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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２７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（高空間分解能衛星

データ利用技術開発）を実施することとした。この技術開発は、高空間分解能

データ等を活用した高精度・高効率なリモートセンシング解析技術を開発する

ことを目的としている。 
今回の評価は、事前評価として、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・波及効果等に関する、この事前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  北海道大学名誉教授 
    
 （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） 光畑 裕司  国立研究開発法人産業技術総合研究所 
             地圏資源環境研究部門 副研究部門長 
             （物理探査研究グループ長） 

 
 
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２７年１１月２５日 



2 
 

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である。 

 
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。 
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(2) 被評価者 
・技術開発プロジェクト実施担当部・課 

 
(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・鉱害防止等技術評価部会 

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。 
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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。 

 
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。 
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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 
（高空間分解能衛星データ利用技術開発） 

 
２．プロジェクトの目的 

高空間分解能データ等を活用した高精度・高効率なリモートセンシング解

析技術を開発すること。 

 
３．背景と意義・必要性 
（１）背景 

 ・世界の非鉄金属業界を取巻く環境の変化(金属価格の低下、探鉱活動の低迷他) 
  一頃の「資源ブーム」は去り、世界の銅、ニッケル等の金属価格は低下傾

向を示している。資源メジャーは探鉱戦略の見直し(探鉱案件の選択と集中)
を進め、探鉱ジュニアは株式市場の低迷により市場から十分な探鉱費を調達

できない状況が続いている。世界の非鉄金属探鉱予算想定総額を見ると、2012
年の 205 億米ドルをピークに 2014 年には 107 億米ドルとなり、2015 年以降

もその減少傾向は継続するとの予測がある(資源機構、2015)。金属価格の低

下は需要家にとって好材料となるが、近年、資源保有国では外資規制、課税

強化、さらには高付加価値化等の動きに代表される資源ナショナリズム再興

という動きも出てきており、その先行きは一層不透明感を増している。この

ような探鉱活動の停滞および資源ナショナリズム再興等の動きは、原料供給

源・量の減少という形で、今後、我が国の基盤産業を支える鉱物資源の安定

供給確保に影響してくる可能性がある。 

 
・鉱物資源探査へのリモートセンシングの活用状況とその成果 

短波長赤外(SWIR)域に観測帯を有する米国の Landsat4(1982)や日本の

JERS-1(1992)や ASTER(1999)センサが登場して以来、リモートセンシング

は探鉱有望地の選定に多く利用されている。 
資源機構では、1976 年からリモートセンシング解析技術開発を行い、こ

れまで上述の光学センサデータに加え、SAR(合成開口レーダ)データ、

DEM(数値標高モデル)データ等の利用技術開発を行ってきた。この結果、光

学センサデータ(ASTER データ)の利用では斑岩銅鉱床探査に有効な熱水変

質帯識別の提案(矢島ほか、2007)や南米における斑岩銅・金鉱床の賦存を示
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唆する鉱化帯の着鉱 (山本ほか、2012) という成果を挙げてきた。さらに、

