
 
 

評価書様式 

 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２８年度（第３期） 

中期目標期間 平成２５年度～平成２９年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣 

 法人所管部局 資源エネルギー庁 担当課、責任者 資源・燃料部政策課長 定光 裕樹 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策評価広報課長 三浦 聡 

 

 

３．評価の実施に関する事項 

理事長ヒアリング、監事ヒアリング、ユーザーヒアリング及び有識者からの意見聴取を踏まえ評価を実施した。 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

－ 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ａ ：中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ ― 

評定に至った理由 項目別評定では、業務運営の効率化に関する事項及び財務内容の改善に関する事項はＢ評定であるが、石油・天然ガス、石炭、地熱、金属鉱物各資源開発分野で、JOGMEC が

取り組む具体的なプロジェクトが成功を収め、その他資源外交や情報発信等でも成果を上げており、資源・エネルギーの安定供給に貢献していることを高く評価。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 サービスの質の向上：「Ａ」 

○石油・天然ガス資源開発：「Ａ 」 

・ 海外地質構造調査から引き続き JOGMECがリスクマネー支援を行っていたロシアの東シベリア案件が、開発・生産段階に移行。当該案件は、我が国上流開発企業の権益分で日

量約１．８万バレルの生産量を持つ。ロシアからの原油輸入量が日量約１．８万バレル増加することは、現在８６．４％ある我が国の原油輸入の中東依存度を約０．５％低

減することに寄与。ロシアにおける MOUの締結により、政府が推進する日露エネルギー協力に貢献。本案件は、JOGMECが海外地質構造調査により調査を実施し、日本企業（伊

藤忠商事、国際石油開発帝石）の参画を得て、探鉱出資を行い、開発・生産段階に至ったもの。調査から探鉱、開発・生産に至るまでシームレスに支援を行っていく JOMGEC

の石油・天然ガス開発の支援機能をトータルに活用した案件である。２００４年の JOGMECの設立以来、はじめて結実した案件でもある。 

・ 三次元物理探査船「資源」による基礎物理探査（平成２３年度、山口沖３Ｄ）が契機となって基礎試錐が実施され、これらの結果、ガス層・ガス徴が発見・確認されたこと

は、相当のエリアが未探鉱として残されている山陰沖における石油・天然ガスの胚胎の可能性を強く示唆するものであり、本邦石油開発会社が更なる試掘を含む開発を検討

する等、貴重な国産資源の開発に向け著しく貢献。 

・ 低油価の状況下における投資活動への情報ニーズが多様化する中、中東情勢、LNG市場構造の変化などの事業環境を多角的かつ迅速に把握し、情報を提供。国が行ったユーザ

ーヒアリングの結果、複数の民間企業から、市場分析や地政学的な視点も含めた産油国の動向等に関するJOGMECの報告は「自らのみでは把握できないものであり、非常に役

立っており有益」と極めて高く評価。また、これらに取り組んだ結果に対する情報提供アンケート、技術情報提供アンケート、報告会件数を総じて、対計画値と比したとこ

ろ１３０％余を達成。さらに、海外上流開発企業の最新の企業買収・資産買収に関する動向、国営石油企業の株式売却等に関する動向についての調査・分析を行い、それら

の調査結果が法改正を行うための重要な立法事実として利用されるなど、４年ぶりの機構法改正に大きく貢献。 

○ 石炭資源開発：「Ａ」 

・ 開発可能性調査として助成を実施した豪州のミネルバサウス案件について、本調査結果に基づき助成対象企業が当該鉱区の開発投資を決定しており、高く評価。 

・ ロシア・エリガ炭鉱の石炭の調達協力に関して、経済産業省とロシア連邦エネルギー省との間の協力覚書（MOC）に両大臣が署名。本MOCに、JOGMECがエリガ炭に関する情報

提供のためのセミナーを開催すること明記し、これが二国間関係強化につながっており高く評価。 

○ 地熱資源開発：「Ａ」 

・ 地元関係者との困難な調整を進め、大規模開発が今後見込まれる７地域で空中物理探査を実施。その後、同探査を実施した地域において助成金申請に向けた検討が進められ

ており、新規地点の開発に向けた動きにつながりつつあることは成果。 

・ 松尾八幡平地域（岩手県）については、助成金事業及び出資事業を経て、債務保証事業として採択。地熱部門における一連の資金支援事業の全てを活用した初めての案件で

あり、適切な審査、資金支援を実施した成果として評価。 

・ 日本地熱協会、電気事業連合会と共同で、「地熱発電の日」を制定し、その日の前後に各種イベントを実施し、マスコミを通じて積極的に情報発信を行うことで、地熱開発の

理解促進に貢献。 

○ 金属分野：「Ａ」 

・ 地質構造調査では、今後の引継ぎが期待できる質の高い成果（南アフリカの白金族案件等）を得て、部分譲渡方式の導入により引継ぎしやすい環境を創出するとともに、助

成金交付支援を行った２件のウラン探鉱案件（モンゴル、カナダ）で企業による精査・鉱床評価に移行する等具体的なアウトカムを実現。リスクマネー供給では、我が国資

源確保上有力な３つの案件に対し実現され、過去に供給を行った２つの案件で商業生産が開始され、資源権益確保に貢献。 

・ 海洋資源の開発では、沖縄海域の「ごんどうサイト」にて大規模な銅鉱床となる可能性を見出し、鉱床徴候域を発見して今後の資源量拡大に大きく貢献。 

・ 具体的協力関係構築が困難であったロシアを含め、目標を上回る５件の協力枠組みを構築。南アフリカの鉱物資源大臣の日本招聘を通し、重要なレアメタル供給国である同

国との関係強化に貢献し、政府の資源外交の成果にも貢献。 

○ 備蓄分野：「Ｂ」 

・ 石油ガス備蓄では、地下基地の竪坑金属管非破壊検査について、国内はもとより海外でも前例のない地下１５０ｍでの過酷な環境下での検査でありながら、検査手法を検討、

確立し、28年度に実施すべき検査を全て完了したことは高く評価。また、この知見を基に検査方法を改良したことにより検査日数の短縮を実現。次年度以降のコスト削減に
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つなげたことも評価。 

・ 民間企業との施設共同利用、竪坑金属管検査等によりガス搬入期間に制約がある中、関係機関との調整を経てガス搬入計画を立案。年間最大量の石油ガスを搬入できたこと

により、波方基地でのガスインを完了。２９年度中の国家備蓄目標達成に向け着実に前進したことは高く評価。 

・ また、津波対策運転訓練を当初予定の波方基地に加え、倉敷基地でも１年前倒して実施し、災害発生時における基地機能維持の実効性を向上。国家備蓄基地の強靱化を図っ

た。さらに全ての国家備蓄基地で緊急放出訓練の実施のみならず、備蓄分野では初となる第三者機関による検証を受け、規定時間内に必要量の放出をするなど緊急放出の安

全性・実効性について高い評価を得たことを評価。 

・ 石油備蓄では、国家備蓄基地の強靱化、安全管理、緊急放出訓練を着実に実施するとともに、タンク保安検査周期等に係る規制緩和の促進、操業サービス会社選定に係る入

札改善の検討等により、国家備蓄基地の管理コストの削減努力を進めた。また、ASEAN諸国、中国等との関係強化のための研修等を積極的に行っており、これにより具体的に

ASEAN諸国で備蓄制度の構築等が進んできている。 

・ 金属鉱産物備蓄では、５鉱種の買入・積み増しを効果的に実施し、うち３鉱種は備蓄目標を達成。入替売却計画を策定し次年度以降の実行に備える等短期供給リスクへの備

えを強化した。 

○ 鉱害防止分野：「Ａ」 

・ 資金を負担している事業実施者の親会社への融資が可能、BBB 格付けの事業実施者に対し１社格付けで特定担保留保が可能及び貸付先から確実な担保を十分に徴している場

合には中小企業においても連帯保証人の全部免除を行うといった、ユーザーニーズに合わせた制度改正を行ったことを高く評価。 

・ ペルー政府への鉱害政策アドバイザー派遣は、同国から極めて高い評価を得ており、派遣期間を１年間延長。金属鉱物資源の安定供給の観点から重要なペルーとの関係強化

に大きく貢献。 

業務運営の効率化：「Ｂ」 

・ 運営費交付金を充当して行う業務に係る一般管理費及び業務経費の平均効率化率について、２８年度は４．０４％と、毎年度平均１．１３％という目標を上回るレベルで達

成。 

・ 機構法改正を視野に入れた迅速かつ一貫性のある検討を組織横断的に可能とするため、「組織・制度検討タスクフォース」を設置。法改正後は「石油開発新規事業準備チーム」

を設置し、新たに機能拡充された業務へ対応。組織横断的なシナジー効果を発揮するための体制が構築されたこと、技術ソリューション事業が検討ステージへ進展したこと

を評価。 

・ 中途正規職員の公募を実施し、ファイナンス系人材３名及びエンジニアリング系人材２名の採用を決定し専門性に優れた人材の確保を図った。 

財務内容：「Ｂ」 

・ 自己収入については実績値が目標値を若干下回っているが、これは債務保証料収入において為替レートの差異により約１１億円の減となったことによるものであり、この要

因を除くと目標値を若干上回る実績値（１０１％）を達成。 

・ 財務構造、繰越欠損金等の発生要因の分析・検証等を、総務部、経理部、評価部を中心とした検討体制を整備した上で的確に行い、その検証結果を踏まえ、対応方針につい

て主務省と協議したことは財務内容の改善に向けて重要な作業であり評価。 

・ 平成２８年度の損益は業務収入（石油売払収入を除く）１１０億円、臨時利益（保証債務損失引当金戻入益）１９７億円、関係会社株式評価損３２８億円、等を計上したこ

とによる当期損失３４億円。JOGMECの財務構造は、資源価格変動に伴う資源開発事業の特性とJOGMECの財務報告方針（探鉱出資の１／２評価損等）に影響されるため、事業

規模が拡大すれば損失も同様に拡大する本質を有している。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

平成２６年度後半以降の原油価格や資源価格の急落等による市況悪化。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課

題、改善事項 

・ 石油・天然ガス分野において、低油価や開発案件の大型化及び技術的難易度の上昇など上流開発企業の事業環境が、一層厳しくなっているため、我が国の自主開発比率の向上や我が国上流

開発企業の競争力強化の観点から、リスクマネー支援の充実や JOGMECの審査・管理体制の充実を検討することが必要。 

・ また、機構法改正により支援業務が拡充されたことに伴い、企業買収等における審査体制の構築、案件醸成のための情報収集等の体制整備が必要。 

・ さらに、低油価という、産油国や国際石油企業等の上流資産取得にとっては好機を活かすため、我が国上流開発企業の権益獲得を通じた国際競争力の強化を図っていくためには、産油国や

国際石油企業等の動向を綿密に把握していくことが必要。 

・ 地熱資源分野において、リスクマネー支援の強化に向けた出資制度の改善等を求める声があったことから、更なる活用のためには、制度の見直しが必要。 

・ 財務内容については、繰越欠損金が増加したことは、JOGMEC がリスクマネー供給というミッションを果たした結果でもあるが、財務面からは中長期的な解消が求められる。業務の特殊性か

ら、リスクマネー供給に伴う繰越欠損金の増加をマイナスに評価することはしないが、特に法改正により、資産規模の大きい案件への出資が可能になったため、今後も適正かつ厳格な案件

審査・案件管理を行うこと。 
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その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命令

を検討すべき事項 

― 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 ・本部長及び各部から直接ヒアリングをするなどにより業務内容を把握。全体的に適切に運営がなされている。 

・コンプライアンス研修受講率は約９８％。マネジメント層を対象にハラスメントに係る事案を例とした研修を実施している。 

・中堅層が薄いなど、年代別人員構成に偏りが見られるが、中途採用等にて改善しつつある。 

・リスクマネー供給事業について、金融事業資産を包括的に管理し、リスク分析を行う等の対応は適切。 

その他特記事項 ― 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  
 １．石油・天然ガス資源開発支援 ＡＡ Ａ Ｓ 

 

Ａ              

２．石炭資源開発支援 Ａ Ａ Ａ Ａ              
３．地熱資源開発支援 Ａ Ａ Ａ Ａ      
４．金属資源開発支援 ＡＡ Ａ Ａ Ａ              
５．資源備蓄 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ              

 ６．鉱害防止支援 Ａ Ａ Ａ Ａ              
                  
                  
                  

            Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    
          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  
                   

                  
                  
                  

            Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    
          Ⅳ．その他の事項  
                   

                  
                  
                  

                   
 
※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※※２５年度評定ＡＡ＝Ｓ評定 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．石油・天然ガス資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
１． 石油・天然ガス資源開発支援 
業務に関連する政策・施策 ・「エネルギー基本計画」第３章第１節（平成２６年４月）：「北米・ロシ

ア・アフリカ等新たな資源供給国との関係強化と上流進出の促進」ほか 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第１号、第３号、第
５号、第６号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

海外地質構造調査：0210、リスクマネー供給：0208、海洋資源の開発：0171（探査活動）0172（メ

タンハイドレート）、資源国等との関係強化：0210（資源外交）、0209（技術ソリューション・研修）、

技術開発・人材育成：0209、情報収集・提供：0210  
※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 

 

２．主要な経年データ 
 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
(1)優先交渉権の獲

得数 
計画値[中期全体] 

6 件以上（中
期目標期間

内） 
 2 件 1 件 1 件 0 件 ―[6件] 

予算額（千円） 261,329,180 238,094,800 259,970,631 380,203,833  

 

 

実績値[累計値]   2 件[2 件] 1 件[3 件] 1 件[4 件] 0 件[4 件] ― 
達成度[進捗度]   100%[33%] 100%[50%] 100%[67%] ―%[67%] ― 
(2)自主開発権益量
に対する出資・債
務保証等による機
構支援比率 
計画値 

1/2 以上 
（中期目標
期間終了時

点） 

 ― ― ― ― 50% 
決算額（千円） 145,741,687 64,816,469 140,924,594 63,902,925  

 

 

実績値   39.4% 40.5% 43.8％ 45.26%  
達成度   ― ― ― ― ― 
(3)三次元物理探査
船「資源」を活用
した調査の実施 
計画値 

約 6.2万 km2 
（平成 30 年

度まで） 
 6,000km2 6,000km2 6,000km2 6,000km2 6,000km2 

経常費用（千円） 53,631,468 79,609,648 91,328,706 63,983,940  

実績値   5,585 km2 6,335km2 6,160 ㎢ 5,350 ㎢  
達成度   93% 106% 103% 89%  
(4)協力枠組み
(MOU)または具体
的協力事業の締結 
計画値[中期全体] 

20 件 
（中期目標
期間中） 

16 件 
前中期目標

期間実績 
4 件 4 件 4 件 4 件 4 件[20 件] 

経常利益（千円） -15,383,116 -39,187,391 -53,545,488 -23,643,149  

実績値[累計値]   8 件[8 件] 6 件[14 件] 7 件[21 件] 9 件[30 件]  
達成度[進捗度]   200%[40%] 150%[70%] 175%[105%] 225%[150%]  
(5)共同研究や人材
育成等の協力事業
件数【資源外交】
計画値[中期全体] 

5 件 
（中期目標
期間中） 

新規 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件[5 件] 
行政サービス実施コスト（千円）      

実績値[累計値]   1 件[1 件] 3 件[4 件] 2 件[6 件] 3 件[9 件]  
達成度[進捗度]   100%[20%] 300%[80%] 200%[120%] 300%[180%]  
(6)主な共同研究実
施数【技術開発】 
計画値[中期全体] 

12 件 
（中期目標
期間中） 

12 件 
前中期目標

期間実績 
2.4 件 2.4 件 2.4 件 2.4 件 2.4 件[12 件] 

従事人員数（人） 324.4 311.59 326.47 343.45  

実績値[累計値]   4 件[4 件] 4 件[8 件] 7 件[15 件] 6 件[21 件]  
達成度[進捗度]   167%[33%] 167%[67%] 292%[125%] 250%[175%]  
(7)特許申請数 
計画値[中期全体] 

20 件 
（中期目標
期間中） 

20 件 
前中期目標

期間実績 
4 件 4 件 4 件 4 件 4 件[20 件] 
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実績値[累計値]   11 件[11 件] 12 件[23 件] 4 件[27 件] 8 件[35 件]   
 達成度[進捗度]   275%[55%] 300%[115%] 100%[135%] 200%[177%]  

(8)アンケート調査

での肯定的評価 
（計画値） 

75%以上 
 

 
75% 75% 75% 75％  

（実績値）   83% 82% 84% 90%  
（達成度）   111% 109% 112% 120%  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 (1)資源確保への対応 

①権益確保に対する支
援 

(ア)海外地質構造調査 
・石油・天然ガスの賦存
に関する地質情報が不

足し、我が国企業が探鉱
を行う上で事業 リスク
が高いフロンティア地

域において、主導的な探
鉱調査を実施し、我が国
企業によ  る有望な石

油・天然ガス権益の取得
を支援する。  
 

(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支援 
(ア)海外地質構造調査 

・海外地質構造調査の実
施での中期目標期間内で
6 件以上の優先交渉権等

獲得 
・知見活用型海外地質構
造調査による参入の促進 

・地理的、地質的、地政
学的フロンティアで海外
地質構造調査を推進 

(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支援 
(ア) 海外地質構造調査 

・中期目標期間中に我が国
企業参入が可能な優先交渉
権等を 6 件以上獲得するた

め、平成２８年度は実施中
の海外地質構造調査案件の
うち、地化学調査に係る現

場作業を１件完了する。ま
た、新たな優先交渉権等の
獲得に向けた新規調査案件

の交渉を１件以上行う。新
規調査案件の形成において
は、引き続き民間企業では

地理的・技術的に困難な鉱
区であって有望な鉱区を対
象とする。  

・機構の専門的知見を生か
し、新規案件の発掘に向け、
案件検討に資するため、民

間企業等とのコンサルテー
ションを 5件以上行う。 
 

 

(1)資源確保への対応 
 [定量的指標] 
1.従来型海外地質構造調査
事業の地表地化学調査にか
かる現場作業の完遂 1件。 
2.新たな優先交渉権等の獲
得に向けた新規調査案件の
交渉を 1件以上行う。 
3. 我が国企業の案件検討
に資するコンサルテーショ
ンを 5件実施 
 [定性的指標] 
4. 28年度事業計画の実施 
[評価の視点] 
4-1 新規案件を発掘できた
か 
4-2 地理的・技術的に困難
な調査を実施できたか 
4-3 有望な鉱区を発見・確
保できたか 
＜アウトカムの視点＞ 
5.安定的かつ低廉な石油・
天然ガス供給の確保 
6.自主開発比率向上・供給
源の多角化 
7.開発・生産段階への移行 
8.日本企業の参入 

 
＜主要な業務実績＞ 
 
(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支援 
(ア)海外地質構造調査 
1.「ウズベキスタン陸上」は、地表地化学調査に係る現場作
業を完了したことで年度目標を達成。また、地表地化学調査
及び衛星画像解析は作業も完遂している。震探再処理は引き
続き実施中。調査期間は双方合意の下、平成 29年 8月末まで
延長。調査完了時に優先交渉権を取得予定。 
 
2. 新規海外地質構造調査実施に向けた交渉を新規にキュー
バ及びロシアにおいて合計 3件開始したことにより、従来か
らの継続分を含め、合計 5件の交渉を実施。（このうちロシア
では、1件を知見活用型海外地質構造調査として採択し、ロ
シア国営石油会社ロスネフチとの覚書締結。またイルクーツ
ク石油とも案件組成に向け交渉を開始。）この他現在相手国政
府と交渉中の西アフリカ陸上（知見活用型構造調査案件）、及
び東アフリカ海域（従来型案件）は、調査の実施により権益
につながる成果を期待。 
 
3. 企業の新規案件発掘や新規構造調査案件の形成に向けて
合計 11件のコンサルテーションを実施。 
 
4. ウズベキスタン以外の既存海外地質構造調査事業も着実
に実施。「ケニア陸上」は調査期間を平成 29年 12月まで延長。
今年度実施予定の追加地震探鉱及び浅層掘削に向けて準備を
実施中。「セーシェル西部海域」は衛星画像解析を完了し、震
探再処理を引き続き実施中。各調査ともに調査完了時に優先
交渉権または参入権を取得予定。その他、欧州、中南米等の
探鉱ポテンシャル評価を実施。 
 
4-1 ロシア「サハリン島南西海域」案件を開始。丸紅（株）、
国際石油開発帝石（株）から、知見活用型海外地質構造調査
としての提案を受け、これを採択。これに基づき、ロシア国
営石油会社ロスネフチ社と、JOGMEC、丸紅（株）、国際石油開
発帝石（株）との 4者によるロシア・サハリン島南西海域を
対象とした調査事業の基本方針に関する覚書を締結。国営石
油会社が実施する事業に対する優先的参入権を取得予定。 
 
7.ロシア・東シベリアのザパドナ・ヤラクチンスキー鉱区及
びボルシェチルスキー鉱区におけるイルクーツク石油との海
外地質構造調査事業は、事業を実施した JOGMEC100%子会社で
ある日本南サハ石油（株）の株式を H25年に伊藤忠商事（株）
及び国際石油開発帝石（株）へ有償譲渡し、同鉱区の探鉱事
業へ我が国企業が参入。本事業は平成 28年度に一部油田にお
いて試験生産を経て開発・生産段階へと移行。（JOGMECは探
鉱出資により引き続き支援中） 
 
8.平成 26年度まで実施していた「メキシコ湾北部大水深」ス
タディの地域がメキシコにより入札に付され、JOGMECが当該
スタディにより得られた知見を提供した国際石油開発帝石
（株）が同地域の鉱区を落札、権益を取得したことにより、
我が国企業の参入というアウトカムを達成。 
 

＜評定と根拠＞ 評定 Ａ 
各評価単位での評定を踏まえ「１．石油・天然ガ

ス資源開発支援」としての評定をＡとした。 

 
（ア）海外地質構造調査：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 
1. 従来型海外地質構造調査事業の地表地化学調
査にかかる現場作業の完遂（定量）： 100% (1件
完遂） 
2. 新たな優先交渉権等獲得に向けた新規調査案
件の交渉件数（定量）:300% （3件開始） 
3. 我が国企業の案件検討に資するコンサルテー
ション件数（定量）：220%（11件実施） 
となり、定量指標に基づく達成状況は全体として
目標の 120%以上を達成したと認められる。 
1./4.「ウズベキスタン陸上」に関しては地表地
化学調査に係る現場作業を完了したことにより、
今年度の目標を達成。またその他の作業も着実に
実施すると共に、調査期間を双方合意の下、平成
29年 8月末まで延長することができた。 
2./4.新たな優先交渉権等の獲得に向けた新規調
査案件の交渉を、今年度交渉開始分 3件を含め 5
件実施。我が国企業にとって有益な調査実施に向
けた交渉を実施していることや、新規案件組成の
ため、複数の地域で地質評価スタディが進められ
たことは評価できる。 
2./4-1 海外地質構造調査に係る新規案件の発掘
について、新たな優先交渉権等の獲得に向け実施
するロシア・サハリン島南西海域での新規地質構
造調査案件及び交渉を開始したイルクーツク石
油の案件は、日本政府が推進する日露エネルギー
協力の観点に整合する特筆すべき成果と認めら
れる。 

 7./8.平成 28年度のアウトカムとして、海外地質
構造調査で得た権益に参入した伊藤忠商事(株)
と国際石油開発帝石（株）のロシア東シベリア案
件は 28年度に一部油田が開発・生産段階へ移行、
また JOGMECが平成 26年度まで実施していた海外
地質構造調査「メキシコ湾北部大水深」における
知見を提供した国際石油開発帝石（株）が入札参
加、鉱区権益獲得という顕著な成果があげられ
る。 
 
・以上、アウトプット指標に基づく達成状況が平
均して 120%を超える成果を上げたほか、複数の
アウトカム達成という顕著な成果をあげたこと
から、量的・質的に実績を勘案して当該事業の評
定を Sとした。 
 

・海外地質構造調査から引き続き JOGMEC
がリスクマネー支援を行っていたロシアの
東シベリア案件が、開発・生産段階に移行。
本案件は、2003 年の日露首脳会談において
合意された日露行動計画に基づく象徴的な
長期協力プロジェクトであり、プロジェク
トの組成においては、日本企業に先んじて、
露 INK社と JOGMEC との共同探査事業と
して開始。その後、日本企業の参画を得て
探鉱出資を行い、開発・生産段階に至った
案件であり、調査から探鉱、開発・生産に
至るまでシームレスに支援を行っていく
JOMGEC の石油・天然ガス開発の支援機能
をトータルに活用した案件である。本案件
により、JOGMEC は長期間に渡るロシアと
の信頼関係・案件遂行能力を示した。また、
インドネシアでの LNG 案件について、拡張
開発に対する追加債務保証を採択。低ガス
価を背景に、世界の LNG プロジェクトの開
発が止まっている中、本プロジェクトは、
昨年世界で最終投資決定（FID）に至った 2
案件のうちの 1 つの案件であり、JOGMEC
は債務保証支援を通じて当該プロジェクト
の進展に大きく貢献した。 

 
・JOGMEC は、日本政府が推進する日露協力

の着実な進展に向けて顕著な貢献を行っ
た。具体的には、平成 28 年 12 月のプーチ
ン大統領訪日時に、エネルギー分野におい
て日露間で 23 件の協力覚書等の成果文書
を締結した中で、JOGMEC はロシア周辺海
域における共同探査等に係る協力基本合意
及び東シベリア地域における共同探鉱等に
関する協力覚書の 2 件に関与。 

 
・80 年代以降探鉱が行われてこなかった山陰

沖海域において、三次元物理探査船「資源」
による基礎物理探査（平成 23 年度、山口沖
3D）が契機となって民間物理探査および基
礎試錐が実施された。これらの結果、ガス
層・ガス徴が発見・確認されたことは、相
当のエリアが未探鉱として残されている山
陰沖における石油・天然ガスの胚胎の可能
性を強く示唆するものであり、本邦石油開
発会社が更なる試掘を含む開発を検討する
等、貴重な国産資源の開発に向け著しく貢
献。 

 
・低油価の状況下における投資活動への情報
ニーズが多様化する中、OPEC 減産合意を
含む中東情勢、LNG 市場構造の変化などの
事業環境を多角的かつ迅速に把握し、情報
を提供。国が行ったユーザーヒアリングの
結果、複数の民間企業から、市場分析や地
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政学的な視点も含めた産油国の動向等に関
する JOGMEC の報告は「自らのみでは把
握できないものであり、非常に役立ってお
り有益」と極めて高く評価。また、これら
に取り組んだ結果に対する情報提供アンケ
ート、技術情報提供アンケート、報告会件
数を総じて、対計画値と比したところ130％
余を達成。さらに、海外上流開発企業の最
新の企業買収・資産買収に関する動向や財
務状況、国営石油企業の株式売却等に関す
る動向についての調査・分析を行い、それ
らの調査結果が法改正を行うための重要な
立法事実として利用されるなど、4 年ぶり
の機構法改正に大きく貢献 

 
以上を踏まえ、石油・天然ガス資源開発分

野の評定をＡとした。 
 
＜評定に至った理由＞ 
・平成 26 年度まで実施していたメキシコ湾北

部大水深が入札に付され、JOGMEC が当該
スタディに得られた知見を日本企業に提供
した結果、鉱区権益の取得に成功。（アウト
カム達成） 

・ロシアにおける海外地質構造調査 2 件の採
択により、政府が推進する日露エネルギー
協力に貢献。 

・新たな交渉権獲得に向け新規調査案件 5 件
（キューバ、ロシア 2 件、アフリカ 2 件）
の交渉実施、アフリカ 2 件は調査の実現に
より権益につながる成果が期待できる。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 

・我が国のエネルギー政策や民間企業のニー
ズを踏まえた、実施地域の選定及び我が国
民間企業の参入につながる事業を行うべく
十分な検討が必要。 

 

 (イ)リスクマネー供給 
・フロンティア地域等の
日本企業による有望な

油ガス田の探鉱・開発事
業への出資債務保証等
の効果的な実施 
・新供給源からの LNG
輸入に資する天然ガス
開発事業支援や日本企

業主導LNGプロジェク
トの積み上げ、LNG 契
約の柔軟化や日本やア

ジアのLNG価格指標の
育成に資する案件の促
進 
・平成 28 年の機構法改
正による追加業務を的
確に遂行するための体

制整備、具体的な案件の
発掘・実施 
・個々の油ガス田の探

鉱・開発事業への出資や
資産買収出資へのより
積極的な取組 
・事業者のニーズを踏ま
え、プロジェクトの発

(イ)リスクマネー供給 
・フロンティア地域等の
日本企業による有望な油

ガス田の探鉱・開発事業
への出資債務保証等の効
果的な実施 
・新供給源からの LNG
輸入に資する天然ガス開
発事業支援や日本企業主

導 LNG プロジェクトの
積み上げ、新しい LNG
供給国における案件促進

等により LNG 契約の柔
軟化や日本やアジアの
LNG 価格指標の育成に

つながるよう努力 
・平成 28 年の機構法改
正による追加業務を的確

に遂行するための体制整
備、具体的な案件の発
掘・実施 
・中期目標期間終了時点
で、我が国企業の探鉱開
発事業の 1/2 以上に支

援。 
・前期中期目標期間まで

(イ)リスクマネー供給 
・新規案件の発掘に向け、
企業の案件検討に資する

25 件以上のコンサルテー
ションの実施。 
・低油ガス価下での積極的

な探鉱・開発事業への出資
及び、資産買収出資への取
組。事業者のニーズを踏ま

えたプロジェクトへの積極
的な関与及び、低油価対策
としての機構支援の拡充へ

の努力。 
・平成 28 年度 5 月に経済
産業省が発表した「LNG 市

場戦略」を踏まえた、新た
な供給源確保の実現、LNG
契約の柔軟化、日本やアジ

アの LNG 価格指標の発展
につながるような案件形成
への取り組み。 
・平成 28 年度の機構法改正
の効果的活用を目指した、
審査体制の強化及び、

JOGMEC 職員の専門的知
見・審査能力向上のための

＜主な定量的指標及び評価の
視点＞ 
[定量的指標] 
1.事業者ニーズの把握及び
新規案件に係るコンサルテ
ーションを実施した件数
（25 件）。 
[評価の視点] 
1-1 企業の新規案件の獲得 
1-2 企業のニーズの把握 
 [定性的指標] 
2．重要な資源国における大
型案件及び供給源の多角化
につながる案件、フロンテ
ィア地域の案件及び、日本
やアジアの LNG 価格指標
につながる案件等への支援
実現の積極化並びに支援実
現に際しての期限内での採
択可否判断 
3. 案件の進捗把握および
適切な管理 
[評価の視点] 
2-1 フロンティア・大規模
権益の獲得 
2-2 供給源の多角化 

（イ）リスクマネー供給 
 
 
1.事業者ニーズの把握及び新規案件に係るコンサルテーショ
ンを 27 件実施。 
1-1,1-2 コンサルテーションを行い、新規案件の発掘に尽
力。平成 28 年度末までに 1 件（3 社）の追加債務保証を新規
採択。 
メキシコにおける探鉱鉱区の入札において、我が国の民間

企業 3 社が資格事前審査（PQ）を通過し、うち日本企業 1
社を含むコンソーシアムが 1 鉱区落札。JOGMEC は、海外
地質構造調査を通して得た知見を踏まえ、企業と技術ディス
カッションを実施 。 
 企業ニーズを踏まえ、①海外の資源会社の買収や資本提携
への支援、②開発段階への追加支援、③産油国国営石油企業
株式取得を通じた戦略的提携を業務に追加するとともに、こ
れらの業務を政府保証付き借入れの対象とする機構法改正が
成立し、リスクマネー機能及び財源を拡充。 
 
2．平成 28 年度採択案件につき、期限内（4 週間以内）に採
択。 
 
3. 年 4 回の定期点検および年 1 回のプロジェクトパフォー
マンスレビューを通じ、効果的なプロジェクト管理を実施。 
 
2-1,2-2,3-3 既存出資・債務保証案件であり、我が国近傍の

（イ）リスクマネー供給：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度実績の目標に対する達成率は、 
1. 定量的指標である事業者ニーズの把握及び

新規案件に係るコンサルテーションに関し
ては、目標値 25 件に対して 27 件実施（達
成度 108%）。 

となり、定量的指標に基づく達成状況は 100%以
上目標を達成する結果となった。 
 
 
アウトプットの内容面として、以下の成果を挙げ
た。 
 
2-1,2-2,3-3. 既存出資・債務保証案件であり、我
が国近傍の LNG供給ソースとして供給源の多角
化に大きく貢献してきたインドネシアでの LNG
案件について、拡張開発の最終投資決定し、当該
拡張開発に対する追加債務保証を採択。また、メ
キシコにおける探鉱鉱区の入札において、日本企
業 1 社を含むコンソーシアムが 1 鉱区落札。
JOGMEC は、海外地質構造調査を通して得た知
見を踏まえ、企業と技術ディスカッションを実
施。さらに、機構法改正によりリスクマネー機能
及び財源を拡充。今後、これらの新規採択案件に
ついて事業が順調に進捗することで、また、拡充

＜評定に至った理由＞ 
・海外地質構造調査から本邦企業に承継した
ロシアの東シベリア案件につき、一部油田
が開発・生産段階へ移行。本案件は、調査
から探鉱、開発・生産に至るまでシームレ
スに支援を行っていく JOMGEC の石油・
天然ガス開発の支援機能をトータルに活用
したものであり、JOGMEC の長期間に渡る
ロシアとの信頼関係・案件遂行能力を示し
た案件である。カザフスタンの案件では、
原油出荷を開始。安定的かつ低廉な供給の
確保につながるとともに、非中東案件とし
て供給源の多角化に寄与。（アウトカム達
成） 

・供給多角化に大きく貢献してきたインドネ
シアでの LNG 案件について、拡張開発に対
する追加債務保証を採択。LNG の一層の安
定供給が期待される。また本プロジェクト
は、昨年世界で最終投資決定（FID）に至
った 2 案件のうちの 1 つの案件であり、
JOGMEC は債務保証支援を通じて当該プ
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掘・育成・自立化への積

極的な関与、我が国上流
開発産業の競争力強化
に資する案件への支援

重点化 
・政府保証付き借入制度
の積極的に活用 
・別途国が定める「採択
に係る基本方針」を踏ま
えるとともに、国から考

慮すべき内容が機構に
対して個別に文書で示
された場合には当該文

書の内容を十分考慮し
た上で判断 
・中期目標期間終了時点

で、我が国企業の探鉱開
発事業の 1/2 以上に支
援 
・申請受付後採択決定ま
での間を 4 週間 
 

の採択案件の支援継続、

新規採択と適切な支援実
施 
・別途国が定める「採択

に係る基本方針」を踏ま
えるとともに、国から考
慮すべき内容が機構に対

して個別に文書で示され
た場合には当該文書の内
容を十分考慮した上で判

断 
・審査・評価における外
部専門家等活用によるリ

スク審査体制維持 
・定期的な評価実施と機
動的適切な決定 
・申請受付後採択決定ま
での間（国との協議や外
部専門家によるデューデ

リジェンスがある場合は
このための期間を除く。）
を 4 週間以内 

研修プロジェクトの構築・

実施。 
・中期目標期間終了時での
支援対象事業の権益分生産

量が我が国自主開発権益量
の 1/2 以上を支援。 
・全出資・債務保証案件を

対象に、案件の進捗状況に
関する点検とパフォーマン
スレビューを実施。 
・案件への適時、適切な対
応及び開発・生産移行及び
生産増加に向けた取り組み

の強化、株式売却等自己収
入の確保によるリスクマネ
ー供給事業の損益改善・自

主開発比率の向上及び供給
源の多角化に資する権益取
得及び取得した権益の事業

進捗のためのリスクマネー
の供給。 
 

2-3 審査能力の向上 
3-1 進捗状況等のタイムリ
ーな把握を通じた効果的な
プロジェクト管理 
3-2 企業に対する適切なア
ドバイスおよび管理体制強
化 
3-3 新規埋蔵量の追加（油
ガスの発見）、開発移行、生
産開始等の段階への移行等
進捗 
3-4 出資支援対象事業から
の配当開始・維持等による
財務面への貢献 
 
＜アウトカムの視点＞ 
5. 安定的かつ低廉な石
油・天然ガス供給の確保 
6. 自主開発比率の向上・供
給源の多角化 
7. 商業的生産段階への移
行 

LNG 供給ソースとして供給源の多角化に大きく貢献してき
たインドネシアでの LNG 案件について、拡張開発の最終投
資決定（年間 760 万トンを生産中の液化施設 2 系列に、年間
380 万トンの生産能力を有する 1 系列を増設）。我が国への
LNG の安定供給が一層期待され、平成 28 年度の案件として
当該拡張開発に対する追加債務保証案件を採択。 
 
2-3 最新技術情報収集と支援案件（終了案件も含む）採択時
評価の検証に基づき、機構の探鉱案件の評価力向上を図るた
めの技術課題抽出と対応の検討を実施。併せて、本邦企業の
探鉱技術力向上のサポートを行う目的で、地質リスク評価ワ
ークショップを開催。また、評価ガイドラインの改善に関し
て検討を開始。 

機構法改正に際し、より効果的なリスクマネー供給支援
を行うための規程改正や、外部アドバイザーの活用を含む案
件の審査・リスク管理体制の充実を実施。 
 
3-1,3-2 年 4 回の定期点検及び年 1 回のプロジェクトパフォ
ーマンスレビューを通じて横断的なリスク抽出・分析を実施。 
 
3-3 既存出資・債務保証案件である豪州 LNG 案件 2 件、北
海案件及びカナダ陸上案件において、生産開始に向けて開
発が進展。 

 
3-4 平成 28 年度は 5 社から配当合計 36 億円を受領。 
 
3-3,5,6,7 海外地質構造調査から本邦企業に承継し、シベリ
ア地域において同企業が初の権益保有者となって参加してい
る東シベリア案件につき、一部油田が開発・生産段階へと移
行。カザフスタン案件では、第 1 次開発において原油出荷を
開始。  
いずれも、安定的かつ低廉な供給の確保につながるとともに、
非中東案件として供給源の多角化に寄与。 
 

業務の活用による新規案件の形成により、将来の
アウトカムとして安定的かつ低廉な石油・天然ガ
ス供給の確保、自主開発原油・天然ガス引取量増
加、供給源の多角化の実現が期待される。 
2-3. 技術ロードマップの 1 つとして掲げ、機構
の審査能力向上のみならず、本邦企業と技術課題
や最新技術情報を共有することにより、本邦民間
会社の探鉱実績を高め、良好なプロジェクトの発
掘、競争力強化に資する事が期待される。 
3-1,3-2.既存支援案件のうち、油ガス価低迷によ
る影響を大きく受けている北米非在来型案件、事
業進捗の遅延やコスト増加等が見込まれている
豪州・北米の LNG 案件については、企業ととも
に対応策を検討するなど、案件管理を強化。 
3-3. 既存支援案件 4 件において、生産開始に向
けて開発が進展。 
3-3,5,6,7.  アウトカムの視点について、東シベ
リア案件の一部油田の開発・生産段階への移行や
カザフスタン案件での原油出荷の開始により、供
給源の多角化に寄与し我が国のエネルギーセキ
ュリティー向上に一定程度の貢献をしたものの、
JOGMEC支援案件以外も含めて一部に減産等を
余儀なくされた案件もあり、平成 28 年度の自主
開発権益比率は昨年度から微増にとどまった。 
 
・以上、アウトプット指標に基づく達成状況が平
均して 100%を超える成果を上げたほか、内容面
においても特筆すべき成果を上げたことから、質
的な実績を勘案して当該事業の評定を Aとした。 
 

ロジェクトの進展に大きく貢献した。 
・企業ニーズを踏まえ、①海外の資源会社の
買収等、②開発段階への追加支援、③産油
国国営企業の株式取得を通じた戦略的提携
を業務追加する機構法が改正され、リスク
マネー機能・財源を拡充。 

