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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年度から平成２

９年度にかけて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 

              宇宙産業本部 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 研究部門長 

  

 

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 総務部 

      経営企画課 

 

 

審議日：平成３０年１０月１２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。 
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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 地熱資源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 

・統括部 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 

③ 業務評価委員会 地熱技術評価部会 

地熱資源の探査・開発・生産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（別紙１）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２・３・４）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、見直しの要否を検

討することとする。 

 

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
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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１） 

プロジェクト原簿 

 

 

○事前評価時点 

・作成年月日 

・担当部・課 

・技術開発テーマ 

・目的 

・背景と意義・必要性 

・国内外の（類似・周辺）研究動向 

・計画（期間、年度ごとの目標と予算） 

・技術開発体制（主たる研究実施場所） 

・成果の実用化計画（見通し） 

 

○中間評価時点 

上記プラス 

・事前評価に基づく計画の見直し 

・中間評価時点における成果（達成度） 

 

○事後評価時点 

上記プラス 

・中間評価に基づく計画の見直し 

・最終成果（達成度） 
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（別紙２） 

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 

・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る

か） 

 

２． プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当か 

・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 

・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） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われるか 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

・意思決定プロセスは適切か 

 

５． 成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果 

・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） 

・その他成果の普及は期待できるか 
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（別紙３） 

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 

・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る

か） 

 

２．プロジェクト目標の妥当性 

・技術開発目標は妥当か 

・技術的有望性は見込まれるか 

・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 

・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 

・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） 

・技術開発実施者の選定等は適切に行われたか 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討は適切か 

 

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ているか 

・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 

・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）は十分成されているか 

・成果の普及、波及効果は今後期待できるか 
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（別紙４） 

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 

（高空間分解能衛星データ利用技術開発） 

 

２．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、
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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。 
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・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 2019 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。リモートセンシン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・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 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
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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．計画 

（１）期間、年度ごとの目標と予算 

本事業は３年間で実施し、全体目標は、「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」と設定

した。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

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



16 

 

検討が十分評価できる案件を選定した。平成 27 年 10 月から平成 29 年度ま

での３ヵ年で評価対象とする案件数を７件予定していたが、実績として 9

件の案件で本事業を実施し、加えて共同研究を 2 件、委託研究を１件実施

した。 

本事業では、以下の２つの実施テーマを設定した。 

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、

６．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。   

上記の実施項目の下、平成 27 年度は、光学センサや SAR データを併用し

た DEM データを中心とした地形解析を資源機構がミャンマーで実施してい

る広域案件（探査初期案件）を対象に、タングステン鉱化帯等の抽出を目的

に実施した。 

平成 28 年度は、前年度のミャンマーでの解析を引き続き行った。また、

WV3 や Sentinel2A の高空間分解能光学センサデータを中心に、既存の中空

間分解能データや地質図や地化学探査の結果を加味して、変質・鉱化帯評

価や地質マッピングを資源機構がペルー、ナミビア、セルビアで実施中の

JV 案件を対象に実施したほか、イランで実施中の JV 案件形成に資するた

めにも本プロジェクトの解析手法を適用した。 

平成 29 年度は、高空間分解能 SAR データの探査への実利用を念頭に、そ

の能力と他のデータとの複合利用の可能性を検討することを目的に、過年
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度に SAR 解析を実施しデータの蓄積のあるナミビアを対象地域として調査

を実施した。また、チリ共和国で操業中の銅鉱山において、高空間分解能衛

星データを利用したピット内の変質鉱物マッピングを実施し、探査段階で

なく、操業鉱山のモニタリングへ衛星データを適用できる可能性を示した。 

また、新しい試みとして、平成 28 年度と平成 29 年度に、機械学習を用

いたマルチスペクトル中空間分解能データの高波長分解能化・高空間分解

能化にかかる技術開発を実施したほか、豪州で資源機構が現在実施してい

る JV の試錐コア等を対象としたスペクトル測定の結果から、変質帯・鉱化

帯の 3 次元的な評価を行った。 

事業費用は、資源機構の交付金とした。技術開発予算は、毎年平成 27 年

度に 10,000 千円、平成 28 年度および 29 年度にそれぞれ 30,000 千円、3 年

間の総額 70,000 千円で計画され、実績としては 3 年間の総額で 42,000 千

円となった。 

 

