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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、事後評価として、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、この事後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  国立大学法人 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２８年６月２８日  
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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。 

 



3 

 

(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。 

 

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
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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。 

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
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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（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．技術開発テーマ 

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．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日本の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と言われるが、日本の産業は多くの鉱物資源を

必要としている。平成 22 年度に本事業を開始した時は、鉱物資源探査の重

要な鉱種であった銅、鉛、亜鉛、金に加え、先端産業での白金、ニッケル、

レアメタル、レアアース需要の高まり、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傾向にあった。

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った。 

その後、平成 24 年度頃をピークに状況は一転し、世界経済の先行きに不

透明感が増したこと等を背景として、各種の金属需要・価格の低下、資源メ

ジャー等の探鉱戦略見直し・資産売却等から進み、将来の原料供給ソースの

減少、供給量の低下が危惧される状況となった。また、そのような環境下で

は、より一層、鉱物資源の急激な需給ギャップ・価格変動等が起きやすくな

り、我が国の産業界はそれら外的要因に直接影響を受ける状況への対応に迫

られている。それらリスクを可能な限り低減する一手段としては、日本が自

ら海外で探査を行い、初期段階から鉱山開発に関わり、産業で必要とされる

ベースメタル、レアメタルの権益獲得を進めることが引き続き重要となって

いる。 

 

・ 鉱物資源のフロンティアとしてのアフリカ 

アフリカは、国別資源量の世界シェアでみると、例えば、プラチナ（南ア

フリカ 87.5%)、マンガン（南アフリカ 76.9%)、コバルト（コンゴ民 36.2%)

というように、いわゆる「資源大陸」となっている（資源機構,2009)。この

ような中、日本政府は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
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ている。その第一歩として、資源機構は平成 20 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

析や鉱物資源探査を開始した。また、それらの活動とともに海外のメジャー

やジュニア企業とも数多くのジョイントベンチャー（JV:共同探鉱)プロジェ

クトの形成を行い、アフリカにおける鉱物資源探査を精力的に展開している。

例えば、南アフリカで実施中のウォーターバーグ白金族 JV プロジェクトで

は平成 23 年度に白金族鉱床を発見して以来、さらなる鉱物資源探査により

資源量の拡大に貢献している(資源機構,2016)。 

 

・ 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 号が昭和 47 年（1972 年)に打ち上げられ、日本でも昭

和 50年(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 年）や日本の JERS-1（1992 年）や

ASTER（1999 年）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。 

 

（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が、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として、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、熱水性鉱床の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等を対象とした解析技術開発はほと

んど行われておらず、これらの鉱床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

ものも多く存在し、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
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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等 

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

もある。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。平成 21 年 6 月から ASTER センサから得られる 30 m 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

が平成 23 年 10 月 17 日から無料公開されている。また、平成 26 年から

PALSAR センサから得られる SAR データが空間分解能 6 m、平成 27 年か

ら PRISM センサから得られる DEM データ（AW3D：ALOS World 3D）

が空間分解能 5 m として各々提供されている。このほか、経済産業省資源

エネルギー庁は平成 26 年度から日本の鉱業関連企業に対して、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 < Global Resource 

Information Archive System ＞）の本格運用を開始した。 

国産衛星センサデータ及び解析技術は日本の鉱物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。また、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 JV 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。アフリカでは地質図や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、安全上のリスクも伴う。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
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資源外交に伴い、南部アフリカ共同体（SADC)諸国における資源探査を開

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、これまで培ったリモー

トセンシング解析技術を探査に十分に活用できていない場面もある。さらに、

リモートセンシグ解析技術は、机上解析結果と現地調査結果との対比でその

有効性が評価される。資源機構は前述の通り、アフリカで多くの資源探査を

実施する中で現地の事情に通じるとともに、ボツワナ地質リモートセンシン

グセンターを通じた SADC 諸国とのこれまでの協業関係（現地調査の共同

実施や解析技術の移転等)を活かし、アフリカにおけるリモートセンシング

解析技術開発事業を効率的に行うことが可能である。なお、本事業で得られ

た成果は資源機構のアフリカでの鉱物資源探査で活用される。 

 

４．国内外の（類似・周辺）研究動向 

本技術開発事業で利用したデータとその研究動向について示す。 

 

（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 

資源機構で平成 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、SRTM3－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）。SADC 諸

