパー

トナーを求めてはおらず、技術を有するパートナーを求めている。本事業の

成果は資源メジャーとの新規ジョイントベンチャー形成にも寄与した。 
 

（２）計画と比較した目標の達成度 

年度ごとに解析対象とする鉱床タイプ１～２件に関する解析技術開発

を行い、解析技術開発はほぼ計画どおりの進捗で実施されている。 
従来ノイズが多いため、地質解析に十分利用されていなかった ASTER 

GDEM データからのノイズ除去プログラムを作成し、ノイズ除去フィルタ

ーとノイズ除去プログラムに関して国内特許２件を出願した。 
TIRデータの地質解析手法についてもTIRフォールスカラー画像を利用

した地質解釈について、花崗岩と苦鉄質・超苦鉄質岩を効果的に識別する

手法を開発し、海外専門誌に論文を投稿して受理された。 
グローバルリモートセンシングシステム（GRIAS）の活用はシステムの

利用が 2013 年からのため、未実施となっているが、アフリカの金属鉱床

探査のための GDEM データ、TIR データ、SAR データを利用した解析技

術及び地質解析のための解析技術は順調に開発されている。 
 
９．成果の実用化計画（見通し） 

（１）成果の実用化の可能性 

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。資源機構はアフリカ南部の SADC 諸国においてジ
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ョイントベンチャーによる資源探査を実施しているため、本事業で得られ

た成果はジョイントベンチャー事業における日本側からの解析や提案に貢

献する。また、鉱床ポテンシャルが高いもののアクセスが困難な地域が多

数存在する SADC 諸国における新規プロジェクトの形成及び評価に利用

される見込みである。 
 
（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た。さらに、本プロジェクト

の成果を普及・広報するために、以下のとおり特許出願・成果公表を行った。 
 
特許 
DEM に関する特許２件出願 
 
論文 

公表場所 公表日 題名 

Ore Geology Reviews 平成 25 年 1 月 Geological mapping of the Francistown area in 

northeastern Botswana by surface temperature and 

spectral emissivity information derived from Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer (ASTER) thermal infrared data 

 

学会発表 

公表場所 公表日 題名 

平成 22 年度秋季日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ

学会 

平成 22 年 11 月 リモートセンシングによる DEM データの標高誤差除去

法について 

2010 Asian Conference on 

Remote Sensing (ACRS @ Hanoi) 

平成 22 年 11 月 DEM filtering methods for obtaining geological 

information 

平成 23 年度春季資源・素材学会 平成 23 年 3 月 SRTM90mDEMに対してのフィルター効果について－利

点と欠点－ 

IGARSS 2011 Vancouver 

 

平成 23 年 8 月 Mapping mafic and ultramafic units using remote 

sensing data in north east Botswana 

IGARSS 2011 Vancouver 

 

平成 23 年 8 月 Application of satellite imagery for geological mapping 

in Kabompo dome area, Zambia 

平成 23 年度情報地質学会 平成 23 年 6 月 衛星により作成された DEM のノイズ除去法についての

検討 

平成 24 年度春季資源・素材学会 平成 24 年 3 月 傾斜量図における ASTERGDEM に対してのフィルター

効果について 
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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、資源機構の資源探査事業に積極的に

活用される予定であり、探査の効率化と探査コストの削減につながる。ま

た、資源機構のリモートセンシング分野での長期的な競争力の維持・向上

が見込まれ、日系企業への海外金属鉱物資源の探査支援、海外資源企業と

のジョイントベンチャー形成、権益獲得に貢献することが期待される。最

終的には日系企業が関与した鉱山が開発され、アフリカの鉱物資源が日本

の産業に活用されることを期待する。 
ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じての SADC 各国地質