開発スケジュール・予算実績 

 

 

（２）事前評価に基づく計画の見直し 

事前評価では、目標達成のためには、解析対象によって実施目標や手法の

変更など柔軟な計画とそれに応じた予算の運用が望まれるとの評価コメン

トが得られた。これを受け、平成 28 年度と平成 29 年度に、マルチスペクト

ル中空間分解能データの高波長分解能化・高空間分解能化の技術開発や、豪

州での試錐コアのスペクトル情報を用いた変質帯・鉱化帯の 3 次元的評価を

(百万円)

内容 平成27年度 平成28年度 平成29年度 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)

WV3を用いた変質・鉱化評価 WV3, ASTER, S2A等による広域ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ評価

WV3, ASTER, S2A等による地質解析＆広域評価 PALSAR2等による地質ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ等

イラン【斑岩銅】
ASTER, S2Aを用いた変質・鉱化評価

セルビア【斑岩銅】

ASTER,S2Aによる植生域の変質示徴評価

米国

WV3によるｷｭﾌﾟﾗｲﾄ地域の変質鉱物ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

チリ【斑岩銅】

WV3,S2Aを用いた鉱山における変質鉱物等ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

②高分解能化技術 チリ 米国
LC8、ASTERのﾊｲﾊﾟｰ化（高波長分解能化） LC8、ASTERの高空間解能化

③スペクトルメータの利用 豪州【コバー型多金属鉱床】

ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定による変質・鉱化帯の3次元的評価

小計 0.8 9.1 16.4 26.3

２．衛星データ及び解析技術関連
情報収集

光学センサデータ基礎情報収集
ﾃﾞｰﾀ選定および解析手法検討

②データ購入 AW3D, WV3 WV3 PALSAR-2, WV3

小計 4.5 7.1 4.1 15.7

合計 5.3 16.2 20.5 42.0

ミャンマー【錫・タングステン鉱床】
AW3D, PALSAR-2等を用いた地形解析による岩相識別

①高分解能衛星データの解析

①データ評価

ペルー【浅熱水性鉱床、塊状硫化物鉱床】

ナミビア【ウラン・堆積岩胚胎型銅】
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実施した。また、本邦企業のニーズに合わせ、チリ共和国の操業鉱山におけ

るピット内の変質鉱物マッピングを行い、高分解能衛星データの鉱山モニタ

リングへの適用を検討した。 

 

６．技術開発体制 

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、政府機関等と連携しながら機構自ら実施した。こ

の他、一部の技術開発テーマについては、専門能力のある組織･企業を公募

委託により選定して効率的に実施した。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、最適な判断を行った。 

 

 

実施体制図 

 

７．達成度、成果 

（１）成果 

高空間分解能光学センサデータについては、平成 28 年度及び平成 29 年度

資源機構 
・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） 

専門能力を有する組織、民間企業等 
・日鉄鉱コンサルタント株式会社 
・三菱マテリアルテクノ株式会社 

 

資源機構ボツワナ地質・ 

リモートセンシングセンター 

専門能力を有する

大学 

 

一部委託 共同研究 

鉱物資源探査技術開発

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 

ナミビア地質調査所 
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に、資源機構で実施中の JV 探査プロジェクト実施地域等（ペルー、ナミビ