国は疎植生地域～植生地域に属し、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、高度化することが可能であるため、無

料公開されている ASTER GDEM2 データ（解像度 30 m)等を利用してアフ

リカ南部地域における地質解析を行う。 

 

②グローバルリモートセンシングデータ等による地質解析 

経済産業省資源エネルギー庁は平成 21～25 年度まで「グローバル・リモ

ートセンシング利用資源解析強化事業」を実施した。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、資源機構や日本の

企業が鉱物資源探査に活用して鉱物資源の確保に資するシステムとなって

いる。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
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なった。さらに、平成 26 年度からは、新たに物理探査データ等が加えられ、

WebGIS（Geographical Information Systems（地理情報システム））

を利用した資源探査支援システム GRIAS として本格運用が開始され

ている。 

 

③熱赤外（TIR）データによる地質解析 

TIR は光学データであるが 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観測するのではなく、地表からの

熱赤外線放射を観測するためである。TIR 域には珪酸塩中の 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合成開口レーダー（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している（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。な

お、平成 26 年度から新たに高空間分解能データを提供する PALSAR2 の

SAR データも解析に利用することが可能になった。 

 

５．計画 

（１）期間、年度ごとの目標と予算 

本事業の全体目標は、「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」と設定し、平成 22

～24 年度の 3 年間で、各年度 2 つの鉱床タイプを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計画した。この間、DEM データ、

TIR データ、SAR データ等を用いて、平成 22 年度は、マグマ性ニッケル鉱

床（ボツワナ）、堆積岩内銅鉱床(堆積性銅鉱床：ザンビア）、平成 23 年度は

マグマ性白金鉱床（ボツワナ）、ペグマタイト型レアメタル鉱床（モザンビ

ーク）、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）を各々解析対象として、計画通り机

上の画像解析と現地調査を通じて鉱床胚胎母岩の抽出方法や鉱床に伴う変

質鉱物等を検討した。 
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技術開発予算は、毎年 27,000 千円、3 年間の総額 81,000 千円で計画さ

れ、実績としては 3 年間の総額で 87,995 千円となった。 

 

（２）中間評価に基づく計画の見直し 

当初、プロジェクト実施期間は平成 22 ～ 24 年度までの 3 年間として

計画され、通常より短いスケジュールで予定されていたこともあり、技術

開発目標達成のためには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。実際、平成 22～24 年度までの 3 年間で前述のとおり、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（資

源機構，2011～2013）を実施し、今後、鉱物資源探査に利用可能な解析手

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

利用されて成果を挙げていくためには、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と判断され、平成 24 年度終了後に中間評価を

実施し、事業実施期間を 3 年間延長することにした。延長した期間では、

平成 25 年度以降、各年 1 つの鉱床タイプ（レアメタル鉱床：グリーンスト

ーン帯や花崗岩関連、カーボナタイト、風化型）を解析対象とした。 

技術開発予算は、鉱床タイプが 1 つとなったことを受け、毎年 15,000

千円、3 年間の総額 45,000 千円で計画され、実績としては 3 年間で 44,851

千円となった。 

なお、本事業の開始時、資源機構ボツワナ地質リモートセンシングセン

ターは平成 20～24 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、引き続き資源機

構ボツワナ地質リモートセンシングセンターも活用して事業を進めた。 

 

(３)情勢変化への対応 

中間評価時の計画見直しを受け、平成 25 年度は花崗岩関連レアメタル鉱

床および平成 24 年度のフォローアップとしてアルカリ岩レアメタル鉱床

について取り組んだ。しかし、平成 26 年度になり、平成 24 年度以降続い

ていた金属資源価格の低下に伴うレアアース市況の低迷が深刻化した。こ

れを受け、平成 26 年度に予定していた、軽希土資源を期待したカーボナタ

イトレアメタル鉱床に対する解析技術開発は見直しをする必要があると判

断し、翌年実施予定であった重希土資源が期待される風化型レアメタル鉱

床を前倒しして実施した。平成 27 年度は、引き続きレアアース市況等の状

況を注視したが回復の兆しはなかった。このため、改めて対象国、鉱床タ

イプ、さらに今後の金属資源探査への貢献可能性等を含めて様々な観点か

ら検討した結果、層準規制型鉱床（タンザニア)を実施することとした。 
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開発スケジュールおよび支出実績額 

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(ﾎﾞﾂﾜ
ﾅ)

