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ボツワナ・地質リモートセンシングセンター事業の活動報告 
 

（概要） 
・地質リモセンセンターの開設について 
・センター事務所の移転 
・2013ボツワナ・地質リモセンセンター事業概要 
・地質リモセンセンターの事業の位置付け 
 
（研修関係） 
・本年度研修の特徴 
・セミナー／ワークショップ/競技会 
・本年度のワークショップ概要 
 
（探査関係） 
・探査関係トピック（ボツワナ国内他） 
 
（情報収集関係） 
・鉱業情報 
・ボツワナ鉱業大会、グローバルエキスポ参加 
・アフリカ諸国における鉱業政策の動向 
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【MOU締結（2007年）】 
 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。 
 
（合意事項） 
・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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【地質 ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ開設（2008年）】 
 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。 

ボツワナ地質調査所とのMOU締結式 

リモートセンシングセンター開所式 

ボツワナ・地質リモセンセンターの開設について 
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センターの移転（２０１３．２） 

・当センターは開設当初、ボツワナ地質調
査所のあるハボロネ市南方約１００ｋｍの
ロバッツェ市にあったが、２０１３年にハボ
ロネ市に移転。安全性と利便性を確保。 

旧事務所ビル（ボツワナ地質調査所内） 

新事務所ビル（ハボロネ市、MASAセンター） 

研修室（約２０人の研修生収容可能） 



GRSC-Botswana 
2013ボツワナ・地質リモセンセンター事業概要 

１．目的 
 我が国の資源の安定供給に向け、リモートセンシング・GIS研修を
ツールとして資源国との関係強化（資源外交）及び日本企業による
権益確保を目指す。 
 
２．活動 
（１）セミナー・ワークショップ・競技会⇒資源外交 
（２）長期研修    ⇒資源外交 
（３）共同解析／技術開発  ⇒権益確保 
（４）探査プロジェクト形成・支援 ⇒権益確保 
（参加者） 南部アフリカ開発共同体（SADC）加盟 
各国の地質調査所/政府系企業・地質技術者等 

SDAC加盟国:タンザニア，ザンビア，ボツワナ，モザンビーク，アンゴ
ラ，ジンバブエ，レソト，スワジランド，マラウイ，ナミビア，南アフリカ，
モーリシャス，コンゴ（民），マダガスカル（クーデターの発生により資
格停止中），セーシェル  
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３．５年間の成果（第１期 2008～2012) 
・SADC15カ国のうち12カ国（注）を対象に225名の研修生を招聘し、短
期・長期研修、共同解析等を実施。 
（注）マダガスカル、セーシェル、モーリシャス は未参加 

 
・リモートセンシングによる画像解析、GISに 
よるデータ統合等による有望地選定作業程 
度までの技術移転を実施。 
 
・その他、ボツワナでの探査案件の形成、周 
辺諸国での探査事業支援を実施。  
 

４．今後の展開（第2期 2013～2015) 
 第2期では、SADC諸国及び日アフリカ資源大臣会合参加国を対象
として、リーダーの育成と具体的な探査プロジェクトの形成に重点を
置いた活動を行う予定。 

（長期研修の様子） 

2013ボツワナ・地質リモセンセンター事業概要 
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資源開発 

探鉱・開発支援 

（ファイナンス支援
等） 

JV探査/技術支援 

（JV案件引継等） 

探査有望地の抽出（情報提供等） 

資源国と関係の構築（資源外交） 

地質リモセンセンターの事業の位置付け 

【当センターの活動】 

当センター職員自らが、研
修指導、現地調査を実施 

（ツールはリモセンとGIS） 

・探査プロジェクト形成、支援 

・共同解析／技術開発支援 

・セミナー、ワークショップ、 

 競技会、長期研修 

【開発支援の流れ】 
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研修関係業務 

リモセンプロジェクト研修事業(SADC諸
国他) 

・DRCに対する長期研修、ザンビアとの共同調査を実施 
・リモートセンシング競技会、ＳＤＡＣセミナー、ワークショップを実施（１１カ国） 

リモセン共同解析を通じた新規探査案
件の形成支援 

・共同解析実施・計画中（ボツワナ、タンザニア、アンゴラ、レソト、スワジランド） 

探査関係業務 

既存探査プロジェクトの実施支援 
 (探査運営委員会参加、現地調査・作
業管理、確定検査の実施等) 

・モザンビーク・シシャノＪＶに参加 
・南アフリカ・ウォーターバーグJVの現地見学参加 
・ボツワナ・ディコロッティＪＶに参加        

探査技術開発事業の支援(MM協議、共
同解析、現地調査) 

・モザンビークにてMM協議を支援 
・ボツワナでの現地調査の事前調整 

新規探査プロジェクトの発掘・形成支援
(情報の収集、契約交渉支援等) 

・ボツワナ他の案件発掘調査中 

資源外交・情
報収集業務 

資源外交支援(INDABA、ザンビアセミ
ナー等) 