SAR データ(PALSAR)、DEM データ(ASTER GDEM 他)等の利用では、ア

フリカのような植生に覆われた地域や顕著な熱水活動を伴わない鉱床を対

象とした鉱物資源探査においても、鉱床胚胎母岩や地質図の作成、地形・地

質構造の把握等が可能であることを示し、現在、探鉱有望地の選定に活用し

ている(資源機構、2008～2015)。 
このように、リモートセンシングは鉱物資源探査(特に初期段階)に幅広く

活用され必要不可欠なツールとなっている。 

 
・新規高空間分解能リモートセンシングデータの提供開始と鉱物資源探査

への利用 
近年の衛星搭載型リモートセンシングセンサは、波長および空間の高分解

能化が進んでいる。例えば、2014 年 5 月に文部科学省が打ち上げた「だい

ち 2 号」に搭載されている PALSAR-2 センサの空間分解能は、単偏波モー

ドで 1m、二偏波モードで 3m、フル偏波モードで 6m であり、L-バンド多

偏波 SAR センサとしては世界で最も高い空間分解能を持つ。また、米国

DigitalGlobe 社が開発し、 2014 年 8 月に打ち上げた光学センサ

「WorldView-3」は、短波長赤外(SWIR)域に ASTER と同様の観測バンド

を持ち、空間分解能は可視近赤外域で 1.24m、短波長赤外域で 7.5m という

性能を有する。DEM(数値標高モデル)データについては、だいち 1 号の

PRISM データから作成された高解像度 DEM である「ALOS World 3D(5m
解像度、以下 AW3D)」等の販売が開始された。このような新規リモートセ

ンシングデータは空間分解能が高く地表の詳細な地質情報を得ることが可

能であり、鉱物資源探査への活用が期待されている。 

 
（２）意義 

・高空間分解能リモートセンシングデータ解析技術を開発することの重要性 
地表に現れている大規模な鉱床はすでに探査や開発が進んでおり、残され

た有望鉱床は潜頭性鉱床として存在する可能性が高い。このため、新たな鉱

床を発見するためには従来の衛星センサ等では抽出できなかったそれら鉱

床の僅かな地表徴候を捉える必要があり、そのために高空間分解能リモート

センシングデータ等の利用が重要となる。具体的には、同データの利用によ

り、狭い範囲で変質を伴う脈状の鉱化帯、疎植生地における植生間のわずか

な地表情報(熱水変質帯等)、さらには鉱化に関連した微地形異常等の捕捉等、

従来は他の情報に埋没して認識できなかった有意な地表徴候等の情報が得

られる可能性がある。 



10 
 

・国内外の衛星データ複合利用による鉱物資源探査情報の早期取得と有効活用 
日本では多くのリモートセンシングデータが提供され利用可能な状況と

なっている。例えば、全球規模で整備されているデータとして 2009 年 6 月

からは ASTER センサによる 30m 解像度の DEM データ(GDEM)が無料で

公開されているほか、AW3D30(30m 解像度)も随時公開が開始されている。

また、PALSAR-2 データも 2014 年 11 月に販売が開始されている。しかし、

現状、鉱物資源探査で有用なデータを提供してきた ASTER センサの短波長

赤外(SWIR)域の故障により、同バンド帯での新規データ取得ができなくな

っている他、国産の高波長分解能を有する超多バンドセンサ(HISUI)の打ち

上げは 2018 年度の計画となっている。 
一方、国外では、すでに WorldView-3 等の新規衛星が打ち上げられ、2014

年 9 月からは SRTM(米国スペースシャトルで取得した SAR)データが 90m
解像度から 30m 解像度として再整備され無料で公開されている等、利用可

能な新規データが多数存在する。 
このような背景から、探鉱有望地を早期に選定するために、上述の国産衛

星データを有効活用しつつ、その補完もしくは解析の高度化に向けて海外の

既存、最新の高空間分解衛星データ等も複合的に利用し鉱物資源探査を加速

化させていくことが重要である。 

 
（３）必要性 

・資源機構が本リモートセンシング解析技術を実施する必要性  
広域な調査範囲の中から探鉱有望地を選定するにはリモートセンシング

による探査手法が有効である。リモートセンシグ解析技術の有効性は、机上

解析結果と現地調査結果との対比で評価される。つまり、リモートセンシン

グの解析結果と現地調査は常に相互補完の関係にあり、その検証の積み重ね

を通じてより利用価値の高いツールとなる。 
資源機構は従来からリモートセンシング解析技術を鉱物資源探査に適用

する観点で多くの解析技術ノウハウを有している。また、世界各地に様々な

鉱床タイプの探鉱案件を有しており、現地調査による解析結果の技術検証機

会が豊富に存在し、これまでに蓄積されたリモートセンシング解析事例との

比較・検討も可能である。 
WorldView-3 や PALSAR-2 等の高空間分解能データは最近利用可能にな

ったデータであり、その高い空間分解能による画像精度は非常に有用である。

これらデータは今後、鉱物資源探査での活用ニーズも増加していくものと思

われ、資源機構が先駆的にその利用価値や技術的評価を早急に進めておく必

要がある。 
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・高空間分解能衛星データ等を利用した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 
アクセスの容易な場所ではすでに探鉱・開発が進む一方で、残されている