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)

2) ｱﾙｶﾘ岩ﾚｱﾒﾀ
ﾙ鉱床(ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰ
ｸ)

→変更) 風化型
鉱床　(ﾀﾝｻﾞﾆｱ)

→変更) 層準規
制型鉱床　(ﾀﾝｻﾞ
ﾆｱ)

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

　　実　績 30,554 30,343 27,098 17,436 10,581 16,834 132,846

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．技術開発体制 

（１）実施者の事業体制 

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た。現地調査はボツワナ地質リモー

トセンシングセンターや SADC 諸国の地質調査所等と協力して進めた。個別

要素技術開発の実施については資源機構の他、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、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た。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て最適な判断を行

った。 
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実施体制 

 

７．達成度、成果 

（１）計画と比較した目標の達成度 

当初計画に従い、解析対象とする鉱床タイプについては、平成 22～24 年

度は毎年 2 件（合計 6 件)、平成 25～27 年度は毎年 1 件（平成 25 年度はフ

ォローアップ 1 件)（合計 3 件)の全 9 件について解析を行った。 

各項目について、GDEM データ、TIR データ、SAR データを利用した解

析技術等は鉱床タイプに応じて適切な評価ができる手法を選択して実施し

た。GRIAS の活用としては、解析対象地域全体の予察的な評価を行う際に

利用した。このほか、ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じて共

同解析・現地調査等を実施した。なお、解析技術の成果はアフリカにおける

金属資源探査に速やかに活用できるように取り組んだ。 

予算は、全事業期間（6 年間）で当初予算に対して 5%増（132,846 千円

/126,000 千円）、中間評価(3 年間)以降は、1 %減（44,851 千円/45,000 千円）

となった。各年度でばらつきがあるが、おおむね予算通りに事業を実施した。 

 

（２）成果 

①鉱床タイプごとの解析技術成果 

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

鉱床母岩やそのポテンシャルのある苦鉄質・超苦鉄質岩等を対象として解析

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を明らかに

した。また、DEM データの地形特徴量解析等によっても抽出が可能である

ことが明らかにした。ボツワナの超苦鉄質岩・苦鉄質岩は、TIR データを活

用することで抽出が可能であることを明らかにした。 

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 金属探開株式会社（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） 

 

 

資源機構 ボツワナ地質 

リモートセンシングセンター 

SADC 諸国研修生等 

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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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

白金族金属鉱床胚胎ポテンシャルのある苦鉄質・超苦鉄質岩を対象として解

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場は、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を明らかにした。ボツワナでは、マグマ性

白金族金属鉱床胚胎ポテンシャルのある超苦鉄質岩・苦鉄質岩の抽出を試み、

TIR データと DEM データを活用することで超苦鉄質・苦鉄質岩が抽出可能

であることを明らかにした。 

平成 24 年度は、ボツワナのマンガン・レアメタル鉱床に伴われる粘土鉱

物・鉄酸化物の変質帯解析を実施したが、鉱床胚胎に関連した示徴は得られ

なかった。しかし、モザンビークのアルカリ複合貫入岩を対象として解析技

術開発を行い、DEM データの解析により、アルカリ岩類は環状構造及び高

磁気異常、高放射能異常に密接に伴われることやその組成や時代により細分

可能であることが明らかとなった。これらの結果を利用することにより、レ

アメタル鉱床賦存の可能性のあるアルカリ複合岩体の絞り込みを効率化で

きる可能性が示唆された。 

平成 25 年度は、花崗岩関連レアメタル鉱床として、ボツワナのグリーン

ストーン帯関連鉱床を対象に解析技術開発を行った。鉱床胚胎母岩である超

苦鉄質岩・苦鉄質岩及びこれら岩石の風化に伴う鉱物は、TIR データと

VNIR・SWIR データを活用することで抽出が可能であることを明らかにし

た。また、平成 24 年度に実施したモザンビークのペグマタイト鉱床及びア

ルカリ複合貫入岩を対象にフォローアップ調査を行い、前年度までに提唱し

た解析及びその応用解析が有効であることを追加の現地調査により確認し

た。 

平成 26 年度は、タンザニアで風化型レアメタル鉱化帯を対象に、鉱化胚

胎層準を抽出することを目的として、DEM データ、光学センサデータ、SAR

データを用いた複合的な解析を実施した。その結果、SWIR データによる変

質帯抽出、DEM データと SAR データによる微地形判読から、鉱化層準であ

る粘土層の抽出に有効であることを明らかにした。 

平成 27 年度は、同じくタンザニアで、層準規制型鉱床を対象とした調査

を実施した。その結果、対象地域の鉱床胚胎母岩である角閃岩及び変炭酸塩

岩及び鉱床胚胎有望地は、DEM データ、光学センサデータ（VNIR、SWIR、

TIR）、SAR データを組み合わせた地形的特徴、変質示徴、リニアメント解

析により効率良く絞り込むことが可能であることを明らかにした。 

 