ア、イラン、セルビア、米国）をテストフィールドとし、ASTER や Landsat

などの中空間分解能データでは抽出・評価困難であった変質示徴が、

Sentinel-2A や World View-3 画像などの高空間分解能の光学データを用い

た技術で把握することが可能であることを確認した。ナミビアでは、

Sentinel-2A を用いた解析により、岩相判別などで高空間分解能データの優

位性が確認された。この優位性は、単なる空間分解能の向上だけでなく、ダ

イナミックレンジの向上による寄与もあることも判明した。チリ共和国で操

業中の銅鉱山では、World View-3 および Sentinel-2 データを解析し、ピッ

ト内のカオリナイト分布・量および廃土堆積場の水分量の把握を試みた。操

業鉱山のモニタリングでは、無償かつ観測頻度の高い Sentinel-2 が有用で

あることが示された。 

高空間分解能 DEM データについては、平成 27 年度～28 年度に、ミャンマ

ー広域解析に無償で利用可能な中空間分解能 DEM データ（30 m）と有償の高

空間分解能 DEM データである AW3D（5 m）を用いた地形解析を実施し、その

両者の比較検討を行った。その結果、DEM 解析では、花崗岩とその胚胎母岩

である変堆積岩の特徴を見出すことができたが、中空間分解能データとの比

較においては、高空間分解能データの顕著な優位性は見いだせなかった。こ

れは、解析対象とする地形スケールが数十～数百 m であったことが原因と考

えられ、解析対象の地形スケールと利用するデータの空間分解能を十分検討

することが肝要であることが示された。 

高空間分解能 SAR データを用いた解析は、平成 29 年度にナミビアで実施

され、その結果、高空間分解能の光学センサデータでも識別困難な岩相区分

や露頭が PALSAR2 データを用いた解析での抽出・識別可能あることが明らか

となった。しかしながら、同じ岩相でも地表条件（植生密度や風化程度の違

い）により、その散乱特性が異なることは従来センサデータ(PALSAR)の解析

結果と同じであった。 

他の新たな試みとして、平成 28 年～29 年度に、既存の高波長分解能デー

タや高空間分解能データを教師として、無償かつ全球をカバーしている中空

間分解能データやマルチスペクトルデータを高空間分解能および高波長分

解能化する技術開発を行った。その結果、高波長分解能化については、教師

データ（エリア）に存在する変質鉱物スペクトルに限り、マルチスペクトル

データ(ASTER および LANDSAT8)を高波長分解能化（ハイパー化）することに

成功し、ミョウバン石、カオリン、セリサイトなどの分布を示すことができ

た。一方、高空間分解能化については、高分解能教師データ（World View-

3）と中空間分解能データ(ASTER)が重複している地域において、簡易的な手

法（radiometric integrity）により、ASTER データを高空間分解能化するこ

とに成功した。 
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さらに、地表下の鉱物マッピングを行い変質や鉱化を 3 次元的に検討・評

価することを目的として、資源機構の豪州 JV 探鉱プロジェクトで得られた

試錐コアやカッティングスのスペクトル測定を実施した。緑泥石と白雲母の

スペクトルの吸収位置に着目した結果、特に緑泥石の組成変化と銅鉱化作用

の間に関連性が認められ、試錐コアのスペクトル情報は、試錐計画や鉱床モ

デルの検討に有用であることが明らかとなった。 

 

（２）計画と比較した目標達成度 

平成 27 年度からの 3 か年で 7 件の適応事例を目標にして、本事業が開始

されたが、実際には、9 件の適応事例と 2 件の共同研究および 1 件の委託研

究が実施され、計画を上回る件数を達成した。資源機構が実施中の JV プロ

ジェクト実施地域をテストフィールドとして設定し、探鉱有望地の抽出や探

鉱計画の策定等に貢献した。また、高分解能データおよび既存の低～中分解

能データから得られる情報について、データ種別毎にその利用価値をコス

ト・解析時間の観点から評価し、時間対効果・費用対効果の高い手法につい

て検討を行った。 

 

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った。その成果は、今後も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予定である。 

 