未探鉱地の多くはインフラの整っていない遠隔地がほとんどであり、近年は

鉱床発見までの時間・費用が増大する傾向がある。このような状況から、現

在、鉱物資源探査で求められるリモートセンシング解析技術は、広域エリア

から探鉱有望地をより高精度、高効率に抽出する解析技術の開発となってい

る。これに応えるアプローチの一つとして、高空間分解能データ等を活用し

た解析技術の開発が挙げられる。これまでのリモートセンシング解析技術開

発では、特定センサデータや高波長分解能データ等の鉱物資源探査への適用

について検討してきたが、高空間分解能データについてはまだ十分な検証が

されていない。 
今回、資源機構がこの残された技術分野に取り組み、リモートセンシング

解析技術全般に関する技術ノウハウを有することは、今後の探鉱有望地獲得

のチャンス拡大に繋がるとともに、鉱物資源探査における技術的優位性を保

つ上で極めて重要となる。加えて、これらリモートセンシング解析技術は探

鉱プロジェクトのパートナーや資源国政府との交渉等を有利に進めるカー

ドにもなり得る。 

 
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および技術開発要素等

について示す。 

 
（１）利用するデータ 
①高分解能光学センサデータ 

   資源機構が 2010 年から実施している「アフリカ金属鉱床探査に関する解

析技術開発」では、従来の LANDSAT や ASTER データ等の短波長赤外

(SWIR)域の解析による熱水変質帯抽出に加え、熱赤外域データや DEM デ

ータ等を利用して鉱床が胚胎する各種火成岩等の分布域抽出が可能である

ことを明らかにした(資源機構、2011～2015)。2014 年に打ち上げられた可

視近赤外(VNIR)～短波長赤外(SWIR)域に観測バンドを持つ高空間分解能

データを提供する WorldView-3 は、すでに鉱物マッピングへの適用能力に

ついて検証が開始されている(Kruse and Perry、2013、Kruse、 Baugh and 
Perry、2015)。 
今回、WorldView-3 等のマルチスペクトルデータや既存の衛星または航

空機データ等を用いて、探査ターゲットとなる熱水変質帯等を数十～数百m
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レベルで把握、さらには LANDSAT や ASTER にはない近赤外等の観測波

長帯等を利用した鉄酸化鉱物、銅酸化物等の高精度な抽出に関するデータ解

析技術開発等を行う。 

 
②高分解能 SAR データ 
 資源機構が実施した「だいち」データ利用技術開発では、多偏波や多時期

の PALSAR 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等を明らかにした(資源機構、2010)。 
今回、PALSAR-2 データ等を利用し、PALSAR よりも詳細な地形・地質

情報(岩相や構造を反映した地形異常、岩脈等)の識別、さらには光学センサ

データ等とのデータ・フュージョン(融合)等による地質境界等の明瞭化に関

するデータ解析技術開発等を行う。 

 
③高精度 DEM データ 
 DEM データを利用した解析では、これまでリニアメントや水系の抽出、

地形特徴等の地質解析に利用されてきた。資源機構が実施した「だいち」デ

ータ利用技術開発では、SRTM-DEM(90ｍ解像度)、ASTER-DEM(30ｍ解

像度)、PRISM-DEM(10ｍ解像度)を利用した地質図作成技術開発を行った

(資源機構、2007～2010)。また、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)。
現在実施している「アフリカ金属鉱床探査に関する解析技術開発」において