②要素技術ごとの解析技術成果  

各要素技術について以下に示す。  

（a）ASTER GDEM2 データ解析技術 
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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

であることを明らかにした。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い、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（本件につ

いては特許出願中である)。 

 

（b）グローバルリモートセンシングデータの活用 

平成21年度から経済産業省資源エネルギー庁が開発を進めたグローバル

リモートセンシングシステムが、平成26年度からGRIASとして本格運用を開

始した。 

それを受け、平成25年度のモザンビークにおいて、ASTER VNIRナチュラ

ルカラー画像、ASTER SWIRフォールスカラー画像、ASTER SWIR比演算

画像、ASTER TIR SiO2インデックス、Landsat7トゥルーカラー画像、

PALSAR単偏波・2偏波画像を利用した。GRIASは無料で広域的に解析済み

画像を得ることができるため、超広域解析における有望エリア絞り込みに活

用できることが明らかとなった。しかし、平成26年度、平成27年度の調査対

象国であるタンザニアでは、対象地域がGRIASのASTER SWIRフォールス

カラー・比演算画像の整備対象外の範囲に位置したため活用できた情報は一

部限定的であった。 

 

（c）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。また、PALSAR-2

等の高空間分解能 SAR を利用することによって、他の画像では捕捉できな

い詳細な地質構造を画像上で認識できることが確認された。 

TIR データに関しては、フォールスカラー画像や鉱物指数（SiO2）から、

苦鉄質・超苦鉄質岩とそれ以外の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。また、夜間の TIR データの方が、地質を対象とした解

析に有効であることが確認された。 

 

（d）ボツワナリモートセンシングセンターを通じた共同解析 

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、タンザニアの地質調査所と共同解析・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
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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ほか、現地調査では、それぞれの

地域での特徴的な地質・鉱床・鉱徴地に効率よくアクセスできた。 

 

（３）成果の意義 

アフリカに胚胎する鉱床は大規模な熱水変質を伴わず、従来のようなリモ

ートセンシング解析手法の適用は困難とされていた。しかし、本事業で開発・

検討された解析技術のうち、DEM データを主体とした地形解析を実施するこ

とで、層準規制鉱床の鉱化帯抽出が効率よく実施できることが明らかとなっ

たほか、被覆域下部に潜頭する堆積岩内銅鉱床の胚胎層準までも推定できる

ことが判明した。また、レアメタル鉱床・鉱化帯胚胎ポテンシャルが期待さ

れるアルカリ複合岩体やペグマタイト鉱床も、地形解析で判別できることが

明らかとなった。 

植生被覆域では、一般には、地質情報の抽出が困難とされてきたが、植生

の季節変化に注目することで、光学センサ・SAR データから地質情報の抽出

が可能となった。 

白金族金属鉱床等の胚胎母岩である超苦鉄質・苦鉄質岩は、今後、引き続

き検討する余地があるものの、DEM や TIR データを利用することで、識別

可能であることが明らかとなった。 

 

８．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 

本事業で得られた解析方法は、資源機構によるアフリカでの資源探査事業に

活用される予定であるが、平成 26 年、27 年度に実施した一部の解析成果につ

いては、今後の JV 調査に向けた周辺探鉱有望エリアの提案や新規鉱区の取得

等に貢献した。さらに、資源機構はアフリカ南部の SADC 諸国において JV 資

源探査を実施しているため、本事業で得られた成果は JV 資源探査における日

本側からの解析や提案に貢献するものと期待される。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ていく予定である。 

 

（２）成果の公表、広報 

本プロジェクトの結果は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。 

 

①特許(DEM(ノイズ除去)に関する特許出願) 

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
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とノイズ除去プログラムに関して国内特許 2 件、国際特許 1 件（豪州、米国、

日本へ出願）を申請した。 

 

