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2014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 

平成26年11月25日 
 

ボツワナ・地質リモートセンシングセンター 

  

【 所長 大岡 隆 】   

平成26年度第9回金属資源関連成果発表会 
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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。 

【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。 
 

３．第１期（2008～2012)の成果 
・南部アフリカ開発共同体（SADC）15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 

・画像解析、GIS技術移転 
・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．第2期（2013～2015)の概要 
 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実施中。 
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ボツワナ・地質リモセンセンターの開設 
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センター施設（ハボロネ） 

・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。 

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） 
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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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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】 
・2014年11月3-6日、9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。 

【2014年度の結果】 
 1位 マダガスカル 
 2位 南アフリカ 
 3位 ナミビア 
 4位 スワジランド 

今年度表彰式（初出場で初優勝したマダガスカルチーム） ポスターによる成果発表 
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競技会の問題例 

2014設問 
①適切なフォールスカラー、比演算画像作成 
②衛星センサー単バンド画像のチャンネル番号の推定 
③衛星センサーの波長帯と変質鉱物の識別可能性 
④変質帯誤判定の推定 
⑤DEMによるカーボナタイト鉱床の推定など 

例②衛星センサー単バンド画像のチャンネル番号の推定 
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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】 

・2014年.11月7日、11カ国40名参加（セミナー全体では約80人） 

・各種画像解析利用技術や鉱業情勢等の紹介、競技会成果の報告等 
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セミナーの講演内容（2014） 

（１）センターの2014年度活動概要（センター所長） 
 
（２）画像解析の石油・石炭探査への応用 
  （（財）宇宙システム開発利用推進機構 広瀬和世 
 
（３）画像解析の鉱山廃水モニタリング、水資源探査等への応用 
  （（独）産業技術総合研究所 古宇田 亮一 
 
（４）画像解析の金属鉱床探査への応用（センター副所長） 
 
（５）マダガスカルの地質・鉱業について(マダガスカル地質調査局長） 
 
（６）各国のリモセン競技成果報告及び審査結果の発表・表彰式 
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室内講義（講師AIST古宇田氏）           フィールド巡検（講師JSS広瀬氏） 

 

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】 
・2014年11月10-14日、10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（２コース） 
・SADC外からニジェールが４名が自費で参加（初） 
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【 2008年度】 
・ボツワナ地質調査所  
 
【 2009年度】 
・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】 
・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】 
・レソト地質調査所  
  
【 2012年度】 
 ・スワジランド地質調査所 
 
【 2013年度】 
・コンゴ民主共和国地質調査所 
 
【 2014年度】 
・マダガスカル地質調査所 
 
 
 

長期研修（国別） 

マダガスカル研修員長期研修（2014.9） 
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(2)レアアース
ニッ ケル＋銅＋白金族
金属元素（ 環状構造＆
有色鉱物に富むアルカ
リ岩）

(4) アアース
（ 中新世アルカリ岩
＋ウラン鉱徴地）

(3) レアアース
ニッ ケル＋銅＋白金
族金属元素（ ト リ ウ
ム鉱徴地多い）

(1)銅ポテンシャル
エリア（ 苦鉄質岩
中の銅鉱徴の地質
延長上）

・LANDSAT8、ASTER、既存データ解析 

・良好な露岩域多（東部の海岸部以 

・中性～酸性変質示徴多（風化起因

も多い） 

・鉄酸化物示徴も多く、その母岩を反

映（苦鉄質岩～超苦鉄質岩（銅鉱徴

地を多く含む） 

・多くのアルカリ岩の存在 

 ：構造規制が顕著、環状構造多。 

 ：マフィック～フェルシック様々。 

 ：ジュラ紀～白亜紀と新生代等 

 ：イオン吸着型への期待 

マダガスカル共同解析の実例（研修生との解析結果） 

現地調査実
施中（１１月） 
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マラウィでの共同解析現地調査の例（８月） 

マラウィ北部～中部でのイオン吸着型
レアアース鉱床などの調査（地化学探
査等） 

上：露頭での試料採取 
右：土壌試料の採取（オーガー） 
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今年度センター活動で関係する国々 

■短期研修に参加した国 

■長期研修、現地調査、短期研修を

実施した国 

■今年度不参加国 
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１．南ア 白金鉱山ストライキ 
 2014年1月に、白金鉱山３社の労働組合組織AMCUが賃金の倍増を要求してストライキに入り、5
ヶ月後に労組の要求を大幅に認める形で終結。 
 
２．エボラ熱 

 エボラ熱は昨年末から今年にかけて西アフリカ（リベリア、シエラレオネ、ギニア、ナイジェリア、セ
ネガル、マリ）で発症、これまでに約1万3千余名、4千人強が死亡している。SADCを含むアフリカ各

国は発症国からの渡航者の入国やフライト制限等の措置を実施中。ボツワナを中心とする南部ア
フリカでは距離的に遠いこともあり現在のところ発症の例はなく大きな混乱は無い。 
 
３．地域問題の複雑化 
 南アのPlatreef白金事業における地域の圧力で鉱業権認可や建設許可が遅れるなどの状況のよ

うに、アフリカの他の多くの鉱山や開発事業でも、同様な事情。鉱山操業の条件や、その利益の社
会的還元について地域住民と合意できない事例が多い。 
 
４．中国の経済成長率鈍化による探鉱活動への影響 
 アフリカの経済成長は、中国の経済成長に伴う鉱産物の輸出に大きく依存。しかし、2010年以降
中国の成長率が鈍化、2012年に当初予想を下回る7%台の経済成長となって以降、アフリカにおけ
る資源開発への投資は半減。しかし再度活発化させようとする動きも認められる。 