も、フィルタリング処理等によりノイズを軽減するとともに微細な地形特徴

を抽出し、地質解釈に有用であることを確認した。 
今回、高空間分解能を有する AW3D(5m 解像度)等を利用し、これまで埋

没していた、または広大な平坦地形から抽出しきれなかった潜頭性鉱床の存

在を示唆する珪化岩等の地形的高所の抽出や鉱脈等の連続的な微地形特徴

の判読等に関するデータ解析技術開発等を行う。 
 

５．プロジェクトの計画（期間、年度ごとの目標と予算） 
本事業は 3 年間で実施し、その財源は資源機構の交付金とする。各年度

のスケジュール、予算は表のとおりで評価対象とする案件数は全体で７件

を予定する。具体的な解析対象地域や鉱床タイプは、資源機構が実施する

鉱物資源探査案件のうち、①プロジェクトファインディング(優良案件発掘)
等に代表される探鉱初期段階の基礎情報が必要、②JV(資源メジャーや探鉱

ジュニアとの共同探鉱)調査地域におけるさらなる有望地の絞り込みや詳細
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な探鉱計画策定が必要、③他の地域や鉱床タイプにも適用可能となる汎用

性の高い技術が必要等を念頭に、データの利用価値や効率的な活用方法の

検討が十分評価できる案件を選定する。各テーマの内容は以下に示すとお

りである。 

 
(１)高空間分解能等の多種データを用いた複合利用技術開発 

光学センサデータ(鉱物、変質帯の抽出)、SAR データ(ラフネス情報の取

得)、DEM データ(地形、地質構造の把握)等は、各々、抽出できる情報内容

に特徴があり、調査地域の状況等により選択的に利用されてきたケースが多

い。しかし、高空間分解能データのように各データの精度が向上したことで、

４．に示したとおり、単独利用は勿論のこと、それら多種データを複合利用

することにより、従来得られなかった情報を新たに精度よく取得すること、

探鉱有望地のより一層の絞り込みが可能になること等、様々な効果が期待さ

れる。 
特に高精度な情報を効率良く取得し、鉱物資源探査で活用していくために、

鉱物資源探査案件ごとの位置づけ(鉱床タイプ、調査国・地域、調査面積等)
を踏まえ、多種多様なリモートセンシングデータの中から得られる情報の利

用価値(解析精度、情報量等)に対する時間対効果および費用対効果を十分考

慮し、最適な解析時間、解析コスト等を踏まえた解析手法の選定、開発、さ

らには既存解析手法との効果的な組み合わせを検討する。 
なお、その評価は現地調査から得られた情報(変質帯、地質構造等)との対

比で行う。 

 
(２)衛星データ及び解析技術関連情報収集 

世界の既存衛星データや新規打ち上げ予定の衛星データ等に関する最新

情報を収集するとともに JV調査等の案件評価への利用可能性について検討

を行う。また、(１)の総合評価に資するため、リモートセンシングデータや

反射スペクトルに関する解析技術についても最新情報を収集し検討を行う。 
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開発スケジュール               

(百万円)

内容
平成27年度
(2015年)

平成28年度
(2016年)

平成29年度
(2017年)

総計

１．高空間分解能等の多種デー
タを用いた複合利用技術開発

　(データ解析費・現地調査費等)

　<評価件数>
　　全7件

<1件>

<3件> <3件>

小計 5 20 20 45

２．衛星データ及び解析技術関
連情報収集

　(データ購入・評価等)

小計 5 10 10 25

合計 10 30 30 70  

 

 

６．技術開発実施体制 

事業全体の企画運営・管理・関連情報収集、進捗状況管理、さらに技術開発の

実施については資源機構(資源探査部探査技術開発課が主体となり、現地調査は

海外事務所、ボツワナ地質リモートセンシングセンターと協力)が自ら実施する。

この他、必要に応じ専門能力のある組織･企業を公募委託により選定して事業全

体を効率的に実施する。また、学識経験者、民間企業の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」を開催して適宜アドバイスを受

けることにより本技術開発を多面的に検証しながら進める。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

わせ等により最適な判断を行うこととする。 
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本事業全体の企画運営・管理

(進捗・予算)

データ解析技術開発

(データ解析・現地調査等)

情報収集

(最新衛星データ、解析技術等)