②論文 

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。 

 

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 

 

③学会発表 

公表場所 公表日 題名 

2009 Asian Conference on 

Remote Sensing (ACRS @ 

Hanoi) ＊ 

平成 21 年 10 月 DEM filtering methods for obtaining 

geological information 

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 

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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平成24年度春季資源地質学

会 

平成 24 年 6 月 リモートセンシングデータによるモザ

ンビーク・ペグマタイト鉱床の胚胎環境 

平成 25 年度秋季資源・素材

学会 

平成 25 年 9 月 ハイパースペクトルデータを用いた超

塩基性岩識別の指標としての滑石の抽

出 

日本情報地質学会 2013 年

度シンポジウム 

平成 25 年 11 月 ASTERGDEM 及び SRTMDEM から作

る精密傾斜量図について－地質図との

関連において－ 

平成 26 年度春季資源・素材

学会 

平成 27 年 3 月 グリーンストーン帯関連型レアメタル

鉱床探査へのリモートセンシングの適

用 

J-SUMIT2 平成 27 年 5 月 

 

Application Studies Using Remote 

Sensing in Africa 

＊2009 Asian Conference on Remote Sensing では、最優秀論文(Best Paper 

Award)を受賞 

 

④報告会 

公表場所 公表日 題名 

(独)石油天然ガス・金属鉱物

資源機構成果報告会 

（於：資源機構本部） 

平成 26 年 6 月 アフリカ金属鉱床探査におけるリモ

ートリモセン解析技術開発の現状 

(独)石油天然ガス・金属鉱物

資源機構成果報告会 

（於：資源機構本部） 

平成 27 年 6 月 ボツワナ・地質リモートセンシング

センター事業の現状 
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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、資源機構の金属資源探査に積極的に活用

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と期待される。

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 JV

形成、権益獲得に貢献することも併せて期待される。今回、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実施してきたが、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適用可能となり、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有益な成果

に繋がることも想定される。 

本事業では、事業期間を通じて、9 つの鉱床タイプに関する地質・鉱化情報

を抽出するために必要なデータ利用技術の研究開発を実施してきた。その結果

から、鉱床タイプにかかわらず、類似した解析手法で地質情報等の抽出が可能

なことが明らかとなった。特に地形解析手法(地質構造解析手法)は、植生域で

も地形と地質の間に密接な関係がある点や植生の季節変化に着目した場合、有

用な地質情報が得られることが明らかとなったため、今後、地質全般の広い分

野（地熱エネルギー、防災、環境分野等)で成果の利用が可能であると考えられ

る。 

 

９．費用対効果 

本事業を通じて、従来、リモートセンシングではあまり適用が試みられてい

なかった鉱床タイプに対する効率的な解析手法が可能となった。これにより、

アフリカにおける初期探鉱費の大きな削減効果が期待されるとともに、同じよ

うな地質環境にある新たな地域における地質リモートセンシングの適用範囲を

拡大し、新しい鉱床の発見に寄与するものと期待される。 

ここでは、地表踏査面積の削減効果に着目して費用対効果を試算した。具体

的には、既存の地質・鉱床情報がない、もしくは地質図精度が低く十分な有望

地選定ができない地域において、①一般的な地質調査（地表踏査)に基づいて有

望地を抽出する手法と、②リモートセンシング解析により調査ターゲットをあ

る程度絞った後に地質調査を行って有望地を抽出する手法を、費用と時間(調査

日数)の観点から比較した。なお、今回の評価対象地は、本事業の中で実際に解

析が行われたザンビアの堆積岩内銅鉱床における鉱化胚胎層準の抽出とした。 

具体的には、下図に示すとおり、調査対象面積を 33,500km2 とした場合、①

全域に亘って現地調査を実施したケース、②リモートセンシングで約 1/3 に調

査対象エリアを絞った後に地質調査を実施したケースで比較した。 
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図 評価対象エリア (鉱化胚胎層準は図中央のオレンジ色の層準) 

 (左：調査範囲(全域のケース①)、右：調査範囲(調査エリア 1/3 のケース②)) 

 