（２）成果の公表、広報 

本事業の結果を調査報告書として取りまとめた。また、ミャンマーの解析

結果や共同研究で実施した高分解能化技術の成果の一部につき、国際学会お

よび国内学会での発表を行った。ナミビアでの高分解能 SAR データ解析結

果についても、平成 30 年 11 月に開催される国際学会で発表される予定であ

る。また、豪州コバースーパーベーズン地域の反射スペクトル解析の結果に

ついては、資源機構の JV 探査事業成果報告会にて報告された。それぞれの

発表の詳細は以下のとおりである。 

 

①学会発表 

公表場所 公表日 題名 

International Symposium on 

Remote Sensing 2017 

平成 28 年 5 月 Preliminary simulation of airborne 

hyperspectral image from Landsat and 

ASTER image by a machine learning 
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method 

平成 28 年度日本リモート

センシング学会秋季学術講

演会 

平成 28 年 11 月 DEMデータのスロープ図を用いた地質

判読－ミャンマー連邦共和国タニンダ

ーリ管区錫・タングステン鉱床－ 

28th International GRSG 

Conference 

平成 29 年 12 月  DEM data analysis for Sn-W 

exploration in high dense vegetation 

area, Tanintharyi Region, Myanmar 

資源・素材学会 平成 30 年

度春季大会 

平成 30 年 3 月 金属鉱床関連鉱物の詳細なマッピング

のためのハイパー・マルチスペクトル

画像と地質情報の統合の有効性 

15th International 

Symposium on Mineral 

Exploration 

平成 30 年 11 月

(予定) 

Application of satellite mounted high-

resolution SAR sensor for geology 

interpretation in Namibia 

 

②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 29 年 6 月 豪州コバースーパーベーズン地域

における銅・亜鉛鉱床探査 

(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 30 年 6 月 豪州コバースーパーベーズン地域

における銅・亜鉛鉱床探査 

 

 

(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。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。 

 

９．費用対効果 

本プロジェクトでは、高空間分解能データおよび既存の低～中空間分解能

データから得られる情報について、データ種別毎にその利用価値をコスト・
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解析時間の観点から評価し、時間対効果・費用対効果の高い手法について明

らかにした。 

ここでは、高空間分解能および低空間分解能データを適切な手法を用い解

析し地質区分がなされたケースにおいて、その地質境界を検証するために必

要な地表踏査面積に着目して費用対効果を考察する。 

まず、下記に示すとおり、90m 四方の地域でピクセルサイズ 6m の高空間

分解能データと 30m の低空間分解能データを解析した結果、A と B の異な

る地質ユニットが識別できた場合を想定する。このとき、２つの地質情報が

混合したピクセルの面積は、高空間分解能データでは 1476m2(41 ピクセル)、

低空間分解能データでは 5400m2(6 ピクセル)であったと仮定する。この混合

ピクセル内に存在し得る実際の地質境界を確認するため現地調査を行うと

すると、混合ピクセルの面積が小さい方が調査面積は小さく（面積比で約

1/3~1/4）、調査側線の総延長は短くて済む。 

 

以上のように、高空間分解能データを解析することにより、従来の低分解

能データを解析した場合と比較し、現地調査にかかる日数を削減する効果が

期待される。加えて高空間分解能データは、センサ性能の向上により、単純

な処理手法でも良好な結果が得られることから、解析に必要な時間が短縮さ

れることで時間対効果が大きい一面もある。 

したがって、本プロジェクトの成果を活用し、状況に応じて適切な高空間

分解能データと解析手法を選択することにより、リモートセンシングの費用

対効果を極大化することが可能となる。 

 

 

（参考文献） 
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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 