調査所との共同解析によって技術移転が行われることにより、SADC 各国

での地質図のアップデートが行われることも期待される。 
本事業ではアフリカの金属鉱床を効率的に探査するための解析技術の

研究開発を行うものであるが、アフリカはもとより、ブラジルやオースト

ラリアのようにアフリカと類似した地質環境を有する地域におけるリモー

トセンシング技術の活用にも貢献し、多角的な日本への鉱物資源の安定供

給に寄与し、日本の産業にとっても有益な成果を提供することが期待され

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 

近年、わが国の先端産業を支えるレアメタル、レアアース資源の需要が世

界的にも高まってきている。資源ナショナリズムの台頭と資源偏在性のため

にこれらの資源の安定供給の確保が課題になっている。国は、天然資源が豊

富で市場としても魅力のあるアフリカの開発支援と互恵関係の構築を目指

して、平成 25 年 6 月には第５回アフリカ開発会議（TICAD）を横浜で開催

するなど、TICAD プロセスを通じて 20 年にわたり関係強化を図っている。

レアメタル資源戦略の策定とともに、これまでに未開拓のアフリカの金属資

源の獲得に向けての資源外交も始まっている。特に南部アフリカ（SADC 諸

国）には、レアメタル等の金属資源が豊富に賦存すると期待され、未探鉱地

域も多く、この地域の探査活動促進のため、資源機構は平成 20 年にはボツ

ワナ共和国にボツワナ地質リモートセンシングセンターを開所した。資源分

野の技術力強化としてリモートセンシング技術開発の促進も期待されてい

る。本プロジェクトはそれを具体的に実施するものの１つであり、その意義

は明確である。 
リモートセンシングは広域資源探査において極めて有効な探査手法であ

るが、南部アフリカ地域で期待される鉱床は従来のリモートセンシングの解

析では探鉱が困難なタイプが多く、また同地域の地表は植生に被覆されてい

ることなどから、このような地域の鉱床に適用できるリモートセンシングデ

ータの解析技術の開発が必要不可欠である。実際の探査活動においては、治

安問題や道路等のインフラが未発達なことから容易なアクセスが困難であ

り、探査初期に於いて広範囲な調査が可能なリモートセンシング解析に期待

するところは大きい。本プロジェクトが目的としている本地域の各種金属鉱

床の探査に有効なリモートセンシングデータの解析技術を確立することは

重要であり、意義のあることである。 
 
（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る

か） 
資源機構はこれまでも鉱物資源探査におけるリモートセンシング技術開

発を行っており、引き続き資源機構がその実績と蓄積を活かしてプロジェク

トを実施することは妥当である。また、資源機構が実施することにより、開

発された解析技術をアフリカにおいて進められている実際の資源探査で適

用・評価することが可能であり、さらに、ボツワナ地質リモートセンシング

センターにおけるデータの共同解析などを通じ関係国と連携を深めること
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ができる。 
資源機構は国の公的機関として、日本国政府の南部アフリカに対する資源

外交と一体となった活動を行っており、自らが南部アフリカ諸国への資源開

発に関わる技術協力と先導的な資源探査を行うことによって、日本企業によ

る権益確保と資源分野への投資を促進させることは、わが国への工業原料の

安定供給に寄与すると期待できる。 
 
 
２．プロジェクト目標の妥当性 
（１） 技術開発目標は妥当か 

リモートセンシング技術は、広域的な地質状況を迅速に把握する方法とし

て、初期段階の調査に有効なことは周知の事実である。特に、道路等の整備

されていない奥地、密な植生地域において、効率的な探査を行う上でリモー

トセンシング技術の活用は重要であり、南部アフリカでの広域な未探鉱地に

対する探査手段として期待されている。 
南部アフリカで期待される金属鉱床タイプ毎に解析データや解析手法の

有効性を検証できる目標設定をしたことは、鉱床の成因・賦存特性さらに植

生・地形・気候などの地域特性が多種多様な南部アフリカ地域のリモートセ

ンシング解析に際して、妥当であったと考えられる。本解析技術開発に用い

るデータも、植生被覆が無視できないという地域特性を十分に考慮しつつ、

我が国の衛星データを総合的に活用する計画であり、合理的である。 
 
（２） 技術的有望性は見込まれるか 

過去 3 年間の実施で、いくつかの個別鉱床について有効なデータ解析法が

抽出されており、開発されたデータ解析技術が実地の適用に有望であること

がすでに示されている。また、延長分については、過年度で開発された解析

技術に加え、超広域から鉱床胚胎有望エリアを抽出することができるグロー

バルリモートセンシングシステム利用による技術開発の目標が設定されて

おり、レアメタル資源に対する新しい有望なデータ解析技術の開発が期待で

きる。平成 22 年度からの３年間に渡り３カ国６種類の鉱床についてリモー

トセンシング解析技術を適用し、有効性が確認されていることは、技術開発

の有望性を示している。 
 
（３） 最終目標を変更する必要はあるか 

目標であるアフリカ南部での鉱床タイプ別の技術開発の実施を変更する

要因は見当たらない。リモートセンシング解析技術の有効性は鉱床タイプ、

地域、地質、地形、植生、気候毎に異なるため、多くの地域に適応して事例

を蓄積することが、リモートセンシングデータの利用に重要である。しかし
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ながら、タイプ別であるが故に、各々の到達目標も一律とはならないと考え