プロジェクトの技術的助言

高分解能等の多種データを用いた複合利用技術開発

資源機構

金属資源探査技術開発研究会

衛星データ及び解析技術関連情報収集
 

実施体制図 

 

７．成果の実用化計画（見通し） 
本事業は、資源機構が自ら行うプロファイや JV 調査の実施地域を主な対象と

して技術開発を行う予定である。したがって、その成果は、資源機構が行う探

査事業の探鉱計画策定や周辺の探鉱ポテンシャル評価に活用される。 
また、上記により鉱物資源探査が進展した際には、探鉱有望地としての民間企

業への引継ぎという形で、日本の鉱物資源の安定供給、ひいては日本の基盤産

業にとっても有益な成果を提供するものと期待される。 
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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 

金属価格の低下と資源メジャー等の探鉱活動の停滞、さらに資源ナショナリ

ズムの再興など世界の鉱物資源をめぐる状況が変化する中でも、我が国の産業

を支える鉱物資源の安定かつ効率的な確保は堅持しなければならない。特にリ

モートセンシングは広域の鉱物資源探査に有効な手法として不可欠であり、本

プロジェクトが目標とする最新の衛星データを活用する高空間分解能リモー

トセンシング解析技術の開発は、従来のリモートセンシングの解析では探鉱が

困難な多くの開発地域の探査の高精度・高効率化を図るものであり、その探鉱

への活用方法を研究することは非常に有意義である。 

 
（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リモートセンシング解析技術の開発に取り組み、その

成果を用いて、自ら実施している鉱物資源探査へ活用してきた実績がある。開

発した技術は、実際の現場で有効性などを評価し、実利用技術として成長して

いくものであり、プロジェクトファインディングや JV 調査での鉱床探査案件

を数多く実施している資源機構が自ら実施することは妥当である。また公的機

関であるため、本技術開発の成果を関連する日本企業に公表し、最終的に国益

に繋げるというアウトカムを目標とすることができる。 

 
２．プロジェクト目標の妥当性 
（１）技術開発目標は妥当か 

探鉱有望地の絞り込み能力の向上という目標は、探鉱費の削減などという今

日では避けられない潮流に対応しており、妥当な目標である。これを受け実施

される高精度・高効率なリモートセンシング解析技術の開発では、最新の光学

センサデータ、SAR データ、また DEM データを用いた技術開発において具

体的な目標を設定するとともに、それらの多種データを複合的に利用する技術

開発を行うこと、さらに種々の探査地域へのコスト面を含めた解析手法の適用

性についても検討することが視野に入れられており、本プロジェクトの目標設

定が妥当であると判断される。また、世界の既存衛星データや新規打ち上げ予

定の衛星データ等に関する最新情報の収集と利用可能性の検討を含めている

ことは、最新のデータを活用する高精度解析技術の開発にとって不可欠であり、

妥当であると考えられる。なお、解像度が低いが価格の安い従来のデータから、
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最新の高分解能で高価なデータへと多段階的に活用し、時間対効果および費用