資源の安定供給確保は継続的に必要で、効率が良くかつ費用対効果に優れた

鉱物資源探査ツールが重要である。一方で、地表に現れている大規模鉱床の探

査・開発はすでに進められ、今後の有望鉱床は潜頭性鉱床として存在する可能

性が高い。より細かな脈状鉱床の探査、植生間の僅かな地表地質・微地形情報

の取得のためには、高空間分解能リモートセンシングデータの積極的活用と適

用事例の蓄積は必要不可欠である。また、昨今では無償のリモートセンシング

データや高精度 DEM データ等の新規データも配布されており、利用可能な衛

星データ等を複合的に有効活用する必要がある。 

本プロジェクトにおける最新の衛星データを活用した高空間分解能リモート

センシング解析技術の開発研究は、鉱物資源探査の加速化に取り組んでおり、

非常に意義がある。 

 

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ったか）。 

  資源機構は 40 年以上前からリモートセンシングデータの解析技術の開発を

継続して実施しており、数多くの解析ノウハウを保有している。また、資源機

構は、自ら実施する鉱物資源探査プロジェクトの中で開発したリモートセンシ

ング解析技術を適用・評価することが可能であり、資源機構のリモートセンシ

ングによる解析技術の先駆性を示すことができる。さらに、資源機構は、公的

機関であるため、本提案の技術開発の成果を関連する日本企業に公表し、得ら

れた成果の普及にも貢献することができる。 

このような観点から、本プロジェクトの実施母体として資源機構は最も適正

であり、かつ資源機構が本プロジェクトを実施する必要性は高いといえる。 

 

 

２．プロジェクト目標の妥当性           

平均評点：4.66 点（5 点満点） 

 

1)技術開発目標は妥当であったか。 

本プロジェクトは、最新の高空間分解能の光学データ、SAR データまた DEM

データを用いた高精度・高効率な解析技術の開発と同時に、時間対効果および

費用対効果の観点から、中空間分解能で無償の衛星データを用いた解析結果と

の比較検討を行うことを開発目標としている。解析ターゲットは過去の開発経
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緯を踏まえて設定されており、技術開発目標は明確である。また、資源機構が

実施する探査案件に対して３年間で７件の実施を目標とし、丁寧で詳細な解析

を行う点では困難が予想されるが、挑戦的な目標として評価できる。 

利用可能な高空間分解能データを活用し、上記解析対象地域に適用し、その

結果を現地調査から得られた情報と対比し検証するというシナリオも適切であ

り、結果として、地質・鉱床タイプをはじめとする諸条件が多種多様な７カ国

９地域にわたるターゲットのデータ解析・現地調査により、それぞれの衛星デ

ータの適用性が明らかにされ、リモートセンシングによる高精度・高効率な解

析技術の開発がなされた。また、スペクトルメータの探査への利用開発や、デ

ータの高分解能化技術の開発が実施された。他にも、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情報の収集、また光学センサデータ

の基礎情報収集と評価が行われた。 

このように、リモートセンシングによる高精度・高効率な解析技術開発につ

いての成果が得られており、本プロジェクトの複合的利用技術開発についての

目標は妥当であったと判断される。 

 

2) 中間評価時点の目標見直しは妥当であったか。 

３年の実施期間であったため中間評価は実施していないが、事前評価おける

「目標や手法における柔軟な計画と運用が望ましい」との指摘に応じて、高波

長分解能化や高空間分解能化の技術開発、そして試錐コアのスペクトル情報に

基づく変質帯・鉱化帯の 3 次元評価を行う等のニーズを反映した柔軟な対応を

したのは評価できる。 

これらの技術は新規技術開発として有用である可能性があるが、一方で、実

際の探査にどのように展開して行くかの絵姿を事前に描けていないように感じ

る。 

 

 

３．プロジェクト計画の妥当性           

平均評点：4.66 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。 

3 年間の計画で開始された本プロジェクトは、結果的に計画時よりも予算を

低減しつつ、データの利用価値や効率的な活用方法の検討が可能な 10 件の案

件（委託分１件を含む）が選定され、解析技術開発について目標が達成されて

いる。これは、個々の技術開発目標が明確であり、費用対効果の観点から、高

額な衛星データを必要以上に購入しなかった効果である。予算の効率化を念頭

におきつつ、案件の数を増やすなど柔軟なスケジュールでプロジェクトを遂行

し、最終的な目標を達成したことは適切であった。 
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ただし、最終年度の予算が一番多く、解析対象地域の数も一番多くなってい