・JOGMEC 内に企業買収に関する案件発掘や
対象企業分析を行う新規事業支援チームを
新設するなど、法改正で拡充した支援メニ
ューを着実に実施するための体制も整備し
た。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 

・低油価や開発案件の大型化及び技術的難易
度の上昇など上流開発企業の事業環境が、
一層厳しくなっているため、我が国の自主
開発比率の向上や我が国上流開発企業の競
争力強化の観点から、リスクマネー支援の
充実や JOGMEC の審査・管理体制の充実
を検討することが必要。 

・法改正により支援業務が拡充されたことに
伴い、企業買収等における審査体制の構築、
案件醸成のための情報収集等の体制整備が
必要。 

 

 ②海洋資源の開発 
(ア)探査活動 
・三次元物理探査船「資

源」を活用し、政府の計
画に基づいて、我が国周
辺海域での調 査を着実

に行い、石油・天然ガス
に係る詳細な地質情報
の取得に努める。  
 

②海洋資源の開発 
(ア)探査活動 
・三次元物理探査船「資

源」を活用 
・政府計画に基づき、平
成 30 年度までに約 6.2
万 km2 の三次元物理探
査を目標として、毎年平
均約6千 km2の調着実な

調査実施。 
・我が国周辺海域の石
油・天然ガスに係る詳細

な地質情報取得。 
・平成 25 年度に予定さ
れる佐渡南西沖での基礎

試錐事業を事業管理者と
して、国及び事業実施者
と協力し確実に遂行。 

②海洋資源の開発 
(ア)探査活動 
我が国企業による国内資源

の探鉱開発の促進を図るた
め、国からの受託業務とし
て国内石油・天然ガス基礎

調査事業を実施する。事業
の実施に当たっては、実施
検討委員会による審議や国

からの指示を 踏まえて、幅
広くユーザー等と国に対し
て進捗状況を定期的に報告

し、緊密に協議する。 
・基礎物理探査事業におい
ては、経済産業省が保有す

る三次元物理探査船「資源」
を安全かつ効率的に 運航
し、我が国周辺海域におい

て年間調査量概ね６千㎢の
三次元物理探査データを取
得して、石油・ 天然ガスの

賦存に係る詳細な地質情報
の蓄積を進める。 
・平成 28 年度は以下の点に

つき重点をおいて事業を推
進。 
 ▶三次元物理探査技術の技

術移転に向け、新規に８名
の日本人調査員を確保す
る。 ▶在職日本人調査員に

ついては、技術習得を進め
上位職位に占める日本人の
割合を高める。 
▶日本人調査員を主体とす
る試験航海を確実に実施す
る。 
▶データ取得にあたっては、
予めユーザーの意見をくみ

②海洋資源開発 
(ア)探査活動 
 [定量的指標] 
1. 我が国周辺海域の堆 積盆
地等で年間調査量 6 千㎢程度
を目標に三次元物理探査デー

タを取得 
2．三次元物理探査に関する探
査技術の技術移転に向け、新規

に 8 名の日本人船員を確保 
[定性的指標] 
3.28 年度事業計画の実施 
[評価の視点] 
3-1 国に対して進捗状況を定期
的に報告、緊密な協議 
3-2 三次元物理探査船「資源」
を安全かつ効率的に運航  
3-3 日本人調査員による試験航

海の実施 
3-4 三次元物理探査に関する探
査技術の技術移転（技術習得に

係る等級の獲得の確実な進行） 
3-5 有望な海域の抽出  
3-6 国が実施予定の基礎試錐

事業の支援 
3-7 我が国企業による探鉱促進
への貢献 
 
＜アウトカムの視点＞ 
4.安定的かつ低廉な石油・天然

ガス供給の確保 
5.自主開発比率向上・供給源の
多角化 
6.国内資源の開発 
7.国による基礎試錐の成功、技
術移転の成功 

②海洋資源開発 
（ア）探査活動 
1. 三次元物理探査船『資源』を用い、西津軽沖北部 3D、利
尻・礼文トラフ 2D/3D、鳥取～兵庫沖 3D、茨城沖南部 3D の
4 海域で調査を実施。気象、海象条件に恵まれなかった（調
査可能日数 144 日。昨年度 151 日、一昨年度 205 日）にもか
かわらず、三次元物理探査データ 5,350 ㎢、二次元物理探査
データ 1,045km 取得。 
 
2. 所要の船上調査員（22 名×2 クルー）について、新規に訓
練生 8 名を採用。 
 
3-1 28 年度の基礎物理探査として、「西津軽沖北部 3D② 」「利
尻・礼文トラフ 2D/3D」「鳥取～兵庫沖 3D」「茨城沖南部 3D」
について基本計画を作成するとともに、「福江北西沖 3D」「常
磐沖北部 3D」「外房沖北部 3D」「隠岐トラフ 3D」の 4 海域
につき平成 29 年度以降の調査具体案を策定。これらの海域に
つき情報収集・漁業調整を開始。また、H30 年度までに総計
6.2 万 km2を達成しうる長期計画を策定し、経済産業省等と
共有。 
 
3-2 緊急事態対応訓練を 6 月、9 月、12 月、3 月の計 4 回実
施。 
 
3-3 日本人調査員を主体とする試験航海を平成 28 年 4 月～5
月に西津軽沖海域で遂行し、 所期の目的を達成。 
 
3-4 研修プログラムに基づき、船上調査員の調査技術習得を
促進。訓練生のうち 5 名が調査実務に直接携わるオペレータ
ーに、オペレーターのうち 4 名がその上位職であるシフトリ
ーダーに、QC 部門のセクションチーフ 1 名がパーティーチ
ーフに昇格。現在、訓練生 8 名、オペレーター19 名、シフト
リーダー14 名、パーティーチーフ 1 名、計 42 名の構成。初
のパーティーチーフ誕生等、日本人が上位職種へ昇進し、日
本人主体の調査実施体制に向け確実に進展 
 
3-5 有望な海域の抽出のために必要な取得データの処理を、
平成 27年度取得の茨城沖北部 3D（北部海域）、西津軽沖南部

②海洋資源開発：A 
＜評定と根拠＞ 
探査活動とメタンハイドレートの個別に評定を
出した結果、②海洋資源開発の評定をＡとする。 
（ア）探査活動：A 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度は                                               
・年間調査量（定量）：89%  
・新規に 8 名の日本人船員を確保：100%  
3.定性的指標において以下のように計画を上回
る成果を上げた。 
3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 内容面として、28 年
度は気象・海象条件に恵まれなかったにもかかわ
らず年間調査量は目標の 90%程度を達成したこ
と、日本人船上調査員の新規採用や船上調査員昇
格の大幅増による加速化により、技術移転を迅速
且つ確実に実施していること、緊急事態対応訓練
等「資源」の安全かつ効率的運航に向けた各種調
整を円滑に実施できていること、日本人調査員に
よる試験航海を成功裡に完遂したこと、30 年度
までに総計 6.2 万㎢を達成しうる具体的な長期
計画を策定し経済産業省と共有したこと、また
28 年度の「島根・山口沖」の掘削調査は今後の
開発が期待され、この構造は三次元物理探査船
「資源」による探査の結果を踏まえて発見された
ものと認められることから、「資源」のデータが
有効に活用され国内資源の開発に結び付いたこ
と等の実績は、我が国周辺海域での石油・天然ガ
ス資源の開発という質的に高い目標に向け取り
組んだ成果として、事業の著しい前進が見られた
特筆すべき成果と認められる。 
                       
以上、アウトプット指標に基づく達成状況が気
象・海象条件に恵まれなかったにもかかわらず平
均して 90%を超える成果を上げたほか、内容面
においても特筆すべき成果を上げたことから、量
的・質的な業務の難度と実績を勘案して、当該事
業の評定をＡとした。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・三次元物理探査船「資源」を使い、4 海域
（西津軽沖、利尻・礼文トラフ、鳥取・兵
庫沖、茨城沖）で調査を実施。三次元物理
探査データ約 5,350 ㎢、二次元物理探査デ
ータ 1,045 ㎞を取得。 

・「資源」の今後の活用に向けた検討を開始。 
・日本人調査員のみで探査が可能であること
を実証し、三次元物理探査データ取得に係
る、海外物理探査会社から JOGMEC 等へ
の技術移転がほぼ終了したことを示したこ
とは評価できる成果。（特筆すべき事項） 

・ガス層及びガスの徴候が発見された基礎試
錐「島根・山口沖」は、当該海域における
今後の国内の天然ガス開発に結びつく成
果。（特筆すべき事項） 

 
・メタンハイドレートについて第 2 回海洋産
出試験に向けた、事前調査井や生産井、モ
ニタリング井の事前掘削作業、ガス産出試
験に必要な仕様に特化した機器等の開発や
環境調査等を完遂するとともに、本邦周辺
海域のメタンハイドレート濃集帯分布の推
定作業及び資源量評価見直し作業を実施し
た。 

・アラスカでの長期陸上産出試験に向け、試
験候補地の鉱区情報等に関する守秘義務契
約を締結の上、鉱区の評価を実施した。 

・これらの技術的に難易度の高い事業を遂行
したことを評価。  
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上げターゲットを明確にし

て実施する。取得 データの
処理は計画に従って効率的
かつ高品質に実施する。 
▶三次元物理探査データの
地質構造解釈を行い、調査
海域およびその周辺におけ

る石油・天然ガスの 賦存の
可能性を検討して有望な海
域の抽出を行う。また、こ

れまでに調査を実施した海
域において、 本邦周辺海域
における油ガス胚胎の可能

性につき、統一的な視点か
ら有望海域・有望構造の評
価の取 りまとめを行う。な

お、データ解釈および評価
の取りまとめに際しては、
必要に応じて既存の基礎調 
査データの再処理・再解釈
を行い、その結果を加味し
た評価を実施する。 
・基礎試錐事業については、
事業管理者として国及び事
業実施者と協力し、本試錐

事業を安全・確実に 遂行す
る。 
・国内基礎調査事業により

取得された地質情報の管理
業務を国に代行して実施
し、民間企業他による 基礎

調査事業の成果の利用を促
進するため、「資源」による
探査の成果及び基礎試錐の

成果について 機会を捉え
公表する。  

（再処理）、茨城沖北部 3D（南部海域）及び平成 28年度取得
の利尻・礼文トラフ 2D/3D、鳥取～兵庫沖 3Dの 6件を完了し、
平成 28年度取得の茨城沖南部 3Dの 1件を実施中。 
 
3-6 平成 26～28 年度の基礎試錐事業について、事業管理者と
して国及び事業実施者と協力し業務を遂行。平成 28 年度は、
事業を安全・円滑に進めるため「技術安全諮問委員会」等の
支援体制を整備するとともに、国・事業実施者・機構の三者
に共通の緊急時対応計画を策定し運用した。また試掘期間中
は事業管理者として掘削現場ならびに現地事業所に専門技術
者を派遣し作業の進捗状況を把握。 
 
3-6,3-7,6  ２８年度に掘削された基礎試錐「島根・山口沖」
は三次元物理探査船「資源」による探査のデータを踏まえて
発見された有望な構造。掘削調査では、岩石サンプルや各種
地質データを取得しており、目標としていた地層において薄
いガス層やガスの徴候を確認し、最深部において高圧のガス
層を示唆する想定外の強いガス徴に遭遇したことから、今後
の開発に期待。 
 
3-5,3-7 平成 28 年度までにデータ取得した「釧路南西沖 3D」、
「西津軽沖北部 3D①」、「茨城沖北部 3D（北部海域）」、「利
尻・礼文トラフ 2D/3D」について解釈作業を実施中。処理中
の「鳥取～兵庫沖 3D」についても中間データを用いて解釈作
業を実施中。これら成果は平成 29 年度以降に資源エネルギー
庁から資料開示がなされ、国内石油開発会社などによる成果
の活用が可能となる。また、これまでの基礎調査の成果に基
づいて国内堆積盆地の再評価作業に着手。 
 
3-7 基礎物理探査ならびに基礎試錐の報告書類を国に代行
して管理し、国内石油会社をはじめとする資試料の利用申請
に対応。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 

・三次元物理探査については、平成 30 年度末
までに 6.2 万㎢探査する目標に向け探査を
着実に進めること。 

・今後の三次元物理探査船の運航の在り方及
びこれまで培った物理探査能力の維持・発
展について検討を進めること。 

・国内石油･天然ガス開発に向け地質情報の公
開の在り方や堆積盆地の経済性を含めた再
評価を着実に進めること。 

 
・砂層型メタンハイドレートについて、第 2

回海洋産出試験を着実に実施し、目標達成
に努めることが必要。また、メタンハイド
レートの今後の研究開発の在り方について
検討するため、メタンハイドレートの商業
化の定義、メタンハイドレートを取り巻く
環境変化を踏また商業化を達成するための
具体的な条件、商業化までに克服すべき主
要課題、作業工程等の検討に努めるととも
に、国との緊密な連携を図ることが必要。 

 

 (イ )メタンハイドレー

ト 
・メタンハイドレート開
発について、政府の計画

に基づいて、我が国周辺
における賦存海 域・賦
存量を把握するととも

に、生産技術の研究実証
等、商業的産出のための
技術の 整備を着実に推

進する。 

(イ)メタンハイドレート 
・「資源」等の活動成果を
活用 
・政府計画に基づく我が

国周辺賦存海域等の把握 
・平成 24 年度実施の海
洋産出試験成果を踏まえ

た生産技術実証や生産性
等向上のための開発シス
テム確立等、平成 30 年

度を目処に商業的産出の
ための技術整備の着実な
推進。 

(イ)メタンハイドレート 
・第２回海洋産出試験に係る
作業を実施する。第１回試験
の課題を踏まえて改良・仕様

変更を施した出砂対策装
置・坑内機器装置等の健全動
作、約１か月間のメタンハイ

ドレート層からのガス生産
の達成 を目指す。 
・並行して、ガス生産挙動、

地盤変位、海底環境のデータ
を取得のための作業も実施
し、将来の商業化に向けた知

見・情報を蓄積し、その評
価・解析（技術課題の抽出と
その解決策の検討を含む）を

進める。 
・陸上産出試験に関しては、
試験実施候補地点を確定さ

せ、オペレータの選定等、日
米共同の実施体制 を確立さ
せる。また、技術課題検討と

技術開発、データ取得計画の
立案、機器の設計等を進め、
試掘を実施し試験実施可否

判断を行う。課題検討に際し
ては、長期安定的な生産や生
産量増大を阻害する要因と

その克服という観点を重視
する。 

（イ） メタンハイドレー
ト 

[定量的指標] 
なし 
[定性的指標] 
1.27 年度事業計画の実施 
[評価の視点] 
1-1 計画の着実な実施 
1-2 第２回海洋産出試験準
備作業の実施 
1-3 米国長期陸上産出試験
の進展 
1-4 より精度の高いポテン
シャルの評価 
1-5 国に対する緊密な報
告、協議 
 
＜アウトカムの視点＞ 
2.安定的かつ低廉な石油・
天然ガス供給の確保 
3.自主開発比率向上・供給
源の多角化 
4..平成 30 年代後半に、メ
タンハイドレート商業化の
ためのプロジェクト開始に
向けた技術の確立 

（イ）メタンハイドレート 
1-1 メタンハイドレートは将来のエネルギー資源のひとつ
として注目されている一方、大水深域の未固結層に賦存して
おり長期的・安定的、かつ安全・経済的な開発手法が確立さ
れておらず、世界をリードする形で、日本が実用化のための
研究開発を実施中で、メタンハイドレート開発促進事業全般
の研究開発計画を着実に推進 
 
1-2,& 4,第２回海洋産出試験準備  
平成 28 年 5 月 12 日から 6 月 13 日にかけて、第 2 回海洋産
出試験に向けた事前掘削として、事前調査井や生産井（2 坑）、
モニタリング井（2 坑）を掘削。またガス生産試験に向けて
機器の準備、第２回海洋産出試験に附帯する４Ｃモニタリン
グ作業、海域環境調査等を実施。 
ガス生産実験の実施時期を平成２９年４月から６月とした。 
 
1-2 環境影響評価等 
事前掘削作業に伴うカッティングスの堆積範囲を確認するた
め、平成２８年７月に ROV による海底面観察および採泥を
実施。また第２回海洋産出試験前後にかけての定期調査とし
て環境調査を実施。 
 
1-3 陸上産出試験 
・平成２６年１１月６日に米国エネルギー省（ＤＯＥ）傘下
のエネルギー研究所とＪＯＧＭＥＣが締結した、メタンハイ
ドレート陸上産出試験の実現に向けた協同作業実施に関する
覚書に基づく作業として、試験候補地の鉱区情報等に関する
守秘義務契約を締結し、当該鉱区の評価を実施。 
 
1-4 我が国周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況の把握 

（イ）メタンハイドレート：A 
1. 経済産業省の定める「我が国におけるメタン
ハイドレート開発計画」は、新たなエネルギー資
源の実用化をめざすチャレンジングな計画。 
1-2&4 平成 28 年度において、第２回海洋産出試
験に向け、事前掘削作業として、事前調査井・生
産井（２坑）、モニタリング井（２坑）の掘削、
ガス生産試験に向けて機器の準備、産出試験に附
帯する４Ｃモニタリング作業など、技術的に極め
て難度の高い作業を遂行した。 
1-2 環境影響評価として、事前掘削作業に伴うカ
ッティングスの堆積範囲を確認するため ROV に
よる海底面観察および採泥や、第２回海洋産出試
験前後にかけての定期調査として環境調査を実
施し、環境に十分配慮した海洋産出試験の実施を
可能ならしめた。 
1-3 米国長期陸上産出試験については、三次元地
震探査データおよび既存坑井データにもとづき
昨年度選定した鉱区の評価を行うなど、共同研究
が進展した。 
1-4本邦周辺海域において三次元地震探査データ
が取得されている海域を中心にしたメタンハイ
ドレート濃集帯分布の推定作業、メタンハイドレ
ート資源量評価見直し作業を実施した。 
これらは技術的に極めて難度の高い事業であり、
JOGMEC が長年蓄積したノウハウによって、は
じめて遂行が可能となったと認められる。 
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・海外との共同研究・調査協

力等を通じて、メタンハイド
レートに係る知見の収集を
行うとともに、学会等におけ

る情報発信にも努める。 
・三次元地震探査データが取
得されている海域を中心に、

メタンハイドレート濃集帯
分布の推定作業等を行うこ
とにより、我が国周辺海域の

メタンハイドレートの賦存
状況の把握を行う。 
・フェーズ３期間において国

として取り組む、平成３１年
度以降平成３０年代後半ま
での期間における施策展開

の方向性の整理・検討作業に
資することを目的として、国
と協力して民間企業等の関

係者 との情報交換・意見交
換等を行い、商業化に向けて
の諸課題（技術的な課題、第

２回海洋産出試験の 成果判
断の考え方、支援措置のあり
方等）の抽出、整理を図る。  

・ メタンハイドレート濃集帯分布の推定作業を複数年にわ
たり継続してきており、三次元地震探査データが取得されて
いる海域を中心にしたメタンハイドレート濃集帯分布の推定
作業、メタンハイドレート資源量評価見直し作業を実施。 
 
1.5 国・民間との議論 
・経済産業省と、月例会議等の場で継続的に議論を実施。 
・民間企業６社との意見交換を実施（今後も継続予定）。 
・「メタンハイドレートフォーラム２０１６（平成２８年１２
月６日）」等を開催し、内外に最新の研究成果を発信。また広
報誌「ＪＯＧＭＥＣ ＮＥＷＳ VＯＬ．４６」の特集にて、
メタンハイドレートの研究開発に関する最新情報を紹介。 
 
 
 

以上、アウトプット指標に基づく達成状況が
100%に相当する成果を上げたうえ、内容面にお
いても、質的に極めて困難な課題に取り組み、第
2 回海洋産出試験準備等を遂行した実績を勘案
して、当該事業の評定を A とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
他国の動向に惑わされることなく、正確で着実な
情報の収集・発信を心掛けてほしい。 

 

 (2)資源国等との関係強
化 
①首脳・閣僚資源外交の

支援強化・機構トップに
よる資源外交強化 
・政府による首脳・閣僚

レベルでの資源外交に
対する支援を強化する。
また、主要国営石油会社

等との定期的トップ会
談を実施し、権益獲得や
権益延長に繋げること

を目指した協力枠組み
を構築する。その枠組み
の中で具体的協力事業

の実施に努める。 
・協力枠組みと具体的協
力事業の目標数につい

ては、中期目標期間中
20 件とする。 

(2)資源国等との関係強
化 
①首脳・閣僚資源外交の

支援強化・機構トップに
よる資源外交強化 
・我が国の資源外交を支

える中心機関として政府
による首脳・閣僚レベル
での資源外交に対する支

援を強化し、戦略的に事
業を行う。具体的には、
相手資源国の情勢や業界

の最新動向を踏まえつ
つ、政府・在外公館等と
も連携しながら、資源国

との緊密な人的・組織的
な関係を構築・強化する
とともに、関係政府機関

等との連携強化を進め
る。 
・また、産油・産ガス国

の主要閣僚、国営石油・
ガス会社等との定期的ト
ップ同士の会談・意見交

換等を実施し、機構が持
つ人的・技術的ノウハウ
を活かし、我が国企業に

よる権益獲得や権益延長
に繋げることを目指した
協力枠組みを構築する。

また、その枠組みの中で、
共同研究や研修事業な
ど、具体的協力事業の実

施に努める。協力枠組み
と具体的協力事業の目標
数については、中期目標

期間中 20件以上とする。 

(2)資源国等との関係強化 
①首脳・閣僚資源外交の支
援強化・機構トップによる

資源外交強化 
・資源国等との関係を強化
するため、政府による首

脳・閣僚レベルでの資源外
交に対する支援を行う。 こ
のため、国の資源確保に向

けた戦略を踏まえ、新たに
対外開放が見込まれる国や
地域を含め、権益 獲得・権

益延長につながる協力枠組
みと具体的協力事業を実施
する。  
・産油・産ガス国閣僚や国
営石油・ガス会社、国際石
油開発企業等とトップ同士

の会談、意見交換等を 実施
し、緊密な人的・組織的関
係を構築・強化する。 
・協力枠組みと具体的協力
事業の構築においては、機
構がこれまで蓄積してきた

人的ネットワークや これ
までの共同研究の成果等を
活用しながら、年４件程度

構築するとともに、既存協
力事業を推進す る。 
・研修事業については、我

が国企業による権益獲得や
権益延長に繋げることを目
指した協力枠組みの 中で、

政府・在外公館等と連携し
つつ、政策・資源国のニー
ズを踏まえた新規コースの

実施、既存コ ースの内容改
善など、研修の質的向上を
図り、資源外交を支援する。  
 

（2）資源国等との関係強化  
[定量的指標] 
1. 協力枠組み締結または具

体的協力事業実施数年間
4 件程度 

（研修事業） 
2. 海外技術者研修の質的充

実 
 [評価の視点] 
1-1 首脳・閣僚外交への貢献 
1-2 難易度の高い協力枠組みと
具体的な協力事業 
1-3 協力事業の顕著な進捗 
1-4 人的ネットワークの強化 
（研修事業） 
2-1 首脳・閣僚外交への貢献 
2-2 相手国からの高い評価 
2-3 人的ネットワークの強化 
＜アウトカムの視点＞ 
3. 安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 

4. 自主開発比率向上・供給源
の多角化 

5. 資源国との関係強化 
6. 資源国での権益獲得・延長 

（2）資源国等との関係強化  
①首脳・閣僚資源外交の支援強化・機構トップによる資源外
交強化 
カナダ、ロシア、ケニア、モザンビーク、タイ、インドネシ
アとの間で、共同スタディ、共同事業創設、人材育成等を内
容とする 計 9 件の MOU 等を締結。 
 
（研修事業）    
2.27 年度の結果を踏まえ、新規講座を追加（モザンビーク：
LNG 市場構造に係る講義、メキシコ：日本の石油・ガス備蓄
制度に係る講義）する等、内容をより充実。26 か国の 74 名
の海外技術者研修生を招聘。 
 
1-1 安倍総理の TICAD VI 出席の際にケニア、モザンビーク
と人材育成分野での協力に係る MOU を締結し、資源外交に
貢献。日露首脳会談時にロシアイルクーツク石油、ロスネフ
チ社との間で 2 件の MOU を締結し、我が国の首脳外交に顕
著に貢献。 
 
1-2, 1-3 タイ国営石油会社 PTTEP との油ガスの開発、生産の
効率性向上を目的とした新技術の開発における共同研究を推
進する MOU を締結。 
  
1-4 UAE、カナダ、ロシア等の重要な資源国や Shell 他 IOC
等幹部と機会を捉え会談を実施 
 
1-1,1-4 28 年度は、我が国企業が権益取得したアブダビでの
ADIPECや、外資開放により関心を集めるメキシコでのCMP
等、３つの大規模な国際展示会を主に出展。ADIPEC では市
川理事及び機構関係者が多数講演。JOGMEC ブースへ産油
ガス国の国営石油会社幹部や研修修了生等が訪問、技術的な
意見交換・情報交換の場として活用し、産油ガス国との緊密
な関係を維持・強化。 
 
（研修事業） 
2-1 2-3 &5 産油ガス国の重要ポストに就任した研修修了生を
通じて緊密な資源外交に貢献。平成元年開始からの研修生
3,450 人超。3,454 人(48 カ国) 
 
2-2,2-3&5 通常研修：2 コース（46 名）実施：石油天然ガ
ス開発技術の紹介や当該技術を活用するため、産油ガス国の
若手技術者を招聘し人材育成を実施。 
掘削マネジメントコース（18 ヶ国 18 名）平成 9 年度以来 19
年ぶりにロシアを招聘。 
油層工学コース（25 ヶ国 28 名） 
 
2-2,2-3&5 特別研修：3 コース（28 名）実施：石油天然ガ

（2）資源国等との関係強化：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 
1. 協力枠組み締結または具体的協力事業実施

数（定量）で 225%（目標 4 件に対し 9 件） 
2. 産油国技術者研修等事業について新規コー

ス開講等、質的充実が図られた。 
（技術ソリューション事業） 
7. 技術ソリューション フェーズ 2（技術実証

試験）実施（定量）：100%（目標 1 件に対し 1
件） 
技術ソリューション フェーズ 3（資源国実証試

験）準備案件実施：100%（目標 1 件に対し 1 件） 
テクノフォーラムにより、我が国と資源国等と相

互に 有益な関係の強化：200%（目標 1 件に対し

2 件） 
となり、定量的・定性的指標に基づく達成状況は
全体として目標を120%以上達成する結果となっ
た。 
 
1-1.首脳外交を機に捉え、安倍首相が出席した
TICAD VI 出席の際にケニア、モザンビークと人
材育成分野の協力に係る MOU2 件を締結。また、
日露首脳会談に併せ、ロシアとの間で共同事業の
創設や共同スタディ等を内容とする 2件のMOU
を締結。我が国政府機関としての首脳外交への支
援や、今後の協力事業の進展に向けた資源外交へ
の貢献は大きく評価。 
2-2,2-3. &5 26 ヵ国の計 74 名を対象に研修事
業を実施して高い評価を得るとともに、UAE、
ケニアでの意見交換会により、人的ネットワー
クを強化し、資源国との関係を強化したと認め
られる。 

7.11.技術ソリューション事業では、フェーズ 2
案件およびフェーズ 3 準備案件の新規採択の他、

既存案件も確実に実施。 
 セラミック膜随伴水処理技術（フェーズ 3 準備

案件）および CO2 分離膜技術をメインとするワ

ークショップをアブダビで実施。並行して行われ

た交渉の結果、セラミック膜随伴水処理技術につ

いてアブダビ陸上フィールドでの小規模実証試

験の実施判断が下され、実証確定に繋がった。本

＜評定に至った理由＞ 
・総理の資源国歴訪に JOGMEC の理事長等
が同行し、MOU 締結を含む国営石油開発会
社との関係強化に貢献。 

・アブダビとの長期に渡る共同研究の実施や
研修生の受入れ、同国要人との定期的な面
談を通じての関係強化。同国から高い評価
を得ている技術ソリューション事業や研修
事業等の実施により、同国陸上油田権益獲
得に貢献。（特筆すべき成果） 

・2018 年のアブダビ海上油田権益の再獲得に
向け、ADNOC・CEO 等の幹部を TRC に
招き、JOGMEC が実施している技術協力に
関する会談等を行うことにより貢献。（特筆
すべき事項） 

 
・技術ソリューション事業は、我が国の先端
技術により、産油国が抱える技術的課題（セ
ラミック膜随伴水処理技術等）を解決する
という本来の目的を達成しつつある。 

・テクノフォーラム 2016 を開催し、個別面談
等を通じて、資源国等との関係構築強化に
貢献。 

 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 

・海外実証が実施できるよう適切なフィール
ドを選定すること。 

・海外実証が可能な案件については、実証後
の展開も検討すること。 

・テクノフォーラム 2016 は支障なく開催され
たが、さらなる成果が上げられるよう工夫
すること。 

・上部ザクム油田権益延長に貢献したことは
評価されるが、その後の協力事業は停滞。
今後の CO2-EOR 協力事業については再考
が必要。 

・技術開発と技術協力の区分を明確化するこ
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ス資源の有力な供給国、油田権益の獲得/延長が期待される国
に対して特別研修を実施。 
モザンビーク LNG 研修：1 コース実施（8 名）,メキシコ
LNG/LPG 研修：1 コース実施（11 名）3)UAE 研修：掘削
コース実施（9 名）27 年度の結果を踏まえ、新規講義を追加
（モザンビーク：LPG 市場構造に係る講義、メキシコ：日本
の石油・ガス備蓄制度に係る講義）する等、研修の内容をよ
り充実。 
 
2-2 研修内容の充実・改善：現場研修先との意見交換（現場
研修での質的充実）、LNG/LPG コースにて石油ガス備蓄基地
での現場研修 
上記、各研修において研修内容・滞在サポート等について研
修生から高い評価。 
 
2-3&5 産油ガス国との関係構築：研修修了生との意見交換
会を UAE(修了生 34 名参加)、ケニア（同 6 名参加)において
実施。国営石油会社及び操業会社幹部他も参加、人的ネット
ワークを強化。 
 
＜その他事項＞なし 
 

実証試験はアブダビへの技術貢献として唯一プ

ロジェクト認定されている事業であり、既存権益

維持の観点での質的インパクトは高い。また、CO2

分離膜技術(DDR膜)の実証に向けて具体的協議を

開始。技術の全体像を効率的にアピールし、

JOGMECの先端技術を梃子としてアブダビの人

材育成に寄与し、技術ネットワークを深化させ、

同国との関係を一層強化。 
9-2,9-3&13 「JOGMEC Techno Forum 2016」
は、JOGMEC と資源国・IOC との関係強化、相

互に有益な共同研究・人材育成等の協議・検討に

繋がる契機となり、講演/展示の他、個別面談等

を通してマッチング組成および資源国等との関

係構築強化に貢献し、高い評価を得た。また IOC
と共同研究実証に向けた協議も開始となった。 
8-2,9-3&13 アブダビでは、先端技術を梃子とし
たワークショップを研修プログラムの一環とし
て実施し、このワークショップを通じてアブダビ
の人材育成に寄与し、技術ネットワークを深化さ
せ、同国との関係が一層強化されたことは顕著な
成果と認められる。 
以上の通り、アウトプット達成状況に加え、内容

面においても資源国での権益獲得・延長、我が国

の自主開発比率の向上、供給源の多角化や資源国

との関係強化等のアウトカムの達成に向けた著

しい成果をあげたことを考慮し、評定を A とす

る。 

 

とが必要。 
 
 

 ②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・我が国企業、大学、公
的研究機関等が有する
強みの技術を業種間の

垣根を越えて最大限に
活用し、資源国が抱える
多様化した資源開発関

連の技術課題を解決す
る新スキームを構築し、
資源国との関係をより

一層強化することによ
り、我が国企業の権益獲
得等を支援する。 
・また、技術開発・実証
プログラムの推進に伴
う資源国等の技術者を

育成するための研修プ
ログラムを提供するこ
とで、資源国等への技術

的貢献を高める。 
・資源国等のニーズを踏
まえた、権益獲得・延長

に繋がる共同研究や人
材育成等の協力事業に
ついて、中期目標期間内

に 5 件以上実施する。 

②我が国技術力を活用し
た資源国等との関係強化 
・資源国や国営石油・ガ

ス会社等における資源開
発関連の技術課題は多様
化してきており、我が国

のさまざまな技術シーズ
に対する期待は高い。機
構は、我が国企業、大学

及び公的研究機関等が保
有する先端技術等を活か
し、異業種・異分野間の

垣根を越えて展開するこ
とで、資源国等のニーズ
を踏まえた石油・天然ガ

ス関連の技術開発等に関
する新たな枠組み（技術
ソリューション事業）を

構築する。 
・こうした取組を通じて、
世界各地の資源開発プロ

ジェクトへの我が国企業
等の参加を促進し、従来
では参入困難だった資源

国に対するフロンティア
開拓を進め、我が国と資
源国と相互に有益な関係

の強化と権益獲得・延長
に繋げていく。 

②我が国技術力を活用した
資源国等との関係強化 
・我が国企業等の世界各地

の資源開発プロジェクトへ
の参加を通じた権益獲得・
権益延長を促進するため、

政府の資源外交と連携を図
りながら、我が国が有する
技術力を活用して、資源国

の技術課題を解決する技術
ソリューション事業を継続
実施する。特に、低油価環

境下での資源国ニーズに対
応するべく、「低コスト化」
と「増産」に繋がる革新的

な技術開発を推進し、資源
国プロモーションを実施す
る。 
 
・具体的な資源国を特定し、
そこでの実証試験実施を目

指してフェーズ 2（技術実
証試験）１件以上を実施す
る。さらに、これまでのフ

ェーズ 2 案件が資源国実証
先として想定している国
（カナダ、インドネシア、

UAE、米国等）を中心に、
資源国での実証試験実施に
かかる具体的交渉を含むフ

ェーズ 3（資源国実証試験）
準備案件を 1 件以上実施す
る。また、これらの実施に

ついては外部評価を考慮し
て決定する。 
 
・資源国等での実証試験組
成を目指した技術ニーズ調
査を行い、資源国等のニー

ズにマッチした我が 国の
技術シーズについて情報提
供を行う。これまでの技術

ソリューション事業成果を
踏まえて、技術課題の解決
につながるものについて具

体的な資源国を想定した技
術開発等の共同研究の実施
を検討 するとともに、機構

が対応できない技術につい
ては、我が国関係機関への

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
7.フェーズ２（技術実証試
験）１件以上を実施 
8.フェーズ ３（資源国実証
試験）準備案件を１件以上
実施 
9.テクノフォーラムによ
り、我が国と資源国等と相
互に 有益な関係の強化を
１件以上目指す。 
[評価の視点] 
＜評価の視点＞ 
7-1、8-1資源国での課題解
決・案件組成促進 
9-1 資源国ニーズの収集分
析 
9-2技術交流・人的交流 
9-3 人的ネットワーク構築
促進 
 
＜アウトカムの視点＞ 
10.安定的かつ低廉な石
油・天然ガス供給の確保 
11.自主開発比率の向上・供
給源の多角化 
12.資源国での権益獲得・延
長     
13.資源国との関係強化 
 
 

②我が国技術力を活用した資源国等との関係強化（技術ソリ
ューション事業） 
 
7.フェーズ 2案件として「光加速度センサシステムの技術開発
と実証実験」1件を採択（目標 1件） 
 
8.フェーズ 3 準備案件「セラミック膜による随伴水処理技術
の小規模実証試験」を採択（目標 1 件）資源国実証試験に向
けたフェーズ 3 準備案件を目標 1 件に対して 1 件組成 
9.テクノフォーラムに招聘した IOC および IFPEN と関係の
強化を達成（目標 1 件に対し 2 件） 
 
 
 
7-1、11 技術開発 
 フェーズ 2 案件である「超臨界水を利用した超重質油部分
改質技術の小規模実証試験」では、JACOS およびマダガス
カルオイルとそれぞれ FS 作業を実施。JACOS とはフェーズ
3 に向けた議論を実施中。 
 「膜型 CO2 分離回収技術の小規模実証試験」（フェーズ 2）
ではインドネシア・バンドン工科大学（ITB）とともにイン
ドネシアの石油開発会社との協議を持ち、海外実証に向けて
交渉中。 
 「マイクロバブル CO2 圧入による石油増進回収技術に関す
る技術開発および実フィールドへの適用検討」（フェーズ 2）
では、室内実験による増油効果の確認とマイクロバブル発生
装置のスタディを実施。 
 
9-1 ニーズ・シーズ分析 
 前年度より継続して「窒素分離技術」（メキシコとの協議に
活用）、「ビッグデータ利用」（フェーズ 2 または 3 の事業組成
検討に活用）、「酸性ガス除去技術」（フェーズ 2 事業の組成検
討に活用）の 3 件の技術調査を実施。さらに 6 か国に技術ミ
ッションを派遣し、ネットワークを強化・構築。 
 前年度に締結したインドネシア ITBとの MOUに基づくフ
ィジビリティスタディの実施。タイ PTTEP と包括的な MOU
を締結。オマーン石油ガス省とは MOU 延長に合意。 
 
9-2,9-3&13 テクノフォーラム 
 「JOGMEC Techno Forum 2016」を開催（11 月）、延べ
1,800 名参加。個別面談等を通してマッチング組成および資
源国等との関係構築強化に貢献。本邦石油・エンジ企業 6 社
より技術者を招いて技術座談会開催。テクノフォーラムに招
聘した IOC との共同実証に関する協議を開始するとともに、
IFPEN との EOR に関する情報交換やワークショップを実
施。 
 
9-2,9-3&13 技術ソリューション研修 
 技術ソリューション研修として、アブダビでの技術課題に
対応した本邦技術に関する現地セミナー「ADNOC/JOGMEC 
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情報共有を行い、連携を図

る。また、我が国の技術シ
ーズについては、我が国企
業等の技術面談や、技術分

野ごとの技術シーズ 調査
等を通じ、より能動的に収
集する。 
 
・また、資源国等と我が国
企業、大学及び公的研究機

関等との技術交流・人的交
流の場として JOGMEC テ
クノフォーラム 2016 を開

催する。本フォーラムによ
り、技術開発等の共同研究
実施に向けた交渉を促進

し、機構の他事業等におけ
る交渉のきっかけを創出す
る等、我が国と資源国等と

相互に有益な関係の強化を
1 件以上目指す。 
 
・昨年度まで実施してきた
フェーズ 1 技術開発案件に
ついては、フェーズ 2（技

術実証試験）へと展開させ
ることを目指す。また、フ
ェーズ２として実施中の案

件については、上記技術ニ
ーズ調査も踏まえて開始や
継続の判断を、外部評価も

考慮して、その技術実証試
験を着実に実施する。 
 
・技術ソリューション事業
技術開発・実証プログラム
において開発中の先端技術

等を取り入れた技術 ソリ
ューション研修を通じて資
源国等のニーズを収集・分

析する。さらに、資源国等
のニーズに対応 した技術
ソリューションに関する研

修生との議論を通じて、資
源国等の人材育成と人的ネ
ットワークの構築を促進

し、資源国等との関係強化
を図る。 
 

Innovative Technology Workshop」を 2 月に開催。並行して
行われた交渉の結果、セラミック膜随伴水処理技術について
小規模実証試験をアブダビ陸上フィールドで実施する判断が
下され、実証が確定。また、CO2分離膜技術(DDR膜)の実証に
向けて具体的協議を開始。 
 
 
 