この結果、①のケースでは、地質調査費は約 24.8 百万円、調査日数(外業、

内業)は 202 日となった。②のケースでは、リモートセンシングデータ（光学

センサーデータ、SAR データ、DEM データ)の購入・解析・判読費の合計は約

4.8 百万円、地質調査費(全域 1/3)は約 5.7 百万円の合計 10.5 百万円、調査日数

約 101 日となった。ここから、費用については約 57％、調査日数については

約 50％の削減効果となった。もちろん、上記の試算には、鉱床タイプ、露頭状

況、さらに絞り込みエリアの大小関係やリモートセンシングデータ解析の誤差

等の要因は反映していないが、広域調査ステージにおけるリモートセンシング

調査の有効性は十分表しているものと考えられる。また、開発した技術の利用

が鉱床の発見に繋がれば、投じた予算よりも大きな効果を生むことは明らかで

ある。 
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第４章 評価結果 

１．プロジェクト実施の妥当性              

平均評点：5.00 点（5 点満点） 

 

1) プロジェクトの意義 

金属価格が低下傾向を示し、探鉱活動が停滞している最近の状況で、より安

価に概査が可能なリモートセンシングによる探査技術の開発を実施することは

重要である。 

南部アフリカ共同体（SADC）諸国での金属資源探査については、アクセス

が困難で、探査に伴う現地調査におけるリスクも高く、リモートセンシングを

活用した探査技術の開発ニーズがより高いため、本プロジェクトの実施意義は

大きい。また、このプロジェクトの解析技術開発により DEM の地形解析への

利用性、光学センサや SAR データ、また熱赤外データの地質解析への適用性

が明らかにされ、開発技術が地質情報の抽出に有効であることが実証されてい

る。これらの開発により、従来のリモートセンシングの解析技術では比較的困

難と考えられていたアフリカの未開発地域においてより高精度で効率的な探査

を行うことが可能となった。これらの成果のアフリカ地域における鉱物探査事

業への今後の活用が期待でき、このプロジェクトは意義があった。 

 

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ったか）。 

資源機構はこれまで、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。さ

らに、ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じ、SADC 諸国と探査に

係わる協業を展開してきた実績がある。また、資源機構が高い技術ポテンシャ

ルを有することが、幅広く金属資源探査を展開するための参入機会を獲得する

上でも必要になりつつある。 

したがって、本プロジェクトは、資源機構にとって必要性と活用性を見据え

た妥当なプロジェクトと見なせる。 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当性           

平均評点：4.33 点（5 点満点） 

 

1)技術開発目標は妥当であったか。 

アフリカに胚胎する金属鉱床探査への寄与を目的に、リモートセンシングデ

ータ解析技術の確立を目標として、SADC 諸国での地域特徴や資源機構による

過去の解析技術開発状況に立脚して、解析のために利便性が高いデータを選択
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するとともに、技術開発目標を具体化することも行われていて妥当であった。

例えば、植生や地形そして地質条件がそれぞれ大きく異なった 9 つの鉱床タイ

プをターゲットに、開発技術対象として、DEM データ、TIR データ、SAR デ

ータによる地質解析に設定したことは、従来の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の鉱床探査に対して妥当な選

択であったと考えられる。特に、TIR データや SAR データを用いた地質解析

の研究事例が少ない状況を考慮すると、本プロジェクト実施の重要性が認めら

れる。 

また、多種類のリモートセンシングデータと現地の調査情報、またグローバ

ルリモートセンシングシステム（GRIAS）を用いて、それぞれ鉱床地域の自然

条件に対応したフレキシブルな解析手法の開発がなされており、技術開発の目

標は全体として妥当であった。 

 

2) 中間評価時点の見直しは妥当であったか。 

平成 22 ～ 24 年度までの 3 年間の計画でスタートした本プロジェクトは、

比較的短い開発期間であったことから柔軟な対応が求められていたため、中間

評価時点で、レアアースを含むレアメタル鉱床を新たな解析対象に加えて事業

実施期間をさらに 3 年間延長することとなった。その延長期間では、基本的に

鉱床タイプの数を年間に１タイプに絞り、技術開発へ集中する方針であり、そ

のアプローチは適正であった。 

なお、実際に技術開発対象とした鉱床タイプは中間評価時の計画とは異なる

ことから、長期の情勢を必ずしも的確に予測はできていなかったものの、中間

評価時点で、計画の柔軟な運用が望ましいと指摘され、計画の的確な検討・判

断を行ったことは妥当であった。 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性           

平均評点：4.00 点（5 点満点） 

 