る点は、全体の研究成果の総括をする時間的余裕を確保できていないのではと

懸念されるため、今後はスケジュールに余裕を持たせた計画が適当であろう。 

 

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） 

残されている未探鉱地の多くは潜頭性鉱床や未開の遠隔地であることによる

探査活動に必要な時間・費用が増大する近年の傾向に応じ、当初計画の見直し

や調査地の選定、そして実施が柔軟になされたと考えられ、総じてその対応は

妥当であった。 

具体的には、欧州による新たな衛星データ（Sentinel 衛星データ）の利用が

可能になるとともに、活用評価している。また、我が国の企業ニーズに応じて、

操業鉱山での変質鉱物マッピングによる鉱山モニタリングへの適用も検討する

等の計画の見直しも適切であった。技術動向に対する柔軟な対応として、高波

長分解能化・高空間分解能化に関する技術開発およびスペクトルメータを活用

したボーリングコア計測に基づく３次元的評価技術を新規技術開発テーマとし

て取り上げている点も評価できる。 

データマイニング的なアプローチとして、特に今日多くの分野で脚光を浴び

ている AI の利用についてもチャレンジとしては検討する必要もあったのでは

ないかと考えられ、今後の検討を待ちたい。 

 

 

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 点満点） 

 

1)技術開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

本プロジェクトでの技術開発の基本は資源機構が自ら実施するものであるが、

作業の一部の外部委託先については公募により選定されており、その選定方法

は適切であったと思われる。また新規技術開発テーマについても、リモートセ

ンシング技術に関する専門能力と実績を有する大学との共同研究により実施し

ており適切であった。 

 

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。 

資源機構がプロジェクト全体の運営ならびに進捗管理を行う体制であり、現

地調査はボツワナ・地質リモートセンシングセンターとともにナミビア地質調

査所と共同実施するなど、困難が多い海外調査も円滑に実施できるよう体制が

構築された。また外部の有識者からなる研究会から適切な助言を得られるなど、
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関係者間の連携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。 

学識経験者、鉱山技術者等から構成される「鉱物資源探査技術開発研究会」

が、プロジェクト進捗への助言を行うなど外部意見の反映に努めていることか

ら、技術開発の妥当性と透明性が確保されており、適切であったといえる。 

また、各評価地域の選定、使用衛星データの選択、評価目標や実施期間の設

定など、柔軟に行われている。これは、的確な意思決定の結果で、進捗把握が

適正に行われた証であると思料する。 

 

 

５．計画と比較した達成度、成果の意義       

平均評点：4.66 点（5 点満点） 

 

1)計画と比較して目標は達成されたか。 

事前評価段階では 3 年間で 7 件の適応事例について解析技術の開発を実施す

る目標であったが、9 件の事例についての解析と 2 件の共同研究および 1 件の

委託研究がなされ、当初計画を上回る件数の研究開発が行われた。 

最新の高分解能データおよび既存の低～中分解能データを用いて比較検討す

ることにより、高精度な解析技術を開発するとともに、時間対効果・費用対効

果の高い手法についても明らかにしたほか、探鉱有望地の抽出や探鉱計画の策

定等に貢献した。 

以上のことから、本技術開発の目標は十分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。 

達成されなかった部分は無かったと判断している。 

 