対効果の向上を図ることも検討されてはと考える。 

 
（２）技術的有望性は見込まれるか 

鉱物資源探査の現場に活用することを前提に、調査案件毎の特徴（鉱床タイ

プ、調査地域、面積など）に適合した解析手法を選定し、極めて新しい高空間

分解能の衛星データを利用するための技術開発を行うこととされている。さら

に現地調査結果との対比により実利用の観点から解析技術を評価することに

加えて、利用する衛星データの JV 調査等での評価を検討することから、有望

な利用技術を現場での評価結果とともに開発できると期待できる。本プロジェ

クトで開発目標としているデータ解析技術は初期段階の鉱物資源探査におけ

る有効な要素技術として有望であり、従来の衛星データでは抽出できない潜頭

鉱床の探鉱のために、狭い範囲の脈状鉱化帯や植生間のわずかな地表情報の把

握、鉱化作用に関連した微地形異常の抽出等の高精度な地形、地質・地質構造、

鉱物分布に関する情報取得が可能となることが期待される。 
なお、高空間分解能な衛星データを利用する本事業では、絶対的な位置の精

度が従来以上に重要であり、また複合利用するデータ間での位置合わせの精度

が評価結果に影響することが予想されるので、この点を慎重に考慮することが

肝要であろう。 

 
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 

初年度は円滑な事業実施のための体制整備などが考えられ、比較的抑制した

件数としており、また、技術開発期間を一般的な 3 年間に設定するとともに、

2 年目と 3 年目での件数は 3 件/年と、適正と考えられる複数の事例に挑戦して

いることは望ましい。 
リモートセンシングにおける要素技術の開発は対象地域の植生、地質、鉱床

タイプなどの地域特性に依存するため、3 年間の技術開発研究により有効な成

果を得るためには具体的な地域選定や役割分担を早めに決定しておくことが

重要と考える。また、必要な衛星データが得難いことも考えられるため、デー

タ入手でのスケジュール管理に注意することが望まれる。 
予算については、費用対効果の観点から、一定の制約は避けられない。目標

達成のためには柔軟な計画とそれに応じた予算の運用が望まれるが、現時点で

示されているスケジュール・予算は妥当であると思われる。 
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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・運営は妥当か） 
（１）技術開発実施者の選定などは適切に行われたか 

技術開発の実施を含め事業の全体を資源機構が自ら実施するプロジェクト

にあって妥当な事業体制が組まれ運営方針が策定されていると考えられる。ま

た、専門能力のある組織・企業については、必要に応じて公募委託することと

なり、適切である。 

 
（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 

学識経験者、民間企業の鉱山技術者等の資源機構外部の有識者からなる「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体制を有する

とともに、専門能力のある関連組織･企業への委託を行う場合は、公募委託に

よる適正な競争が行われると考える。また、対象案件の現地調査に際しては、

資源機構海外事務所やボツワナ地質リモートセンシングセンターと連携して

実施する計画であり、現地機関との調整等で困難が多い海外調査も円滑に実施

できるなど、事業関係者の連携や効率的運営について適切な考慮がなされてい

る。 

 
（３）意思決定プロセスは適切か 

「鉱物資源探査技術開発研究会」における検討・討議を通じて、技術開発

の妥当性、進捗評価、方向性が随時検証され透明性が確保されるとともに、

開発研究の期間中に生じる技術的問題さらに計画の見直しなどの検討に対し

て助言を受けることができる体制が組まれている。より具体的にプロジェク

トの各課題に、どのくらいの経験者・技術者が責任者として担当するかを定

めておくと、責任が明確になり、プロジェクト推進が確実に行われるものと

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（開発された技術を利用するシナリオは描かれて

いるか） 
成果の実用化について、直接的には、資源機構が JV 調査などのプロジェク

トとして進めている探鉱事業の中で本プロジェクトの開発技術が適用され、探

査の要素技術として有効に利用されることであると理解される。さらに、資源

機構の鉱物資源探査が進展した際に、探鉱有望地として民間企業へ引き継ぐこ

とで、我が国における鉱物資源の安定的かつ効率的な供給に貢献するものと期

待できる。 
なお、実用化の可能性を高めるためには解析対象地域の基礎情報やターゲッ
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トの充分な精査と絞り込みに基づいた案件の選定や、日本企業のリモートセン

シングデータ利用技術の向上へとつなげるため、関連する学会や資源機構での

成果報告会等で技術開発成果の公表を積極的に行うことが必要であると考え

る。 

 
（２）その他成果の普及は期待できるか 

技術的な成果については、資源機構は外部有識者からなる「鉱物資源探査技

術開発研究会」のみならず、関係者に対して適切に公表を行ってきていること

から、本事業での成果も普及・啓発は適切実施されるものと期待する。また、

本プロジェクトで開発されるデータ解析技術は、成果をより幅広い広報手段に

よって公表することにより、資源機構関連以外の鉱物資源探査分野を始め、エ

ネルギー資源探査や地球環境また自然災害など幅広い分野で利用可能性があ

ると考えられ、波及効果が期待できる。 

 