・資源大臣会合、TICAD V、タンザニアMETIミッション参加 
・ＩＮＤＡＢＡにつき支援準備中 

金属一般情報収集(ロンドン事務所と連
携した南部アフリカ諸国情報収集) 

・南部アフリカ諸国鉱業情報収集、鉱業政策・鉱業法についての整理実施中 

鉱業カンファレンス、セミナー等参加(必
要に応じて随時) 

・ボツワナ鉱業大会参加 
・ボツワナグローバルエキスポ参加 

環境・金融・石
油・石炭部門
関係 

環境協力事業支援(セミナー・ワーク
ショップ、現地調査等) 

・ザンビア鉱害セミナーにかかる事前調整、側方支援 

鉱害関係情報収集支援(ニーズ把握、現
地情報収集・分析等) 

必要に応じて支援予定 

金融支援制度プロモーション支援等 必要に応じて支援予定 

石油、石炭部門支援 必要に応じて支援予定 

2013年度事業実績一覧（１１月現在） 
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本年度研修事業の特徴 

【基本方針】 
（１）リモートセンシング技術者育成（技術移転）を推進 
（２）対象国との有望地抽出・共同調査を踏まえた探査プロジェクト形成に重点 

【技術移転（技術者育成）方針】 

●衛星画像等を利用して地質図の作成がで
きるまでのリモセン技術の講師、指導者を育
成し当該国の自立（自国による研修・解析事
業の設立等）を目指す。 

●フリーの画像解析、GISソフトを導入 

 

【探査事業形成方針】 

●衛星画像の共同解析等による対象国にお
ける有望地抽出及び共同調査： 

●得られた各種情報を活用し、JVプロジェクト
形成を目指す。 
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本年度の研修の特徴（フリーウェアの導入） 

・本年度からの短期・長期研修等の技術移転については、高額なソフトを導入できな
い対象国が多いことから、フリーの画像解析、GISソフトを導入し、自国に戻って自ら解
析処理を継続できるようにするとともに、解析等の指導者の育成を目指す。 
 

画像解析フリーソフト：Multispec 
（多機能かつ平易な操作性） 
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・近年、画像解析やＧＩＳについては、多機能かつ平易な操作性を持つ極めて優秀なフ
リーソフトが利用可能となっており、これを活用して人材育成を進める。  

フリーＧＩＳソフト：ＱＧＩＳ 
（多機能かつ平易な操作性） 商用ＧＩＳソフト 

本年度の研修の特徴（フリーウェアの導入） 
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【参考】フリーソフト導入のメリット、デメリット 
・以下の特徴を留意して研修を進めていく必要。 
 
【メリット】 
・基本的には無料。保守・サポート料も不要 
・高機能、平易な操作のものが多い（GISの概念を習得するには十分） 
・パソコンさえ用意できればどこでも研修が可能 
・多くのボランティア等によるソフト改良やフォーラムサイトの存在 
 
【デメリット】 
・高額な商用ソフト導入済の国の視点⇒なぜ今更フリーを使うのか 
・商用ソフトを導入できない国との格差（研修指導上の課題） 

・商用ソフトとフリーソフトのデータ互換（互換性を持つものが多いが、
商用ソフト使用者側からはフリーソフトのデータを使いたがらない） 

・無料であるが故に不具合等に対し全て自己対応、自己責任（動作保
証無し。企業等での使用には不向き） 

本年度の研修の特徴（フリーウェアの導入） 
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短期研修・競技会（良好な関係の構築）  

【リモートセンシング技術競技会】 

・2013年11月5-9日、11カ国27名参加 

・競技は画像解析技術について数問を提

示し、各国のチーム対抗でその技術レベ

ルを競うもの。 

・設問例： 

①適切なフォールスカラー画像作成 

②衛星センサーの波長帯と変質鉱物の

識別可能性 

③衛星画像と物理探査データ、DEM斜度

図等の重ね合わせ 

④鉱床モデルと衛星画像の解釈 

など。  

【2013年度の結果】 
 1位 ナミビア 
 2位 ボツワナ 
 3位 タンザニア 
 4位 スワジランド 

今年度の表彰式 
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リモートセンシングセミナー(2013.11.11) 

短期研修・セミナー（良好な関係の構築）  

【リモートセンシングセミナー】 

・2013年11月11日、11カ国47名参加 

・各国の画像解析利用技術や鉱業情勢等の紹介 

ティアポ・ボツワナ地質調査所長挨拶 

小林弘裕・在ボツワナ日本大使挨拶 
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ワークショップ参加者 

短期研修・ワークショップ（良好な関係の構築）  

【リモートセンシングワークショップ】 

・2013年11月12-15日、11カ国22名参加 

・画像解析・GISの基礎～中級程度の短期研修コース 

研修員による成果報告会 
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コース1: GISと画像解析基礎講座 
（講師：産業技術総合研究所 古宇田亮一氏） 
・１１か国１１人を対象に基礎的技術を移転 

本年度のワークショップ概要（１） 

ＱＧＩＳとMultispecの活用 ワークショップ会場（地元ホテル会議室） 
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コース２: フリーGISによる地質図作成及びGPS活用講座 
（講師：宇宙システム機構 広瀬和世氏） 
・１１か国１１人を対象に実践的技術を移転 