られるため、絶えずより高いレベルを目指した技術開発に留意すべきと考え

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 

本プロジェクトは平成 22 年度から 3 年の期間として計画されたが、平成

27 年度までの３年間延長することで計画されている。当初計画の 3 年間で、

異なった 6 つの鉱床タイプについて各年 2 つの鉱床を対象にデータ解析が実

施されている。毎年度に複数のタイプを対象にすることで、目標達成の相対

比較も可能となり適正と判断する。全体として所期の成果を上げており、目

標達成のために妥当なスケジュールであったと判断される。 
新たな３年間には、南部アフリカに賦存すると期待され、わが国の工業原

料として重要なレアメタルについて、鉱床タイプ毎にリモートセンシング解

析技術の手法開発と有効性の確認のための現地調査による検証が計画され

ている。１年毎にリモートセンシングデータの解析技術の開発と検証調査が

計画されており、過去３年間に比較し余裕のある計画となっている。解析対

象とする鉱床タイプを明らかにして、鉱床タイプ毎の個別目標を想定してい

ることは目的達成において妥当なアプローチである。 
研究開発においては、有効な手法を予測し、それを検証するプロセスが重

要であり、有効性に疑問が生じた場合は原因を追及し、有効と予測される手

法や鉱床タイプへの変更等が重要であり、柔軟な計画の運用が望まれる。 
予算については、過去３年間の実績はほぼ予算どおりであり、適切に実施

されており、新たな３年間についても適切な実施と、目標の達成を最重点に

柔軟な予算の運用が望まれる。 
 
（２） 情勢変化への対応は妥当か 

資源ナショナリズムの台頭は、資源権益の獲得のために、先進国が保有す

る優れた技術を資源国へ提供する機会を増大させており、技術開発の必要性

もさらに増している。当初計画３年目における対象鉱床の変更やレアメタル

鉱床を対象とした３年間の延長計画が追加されたことは、レアメタルを巡る

最近の世界情勢と我が国のニーズに基づいて計画の見直しがなされたもの

と理解され、鉱物資源情勢の変化に対する対応が妥当であったと評価できる。 
本プロジェクトの開始段階では、グローバルリモートセンシングシステム

の GRIAS が運用段階ではなかったが、現在は本格的に利用可能な状況であ

るので、今後の同システムを活用する方針は適切な判断であると支持する。

同時に、ボツワナ地質リモートセンシングセンターの活動も 3 年間の延長が
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決まっており、連携した技術開発を実施できることも効果的である。 
南部アフリカ地域では、治安や政情の不安定な地域も多く、情勢変化が生

