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2011年度 
ボツワナ・地質リモートセンシングセンター 

事業概要 
 
 

2011年11月25日 
 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
ボツワナ・地質リモートセンシングセンター 

久保田博志 

平成２３年度第９回金属資源関連成果発表会 



本日の内容 
 
 

I．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの活動 
 

II．南部アフリカの鉱物資源 
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I．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの活動 

 

 １．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターとは 

 ２．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの戦略 

 ３．活動１ リモートセンシング／GIS技術移転（研修） 

 ４．活動２ SADCセミナー／ワークショップ 

 ５．活動３ 共同解析 

 ６．中間結果 

 ７．中間成果 

 ８．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの将来 
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【MOU締結】 
 JOGMEC掛札 勲 理事長（当時）は、甘利経済産業大臣 

（当時）に同行してボツワナ共和国を訪問し、11月16日に 

ボツワナ地質調査所と基本合意書に署名。 
 

・鉱物資源分野での相互協力、今後のSADC加盟国との連携を目指 

・鉱物資源分野におけるリモートセンシングプロジェクトの実施 

・鉱物資源の探査・開発において、日本企業の投資機会を検討。 
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【ボツワナ・地質リモートセンシングセンター開所】 
 JOGMEC 理事長：河野博文）は7 月28 日、ボツワナ地質調査所内に

リモートセンシングセンターを開所。 
 

・初年度は、リモートセンシングを活用してボツワナ共和国の鉱物資

源探査事業及び同国の資源探査技術者への技術移転を実施。 

・次年度以降は、対象をSADC諸国へ拡大。 

・JOGMECの南部アフリカの鉱物資源探査促進の役割も担う。 

 

１．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターとは 
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日本研修 

【技術移転】 

ﾘﾓｾﾝｾﾝﾀｰ研修 

SADCｾﾐﾅｰ 

現地調査 

【共同解析】 

技術開発 

画像解析 

有望地抽出 

【問題】 

【投入】 

【活動】 

【アウトプット＝結果】 

【アウトカム＝成果】 

技術者の能力向上 

資源国と関係強化 

SADC技術者の参加 

鉱業投資の増加 

資源情報の整備 

案件情報の提供 

探査権取得 

技術者の能力低い 資源国と関係希薄 

鉱業投資が不十分 日本の権益未確保 

現在位置 

日本の権益確保 

日本側の問題 

日本側の問題 

SADC諸国の問題 

SADCの問題 

最終目標 

資源情報の取得 

JOGMECボツワナ・地質リモートセンシングセンター開設 

SADC諸国の満足 

 

２．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの戦略 



【2008年度 実績】 

・ボツワナ地質調査所    ５名 
 

【2009年度 実績】 

・ボツワナ地質調査所    ５名 

・ザンビア地質調査所    ４名 

・モザンビーク地質調査所   ５名 
 

【 2010年度 実績】 

・アンゴラ地質調査所    ４名 

・マラウイ地質調査所    ５名 

・タンザニア地質調査所    ５名 
 

【 2011年度 予定】 

・レソト地質調査所     ５名 

・コンゴ民主共和国地質調査所  ５名 

・ジンバブエ地質調査所      ５名 

 

３．活動１ リモートセンシング／GIS技術移転（研修） 



【2009年セミナー】 

・ボツワナ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、 

南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア、ジンバブエの 

9カ国が自国のリモートセンシングの取り組みや地質情報

の整備状況に関する講演を行う。参加者約90名。 

 

【2009年ワークショップ】 

・SADC諸国の技術者を対象リモートセンシングとGISの講

義と実習を行うワークショップを開催。参加者約20名。 

 

【 2010年 セミナー】 

・ボツワナ、レソト、ナミビア、南ア、ザンビア、マラウイ、モ

ザンビーク、タンザニア、ジンバブエの９カ国を招聘、日本

政府からの支援を受けたSADC事務局との共催により実施

した。参加者約50名。 

 

【 2010年ワークショップ】 

・パソコンを利用したリモセン解析の基礎および衛星画像

作成に関する講義及び実習を行った。参加者23名 

 