 (3)技術開発・人材育成 
・技術開発プロジェクト
について、技術課題・分

野等を選別した上で、①
権益の獲得や資源 量の
拡大に繋がる技術的優

位性があるか、②民間企
業との適切な役割分担
が図られているか、とい

う観点から優先度や必
要性を精査し、実施す
る。 
・特に低油価環境下にお
ける我が国企業のニー
ズを踏まえた技術課題

に重点を置いた技 術開
発を行う。  
・技術開発の進捗等を定

期的に評価することに
より、技術開発プロジェ
クトの選択と集中を図

っていくとともに、技術
開発の成果について的

(3)技術開発・人材育成 
技術開発プロジェクトに
ついては、我が国の資源

開発会社による権益獲
得・延長や資源量の拡大 
に繋がる技術優位性があ

るかという観点や民間企
業・大学・公的機関等と
の適切な役割分担等が 
図られているかという観
点から、成果が見込める
技術課題・分野等を選

別・重点化した上で実施 
していく。 ・特に低油価
環境下における我が国企

業のニーズを踏まえた技
術課題に重点を置いた技
術開発を行 う。 ・上記

観点から、増進回収法、
非在来型油ガス田開発技
術、海洋開発技術、環境

対策技術を最重点 技術
分野とし、具体的なプロ

(3)技術開発・人材育成 
・我が国の資源開発会社に
よる権益獲得・延長や可採

埋蔵量の増大に繋げるため
に、政府の資源外交と 連携
を図りながら、技術ロード

マップを作成し技術課題等
を選別・重点化して実施す
る。特に低油価 環境下にお

ける我が国企業のニーズを
踏まえた技術課題に、より
重点を置いた技術開発を行

う。さら に各技術開発プロ
ジェクトの進捗等を随時把
握するとともに、成果を定

期的に評価して実施に反映
すること等により、技術開
発の効率性を高めていく。  
・増進回収法（ＥＯＲ）に
関しては、二酸化炭素圧入
による増進回収に係るアブ

ダビ国との共同研究を 継
続し、アブダビの油田にお

(3)技術開発・人材育成 
＜主な定量的指標及び評価の
視点＞ 
[定量的指標] 
1.我が国企業等との共同研究
（操業現場支援１件含む）を２

件以上実施 
2.非在来型油ガス田開発技術
に関して我が国企業の共同研

究を３件程度継続 
3.非在来型油ガス田開発技術
に関してマイクロサイスミッ

ク評価技術に関する技術支援
を新規に１件実施 
4.特許申請を年４件実施 
[定性的指標] 
5.28 年度事業計画の実施 
 
＜評価の視点＞ 
5-1.進捗等定期的に評価し技
術開発の効率性が向上 
5-2.相手国からの高い評価 
5-3.技術的ブレークスルーの

(3)技術開発・人材育成 
 
1. ロシアで増進回収法、カナダでシェール関係、東南アジア
で海洋開発、アブダビで環境対策、国内、カタールで操業
現場支援の計６件の共同研究を開始。 
 

2. カナダおよび米国において非在来型油ガス田開発技術にお
けるプロジェクトの開発最適化に資する計 3 件の研究を継
続。 

 
3. カナダ国において三菱商事等と新たに共同研究契約を締
結。マイクロサイスミックのデータを用いてフラクチャリ
ングの最適化等の技術研究を１件実施。 

 
 
4.特許申請を 8 件実施（内 1 件は JOGMEC 単独）。 
 
5-1 事業計画等に基づき、我が国の資源開発会社による権益
獲得・延長や資源量の拡大につながり、技術優位性・十分な
成果が見込まれる観点等からプロジェクトを実施。さらに我
が国企業のニーズを踏まえ、低油価環境に即応する技術開発
を実施。JOGMEC として取り組む技術開発の考え方「①埋
蔵量増大・産油国との関係強化に貢献する、②低油価環境を

（３）技術開発・人材育成：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度は 
1.我が国企業等との共同研究（操業現場支援含
む）実施件数（定量）：300%（目標 2 件に対し 6
件） 
2.非在来型油ガス田開発技術に関して我が国企
業等との共同研究を継続（定量） ：100%（目標
3 件に対し 3 件） 
3.非在来型油ガス田開発技術のマイクロサイス
ミック評価技術に関する技術支援を新規に１件
実施（定量）：100% 
4.特許申請件数（定量）：200%（目標 4 件に対し
8 件） 
と、定量的指標に基づく達成状況は、120%を大
幅に上回る達成度であった。 
5.定性的指標において以下のように計画を上回
る成果を上げた。 
5-1 内容面として、事業計画等に基づき、我が国
の資源開発会社による権益獲得・延長や資源量の
拡大につながり、技術優位性・十分な成果が見込
まれる観点等から、プレビュー会議、レビュー会
議を開催し、その実施意義や成果見込等について

＜評定に至った理由＞ 
・6 か国との 9 件の MOU 等締結。ロシア、
モザンビークなどの首脳外交や今後の協力
事業の進展に向けた資源外交に貢献。 

・2018 年のアブダビ海上油田権益の再獲得に
向け、ADNOC・CEO を TRC に招き、
JOGMEC が実施している技術協力の成果
を示すことにより貢献。（再掲） 

 
・産油国技術者研修を通じ産油国の技術人材
育成に寄与するとともに産油ガス国との関
係強化を図った。 

・技術ソリューション研修を通じアブダビの
技術人材育成に寄与。 

・国内研修を通じ、国内人材育成を図った。 
 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
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確に把握することによ

り技術開発の効率性を
高めていく。 
・技術開発により蓄積さ

れる知見や手法等につ
いては、出資や債務保証
等のリスクマネー供給

の審査能力の向上にも
活用する。 

ジェクトを選定する。 ・
その際、技術開発の進捗
等を定期的に評価するこ
とにより、技術開発の選

択と集中を図っていく 
とともに、技術開発の成
果について的確に把握す

ることにより技術開発の
効率性を高めていく。 さ
らに、技術開発の成果は

リスクマネー供給事業等
における技術審査・評価
能力向上に活用する。 ・
上記に係る我が国企業等
との共同研究を中期目標
期間内に１２件以上実施

する。 ・技術開発の成果
については、知財方針に
基づいて知的財産の確保

に努めることとし、成果
の有効 性を踏まえた上
で、中期目標期間内に特

許申請を２０件以上実施
する。  
 

ける我が国資源開発会社の

権益延長等を支援する。具
体的にはパイロット試験実
施時のモニタリング等に係

る技術開発を行う。また低
塩分濃度水を用いたＥＯＲ
に係るベトナム国との共同

研究の着実な実施、更に我
が国企業が各国で目指して
いるＥＯＲ事業実施に向け

た技 術的な支援等を行う。
これらの技術支援の実施に
より、我が国が優位性を持

つ技術を産油国に示して、
我が国の資源開発会社によ
る権益獲得・延長を目指す。 
・非在来型油ガス田開発技
術に関しては、我が国企業
が参画するシェールガス／

オイルプロジェクト につ
いて、スィートスポット探
査、油層内シミュレーショ

ン等の技術開発３件の継続
に加え、マイクロサイスミ
ック評価技術に関する技術

支援を新規に１件実施し、
我が国企業が権益を持つプ
ロジェクトの可採埋蔵量増

加や開発コスト削減に資
す。また成果を機構のリス
クマネー事業の技術審査、

評価 能力向上に向け提供
していく。 
・海洋開発技術に関しては、

氷海開発について、我が国
企業が参画する北東グリー
ンランド沖における 既存

プロジェクト支援等のた
め、北極圏の氷況把握・分
析を継続して実施する。ま

た大水深開発については、
浮遊式構造物に係る開発コ
ンセプトの位置保持やライ

ザー等に関する安全性・稼
働性評価 研究等を継続し
て実施し、我が国企業のプ

ロジェクト支援に資す。 
・環境対策技術に関しては、
我が国企業が抱える随伴

水・スラッジ処理技術等の
環境関連の技術課題を抽出
し、我が国企業と共に生産

効率向上に向けた課題解決
のための研究を実施する。  
・我が国企業が国内外の操

業現場で抱える技術的課題
を解決するため、操業現場
技術支援事業を１件 程度

実施する。 
・上記に係る我が国企業等
との共同研究を新たに計２

件程度実施する。  
・我が国企業（石油開発、
サービス、エンジニアリン

グ等）との間で、低油価の
環境下における技術動 向
の把握と技術課題の摘出等

に関して個別に情報・意見
の交換を行う。  
・研究開発の結果得られた

特許等について、企業から
の申請に基づき、実施許諾
を行って普及を図る。平成

実現 
5-4 日本企業による活用 
5-5 研究開発成果の事業化の促
進 
＜アウトカムの視点＞ 
6.安定的かつ低廉な石油・天然
ガス供給の確保 
7.自主開発比率向上・供給源の
多角化 
8.資源国における権益獲得・延

長 
9.国内資源の開発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

踏まえ開発・操業コストの削減に資する、③リスクマネー供
給支援強化に備え、上流投資の重要な判断材料となる地質評
価技術向上」を踏まえ、民間各社・産油国から要望のあった
技術開発案件に対して、目標とする成果とタイミングを明確
化するとともに、成果のインパクト、成果の実現性などの観
点から分析し、現時点で注力して取り組むべき重要案件を抽
出して技術開発ロードマップを作成。 経済産業省の総合資
源エネルギー調査会 資源・燃料分科会（9 月 1 日）にて公表。
また個別の技術案件について、理事長の下でプレビュー会議、
レビュー会議を開催し、その実施意義や成果見込等について
定期的に評価し、技術開発の実施に反映。 
 
5-2,5-3,5-4,7,8. 増進回収法については、2003 年から CO2 圧
入による増進回収（CO2EOR）の共同研究をアブダビﾞ国営
石油会社(ADNOC）と実施。2015 年 4 月の巨大陸上油田群
の権益取得に関連し、増進回収に係る技術の現地での実証試
験や適用を目指したアブダビ国との共同研究実施が継続され
る等、我が国の資源開発会社の権益延長・獲得に資す
JOGMEC 石油技術開発の得意分野の一つで、国際的に高い
評価。 

（a) アブダビ陸上油田を対象に CO2EOR モニタリングに関
する共同スタディを同国国営石油会社 ADNOC、ADCO と実
施。最先端技術の統合解析により、最適化に向け進展。我が
国が権益を有する陸上油田の増産に向け貢献するとともに、
ADNOC、ADCO との関係を一層強化。 

(b) 2015 年からベトナム国営石油会社傘下の研究機関と環境
に優しく、コストが安く低油価環境下に適した低塩分水攻法
の適用性評価スタディを実施し、ベトナムとの関係強化。 
(c)カナダの公的研究機関と共同で、貯留層の連続的なモニタ
リングのために開発された地表固定型の新震源(アクロス)の
実証試験をカナダの CO2 圧入フィールドで実施。 
(d)ADNOC の方針変更による実施延期に伴い、ADCO の陸上
CO2EOR パイロットテストへの技術協力を交渉し、アブダ
ビ側の意向を受けワークショップ等を現地にて開催。 
(e)ロシア国営石油ガス会社ガスプロムネフチと EOR スクリ
ーニング共同スタディを新規に開始し我が国企業の権益確
保等に向け、産油ガス国国営石油会社との関係を一層強化。 
(f)インドネシア（プルタミナ）と EOR に関連した共同研究
について協議。   
(g)INPEX 豪州イクシスガス田を対象に、貯留層モニタリン
グに係る共同スタディ継続。 
 
5-3,5-4,5-5&7 JOGMEC はシェールガス/オイルの開発に
ついて、スイートスポット選定・水圧破砕油層シミュレーシ
ョン・マイクロサイスミックに係る最先端の技術を開発、生
産量増加・コストダウンに資すことを目指し、以下(a)～(e)
の我が国企業のプロジェクトに適用。低油価環境下における
我が国企業のニーズに応じ技術支援し、プロジェクトの円滑
な遂行に大きく貢献。 
(a)カナダでの三菱商事他との共同研究において、スイートス
ポット評価と水圧破砕最適化の研究結果を報告。数十億円の
開発費削減に繋がると共同研究先から感謝のレター受領。 
(b)米国で水圧破砕亀裂をモデル化したシミュレーションを
JAPEX 他と実施。水圧破砕と生産性の関係が明らかになり
つつあり、水圧破砕および坑井デザインを提言。 
(c) INPEX 等とのカナダでのシェール共同研究を実施し、複
数ある鉱区の地区や地層によって異なる生産性の違いを明
らかにし、最適開発計画の策定が目標。 
(d)カナダ国モントニー地区において三菱商事等と新たに共
同研究契約を締結。マイクロサイスミック等の各種データを
用いてフラクチャリングの最適化等の技術研究を実施。 
 
5-4,5-5 海洋開発技術については、以下の我が国企業が権益を
有する海洋における探鉱開発プロジェクトの推進に貢献。 
(a)東南アジア海域プロジェクトを対象とした我が国企業
（JX)との共同研究を開始し、FPSO 及びサブシー技術等に
関する課題を抽出。 
(b)大水深開発技術において、開発コンセプトに係る安全性・
稼働性評価に関する研究を継続実施。今年度は浮体式掘削・
生産設備の係留索破断事故調査を実施。更に、(a)に関連した
FPSO の安全性・稼働性評価スタディを実施。得られた成果
を我が国企業へ提供。 
 

定期的に評価し、技術開発の実施に反映する等、
的確に実施していると認められる。また我が国企
業のニーズである低油価環境に即応する技術開
発を実施していること、民間各社・産油国から要
望のあった技術開発案件に対して技術開発ロー
ドマップを作成し公表していることは、技術開発
を効果的に実施する上で高く評価される。 
5-2,5-3,6,7,8. 増進回収法において、我が国海上
巨大油田権益の確保に資するアブダビとの
CO2EOR に係る共同研究が進展し、更に同国の
ニーズを踏まえたワークショップを現地で実施
していることは、2018 年の海上油田の権益延長
に向け一層の関係強化に貢献したと認められる。 
5-3,5-4,5-5&7 非在来油ガス田開発事業におい
て、北米での探鉱開発の最適化に向けた研究が、
低油価環境下における複数の我が国企業に活用
され、数十億円単位の開発コスト削減に直結する
等、我が国企業の円滑なプロジェクト実施に大き
く貢献していることが高く評価される。 
5-4,5-5 海洋開発技術において、JOGMEC が培
っている技術・ノウハウが我が国企業の海洋にお
ける実探鉱開発プロジェクトへの適用の円滑な
推進に貢献しつつあると認められる。  
5-4,5-5.操業現場に不可欠な環境対策技術で原油
スラッジの削減技術の開発に着手し、原油スラッ
ジを削減、販売油とするための再原油化技術を確
立できる見通しを得たことは我が国企業に対す
る技術支援の観点から評価できる。 
5-4,5-5&7&9 操業現場支援事業では、２７年度
からの国内の低浸透貯留層の研究開発の成果を
活かし、アブダビ国ウムアダルク油田の開発への
ノウハウ適用により権益維持並びに権益比率の
増大（12%→40%）の一助となった事業、環境に
優しく大消費地近傍に位置し最も安定的な持続
的な国内資源である水溶性ガス田の増産に向け
た研究開発事業、石炭の廃山に存在する国内初の
ＣＢＭの採取に向けた事業を３件とも完遂する
等、貴重な国産資源の開発に向け大きく前進した
と認められる。 
5-4.技術協議会等により、低油価環境下における
我が国企業の支援に係る技術課題等が十分に把
握されたと認められる。 
10.定性的指標において以下のように計画を上回
る成果を上げた。 
10-1,人材育成事業について、大学における各種
講座、基礎講座、インターンシップ、専門講座、
ウェルコントロール講座を実施し、高い評価を得
て、国内の資源開発分野での基盤つくりに貢献し
たと認められる。 
10-1,&13.国内人材育成事業は、JOGMEC の専
門的な土台を活用し、特に重要分野である検層技
術と掘削技術について、集中的な研修を実施し、
受講者の高い評価を得たと認められる。また業界
へのヒアリング等を踏まえて新規に 「掘削エン
ジニアコース」を開設することとし、プレ講座を
開催する等、国内技術者研修の一層の充実が図ら
れ、我が国企業の資源開発力の向上というアウト
カムの実現に向けて質的に著しい成果を上げた
と認められる。 
 
 
以上、平成 28 年度実績の目標に対する達成率に

ついて、アウトプット指標に基づく達成状況が平

均して120%以上を大きく超える実績を上げたほ

か、内容面においても、技術開発において我が国

企業の支援や産油国との関係強化に大きく貢献

し、かつ権益維持や国内資源の開発というアウト

カムが一部実現されたこと、また人材育成事業に

おいても研修内容の一層の充実が図られる等、量

的・質的に著しい成果を上げた実績を勘案して、

当該事業の評定を A とした。 

・上部ザクム油田権益延長に貢献したことは
評価されるが、その後の協力事業は停滞。
今後の CO2-EOR 協力事業については再考
が必要。 

・技術開発と技術協力の区分を明確化するこ
とが必要。 

・技術人材育成は重要であり、評価される事
業である。 

・内容がマンネリ化しないよう随時見直しを
図っていくことが必要。 

・LNG 戦略を踏まえ、上流技術だけではなく、
中下流の技術研修も取り入れていくべき。 
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２８年度に４件程度の新規

特許出願を行うと共に、研
究成果については知財権の
確保に留意しながら、成果

の事業化の観点から論文等
の形式で適宜発表するよう
に管理する。さらに技術開

発における知財の活用を促
すため、知財研修を実施す
る。 

5-4,5-5 環境対策技術については、アブダビ石油（株）の原油
タンク底に堆積した原油スラッジの産業廃棄物費用削減に向
けて、株主であるコスモ石油（株）と共同研究として、原油
スラッジ削減技術の開発に着手。ラボレベルの実験の結果、
原油スラッジを 50%以上削減、40%以上の油分の回収に成功
し、販売油とするための再原油化技術を確立できる見通しを
得る成果。低油価環境における我が国企業の操業コスト削減、
環境負荷低減に向け貢献。 
 
5-4,5-5&7&9 操業現場技術支援事業については、我が国企業
がオペレーターとして携わっている国内外の操業現場で抱
える技術的課題解決のため操業現場技術支援事業を公募で
実施し、貴重な国産資源の開発に資すと共に、低油価環境に
おける我が国企業を技術支援。 

(a)平成 27 年に採択した３件の国産資源の開発・生産につい
て、継続して支援を実施。 
①「かん水還元強化によるガス増産検討のための基礎調査」
（H27.10～H28.8）：南関東ガス田を対象として環境に配慮し
た持続的天然ガス開発の可能性を検討。 
②「八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試験」
（H27.9～H28.9）：低浸透率貯留層フィールドである八橋油
田群の北秋田地区においてパイロット坑井を掘削、データを
収集し、回収率向上に最適な生産性の改善技術の確立のため
スタディ・評価実施。国内資源開発に資すと共に、成果を同
様の地質構造を有するアブダビ国ウムアダルク油田の権益維
持や開発に向けて活用し、同油田の権益維持に間接的に貢献。 
➂「国内ＣＢＭ開発に係る技術研究（夕張地域調査井）」
（H28.3.～H29.1.) 北海道夕張地域の元炭田に賦存するＣＢ
Ｍの開発・事業化の可能性を検討するため調査井掘削等。 
(b)平成 28 年度は２件を以下の採択し、スタディを実施中。 
④「八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試験
（Phase2）」（H28.10～H29.9）八橋油田群北秋田地区の回収
率向上に最適な生産性改善技術確立を目標に実施。                                                                                                                                                                                                                                                                                          
⑤「カタールにおける原油アスファルテン処理技術の研究
（H29.3.～H29.10) カタール国のカタール石油開発(株)の
原油生産施設配管内のアスファルテン処理技術開発。 
 
5-4,技術協議会として、我が国企業 23 社（石油開発系 12 社、
エンジ・サービス系 11 社）と個別に意見交換を実施。特に低
油価下における各社の技術課題や JOGMEC に対するニーズ
等を把握し、我が国企業支援に資す研究課題の選定等に活用。 
 
2.知財活動 
(a)実施許諾収入：シェール開発に活用されている Geo-Pilot
（傾斜坑井掘削制御装置）等 
293 百万円（平成 27 年度 506 百万円）（平成 13 年度からの
累計収入額 69 億円）。 
(b)特許出願件数：出願実績は 8 件(平成 27 年度実績 4 件）で、
民間企業との共同出願７件。 
(c)学会講演/論文発表件数：98 件（うち 72 件は JOGMEC 職
員が著者）。 
(d)機構全体向けの研修（米国特許の活用）を 1 回実施。知的
財産への理解を深め、知財の活用に貢献。28 年末までに、
TRC 職員向け勉強会 2 回と、機構全体向けの研修１講座を実
施。 

 ・我が国企業に必要な人
材を安定確保できる環
境整備のため各分野で

求められる知識・スキル
等の整理、地質・資源工
学等の資源開発分野の

産学連携での人材育成
等。 
 

・学生への講義・研修機
会の提供、石油業界技術
者に対する研修・現場派

遣等による教育、ベテラ
ン技術者による研修実施
体制の強化、研究テーマ

に合わせた技術者の任期
付き採用等、地質や資源
工学等の資源開発分野に

おける産学連携による人
材育成等実施。 

・我が国企業の資源開発能
力を向上させるために、我
が国企業が国内外での資源

開発プロジェクトを 実施
していく際に必要となる人
材育成として、大学との連

携による学生への講義・研
修の提供、関連 業界技術者
等に対する研修等を実施す

る。  
・日本人技術者が不足して
いる検層解析技術や掘削技

術について、最先端のシミ
ュレータ等を活用し た関
連業界技術者等に対する研

修等を実施する。 
 

 [定性的指標] 
10. 平成 27 年度事業計画の実
施 
[評価の視点] 
10-1 大学、民間企業から高い
評価を受けたか 
＜アウトカムの視点＞ 
11.安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 
12.自主開発比率の向上・供給
源の多角化 
13.日本企業の資源開発力の向

上 

10.-1 学生育成：京都、九州、千葉大学において、石油開発技
術に関する講義を実施。   また、早稲田大学において、
JOGMEC 講座「石油・天然ガス開発技術の最先端（講義全
15 回及び現場見学会）」を実施。テキスト及び講義内容を独
自に構築することで、石油開発分野における先端的な技術・
知見を紹介。またインターンシップとして 2 名を受入れ、国
内の資源開発分野での基盤作り(人材育成)に貢献 
 
10-1,基礎講座Ⅰ・Ⅱ及び現場見学（新潟県）の実施：JOGMEC
職員が講師となり JOGMEC、国内石油開発企業の事務系・
技術系職員の他、異業種（エンジ会社、商社、監査法人、造
船会社等）からも幅広く参加。石油開発業界に対する理解向
上、裾野拡大に貢献。 
また専門講座（地質・物探・油層・掘削・生産）11 講座、ウ
ェルコントロール講習会(※)10 講座を実施し、受講者から高
い評価。 
※受講者には「国際掘削技術者協会（IADC）」の認証資格
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(「WellSharp」)が発行、授与される。2 年に 1 度更新され、
HSE 操業上の必須となる資格であり、JOGMEC は日本唯一
の当該資格発行体。WellCAP 資格変更後の WellSharp 資格
認証取得済み（上級・中級）。 
 
10-1,&13.国内資源人材育成：国内外の油ガス田において我が
国企業がオペレータシップをもち主導的に操業する可能性が
高まっており、JOGMEC の専門的な土台を活用し、特に重
要分野である検層技術と、掘削技術については世界最先端の
シミュレータを用いて、集中的な研修を実施。 
石油開連業界技術者等に対する人材育成の基礎を構築し、受
講者から高い評価を得て、我が国企業の資源開発力の向上に
貢献。 
(a)掘削クルーコース：平成 27 年度に講座開設。DS5000 コ
ース 1 回開催し、受講者から高い評価を得た。また JOGMEC
地熱部門の掘削研修「地熱掘削技術者養成コース」の試験開
催にも協力。 
(b)掘削エンジニアコース：業界へのヒアリング等を踏まえ、
機構掘削担当者により講座内容検討・テキストを作成しプレ
講座を開催。 
(c)検層技術コース：検層解析評価コースを開催し、受講者か
ら高い評価を得た。 
 
 
＜その他事項＞なし 

 (4)情報収集・提供 
・公的知識・情報センタ
ーとして①政府の資源

外交戦略の検討・立案、
②上流各社等の探鉱・開
発戦略の検討・立案に対

してニーズにあった情
報提供機能の強化。 
・①資源外交や我が国企

業支援を通じた「生きた
情報」の集積・迅速な情
報提供、②海外事務所等

を活用した資源国政府
や現地開発企業等との
情報網の構築・強化、③

内外専門家のネットワ
ーク化、リテイン情報の
組織的・定例的な提供。 
・情報の質、適時性等は、
情報提供ホームページ
へのアクセス者や報告

会参加者に対するアン
ケート調査を行い、肯定
的評価を 75%以上。 
 

(4)情報収集・提供 
・探鉱・開発関連情報に
関する公的知識・情報セ

ンターとして、我が国企
業・政府のニーズに合致
した「生きた情報」提供。 
・必要な専門人材確保・
育成・配置。 
・海外事務所等活用によ

る資源国政府や現地開発
企業等との情報網構築・
強化、内外専門家ネット

ワーク化等。 
・情報分析結果のデータ
ベース化促進 
・政策当局向け地域別・
分野別報告の適時実施。 
・我が国企業・関係機関

の要請に応じた報告・講
演等実施。月例動向報告
を除く当該報告、講演等

の年間 13 件以上実施。 
・重点技術分野に関する
フォーラムやワークショ

ップ等を開催、海外専門
家招聘、コンサルタン
ト・研修講師活用等での

内外技術者のネットワー
ク化、各種技術 DB 等の
更なる高度化、インター

フェースの改善による情
報ネットワークの拡充。 
・アンケート調査実施に

よる満足度（肯定的評価
75%以上）とニーズ把握
を行い必要な見直し改善

を実施。 

(4)情報収集・提供 
・政府の資源外交戦略の検
討・立案や、日本企業によ

る権益獲得・延長や探鉱・
開発事業への参画を目指
し、「生きた情報」を収集し、

タイムリーに提供。 
・専門的知識を有する人材
の育成や海外事務所等を通

じた資源国政府や現地開発
企業との情報網の構築・強
化。 
・政策当局に対しては、そ
の資源外交遂行上のニーズ
の把握に努め、地域別、分

野別の報告を適時実施。 
・日本企業等に対しては、
報告、講演等を実施し、政

府の資源確保戦略の策定、
企業の探鉱・開発戦略に貢
献。 
・報告、講演等を 13 件以上
実施する。 
・石油、金属、石炭部門で

のシナジー効果を生み出し
つつ、専門家間の人的ネッ
トワークを構築。 
・我が国企業、学会等に対
して、成果報告や最新技術
紹介等を実施。 
・ホームページへのアクセ
ス数の増加を図るととも
に、アクセス者、対外国際

石油・天然ガス動向報告会
参加者等に対してアンケー
ト調査を実施し、肯定的評

価を 75％以上得る。 

(4)情報収集・提供 
[定量的指標] 
1. 政策当局や我が国企業に対

する調査報告書や講演等を
通じてタイムリーな情報提
供を行う（13 件以上） 

2.満足度等のアンケート調査
を実施し、肯定的評価 75％以
上を得る。 
 [評価の視点] 
1-1 政策立案への貢献 
1-2 我が国企業参入促進への貢

献 
1-3 効率的な事業実施への貢献 
【定性的指標】 
3. 平成28年度事業計画の実施 
[評価の視点] 
3-1. 専門家間ネットワーク構

築 
3-2. 原油価格動向・石油市場
構造の分析とタイムリーな提

供 
3-3. 国・地域動向、企業戦略、
天然ガス内外情勢の情報収

集・分析、提供 
3-4. 情報発信ツールを用いた
成果報告、最新技術紹介等 

 
＜アウトカムの視点＞ 
4. 政府の施策立案への貢献 

(4)情報収集・提供 
 
1. 政策当局や我が国企業等に対し、その求める内容の報告や
講演等を 21 件実施し、権益獲得に向けた政策立案等に貢献
すると共に、権益獲得が期待される我が国企業による石
油・天然ガス資源開発を支援。 

2. ・機構職員による対外国際石油・天然ガス動向報告会、海
外専門家を招聘しての国際セミナー、機構職員による石
油・天然ガス動向等に関する最新レポートの提供について、
アンケートで 90％の肯定的評価。 

 ・「JOGMEC-TRC ウィーク 2016」を本部及び TRC にお
いて 4 日間開催（10 月）。平成 27 年度技術本部活動報告、
話題の研究テーマに係る 7 件のフォーラム、ポスターセッ
ションを通じた技術発信、技術者ネットワーク構築を実施。
406 名が参加し、85％の肯定的評価。 

 
1-1.  政策当局からの要請に応え、地域・国別の最新動向、

IOC・NOC の投資戦略、M&A や提携等の事業環境につい
て情報の整理・分析を行い、説明を実施。資源外交やエネ
ルギー政策の立案、機構法改正に資した。 

 
1-2. 上流権益取得支援に向けた事業・投資環境 （例）各
国 NOC、IOC の活動、原油・天然ガス／LNG 需給、インフ
ラ整備、対ロシア制裁・イラン入札等 の調査分析、報告を
実施。核開発に関する制裁解除後のイランの動向、対ロシア
経済制裁と同国石油産業の動静、大統領交代後のブラジルの
外資導入促進など産油国の新たな動きや、原油市場の動向な
どを分析してタイムリーに提供。また企業の要請に応じた報
告を個別に行うなど、我が国企業の参入促進に貢献。 
1-3. 作成したレポートは全てホームページで公表すると共
にメールマガジンで告知。読者は、公表されたレポートを
素早く認知し、タイムリーに情報を取得。 

 
3-1. 米国新政権の発足後素早く同国のエネルギー政策の動
向、中東産油国への対応等に関する国際セミナーを、海外専
門家を招聘して開催（平成 29 年 2 月）。ロシアセミナーを主
催し、トランプ政権発足以降の米露関係の展望と対露経済制
裁の見通しについて報告（同年 3 月）。また、米国エネルギー
省エネルギー情報局長官の訪問を受け、米国シェールオイル
生産の現状及び今後の見込み等について意見交換を実施。 
 
3-2. 低油価環境下における石油市場の総合的な分析を継続
して実施。平成 28 年度は、特に米シェールの動向及び産油
国の財政・投資について分析を深め、その結果を政策当局
に報告。また、国際石油・天然ガス動向報告会での報告や
個別企業等の要請に基づく意見交換を実施。 

 

（４）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
1. 平成 28 年度に 21 件の報告・講演等を実施し、
目標に対する達成率が 162％となった。 
2. 平成 28 年度に実施したアンケート調査で
90％の肯定的評価を得て、目標に対する達成率が
120％となった。 
また、「JOGMEC-TRC ウィーク 2016」で実施
したアンケート調査で 85％の肯定的評価を得
て、目標に対する達成率が 113％となった。 
1-1,1-3.アウトプットの内容面として、石油・天
然ガスをめぐって国際的に大きな動きがある中
で、我が国政府機関や関係業界等のニーズに合致
したトピックスについて詳細に調査・情報収集
し、分析結果をタイムリーに提供。機構法改正に
よるリスクマネー供給強化に資する情報を継続
的に提供し、政府の政策立案への貢献を果たした
ものと評価される。また、メールマガジンにより
読者は直ちにレポートにアクセスすることがで
き、報告やレポートの内容向上と共に、アンケー
ト結果の向上につながっていると評価。 
1-2.これらの情報提供を通じて、国の資源外交や
探鉱・開発支援等の政策立案の一助とし、我が国
企業の探鉱・開発戦略策定に貢献。 
3.定性的指標においても以下のように計画を上
回る成果を上げた。 
3-1.  米国新大統領就任というタイミングでオ
ックスフォード・エネルギー経済研究所所長など
著名な海外専門家を招聘して国際セミナーを開
催し、タイムリーな情報提供を実施。また、ロシ
ア専門家を招いての講演会、米国エネルギー省高
官との意見交換実施など、有効な専門家間ネット
ワーク構築が行われていると評価される。 
3-2.  石油市場分析は、米国シェールオイル生産
に係る企業財務、技術進展、コスト削減、埋蔵量
という視点を加味し油価に応じた供給量の変化
の試算を行った一連の報告であり、業界誌で取り
上げられ、また個別企業から経営陣向け説明会の
開催を依頼される等、対外的にも大きな反響を得
たことは、アウトカムの実現に向け質的に顕著な
成果を上げているものと判断される。 
3-3. 上流権益取得支援に向けた事業・投資環境
の調査分析、報告では、特に、核開発に関する制
裁解除後のイランの動向、対ロシア経済制裁と同
国石油産業の動静、大統領交代後のブラジルの外
資導入促進など我が国企業の新規参入に資する
情報や、原油市場の動向などを分析してタイムリ

＜評定に至った理由＞ 
・機構法改正に際し、経済産業省からの要請
に応じ、国営石油企業等の投資戦略や M&A
等の事業環境についての情報整理・分析等
をタイムリーに行い、政策立案に貢献。平
成 28 年 6～7 月に法改正を具体的に検討し
始め、同年 10 月に閣議決定というスピード
感のある法改正の実現に当たって、
JOGMEC の情報提供機能が鍵となった。 

・上流権益取得支援に向けた事業・投資環境
の調査分析を実施。特に、制裁解除後のイ
ランの動向、対ロシア経済制裁と同国石油
産業の動静、大統領交代後のブラジルの外
資導入促進など我が国企業の新規参入に資
する情報等を提供。 

 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 

・低油価という、産油国や国際石油企業等の
上流資産取得にとっては好機を活かすた
め、我が国上流開発企業の権益獲得を通じ
た国際競争力の強化を図っていくために
は、産油国や国際石油企業等の動向を綿密
に把握していくことが必要。 
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3-3. レポートを 124 本公表し、石油・天然ガス関連トピック
スの直近の動向について情報提供・分析すると共に、電子
化した定期刊行物（石油・天然ガスレビュー）を隔月に 6
回発行。詳細な情報、深く掘り下げた分析を提供。 

・対外国際石油・天然ガス動向報告会を計 11 回開催（参加者
総数 1,875 名、平均 170 名）。「8 年ぶりの減産合意に踏み
切った OPEC」、「米国大統領選挙結果によるエネルギー需
給、産業への影響」、「英国の EU 離脱問題が石油・天然ガ
ス開発に与える影響について」など、石油・天然ガスに関
するトピックスのうち国際情勢等に影響が大きいと思われ
るものについて、最新動向を提供。また、天然ガス（LNG）
権益取得支援の一環で、「天然ガス・LNG に関する最新動
向」報告及び、今後の需要動向調査として「石炭と天然ガ
スの競合分析」を、特に天然ガス産業界（供給）動向、ア
ジア太平洋地域の消費、発電コストの比較等を行いながら
実施。 

 
3-4. 技術情報の発信として、本部及び TRC において
「JOGMEC-TRC ウィーク 2016」を開催（10 月 11～14
日）。H27 年度技術本部活動報告、話題の研究テーマに係
る 7 件（タンハイドレート、操業現場技術支援、環境対策
（CO2、スラッジ）、EOR、ラボ、探査技術、シェール）
のフォーラム、ポスターセッションを通じた技術発信、技
術者ネットワーク構築を実施。参加者数 406 名で、約 85％
の肯定的評価を得た。また「技術本部年報」を例年どおり
発行（配布先：関係企業、機関、大学、海外展示会等）メ
ールマガジンを 7 回発行（27 年度 5 回発行）。ニュース/イ
ベント情報/今後のスケジュール/学会論文発表実績/特許取
得実績/海外技術者研修紹介等を記載しており、配信先は
1,044 件（27 年度 1,125 件）。 

  
4.  政策当局からの要請に応え、地域・国別の最新動向、
IOC・NOC の投資戦略、M&A や提携等の事業環境について
情報の整理・分析を行い、提供・説明を実施。資源外交やエ
ネルギー政策の立案、機構法改正に資した（再掲）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ーに提供。また企業の要請に応じた報告を個別に
行うなど、我が国企業の参入促進に貢献。 
 天然ガスと石炭の需給動向等に関する分析は、
競合するエネルギーを対比する視点が需給見通
しを考える上で重要であることを改めて明らか
にした点が有益であると評価。これらの情報提供
を通じて、国の資源外交や探鉱・開発支援等の政
策立案の一助とし、民間企業の探鉱・開発戦略策
定に貢献。 
 
3-4. 「JOGMEC-TRC ウィーク 2016」で実施し
たアンケート調査で 85％の肯定的評価を得て、
目標に対する達成率が 113％となった。我が国企
業、学会等に対して、ワークショップの開催、年
報、メールマガジンの発行を計画通り実施。技術
本部年報を配布、またメールマガジンを 7 回配信
する等、成果報告及び最新技術の紹介を遂行した
と認められる。 
 
4. 機構法改正によるリスクマネー供給強化に資
する情報を継続的に提供し、政府の政策立案への
貢献を果たしたものと評価される。 
 
 以上、定量的アウトプット指標に基づく達成状
況が平均して120%以上を超える成果を上げたほ
か、定性面においても世界各国・各地域の動向等
に関する情報を継続的に提供し、国の資源外交や
探鉱・開発支援等の政策立案の一助とし、権益の
獲得、我が国企業の探鉱・開発戦略策定に貢献す
る等アウトカムの実現に向けて顕著な成果を上
げたことから量的・質的実績を勘案して当該事業
評価を A とする。 

 
４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
（リスクマネー） 
平成 28 年度予算額が 344,272,284 千円であったのに対し、平成 28 年度決算額が 35,924,091 千円であったのは、借入未実行等による決算額の減少のため。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

２．石炭資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
２． 石炭資源開発支援 
業務に関連する政策・施策 ・資源確保指針（平成２０年３月、閣議決定） 

・日本再興戦略（平成２５年５月、閣議決定） 
・エネルギー基本計画（平成２６年４月、閣議決定） 
・インフラシステム輸出戦略（平成２６年６月、経協インフラ戦略会議） 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 
第１１条第１項第１号、第３号、第６号、第７号、第８号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー 海外地質構造調査、リスクマネー供給、資源国等との関係強化、情報収集・提供：

0213  ※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
(1)開発移行件数 
（計画値[中期全体]） 

2 件 
中期目標期間内  ― ―   [2 件] 

予算額（千円） 16,368,375 14,457,511 7,906,352 5,969,329  （実績値[累計値]）   0 件[0 件] 0 件[0 件] 0 件[0 件] 2 件[2 件]  
（達成度[進捗度]）  1 件 [0%] [0%] [0%] [100%]  
(2)共同調査実施件数 
（計画値） 2 件/年 ― 2 件 2 件 2 件 2 件  

決算額（千円） 3,014,497 3,179,549 3,049,810 3,046,732 
― 
 （実績値）   2 件 2 件 2 件 2 件  

（達成度）   100% 100% 100% 100%  
(3)JV 案件実施件数 
（計画値） 1 件/年  1 件 2 件 4 件 4 件  

経常費用（千円） 3,072,497 3,253,883 3,104,577 2,914,570  （実績値）   1 件 3 件 5 件 7 件  
（達成度）   100% 150% 125% 175%  
(4)開発可能性調査採択件
数（計画値） 2 件/年  1 件 2 件 2 件 1 件  

経常利益（千円） 2,445    4 14 128,298  （実績値）   1 件 4 件 4 件 6 件  
（達成度）   100% 200% 200% 600%  
(5)コンサルテーション社
数（計画値） 19 社/年  19 社 19 社 19 社 19 社  

行政サービス実施コスト（千円） 

 

    （実績値） ―  19 社 24 社 24 社 28 社  
（達成度）   100% 126% 126% 147%  
(6)協力枠組み構築数 
（計画値[中期全体]） 

5 件 
中期目標期間内  1 件 4 件 7 件 6 件 8 件 

従事人員数（人） 21.02 24.6 25.74 28.58  
（実績値）   3 件[3 件] 8 件[8 件] 7 件[9 件] 8 件[12 件]  

（達成度）   300%[60%] 200%[160%] 100%[180%] 133%[240%]        
(7)モザンビーク研修生数

（計画値) 受入 5 派遣 15   受入 5 派遣 15 受入 5 派遣 15 受入 5 
派遣 15        

（実績値）   ―  －  受入 8 派遣 17 受入 10 派遣 25 受入 10 
派遣 25        

（達成度）   ―   125% 175% 175%        
(8)高度化調査実施件数

（計画値） 8 件/年  8 件 8 件 8 件 9 件 
        

（実績値）   7 件 10 件 13 件 11 件        
（達成度）   88% 125% 163% 122%        

(9)報告会等回数 
（計画値） 4 回/年  4 件 4 件 4 件 5 件        
（実績値）   4 件 6 件 10 件 7 件        
（達成度） 