最近のアフリカ関係トピック 
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５．電力インフラ 

 アフリカの多くの国が電力不足に苦しんでいるが、ザンビアでは電力難（水力発電が主）が銅鉱
山の操業にも支障。7月から電力料金が24%値上げされ､鉱山会社の不満が高まっている。10月
にFQM社は､ボツワナのセセ石炭火力発電の権益を取得し、ザンビア最大のカンサンシ銅鉱山に
送電（輸出）する計画を公表。その他、ジンバブエ、DRコンゴ、南アフリカでも電力不足が製精錬
事業を制約。 
 
６．鉱山の税制 
 今年３月に、ケニアが鉱業権認可に係わる税を900%値上げ。同月、DRコンゴでは、鉱業税増税
計画で、投資家が混乱。６月にザンビアは、鉱業税6億ドル還付を発表したが、ザンビア鉱業協会
から､税制度が明確でないと投資家が手を引いてしまうと批判。実際10月には、グレンコアを始め

他の鉱山も銅価格下落等により税の支払いができないという理由による操業停止や解雇計画の
発表が相次ぎ混乱（ザンビア政府は税制の変更を検討中）。 
 
７．銅生産のアフリカ首位争い 
 昨年DRコンゴ（846千トン金属銅）はザンビアを約2％追い抜き､アフリカ最大の銅生産国となっ
たが、今年はDRコンゴのインフラ（特に電力インフラ）不備により、ザンビアがその座を奪回する
可能性。 

最近のアフリカ関係トピック 
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８．鉄道インフラ整備 

・将来的なボツワナの石炭輸送のためナミビア～ボツワナ間のカラハリ横断鉄道を計画。事業予
算約150億ドル、来年に業者選定を予定。 
・昨年11月にアンゴラとDRコンゴを結ぶベンゲラ鉄道が29年ぶりに輸送再開。しかし、トラブル多
発で中国企業が補修工事を実施、ポルトガルが1929年に敷いた狭軌（1067ミリ）を中国の標準軌
（1435ミリ）に敷替え。総工費18.3億ドル（約1875億円）は中国政府系金融機関がアンゴラの原油
収入を担保に融資。 
・DRコンゴとザンビアを結ぶ「タンザン鉄道」（全長1860キロ）でも中国による鉄道の補修工事が進

む。ベンゲラ鉄道とタンザン鉄道を結びつけることで、アフリカの西海岸から東海岸まで一つの線
路で結ばれる（中国の資源輸送リスク低減を企図）。 
・タンザニア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、DRコンゴ、南スーダンを結ぶ標準軌鉄道の
建設も、中国企業の主導で10月に開始。 
 
９．「紛争鉱物」の議論が再燃 
 DRコンゴ周辺で金、錫、タングステン、タンタルの鉱石は武装組織の資金源になっているといわ

れる、これらの「紛争鉱物」は、米国等によってこれらの鉱産物の流通を規制することで地域紛争
を鎮静化させようとしてきたが、最近になって紛争鉱物規制への批判が表面化。必ずしも鉱物が
紛争の原因ではなく、武装勢力は鉱物収入に依存しているわけではないという議論で、今年９月
、カナダの国会は、紛争鉱物法案を否決。一方で、「紛争鉱物法」の影響を強化する動きもある。 

最近のアフリカ関係トピック 
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最近のアフリカ関係トピック 

１０．マダガスカル民主化による資源開発始動 
 マダガスカルは2009年クーデターの後、2013年にようやく大統領選挙が行われ、12月の決選
投票でHery Rajaonarimampianina氏が当選。2014年1月25日の新大統領就任にともない、1月27
日にSADCは同国の資格停止を解除。資源関連では炭化水素省と鉱山省がなくなり、戦略的資

源担当大統領府が創設。複雑であった資源分野を担当する省庁が統合されたことで今後、同分
野への外資誘致にむけた条件作りが進んでいくのではと期待。 
・政情の安定にともない、4月4日にJOGMECは「鉱物資源分野における協力に係る覚書」（MOU）

に署名し、衛星画像解析等に係る技術移転を行い（９月）、マダガスカル共和国において、共同
解析・現地調査を同国地質局と実施中（１１月）。 

      マダガスカル首都アンタナナリボ        Rajaonarimampianina大統領との面談 
                             （右：大統領、右から２番目Valerien戦略的資源担当大臣。６月調整ミッション時） 
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エボラ熱関連情報 

エボラ熱発症国 （出典BBCニュースサイト(2014.8.10)） 
http://www.bbc.com/news/world-africa-28731633 

・SADC加盟国は、エボラ
の感染国（WHO情報）か
ら入国する渡航者を21

日間にわたって監視し、
いかなる集まりでも加盟
国への渡航は抑制する
と発表。 

・ 南部アフリカでは発
症例は無いが、体温測
定等の簡易スクリーニン
グを実施。ボツワナでは
西アフリカ発症国及び
DRC（コンゴ民）からの渡
航制限 

・当センターでは発症国
及びその周辺国での調
査等は実施していない。 

2014年の発症国 



ご清聴ありがとうございました。 
（ボツワナ・地質リモートセンシングセンター） 