４．活動２ SADCセミナー／ワークショップ 



【2009年度 実績】 

 ・ボツワナ地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 

【2010年度 実績】 

 ・ボツワナ地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・ザンビア地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・モザンビーク地質調査所  

 

【 2011年度 実績、計画】  

 ・ボツワナ地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・マラウイ地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・アンゴラ地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・タンザニア地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

 ・モザンビーク地質調査所  衛星画像解析、現地調査 

       試料分析 

 

 

 

 

 

５．活動３ 共同解析 



基本合意書（MOU）を締結した国 SDACセミナー参加国（2009、2010） 

日本研修を実施した国 

基礎研修（技術移転）を実施した国 

共同解析を実施した国 JOGMEC活動状況（JV等） 

 

６．中間結果 －技術移転（研修） － 



６．中間結果 – 共同解析- 
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６．中間結果 －共同解析－ 
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長期研修は役に立ったか 
（n=28） 

再度研修を受けたいか 
（n=28） 

更に高度な内容を学びたい 
（n=28） 

SADCワークショップの感想 
（2010年、n=19） 

SADCセミナーの感想 
（2010年、n=19） 

次回セミナーに参加したいか 
（2009年、n=18） 

（１）長期研修参加者へのアンケート調査結果 

（２）SADCセミナー／ワークショップ参加者へのアンケート調査結果 

 

７．中間成果 – 技術移転（研修）- 
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（１）有望地の抽出 

・ボツワナ 東部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

・アンゴラ 南西部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

・マラウイ 南部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

 

７．中間成果 – 共同解析- 
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７．中間成果 – 共同解析- 

（１）有望地の抽出 

・ボツワナ 東部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

・アンゴラ 南西部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

・マラウイ 南部地域の衛星画像解析と現地調査から有望地を抽出 

 

（２）探鉱・地質情報の提供 

・有望地を含む共同解析、その他の探鉱・地質情報に関しては、 

 ボツワナ・地質リモートセンシングセンターまでお問い合わせください。 

 担当：久保田、武田 

    電話 +267-530-1503、FAX +267-530-1501 

    E-mail kubota-hiroshi_1@jogmec.go.jp 
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センター開所 

ボツワナへの研修 

SADCセミナー 

SADCへの研修 

１年目 

２年目 

３年目 

４年目 

５年目 

６年目～ 

SADCセミナー 

SADCへの研修 

▼ 

▼ 

▼ 

SADCセミナー 

SADCへの研修 

▼ 

SADCセミナー 

SADCへの研修 

▼ 

▼ 

（基礎技術＝研修） 

現地調査 衛星画像解析 

（応用技術） 

（技術の実践） 

探査権/JV 有望地抽出 

探査権/JV 有望地抽出 

探査権/JV 有望地抽出 

現地調査 衛星画像解析 

現地調査 衛星画像解析 

現地調査 衛星画像解析 

現地調査 衛星画像解析 

▼
 

▼
 

▼
 

▼
 

▼
 

技術移転 

有望地抽出 

権益確保 

 

８．ボツワナ・地質リモートセンシングセンターの将来 

▼
 

▼
 

▼
 



II ．南部アフリカの鉱物資源 

 ９．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 －開発段階別－ 

 10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 －鉱種別－ 

 11．各国の鉱業事情 －ボツワナ－ 

 12．各国の鉱業事情 －ザンビア－ 

 13．各国の鉱業事情 －コンゴ民主共和国－ 

 14．各国の鉱業事情 －ジンバブエ－ 

 15．各国の鉱業事情 －マラウイ－ 

15 



操業中 
 
建設中 
 
FS/プレFS 
 
探鉱 
 
初期探鉱 
 

 

９．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –開発段階別- 



銅 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



コバルト 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



ニッケル/白金族 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



クロム 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



金 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



ウラン 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



レアアース/レアメタル 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



石炭 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



ダイヤモンド 

 

10．南部アフリカの鉱物資源プロジェクトの分布 –鉱種別- 



 