野外でのGPS活用指導 

USB仕様小型GPS 

ＱＧＩＳとMultispecの活用 

本年度のワークショップ概要（２） 
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【 2008年度 実績】 
・ボツワナ地質調査所  
 
【 2009年度 実績】 
・ボツワナ地質調査所 
・ザンビア地質調査所 
・モザンビーク地質調査所 
  
【 2010年度 実績】 
・アンゴラ地質調査所 
・マラウイ地質調査所 
・タンザニア地質調査所 
    
【 2011年度 実績】 
・レソト地質調査所  
  
【 2012年度 実績】 
 ・スワジランド地質調査所 
 
【 2013年度 実績】 
・コンゴ民主共和国地質調査所 

長期研修（国別） 

DRCコンゴ長期研修風景 
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【解析画像解析結果】 変質指徴 

【現地調査】 土壌サンプリング 

【解析画像解析結果】 DEM解析 

【現地調査】 カーボナタイト貫入岩   

共同解析（探査有望地抽出） 



GRSC-Botswana 
探査関係トピック(ボツワナ国内） 

Gaborone 

BCL精錬所 

・デイコロッティJVでの探査 

【ディコロッティＪＶ概要】 
・2009年度からDiscovery metals limited（豪）とのボツ
ワナ北部Selebi Phikwe近傍のDikoloti地区にてニッケ
ル、銅、白金等を対象としたJV調査事業を開始。 
 
【政府系鉱山会社BCL Limited社概要】 
・1950年代からボツワナ国内でニッケル-銅鉱山及び
製錬所を操業。南部アフリカ地域では唯一の製錬所。 
・ボツワナ政府約94％、Norilsk Nickel (ロシア)6％の
政府系鉱山会社。ボツワナの一都市にある企業とし
ては同国内最大の企業。生産拠点は、Selebi Phikwe
の銅・ニッケルの鉱山と製錬所。 
・高硫化ニッケル-銅マット(20％S)と低硫化ニッケル-
銅マット(5％S)を生産。年間鉱石処理能力約300万t、 
・現在の最大の課題は、ニッケル-銅鉱石の枯渇。新
たな鉱石供給元の確保が急務。 

Dikoloti JV 
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鉱業情報（ボツワナ国内トピック） 

新カッパーベルト「カラハリ・カッパーベルト」に
おける探査開発の進展と企業の動き 
 
アフリカの新たな銅資源として、ボツワナ、ナミビア
国境のカラハリ・カッパーベルト (Kalahari Copper 
Belt)において堆積性銅鉱床の探鉱開発が豪州、カ
ナダ系企業を中心に進 められ、2012 年 6 月には、
ボツワナ側で鉱山開発を進めていた Discovery 
Metals Limited(本 社：豪、以下DM 社)が Boseto 銅
・銀鉱山において精鉱の生産を開始した。 
 
・2012 年9 月 、DM 社に対して中国投資会社 
Cathay Fortune Corpが買収を提案、同 年 10 月 11 
日に DM 社はその提案を拒絶、その直後から DM 
社の株価が急落し、未だに低迷。同社は Boseto プ
ロジェクトを継続中。 
 
・DM 社と隣接する鉱区で探査を実施している 
Hana Mining Ltd(本社:加)は、2013年 2 月、米国系
企業に 82 億 C$で買収されている  

Botswana 
(1) Gcwihaba (Tsodilo Resources)  
(2) Ghazi-Kuke (New Hana Copper Mining) 
(3) Ghanz (Hana Copper Ghanzi)  
(4) Boseto (Discovery Metals)  
(5) Ghanzi (MOD Resources) Namibia 
(6) Witvlei  
(7) Ondenga  
(8) Dordabis (9) Oamites 
(10) Klein Aub 

カラハリカッパーベルト 
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ボツワナ鉱業大会、グローバルエキスポ参加 

     ボツワナ鉱業大会 
        (2013.6.11-12) 

ハボロネで毎年行われるボ国最大の鉱
業大会にて鉱物、石炭プロジェクトの情報
を収集（「カレントトピックス」にて報告） 
 

  ボツワナグローバルエキスポ 
      （2013.11.20-23) 

ボツワナ輸出投資局等からの要請を
受け毎年ハボロネで開催される産業
見本市にJOGMECブースを出展。 
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今後の展開（第2期 2013～2015) 
 
・SADC諸国及び日アフリカ資源大臣会合参加国を対象 
・２つ重点目標を通じて資源外交、権益確保を推進 
 ①リーダー（画像解析技術の先生）の育成 

✔セミナー・ワークショップ・競技会 

✔長期研修 

✔共同解析／技術開発  

 
 ②具体的な探査プロジェクト（JV）の形成 
 
・南部アフリカ諸国の鉱業情報の収集 

今後のリモセンセンター事業概要の展開 

皆様に講師等のご協力をお願い

する可能性もあります。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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 