3)要素技術から見た成果は得られたか。 

リモートセンシングデータからの情報の利用価値に対する時間対効果や費用

対効果を考慮した解析手法の選定・開発・効果的な組合せを検討するという目

標は、プロジェクトファインディング、JV 調査などの異なる場面において実施

され、目標は達成されている。 

それぞれの適応事例をとおして、各種高分解能データの有用性も確認されて

おり、多種データを複合利用するという技術開発の中で、数々の要素技術が得

られたと評価できるが、鉱物量とスペクトルの相関や DEM の評価等、一部の

データや解析手法の評価は定性的評価に留まっており、定量的評価といった、

さらなる研究・検証が必要である。 

新たに取り組まれた中空間分解能データやマルチスペクトルデータの高分解
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能化や粘土鉱物のスペクトル情報の利用に関する技術は、今後さらに実証的研

究などを経て、新たな展開が期待される。中空間分解能データやマルチスペク

トルデータの高分解能化については、推定の信頼性を評価する指標やその適用

限界に関して、さらなる技術開発が必要である。粘土鉱物のスペクトル情報の

利用については、位置精度や表示方法について検討するとともに、計測の自動

化技術の開発へと展開していくことも必要ではないかと考える。 

 

 

６．成果の実用化の可能性、普及、広報、波及効果      

平均評点：3.66 点（5 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） 

本技術開発は、資源機構が実施するプロジェクトファインディングや JV 調

査の実施地域を対象に実施しており、成果は資源機構の事業へ反映されている

と考える。成果がどのようなスケジュール感や方針で、資源機構の探査事業に

活用されていくのかは明瞭にはなっていないものの、今後も資源機構が行う探

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利用されることである

と理解される。 

さらに広く成果の実用化を図るためには、本プロジェクトの技術的成果の関

連分野への広報などにより、高空間分解能衛星データの利用やその技術開発に

対する関心を高める努力も必要と考えられる。 

 

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。 

本プロジェクトの技術的成果について、現在まで国内外で学会発表（5 件）

が、また資源機構の JV 探査事業成果報告会で 2 件の報告がなされており、成

果の公表・広報はなされたと評価できる。一方で、実施件数の 9 件に比して発

表数が少ないことや、論文発表や特許申請がなされておらず、技術開発の先駆

性のエビデンスとして、特許申請や国際論文発表を行うことが今後なされると

期待できる。 

 

3)成果の普及、波及効果は今後期待できるか。 

本プロジェクトで開発されたデータ解析技術は資源機構関連以外のより広い

関連分野での利用可能性があると考えられる。成果をより幅広い広報手段によ

って公表するなどにより、海外鉱山会社や関連分野との共同研究などの波及効

果が期待できる。資源機構が実施するセミナーなどによる成果普及を期待する。 
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７．費用対効果          

平均評点：4.66 点（5 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）。 

本プロジェクトは、最新の高分解能センサデータを用いた高精度な解析技術

の開発とともに、費用対効果・時間対効果に主眼を置いた高効率な解析技術の

開発が行われた。その結果、解析の対象と目的によっては、有償の最新高分解

能データに比べ無償の中～高分解能データを用いたほうが優れた費用対効果を

示す場合があることや、高分解能データでも解析条件によって優れたあるいは

劣った時間対効果を示すことがあることが明らかにされている。 

また、無償で利用できる衛星データの利用価値を把握できたため、その利用

により費用対効果を高めることができる。 

このように、本プロジェクトは、当初計画に比べ予算を低減しつつ実施され

たものの効率的・効果的に成果をあげており、その費用対効果は大きいと考え

られる。 

今後の探査事業でより良い費用対効果を得るためには、使用データ、結果、

対象地域等を整理し、有効であった事例のみならず、有効でなかった事例に関

しても要因等を検討し、そこで得られた知見を蓄積し、次に活用することが重

要と思われる。 

 

2)その他成果の普及は期待できるか。 

本事業の成果は、近年多発する地滑り等の地質災害のポテンシャル評価にも

適用可能性があると考えられ、波及効果が期待できる。 

資源機構には、「リモートセンシングデータの活用による鉱物資源探査のマニ

ュアル」のように、これまでの取り組み成果の集大成を検討することで、我が

国資源企業への成果普及への橋渡しを期待したい。 

 