11．各国の鉱業事情 -ボツワナ-  

Mowana （Cu) 
Mupane (Au) 

Tati (Ni)  

Pikwe (Ni)  

Selebi-Pikwe 製錬所 

Jwaneng (DM) 

Damtshaa (DM) 

Orapa (DM) 

Debswana 選別所 

Lerala (DM) 

Morupule (Coal) 

操業鉱山等 探査・開発等 

Kihabe （BM) 

Boseto （Cu-Ag) 
Plutus （Cu-Ag) 
Zeta （Cu-Ag) 
Petra （Cu-Ag) 

Ghanzi （Cu） 
Kalahari （Cu) 

Letlhakane （U) 
Dukwe (U) 
Serule North (U) 
Serule South (U) 
Botswana (U) 

 
 Dikoloti –JV 

 (Ni/Cu/PGE) 



 

12．各国の鉱業事情 –ザンビア-  

Lumwana (Cu)  

Kansanshi (Cu-Au) 

Chingola （Cu-Co)  

Konkola North (Cu) 

Konkola (Cu-Co) 

Nchanga （Cu-Co)/製錬所 

Mufulira （Cu-Co)/製錬所 
                       /SX-EW 

Chambishi （Cu-Co)/製錬所 

Nkana (Cu-Co)/製錬所 
                     /SX-EW 
 

Mopani (Cu) 

Chibuluma （Cu-Co) 

Mkushi (Mn) 

Baluba (Cu) 

Luanshya (Cu) 

Ndola 製錬所 

Kampumba (Mn) 

Sable (Cu,Co,Zn)  

Munali (Ni) 

操業鉱山等 探査・開発等 

Lumwana (U)  

Kawanga (U) 

Trident (Cu-Ni-U)  

Mumbwa (Cu-Au-U)  

Njame (U)  

Kariba Valley (U)  

Lungwebungu (U) 



 

13．各国の鉱業事情 –コンゴ民主共和国-  

Kolwesi 製錬所 

Likashi(Shituru) 精錬所 

Mutoshi (Cu) 

Dikulushi (Cu)/製錬所 

Kapulo (Cu-Co) 

Lufukwe (Cu-Ag) 

Kakanda （Cu-Co) 

Tenke Fungurume 
 (Cu-Co) 

Kamfundwa（Cu-Co) 

Lubumbashi 製錬所 

Kinsevere (Cu-Co) 

Kinsenda (Cu-Co) 

Musoshi (Cu-Co) 

Kipoi (Cu-Co) 

Lubumbashi1 (Cu-Co) 

Bingo (REE) 
Kirumba(REE) 
Sauria(REE) 



 

14．各国の鉱業事情 –ジンバブエ-  

操業鉱山等 探査案件等 

Snakes Head (PGE) 

Chimakasa (Ni)  

Bougai/Kironde 
(PGE/Au) 
 

Hartley (PGM-Ni)  

Bindura製錬所（Ni) 

Empress製錬所（Ni)  

Ngezi (PGM-Ni) 

Ripple Creek (Iron)  

Unki (PGM-Ni) 

Dorowa (P) 

Mimosa (PGM-Ni) 

Murowa (DM) 



 

15．各国の鉱業事情 –マラウイ-  

Kayelekera (U) 

Karonga (U) 
Livingstonia (U) 

ウラン案件 レアメタル案件 

Iloba Hill (REE) 

SongweHill (REE) 

Belele Dambo (Nb) 

Kanyika (Nb) 

Kangankunde (REE) 

Machinga (Nb) 

Chilwa Island (REE) 

Tundulu (REE) 

Salambidwe(REE) 
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 ご清聴ありがとうございました。 

 ご意見・ご質問に関しましては、ボツワナ・地質リモートセンシング
センターまでご連絡ください。 

  

    電話 +267-530-1503、FAX +267-530-1501 

    E-mail kubota-hiroshi_1@jogmec.go.jp 

 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

ボツワナ・地質リモートセンシングセンター 
久保田博志 