  ―   ― 100% 150% 250% 140%        
(10)肯定評価（計画値） 75%  75% 75% 75% 75%        
（実績値）   ― 99% 99% 98%        
（達成度）   ― 132% 132% 131%        
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 (1)資源確保への対応 

①地質構造調査等 
・我が国企業による海
外における石炭資源権
益の確保を支援するた
め、地質構造調査につ
いては、我が国企業が
単独では入り込みにく
い地域等で主導的な探
査等を実施するととも
に、民間企業による調
査に対する助成金交付
等を効果的に行う。 
・海外における地質構
造調査及び民間企業の
助成事業については、
中期目標期間内で 2 件
以上の開発への移行を
目指す。 

(1)資源確保への対応 
①地質構造調査等 
・我が国企業のニーズ
を踏まえながら、我が
国企業が単独では入
り込みにくい地域等
で地質構造調査によ
り主導的な探査等を
実施するとともに、民
間企業による調査に
対する助成金交付等
を効果的に行う。 
・地質構造調査、技術
協力、出資・債務保証、
情報収集・提供等の支
援機能を有機的に組
み合わせ、我が国企業
のニーズを踏まえた
適切かつ効果的な支
援を行う。 
・海外における地質構
造調査及び民間企業
の助成事業について
は、我が国企業のニー
ズを前広に把握して、
これを反映して対象
国・地域を選定し、対
象地域の地質構造、石
炭の賦存状況等を的
確に評価することに
より、中期目標期間内
で 2 件以上の案件を開
発へ移行することを
目指す。 

 

(1)資源確保への対応 
①地質構造調査等 
・海外地質構造調査及び
海外炭開発可能性調査に
ついては、石炭市況の低
迷下における企業ニーズ
等を把握するために、上
流権益獲得に関心を示す
石炭関連企業へのコンサ
ルテーションを年間 11社
以上実施する。 
・海外地質構造調査のう
ち、共同調査については、
希少性が高い無煙炭の安
定供給を確保するために
ベトナムにおいて探査を
継続するとともに、モザ
ンビークにおいては最終
年度の調査を行い、成果
の取りまとめを行う。 
・JV 調査については、我
が国企業のニーズが高い
案件の割合を高めるため
に、1 件以上の新規案件を
形成することで、我が国
企業への引継ぎ可能性の
向上を図る。その結果と
して、4 件以上の案件につ
いて、地質構造、石炭の
賦存状況等を的確に評価
するための探査を着実に
実施する。 
・海外炭開発可能性調査
については、現在の企業
ニーズにおいて優先度の
高い炭種が対象であり、
我が国への安定供給に資
する案件を 1 件以上採択
する。そして、採択案件
に対して、原則として月
に 1 回の進捗確認を行う
等、十分な事業管理を行
うことで、開発段階へ移
行 で き る よ う に 努 め
る。・我が国の石炭の安定
供給 
・供給源の多角化に資す
る産炭国を対象に、我が
国企業が調達する石炭の
開発現場や開発案件にお
ける技術的課題の解決や
生産性向上等に資するた
めの支援事業を 2 件以上
実施する。 

 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1.共同調査実施件数 (2

件/年) 
〔評価の視点〕 
1-1我が国企業の関心の
高い地域、従来参入困
難地域。 

1-2産炭国との交渉で生
産的友好的な結論。 

〔アウトカムの視点〕 
1-3 未調査地域、我が国
企業が望む炭質等、特
筆すべき調査。 

1-4 特筆すべき技術的
成果。 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
2.JV案件実施件数(新規

1 件、継続 3 件/年) 
〔評価の視点〕 
2-1積極的な海外石炭セ
ミナー・企業訪問、精
力的な案件形成。 

2-2我が国企業が参入困
難の地域等 

2-3新規調査手法等取入
れ等、特別な取組をし
た調査。 

2-4不断の既存案件見直
し、高い企業ニーズ等
重要案件への支援。 

2-5既存案件調査で特筆
すべき付加価値。 

〔アウトカムの視点〕 
2-6 未調査地域、我が国
企業が望む炭質等、特
筆すべき調査。 

2-7 安定供給・供給源多
角化地域 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 
〔定量的指標〕 
3.開発可能性調査採択
件数(1 件/年) 

〔評価の視点〕 
3-1企業ニーズを踏まえ
た支援設計。 

3-2有望な調査結果の場
合、リスクマネー供給
等の提案への活用。 

〔アウトカムの視点〕 
3-3 高精度の審査実施、
安定供給・供給源多角
化への案件助成。 

3-4 助成の結果、我が国
安定供給に繋がり得
る調査結果。 

3-5 安定供給・供給源多
角化に繋がる地域。 

＜定量的指標及び評価
の視点＞ 

4.コンサルテーション
年間 11 社以上実施。 

〔評価の視点〕 

①地質構造調査等 
＜主要な業務実績＞ 
1.共同調査の実施 

モザンビーク及びベトナムにおいて、当該国政府機関（モ
ザンビーク鉱物資源エネルギー省（MIREME）及びベトナ
ム石炭鉱物産業グループ（VINACOMIN））との共同調査
として実施。 
 

1-1, 1-2 モザンビークについては、同国との関係強化、日本
企業への支援及び原料炭が期待される同国で初期探鉱実施
による将来的な権益獲得などを目的として実施。本事業の
実施にあたっては、同国鉱物資源エネルギー省との協業に
より事業の円滑化及び効率化を達成し、成果を技術ワーク
ショップ等で情報提供を行うことで、同国での石炭ポテン
シャルの評価のみならず、人材育成の観点での知識や経験
を深める上で重要な役割を果たしたとの高い評価を得た。 

・ベトナムについては、希少性・偏在性が高い無煙炭の中で
も、日本企業（鉄鋼会社）などから特に高いニーズがある
ベトナム無煙炭の安定供給確保を目的として実施。特に、
対日無煙炭輸出再開交渉において本共同調査の実績が考慮
され輸出再開が果たされた。共同調査相手方から、本事業
での成果はベトナム炭の輸出再開等の協議に際しても貢献
していることから、相互の持続的な関係形成にあたって非
常に有効であるとの評価を得ており、本共同調査が無煙炭
供給安定性の観点において極めて重要な位置付けにあると
の認識を共有。 

 
1-3, 1-4 モザンビークにおいては、過年度に実施した広域調
査（衛星画像解析及び空中磁気探査）によって有望地区と
して選定したニアサ州において地質構造や原料炭賦存状況
把握を目的としてボーリング調査、石炭性状分析及び資源
量算定等を実施した。また、地質構造調査に基づく断層賦
存状況等の評価に基づき、将来的な炭鉱開発における課題
を抽出したほか、広域的な地質構造発達モデルにより石炭
層等の堆積環境を推定することで、これまで把握されてい
なかった同地域における地質構造に関する基礎的な情報を
収集・整理してカウンターパートに提供。 

・ベトナムにおいては、過年度に調査対象鉱区南部で捕捉し
た炭層の延長を確認するためのボーリング調査を実施し、
坑内採掘の対象となり得る優勢な炭層を捕捉したほか、比
較的浅所に厚い炭層が分布する同鉱区南西部において、露
天採掘ピットの設計を実施。また、当該調査対象鉱区に隣
接する未探鉱地域において、予察的な地質調査を実施し石
炭層露頭を複数確認したほか、炭層が緩傾斜で賦存してい
ることが推測されたことから、今後新たに物理探査の実施
することで、炭層の賦存深度や傾斜を広域的に把握するこ
とが重要である旨をカウンターパートに対して提案し高い
評価を得た。 

・その他、共同調査の対象地域の多角化や炭種の多様化を目
指し、新規の大型案件が期待されるロシアにおいてプロジ
ェクト形成可能性に係る調査を実施。将来的な共同調査の
可能性等を検討するための基礎情報を得た。 

 
2. JV 案件の実施 
・継続案件として次の 4 件を実施：クリフォード地域（豪州・

一般炭）、ディンゴウエスト地域（豪州・PCI 炭）、パリセ

イド地域（カナダ・原料炭）、ボスピービー地域（インドネ

シア・一般炭）。 
 
・新規案件として次の 3 件を形成し調査を開始：イースタン

コール地域（豪州・一般炭）、パノラマノース地域（カナダ・

無煙炭）、アイザックプレーンズイースト地域（豪州・PCI
炭、一般炭）。 

 
2-1 JV 形成については、豪州及びインドネシアでの企業訪問

各評価単位での評定を踏まえ「２．石炭資源開発
支援」としての評定を A とした。 
 
①地質構造調査等：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度実績のアウトプット指標に対する達
成度は、 
1． 共同調査実施件数（定量）：100% 
2． ＪＶ案件の継続実施件数（定量）：133% 

ＪＶ案件の新規実施件数（定量）：300% 
3． 開発可能性調査採択件数（定量）：600% 
4. コンサルテーション(定量)：173% 
5. 現場ニーズ技術支援実施件数（定量）：150% 
と定量指標において平均120%を超える達成度と
なった。 
・原料炭の新たな供給国（フロンティア)として、

日本企業の関心の高いモザンビーク及び希少
性の高い無煙炭供給国と知られるベトナムの
2 カ国において、共同調査を実施。モザンビー
クにおいては、未探鉱地域で石炭賦存状況を確
認し、石炭性状や資源量を評価したほか、広域
的な地質構造の解析を進め、今後の石炭開発の
発展に資する成果を得た。カウンターパートか
らは、本共同調査で得られた結果は、石炭ポテ
ンシャルの評価のみならず、人材育成の観点か
ら非常に有益である旨の評価を得た。また、ベ
トナムにおいては、既確認炭層の連続性を確認
したほか、比較的浅所に厚い炭層が分布する同
鉱区南西部において、露天採掘ピットの設計を
実施。その他、当該調査対象鉱区に隣接する未
探鉱地域において、予察的な地質調査を実施し
石炭層露頭を複数確認。これらの結果に対し
て、カウンターパートからは高い評価を得たほ
か、無煙炭の安定供給の観点における双方の良
好な関係について謝辞が示された。 

・JV 調査では、継続の 4 件に加え、新たに豪州
及びカナダにおいて無煙炭案件を含む新規案
件 3 件を形成し、計 7 件を実施。クリフォード
地域（豪州）については、有望な鉱区において
資源量を拡大させたほか、開発に向けての概念
設計調査を実施することで、権益引継ぎに向け
て必要とされるデータ取得、解析及び評価を実
施。また、パノラノース地域については、JV
調査制度設置以降、初の無煙炭に関する案件で
あり、一般炭や原料炭と比較して偏在性の高い
無煙炭の供給源多角化に貢献することが期待。
ボーリング調査及び炭層炭質分析の結果、近傍
のグラウンドホッグ炭鉱と同程度の高品位の
無煙炭であることを確認。 

・平成 27 年度に JV 契約を締結した販売権獲得
型 JV（ボスピービー地域）に関して、所定の
入札業務を経て、平成 28 年 6 月に日本企業に
当該販売権を譲渡。本譲渡により、日本企業へ
の引き継ぎのアウトカムを実現し、日本企業の
関心の高い高品位環境炭の安定供給及び供給
源の多角化に貢献し、平成 28 年度には譲渡先
を通じて約 2 万トンの生産物の供給を実現し、
供給の安定性に大きく貢献。 

・日本企業 19 社へのコンサルテーションにより、
日本企業が権益を有する案件に対する探鉱リ
スクを軽減するにあたり、所定の公募・技術審
査を経て日系 JV 調査制度として一号案件（イ
ースタンコール地域）を形成したほか、石炭生
産者から直接石炭を獲得できる JV調査スキー
ム（オフテイク権獲得型）を設計し、一号案件
（アイザックプレーンズイースト地域）の案件
形成を実現。 

 
 
・開発可能性調査として助成を実施した豪州
のミネルバサウス案件について、本調査結果
に基づき助成対象企業が当該鉱区の開発投
資を決定。 

・JOGMEC がロシア・エネルギー省石炭・泥
炭局長等と面談を実施する等協力覚書の詳
細調整を行うなどの精力的な働きかけによ
りロシア・エリガ炭の協力に関して、経済産
業省とロシア連邦エネルギー省との間の協
力覚書に両大臣が署名。 

 このような背景から協力覚書の中におい
て、JOGMEC がエリガ炭に関するセミナー
を東京で開催することが盛り込まれてお
り、日露資源外交に貢献していることを評
価。 

 
 
 以上を踏まえ、石炭資源開発分野の評定を
Ａとした。 
 
＜評定に至った理由＞ 
・調査案件数については、目標値の 120％以
上を達成。 

 
・JV 調査については、継続の 4 件に加え、新

たに豪州 2 件及びカナダにおいて無煙炭案
件を含む新規案件を形成し、計 7 件を実施。
クリフォード地域（豪）については、有望
な鉱区において資源量を拡大させたほか、
概念設計調査により、権益引継ぎに向けて
必要とされるデータ取得、解析及び評価を
実施。同案件の形成を通じて構築された豪
州との関係が日本企業との関係に繋がり、
同社が操業する炭鉱からの石炭輸入が実
現。日本への石炭供給の安定化・多角化に
JV 調査が間接的に貢献。 

 
・海外炭開発可能性調査については、日本企
業による探鉱開発案件への投資促進が期待
される新規 3 件を含む 6 件を助成。このう
ち、ミネルバサウス地域（豪州）において
は、助成事業による調査結果に基づき新規
開発鉱区での投資決定がなされ開発に移行
したほか、ドラモンド炭鉱事業（コロンビ
ア）、レブボー地域（モザンビーク）、GDM
炭鉱地域（インドネシア）における各案件
は、今後数年で生産段階に移行する見通し
であり評価。（特筆すべき成果） 

Ａ 評定 



21 
 

4-1ヒアリングを通じた
企業とのネットワー
ク構築・展開。 

4-2我が国企業権益確保
への新規ニーズ発掘。 

4-3リスクマネー供給支
援への展開。 

＜定性的指標及び評価
の視点＞ 

5.技術支援事業の実施
(2 件以上/年)。 

〔評価の視点〕 
5-1 我が国企業のニー
ズを踏まえた技術 

支援。 
5-2 技術的課題の解決
に繋がる成果。 

5-3 技術支援の結果、安
定供給に繋がり得る
成果。 

 

等を通じて案件形成を精力的に実施し、有望案件について
は守秘義務契約に基づき案件評価により妥当性を詳細に検
証した上で、案件を形成。 

 
2-2 実施案件は豪州、カナダあるいはインドネシアに位置し

ており、いずれも石炭供給源として日本企業の関心の高い

地域でありながら、その一方で、地質構造、資源量、炭質

等に関する確度や精度の高い情報が限定的な探鉱段階にあ

ることから、日本企業の参入が困難な地域である。 
 
2-3 ボスピービー地域については、地震探査により石炭の賦
存深度等を概査し、ボーリング調査の精度・効率性向上を
図った。また、パリセイド地域については、ワイヤーライ
ンコアリング技術の適用によりコア回収率の向上を図った
ほか、今後の調査エリアを拡大するための予備調査手法と
して、従来のヘリによる手法に代わり、より低コストなド
ローンを使用した調査に関して計画を策定。 

 
2-4 クリフォード地域においては、有望鉱区での資源量を把
握したうえで、概念設計調査により開発に向けての課題抽
出やプロジェクト価値、コスト分析等の初期的経済性評価
情報を把握したことで、日本企業への引継ぎ可能性と事業
方針の検討材料を得た。 

 
2-5 クリフォード地域においては、有望地区でのボーリング

調査により資源量が増加。また、概念設計調査において 16
通りの開発条件を比較検討し、経済性の高い開発に必要な

諸条件を把握した。 
・パリセイド地域において、ボーリング調査により前年度比

10.3%増の 25.8 百万トン（前年度末：23.4 百万トン）の資
源量を把握した。 

 
2-6 クリフォード地域は、クイーンズランド州においてボー
エン堆積盆の次の開発ターゲットと考えられているスラッ
ト堆積盆に位置する案件であり、将来を見据えた優良案件
として引継ぎに向けての手続きを検討中。 

・ディンゴウエスト地域については、ボーエン堆積盆南東部
に位置し、良質な PCI 炭賦存の可能性に期待。 

・パリセイド地域では、確認された 3 炭層は、いずれも優れ
たコークス化性を有している可能性を示唆。 

・パノラマノース地域では、これまでトレンチ調査が実施さ
れてきたのみであったが、初めてボーリング調査によって
具体的な層序データが得られ、それらは隣接するグラウン
ドホッグ炭鉱と類似した層序である事が明らかになったこ
とから、将来的な開発の可能性に高い期待。 

・アイザックプレーンズイースト地域については、既存炭鉱
の隣接地に位置しており、炭層の性状及び資源量の概要が
把握されており、開発リスクが比較的小さいことから、早
ければ平成 30 年初頭にもオフテイク権譲渡に向けた入札
等の手続きを開始できる見込み。 

 
2-7 実施案件は豪州、インドネシアおよびカナダに位置して
おり、日本企業への引継ぎおよび開発生産段階への移行に
より日本への石炭資源安定供給・供給源の多角化につなが
る地域である。 

・販売権獲得型 JV 案件（ボスピービー地域）について、平
成 28 年 6 月に入札を実施し当該販売権の譲渡先を決定。
本譲渡先と石炭生産者との販売代理店契約に基づき、約 2
万トンの生産物が譲渡先を通じて販売されたことで、同国
からの安定供給の観点で大きく貢献。 

・日系 JV 調査制度の構築により、日本企業の関心の高い案

件における探鉱リスクを負担することで直接的に支援する

ことが可能となり、豪州においてイースタンコール地案件

を形成し、調査を開始した。 
・新規案件のパノラマノース地域は、ベトナムおよびロシア

に供給の大宗を依存する無煙炭の新たな供給源としての可

能性を有する案件である。 
・従来の JV 調査獲得裨益（権益や販売権）に追加して、新
たにオフテイク権（生産物引取権）獲得型 JV 調査スキー

・開発可能性調査については、石炭探鉱開発への
投資判断のためのデューデリジェンス調査の
助成対象への追加等の助成対象分野の拡大し、
新規 3 件を含む 6 件を助成。このうち、ミネル
バサウス地域（豪州）においては、助成事業に
よる調査結果に基づき新規開発鉱区での投資
決定がなされたほか、ドラモンド炭鉱事業（コ
ロンビア）、レブボー地域（モザンビーク）、
GDM 炭鉱地域（インドネシア）における各案
件は、今後数年で生産段階に移行する可能性が
あり、安定的な石炭の供給や供給源の多角化に
寄与することが期待される。 

 
・内容面に関しても、上記のとおり日系 JV 調査

制度及び石炭開発独自のオフテイク権（生産物
引取権）獲得型 JV 制度による案件形成が行わ
れ、日本企業への引継ぎ・開発移行の可能性を
高めている。このうち、特にオフテイク権（生
産物引取権）獲得型 JV については、日本企業
への引き継ぎ、開発移行の観点でのアウトカム
が早期に実現可能な独自の制度であり、同案件
での生産が開始され次第、入札による日本企業
へのオフテイク権の引継ぎ実現が期待される。 
JV 調査及び共同調査においては、豪州、イン
ドネシア、カナダ、ベトナム、モザンビーク
で案件の形成及び調査の進展に伴い、未探鉱
地域での石炭賦存や石炭性状・資源量確認に
よる石炭ポテンシャルの評価が着実に実施さ
れており、石炭安定供給や供給源の多角化に
資する成果が得られいるほか、企業への権益
（販売権）譲渡も実現している。 

 
また、開発可能性調査においては、調査成果
に基づき開発移行に係る投資決定がなされた
案件があったほか、開発投資決定に資する調
査成果を得たいくつかの案件については今後
開発・生産段階に移行する可能性を有してい
る。 
 

・石炭現場ニーズ等に対する技術支援事業につ
いては、本邦企業と JOGMEC との共同スタ
ディ 3 件を実施。「褐炭ブレンド設計」につい
ては、フィールド試験及び自然発熱シミュレ
ーション等により、実用特性の評価に関する
成果をとりまとめた。また、「改質炭の品質検
討と瀝青炭等とのブレンド技術検討」は、改
質技術を適用して製造する改質炭をコールタ
ーミナル、もしくは瀝青炭等の本船への積込
みポイントにてブレンドする場合の品質予測
および最適化手法を確立した。「褐炭コプロダ
クション型改質」は、スモールパイロットプ
ラントによる実証試験により、PCI グレード
の改質炭と合成油の製造が確認できた。以上
の成果により褐炭利用と供給源多様化に繋が
る技術を構築した。 

 
以上のとおり、量的及び質的に顕著な成果を
上げたことから、当該事業の評定を S とした。 

 
＜課題と対応＞特になし。 
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ムを設計し、アイザックプレーンズイースト地域案件を形
成。当該オフテイク権は、石炭の生産開始以降引継ぎが可
能な条件となっていることから、短期的な尺度で今後日本
企業への引継ぎと石炭資源の獲得が期待される。 

 
3.開発可能性調査の実施（採択件数：6 件） 
・新規 3 件（ミネルバウェスト地域（豪州）、ミネルバサウス

地域（豪州）、セブク地域（インドネシア））、継続 3 件（ド
ラモンド炭鉱事業（コロンビア）、レブボー地域（モザンビ
ーク）、GDM 炭鉱地域（インドネシア））に対して助成を
実施。 

 
3-1 石炭市況が回復基調傾向にある中、石炭探鉱開発への投
資判断のためのデューデリジェンス調査の助成対象への追
加等の助成対象分野の拡大により、日本企業による石炭資
源開発への投資促進を支援するため制度として設計。 

 
3-2 ミネルバサウス地域については、本調査結果から新規開
発鉱区に対する開発投資等が決定されたことから、今後開
発にあたってのリスクマネー供給による支援への展開に期
待。GDM 炭鉱地域については、岩盤の安定性評価等によ
り将来的な坑内採掘の展開が検討されており、開発あるい
は操業段階におけるリスクマネー供給による継続的な支援
需要を期待。レブボー地域については、現市況下において
安定的な原料炭供給源として開発を進めるための方針や、
事業化に向けた指針が明確にされたことから、開発段階に
おけるリスクマネー供給への展開に期待。 

 
3-3 申請があった 6 件の助成事業に対しては、安定供給・供
給源の多角化の観点や、助成事業による成果が、当該事業
に対する企業による投資意思決定や裨益獲得・権益拡大等
に資する内容になっているか等の観点に基づいて申請内容
を詳細に検証し、迅速かつ高い精度で各種審査を行ったう
えで、採択の妥当性に関して評価。 

 
3-4,5 ミネルバサウス地域においては、調査結果に基づき新規
開発鉱区に対する投資が決定され、新規ピットを開発する
ための剥土作業等に着手されており、助成事業が将来的な
安定供給に資する結果に。ドラモンド炭鉱事業においては、
中・長期的な視点で安定的な生産量を確保するために、現
操業地区での生産性の向上や効率的な開発を進めるための
方法のほか、今後の開発鉱区や出炭能力の強化（鉄道輸送
の複線化等）に関して綿密な検証が行われており、パナマ
運河拡張に伴う同運河経由での輸送コスト競争力が確保さ
れることにより、同炭鉱からの日本への輸出量がさらに拡
大する見通し。レブボー地域においては、現市況に基づき
検討された採掘対象範囲の特定や経済性評価（フィージビ
リティスタディ）の見直しにより、開発指針が策定された
ほか、今後の開発に向けてのモザンビーク政府に対する許
認可事項に係る交渉や事業化に向けた具体策を提示する段
階になったことから、石炭市況の回復・長期安定化に基づ
く投資環境の改善に伴い、操業開始が加速化することに期
待。GDM 炭鉱地域については、同国初の完全機械化によ
る坑内掘採炭の実現を目指している案件であり、試験坑道
を利用した岩盤の安定性評価や支保設計等を実施。数年以
内に採炭試験等を経て機械化採炭による開発へ展開する見
込みであり、本炭鉱の開発手法が同国における坑内採掘の
モデルとあることで、インドネシアにおける我が国のプレ
ゼンスの向上、安定供給への貢献に期待。 

4.コンサルテーションの実施 
4-1 石炭価格が回復基調に転じたことによる、企業での新規
開発案件への投資決定や既存開発鉱区拡張等に係る検討に
対応するために積極的なコンサルテーションを展開し、開
発可能性調査及び新設した日系 JV 調査等の支援制度の周
知を徹底することでネットワークを強化。その結果、開発
可能性調査について新規案件 3 件の採択を行ったほか、複
数の案件について日系 JV 調査制度による支援の可能性等
に関して相談があり、支援制度の積極的な活用に繋がった
ほか、原料炭や無煙炭を対象としている JV 案件に関して
は、主要鉄鋼メーカーのニーズに応じて情報提供を実施。 

4-2 日本企業の権益確保に繋がる新たなニーズとして、日系

JV 調査制度や開発可能性調査による支援スキームの周知
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徹底のほか、、オフテイク（生産物引取権）獲得型 JV によ

るアイザックプレーンズイースト地域を形成。 
4-3 海外地質構造調査・開発可能性調査に係るコンサルテー

ションをリスクマネー供給とともに実施することで、日本

企業に対して、両者により初期探鉱から開発・操業時まで

継続的に支援可能であることを周知。 
 
5.石炭現場ニーズ等に対する技術支援事業 
・我が国企業の権益確保、引取権の確保等安定供給に資する
ため、探査・開発段階での技術的課題の解決等を支援する事
業として、平成 27年度に制度を創設し、本邦企業と JOGMEC
との共同スタディ 3 件を実施。5-1、5-2、5-3「褐炭ブレンド
設計」は平成 27 年度から継続して実施し、これまでフィール
ド規模での褐炭と瀝青炭のブレンド試験・解析した事例はな
い。フィールド試験及び自然発熱シミュレーション等により、
実用特性の評価を行い、インドネシア褐炭の新規鉱山開発及
び石炭資源の安定供給に繋がる成果をとりまとめた。また、
「改質炭の品質検討と瀝青炭等とのブレンド技術検討」は、
改質炭と褐炭をブレンドして、そのハンドリングと事業性に
ついて検証した事例はこれまでなく、改質技術を適用して製
造する改質炭をコールターミナル、もしくは瀝青炭等の本船
への積込みポイントにてブレンドする場合の品質予測および
最適化手法を確立した。「褐炭コプロダクション型改質」は、
現在開発中の褐炭改質のプロセス技術（改質炭・合成油の製
造）をインドネシア褐炭に適用させる技術開発であり、褐炭
利用と供給源多様化につながる企業ニーズに沿った支援とな
っている。平成 28 年度は、スモールパイロットプラントによ
る実証試験により、PCI グレードの改質炭と合成油の製造が
確認できた。今後、引き続きラージパイロットプラントによ
る実証試験を行い、事業性の評価を実施予定。 

 
 ②リスクマネー供給 

・我が国企業の海外石
炭資源権益確保の支援
のため他政府機関と連
携し供給源多角化を視
野に探鉱・開発事業に
出資・債務保証での適
切効果的な金融支援を
実施。  
・リスクマネー供給は
企業申請に基づき迅速
厳正に審査しプロジェ
クト進捗の詳細把握、
定期的評価を実施、事
業継続、終結等の機動
的適切な決定。 
・申請受付後採択決定
まで 4 週間以内（国と
の協議期間除く）。 

②リスクマネー供給 
・我が国は世界最大級
の石炭輸入国で今後、
世界的な石炭需要増
加が見込まれ、新興国
の石炭輸入増大によ
り、石炭資源獲得競争
激化が見込まれる。石
炭は安定したベース
電源燃料、製鉄プロセ
ス等使用原料として
重要性が高い資源だ
が、石炭資源探鉱は事
業リスクが高く開発
から生産までの期間
が長く多額の資金が
必要。 
そ の た め 既 存 供 給
国・地域との関係強
化、これまで開発・権
益獲得に取り組まな
かった国からの調達
も視野に石炭資源の
安定的供給確保のた
め出資・債務保証での
リスクマネー供給を
実施。 
・リスクマネー供給で
は企業ニーズを踏ま
え供給源多角化を視
野に他政府機関との
連携も必要に応じて
実施し適切効果的金
融支援を実施。 
・リスクマネー供給の
審査・評価では財務・
法務等国内外の外部
専門家等の知見活用、
厳格なリスク審査体

②リスクマネー供給 
・供給源多角化を視野に
石炭資源安定的供給確保
のため出資・債務保証の
リスクマネー供給を実
施。 
・石炭開発会社、鉄鋼会
社、商社等へ金融支援制
度改正などを周知、ニー
ズの把握に努める。 
・コンサルテーションの
実施、他事業との連携に
よる案件発掘に努め、守
秘義務契約締結により採
択に向けたリスク洗い出
し、検証を実施。 
・資源価格低迷の市況で
も安定的な高炭質の石炭
確保に向けた支援対象の
拡大、利便性向上等の制
度改善を検討。 
・申請受付後採択決定ま
で 4 週間以内（国との協
議期間除く）。 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1. コンサルテーション
社数(19 社/年) 

〔評価の視点〕 
1-1ヒアリングを通じた
事業者とのネットワ
ーク構築。 

1-2他事業との連携を図
りプロジェクト組成
に向け努力。 

1-3事業者の新規ニーズ
発掘。 

1-4案件採択に向けて守
秘義務契約締結、適切
な情報提供。 

1-5案件採択での様々な
リスクの適切な洗出
し、十分な検証。 

1-6日本でのニーズの高
い炭質の石炭確保に
資する案件支援のた
めの制度改善に係る
検討。 

〔アウトカムの視点〕 
1-7 安定供給・供給源の
多角化につながる案
件採択。 

②リスクマネー供給 
＜主要な業務実績＞ 
1． 事業者ニーズ把握するためのヒアリング及びリスクマネ

ー供給 
 
1-1,1-3 石炭価格が平成 23 年のピーク以降一貫して低下し、

28 年中に急騰後、変動が激化している。本邦企業も将来の
価格水準を見極めており、新規案件投資に慎重な姿勢を崩
さない難しい投資環境が継続。その中で潜在的優良案件の
発掘に向けエネルギー・鉄鋼・商社等の 28 社(計画 19 社)
と頻繁なコンサルテーションを実施。 

 
1-2 豪 QLD 州との協力枠組み（25 年 9 月 MOU 締結）を活
用し、パラシェ首相の理事長表敬にあわせ、民間企業との
コンサルテーションで上がっていた QLD 州投資環境に係
る意見を集約、首相に提言。その他、各種支援制度（海外
投資セミナー、JV 調査他）との組合せ等により案件組成に
向け検討。 

 
1-1,1-3 石炭需給及びニーズを把握するため大手石炭ユーザ
ー(電力会社・セメント会社）、商社、エネルギー会社を対
象とした企業ヒアリングを資源エネルギー庁石炭課と共同
で実施。 

・コンサルテーション等の結果、29 年 3 月末時点で検討中案
件は計 10 件（うち 1 件は出資・債務保証案件） 

①  出資案件 4 件（豪州 2 件、インドネシア 1 件、モザンビ
ーク 1 件） 

② 債務保証案件 7 件（豪州 3 件、インドネシア 2 件、カナ
ダ 1 件、モザンビーク 1 件） 

 
1-4,1-5 上記のうち、28 年度に新たに豪州の 2 件について守
秘義務契約を締結。うち 1 件は機構が前倒しで探査データ、
買収スキームの検証、現地実査等を実施し、結果を本邦企
業にフィードバック。また同案件で開発段階のリスク共有
も打診され、最近の開発移行案件の事例を本邦企業との面
談実施や調査を行い、課題の洗出し及び解決策について議
論を実施。 

 

①リスクマネー供給：B 
主な定量的指標のコンサルテーション実施に

係る成 28 年度実績の指標に対する達成度が
147%。 
・石炭価格の長期低迷後のボラティリティ激化に
より、民間企業が新規投資に慎重となる中、潜在
的優良案件の発掘に向け 28社(計画 19社)とコン
サルテーションを実施、個別案件の発掘の他、新
制度ニーズ把握、案件に対する制度利用の打診
等、民間企業に応じたきめ細かい支援を実施。 
・採択には至ってないが 10 件の相談案件があり、
うち 2 件については守秘義務契約を締結し、民間
企業と案件組成に向けたリスクの洗い出し、デー
タの検証、情報提供を行っている。 
・また経済産業省とも連携、石炭需給及び支援ニ
ーズを把握するため、大手石炭ユーザー(電力会
社・セメント会社）、商社、エネルギー会社を対
象とした企業ヒアリング実施。 
・これら民間ニーズを汲み取ったものとして、資
産買収出資制度・開発出資制度の導入を提案。制
度利用の可能性のある案件も把握して関係者と
調整している。 
・また QLD 州首相との面談の機会を捉えての投
資環境改善提案や、大手石炭企業の優良資産売却
動向の把握・案件検討など、アウトカムを意識し
た安定供給先確保に備えた準備を行っている。 
 
以上、価格や市況等の厳しい外的要因、民間企業
のスタンスもある中、アウトプット指標に基づく
達成状況は 120％を超える成果を上げたほか、内
容面でも成果を上げたものの、案件採択に至って
いないことから、当該事業の評定を B とした。 
 
＜課題と対応＞特になし。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・企業コンサルテーションの実施については、

平成 28 年度実績は、目標値 120%以上を達
成。 

 
・石炭価格は平成 23 年以降一貫して低下して

いたが、平成 28 年半ば、中国・豪州の豪雨
による供給不足や中国政府による減産政策
に伴い、価格が急騰。その後も価格が乱高
下する動きが継続、日本企業は将来の石炭
価格を見極めるため、新規案件投資に慎重
な姿勢を崩しておらず、平成 27 年以降、日
本企業による権益買収案件はないという厳
しい事業環境が継続している。 

 
・非常に難しい投資環境にある中、潜在的優

良案件の発掘に向け 28 社（計画 19 社）と
コンサルテーションを実施し、個別案件の
発掘のほか、新制度ニーズ把握、案件に対
する制度利用の打診等、民間企業に応じた
きめ細かい支援を実施。10 件の相談案件が
あり、うち 2 件については守秘義務契約
（CA）を締結し、民間企業と案件組成に向
けたリスクの洗い出し、データの検証、情
報提供を行っている。 

 
・価格及び市況等の厳しい外的要因、民間企

業の投資スタンスもある中で、アウトプッ
ト指標に基づく達成状況は 120%を超える
成果を上げたほか、内容面でも CA 締結案
件に対し採択に向けた取り組みを行う等の
一定の成果を上げている事を評価 
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制を継続構築し、プロ
ジェクト進捗の詳細
把握、財務面も含めた
定期的評価を実施、事
業継続、終結等の機動
的適切な決定を実施。 
・企業ヒアリング、ア
ンケート調査等を継
続的に実施、企業ニー
ズを踏まえプロジェ
クト進捗状況に応じ
た適時適切なマネジ
メントを実施。 
・申請受付後採択決定
まで 4 週間以内（国と
の協議期間除く）。 

1-4,1-5 他の相談案件では地元銀行からの資金調達が計画さ
れているが、銀行側の資源案件向け融資厳格化の動きの中、
豪州 4 大銀行と面談を行い、各行の資源関連案件に対する
与信方針を聴取。 

 
1-6 コンサルテーションを通じ民間ニーズが確認された「開
発出資制度」「資産買収出資制度」を提案。当該制度利用が
見込まれる案件も的確にフォローしつつ検討継続。その他、
ひ孫会社支援策の可能性も検討継続  。 

 
1-7 石炭価格の下落が続いた中、28 年度は石炭大手企業が生
産操業中の優良案件を手放す動きが見られ、石炭の安定供
給先を確保する機会となっている。これら新規権益買取・
譲渡案件の情報・動向を海外事務所等とも連携して速やか
に把握し、データ化し、民間企業の案件候補の検討材料と
して活用。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・昨年の石炭価格の乱高下もあってリスクマ

ネー供給が難しい時期でもあったが、全体
としては取り組みの成果を上げている点は
わかりやすく説明する必要がある。 

 

 (2)資源国等との関係
強化 
①首脳・閣僚資源外交
の支援強化、機構トッ
プによる資源外交強化 
・政府による首脳・閣
僚レベルでの資源外交
に対する支援を強化す
る。また、産炭国の主
要関係機関等とトップ
会談等を実施し、協力
枠組みを構築する。そ
の枠組みの中で具体的
協力事業の実施に努め
る。 
 
・協力枠組みと具体的
協力事業の目標数につ
いては、中期目標期間
中５件以上とする。 
 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・産炭国との重層的関
係強化のため、民間と
の適切な役割分担を図
りつつ、我が国で構築
された優れた石炭開発
等技術の産炭国での実
証や石炭採掘・保安技
術の技術移転協力等に
ついて、産炭国からの
要望の強いものに集中
して実施し、資源国と
の関係を強化すること
により我が国企業の権
益獲得を支援する。 
 
 
③フロンティア国・地
域との資源外交の展開 
・新興国の旺盛な資源
需要は今後も引き続き
伸びていくことが予想
されることから、これ
まで日本企業が参入し
てこなかった若しくは
参入が遅れている国・
地域における資源開発
が必要となることが予
想される。このため、
将来的な参入可能性が
見込まれる資源ポテン
シャルのある地域との

(2)資源国等との関係
強化 
①首脳・閣僚資源外交
の支援強化、機構トッ
プによる資源外交強
化 
・産炭国のエネルギー
政策及び資源確保戦
略を踏まえつつ、我が
国首脳・閣僚による資
源外交を支援し、産炭
国政府・主要機関等と
の訪問・招聘による機
構トップとの会談等
の実施により、組織間
の関係強化を図る等
政府と一体となった
働きかけを行う。 
・政府の資源外交をサ
ポートするとともに、
我が国企業のニーズ
を踏まえた産炭国と
の共同事業立ち上げ
により産炭国の主要
関係機関等との協力
関係を構築し、その枠
組みの中で具体的協
力事業の実施に努め
ることとし、炭鉱開発
の阻害要因となる環
境等の問題を我が国
の持つノウハウで低
減することにより、我
が国への石炭資源の
安定供給を確保する
ための協力枠組みと
具体的協力事業の目
標数については、中期
目標期間中５件以上
とする。 
 
②我が国技術力を活
用した資源国等との
関係強化 
・民間との適切な役割
分担を図りつつ、優先
度や必要性を精査し
た上で、政府のエネル
ギー政策と整合性を
取りながら産炭国の
ニーズを踏まえた石
炭関連技術の実証・普
及事業を実施する。 
・産炭国との重層的な
関係強化のために、石

(2)資源国等との関係強化 
①首脳・閣僚資源外交の
支援強化、機構トップに
よる資源外交強化 
・政府レベルでのＭＯＵ
等協力関係の構築に貢献
するとともに、我が国へ
の石炭資源の安定供給に
つながる支援の実施によ
り、資源国と我が国の関
係強化に貢献する。この
ため、以下の取組を実施
する。 
―主要産炭国政府関係機
関等との間で締結した５
件の協力枠組みについ
て、具体的協力事業の実
施を通じ進展させるとと
もに新たに１件の協力枠
組みの構築を行う。 
―産炭国との政策対話に
おいて政府の資源外交を
支援するとともに、国際
セミナーへの参加などを
通じ産炭国政府機関等と
の協力関係の強化を図る 
 
②我が国技術力を活用し
た資源国等との関係強化 
・産炭国の石炭開発に係
る課題及びニーズを踏ま
え、我が国が有する石炭
採掘関連技術等の指導、
普及事業を実施し、同国
の持続的な人材育成に貢
献する。 
・具体的には中国、ベト
ナム、インドネシア等の
海外産炭国の炭鉱技術者
等に対し、我が国の優れ
た採炭に係る技術、保安
に係る研修を行うことと
し、研修生を１２０名以
上受け入れるとともに５,
１００名以上の研修生に
産炭国での研修を行う。 
・モザンビーク石炭分野
人材育成事業について
は、研修生を５名以上受
け入れるとともに、１５
名以上の研修生に産炭国
での研修を行う。実施に
当たっては、要望なども
踏まえ、相手国政府機関
等からの評価が得られる