1)目標達成のために妥当なスケジュール・予算となっていたか。 

当初計画の平成 22 年～24 年は、異なった 6 つの鉱床タイプについて、スケ

ジュールの通り各年 2 つの鉱床を対象に解析技術の開発が行われている。また、

延長された 3 年間について、対象とする地域・鉱床の見直しがあったものの、

予定通り解析技術の開発が実施されている。全体を通じて、所期の成果を上げ

ており、本プロジェクトのスケジュールは妥当であったといえる。予算的には、

スケジュールや解析対象鉱床の変更に対応した予算計画が組まれており、鉱床

タイプ単位では概ね 1500 万円規模で実施したことで、大きくは妥当であった

と思われる。 
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強いて言えば、最終年は、特定の地域・鉱床タイプを対象とせず、これまで

の成果の整理・総括および今後の展開として、適用対象となり得る地域・鉱床

タイプの洗い出し作業に注力しても良かったのではと考える。 

 

2)情勢変化への対応は妥当であったか。 

当初計画 3 年目における計画の見直し、さらに見直し計画 5 年目における解

析対象鉱床の見直しは、金属価格の低下に伴うレアアース市況の低迷情勢、我

が国のニーズを反映して、時勢を見据えた柔軟な計画見直しとして評価される

べきと考える。 

 

 

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）  

平均評点：4.66 点（5.00 点満点） 

 

1)技術開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

個別の要素技術開発では、資源機構自らが実施するほか、一部業務は民間委

託されたが、その委託先はいずれも専門能力や実績のある企業を対象とした公

募委託を実施しており、幅広く技術開発要素を考慮していると思われる。した

がって、適正に技術開発実施者の選定が実施された結果と判断できる。 

 

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たか。 

ボツワナ地質リモートセンシングセンターや SADC 諸国の地質調査所等と

の調査・解析の共同実施により、現地機関との調整等で困難が多い海外調査も

円滑に実施できる体制が構築されていたと評価する。 

また、外部専門家による「金属資源探査技術開発研究会」における意見交換

や構成委員からの技術的助言などを通じた連携、さらに要素技術開発の委託に

際しては、公募（企画競争）により委託先の選定が行われ、関係者間の連携/

競争体制は妥当であったと考えられる。 

 

3)意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か。 

実施体制については有機的な連携の下、資源機構自らも技術開発を進めてお

り、意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切に行う環境は整っていた

と考える。事実、目標とする成果をほぼ得ているとともに、情勢の変化に伴う

計画見直しも行われ、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

されることから、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。 
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５．計画と比較した達成度、成果の意義       

平均評点：4.33 点（5.00 点満点） 

 

1)計画と比較して目標は達成されたか。 

当初計画および見直し計画に従い、異なった地域に賦存する様々な鉱種・成

因タイプの金属鉱床に対するデータ解析と現地検証が行われている。すなわち、

鉱床タイプについては、平成 22～24 年度は毎年 2 件、平成 25～27 年度は毎年

1 件の全 9 件について、DEM、TIR、SAR データによる要素技術の開発が実施

された結果、各条件に応じたデータの選択また組み合わせによる解析が胚胎母

岩や高ポテンシャル地域の識別・抽出に有効であることが多くの事例で示され

るなど、多種多様な特性の鉱床に適用できる解析技術が集積・構築されている

と理解される。また、ボツワナ地質リモートセンシングセンターを通じた共同

解析については、全期間を通じて実施し、検証などに計画通り有効に活用され

た。さらに、中間評価後のグローバルリモートセンシングシステム（GRIAS）

の活用についても予察的な評価へ一部活用された。 

これらからアフリカ地域におけるリモートセンシングデータの解析技術を

確立するという計画目標は、おおよそ達成されたと判断される。 

 

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。 

ボツワナでのマンガン・レアメタル鉱床では、既存のマンガン鉱床とリモー

トセンシング解析結果と関連性を検討しているものの、その関連を明確に示す

結果は得られなかった。鉱床の成因タイプの想定を含め適切な要因分析が示さ

れているとは言い難い部分もあるが、その原因を探るために、鉱石のスペクト

ル測定を実施して特徴が出ていないことを検証しており、要因分析は適切であ

った。 

 