じた場合には当初計画を変更するなど、柔軟な対応が望まれる。 
 
 
４． 実施者の事業体制・運営の妥当性 
（１） 技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

プロジェクト全体の企画運営・管理、進捗管理は資源機構が実施している。

個別技術開発は資源機構が自ら実施するほか、企画公募により選定された解

析技術毎に専門能力のある組織を委託先とし、効果的な技術開発を実施して

きている。選定された委託者はリモートセンシング技術と資源探査に関する

専門技術と実績を有する企業であり、選定は適切に行われていると考えられ

る。延長する３年間についても同様の選定方法を継続することが望まれる。 
 
（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 

本プロジェクトで開発されるデータ解析技術の検証と適用は、南部アフリ

カ諸国の関係技術者との密接な連携を通じて行われるものであり、それぞれ

の役割を明確とした分担が成されており、効率的な運営が行われていると考

えられる。研究開発の成果は、ボツワナ地質リモートセンシングセンターに

おいて報告会を実施するなど両者で共有されており、適切である。資源機構

のボツワナ地質リモートセンシングセンターにおけるデータの共同解析を

はじめ相補的な技術交流を継続していくことが重要であると考えられる。 
 
（３） 意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

当初計画の見直しと 3 年間の延長決定に際し、進捗状況の把握や意思決定

が適切になされたものと判断され、本プロジェクトにおける資源機構の事業

体制・運営は妥当であったと考えられる。学識経験者、研究機関研究者、企

業技術者等の有識者から構成される金属鉱物探査技術開発研究会が、技術的

な助言を行っており、研究開発の妥当性と透明性が確保されている。今後の

グローバルリモートセンシングシステムの活用方針から判断しても見直し

検討も適切に行われている。 
 
 
５． 計画と比較した達成度、成果の意義 
（１） 計画と比較して目標は達成されているか 

平成 22 年度からの 3 年の事業期間、３カ国６種類の鉱床タイプについて、

DEM、TIR および SAR データを用いた解析と現地検証が行われ、対応する

鉱床に設定した目的とする成果を得ていると判断する。具体的には、植生の
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活性度の違い、あるいはリニアメントや高磁気異常、高ウラン・トリウム異

常との密接な関係、あるいは粘土鉱物・鉄酸化物を対象とする変質帯解析な

ど、鉱床タイプに応じたアプローチにより、胚胎母岩である岩層の抽出を実

現している。リモートセンシング解析技術の有効性は鉱床タイプによって異

なり、DEM が有効なもの、多時期の SAR データが有効なもの、光学センサ

である TIR データが有効なもの、光学センサによる従来の変質帯抽出技術が

有効なもの等様々である。このことは、多くの鉱床に適応することによるデ

ータの蓄積が重要であることを示している。計画されていたグローバルリモ

ートセンシングシステムについて試験運用が 2013 年からであり未解析であ

るが、いずれの鉱床とも胚胎母岩の抽出に成功するなど実際の探査に適用可

能なデータ解析手法の開発がなされていることから、中間評価の段階での目

標達成状況は良好であると考えられる。 
 
（２） 要素技術から見た成果は得られているか 

本研究開発ではリモートセンシング解析技術の有効性を確認するため、

様々な要素技術が開発、適用されている。ASTER GDEM2 データでは地質・

地質構造の識別に有効な各種ノイズ除去の手法を開発し、また SAR データ

に関してはデータ間の干渉性および地質ユニット間の植生活性度の違いを

利用することにより、植生地域における地質解析が可能であることを明らか

にしている。さらに、TIR データについてフォールスカラー画像とスペクト

ル利用よる花崗岩と苦鉄岩・超塩基性岩の岩相識別手法が開発されており、

それら要素技術の面でも十分な成果がすでに得られている。また、ボツワナ

地質リモートセンシングセンターを通じ、一般に入手困難な対象地域の基礎

データ（地質、地化学探査・物理探査などのデータ）を入手し、各地質調査

所との共同解析による総合解釈を実現した成果は重要である。 
 
 
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（開発された技術を利用するシナリオは描かれて

いるか） 
本研究開発の成果は、資源機構自らが行う南部アフリカでの地質調査や資

源探査への利用や提案に活用される。SADC 諸国での新規プロジェクトの形

成や評価に利用されると考えられる。鉱山会社を含めた資源業界で利用され

るためには、成果報告会、学会・論文での公表以外に、鉱床タイプ毎の解析

データ集等によって公開されることが望ましい。 
 
（２） 成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分成されているか 

本プロジェクトの成果については、中間段階においても特許出願 2 件、成
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果公表 8 件と着実に行われており、成果が十分に公表されていると評価でき

る。また、JOGMEC NEWS、WEB 等の多くの媒体を利用して広く広報さ

れている。今後さらに蓄積される成果をより幅広い広報手段によって国内外

に公表することが、成果の実用化や普及にとって効果的であると考えられる。 
 
（３） 成果の普及、波及効果は今後期待できるか 

現段階および今後の成果については、資源機構の資源探査事業に活用され

ると期待できる。これにより、資源機構の競争力の維持・強化に貢献し、活

動の幅の拡大に寄与すると期待する。本技術開発が注目されることによって、

資源メジャーとの JV 探鉱プロジェクトが形成されており、資源権益の確保

に寄与するという目標も達成されている。本研究開発は、ボツワナ地質リモ

ートセンシングセンターとの共同解析として実施されており、各国からセン

ターに派遣された研修生を通じて、普及されると期待できる。また、アフリ

カ南部以外の地域における鉱物資源探査への適用のほか、エネルギー資源探

査をはじめ地球環境や自然災害など幅広い分野で利用可能であると考えら

れ、波及効果が期待できる。 
 