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

①首脳・閣僚資源外交の
支援強化、機構トップ
による資源外交強化 

〔定量的指標〕 
1.協力枠組み進展(6 件)
協力枠組みの新規構
築 

(1 件)。 
〔評価の視点〕 
1-1政府の資源外交戦略
に沿った、機構の事業
に関する MOU 締結。 

1-2政府取組の補完的な
役割を担う MOU。 

〔アウトカムの視点〕 
1-3 安定供給・供給源の
多角化に資する国・地
域との MOU 締結。 

1-4 政府レベルのMOU
締結等資源国との協
力関係の構築に貢献。 

 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関
係強化 

〔定量的指標〕 
2.モザンビーク研修生
数(受入 5 名/年、派遣
15 名/年)。 

〔評価の視点〕 
2-1研修生や相手国政府
等からの高評価や新
たな要望など特筆す
べき成果。 

2-2研修生に適切な動機
付けができ、持続的人
材育成に資する指導
者育成。 

〔定量的指標〕 
3.ベトナム、インドネシ
ア、中国研修生数(受
入 120 名 /年、派遣
5,100 名/年)。 

〔評価の視点〕 
3-1研修生や相手国政府
等からの高評価や新
たな要望など特筆す
べき成果。 

3-2研修生に適切な動機
付けができ、持続的人
材育成に資する指導
者育成。 

 

（２）資源国等との関係強化 
＜主要な業務実績＞ 
①首脳・閣僚資源外交の支援強化及び JOGMEC トップによ
る資源外交強化 

1.資源国との協力枠組み（MOU 等）の構築 
・産炭国政府・主要機関との緊密な関係を構築・強化すべく、

ベトナム地質構造調査覚書、モザンビーク地質構造調査覚
書、モザンビーク人材育成覚書、モザンビークマスタープ
ラン覚書、インドネシアクリーンコールタウン覚書、豪州・
クイーンズランド州（QLD 州）政府覚書の 6 件の協力枠組
みを進展。 

 
1-1、1-3 資源産出国と人材育成支援やクリーンコールタウン
事業等を通じ関係構築・強化、何れの協力枠組み（覚書）
も、安定供給、供給源の多角化に資する国・地域とであり、
政府の資源外交戦略に沿った MOU である。 

 
1-4 モザンビークについては、ニアサ州の有望地区において、
ボーリング地点選定調査、ボーリング実施に係る環境許認
可取得、現地コントラクター選定等、カウンターパート（鉱
物資源エネルギー省）との協働により友好的に実施。29 年
3 月にはマプトにおいて開催した技術ワークショップにお
いて同国技術者を対象として成果を共有し、人的強化を図
った。海外地質構造調査、人材育成、CCT は、本邦企業が
出資または将来出資するプロジェクトを側面から支援し、
モザンビーク石炭産業の発展に寄与。 

・5 月にカナダ・ブリティッシュコロンビア州と、LNG や石
炭事業の相互協力に関する合意書(MOU)を締結。 

・8 月にコロンビア共和国鉱山エネルギー省と、コロンビア
における石炭産業発展のための相互協力に関する覚書
(MOU)を締結。 

・9 月にロシアのウラジオストクで開催された「東方経済フ
ォーラム」にて、ロシア沿海地方と石炭資源の開発等のた
めの相互協力に関する覚書(MOI)を締結。 

・10 月に豪州 QLD 州鉄道会社 Aurizon 社社長が来日の際、
担当理事と面談実施。 

・11 月に豪州 QLD 州首相来日に合わせ理事長と面談。この
際、協力枠組みが、JV 調査、セミナー開催等着実に実績を
挙げていること踏まえ、人材交流を内容に追加して、再調
印。 

・12 月にコロンビアを訪問、担当理事が鉱山エネルギー省副
大臣等同国の石炭産業関連政府高官等と面談を実施、関係
強化。 

・3 月に豪州 QLD 州と締結している MOU に基づき、石炭投
資促進セミナーを東京で共催、同州の資源政策および投資
サイクル等に関して講演。 

 
②我が国技術力を活用した資源国との関係強化 
2.モザンビーク研修 
・モザンビーク石炭分野における人材育成に関する覚書に基
づき、鉱物資源エネルギー省（MIREME）と共同実施。技
術者等 10 名を日本に 6 月～7 月に受け入れ、また 10 月に
は日本専門家を派遣し 25 名の現地技術者に研修を実施。研
修生の技術向上、関係強化等に貢献。 

 

（２）資源国等との関係強化：A 
＜評定と根拠＞ 
  平成 28 年度実績のアウトプット指標に対す
る達成度は、 

1.協力枠組み構築数（定量）：133% 
2.モザンビーク研修生受入数（定量）：200%、派
遣研修数（定量）：167% 

3.ベトナム・インドネシア・中国研修生受入数（定
量）：125%、派遣研修数（定量）：316% 

と定量指標において、平均 120%を超える達成度 
となった。 
また内容面においては、以下のとおり。 
・資源産出国との間において、人材育成支援など

を通じ、関係の構築、強化などが図られており、
また、何れの協力枠組みも政府の資源外交戦略
に沿い安定供給、供給源の多角化に資する国・
地域とのものとなっており、政府の資源外交戦
略に沿った MOUとなっている。 

・ベトナムについては、地質構造調査に係る覚書
に基づき、ボーリング調査等を実施し、既把握
炭層の連続性の確認等を行ったほか、隣接する
未炭鉱地域において石炭層露頭を複数確認。こ
の結果に対して、同国政府から高い評価を得て
おり、関係が強化されている。 

・モザンビークについては、石炭産業 5カ年発展
プランにおける海外地質構造調査、人材育成、
マスタープラン作成を着実に実施し、人的ネッ
トワーク構築、協力関係構築に大きく貢献。ま
た、同国に対する海外地質構造調査、人材育成、
CCTは、本邦企業が出資または将来出資するプ
ロジェクトを側面から支援し、モザンビーク石
炭産業の発展に寄与。 

 
・日本の最大の輸入国である豪州については、ク

イーンズランド州政府との間で、首相来日時の
面談、投資促進セミナー等を通じ良好な関係の
維持・促進及び協力関係の深化がなされてい
る。また、締結済みの協力枠組みについて、JV
調査、セミナー開催等着実に実績を上げている
ことを踏まえ、人材交流を内容に追加して、再
調印。 

 
Ⅱ．わが国技術力を活用した資源国との関係強化 
2.モザンビーク研修については、平成 28 年度実
績の指標に対する達成率が受入研修 200%、派
遣研修 167%となった。 

  人材育成事業を通じモザンビークとの関係
強化に貢献。また、MIREME 計画協力局長官か
ら「日本受入・専門家派遣研修により機材の知
識を持った地質調査技術者や石炭資源を有効
活用するにあたっての人材が育成され続けて
おり、これら研修成果に大変満足している」と
の高い評価が得られている。 

3.ベトナム、インドネシア、中国研修については、
平成 28 年度実績の指標に対する達成率が受入

＜評定に至った理由＞ 
・新規協力枠組みの構築、受入研修、派遣研

修等の定量指標に基づく達成状況は、目標
値の 120%以上を達成。 

 
・資源産出国との間において、人材育成支援

などを通じ、関係の構築、強化などが図ら
れており、また、いずれの協力枠組みも我
が国の政府の資源外交戦略に沿った安定供
給、供給源の多角化に資する国・地域との
ものとなっている。 

 
・ベトナムについては、海外地質構造調査共

同調査の相手方から、「本事業での成果はベ
トナム炭の輸出再開等の協議に際しても貢
献していることから、相互の持続的な関係
形成にあたって非常に有効である」との評
価を得ているほか、輸出再開後に長期調達
契約を獲得した日本企業からも、「海外地質
構造調査は契約獲得に繋がる貢献の一つで
あった」との評価を得ている。 

 
・モザンビークについては、石炭産業発展 5

カ年プランにおける海外地質構造調査、人
材育成、マスタープランに係る覚書に基づ
き各事業を精力的に実施し、人的ネットワ
ーク構築、協力関係構築に大きく貢献。モ
ザンビーク政府からは高い評価を得てい
る。また、我が国にとっても、原料炭供給
源の多角化が期待される同国との海外地質
構造調査、人材育成、クリーンコールタウ
ン（CCT）は、日本企業が出資または将来
出資するプロジェクトを側面から支援し、
モザンビーク石炭産業の発展に寄与してい
ると評価。 

 
・JOGMEC がロシア・エネルギー省石炭・泥
炭局長等と面談を実施する等協力覚書の詳
細調整を行うなどの精力的な働きかけによ
りロシア・エリガ炭の協力に関して、経済産
業省とロシア連邦エネルギー省との間の協
力覚書に両大臣が署名。 

 このような背景から協力覚書の中におい
て、JOGMEC がエリガ炭に関するセミナー
を東京で開催することが盛り込まれてお
り、日露資源外交に貢献していることを評
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協力を進める。 炭関連業務でこれま
で蓄積してきた知見
やネットワークを活
用し、ベトナム、イン
ドネシア等のアジア
における産炭国の炭
鉱技術者に対し、生
産・保安技術等に関す
る炭鉱技術の効果的
な移転を行い、資源国
との関係を強化する
ことにより我が国企
業の権益獲得を支援
する。 
 
③フロンティア国・地
域との資源外交の展
開 
・石炭資源の賦存に関
する地質情報が不足
する等これまで我が
国企業の参入が無か
った若しくは遅れて
いるものの、我が国企
業の将来的な参入可
能性が見込まれるフ
ロンティア国・地域に
おいて機構が先行的
に調査・協力事業を実
施する。 

研修内容となるよう努
め、資源国等との関係強
化に貢献する。 
 
③フロンティア国・地域
との資源外交の展開 
・有望な産炭国であるモ
ザンビークにおいて、同
国の石炭関連産業ニーズ
及び我が国の技術シーズ
を有機的に結びつけた、
モザンビークと共同で策
定した石炭関連産業のマ
スタープランについてフ
ォローアップを実施す
る。 

③フロンティア国・地域
との資源外交支援 

〔定性的指標〕 
4. 有望な産炭国である

モザンビークにおい
て、同国の石炭関連産
業ニーズ及び我が国
の技術シーズを有機
的に結びつけた、モザ
ンビークと共同で策
定した石炭関連産業
のマスタープランに
ついてフォローアッ
プ。 

〔評価の視点〕 
4-1 産炭国の高評価等、
特筆すべき成果。 

4-2マスタープランにお
いて、我が国企業が有
する技術が活かせる。 

〔アウトカムの視点〕 
4-3供給源の多角化に資
する国・地域か。 

2-1)研修生 10 機関 35 名へのアンケートの結果、研修カリキ
ュラムの充実や継続希望が多数。MIREME 計画協力局長
より「地質調査技術者や石炭資源有効活用における人材が
継続して育成されており、研修成果に大変満足」と高評価。 

 
2-2)TICADⅥ（第 6 回アフリカ開発会議）で採択された「ナ

イロビ宣言」において、今後 3 年間で 1000 名の人材を育
成するというなかで、モザンビーク政府より強い要請があ
った受入・派遣研修について平成 29 年度から 3 年間の延
長 MOU を締結。 

 
3.中国、ベトナム、インドネシア研修 
・受入研修では、ベトナム 5 コース年間計 22 機関 84 名、イ

ンドネシア 1 コース年間計 1 機関 10 名、中国 3 コース年
間計 20 機関 56 名が修了、合計 150 名に研修を実施。現地
研修では、ベトナムは 2 炭鉱での技術指導及び鉱山専門学
校等での研修、インドネシアは 2 炭鉱での技術指導及び大
学・鉱山局での研修、中国は 2 か所でセミナー研修を、延
べ 16,131 名に対して実施。 

 
3-1、3-2 ベトナム研修では、運営委員会の場でベトナム石炭
鉱物産業グループ（VINACOMIN）副総裁から、「研修生
OB は、各分野で活躍し、現場技術者のほか、管理監督者
層の育成、石炭の対日安定供給維持にも研修事業は大きく
貢献している。」と発言があった。 

・インドネシアの研修では、エネルギー鉱物資源省エネルギ
ー鉱物資源人材開発庁長官から、運営委員会の場で、「研修
事業はインドネシアの石炭産業にとって有益であり、これ
までの日本の協力に感謝している。本事業の継続を切に希
望する。」との発言があった。 

・中国の国家安全生産監督管理総局国際合作司処長から運営
委員会で、「中国炭鉱企業の現場保安状況の改善には本研修
が大いに役立ってきたため、引き続き事業を継続してほし
い」と発言があった。 

 
③フロンティア国・地域との資源外交支援 
4-1,4-2,4-3 
・マスタープランの策定に係る協力枠組みに基づき、モザン
ビーク政府と計画を策定した事業のうち､バイオコールブ
リケット（BCB）事業が、森林破壊抑止､炭鉱会社の CSR
活動への貢献等の観点から政府､炭鉱会社の事業化への要
望が高く、BCB 実証プラント試験の事前調査を目的とした
フォローアップ調査に関する MOU を 7 月 28 日に締結し、
これに基づき、実証試験プラント試験実施のために必要な
事前調査を実施した。その結果、BCB 製造における最適な
原料種類、原料の混合割合、原料水分等を決定した。BCB
製造、燃焼試験の結果を踏まえ、BCB 実証プラントの概念
設計、設備、運転等の全体計画を策定した。今後、プラン
ト立地、実施スキーム等の追加調査を行い、BCB 実証プラ
ント試験を円滑に推進・実施できるよう準備を進める。 

 

126%、派遣 316%となった。ベトナム、中国の
研修では、同国より指導者の育成に寄与してい
ると高い評価を得た。また、日本企業が権益を
持つ東カリマンタン州にある炭鉱においてイ
ンドネシア初となる坑内掘大型機械化採炭を
取り入れる開発に貢献するとともにインドネ
シア政府の産業施策にも貢献。 

 
 
Ⅲ．フロンティア国・地域との資源外交支援 
 モザンビークにおける石炭産業発展 5 カ年プ
ランのうち、マスタープラン策定として実施し
たクリーンコールタウン計画のフォローアッ
プ調査を実施し、本邦企業が出資または将来出
資する供給源の多角化に繋がるプロジェクト
を側面から支援することで、モザンビーク石炭
産業の発展につながる成果が得られた。また、
森林破壊抑止、炭鉱会社の CSR活動への貢献等
の観点から政府、炭鉱会社の事業化への要望が
強く高い評価が得られており、同国との関係強
化に大きく貢献。 

・内容面においても上記のとおり、インドネシア、
ベトナム、モザンビーク、豪州などの主要産炭国
において、協力枠組みにおける各種事業の進展が
なされ高い評価が得られている。またこれらの事
業等を通じ、各産炭国との協力関係の強化に大き
く貢献しており、量的及び質的に顕著な成果を上
げたことから、当該事業の評定を Aとした。 
 
 
＜指摘事項等＞ 
石炭資源開発を進める上で、探査、開発段階で
の技術支援は重要であるため、もう少しアピ
ールしてもよいのではないか。特に、原料炭
では品質を維持するための技術開発への支援
は重要である。 

 
 
＜課題と対応＞ 
ご指摘事項については了解。他は特になし。 
 

価。（再掲） 
（特筆すべき成果） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・石炭の可採年数自体は急激に減少しており、

特に、瀝青炭は石炭全体で 10％程度の可採
埋蔵量しかなく、かつ地域も偏在している
ため、引き続き安定的に供給する観点で
JOGMEC の取り組みは重要。 

 (3)情報収集・提供  
・公的知識・情報セン
ターとして、①政府資
源外交戦略の検討・立
案、②我が国企業の探
鉱・開発・関連技術戦
略検討・立案のニーズ
にあった情報提供機能
の整備・強化、人材育
成機能等強化。 
・海外事務所等の我が
国企業、現地開発企
業・外国政府等との情
報ネットワーク構築等
炭鉱開発情報収集・発
信機能の強化。 
 

(3)情報収集・提供 
・探鉱・開発関連情報
に関し、我が国企業探
鉱・開発関連技術戦
略・政府資源外交戦略
の検討・立案に対し関
係機関の協力を得ニ
ーズに合致した情報
提供体制を整備。 
・専門知識を有する人
員の確保・育成・配置、
海外事務所等の産炭
国政府・主要機関との
関係深化・現地コンサ
ルタント活用、内外専
門家ネットワーク化
等を実施。 
・収集情報や調査成果
はレポート、報告会等
を通じ情報発信。 

(3)情報収集・提供 
・①政府の資源外交戦略
の検討・立案、②我が国
企業の探鉱・開発関連技
術戦略の検討・立案に貢
献するため、アンケート
調査等でニーズを把握し
た上で、産炭国の炭鉱開
発事業、インフラ整備事
業及び石炭政策に係る最
新動向等、消費国及び産
炭国の石炭需給や政策等
に係る最新の動向調査を
9 件以上実施し、タイムリ
ーに情報提供を行う。ま
た、調査を通じて得られ
た人的ネットワークを今
後の調査活動に活かして
いく。 
・企業や政策当局の意向
を踏まえ、我が国企業等

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1.石炭開発高度化等調
査件数（9 件/年） 

〔評価の視点〕 
1-1海外コンサル等を活
用した情報収集実施。 

1-2供給源多角化または
安定供給上の課題解
決に資する国・地域を
対象。 

1-3我が国企業の関心の
高い国・地域を対象。 

1-4調査を通じた海外石
炭関係者との人的ネ
ットワーク構築。 

1-5新たな調査手法等を
取り入れる等、特別な
取組を行った調査。 

1-6企業ニーズや政策当

（３）情報収集・提供 
＜主要な業務実績＞ 
1.石炭開発等高度化調査 
①｢豪州石炭資産の売却・閉山等詳細調査｣ 
②｢中国の第１３次５ヵ年計画の石炭事業への影響等調査｣ 
③｢米国の石炭に係る環境規制と石炭需給動向調査｣ 
④｢ロシア炭の輸出動向の変化と輸出見通し調査｣ 
⑤｢欧州の石炭需給動向が世界の石炭市場に与える影響等調
査｣ 

⑥｢石炭鉱山の生産性向上のための鉱山機器自動化状況等調
査｣ 

⑦｢無煙炭の特性と用途｣ 
⑧｢インドネシアの石炭鉱業調査｣ 
⑨｢モンゴル投資環境調査｣ 
⑩｢豪州洪水被害の影響等調査｣ 
⑪「世界の石炭事情調査」 
 
1-1⑧、⑩は海外コンサルタントを活用した調査。 
 
1-2③、⑥は安定供給上の課題解決に資する調査。③、④、⑨

（３）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度実績のアウトプット指標に対する達
成度は、 
 
1. 高度化調査実施件数（定量）：122％ 
2. 報告会及びセミナーの実施回数（定量）： 

140％ 
3. 報告会及びセミナーの肯定的評価（定量）：

131％ 
4. メルマガ配信回数：147% 
5. リンク集掲載：125 
と定量指標において平均して120%を超える達成
度となった。 
内容面については、下記の成果があげられてい
る。 
報告会及びセミナーについては企業のニーズを
踏まえた設定等を実施している。各情報について
はホームページや、メールマガジンを通じ容易に
アクセス可能である。高度化調査及びセミナーに
ついて企業より極めて高い評価 (肯定的評価

＜評定に至った理由＞ 
・調査件数や報告会・セミナー回数等につい

ては、目標値の 120%以上を達成。 
 
・すべての調査について、企業ニーズを踏ま

えたテーマ選定を実施しており、また日本
企業の関心が高い国・地域に関する調査で
ある。各国の政策の最新情報、環境規制、
投資環境等は、我が国の石炭政策の方向性
の参考となった。 

 
・世界の石炭需給及び石炭市場への影響が大

きい中国について、国家発展改革委員会の
高官を招聘し、中国の石炭需給動向・石炭
政策動向、エネルギー動向、鉄鋼産業の動
向等などのセミナーを開催するなど企業ニ
ーズを踏まえた各種セミナー等を実施して
おり、肯定的評価 98%を得ている点を評価。 
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がビジネス展開につなげ
られる情報を提供するた
めの報告会及びセミナー
を 5 回以上実施する。 
・報告会及びセミナーに
対する評価については、
アンケート調査を実施
し、肯定的評価を平均で
75%以上取得する。 

局ニーズを踏まえた
調査 

1-7調査に対し企業等か
ら高評価獲得 

1-8調査実施のための体
制強化 

 
＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
2①報告会及びセミナー
回数（5 回/年） 

2②報告会及びセミナー
肯定的評価（平均
75%）。 

2③メルマガ発信回数
17 回) 

2④リンク集掲載 4 件 
〔評価の視点〕 
2-1報告会やセミナーの
内容は企業ニーズに
則したか。 

2-2情報提供に対し企業
等から高評価獲得。 

2-3情報提供による企業
のビジネス展開。 

2-4情報提供による日本
政府の石炭戦略策定
への貢献。 

2-5関係事業者が必要な
情報への容易なアク
セス。 

2-6 機構収集の情報、調
査結果がホームペー
ジを通じ我が国企業
に広く情報提供等、有
効活用。 

2-7読者の利便性を高め
る取組。 

2-8情報収集及び提供に
対する体制強化。 

 

は供給源の多角化に資する調査 
 
1-3①～⑤、⑧～⑩は我が国企業の関心が高い国・地域に関す

る調査 
 
1-4②、③、⑤、⑥は現地調査等に同行し現地石炭関係者とネ

ットワーク構築 
 
1-6 全ての調査について企業ニーズを踏まえた選定を実施。
③、④については政策当局のニーズに即した調査。 

 
1-728 年度調査の報告会終了後のアンケートでは平均で 98%
という高い肯定的評価を取得。 

 
2.調査報告会及び情報提供等 
①報告会及びセミナーを計 7 回実施。 

調査事業成果報告会(6月、東京)、中国現地報告会(10月、
北京)、豪州洪水被害状況調査に関する IHS 社による説明
(第 14 回石炭投資促進セミナー、11 月、東京)、一般炭、
原料炭の市場動向に関する Argus社による説明(第 15回石
炭投資促進セミナー、12月、東京) 、中国のエネルギー政
策、石炭政策等｣中国国家発展改革委員会能源研究所張有
生副所長等による講演(第 16 回石炭投資促進セミナー、2
月、東京)、豪州クィーンズランド州政府の資源産業の政
策方針等に関する QLD州政府との共催セミナー(第 17回投
資促進セミナー、2月、東京)、石炭と天然ガスの市場動向
や価格競争力に関する調査部との合同セミナー(3 月、東
京) 
また、経済産業省に対し、石炭市場動向、石炭需給動向な
どを配信。 

②報告会及びセミナー終了後のアンケートでは平均で 98%と
いう高い肯定的評価を取得。 

③メールマガジンについては、年度内で 25 回配信。 
④リンク集掲載については、豪州クイーンズランド州、ニュ
ーサウスウェルズ州、カナダ・ブリテイッシュコロンビア州、
アルバータ州、中国の計 5 件を実施。 
2-1 報告会及びセミナーの内容については、一般炭・原料炭
の市場動向、中国の政策動向、豪州の洪水被害状況など我
が国企業のニーズ等に基づき関心の高い国、テーマを選定
している。 

 
2-2 報告会及びセミナー終了後のアンケートでは平均で 98%

という高い肯定的評価を取得。 
 
2-4 石炭市場の動向や産炭国の需給動向など、各種必要情報
を依頼に基づき経済産業省に対して提供。 

 
2-5、6 各情報についてはホームページや、メールマガジンを

通じ広く情報提供され、容易にアクセス可能。 
 
2-7 メールマガジンの登録者数については、年度当初の約 400
名から約 570 名に増加。年度内で 25 回配信。ウェブサイ
トの更新内容情報、セミナーや成果報告会の内容紹介・参
加登録を掲載。我が国企業が石炭資源情報によりアクセス
しやすい環境を整備し、利便性向上に寄与。また、石炭資
源情報のホームページリニューアルを実施。同リニューア
ルでは、デザインを一新し見やすくするとともに、スピー
ディーに情報を入手できるよう、検索機能の導入などが図
られ、利便性が大幅に向上。 

 

98%)を得ている。またメルマガや石炭資源情報
のホームページリニューアルにより利便性向上
に寄与している。 
 
以上、アウトプット定量指標に基づく達成状況が
平均して 120％を超える成果を上げたほか、内容
面においても特筆すべき成果を上げたことから、
量的・質的に実績を勘案し、当該事業の評定を A
とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
・ホームページやセミナー等を通じて発信してい

る情報の質は高く多様性もある。大きな変化の
中に置かれている石炭に関する環境変化等の
正確な分析、情報提供を継続してほしい。 

 
・化石燃料の座礁資産化が懸念されるなかで、理

論武装を行い、JOGMEC の活動を一般の方に
届く形で、アピールすべきである。 

 
 
＜課題と対応＞ご指摘事項については了解。他は
特になし。 

 
・石炭関連情報についてはホームページや、

メールマガジンを通じ容易にアクセス可能
とし、利便性が向上している点を評価。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・石炭が日本にとってどういう重要な意味が

あるか、JOGMEC の活動の意義を前広に
情報提供することも重要。 

  
４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

３．地熱資源開発支援 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
３． 地熱資源開発支援 
業務に関連する政策・施策 ・エネルギー基本計画（平成２６年４月閣議決定） 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第３号、第５号、第６

号、第７号、第８号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 
0305、0219 
※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 

 
２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
(1)地質構造調査に対する
助成金の交付件数 
（計画値[中期全体]） 

15 件以上 
中期目標期間末 

 
8 件 8 件 8 件 8 件 ―[15 件] 予算額（千円） 16,014,221 20,907,658 19,595,655 18,444,115  

（実績値[累計値]）   10 件[10 件] 10 件[20 件] 11 件[31 件] 10 件[41 件] ― 決算額（千円） 4,975,269 6,396,502   9,160,350 12,057,924 ― 
（達成度[進捗度]）   125%[67%] 125%[133%] 138%[207%] 125%[273%] ― 経常費用（千円） 1,700,386  4,102,303 5,125,901 7,794,021 ― 
(2) 助成金制度説明会実施
数（計画値） 
（計画値[中期全体]） 

全国 7 ヵ所 
以上/年 

 
 7 ヵ所 7 ヵ所 7 ヵ所 7 か所 ― 経常利益（千円）      199    14,172 -164,205 783,801  

（実績値[累計値]）   8 ヵ所 9 ヵ所 9 ヵ所 7 か所  
行政サービス実施コスト

（千円） 
     

（達成度[進捗度]）   114% 129% 129% 100%  従事人員数（人） 19.51 21.60 25.31 27.69  
 (3) 補助制度活用事業の探

査段階移行件数（計画値） 
4 件 

中期目標期間末  ― ― ― ― ―[4 件]       

（実績値）   0 件 2 件 0 件[2 件] 1 件[3 件] ―       
（達成度）   0% 50%[50%] 0%[50%] 25%[75%] ―       
(4)空中物理探査等の広域
地質構造調査等の実施数 
（計画値） 

年度計画で 
定める調査数 

 

2 件 4 件 
東北２地域
をはじめと
する国内数

か所 

北海道２地

域をはじめ

とする国内

数か所 

（5 地域） 

― 

      

（実績値）   2 件 3 件 5 地域 7 地域 ―       
（達成度）   100% 75% 100% 140% ―       
(5) コンサルテーション等

の実施（計画値） 
年度計画時 
想定回数 

 
― ― ― 50 件 ―       

（実績値）   ― ― ― 81 件 ―       
（達成度）   ― ― ― 162% ―       
(6)プロジェクトリスクマ

ネー供給件数（計画値） 
前年度中に相談を

受けていた採択に

至ると想定される

案件数以上 

 
1 件 1 件 1 件 1 件 ―       

（実績値）   2 件 1 件 1 件 1 件 ―       
（達成度）   200% 100% 100% 100% ―       
(7) 採択決定期間（計画値） 申請後 4 週

間以内 
 4 週 4 週 4 週 4 週 ―       



28 
 

（実績値）   4 週 4 週 4 週 3 週 ―       
（達成度）   100% 100% 100% 133% ―       
(8)国際会議への参加数 
（計画値） 

年度計画時 
想定回数 

 
1 回 1 回 3 回 5 回 ―       

（実績値）   1 回 3 回 7 回 9 回 ―       
（達成度）   ― 300% 233% 180% ―       
(9)地熱先進国との情報交

換回数（計画値） 
年度計画時 
想定回数 

 
― 1 回 3 回 3 回 ―       

（実績値）   ― 3 回 10 回 7 回 ―       
（達成度）   ― 300% 333% 234% ―       
(10)一般向けセミナーアン

ケートでの肯定的評価（計

画値） 

75%  
75% 75% 75% 75% ― 

      

（実績値）   82% 91% 95% 92% ―       
（達成度）   109% 121% 127% 123% ―       

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1)資源確保への対
応 
①初期調査リスク
低減等に向けた支
援強化 
・我が国企業の地熱
資源開発初期調査
リスク低減のため、
調査実施・支援等に
より地熱開発促進。 
・初期調査リスク低
減等の補助制度で
は、中期目標期間内
15 件以上実施。当
該補助制度活用事
業が 4 件以上探査
段階に移行。 
 

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減
等に向けた支援強化 
・国内地熱資源開発を
計画・実施する法人へ
初期調査リスク低減の
ため、調査費用の一
部・全部を助成（対象
事業・助成率は国が定
める）して地熱開発促
進。助成金交付では対
象事業の採択決定・プ
ロジェクト管理での厳
正さ確保、迅速対応。 
・空中物理探査等の広
域地質構造調査を北海
道、東北、九州等で実
施、高地熱資源ポテン
シャル地域の把握、取
得調査データを機構ホ
ームページ等で広く提
供、国内地熱調査を促
進。 
・助成制度では、地熱
開発計画・実施法人を
対象に制度説明会を毎
年全国 7 か所以上で実
施、機構の地熱開発支
援制度の周知、新規案
件発掘し、中期目標期
間内で助成事業 15 件
以上実施。当該助成制
度活用事業の結果を十
分検証し 4 件以上探査
段階に移行。 

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減
等に向けた支援強化 
○地熱資源調査段階の
プロジェクトを探査段
階以降へ進捗させるた
め、具体的に以下の業務
を実施する。 
・経済産業省が主催する
助成金制度説明会や自
治体連絡会などと連携
し、新規案件発掘につな
がる説明を実施すると
ともに、事業者の案件形
成に資するコンサルテ
ーションを実施する（50
件）。また、自治体に対
し、適宜専門家を派遣し
て、適正な資源管理強化
に向けた支援を行うと
ともに、自治体からの問
い合わせ等に対し、技術
的な助言等を行う（10
件）。 
・地熱ポテンシャル及び
調査計画の妥当性や利
害関係者との合意形成
等を適切に審査し、地域
共生型プロジェクトや
エネルギー安定供給に
一層貢献する大規模開
発プロジェクト等の地
質構造調査等へ助成金
を交付（大規模開発 4件
を含む 26 件うち新規 8
件）する。 
・助成金の交付にあたっ
ては、事業者の希望する
タイミングで採択・事業
の開始が行えるよう、申
請受付後 30 日以内に交

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減等に向
けた支援強化 

＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

［定量的指標］ 
１．助成金制度説明や案件形
成に向けたコンサルテーシ
ョンの実施数（50 件/年） 

２．適切な資源管理強化に向
けた支援（10 件/年） 

３．地質構造調査に対する助
成金の交付（大規模開発 4
件を含む 26 件/年うち新規
8 件） 

４．探査段階への移行件数（4
件/中期計画） 

５．空中物理探査等の広域地
質構造調査等の実施数（北
海道２地域をはじめとする
国内数ヶ所） 

［評価の視点］ 
1-1 新規案件の発掘。 
2-1自治体のニーズに対応し、
助言等を実施。 

3-1 事業者の案件形成に資す
るような説明及びコンサル
テーションを実施。 

3-2 規程で定める期間内に交
付決定を実施。 

4-1 リスク低減等により地熱
開発事業支援に結びついた
か。 

5-1 国立・国定公園を含む等、
我が国企業等の関心の高い
地域か。 

5-2 最新探査技術を導入し、
探査支援を実施したか。 

＜アウトカムの視点＞ 
1-2 コンサルテーションの実
施により、新たな地熱開発

（１）地質構造調査・助成金等 
①初期調査リスク低減等に向けた支援強化 
＜主要な業務実績＞ 
１．助成金制度説明や案件形成に向けたコンサルテーション
の実施 

１）助成金事業を事業者等に紹介して制度の活用を図るため
に、助成金事業に係る公募をホームページに掲載するとと
もに、全国 7 か所で説明会及び案件形成へのコンサルテー
ションを実施。 

２）地方自治体に 15 か所赴くとともに、各経済産業局主催
の自治体連絡会に 4 か所出席し、助成金制度等を説明する
とともに、案件形成へのコンサルテーションを実施。 

３）事業者ニーズを把握するため、ヒアリングを主要事業者
10 社に対して実施。 

４）助成金制度について 52 件照会があり、面談、電話、メ
ール等で案件や技術事項の相談等について対応した。 

 
２．適切な資源管理強化に向けた支援 
１）適切な地熱資源開発のために、機構が事務局となり、地
熱資源開発に関係する一連の専門家 23 名から成る地熱資
源開発アドバイザリー委員会を設立し、委員会を 4 回開催
して、自治体を支援。 

２）自治体からの助言依頼に対し、秋田県湯沢市、北海道弟
子屈町、大分県九重町の 3 自治体の助言依頼を委員会に諮
るとともに、7 自治体に対して事務局より助言を実施。 

 
３．助成金の交付 
１）26 件(新規案件：10 件、継続案件：16 件、うち 2.5 万

kW 以上の発電を目指す大規模案件：4 件)を採択。 
２）事業者による速やかなプロジェクト実施に貢献するた
め、採択案件については全ての案件で申請受付後 30 日以
内（平均 17 日）に交付決定を実施。 

 
3-3 平成 26 年度に助成金を交付した「奥尻」地域が平成

28 年度に探査・開発段階へ移行。 
 
４．探査段階への移行 

平成 26 年度に助成金を交付した「奥尻」地域が平成 28
年度に探査・開発段階へ移行。 

4-2 
１）平成 25 年度に助成金を交付した「洞爺湖温泉」地域で

 評定 Ａ 
各評価単位での評定を踏まえ「３．地熱資源開発
支援」としての評定を A とした。 

（１）地質構造調査・助成金等：A 
①初期調査リスク低減等に向けた支援強化 
＜評定と根拠＞ 
  平成 28 年度実績のアウトプット指標に対す
る達成度は、 

１．助成金制度説明会の実施（定量）：100% 
２．コンサルテーション等の実施（定量）：162% 
３．新規案件に対する助成金の交付（定量）：125% 
４．探査段階への移行（定量）：75%※中期目標
期間 

５．空中物理探査等の広域地質構造調査等（定
量）：140% 

 となった。 
  また、内容面においては、地熱開発事業者の
案件形成に資するコンサルテーションでは、
JOGMEC が培ってきた技術・地域的な知見を
活用して事業者との信頼関係を維持しつつ、真
摯・適切に対応した結果、平成 28 年度の達成
目標 50 件に対して 81 件実施し、新規案件を
10 件採択するとともに、継続案件を 16 件採択
（大規模案件 4 件含む）し、地熱資源開発に係
る事業者の初期調査リスクの軽減に資した。 

  探査段階以降への移行案件が 3 件（「洞爺湖

温泉」地域、「松尾八幡平」地域、「奥尻」地域）。

「洞爺湖温泉」地域では助成金事業の結果、運

転開始。「松尾八幡平」地域および「奥尻」地

域では、探査・開発段階に移行しており、確実

な地熱開発の発展に貢献。 
  資源管理強化の観点からは、適切な資源管理

強化に向けて、地熱資源開発アドバイザリー委

員会を設立し、10 自治体からの助言依頼に対

応。 
  さらに、空中物理探査においては、これまで
未調査であった国立公園の範囲を含む等、各種
規制緩和を受けて地熱資源開発が可能となっ

・地熱開発にあたり、開発に不安を抱く温泉
事業者を始めとした地域住民等の方々の理
解醸成が必要なため困難な調整を進め、大
規模開発が今後見込まれる 7 地域で空中物
理探査を実施。その後、同探査を実施した
地域において助成金申請に向けた検討が進
められており、新規地点の開発に向けた動
きにつながりつつあることを高く評価。 

 
・松尾八幡平地域（岩手県）については、助
成金事業及び出資事業を経て、債務保証事
業として採択。地熱部門における一連の資
金支援事業の全てを活用した初めての案件
であり、適切な審査、資金支援を実施した
点を評価。 

 
・日本地熱協会、電気事業連合会と共同で、「地

熱発電の日」を制定し、その日の前後に各
種イベントを実施し、マスコミを通じて積
極的に情報発信を行うことで、地熱開発の
理解促進に貢献したことを高く評価。 

 
以上を踏まえ、地熱資源開発支援の評定を

A とした。 
 
 
＜評定に至った理由＞ 
・助成金事業については、全国で説明会やコ
ンサルテーションを実施し、案件の組成に努
めた。この結果、新規案件 10 件を含む合計
26 件を採択に至ったことを高く評価。 
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付決定を行う。 
・新たな大規模開発プロ
ジェクト等の開拓に向
け、国立公園等、事業者
の関心の高いエリア等
における重力データ・電
磁データ等を取得する
ために、北海道 2地域を
含む国内数ヶ所を対象
に空中物理探査を実施
する。実施にあたって
は、地元関係者に対し、
調査内容を丁寧に説明
するなど、円滑な調査実
施に向けた調整を行う。
また、大学等の専門家と
協力して、調査地域の既
存データや地表踏査結
果を活用して空中物理
探査データを総合的に
解析し、調査地域の地熱
有望性を評価して効果
的な周知も行い、国内で
の新たなプロジェクト
の組成を促進させる。 

事業者の参入を促進。 
2-2 助言等の実施により、適

切な地熱開発に貢献し、案
件組成等に結びついたか。 

3-3 探査・開発段階への移行。 
4-2 開発・発電段階への移行。 
5-3 新たな地熱資源調査フィ
ールドの開拓に貢献。 

 

は、平成 26 年度に探査段階に移行し、平成 28 年度に運
転開始。 

２）平成 24 年度から平成 26 年度に助成金を交付した「松
尾八幡平」地域では、平成 27 年度に探査段階、平成 28
年度に開発段階に移行。 

 
５．空中物理探査等の広域地質構造調査等の実施 
１）地元関係者との十分な調整を経て、「武佐岳」地域、「弟
子屈」地域、「大雪山(上川)」地域、「大雪山(上士幌)」地
域、「豊羽」地域、「登別」地域及び「濁川(森・熊石)」地
域において、空中重力偏差法探査及び空中電磁探査を実
施。国立公園内の未調査地域において高精度の物理探査デ
ータを取得し、新たな地熱資源調査対象地域を開拓（「弟
子屈」地域、「大雪山(上川)」地域、「大雪山(上士幌)」地
域等）。 

２）過去に実施した空中物理探査の地域において、グランド
トゥルースを「くじゅう」地域、「湯沢・栗駒」地域にて
実施し、空中物理探査データの検証等の補完調査を実施。 

 
5-3  空中物理探査実施地域で、新規助成対象案件として

「ニセコ」地域、「大松倉山南部」地域、「野々湯」地域で、
組成されるとともに、新たな案件が 2 地域等で検討が開始
され、助成対象案件化に向けコンサルテーションを実施。 

 
 
＜その他事項＞ 
  空中物理探査を補完する基礎的情報を提供し、地熱資源
開発の一層の促進に寄与するためのヒートホール制度を
設立。 

 