3)要素技術から見た成果は得られたか。 

アフリカの金属鉱床探査については、大規模な熱水変質を伴わないため、リ

モートセンシング解析が困難な地域であったが、DEM データによる地形解析

がいくつかの鉱床タイプでの解析ターゲットの抽出に効果的であること、植生

被覆地域でも植生の季節変化に着目した地質情報の抽出が可能であることを明

らかにしている。TIR データについてはフォールスカラー画像とスペクトル利

用による花崗岩と苦鉄質岩・超苦鉄質岩の岩相識別手法が開発され、また

GRIAS データの利用面では超広域解析における有望エリアの絞り込みに利用

できることが明らかにされるなどの成果が得られている。さらに、ASTER 

GDEM2 データ解析技術では各種フィルタリングによるノイズ除去に関して、

特許を出願している。 

これらの知見や知財は、大規模な熱水変質を伴わず、従来のようなリモート
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センシング解析手法の適用は困難とされていたアフリカの金属鉱床探査に、非

常に有効なツールとなり得ると考える。 

 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果      

平均評点：4.00 点（5.00 点満点） 

 

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） 

事業で得られた解析技術は、資源機構が今後実施するアフリカでの資源探査

事業に活用されるのみならず、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提案に利用さ

れていく予定とのことで、成果活用の展開が図られつつあると考える。また、

技術開発の成果の一部はすでに周辺探鉱有望エリアの提案や新規鉱区取得に生

かされており、成果の実用化について十分に期待できる。 

 

2)成果の公表、広報（論文発表、特許の取得等）は十分なされたか。 

技術開発の成果は特許出願（国内 2 件、国際 1 件）、海外ジャーナル論文（１

件）、学会発表（12 件うち海外 4 件）のほか資源機構の報告会で 2 度にわたり

報告がなされている。ほぼ毎年度に成果が公表されていることは、早期の成果

の周知と普及の観点から評価できる。これらより、成果の公表・広報は十分な

されたと考えられる。今後、SAR データによる地質解析、特許取得後には

GDEM データからのノイズ除去法等に関する論文発表に積極的に取り組むべ

きである。 

 

3)成果の普及、波及効果は今後期待できるか。 

開発されたデータ解析技術は、資源機構の関係する探査事業での活用をはじ

め、本プロジェクト成果の適用対象として、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他地域への展開を想定している。また、

植生地域においても有効な地形解析手法は、エネルギー資源探査をはじめ地球

環境や自然災害(集中豪雨による土砂災害や深層崩壊)などで利用可能であると

考えられ、広い分野への普及と波及効果が今後期待できる。さらに、資源機構

は本事業成果を日系企業へ報告会により既に普及していて、今後の日系企業に

よる金属鉱物資源の安定供給という側面から日本の産業を支えるという波及効

果も期待できる。 
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７．費用対効果          

平均評点：4.66 点（5.00 点満点） 

 

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）。 

従来は適用例が少ないアフリカに胚胎する金属鉱物資源の鉱床タイプに対

する解析技術を開発したことで、アフリカでの初期探鉱費を削減できるという

効果がある。今回の試算によると、本プロジェクトの成果を既存の地質・鉱床

情報がない、もしくは地質図精度が低く十分な有望地選定ができない地域にお

ける有望地抽出に適用すると、費用は約 57 ％、調査日数は約 50 ％の削減効

果が見込まれるとのことで、本プロジェクトに投じた費用は、成果を実際の探

査に積極的に適用して行くことで回収できるものと考えられる。更に、アフリ

カでは、アクセスの困難性や現地調査リスクの存在などもあり、この試算以上

の大きな効果があると推察できる。また、アフリカでは未だ探鉱が十分でない

地域も多いことから、新たな鉱床の発見に繋がる可能性も相対的に高く、更な

る費用対効果も期待できる。 

なお、本プロジェクトは、種々の鉱床をターゲットにして行ったリモートセ

ンシングデータによる地形・地質解析の中から有効な解析手法を探査技術とし

て確立させることであり、必ずしも費用対効果の評価に適しているとは考えら

れない。 

 

2)その他成果の普及は期待できるか。 

本事業で技術開発した解析手法によって地質情報の抽出が可能になったこ

とから、金属資源探査とは異なる分野である地熱エネルギーや地質災害などの

地質関連調査への適用も大いに期待できる。 

なお、本プロジェクトの成果が、世界的なリモートセンシング地質解析技術

の中で、どのくらいのレベルなのか、是非国際誌上での発表を積極的に実施し、

それを技術レベルの証左として、海外企業との JV 調査実現へのツールとして

展開して頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