た地域を含み、地熱開発事業者の関心の高い地
域或いはポテンシャルの高い地域を重点的に
対象としており、地熱資源開発の一層の促進に
寄与。 

  過去に実施した空中物理探査実施地域で、3
件の新規助成事業案件が組成され、新たな地熱

資源調査フィールドの開拓に貢献。 
  以上、アウトプット指標に基づく達成状況が

平均して 100%を超える成果を上げたほか、内

容面においても、助成金交付により新たな地熱

資源調査フィールドの開拓、地熱開発事業者の

参入促進に貢献するとともに、「松尾八幡平」

地域での助成金事業については、平成 27 年度

に地熱部門として初めての出資対象事業とし

て採択、平成 28 年度には開発段階へ移行し、

債務保証対象事業として採択する等、既存事業

も着実に進捗している。加えて、空中物理探査

も順調にデータ取得が進み、一部の地域では事

業者が新規案件として検討した結果、助成金事

業の対象となるとともに、今後の新規案件とし

て検討されている地域が複数あり、アウトカム

が実現し、着実な進展が見られている。従って、

全般的に量的･質的に将来の地熱開発事業の促

進に大きく寄与する実績を上げていることか

ら、量的、質的に特筆すべき成果を上げており、

当該事業の評定を「A」とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
  空中物理探査等から地熱構造モデルを作っ

て、ヒートホールで地熱貯留層の頭部を確認

し、モデルを実証するという意識で実施してい

ただきたい。また、ヒートホールは資源量の有

望な地域から実施すべき。 

・採択についても適切かつ迅速に対応したと
思料。事業者からは、「日常的に地熱発電開
発における専門的知見に基づくアドバイス
をいただいており助かっている」との声があ
った。 

 
・空中物理探査等の広域地質構造調査による
データ取得については、地元関係者との調整
を丁寧に行いつつ、大規模開発が今後見込ま
れる地域においてヘリコプターによる探査
を実施し、これらの情報を事業者に提供し、
事業者の掘削調査を支援したことを高く評
価。（目標 5 地域に対し、7 地域で実施。） 

 
・地熱資源開発アドバイザリー委員会を設立
し、1 年あたり 8 自治体の助言依頼に対応す
ることを目標としたところ、10 自治体に対
応し、自治体が抱える個別案件に対して専門
的な知見から適切な対応をしたことを評価。 

 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・初期調査リスク低減等に向けた支援強化に
ついては、採択件数が目標を大きく上回って
おり、十分な成果が得られたことは高く評価
できる。 

 

 ②リスクマネー供
給 
・我が国企業の地熱
資源開発支援のた
め探査・開発事業へ
の出資・債務保証で
の適切効果的な金
融支援実施。 
・リスクマネー供給
では企業申請に基
づく迅速厳正な審
査、プロジェクト進
捗の詳細把握、定期
的評価の実施、事業
継続・終結等に係る
機動的適切な決定。 
・申請受付後採択決
定までの間（国との
協議がある場合は
このための期間を
除く。）を 4 週間以
内。 
 

②リスクマネー供給 
・国内地熱資源開発を
計画・実施する法人の
初期調査で地熱開発有
望性が把握された地域
での地熱貯留層探査に
対し探査リスク低減の
ため、探査費用の 50%
上限で出資、地熱開発
促進。地熱発電事業・
発電施設への蒸気供給
事業法人が、生産井・
還元井掘削、パイプラ
イン等敷設、発電に必
要な設備設置他付随作
業をする場合、必要資
金 80%上限に債務保証
し、リスク補完で国内
地熱開発拡大。 
・探鉱出資・開発債務
保証等リスクマネー供
給の審査・評価に当た
っては、担当部、知見
を有する部署と協力し
横断的に対応。財務・
法務等の国内外外部専
門家等の知見活用、厳
格なリスク審査体制構
築、プロジェクト進捗
の詳細把握、財務面等
定期的評価を実施、事
業継続・終結等に係る
機動的適切な決定。 
・申請受付後採択決定
までの間（国との協議

②リスクマネー供給 
○事業者が実施するプ
ロジェクトの生産段階
への移行を金融面から
支援することにより、安
定的かつ低廉な地熱資
源の供給を図るため、具
体的に以下の業務を実
施する。 
・出資や債務保証に関す
る制度説明会を実施し、
新規案件発掘につなが
る説明をするとともに、
事業者の案件形成に資
するコンサルテーショ
ンを行う（40件）。 
・コンサルテーションの
実施や金融機関への制
度周知、助成金事業や企
業単独案件の進捗状況
を把握し、他部門との連
携を図ることで、案件発
掘に努める。また、事業
者等と守秘義務契約の
締結を行い、採択に向け
て他部門や外部有識者
と連携しながら事業リ
スクを調査し、十分な検
証を行う。 
・探査・開発現場の定期
的な状況確認を踏まえ、
企業へのアドバイスや
管理体制強化等、各案件
のリスク度合に応じた
適時適切な措置を講じ

②リスクマネー供給 
＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

［定量的指標］ 
１．制度説明会、コンサルテ
ーション実施数（40 件/年） 

２．エネルギーの安定供給に
貢献するプロジェクトへの
リスクマネー供給 1 件 

３．適切な進捗管理のレビュ
ーを実施 

４．新規案件に係る採択判断
の期間内実施（4 週間以内） 

５．リスクマネー支援の強化
に向けた制度の改善につい
て検討 

［評価の視点］ 
1-1 申請・案件採択に結びつ

いたか。 
2-1 地熱ポテンシャルやプロ
ジェクトの採算性等に係る
リスクを適切に審査し、地
域共生やエネルギーの安定
供給に資するプロジェクト
を採択できたか。 

3-1レビューの結果を踏まえ、
事業者へのアドバイスや管
理体制強化等、各案件のリ
スク度合いに応じた適時適
切な措置を講じることがで
きたか。 

4-1 事業者が希望した時期で
採択・資金供給が行えたか。 

5-1 事業者等のヒアリングを
実施して具体的な改善策の

②リスクマネー供給 
＜主要な業務実績＞ 
１．制度説明会、企業ヒアリングの実施 
１）出資･債務保証制度を事業者等に周知するとともに制度
の活用を促進するために、両制度に係る説明会を全国で計
7 回実施し、各経済産業局主催の自治体連絡会に 4 か所出
席し、助成金制度等を説明。 

２）事業者ニーズを把握するため、10 社に対してヒアリン
グを実施。 

３）出資・債務保証制度の活用について 31 件照会があり、
面談･電話等で対応。 

４）更なるリスクマネー支援の拡大を目的に、昨年度実施し
たメガバンク向けの機構制度紹介に続き、地方銀行に対し
て制度を紹介。 

５）債務保証対象案件を 1 件採択。 
 
２．エネルギーの安定供給に貢献するプロジェクトへのリス
クマネー供給 

１）平成 24 年度から平成 26 年度まで実施した「松尾八幡
平」地域での助成金事業については、平成 27 年度に出資
対象事業として採択し、今年度に探査作業が終了して開発
移行を決定。債務保証対象事業として採択。 

２）厳格なリスク審査・評価体制を構築するため、他事業部
門（石油部門、金属部門）と連携して審査・評価を実施。
実効性のある評価体制の構築に努めた。 

 
３．適切な進捗管理のレビューの実施 
１）新たな事後管理体制を構築し、定期的に技術的・事務的
観点から現状を把握・協議し、必要な場合は事業者や融資
金融機関に対してアドバイスを実施。 

２）探査・開発事業、及び運転開始後の操業状況を現場にて
確認して管理体制強化等の指導を実施するとともに、融資
金融機関に対しても現況報告、及び適切な案件管理等、今
後を見据えた的確なアドバイスを実施。 

３）運転が開始されている債務保証案件においては、暦日利

②リスクマネー供給：A 
＜評定と根拠＞ 
  平成 28 年度実績のアウトプット指標に対す
る達成度は、 

１．制度説明会、企業ヒアリングの実施（定量）：
130% 

２．リスクマネー供給（定量）：100% 
３．採択決定期間（定量）：133% 
 となった。 
  また、内容面においては、助成金事業、出資
対象事業として支援した「松尾八幡平」地域が、
探査作業を実施した結果をもって開発段階に
移行し、債務保証事業として採択。地熱部門の
資金支援事業の一連の支援を実施した第一号
案件であり、適切な審査、適時適切な資金支援
を実施した暁として、地熱資源開発支援が着実
に成果を発揮。債務保証事業の採択にあたって
は、JOGMEC のシナジーを最大限活用し、地
熱開発固有のリスクを適切に審査。 

  また、事業者が希望したタイミングで採択を
行うため、申請受付後から 3 週間以内に案件を
採択し、達成目標 4 週間以内に対し、達成度が
133％。採択後に事業の進捗状況や資金繰りを
把握して、事業者の求めに応じて適切に資金供
給を実施。 

  以上、アウトプット指標に基づく達成状況が

平均して 100%を超える成果をあげたほか、内

容面においても、出資対象事業の案件が開発移

行を決定し、アウトカムが実現しているととも

に、債務保証事業として採択しており、地熱部

門として初めてとなる助成金事業、出資事業、

債務保証事業の一連の支援を実施し、適切な審

査、支援の結果が事業の着実な進捗に貢献して

＜評定に至った理由＞ 
・事業者の案件形成に係るコンサルテーショ

ンについては、全国において出資・債務保

証制度に関する説明会を開催し、案件の組

成に努めたことを評価。 
 
・松尾八幡平地域（岩手県）については、助

成金事業及び出資事業を経て、債務保証事

業として採択。地熱部門における一連の資

金支援事業の全てを活用した初めての案件

であり、適切な審査、資金支援を実施した

成果として高く評価。 
 
・事業者からも、「本制度は地熱開発推進のた

めの寄与度が高く、この支援ツールを活用

して国内の地熱開発が活性化することを期

待するとともに、この制度が長く継続する

ことを希望する。」との声があった。 
 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
・リスクマネー支援の強化に向けた出資制度

の改善等を求める声があったことから、更な

る活用のためには、制度の見直しが必要であ

る。 
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がある場合はこのため
の期間を除く。）を 4 週
間以内。 

る。 
・リスクマネー供給に係
る採択については、事業
者が希望したタイミン
グで採択・資金供給を行
うため、申請受付後その
決定するまでの間（国と
の協議がある場合はこ
のための期間を除く。）
を 4週間以内とする。 
・事業者が実施するプロ
ジェクトの一層のリス
ク低減のために、リスク
マネー支援の強化に向
けた制度の改善につい
て検討する。 

検討をしたか。 
＜アウトカムの視点＞ 
2-2リスクマネー供給により、
地熱発電所の建設或いは運
転が開始。 

 

用率が 90％以上に達し、順調に稼働。 
 
４．新規案件に係る採択判断の期間内実施 
事業者の事業計画に影響を及ぼさないよう、債務保証事業
を申請受付後 3 週間以内に採択し、出資事業においても出
資申請受付後 2 週間以内に出資を実行。 
５．リスクマネー支援の強化に向けた制度の改善について検
討 
出資制度のより一層の活用を促すため、地熱開発を複数手

掛けている事業者 3 社にヒアリングを実施し、事業者のニー
ズを把握するとともに、政府系金融機関に各機関のリスクマ
ネー支援内容をヒアリング。独立行政法人の立場を考慮した
上で地熱開発支援のためのリスクマネー支援への展開を目
指し、取得株式の種類の変更等、運用面の課題解決を検討し、
着実な課題解決に向けた対応策を作成。 
 
 
＜その他事項＞ 
なし。 

いる。機構の役割、関与が実った結果であると

ともに、我が国のエネルギーの安定供給を確保

するうえで、質的・量的に特筆すべき成果を上

げたことから、評定を「A」とした。 

 

 (2)技術開発 
・地熱資源開発での
高 資 源 開 発 リ ス
ク・高額開発資金・
長期開発期間等の
課題克服のため、地
熱 貯 留 層 の 広 が
り・規模を調査・把
握、貯留層評価・活
用技術等、新規技術
開発実施。 

(2)技術開発 
・地熱の資源調査から
発電までの 3 つの課題
（高資源開発リスク・
高額開発資金・長期開
発期間）を克服、地熱
資源開発拡大を図るた
め、地熱資源調査・開
発の技術開発へ取組
む。 
・地熱資源開発では地
熱貯留層の広がり・規
模の調査・把握、貯留
層評価が最重要。最近
の物理探査技術・シミ
ュレーション技術発展
で地熱資源調査・開発
期間短縮化、地熱貯留
層評価が可能と判断さ
れ既存技術ベースでの
地熱資源開発の新技術
開発を実施。 
・既存発電所で発生す
る蒸気量減少・熱水性
質変化などによる発電
出力低下などの操業現
場が抱える問題へ対処
するため現場ニーズ対
応の技術開発実施。 
・技術開発では要素技
術の研究開発実施とそ
れら研究開発結果をも
とに中期目標期間内に
国内実証試験を実施、
現場への適用を検討。 

(2)技術開発 
○開発コスト・開発リス
クの低減に伴う地熱開
発事業者の参入を促進
するため、技術開発プロ
ジェクトを実施する。ま
た、我が国の資源開発能
力の向上に資するため
に、人材育成に取り組
む。 
・地熱貯留層探査技術に
おいては、地熱貯留層の
位置を高精度で把握す
るため、現場において取
得した弾性波探査デー
タの総合的な解析・解釈
を実施するとともに、当
該解析・解釈によって得
られた知見を検証する
ため、更なる実証試験を
検討する。さらに、機構
の金属部門が開発した
電磁探査システムの地
熱への適用に向けたシ
ステム開発に着手する。 
・地熱貯留層評価・管理
技術においては、地下の
地熱流体の流動を把握
するための人工涵養試
験を継続し、涵養中に観
測した各種データに基
づいたシミュレーショ
ンを実施し、将来の生産
予測を行うとともに、涵
養技術の体系化を目指
した技術マニュアルの
作成を開始する。 
・地熱貯留層掘削技術に
おいては、短期間かつ低
コストで地熱井の掘削
が可能となるＰＤＣビ
ットの開発を目指し、ビ
ットの設計や試作、試験
などで掘削能力を評価
する。また、実用化のた
めフィールド試験を実
施する。 
・上述の技術開発には、
大学等と連携して、オー
プンイノベーションの
手法を活用するなどプ
ロジェクトマネジメン
トにおける工夫を行い、

(2)技術開発 
＜主な定性的指標と評価の視
点＞ 

［定性的指標］ 
１．地熱貯留層探査技術の開
発 
２．地熱貯留層評価・管理技
術の開発 

３．地熱貯留層掘削技術の開
発（計画） 

４．地熱事業者や大学等にお
ける人材育成 

［評価の視点］ 
1-1 地熱貯留層探査技術の開

発において、取得された弾
性波探査データに対して総
合的な追加解析・解釈によ
り、精度向上を達成できた
か、また、更なる弾性波探
査実証試験について具体的
な計画検討ができている
か。 

1-2 地熱用電磁探査システム
の開発に着手できたか。 

1-3 オープンイノベーション
の手法を活用するなど、プ
ロジェクトマネジメントに
おいて特筆すべき工夫がみ
られたか。 

2-1 地熱貯留層評価・管理技
術の開発において、人工涵
養を継続し、モニタリング
データが取られているか。 

2-2 オープンイノベーション
の手法を活用するなど、プ
ロジェクトマネジメントに
おいて特筆すべき工夫がみ
られたか。 

3-1 PDC カッターを試作
し、室内実験により能力を
評価することができたか。 

3-2 純国産初の PDC ビット
を試作し、現場実証試験に
より基本設計が適正である
か確認できたか。 

3-3 オープンイノベーショ
ンの手法を活用するなど、
プロジェクトマネジメント
において特筆すべき工夫が
みられたか 

4-1 情報の提供により、地熱
事業者や大学等における人
材育成等に貢献できたか。 

(2)技術開発 
＜主要な業務実績＞ 
１．地熱貯留層探査技術の開発 
１）平成 27 年度に山川地熱発電所周辺で取得した 3D 弾性
波探査データに対し、他の物理探査データや坑井データ等
との統合解析を含む追加解析を実施。統合解析により 3D
温度モデルを構築する等、地質構造の把握に資する統合解
析手法を示したほか、平成 27 年度の解析によって推定さ
れていた断裂等が強調された結果が得られ、断裂系の可視
化技術の精度向上を達成。また、本開発技術の山岳地域で
の有効性を検証するため、試験地を選定し、準備作業を実
施。 

２）金属部門が開発した電磁探査システムである SQUITEM
の地熱探査への応用については、山川地熱発電所周辺にお
いてラインソースを用いた試験調査を行い、深度約
2,000m まで既存電磁探査よりも高い分解能を有する結果
を確認するとともに、可探深度や測定精度の向上を目指し
た送受信装置の詳細設計等を実施。 

３）日本地熱学会や NZ 地熱学会、物理探査学会、石油技術
協会等、国内外の 5 学会での発表等を通して成果の発信を
行い、開発技術の認知度向上を積極的に推進。また、外部
有識者から構成される委員会により、効率的・効果的な推
進を目指して助言を得て、開発に反映。 

４）成果の発信等の結果、地熱開発事業者により SQUITEM
を用いた探査が決定。 

 
２．地熱貯留層評価・管理技術の開発 
１）当該地域の地元関係者との十分な調整の上、平成 27 年

6 月より人工涵養を開始。涵養井近傍生産井では、涵養効
果を示唆する結果が得られたものの、蒸気及び熱水流量が
不安定となったため、各種調査を行い、涵養井浅部のセメ
ンチング不良が原因と特定。涵養注水は一時停止中である
が、涵養井改修に向けた準備作業を実施しており、平成
29 年度に人工涵養を再開予定。涵養影響が確認された生
産井では、蒸気量が涵養前に比較して増加しており、微小
地震モニタリングやトレーサー試験、化学分析等により、
注水した水の回帰を示唆する挙動であることを確認。 

２）日本地熱学会において、合計６本の学術講演を実施。ま
た、EPRI（米国電力研究所）との共同研究の下、当該技
術開発の進捗状況に関する報告書（英・日）を作成し、国
内外の地熱関係者等に広く周知。また、外部有識者から構
成される委員会を設置し、効率的・効果的な推進を目指し
て協力を得て、開発に反映。 

 
３．地熱貯留層掘削技術の開発 
１）ダイヤモンド及びコバルトを主成分とする PDC カッタ
ー素材 5 種類を開発し、耐磨耗試験や耐衝撃試験による基
礎特性を把握。開発したカッターを装着した PDC ビット
5 種類を用いて、コアビット 5 丁を製作し掘削室内試験を
実施。平成 28 年度の PDC カッターの目標値（掘削速度、
掘削長、最大摩耗幅）を上回る成果を獲得。 

２）PDC カッター及びボディーを全て国産品とし、純国産
初の地熱用 PDC ビット２丁を設計・製作し現場実証試験

(2)技術開発：A 
＜評定と根拠＞ 
  平成 28 年度実績のアウトプット指標に対す
る達成度は、 

１．地熱貯留層探査技術の開発（定性）：100% 
２．地熱貯留層評価・管理技術の開発（定性）：

100% 
３．地熱貯留層掘削技術の開発（定性）：100% 
 となった。 
  地熱貯留層探査技術については、弾性波探査
データに対し、総合的な追加解析を実施すると
ともに、第 2 回実証試験の調査計画の策定等を
計画どおり実施。さらに、地熱用電磁探査シス
テムの開発についても、送受信装置の詳細設計
を計画どおり実施。 

  弾性波探査データに対する総合的な追加解
析により、地熱貯留層の可視化技術の精度向上
を達成。また、地熱探査用 SQUITEM の開発
において、試験調査で約 2,000m 深度まで高分
解能な結果を確認、地熱探査への応用に向け着
実に進展、金属部門とのシナジー効果が顕在
化。 

  地熱探査用 SQUITEM 技術を用いた探査が
民間事業者により活用されることが決定して
おり、地熱資源開発の促進に大きく貢献。 

  地熱貯留層評価・管理技術は、涵養井近傍生
産井の蒸気及び熱水流量が不安定となった原
因を特定し、涵養井改修工法を決定。微小地震
観測、蒸気流量連続モニタリングなどを計画ど
おりに実施しており、着実に開発が促進。一部
の生産井で蒸気量増加が認められる等、具体的
な進展を確認。 

  地熱貯留層掘削技術については、PDC カッ
ターの試作、室内実験による能力評価を行い目
標を達成。純国産初の地熱用 PDC ビットを試
作し、現場実証試験で、通常使用されるローラ
ーコーンビットを上回る実績を得て、確実に進
展。 

  また、計画どおり海外技術動向調査や特許調
査などを実施するとともに、外部有識者から構
成される委員会の助言の他に石油や金属部門
のシナジー効果も発揮して効率的・効果的に推
進を図った。さらに、開発結果を日本地熱学会
誌に投稿し、結果を広く周知して、現場への適
用検討に貢献。 

  さらに、地熱業界の将来の担い手となること
が期待される大学生に対する講義を実施する
とともに地熱開発事業者向けの地熱技術研修
など、新たな取り組みを開始し、人材育成に大
きく貢献。 

  地熱開発技術者研修及び地熱掘削技術者養
成コースなど新たな取り組みを開始するとと
もに、地熱業界の将来の担い手となることが期

＜評定に至った理由＞ 
・平成 28 年度は、テーマ 1（地熱貯留層探査

技術の開発）については地熱探査用
SQUITEM 技術を用いた探査が民間事業者
により活用されることが決定したこと、テ
ーマ 3（地熱貯留層掘削技術の開発）につ
いて PDC カッターを開発し、性能面では性
能面では一般的に用いられるコントローラ
ービットの掘削能率、ビット寿命を上回る
実績であったことを評価。 

 
 
・今年度は、地熱開発研修制度を創設し、大
学や地熱開発業界における技術者育成に寄
与した。 受講生及び参加企業各社幹部から
も非常に高い評価を得ており、次年度以降の
継続開催を強く希望されていることを評価。 
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得られた成果を学会や
成果報告会等の場を通
じて普及させ、地熱開発
事業者が、開発した技術
を現場に適用すること
を検討する。 
・上述の技術開発テーマ
について、関係する課題
を抱えている既存発電
所等と技術開発を実施
し、更なる推進を図る。 
・地熱技術者の人材育成
を強化するため、地熱関
係機関・組織と連携し、
地熱技術者や学生も対
象とする研修や講義を2
回以上実施し、技術能力
の向上や地熱に関心を
有する学生等の増加に
貢献する。また、国際的
にも技術面における人
的交流を図る。 

4-2 地熱に関心を持つ学生や
関連する講義等の増加に貢
献できたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
1-4 得られた成果を既存の発

電所及び地熱開発地点に適
用できたか。 

1-5 開発コスト・開発リスク
の低減に貢献し、地熱開発
事業者の参入を促進するこ
とができたか。 

2-3 得られた成果を既存の発
電所及び地熱開発地点に適
用。 

2-4 開発コスト・開発リスク
の低減に貢献し、地熱開発
事業者の参入を促進。 

3-4 得られた成果を既存の
発電所及び地熱開発地点に
適用。 

3-5 開発コスト・開発リスク
の低減に貢献し、地熱開発
事業者の参入を促進。 

 

を実施。この結果、一般に用いられるローラーコーンビッ
トの掘削能率・ビット寿命を上回る実績を得て、基本設計
が適正であることを確認。 

３）海外の技術動向調査及び PDC ビットに設定されている
特許調査を実施し、PDC ビット製作における 2000 超の特
許の存在及びその内容を確認。 

４）外部有識者から構成される委員会を設置するとともに、
石油や金属部門のシナジー効果を発揮し、効率的・効果的
な推進を目指して助言を得て、開発に反映。また、日本地
熱学会で講演し、同学会より研究開発内容につき評価を受
け、日本地熱学会誌へ投稿し、結果を広く周知。 

 
４．地熱事業者や大学等における人材育成 
１）地熱開発に必要な実践的な知識の取得、熟練技術者から
若手技術者への技術の継承、若手技術者のネットワーク形
成等を目的とし、秋田県金属鉱業研修技術センターにて、
地熱開発事業者を対象とした地熱資源開発研修を新たに
開催。3 週間の講習日程とし、大学・研究機関および民間
企業などから一流の講師陣を招聘し、地熱開発に関する一
連の知識を体系的・網羅的に習得できるカリキュラムを作
成。受講者より高い評価を得たほか、参加企業各社の幹部
からも非常に高い評価を得て、次年度以降の継続開催を強
く要望された。 

２）深刻化している地熱掘削技術者の人材不足に対応すべ
く、柏崎テストフィールドの石油用掘削シミュレータを活
用した「地熱掘削技術者養成コース」を実施。参加した企
業は、継続した実施を期待。 

３）技術開発に関する一部業務を大学と共同研究を行うこと
で、人材育成に貢献。 

４）地熱開発業界における若手技術者育成の一環として、東
京大学、九州大学や早稲田大学等において技術講義を実
施。 

５）機構が取得したデータを北海道大学や弘前大学に提供
し、研究テーマとして活用された。 

 
＜その他事項＞ 
なし。 

待される大学生に対して技術講義や研究テー
マの支援等を行い、地熱開発業界、及び大学に
おける技術者育成に大きく寄与。 

  以上、３つの技術開発テーマはいずれも重要
かつチャレンジングなテーマであり、内容面に
おいても、特筆すべき実用化に資する成果が得
られているとともに、一部技術では実用化が決
定しアウトカムが実現。 

  また、人材育成事業では今年度より開始した
研修内容が高評価を得ており、地熱資源開発の
促進に大きく寄与する内容であり、質的に顕著
な成果が上げられたことから、当該事業の評定
を「A」とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
  地熱貯留層掘削技術においては、地質次第で
結果は変わるのでそこを考慮に入れて開発す
べきである。 

  地熱開発を網羅する研修は中々なく、大学に
おいても地熱開発に係わるすべての分野を教
えることは難しいため、継続していただきた
い。 

 (3)情報収集・提供 
・国内外での地熱資
源開発関連情報収
集、アイスランド等
地熱先進国との情
報交換、情報発信実
施による地熱資源
開発への理解増進。 

(3)情報収集・提供 
・地熱資源開発関連技
術動向、海外地熱関連
動向、経済性評価手法
等情報収集・提供、地
熱調査計画・実施法人
の開発促進。 
・国内地熱技術開発に
資する米国、ニュージ
ーランド、アイスラン
ド等地熱先進国との情
報交換。 
・地熱資源調査・開発
理解増進のため地熱資
源開発基礎知識を広め
る一般向けセミナー開
催、広報映像・パンフ
レット等活用、地熱資
源開発関連情報を広く
一般提供。 

(3)情報収集・提供 
○地熱のポテンシャル
がある地域において、地
熱開発に対する地元の
理解を促進するととも
に、国による地熱資源開
発の施策立案や、新たな
プロジェクトの組成に
貢献するため、具体的に
以下の業務を実施する。 
・地熱に関する国際会議
や国内における学会等
で発表（5 回）し、技術
情報を共有するととも
に、世界動向や事業者の
ニーズ等を把握する。 
・地熱先進国（米国、ニ
ュージーランド等）との
情報交換や、国際的な共
同研究、及び、それに係
る打合せ（3 
回）を実施する。これら
の会議等に参加し、探査
技術や人工涵養技術な
ど、海外における先端技
術情報を入手すること
で、我が国の技術への適
用を検討し、また、地域
共生手法等に係る事例
等を入手する。こうした
取組を通じて、情報収集
に係る体制強化につな
がる人的ネットワーク
を構築するとともに、得
られた技術情報・開発動

(3)情報収集・提供 
＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

［定量的評価］ 
１．国際会議や国内における
学会等での発表回数（5 回/
年）及び地熱先進国との情
報交換回数（3 回/年） 

２．イベント等件数（5 回/年）
及び一般向けセミナーのア
ンケートの肯定的評価
（75%） 

 
［評価の視点］ 
1-1 情報収集を実施・プレゼ
ンスを示したか 

1-2 情報収集に係る体制強化
につながる人的ネットワー
クを構築できたか 

1-3 技術の向上に貢献できた
か 

2-1 事業者の知見・技術の向
上に貢献できたか 

＜アウトカムの視点＞ 
2-2 地熱開発に関する正しい
理解・認識の国民への浸透
等に貢献できたか 

 
 

(3)情報収集・提供 
＜主要な業務実績＞ 
１．国際会議への参加数 
１）IEA 関連の国際会議（IEA-GIA、4 月、9 月）に加え、

TICADⅥ（日・アフリカ政府主催、8 月）、GRC（米国地
熱学会主催、10 月）、太平洋島嶼国対象地熱開発ワークシ
ョップ 2016（IEEJ 主催、10 月）、NZGW（オークラン
ド大学主催、11 月）に参加し、発表等を通じて、情報収
集するとともに、IIGCE（インドネシア国際地熱会議、8
月）、IADC(アジア太平洋掘削技術会議、10 月）に参加し、
涵養技術や掘削技術等の情報収集を実施。 

２）ニュージーランド政府系研究機関（GNS）との MOU
に基づき、探査技術や地域対策など両国共通課題を討議す
るワークショップを JOGMEC で初めて開催。指宿市で実
施した機構の地熱貯留層探査技術開発の調査現場で意見
交換（6 月）。EPRI（米）とは、柳津西山地熱発電所の涵
養技術開発試験現場で意見交換を実施（11 月）。また、地
熱貯留層掘削技術開発に関連し、掘削企業（独）と意見交
換（1 月）を実施。 

３）TICADⅥへ参加し機構の業務紹介に加え、ケニア・オ
ルカリア地熱発電所の訪問を実現し、新たなネットワーク
を構築するとともに、JICA の地熱研修生を受入れ、日本
の先進技術の動向や当該国地熱開発動向について情報交
換。 

４）その他、国内においては資源・素材学会（9 月）、日本
地熱学会（10 月）及び物理探査学会（10 月）に参加し、
活動状況を発表するとともに、地熱関連の情報交換を実
施。 

 
２．一般向けセミナー等の開催 
１）平成 27 年度の事業成果を報告会形式で 6 月に 230 名の

参加者を得て開催。 
２）METI と連携の上、日本の地熱発電開始 50 年を節目と

して国会議員・岩手県知事等の参加を得て「地熱シンポジ
ウム in 八幡平」を開催し、地熱開発と地域との共生につ

(3)情報収集・提供：S 
＜評定と根拠＞ 
  平成 28 年度実績のアウトプット指標に対す
る達成度は、 

１．国際会議への参加数（定量）：180% 
２．地熱先進国との情報交換回数（定量）：234% 
３．一般向けセミナーの開催（定量）：123% 
 となった。 

また、内容においては、平成 27 年度に締結
した機構とGNSの技術協力に係るMOUに基
づき、ワークショップを東京にて開催し、そ
の後も更なる協力関係の構築に向けて意見交
換を実施する等着実に協力関係が進展。 

  TICADⅥでは、オルカリア地熱発電所を管
轄している KenGEN（ケニア電力公社）の案
内により発電所訪問を実現し、新たなネットワ
ークを構築。 

  JICA の地熱研修生の受入れに協力し、各国
との一層の関係発展に寄与。 

  さらに、10 月 8 日を「地熱発電の日」とし
て記念日に制定され、一般に対する認知度向上
に寄与。 

  以前には地熱資源開発が殆ど実施されてい
なかった北陸、中国地方等において、助成金事
業の案件が組成され、特に地元の事業者による
案件が出現するなど、地熱資源開発の促進が顕
在化。 

  以上、アウトプット指標に基づく達成度はす
べて 120%以上の成果を上げたほか、内容面に
おいても技術開発の推進、地熱資源開発事業者
の知見・技術の向上のみならず、国民各層への
地熱開発に対する理解や認知度向上に貢献し
たことに加え、「地熱発電の日」が記念日に制
定される等、総じて量的・質的に顕著な成果を
上げたことから、当該事業の評定を「S」とし

＜評定に至った理由＞ 
・国際的なネットワークの構築・活用につい

ては、国際会議での講演や技術開発の成果発

表等を積極的に行うことにより、その強化が

図られたことを評価。 
 
・機構主催のイベント・セミナー等について

は、年度目標 5 回に対して、9 回実施。特に、

地熱シンポジウムについては、参加者 430
名程度のうちアンケートを回答した者の 9
割以上が肯定的な評価であるなど、効果的な

情報発信が図られたと高く評価。 
 
・同シンポジウムでは、日本地熱協会、電気

事業連合会と共同で、国内初の松川地熱発

電所の営業運転開始日を「地熱発電の日」

に制定し、その日の前後に各種イベントを

実施し、マスコミを通じて積極的に情報発

信を行うことで、地熱開発の理解促進に貢

献したことを高く評価。 
 



32 
 

向等を地熱開発事業者
等に提供し、当該事業者
等の知見・技術の向上を
図る。 
・経済産業省の広報施策
と連携し、地熱の理解を
深めるための効果的な
シンポジウムを企画・開
催する。また、日本地熱
協会等と連携して、各種
地熱イベントに参加（5
件）するとともに、メデ
ィア対応も積極的に行
い、一般国民等の理解促
進に努める。また、
JOGMEC 企画・参加イ
ベントにおいて、肯定的
評価及び地熱理解度を
75％以上取得する。 
・地熱資源情報ホームペ
ージを充実させ、情報発
信の強化に努め、地熱開
発に対する理解を促進
し、円滑な発展に寄与す
る。 

いて展望するとともに、日本地熱協会・電気事業連合会と
共同で、10 月 8 日を「地熱発電の日」と記念日に制定。
全国紙や TV、ネット等多様なメディアで全国に発信され、
地熱開発の理解醸成に効果的な取組みを実現。来場者アン
ケート結果では、肯定的評価が指標 75%を大きく上回る
90％を達成。 

３）若い世代を含む一般国民の地熱認知・理解促進のため、
日本地熱協会などと連携し、再生可能エネルギー世界展示
会（6 月）、REIF ふくしま（10 月）、エコプロ 2016（11
月）等に出展。創意工夫を行い、集客力、理解度向上に努
め、来場者アンケートの高評価を継続。 

４）日本地熱学会との協力による郡山市の 3 小中学校への出
前授業（10 月）、および文科省土曜学習応援団への登録に
よる都内小学校への出前授業（2 月）を初めて実施し、生
徒のみならず教員や保護者からも好評を獲得。 

５）一般向けパンフレット「地熱」を全面改訂（3 月）し、
機構の制度・事業成果や地熱開発全般の紹介に寄与。また、
昨年度リニューアルした WEB サイト「地熱資源情報」に、
アドバイザリー委員会の実績報告など JOGMEC の新た
な取組みを追加、情報を逐次更新し一般から専門家まで幅
広く情報提供。 

６）地方紙東京支社長（38 社）との地熱勉強会（1 月）、プ
レスリリース内容のブリーフ・メディア問合せに適宜個別
に対応（38 回/年）し、機構の地熱事業の成果や取り組み
を積極的にアピール。 

 
＜その他事項＞ 
なし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た。 
 
 
 

 

 

４．その他参考情報 

（予算・決算の主な差異理由） 

平成 28 年度の予算額と決算額の乖離に係る主な要因は、異常気象により空中物理調査事業が未完了、当該年度に予算額規模の契約を締結しているものの、支払いが次年度に繰越されたことや入札の結果契約額

が廉価に抑えられた等である。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

４．金属資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４． 金属資源開発支援 

業務に関連する政策・施策 「エネルギー基本計画」（平成 26年 4月閣議決定） 
当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第１号、第２号、第３号、第５号、第６号、 
第７号、第８号、第９号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 

地質構造調査：0156、0310、0430、リスクマネー供給：0430、海洋資源の開発：0005、0307、0430、資

源国等との関係強化：0310、0430、技術開発：新 29-00002、新 29-0022、0156、0309、0310、0430、情

報収集・提供：0430  ※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

(1)＜アウトカム＞我が国企
業引継ぎ及び精密探査・開発
評価等移行の件数 
【地質構造調査】 
（計画値[中期全体]） 

11 件以上 
中期目標期間中 

11 件 
中期計画基準値 

― ― ― ― [11 件] 予算額（千円） 59,394,072 49,008,468 50,994,478 38,926,856  

（実績値[累計値]） ― 1 件[1 件] 1 件[2 件] 0 件[2 件] 2 件[4 件] ― 決算額（千円） 14,440,841 16,986,631 19,608,220 17,748,315  
（達成度[進捗度]） ― [9%] [18%] [18%] [36%] ― 経常費用（千円） 13,423,751 14,455,271 12,862,627 9,809,536  
(2)審査期間 
【リスクマネー供給】 
（計画値） 

4 週間以内 
/年 

中期計画基準値 

4 週間以
内 

 

4 週間 4 週間 4 週間 4 週間 [4 週間] 経常利益（千円） 2,734,961 954,253 713,829 812,273  

（実績値） ― 3.38 週間 2.69 週間 2.62 週間 1.90 週間 ― 
行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

（達成度） ― 118％ 149％ 153％ 211％ ― 従事人員数（人） 171.05 170.97 192.58 192.98  
(3)白嶺航海数 
（計画値[中期全体]） 
【海洋資源の開発】 

40 航海 
中期目標期間中 40 航海 

中期計画基準値 

8 航海 8 航海 8 航海 8 航海 [40 航海]   

（実績値[累計値]） ― 10 航海 
[10 航海] 

11 航海 
[21 航海] 

10 航海 
[31 航海] 

11 航海 
[42 航海] ― 

（達成度[進捗度]） ― 125%[25%] 138%[53%] 125%[78%] 138%[105%] ― 
(4)協力枠組み構築数 
（計画値[中期全体]） 
【資源国等との関係強化】 

20 件 
中期目標期間中  

20 件 
前中期目標期間

実績 

4 件 4 件 4 件 4 件 [20 件] 

（実績値[累計値]） ― 11 件[11 件] 5 件[16 件] 5 件[21 件] 5 件[26 件] ― 
（達成度[進捗度]） ― 275%[55%] 125%[80%] 125%[105%] 125%[130%] ― 
(5)採鉱・選鉱・製錬技術等開

発支援案件数（提案公募

型：実証段階） 
（計画値[中期全体]） 
【技術開発・人材育成】 

15 件 
中期目標期間中 15 件 

中期計画基準値 

3 件 3 件 3 件 3 件 [15 件] 

（実績値[累計値]） ― 1 件[1 件] 5 件[6 件] 4 件[10 件] 4 件[14 件] ― 
（達成度[進捗度]） ― 33%[7%] 167%[40%] 133%[67%] 133%[93%] ― 
(6)利用者満足度（肯定的評価

の割合）（計画値[中期全体]） 
【情報収集・提供】 

75%以上/年 75％ 
中期計画基準値 

75% 75% 75% 75% [75%] 

（実績値） ― 98% 96% 98% 98% ― 
（達成度） ― 131% 128% 131% 131% ― 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支
援 
・我が国の資源・エネ
ルギー政策と我が国企
業ニーズを踏まえたベ
ースメタル・レアメタ
ル・ウラン等の権益拡
大へ貢献。 
(ア)海外地質構造調査 
・企業の探査ニーズを
確認し有望プロジェク
トを有する外国企業と
の JV調査実施、我が国
企業への権益引継を実
施。 
・我が国企業保有のベ
ースメタル・レアメタ
ル・ウラン等鉱区での
探査支援。 
・機構による海外での
鉱物探鉱権利他の権利
の取得業務の効果的な
活用。 
・機構の実施・支援探
査における第二期中期
目標実績を上回る引継
ぎ等（企業引継や精密
探査・開発評価等）の
件数達成（金属鉱産物
価格急落や資源国の治
安悪化等の外部要因で
引継ぎ等が困難となる
場合は留意）。 

(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支
援 
(ア)海外地質構造調査 
・我が国企業の探査ニー
ズ確認、有望プロジェク
ト保有外国企業との JV
調査実施、我が国企業へ
の権益引継実施。 
・我が国企業保有のベー
スメタル・レアメタル・
ウラン等鉱区での探査
支援。 
・機構による海外での鉱
物探鉱権利他の権利の
取得業務の効果的な活
用。 
・機構の実施・支援探査
における 11 件以上の我
が国企業への引継ぎ又
は我が国企業による精
密探査・開発評価等への
移行。特にレアメタル案
件の引継ぎに係る我が
国ユーザー企業等への
積極的な働きかけ実施。 
・資源特性に応じた地域
の選択・集中、探査実施。 
(ア)ベースメタル 

環太平洋地域 
(イ)レアメタル 
－レアアース、白金
族、タングステン等 
オーストラリア、
カナダ、ブラジル
等のレアメタル産
出国、南アフリカ、
ボツワナ等のアフ
リカ地域、カザフ
スタン、ウズベキ
スタン等の中央ア
ジア地域及びベト
ナム等の東南アジ
ア地域 

－コバルト、モリブデ
ン、インジウム、ガ
リウム等 
チリ、ペルー、ボ
リビア、カナダ、
オーストラリア、
インドネシア及び
フィリピン等の環
太平洋地域 

(ウ)ウラン 
北米地域、オースト
ラリアの他、アフリ
カ地域、中央アジア
地域及び南米地域 

(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支
援 
(ア)海外地質構造調査 
・ベースメタル、レアメ
タル及びウラン等の探
査に関して、我が国企業
への引継ぎ又は我が国
企業による精密探査・開
発評価の移行等を実施
するため、以下の業務を
実施する。 
 
－我が国企業への引継
ぎに貢献するためのコ
ンサルテーションを 20
社以上実施。 
－有望なプロジェクト
を有する外国企業等と
のＪＶ調査を、3 件以上
形成することを含め、20
件以上実施。 
－海外地質構造調査ま
たは助成金交付による
支援を４件以上実施。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.我が国企業への引継ぎに貢献する
コンサルテーション実施(20社) 

3.新規のプロジェクト形成を含む JV
案件の実施(20件（うち新規案件 3
件）) 

7.地質構造調査・助成金交付による
支援実施(4件) 

【評価の視点】 
1-1. コンサルテーションによる事

業者とのネットワーク構築・拡大 
1-2. 新たな事業者ニーズ発掘 
1-3. リスクマネー供給支援に繋が

るコンサルテーション 
3-1. 新調査手法等の取入れ等、特別
な取組 

3-2. 既存案件の不断の見直し、案件
入替等 

7-1. 我が国企業が従来参入困難で
あった地域 

＜アウトカムの視点＞ 
2. 引継ぎに向けた取組（守秘義務契
約締結・入札）での対象企業拡大
等への工夫 

4. 政府方針・事業者ニーズを踏まえ
供給源多角化となる地域 

5.  特筆すべき調査（未調査の地域、
戦略上重要鉱種、メジャー企業と
の JV調査等） 

6. 調査結果の案件価値増大 
8. 供給源多角化で特筆すべき 
9. 未調査地域・新鉱種等特筆すべき 
10. 特筆すべき技術的成果 

（１）地質構造調査 
1.我が国企業への引継ぎに貢献するコンサルテ
ーション実施 
28 社に対し、JV 案件の状況を説明するとと

もに、各社の案件への関心等、コンサルテーシ
ョンを実施。 
1-1.複数回のコンサルテーションを通じて、非
鉄企業及び総合商社との関係を強化し、新た
にユーザー等（素材メーカーや自動車メーカ
ー）とのネットワークも構築。 

1-3.金属ファイナンス部と共同で実施した 13社
のコンサルテーションでは、各社の関心鉱種
及び地域や探査・開発案件の進捗等について
の情報共有などリスクマネー供給支援の展開
のための連携を実現。 

 
2.継続的なコンサルテーションの結果、6 社と 7
件の守秘義務契約締結、2 件の入札実施に繋
がった。 

（守秘義務契約締結<プロジェクト実施対象国
＞） 

・チリ（3 件）、豪州、セルビア、ナミビア、南
アフリカ 

（入札実施） 
・南ア・ウォーターバーグ、フィリピン・サガ
イ 

2-1. 南ア・ウォーターバーグの入札公示中に
は、プレ F/S の説明会の開催や個別面談など
を実施。また、本入札時では、JOGMEC持ち分
を一部譲渡する部分譲渡を導入。休止中であ
った助成金制度を再開し、引継ぎ後の探鉱助
成についても可能とした。 

 
3.新規のプロジェクト形成を含む JV 案件の実
施 
新規プロジェクト 5件を含む 31 件の JV案件を
実施。 

3-1. 高分解能衛星データ等を利用した解析・現
地調査を、資源探査部で実施中の 5 案件にて
実施。ナミビアでは未探鉱エリアでの適応に
関して、パートナーである亜鉛主要生産社か
ら高い評価を得た。 

 
3-2.既存案件については、ボーリング調査等の
結果を踏まえてレビューを行い、ポテンシャ
ルが低いと判断した 8 件のプロジェクトを終
結。 

 
4,5. 新規案件として以下の 5 件を形成。ポテン
シャルが高く事業者ニーズも多い環太平洋地
域の案件とともに、 供給源の多角化のため、
我が国企業による鉱山事業への参画が見られ
ない地域の案件形成に努める。 

○カンボジア・オヤダオ南地域（銅・レアメタ
ル・金）は、インドネシア・バツヒジャウ鉱
山（銅・金）と類似の地化学異常が認められ、
ボーリングによる地下への鉱化作用の広がり
が期待される。 

○豪州・パークス地域（銅・金）は、近傍に我
が国企業が参画するノースパークス鉱山があ
り、銅のポテンシャルが高い地域。 

○マダガスカル北部地域（レアアース）は、未
調査の中からボツワナ・地質リモートセンシ
ングセンターの活動から形成された案件であ
る。 

○ウズベキスタン・メシェティンスカヤ地域（ウ

 評定 Ａ 

各評価単位での評定を踏まえ「４．金属鉱物資源
開発支援」としての評定を Aとした。 

（１）海外地質構造調査：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1. 我が国企業への引継ぎに貢献するためコンサ
ルテーション実施（定量）：140% 

3. 新規のプロジェクト形成を含む JV 案件の実
施（定量）：155% 

7. 地質構造調査または助成金交付による支援
（定量）：150% 

 
また、内容面として、継続的なコンサルテーシ

ョンを通じて、非鉄企業及び総合商社との関係強
化に加えて、新たにユーザー等とのネットワーク
を構築。その結果、6 社と 7 案件の守秘義務契約
を締結し、2 件の入札を実施。 
 JV 案件の実施件数については、5 件の新規プロ
ジェクトを形成、8 件のプロジェクトを終結し、
案件の入れ替えを実施。 
平成 27 年度に銅の着鉱があった豪州・コバー

スーパーベーズンは、今年度も着鉱があり、鉱床
の賦存が確認された中で、企業のニーズを確認し
つつ、継続的に最新情報を提供。ナミビアでの有
望地抽出では、JOGMEC の衛星画像解析技術が大
きく貢献。自動車産業に不可欠な白金族を対象と
した南ア・ウォーターバーグについては、プレ
F/Sを完了し、良好な結果を取得。企業への引継
ぎに向けて、部分譲渡などの制度上の工夫を実施
し、入札前の個別面談やプレ F/S説明会などを行
い、関心を高める働き掛けを実施。この結果、我
が国企業による JV 案件への関心が表明され、守
秘義務契約が締結。 
一方で、マーケットの低調や大型鉱山投資によ

る減損を抱え、鉱山業界における探鉱意欲は低迷
している状況下において、JV 調査で見出した優
良案件の維持しつつ、民間の探鉱活動を促進すべ
く探鉱助成制度を復活させるなどの方策を実施。 
 
また、中期目標にてアウトカム目標としている

引継ぎ等については、ウラン助成金にて 2件（モ
ンゴルとカナダ）が企業探鉱に移行した。これら
のアウトカム実現を踏まえ、当該事業の評定を A
とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
・日本には資源メジャーはない中で、JOGMEC が
このような事業を行うことで資源メジャーが
やっているようなことも十分にできている。リ
スクマネー供給も含めて、全体的な存在理由を
評価、あるいはアピールすることが JOGMEC を
理解してもらうためには重要。 

 
＜その他事項＞ 
なし 

・地質構造調査では、今後の引継ぎが期待で
きる質の高い成果（南アフリカの白金族案件
等）を得て、部分譲渡方式の導入により引継
ぎしやすい環境を創出するとともに、助成金
交付支援を行った２件のウラン探鉱案件（モ
ンゴル、カナダ）で企業による精査・鉱床評
価に移行する等具体的なアウトカムを実現。
リスクマネー供給では、我が国資源確保上有
力な 3 つの案件（南アフリカ（クロム）、メ
キシコ（亜鉛・鉛）、米国アラスカ（亜鉛・
鉛）に対し実現され、過去に供給を行った 2
つの案件（アルゼンチン（リチウム）、カナ
ダ（ウラン））で商業生産が開始され、資源
権益確保に貢献した点を高く評価。 

 
・海洋資源の開発では、沖縄海域の「ごんど
うサイト」にて大規模な銅鉱床となる可能性
を見出し、鉱床徴候域を発見して今後の資源
量拡大に大きく貢献した点を評価。 

 
・具体的協力関係構築が困難であったロシア
を含め、目標を上回る 5 件の協力枠組みを構
築。南アフリカの鉱物資源大臣の日本招聘を
通し、重要なレアメタル供給国である同国と
の関係強化に貢献し、政府の資源外交の成果
に貢献した点を評価。 

 
以上を踏まえ、金属資源開発支援の評定を A
とした。 

 
＜評定に至った理由＞ 
・目標を大きく超える（達成率：140％）継続
的なコンサルテーションを行い、新たなユー
ザー企業等（素材メーカーや自動車メーカ
ー）とのネットワーク構築に繋げたこと、入
札に際し、権益の一部だけを入札する部分譲
渡方式を導入することで、入札参加への敷居
を下げるなどの工夫を行ったことは、今後の
本邦企業への引継ぎ（アウトカム）の可能性
を著しく向上させたことを評価。 

 
・新規プロジェクト 5 件（達成率：167％）を
含む 31 件（達成率：155％）の JV 案件を実
施し、南アフリカの案件では事前評価を完了
し、我が国の白金族輸入量の 12 年超分に当
たる資源量を持ち、かつ、既存鉱山と比較し
ても経済的に競争力を持つとの良好な評価
を得るなど、今後の引継ぎが期待できる質の
高い成果を得たこと、新規案件の検討にあた
っては、通常のパートナーである鉱山会社で
はなく、煉瓦会社との交渉を進めるなど、全
く新しい業種との案件形成にも積極的に取
り組むことで、従来にないレアアース鉱床の
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ラン）は、砂岩型ウラン鉱床のポテンシャル
を持つ未調査地域。 

○ナミビア・エロンゴ地域（ウラン）は、操業
中鉱山を含むウラン鉱床区の一画に位置する
ものの、我が国企業の参入の実績のないエリ
アでの案件形成。 

 
6. 調査結果の案件価値の増大として、 
○南ア・ウォーターバーグ（白金族）のプレ F/S
が完了。白金・パラジウム等の埋蔵量 383t、
年産最大 23ｔかつマインライフ 19 年で
NPV320 百万ドル、IRR13.5%、生産コスト
US$481/oz は既存鉱山と比較しても競争力の
あるプロジェクトという良好な結果となっ
た。 

 
また、以下の 3 地域については、ボーリング調
査の結果による着鉱を得られ、案件の価値を高
めることができた。 

 
○豪州・コバースーパーベーズン（亜鉛・銅）
は、平成 27年度に銅の着鉱を得、今年度はよ
り深部での優勢な着鉱(幅 17m区間で約 5%銅、
8g/t銀)を得、鉱床の賦存を確認。 

○ナミビア・オタビ西（銅・亜鉛・レアメタル）
において、ボーリング調査にて約 17ｍ区間で
7.24%銅,144g/t銀の鉱化を捕捉。本地区の絞
り込みには、JOGMECが実施した衛星画像解析
による有望地区抽出が技術的に貢献。現段階
で、2 社から関心が示され、守秘義務契約を
締結。 

○セルビア・ティモク（銅・亜鉛）にて約 4ｍ
区間 0.37%銅、0.36g/t金の鉱徴を得、本成果
を受けて 1社と守秘義務契約を締結。 

 
7.海外地質構造調査または助成金交付による支
援実施 6 件を実施 

（海外地質構造調査） 
 我が国企業からの要請に応え、ラオス等で 4
件の地質構造調査を実施。 

（助成金交付） 
 業界からの要請に応え、平成 23 年度以来休止
していたベースメタル・レアメタルを対象と
した探鉱助成金制度を再開。ペルーの斑岩銅
鉱床の案件を 1 件実施。また、ウラン助成金
ではカナダの案件を 1 件実施。 

 
8. 9. 10. ウラン助成金交付を平成 27 年度に終
了したモンゴル案件とカナダ案件の 2 件が、
企業の精査及び鉱床評価に移行。モンゴルは
日本への輸出実績がなく、調査も進んでいな
い地域なので、供給源の多角化に寄与すると
ともに大規模な砂岩型ウラン鉱床の発見に繋
がったことは特筆すべき成果。 

新たな可能性を見出したことは、将来の案件
形成（アウトカム）に繋がるものであること
を評価。 

 
・我が国企業ニーズを踏まえ、本邦企業によ
る探鉱活動を活性化させるため、ウラン以外
の金属鉱物を対象とする探鉱助成金制度を
再開したこと、ウラン助成金交付による支援
を行った 2 件（モンゴルとカナダ）が、企業
による精査及び鉱床評価に移行したのは、具
体的なアウトカムの実現であるため評価。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
評価案については賛成。見つけたものを引

き継ぐという目標設定は、石油分野でも見ら
れない、金属価格等外的要因で評価が変動す
る厳しいものと考える。実際南アのクロム案
件や熱水鉱床など成果が見られもっと良い評
価でいいのではないか。 
 

 (イ)リスクマネー供給 
・我が国企業の資源権
益確保円滑化の観点か
ら、他政府機関連携と
供給源多角化を視野
に、探鉱・開発事業へ
の出融資・債務保証で
の適切で効果的な金融
支援実施。 
・企業申請に基づく迅
速厳正な審査、プロジ
ェクト進捗の詳細把握
と定期的評価の実施、
事業継続・終結等への
機動的適切な決定。 
・申請受付後採択決定
まで 4 週間以内（国と
の協議期間除く）。 

(イ)リスクマネー供給 
・必要に応じ他政府機関
連携、探鉱・開発事業へ
の出融資・債務保証での
適切で効果的な金融支
援実施。 
・供給源多角化、資源確
保形態多様化、我が国企
業ニーズを踏まえたリ
スクマネー供給の運用
改善。 
・審査・評価での財務、
法務等の国内外外部専
門家等の知見活用、厳格
なリスク審査体制を継
続維持、プロジェクト進
捗の詳細把握と財務面
も含めた定期的評価、事

(イ)リスクマネー供給 
・供給源の多角化につな
がるよう、我が国企業の
プロジェクトへの参画
及び生産段階への移行
を金融面から支援する
ことにより、資源権益及
び引取権の獲得を図り
金属資源の安定供給を
確保するため、具体的に
以下の業務を実施する。 
―支援制度の周知及び
企業側の支援ニーズを
的確に把握し、事業者と
のネットワークの構
築・拡大につながるよ
う、１７社以上の企業に
対しコンサルテーショ

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1. プロモーション回数（17社） 
4. 審査期間（4週間以内） 
 
【定性指標】 
5. 適切な案件管理の実施 
 
【評価の視点】 
1-1.事業者とのネットワークを構築
し、新たな事業者のニーズを発掘
できたか 

1-2.JV 調査から探鉱・開発段階へ円
滑に移行できるよう支援できたか 

1-3.事業者の視点に立った制度改正
が行えたか 

1-4.事業者の資金ニーズを満たす予
算規模を確保できたか 

（２）リスクマネー供給 
＜主要な業務実績＞ 
1.コンサルテーションの実施 
1-1,4.非鉄、鉄鋼及び商社等計 21 社を訪問し、
支援制度の活用を検討している案件について
資金ニーズを把握し、リスクマネー供給に必
要な予算規模を確保。また、案件相談が持ち
込まれるなどの新たなニーズも発掘。 

2,3.平成 28 年度は、3 案件に対し合計で 40 億
円を超えるリスクマネーの供給を実施。特に、
リスクマネーを供給した案件のうち、ロスガ
トス及びパルマーについては、供給源の多角
化及び安定供給に資する案件。 

 
（主なリスクマネー供給案件） 
・サマンコールクロム案件（南アフリカ／クロ
ム／資産買収出資）：平成 28 年度に資産買収
案件として新規採択。 

（２）リスクマネー供給：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1. コンサルテーション回数（定量）：124%  
4. 審査期間（定量）：211% 
5. 適切な案件管理の実施(定性)：100%  
 
内容面として、鉱物資源価格の低迷により投資

意欲が停滞するなか、積極的な PR 活動の結果、
3 案件に対し合計で 40 億円を超える新たなリス
クマネー供給を実現。当該活動で把握した資金需
要に応えるため、必要な予算額を確保するととも
に、資源の安定供給を実現するために必要な支援
制度の拡充について検討を開始。 
加えて、リスクマネー供給の内容面として、資

産買収出資を決定したサマンコールクロムはス
テンレス等特殊鋼の原材料として不可欠なフェ

＜評定に至った理由＞ 
・コンサルテーションは指標以上（達成率

124％）行うだけでなく、新たなニーズの発
掘に貢献し、事業者の資金ニーズを的確に把
握、リスクマネー供給に必要な予算規模を確
保したこと、更に、事業者側の事情を考慮し
た支援を行う等様々な工夫が行われたこと
を評価。 

 
・申請案件の審査については、平均 2.62 週間
（達成率 153％）という迅速かつ事業者が希
望するタイミングで資金供給が行われたこ
とを評価。 

 
・既存案件を対象とした定期的な評価・分析
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業継続・終結等に係る機
動的適切な決定。 
・申請受付後採択決定ま
で 4週間以内（国との協
議期間除く）。 
・企業ヒアリング、アン
ケート調査等の継続実
施、企業ニーズを踏ま
え、鉱山会社・商社・ユ
ーザー企業の力を糾合
した資源確保。 
・毎年度、貸付先の債権
管理上必要な財務評
価・担保評価の実施。 

ンを実施。 
―迅速な審査を行い、申
請受付後、４週間以内
（国との協議がある場
合は当該期間を除く。）
に採択する。 
―既存案件について、絶
えずリスク分析等を行
い、適切な案件管理を行
う。 
 

4-1.事業者が希望したタイミングで
採択・資金供給が行えたか 

4-2.申請プロセスにおいて事業者か
ら高い評価を得られたか 

5-1.説得的なレビューの手法を生み
出す等の工夫が見られたか 

5-2.レビューの過程で把握した既存
プロジェクトのリスクに適切に対
処したか 

5-3.10 年物国債利回りを上回るな
ど、一定の収益率を確保できたか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
2. 供給源多角化案件の採択 
3. 安定供給プロジェクトの採択 

・ロスガトス案件（メキシコ／亜鉛・鉛／探鉱
融資）：平成 26 年度に探鉱融資案件として新
規採択し、平成 26 年度に引続き探鉱融資を実
行。現在、本邦企業がパートナー契約を締結
して FS を実施中。近い将来の開発が期待さ
れており、本邦の亜鉛資源の安定供給に資す
る案件。 

・パルマー案件（米国アラスカ／亜鉛・銅／探
鉱出資）：平成 25 年度に探鉱出資案件として
採択し、平成 26 年度に引続き出資を実行。本
邦企業と JOGMECのSPCがオプション契約
を締結して探鉱を実施中。 

 
4.迅速な審査 
4,4-1.申請書の受理後、平均 1.90 週間で審査を
完了。 

5.適切な案件管理 
融資案件では、債権管理上必要な貸付先の財

務評価及び担保評価を 2 回、自己査定を 1 回、
返済にかかるリスク分析を 1 回実施。出資・債
務保証案件では、事業の進捗状況に関する点検
を 4 回、横断的な分析であるパフォーマンスレ
ビューを 1 回実施。 
 
5-2.重要な案件では、より詳細な分析、現地調
査及び週報の徴取等によるモニタリングの強
化、技術者の派遣、企業に対しアドバイスを
行う等、案件のリスク度合いに応じた適時適
切な措置を講じた。 

5-3.以上の取組みにより、貸倒れや保証履行と
いった事態が生じることなく、投下資本に対
する利回りは 1.5%を超える高い水準を確保
した。 

 
 
 
 

ロクロムの安定供給元の確保にとって大きな貢
献。さらに出融資を実行したパルマー、ロスガト
スは、将来の需給タイト化が懸念されている亜鉛
案件であり、特に米国のパルマーは、供給源の多
角化という観点からも特筆すべき成果。 
さらに、開発、操業が難航している既存案件に

対して、契約変更等を行うことにより一層の支援
を図るなど、新たな資金提供という形以外の支援
を実施し、円滑な資源開発に寄与。 
 
全ての案件（4 件）について、迅速な審査によ

り審査期間の大幅な短期化を図り、事業者が希望
するタイミングで供給。 
 
既存案件については、定期的なリスク分析に加

え、重要な案件についてより詳細な分析を実施
し、ヒアリング、実地調査及び週報の徴取等によ
るモニタリング強化、技術者派遣、企業に対する
アドバイスの実施など適時適切な措置を講じた
結果、貸倒れや保証履行といった事態が生じるこ
となく、投下資本に対する利回りは 1.5%を超え
る高い水準を確保。 
特に、資産買収出資で支援している豪州/マレ

ーシアのレアアース案件である「ライナス」は、
供給源が中国に偏るレアアースについて非中国
系企業として本格的な生産を行っている唯一の
企業であり、その重要性を踏まえ、多岐にわたる
支援を実施。その結果、先端産業に不可欠なネオ
ジム、プラセオジム（ジジム）の日本における需
要の多くをライナスの製品がカバーするなど、か
つてのレアアース危機を踏まえれば、その成果は
際立っている。 
さらに、平成 27 年度から商業生産を開始した

シガーレイクについては、支援実施から約 30 年
も経過しているが、適切な管理により商業生産開
始に伴う負担金を徴取。 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状

況が平均して 120％を超える成果を上げたほか、
質的に顕著な成果としても、供給懸念のある亜鉛
案件への出融資の実行や先端産業に不可欠なジ
ジムの安定供給の維持を図るなど、資源の安定供
給に繋がる大きな成果を上げていることから、質
的・量的な成果を勘案して当該事業の評定を S
とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
・クロムの資産買収出資案件は重要な成果。 
 
＜その他事項＞ 
なし 
 

が着実に行われ、案件のリスクに応じた適時
適切な措置が行われるなど適切な案件管理
が行われたことが認められ、更に案件のデフ
ォルトを生じさせることなく、対投下資本に
対する高水準な利回りの確保を行ったこと
を評価。 

 
・適切なコンサルテーションや案件管理とい
った取組を通して、我が国資源確保上有力な
3 案件（南ア（クロム）、メキシコ（亜鉛・
鉛）、米国アラスカ（亜鉛・鉛）)に対しリス
クマネーの供給が実現し、過去に供給を行っ
た 2 案件（アルゼンチン（リチウム）、カナ
ダ（ウラン））が商業生産を開始したことを
高く評価。 

 
・アウトカム出現例のうち、南アのクロム生
産者を対象とする資産買収出資を決定し、
日本側は年間最大 40 万トンのフェロクロ
ム（日本の年間輸入量の 50％超に相当）の
供給を受けることができる権利を獲得した
ことを高く評価。 

 ②海洋資源の開発 
・政府計画に基づく海
底熱水鉱床、コバルト
リッチクラスト等に係
る海洋資源調査船「白
嶺」等活用での我が国
周辺海域の賦存量把
握、環境配慮した生産
システム確立の着実な
推進。 
・太平洋公海上の我が
国保有のマンガン団塊
国際鉱区、海のレアア
ースへの着実な取り組
み。 

②海洋資源の開発 
・政府計画に基づく我が
国排他的経済水域、公海
域での海洋資源開発に
向けた調査・生産関連技
術開発実施。 
・海洋資源調査船『白嶺』
における着実な運行計
画遂行、適切な安全・維
持管理により 40 航海以
上の運用と関係省庁・機
関、民間企業との連携で
の効率化・加速化。 

②海洋資源の開発 
・海底熱水鉱床、コバル
トリッチクラスト、レア
アースを含む堆積物の
調査について海洋資源
調査船「白嶺」を８航海
以上運用。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1. 調査船「白嶺」の年間航海数（8
航海） 

【評価の視点】 
1-1. 運航に係る PDCA 等実施、安全

対策強化や運航費削減等効率化の
工夫 

（３）海洋資源開発 
＜主要な業務実績＞ 
1.海洋資源調査船「白嶺」を用いて、沖縄海域
での海底熱水鉱床調査 7 航海、南鳥島周辺海
域のレアアース堆積物とコバルトリッチクラ
スト調査 3 航海を実施したほか、海洋地質学
的研究調査に政府系機関から 1 航海を受託
し、計 11 航海を実施。 

 
1-1.運航会社と共同で緊急対応演習を実施し、
安全対策を強化するとともに、緊急対応マニ
ュアルを策定。「白嶺」の運航については、航
海前の準備状況の確認、航海後の航海でのト
ラブル情報の共有と改善策の検討等を実施
し、PDCA サイクルを回すことにより「白嶺」
運航の効率化に努めた。 

 
  また、事業の適切な運営管理に資するため、
外部有識者からなる熱水鉱床開発委員会を設
置し、同委員会のもとに 4 つのワーキンググ

（３）海洋資源開発：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1. 調査船「白嶺」の年間航海数（定量）：138% 
ア-1. 海底熱水鉱床調査に係るボーリング調査
地点数（定量）：163% 

ア-2. 海底熱水鉱床調査に係る民間チャーター
船の航海数（定量）：100% 

ア-4. 採鉱・揚鉱パイロット試験に向けた生産技
術開発と環境影響評価の実施（定性）：100% 

イ-1. コバルトリッチクラスト調査に係る鉱石
試料の採取地点数（定量）：130% 

イ-2. 研修員の受入れ（定性）：100% 
ウ-1. マンガン団塊に係る探査鉱区契約延長後
の初年度における調査等の実施（定性）：100% 

エ-1. レアアース堆積物の試料採取地点数（定
量）：100% 

 
また、内容面として、 

＜評定に至った理由＞ 
・資源量評価については、 沖縄海域の「ごん
どうサイト」にてボーリング調査等により、
硫化鉱体の連続性の確認を通じ、大規模な銅
鉱床となる可能性を見出したこと及び新た
な鉱床の徴候域を発見したことは、我が国
EEZ に賦存する海底熱水鉱床の概略資源量
の増大の観点から評価。 

  
・平成 29 年度の実海域における世界初の採
鉱・揚鉱パイロット試験に向けて、洋上試験
により掘削やオペレーションの確認を行っ
たほか、試験に使用する水中ポンプの製作・
試験を行うことにより、試験実施に必用な準
備や知見の獲得を行ったことを評価。 
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ループを開催。さらに、監督官庁である経済
産業省資源エネルギー庁と週例連絡会を設け
る等、緊密な連携体制をもって事業を実施し
たほか、後述の海底熱水鉱床の環境影響評価
調査などにおいては、国立研究開発法人海洋
研究開発機構（JAMSTEC）との間で協定書
に基づいた複数の共同研究を実施するなど緊
密に連携。 

後述の「採鉱･揚鉱パイロット試験受託コン
ソーシアム」とは、月例の定例会等で頻繁に
調整・連絡を実施し、業務の進捗確認・課題
の情報共有を行い、計画の改善や着実な実行
を図った。このほか、国内大学等でシンポジ
ウムや特別講義などを行い、学術分野･産業界
との間でも協力・連携を通じた海洋鉱物資源
開発への関心の慫慂を実施。 
前年度事業成果については、民間企業等関

係者を対象に成果報告会を実施したほか、新
鉱床発見に係るプレスリリースを行い、新聞
等の報道を通じて本成果を国内に周知。また、
海外の民間企業等への訪問や既存文献等の調
査等により海洋鉱物資源開発の動向を把握し
たほか、我が国企業に対しアンケート調査を
実施。 

1. 白嶺の運行では、安全対策の強化のため、運
航会社と共同で緊急対応演習を実施し、その結
果を反映させた緊急対応マニュアルを策定し、
今後の安全基盤を構築。 

 
ア 海底熱水鉱床 
資源量評価では、鉱石が深部まで連続していた

ため 1 本あたりの掘進長が長くなり、掘進長
583m は昨年度比で約 1.5 倍増となった。ボーリ
ング調査の実施方法の工夫により、これまでの掘
削調査で最長となる 95.5m まで掘削を行い、よ
り深部まで鉱石が連続していることを確認。ま
た、沖縄海域において新たに海底熱水鉱床の徴候
域の発見は、特筆すべき成果。 
 
採鉱・揚鉱技術については、平成 29 年度に計

画している採鉱・揚鉱パイロット試験の実施に向
けた水中ポンプ等の機器の製作や要素試験・事前
の確認試験を着実に実施。大径粒子スラリーを移
送する上での課題や深海底特有の注意事項等、将
来の機器製造やオペレーションに係る知見を反
映させつつ水中ポンプ等を製作。また、機器の製
造や要素試験については、コンソーシアムと打合
せを綿密に行ったほか、必要に応じて外部専門家
を含めた試験立会い等を行うことで、プロジェク
トを円滑かつ効果的に実施。 
 
選鉱・製錬技術については、浮遊選鉱プロセス

をさらに見直し、最大の亜鉛実収率は平成 27 年
度実績を超え、選鉱産物が既存製錬所に導入でき
ることを確認。さらに専門家を中心に委託先各組
織と打合せを綿密に行う等、マネジメントを円滑
に進めるための取組を実施。 
 
環境影響評価については、沖縄海域で洋上調査

を実施し、かく乱試験や掘削試験のモニタリング
により、濁りや再堆積、底質変化等を把握。また、
環境影響予測モデルについては、各種試験前の影
響を予測し、モニタリング場所の選定に寄与。掘
削試験機の稼働に伴う水中騒音の解析結果から、
マグロ類の生息水深まで威嚇レベルの音が到達
しないと結論。採鉱・揚鉱パイロット試験による
環境への影響を取りまとめた評価書が完成し、
「影響は小さい」という評価結果を取得。 
   
 
イ コバルトリッチクラスト 
ボーリング調査によるコバルトリッチクラス

トの層厚の把握、試料の化学分析や各種解析によ
り、資源賦存状況に係る情報を取得。各種試験を
通じて適用可能な選鉱製錬手法について検討し、
環境調査の課題も抽出。国際海底機構との探査契
約に基づく研修生５名を受入れ、「白嶺」で洋上
研修を実施。 
 
ウ マンガン団塊 
これまでに取得したデータの情報整理を行っ

た上で、探査契約の延長を申請し、平成 28 年 2
月、ISA 法律・技術委員会で一次審査が行われ、
同年 7月の国際海底機構の理事会が探査契約の 5
年間延長を承認。 
 
エ．レアアース堆積物 
過年度に把握した高濃度分布域内の高濃度試

料採取地点の周辺 4 地点でサンプリングを行い
水平方向の分布をより密に確認。いずれも平均品
位は 2,000ppm 以上であり、高濃度試料の採取地
点の近傍でも水平的な広がりを持つ可能性があ
ることを確認した。当年度試料を用いてレアアー
ス泥をスラリー化した際の物性等の特性につい
て実験により基礎データを取得すると共にエア
リフトによる揚泥シミュレーション実験を行い、

・これまでに取得した環境データから、採鉱・
揚鉱パイロット試験による環境への影響を
取りまとめた評価書を作成し、「影響は小さ
い」という評価結果を得たことは、パイロッ
ト試験の着実な実施のステップとして評価。 

 
・国際海底機構（ISA）と結んでいるマンガン
団塊の探査契約について、7 月の ISA 総会に
おいて 5 年間の延長承認を受けたことは将
来の安定的な資源の確保の観点から評価で
きる。  

 
・レアアース泥の 3 年間の成果をとりまとめ
た資源ポテンシャル評価を行い、資源量の算
定や今後取り組むべき課題を特定したこと
を評価。  

 
・多額の予算を執行する上で、機器開発の進
捗や外部評価を踏まえて柔軟な事業計画の
変更を行うことや、高い予算執行率で事業を
進めていることを評価。 

 
 ア．海底熱水鉱床 

・沖縄海域、伊豆・小笠
原海域等での資源量評
価、環境影響評価、採鉱
技術、選鉱・製錬技術開
発の実施、その成果を踏
まえた経済性評価実施
により、民間企業へ事業
化検討に必要な情報提
供。 
 

ア．海底熱水鉱床 
。 
1)資源量評価 
・確認資源量の増大に向
けて、沖縄海域を対象に
8 地点以上でボーリング
調査を実施。 
・資源量評価に移行する
新鉱床の発見に努める
ため、チャーター船を 2
航海以上運用。 
2) 採鉱・揚鉱パイロッ
ト試験に向けた生産技
術開発と環境影響評価
の実施 
・試験全体の概念設計、
試験計画の検討、水中ポ
ンプ及び揚鉱管等の製
作及び各種試験の実施。 
・陸上鉱石並の選鉱品位
及び実収率を達成でき
るよう、基礎試験を継続
するほか、選鉱産物の実
操業炉への適合性評価
を行う 
・海底かく乱試験を実施
し、環境影響調査手法を
策定。 

ア．海底熱水鉱床 
 
1)資源量評価 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
ア-1.海底熱水鉱床調査に係るボー
リング調査地点数（8地点） 

ア-2.海底熱水鉱床調査に係る民間
チャーター船の航海数（2航海） 

【評価の視点】 
ア-1-1.効率的な調査に向けた特段

の工夫 
＜アウトカムの視点＞ 
ア-3.既知資源量の拡大に資する特
段の発見等 

 
2) 採鉱・揚鉱パイロット試験に向け
た生産技術開発と環境影響評価の
実施 

＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
ア-4.採鉱・揚鉱パイロット試験に向
けた生産技術開発と環境影響評価
の実施 

【評価の視点】 
ア-4-1.外部有識者からも高い評価
が得られる試験計画の策定 

ア-4-2.外部有識者からも高い評価
を得られる水中ポンプの設計 

ア-4-3.水中ポンプの性能が当初目
標の達成 

ア-4-4.プロジェクトマネジメント
において特筆すべき工夫 

ア-4-5. 選鉱製錬技術について陸上
鉱床並みの選鉱品位又は実収率を
達成 

ア-4-6. 選鉱製錬技術について実操
業炉への適用の見通し 

ア-4-7. 選鉱製錬技術についてプロ
ジェクトマネジメントにおいて特
筆すべき工夫 

ア-4-8.環境予測モデルの精度向上 
ア-4-9.環境影響規制に係る国際枠

組みの構築に貢献し、我が国のプ
レゼンス向上 

 

ア．海底熱水鉱床 
ア-1,2,3. 資源量評価：確認資源量の増大に向

けて、沖縄海域ごんどうサイトで 3 航海計 13
地点のボーリング調査を実施。調査海域は起
伏に富む海底地形であるが、ボーリング実施
方法の工夫によって、マウンド頂上や斜面部
での掘削を可能とし、これまでで最長の
95.5m の掘削孔を含む延べ 583m のボーリン
グ調査を実施し、13 孔すべてで鉱石を捕捉。 

また、新たな有望海域の把握のため、民間
チャーター船を用いた調査を 2 航海実施し、
沖縄海域にて海底熱水鉱床徴候域を新たに発
見。  

 
さらに、熱水鉱床の資源量把握・評価のた

め、業務委託先の民間企業等と、資源量調査
の進捗確認の打合せ、試験結果の検証を実施。
また、事業の適切な運営管理に資するため、
資源量評価ワーキングループを計 2 回実施
し、当該事業を適切かつ効果的に実施。 

 
ア-4. 採鉱・揚鉱パイロット試験に向けた生産
技術開発と環境影響評価： 

①採鉱・揚鉱技術： 
  平成 29 年度の採鉱・揚鉱パイロット試験実
施に向け、平成 27 年度に選定した企業７社か
ら構成されるコンソーシアムを委託先とし、
事前洋上試験、環境影響を評価するためのか
く乱試験、水中ポンプの製造や性能試験、集
鉱機と組み合わせた総合試験等を実施し、平
成 29 年度の実海域試験の実施に向けた作業
確認や性能評価を実施。 

  また、掘削重機の視認性や耐久性の把握、
深海（高水圧）で重機を動かす上で特有の課
題の抽出等を実施し、将来の海底鉱山掘削重
機の設計に関するデータを取得。 

 
ア-4-1.平成 27 年度に抽出したパイロット試験
の危険因子等について、平成 29 年度のパイロ
ット試験本番を想定した事前海域試験を実施
することにより、抽出した課題から試験本場
に向けた対策検討及び実施計画に貢献。また、
商業化を見据えた試験の評価・検証に必要と
なるデータを取得できる試験計画を策定。計
画の策定に当たっては、特にリスクの高いも
のを中心に具体的な安全対策を検討し、試験
計画やオペレーションマニュアルへ反映。 
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ア-4-2.大径粒子スラリー（鉱石と水の混合物）
を通過させ、かつ高揚程を実現できるポンプ
を製作。製作の過程においては様々な要素試
験を実施し、ポンプの設計・製造及びその性
能評価について論理的な組立てのもと実施さ
れていると外部有識者から高い評価を獲得。 

 
ア-4-3. 各種要素試験により取得したデータを
もとにポンプを製造し、大径粒子スラリー揚
鉱用水中ポンプの目標仕様を達成。 

 
ア-4-4. 採鉱・揚鉱技術開発の円滑な進捗を図る
ため、関係機関と進捗確認の打合せ、試験結
果の検証を実施。また、外部有識者からなる
採鉱技術ワーキングループを計 5 回実施し、
当該事業を適切かつ効果的に実施。パイロッ
ト試験に伴う環境影響については実海域にお
いて海底かく乱試験により事前評価を実施
し、将来の環境影響評価手法の検討にも寄与。
さらに、深海底特有の課題に対し、試験機の
適切な改造、運用変更を行うことで、パイロ
ット試験のプロジェクト管理を改善。 

 
②選鉱・製錬技術： 
ア-4-5. 選鉱分野では、亜鉛・鉛等の回収を目的
とした浮遊選鉱試験により、亜鉛実収率は最
大 76%（目標値 70%）へ向上し、目標を上回
る陸上鉱床並みの実収率を達成。また、選鉱
産物の亜鉛品位も、既存製錬所で受け入れら
れている精鉱と同等レベルを達成し、商業化
検討に向けて大きく貢献。さらに鉱石処理量
4.8 トン／日の選鉱試験設備による連続試験
を実施し、選鉱成績向上に向けたプロセス改
善を検討。 

 
ア-4-6. 製錬分野では、選鉱試験で得られた精鉱
について製錬試験（焙焼試験）を実施し、既
存製錬所に導入できることを確認。また、硫
化鉄精鉱については、塩化揮発法により金銀
等が回収可能であることに加え、揮発後の鉄
主体産物についても高炉原料として有効利用
するための条件について把握し、製錬プロセ
スを検討。 

 
ア-4-7. 選鉱技術及び製錬技術開発の円滑な進

捗を図るため、関係機関と進捗確認の打合せ、
現地での試験結果の検証を実施。また、外部
有識者からなる選鉱・製錬ワーキングループ
を計 3 回実施し、当該事業を適切かつ効果的
に実施。 

 
③環境影響評価： 
ア-4-8. 環境影響予測モデルを活用し、かく乱試

験等により発生する濁りの再堆積分布を予測
し、影響把握のための調査測点の設定に寄与。
かく乱試験におけるモニタリングを通して拡
散した濁りや再堆積、さらに底質性状の変化
等を捕捉。掘削試験機稼働時の水中騒音を観
測し、生息水深まで威嚇レベルの騒音が到達
しないと結論。また、非熱水性魚類等の分布
の画像解析や採取した魚類等の遺伝学的解析
を実施し、パイロット試験が環境へ与える影
響をまとめた評価書が完成させ、影響は小さ
いと評価。また、上記の環境影響評価の実施
を推進するために、業務委託先と進捗確認の
打合せ、調査結果の検証を実施するとともに、
外部有識者からなる環境影響評価ワーキング
ループを計 3 回実施し、当該事業を適切かつ
効果的に実施。さらに、将来の海底熱水鉱床
開発に向けて、関連法制度に関する勉強会を
開催し、法制度上のいくつかの課題を抽出。 

 
ア-4-9 .国際海底機構が推進する環境規則の構

今後の大規模な揚泥実験に資する成果を取得。資
源としての総合ポテンシャル評価により、レアア
ース泥の課題を抽出し、今後の計画を策定。 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状

況が全てにおいて100%を超える成果を上げたほ
か、質的に顕著な成果として、過年度に発見した
賦存域「ごんどうサイト」でボーリング調査を実
施した結果、有用性の高い銅に富む鉱床の深部方
向への連続性を確認や海底熱水鉱床の徴候域を
抽出・発見したことは、今後の資源量拡大に大き
く貢献する成果。 
採鉱・揚鉱技術では、掘削試験の実施や水中ポ

ンプをはじめとした機器の開発を専門家の指摘
を受けつつ、柔軟に計画を変更しながら行い、環
境影響評価では、採鉱・揚鉱パイロット試験によ
る環境への影響は小さいという評価結果が得ら
れたことで、平成 29 年度に予定している実海域
における採鉱・揚鉱パイロット試験を確実に実施
する上で大きな成果が得られ、選鉱・製錬技術に
おいても、最適な浮遊選鉱条件を把握することに
より、亜鉛実収率は最大 76%へ向上し、目標を
上回る陸上鉱床並みの実収率を達成。 
コバルトリッチクラストについては 13 地点の

サンプリング調査を実施し、分布状況及び品位を
把握するとともに、選鉱・製錬技術の検討に着手
し、高精度なジグ選鉱機、色彩選別による選鉱試
験を実施し、2 種類の製錬手法について試験を行
い、熔錬硫化塩素浸出法が経済的に最も優れてい
ると結論。 
マンガン団塊に係る調査は、探査鉱区契約延長

に向けた取組として環境影響評価調査航海を実
施した上で、探査鉱区契約の延長申請を行い、承
認された。また、レアアース泥調査では、資源ポ
テンシャル評価報告を行い、今後の取組について
提言。 
 
これらを踏まえ、国が定めた「海洋エネルギ

ー・鉱物資源開発計画」を着実に推進し、海底熱
水鉱床の資源量の拡大や新鉱床の発見、さらには
平成 29 年度の採鉱・揚鉱パイロット試験に向け
た機器製作等の着実な推進、目標を上回る選鉱回
収率の実現など質的・量的に顕著な成果をあげて
いることを勘案して、評定を A とした。 
 
 
＜指摘事項等＞ 
・資源セキュリティ上重要な位置付けであり、十

分な成果を挙げている。 
・商業化までの時間の長さを伝えていくことが必

要。 
・JOGMEC が持つ技術を活用した事業展開が考え
られないか。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
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築に係る情報収集のため、海外で開催された
ワークショップに参加。また、環境影響評価
手法の確立を目的とした検討を実施。更に、
平成 27 年度に締結した JAMSTEC との協定
書に基づき、複数の共同研究を実施し、国際
学会での発表や国際学術雑誌への論文投稿を
実施。 

 イ．コバルトリッチクラ
スト 
・南鳥島周辺海域等での
賦存状況調査、環境調
査、生産関連技術検討。 

イ．コバルトリッチクラ
スﾄ 
・既知資源量の増大等に
より有望海域の絞込み
に資するため、詳細な賦
存状況調査を１航海以
上実施し、10地点以上で
鉱石試料を採取。 
・国際海底機構との探査
契約に基づき、研修員 5
名を受け入れ。 

イ．コバルトリッチクラスト 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
イ-1. コバルトリッチクラスト調査
に係る鉱石試料の採取地点数（10
地点） 

【評価の視点】 
イ-1-1. 効率的調査への特段の工夫 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
イ-2.研修員の受入れ 
＜アウトカムの視点＞ 
イ-3. 調査結果による既知資源量の

情報量の大幅な向上 

イ．コバルトリッチクラスト 
イ-1.「白嶺」を用いた資源量評価調査 1 航海を
実施、海底着座型掘削装置を用いて 13 地点の
サンプリング調査を実施し、分布状況や品位
を把握。 

  生産技術に関しては、選鉱・製錬技術の検
討に着手し、より高精度なジグ選鉱機、色彩
選別による選鉱試験を実施。また、選鉱産物
を用いて 2 種類の製錬手法で試験を実施し、
現段階では熔錬硫化塩素浸出法が経済的に優
れていると結論。 

  また、契約鉱区の 1 海山周辺において、環
境調査を実施し、海洋物理などの環境ベース
ラインデータを取得。これらの成果をとりま
とめ、平成 28 年の探査活動報告書を国際海底
機構に提出。 

 
イ-2. 国際海底機構との探査契約に基づく研修
生 5 名を受入れ、「白嶺」で洋上研修を行った
ほか、JAMSTEC 等の協力により国内研修を
実施。 

 ウ．マンガン団塊 
・国際動向を踏まえ国連
から付与されたハワイ
南東方沖の日本鉱区で
の開発に向けた取組実
施。 

ウ．マンガン団塊 
我が国保有のハワイ南
東方沖探査鉱区の契約
期間延長を実現させ、資
源量評価・環境影響評価
等実施、採鉱・選鉱製錬
技術の検討実施。 
 

ウ．マンガン団塊 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
ウ-1. 探査鉱区契約延長に向けた取

組み 
【評価の視点】 
ウ-1-1.濃集域での環境ベースライ
ンデータの取得が完了できたか 

ウ-1-2.国際海底機構との探査契約
の延長に向けて効率的に準備でき
たか 

ウ．マンガン団塊 
ウ-1,1-2. 平成 28年 6月に国際海底機構との 15
年間の探査契約が満了することから、探査契
約の延長に向けて同機構に延長申請を提出
し、承認された。環境影響評価調査や採鉱・
製錬技術及び経済性の評価等を実施して、平
成 28 年の探査活動報告書を同機構に提出。 

 エ．レアアース堆積物 
・資源利用可能性検討の
ための基礎データ収集。 

エ．レアアース堆積物 
・ポテンシャル評価にお
ける濃集帯の詳細解明
のため南鳥島周辺海域
での資源調査、生産技術
等調査研究実施。 

エ．レアアース堆積物 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
エ-1.資源のポテンシャル評価の実
施（資源量調査航海 1航海、4地点
以上における試料採取） 

【評価の視点】 
エ-1-1.試料採取にあたり、濃集帯を
採取するなど質の高い試料が採取
できたか 

エ-1-2.平成 27 年度までのレアアー
ス堆積物調査結果が適切にまとめ
られ、28 年度以降の政府方針に貢
献できたか 

エ．レアアース堆積物（泥） 
エ-1,1-1,1-2.「白嶺」による調査にて 4 地点で
サンプリングを実施。資源量評価に資する各
種分析を実施した結果、高濃度分布域内の高
濃度試料採取地点の近傍でも 2,000ppm 以上
の平均品位を持つ地点が存在することを把握
し、次年度以降の調査方針の検討にも資する
結果を取得。 

  また、レアアース泥をスラリー化した際の
特性について実験を行い、基礎的なデータを
取得すると共にエアリフトによる揚泥シミュ
レーション実験を行い、より実際的な揚泥実
験に資するデータ等を取得。 

  更に、平成 25 年度から平成 27 年度までの
3 年間の成果をとりまとめ、資源としてのポ
テンシャル評価を実施し、サンプリング密度
を高めた調査やスケールアップ揚泥試験が必
要であると結論。 

 (2)資源国等との関係
強化 
①首脳・閣僚資源外交
の支援強化、機構トッ
プによる資源外交強化 
・政府首脳・閣僚レベ
ルでの資源外交支援強

(2)資源国等との関係強
化 
①首脳・閣僚資源外交の
支援強化、機構トップに
よる資源外交強化 
・政府首脳・閣僚等が頻
繁に往訪できない資源

(2) 資源国等との関係
強化 
①資源外交強化 
・資源国の関係政府機関
等のトップ級とのバイ
会談 24 件以上を実施、
協力枠組みを 4件以上締

①資源外交強化 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
 【定量指標】 
1.協力枠組みの構築数（4件） 
2.資源国鉱業関係機関等のトップ級
との面談件数（24件） 

5.初期的な調査の実施（3件） 

（４）資源外交 
＜主要な業務実績＞ 
1,3.資源国との協力枠組み構築数：5 件 
・資源国との協力枠組みを 5 件構築（ケニア、
タンザニア、ナミビア、ミャンマー、ロシア）。 

 
1-1. 

（４）資源外交：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1.協力枠組みの構築数（定量）：125% 
2.資源国鉱業関係機関等のトップ級との面談件
数（定量）：129% 

＜評定に至った理由＞ 
・これまで具体的な協力関係の構築が困難で
あったロシアを含め、目標を上回る 5 件（達
成率：125％）の協力枠組みを構築したこと、
また、MOU の成果を具体的な案件として、
リチウム等、足下で供給リスクが高まってい
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化。 
国営鉱山公社、主要企
業との定期的トップ会
談実施、資源国等との
関係及び資源確保に繋
げることを目指した協
力枠組み構築。枠組み
内で具体的協力事業の
実施（協力枠組みと具
体的協力事業の目標数
を中期目標期間中 20
件）。 
・鉱山会社、商社、ユ
ーザー企業（製造業）
への資源プロジェクト
参画促進。 
 
 
 
 
 
 
 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・技術的優位性を持つ
鉱物資源リモートセン
シング・選鉱・製錬技
術、製品への応用技術、
鉱害防止技術、法的枠
組み等の技術力を活用
した資源国との関係強
化体制整備。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③フロンティア国・地
域との資源外交の展開 
・将来的参入可能性が
見込まれる資源ポテン
シャルのある地域との
協力推進。 

国に対する機構保有技
術力・支援機能の有効活
用。主体的な資源国政府
機関や国営鉱山公社等
との交流、戦略的互恵関
係構築。 
・国の資源外交戦略を踏
まえた資源国等との緊
密な人的・組織的パイプ
構築・強化、関係政府機
関等との連携強化、協力
枠組み構築。 
我が国企業資源権益確
保に資する協力枠組
み・具体的協力事業を中
期目標期間内に 20 件以
上実施。 
・鉱山会社、商社、ユー
ザー企業（製造業）への
ヒアリング等で産業全
体の要望把握、積極的な
プロジェクト参入推進。 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・機構、企業、大学、公
的研究機関等が有する
強みの技術、法的枠組み
を業種間の垣根を越え
最大限利用し、多様化し
た資源国等の資源開発
関連技術課題を解決し
資源国等関係強化する
ための体制整備。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③フロンティア国・地域
との資源外交の展開 
・企業単独参入困難なフ
ロンティア地域（アフリ
カ地域、インドシナ地
域、中央アジア地域等）
での積極的な探鉱水深
のため、資源外交を通じ
た相手国との関係強化、
機構自ら初期的調査実
施、リスク低減の上で我
が国企業の商業事業参
入を促進。 

結。 
・フロンティア地域にお
ける相手国政府機関と
の協定書に基づく初期
的な調査を３件以上実
施。 
 
 
 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・探査技術や環境対策技
術の技術移転を図るこ
とを目的としたセミナ
ー等を資源国において 2
件以上実施 
・ボツワナ地質リモート
センシングセンターで
の長期・短期の研修や衛
星画像の共同解析を通
じて、アフリカ諸国の鉱
業政府関係者や技術者
75名以上に対して、解析
技術の移転を図る 
・ブラジルで我が国企業
等が有する技術を活用
したニオブ尾鉱に含ま
れるレアアース回収実
証試験における生産物
の品質及び経済性の向
上。 

9.資源国における鉱物資源探査技術
者の育成の実施（75名） 

13.資源国への探査・環境保全技術の
移転実施（セミナーの開催）（2件） 

【評価の視点】 
1-1. 総理・大臣の資源外交成果に直
結するタイミング、内容を踏まえ
た協力枠組み締結 

5-1. 調査結果の提供により、我が国
企業の新たな関心地域の構築や機
構と我が国企業の間で新たなネッ
トワークの構築 

5-2. 不測の事態が発生した場合で
も適切に対処 

9-1.研修生に適切な動機づけがで
き、対象国における持続的な人材
育成に資する指導者育成 

9-2.対象国から人材育成プログラム
として高い評価が得られる等の特
筆すべき成果 

13-1.セミナーへの出席者が当初の
予想を上回る等の特筆すべき成果 

13-2.資源国からのセミナーの実施
について、特に高い評価を得る等
の特筆すべき成果 

13-3.セミナーの機会を利用しての
当該国の要人等とのバイ会談実施
など、更なる関係強化 

 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
11.資源国における共同研究の実施 
【評価の視点】 
11-1.プロジェクトの継続・撤退等の
判断に資する特筆すべき成果 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3.供給源の多角化に資する国・地域
との協力枠組みの締結 

4.政府の鉱種戦略へ貢献する情報の
獲得 

6.特筆すべき技術的成果 
7.相手国政府機関との協定書更新
等、関係強化 

8.我が国企業のプロジェクトが立ち
上がっていない地域あるいはこれ
まで未着手の鉱種等、特筆すべき
調査 

10.研修生の母国において新たなプ
ロジェクトが立ち上がる等の特筆
すべき成果 

12. 共同研究の結果が供給源に多角
化に資するなど特筆すべき成果 

 

・TICADⅥの開催にあわせ、開催国ケニアの鉱
業省と覚書を締結。 

・プーチン大統領訪日の機を捉え、ロシアのロ
スエレクトロニクス社と覚書を締結し、リチ
ウムの供給源多角化に資する協力枠組みを確
立。 

1-3. 
・ナミビア鉱山エネルギー省とボツワナ・地質
リモートセンシングセンター事業に係る合意
文書を締結。同国との一層の関係強化と JV
への良好な波及効果を期待。同合意文書に基
づき、ナミビアの技術者に探査・環境保全セ
ミナー及び初の試みとなるハイレベルな技術
ワークショップを開催。 

 
2,4.資源国鉱業関係機関等のトップ級との面談
件数: 31 件 

・南アのズワネ鉱物資源大臣を日本に招聘し、
意見交換を通して同国との関係を強化。大臣
との面談においては、精鉱輸出制限や電力問
題等、日本企業にとって障壁となる事柄につ
き改善を訴えた。また、投資促進セミナーを
開催し、南ア政府と日本の民間企業のネット
ワークの機会を提供。本招聘事業が切っ掛け
となり、経済産業省と南ア鉱物資源省の間で
の合意文書が締結。 

・南ア大臣との面談では、白金族のウォーター
バーグ JV と探鉱出資対象のプラットリーフ
プロジェクトへの理解と協力に快諾を取り付
けた。 

・TICADⅥでは、開催国ケニアのカズング鉱業
大臣と面談し、鉱物資源分野のリモートセン
シング技術に関する新たな協力枠組みを構
築。 

・Copper2016 では、チリ銅公社(CODELCO)
の総裁と鉱山が直面する技術的課題に関する
意見交換を実施。 

・Mining Indaba では、JOGMEC のアフリカ
における活動を関係国政府、企業のトップ級
に対し広く発信。同会議において、南ア等の
鉱業担当閣僚級との面談を実施し、各国との
関係を強化。 

 
5.初期的な調査を 4 件実施。 
カンボジアやミャンマーなどの国々におい

て、協力枠組みの上で、相手国機関との初期的
調査を実施。 
 
5-1.非鉄企業等に対し、当該調査を含む案件の
進捗を報告し、ネットワークの構築・維持を
実現。 

・一般向けの金属資源セミナー、非鉄企業と合
同意見交換会、商社等と合同意見交換会を開
催。 

 
6.カンボジア広域調査（ストゥントレン地域）
において、約 10ｍ区間 0.3%銅、1.7%亜鉛の鉱
脈型の鉱徴を捕捉。これまでの良好な調査結
果から期間を延長する見込み。 

 
7.ミャンマーでは、天然資源・環境保全省地質
鉱物探査局と実施計画書（M/M）に署名し、
5 年間共同で実施してきた地質調査を更に 3
年間延長。レアメタルの広域調査結果に日本
企業からも関心が示され、鉱区設定を検討中。 

 
8.カンボジア、ミャンマーは我が国企業のプロ
ジェクト未着手国であり、ウズベキスタンの
調査対象鉱種のビスマス等は未着手鉱種。 

 
9. 資源国における鉱物資源探査技術者の育成
について 13 ヶ国のべ 217 名を対象に実施。 

9-1.27 年度に策定した認定制度に基づき、指導

5.初期的な調査の実施（定量）：133% 
9.資源国における鉱物資源探査技術者の育成の
実施（定量）：289% 

11.資源国における共同研究の実施（定性）：100% 
13.資源国への探査・環境保全技術の移転実施
（セミナーの開催）（定量）：250% 

 
また、内容面として、資源国との協力枠組み構

築については、締結した合意文書のうち、ケニア
鉱業省、ロシアエレクトロニクス企業との計 2
件の合意文書は、首脳外交の時機に締結されたも
のであり、政府の資源外交の成果に貢献するもの
である。ケニアについては SADC 以外の国で資
源探査が十分に行われていない国に対して協力
枠組みを拡大し、ロシアについては需給が逼迫す
るリチウムの新たな抽出技術に関する情報の獲
得に繋がる。資源国であるナミビアは新たな資源
供給国として期待される中、協力枠組みの深化に
成功。 
 
資源国鉱業関係機関等とのトップ級との面談

について、南ア鉱物資源大臣の日本招聘時の面談
は、同国の鉱業政策についての要望を担当大臣に
直接伝える機会とするとともに、経済産業省と南
ア鉱物資源省との間の覚書締結に大きく貢献。
CODELCO 総裁との面談では、チリ鉱山の抱え
る技術課題について直接聴取して今後の協力関
係強化の指針を取得。 
 
初期的な調査の実施について、カンボジアでは

良好な探鉱結果を得ており、相手国機関はJOGMEC
との JV 事業の契約期間延長等の柔軟な対応を示
しており、ミャンマーでは、共同地質調査の実施
計画が更新され、関係強化を実現。これらの調査
結果を日本企業に報告し、ネットワークの構築・
維持を実現させ、特にミャンマーでは日本企業も
関心を寄せ、鉱区設定を検討中。 
資源国における鉱物資源探査技術者の育成の

実施については、27 年度に策定した認定制度に
基づき、28 年度は 5 ヶ国 15 名が「リモートセン
シング・インストラクター」に認定。さらに、同
インストラクターを養成したボツワナの２名を
初の「リモートセンシング・マスター・インスト
ラクター」に認定。これにより、同国で自律的に
移転技術が伝播する体制を構築。これらボツワ
ナ・地質リモートセンシングセンター事業につい
て、TICADⅥにおいてボツワナのモラレ大統領
府公共政策担当大臣から謝意が表され、同センタ
ーの活動の有為性を確認。 
 
マダガスカルとの共同解析・現地調査を端緒

に、JV を１件形成し、レアアースの探査促進と
供給源の多角化に寄与。 

 
資源国における共同研究の実施について、ブラ

ジルでは実証試験規模でも回収レアアースの高
純度化への見通しが立ち、プロジェクトの継続を
判断。 
 
資源国への鉱害防止・環境保全技術移転の実施

について、ミャンマーなど 4 ヵ国で探査・環境保
全セミナーを開催。鉱業担当省の実務レベルの地
質技師に対し、技術移転を実施した他、セミナー
に先立ち、各回ともに鉱業担当閣僚級との会談を
実施し、協力関係を維持・強化することを確認。
技術移転と関係強化の両側面で成果を挙げた。 
ナミビアでのセミナーへは、日本企業に対し、

積極的に参加を呼びかけ、ナミビア政府とのパイ
プ構築に貢献。新政権下、鉱物資源政策の変動が
著しいフィリピンで、初のセミナーを開催し、同
国との関係を強化。ミャンマー技術者の日本研修
は、同国天然資源・環境保全大臣からの要望を受
けたものであり、日本で実際に実施されている環

る資源を中心に日本企業に結び付ける努力
を続けていることを高く評価。 

 
・南アフリカの鉱物資源大臣を日本に招聘す
ることで、白金族、クロム、マンガン等、
極めて重要なレアメタル供給国である南ア
フリカとの関係強化に貢献するなど、政府
の資源外交の成果に貢献していることを高
く評価。 

 
・目標を大きく上回る 13 か国 217 名（達成率：

289％）を対象に鉱物資源探査技術者の育成
を実施するとともに、資源国での探査・環境
セミナーや日本での受入れ研修を実施する
など、資源国との関係強化に貢献しているこ
とを評価。 
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者育成を引き続き推進。 
・28 年度は、技能試験の結果、5 ヶ国 15 名を
指導者レベルにあると認定する「リモートセ
ンシング・インストラクター」に認定。さら
に、同インストラクターを養成したボツワナ
の技術者 2 名を「マスター・インストラクタ
ー」に認定。これにより、母国に帰国したイ
ンストラクターがリモセン技能を周囲に伝え
ることで、各国で自律的に移転技術が伝播す
る体制を構築。 

・6 ヶ国の地質技師のべ 48 名との共同解析・現
地調査を実施。マダガスカルでの調査・解析
は、JV 組成に寄与。 

・ナミビア鉱山エネルギー省との合意文書締結
を受け、同国の技術者 29 名に対してハイレベ
ルワークショップを実施。 

・SADC セミナー、競技会、ワークショップを
開催し、ボツワナ等 12 ヶ国からのべ 108 名
が参加。日本と JOGMEC、双方の南部アフ
リカにおけるプレゼンス向上に寄与る。 

9-2.対象国の閣僚級から高い評価を獲得 
・TICADⅥにおいて、ボツワナのモラレ大統領

府公共政策担当大臣からの要請により面談を
実施し、リモセンセンターの活動の有為性を
確認。 

 
10. マダガスカルの地質調査所とリモセンセン
ターの共同解析及び現地調査を端緒に JV を
形成。レアアースの供給源の多角化を期待。 

 
11,11-1, 12.ブラジルで、ニオブ尾鉱に含まれる
レアアース回収プロジェクトの経済性向上を
図るため、レアアース回収実証試験を実施、
ラボ試験と同程度のコストで高純度のレアア
ース産物を得られる見通しが立ち、プロジェ
クトの継続を判断。 

 
13. 資源国での探査・環境保全セミナー4 件と
ミャンマーの技術者の日本研修 1 件の計 5 件
の技術移転を実施。 

13-1.ミャンマー等にて探査・環境保全セミナー
を実施。 

・政府関係機関や大学等から 4 件で計約 650 名
が参加。 

13-2.  
・アンケートの結果、セミナー参加者から 94％

の肯定的評価を獲得。 
13-3. 
・ミャンマーでのセミナーでは、地質調査の合
意文書署名式を行い、特に探査分野での関係
強化に寄与。 

・全てのセミナー開催にあわせて相手国政府ト
ップ級との面談を実施。 

・新政権下、鉱物資源政策の変動が著しいフィ
リピンで、初のセミナーを開催。同国環境天
然資源省次官との面談では、日本の環境に配
慮した鉱業開発の姿勢をアピール。 

・ナミビアでのセミナーでは、南ア日本商工会
へ参加を呼びかけ、8 社が参加。日本企業と
ナミビア政府とのパイプ構築に貢献。同国鉱
山エネルギー大臣との面談では、現在推進中
の JV への支援を確認。 

境対策を直接見せることで、関係強化に貢献。 
 

以上の結果、アウトプット指標に基づく達成
状況は平均して 120％を超える成果を挙げたほ
か、ロシアとは、これまで具体的な協力関係の
構築が困難であったが、プーチン大統領の訪日
の時機を捉え、覚書の締結に至った。また、
TICADⅥの開催にあわせ、開催国ケニアと覚書
を締結し、政府の資源外交の成果に貢献。 
ボツワナ・地質リモートセンシングセンター

事業では、マダガスカルとの共同解析結果から、
JV を組成するとともに、5 ヶ国 15 名を「リモー
トセンシング・インストラクター」に認定した
ことは対象国が求める持続可能な開発に資する
のみならず、関係強化に資する成果。 
南ア鉱物資源大臣の日本招聘、面談、投資促

進セミナーの開催により同国との関係を強化。
本招聘が切っ掛けとなり、南ア鉱物資源省と経
済産業省との間での合意文書締結が実現。 
初期的な調査においては、カンボジアでは銅

の鉱徴を捕捉したほか、ミャンマーでは調査結
果が日本企業の関心を引き、新たな関心地域の
構築に至った。また、この 2 か国とは調査の期
間の延長等、柔軟な対応がなされ、関係が強化
されていることは特筆すべき成果である。 
これらを踏まえ、質的・量的な成果を勘案して

当該事業の評定を S とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
なし 
 
＜その他事項＞ 
なし 
 

 (3)技術開発 
・技術開発は我が国資
源権益確保に必要とな
るもの、自給率向上に
貢献するリサイクル分
野を中心に実施。中期
目標期間中に 6 件の特
許申請。 
金属資源技術研究所
は、資源権益確保に必

(3)技術開発 
・技術開発は我が国資源
権益確保に必要となる
もの、自給率向上に貢献
するリサイクル分野を
中心に選別と重点化し、
効率的・効果的に実施、
技術課題解決を促進。中
期目標期間内に 6 件の
特許申請。 

(3)技術開発 
・技術開発での技術課題
の解決、特許申請 1件以
上。 
・バイオリーチング技術
のチリ・アタカマ鉱山で
の実証試験を完了させ、
実用化に向けた課題を
抽出 
・２件以上の選鉱技術の

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.特許の申請件数（1件） 
3.金属資源技術研究所における研究
開発実施件数（2件） 

 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
2.バイオリーチング技術開発の実用
化に向けた課題の抽出 

（５）技術開発・人材育成 
＜主要な業務実績＞ 
1.特許の申請件数 
基礎研究や実証試験から技術課題の解決を図

り、3 件の特許申請（①携帯型スペクトルメー
タ分光装置、②反射スペクトルの接合処理方法、
③アンチモンの回収方法）を実施。 
 
2,2-1.バイオリーチング技術開発では、チリ・ア
タカマ鉱山での実証試験において約 150 日間

（５）技術開発・人材育成：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1. 特許の申請件数（定量）：300% 
2.バイオリーチング技術開発の実用化に向けた
課題の抽出（定性） 

3. 金属資源技術研究所における研究開発実施件
数（定量）：200% 

①開発した探査技術（リモートセンシング・物

＜評定に至った理由＞ 
・目標を上回る（達成率：300％）の特許申請
を行うとともに、開発した探査技術（リモー
トセンシング・物理探査）を JV 調査 5 件（達
成率：125％）に活用するなどの取組を評価。
特に開発した電磁探査装置を他分野（地熱ポ
テンシャル評価）に活用したことを評価。 
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要な課題に柔軟に対応
した研究活動実施、技
術開発を資源外交に活
用。 
 

・金属資源技術研究所は
資源外交への貢献も念
頭に、バイオリーチング
技術開発を含めた資源
権益確保に必要な課題
に柔軟に対処できる研
究開発への取組。従来の
選鉱技術では分離・精製
困難な難処理鉱石に対
応する選鉱・精製技術研
究開発。 

基礎的研究開発を実施。 
 

【評価の指標】 
2-1.実証試験の結果、当該技術開発

の継承又は撤退の判断材料の抽出 

で浸出率約 37％を達成し、実証試験を終了。
鉱石中の微粒子を取り除くことにより、鉱石
層内の液の流れの改善や微生物の活動に必要
な酸素の供給につながり、浸出率の向上に繋
がったと推定し、同時に銅浸出のための酸化
剤として有効であるが、多量の鉄沈殿が液や
酸素の流路を閉塞する可能性があることも判
明。銅資源として最も重要な斑岩銅鉱床タイ
プの鉱石に、実証試験の成果を適用すること
ができると判断。 

 
3.難処理鉱を対象とする選鉱・精製技術開発に
ついて、現場ニーズ等の技術支援のミネラルサ
ンド、複雑硫化鉱、含銀亜鉛鉱、及び海底熱水
鉱床を対象とした選鉱技術の基礎的な研究開発
4 件を実施。また、銅鉱石の選鉱工程における
不純物除去技術開発の JOGMEC からの研究委
託先の支援 2 件を実施。さらに、平成 28 年度
期中に、金属資源技術研究所のオープンラボ化
の方針を決定し、同方針に基づき装置の導入や
試験環境などの研究所体制を整備。 

理探査）の調査への活用件数（定量）：125% 
②1. 基礎段階の技術開発（レアメタル等の高度
分離・製錬技術支援）の採択数（定量）：133% 

②2. 実証・実用化段階の技術開発・支援（現場
ニーズ等の技術支援）の採択数（定量）：133% 

②4.低品位アノードの電解精製プロセスにおけ
る使用電力低減率（定量）：100% 

②5. 銅鉱石の選鉱工程における不純物除去技術
に係る大学等との基礎研究を通じた事業形成
の実施 

（定性）：100% 
③1.我が国企業のリサイクル技術の向上のため、
製錬副産物からのアンチモン回収増加率（定
量）：100% 

④1. 大学等を対象とした金属回収技術に関する
提案公募型の基礎研究（定量）：350% 

④2.講座開設した大学数（定量）：125% 
 
また、内容面として、バイオリーチング技術実

証試験では得られた成果より、斑岩銅鉱床タイプ
の鉱石を対象として技術開発の継続を判断。研究
委託先の支援や研究設備の整備などオープンラ
ボ化に向けた取り組みを推進。 
 
探査に必要となる技術では、ASTER等では検出

できなかった小規模な岩相、変質帯、地質構造を
抽出。主要亜鉛生産者との JV 案件であるオタビ
西地域周辺において新規有望地を抽出し高評価
を獲得。SQUITEM技術については、金属探査以外
に地熱探査の有望地抽出への活用や石油 EOR モ
ニタリング技術への適用に向けた動きがあり、特
筆すべき成果。 
 
採鉱・選鉱・製錬に必要となる技術では、レア

メタル高度分離・製錬技術支援について、チリ産
銅精鉱中から亜鉛の分離の可能性が示され、銅精
鉱の高品質化と亜鉛の資源化の可能性を示唆。鉱
山系原料とリサイクル原料を統合したPGM精錬
プロセスを構築し、PGM の効率的な回収技術の
開発に寄与。 
 
実証・実用化段階の技術開発・技術支援につい

て、複雑亜鉛精鉱の再選鉱により従来亜鉛製錬原
料として適さなかった精鉱が原料として使用す
る可能性を示唆。ジルコンサンドの選鉱では、工
程の追加を提言したほか、高バナジウム含有廃触
媒については従来の操業でバナジウムを回収で
きることが分かり、高バナジウム含有廃触媒のか
らのバナジウム回収事業への参画を決定。 
低品位アノードによる電解精製プロセスの開

発について、使用電力量を 2,200 kWh/t から約
80 %低減するプロセスを確立。初期投資の回収
期間は長いが、開発したプロセスは経済性がある
と確認。 
銅鉱石の選鉱工程における不純物除去技術開

発について、基礎研究を 10 件実施し、不純物を
分離可能な基礎技術を抽出。学識経験者だけでな
く民間企業からも委員を委嘱し、技術提供が及ぼ
す社会的影響についても調査し、実用化を見据え
たプロジェクトマネジメントを実施。 

 
リサイクルに必要となる技術では、製錬副産物

からのアンチモンの回収技術について、アンチモ
ン製品の生産量を 30 %アップ可能な経済的なプ
ロセスを確立し、経済性があることも確認。 

 
人材育成では、大学等を対象とした金属回収技

術に関する提案公募型基礎研究や大学の講座開
設を実施。大学講座では受講生からのアンケート
では肯定的評価が 97%を占め、受講生の 79%が
講義前に比べ資源開発分野への関心を高めた。 
 

・リサイクル原料を主体とした低品位銅アノ
ードによる電解精製プロセスにおける電力
使用量削減技術や製錬副産物からのアンチ
モンの回収技術については、経済性プロセス
を確立したことを評価。 

 
・大学等を対象とした金属回収技術に関する
提案公募型の基礎研究を 7 件（達成率：
350％）採択するとともに、5 大学（東京大
学、早稲田大学、秋田大学、高知大学、九州
大学）（達成率：125％）での講座開設や、
国際資源大学校の「資源開発研修」に 8 名の
職員を講師として派遣し、資源関連企業の若
手社員の人材育成を実施したことを評価 。 

 

 ①探査・鉱山操業（採
鉱・選鉱・鉱害防止）
技術 
・我が国の資源開発の
自由度を高める観点か
ら、我が国企業オペレ
ーターシップ取得推進
のため、資源権益確保
に必要な探査技術（リ
モートセンシング技術
や物理探査技術）、我が
国が技術的優位性を確
立すべき鉱山操業（採
鉱・選鉱・鉱害防止）
に係る技術の技術開
発・支援実施。 

①探査・鉱山操業（採
鉱・選鉱・鉱害防止）技
術 
・資源遠隔化・深部化に
対応すべく最新技術情
報収集、国際的鉱山・探
査会社に対し優位性を
持ち実用的リモートセ
ンシング技術・物理探査
技術の開発。 
・知財関係の最新情報収
集・検討、効果的な特許
等の取得等活動。 
・我が国企業が鉱石低品
位化・難処理化等に対応
できる実用化に繋がる
技術課題を選別・検討し
現場ニーズ等技術支援
15 件以上実施、実施件
数 50%以上の実用化。 

①探査技術 
・開発した探査技術の活
用を 4件以上実施し、探
査技術力の向上を図る。 
 

①探査技術 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量的指標】 
開発した探査技術（リモートセンシ
ング・物理探査）の調査への活用件
数（4 件） 
 
【評価の視点】 
新たな技術的知見を得ることができ
たか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
・新たな地域における地質解析に繋
がったか。 

・外部から高評価を得る等の特筆す
べき成果。 

 

①探査技術 
・高空間分解能衛星データ等を利用した解析・
現地調査を、資源探査部で実施中の５案件に
て実施。 

・SQUITEM3号機は、資源探査部実施している豪
州案件での今後の適用を視野に入れ、豪州の
類似鉱床を対象に適用試験を実施。 

 
＜その他の視点＞ 
  新たに立ち上げた高空間分解能衛星データ
利用技術開発事業により、ASTER 等では検出
できなかった小規模な岩相、変質帯、地質構
造を抽出。チリでマルチスペクトルデータの
高分解能化手法に関する技術開発を実施。リ
モートセンシング解析技術を用いてナミビ
ア・オタビ西 JV周辺の新規有望地を抽出し、
パートナーから高評価を獲得。 

 
・金属探査用電磁探査装置(SQUITEM3号機)の精

度向上のため、同装置の 3 成分同時測定等の
精度向上に関する評価試験を実施。 

・深部比抵抗構造の解明を目的とした国内地熱
探査(鹿児島県指宿市）への活用を通じて、地
熱ポテンシャル評価に有用なデータを提供。 

・SQUITEM3 号機の要素技術を石油 EOR に係
る油層モニタリング技術に適用し、石油部門
が締結したタイとの MOU の中に本技術によ
る協力が盛り込まれた。 

 

 ②製錬技術 
・我が国企業が海外鉱
物資源開発で必要な分
離・精製技術開発、我
が国企業が他の我が国
企業への資源安定供給
に必要な効率化技術の
開発・支援実施。 

②製錬技術 
・低品位一次硫化銅鉱石
へのバイオリーチング
技術適用、実証試験等で
の有効性評価。 
・低品位レアメタル鉱
石・選鉱尾鉱、製錬廃滓
等からの新たなレアメ
タル生産手法の研究、レ
アメタル回収調査研究
の実施。 
・高電力量を要する電解
精製プロセスの大幅電
力使用削減を実現する
技術開発。 
・企業ニーズに応じた効
率化技術開発・支援実
施。 

②採鉱・選鉱・製錬技術 
・基礎段階の技術開発
（レアメタル等の高度
分離・製錬技術支援）に
ついて企業、研究機関を
対象として公募を行い、
３件以上を採択実施 
・実証・実用化段階の技
術開発・技術支援（現場
ニーズ等の技術支援）に
ついて企業を対象に公
募を行い、３件以上を採
択・実施 
・リサイクル原料を主体
とした低品位アノード
による電解精製プロセ
スにおける電力使用量
削減技術の実用化に向
けた研究を実施し、使用
電力量を 2,200kWh/t か
ら 80%低減する技術を確
立。 

②採鉱・選鉱・製錬技術 
＜定量的指標及び評価の指標＞ 
【定量指標】 
1. 基礎段階の技術開発（レアメタル
等の高度分離・製錬技術支援）の
採択数（3件） 

2. 実証・実用化段階の技術開発・支
援（現場ニーズ等の技術支援）の
採択数（3件） 

4.低品位アノードの電解精製プロセ
スにおける使用電力低減率（80%） 

 
【評価の視点】 
1-1.実証試験の結果、当該技術開発

の継承又は撤退の判断材料が抽出
できたか 

1-2.技術支援の結果、新たな技術シ
ーズ、ニーズの発掘に繋がったか 

1-3,5-1.オープンイノベーションの
手法を活用するなど、プロジェク
トマネジメントにおいて特筆すべ
き工夫 

②採鉱・選鉱・製錬技術 
1.基礎段階の技術開発（レアメタル等の高度分
離・製錬技術支援）については以下の 4 件を
採択し、研究開発を実施した。 

－銅精鉱中からの有用成分と不純物の分離方法
の調査研究 

－鉱山系原料ならびにリサイクル系原料に対応
する新 PGM 精錬プロセスの開発に関する調
査 

－微生物を封入した不織布バッグを用いる白金
族金属の相互分離に関する研究 

－マイクロバブルを利用した含レアメタル微粒
子の浮選分離技術開発 

 
1-1. チリ共和国の銅鉱床について、銅精鉱中か
ら亜鉛の分離の可能性が示され、銅精鉱の高
品質化と亜鉛の資源化の可能性を示唆。鉱山
系原料とリサイクル原料を統合した PGM 精
錬プロセスを構築し、PGM の効率的な回収技
術の開発に寄与。 

 
2,3.実証・実用化段階の技術開発・技術支援（現



43 
 

・銅鉱石の選鉱工程にお
ける不純物除去技術を
確立するため、大学等と
の基礎研究テーマ数 10
件以上を実施し、基礎技
術を抽出。 

2-1.実証試験の結果、当該技術開発
の継承又は撤退の判断材料の抽出 

2-2.技術支援の結果、新たな技術シ
ーズ、ニーズの発掘に繋がったか 

2-3.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫 

4-1.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫がみられたか 

4-2.当初想定した不動態化が起こる
までの時間の改善幅を上回る延長
を実現したか 

4-3.当該技術が我が国企業内に水平
展開されるなど、実用化に繋がっ
たか 

 
＜定性的指標及び評価の指標＞ 
【定性指標】 
5. 銅鉱石の選鉱工程における不純
物除去技術に係る大学等との基礎
研究を通じた事業形成の実施 

【評価の視点】 
5-1.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫がみられたか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3.技術支援が実用化に繋がったか 

場ニーズ等の技術支援）については以下の 4
件（うち 3 件が次年度へ継続）を採択。 

－亜鉛製錬における複雑亜鉛精鉱処理を前提と
した分離技術開発 

  複雑亜鉛精鉱でも再選鉱により亜鉛製錬原
料として使用可能な精鉱が存在することを確
認。 

－難処理鉱石中の有価金属の存在形態解明およ
び選鉱特性に関するスタディ（継続） 

－レアアース分離回収プラントの排水処理コス
ト削減（継続） 

－チリ・マリクンガ塩湖のかん水から炭酸リチ
ウムを製造する溶媒抽出法の検証（継続） 

 
 また、昨年度から継続したスタディ 2 件につ
いて、以下の結果を取得。 

－ジルコンサンド安定調達のためのミネラルサ
ンド選鉱の最適化 

  ジルコンサンドの性状を解析した上で、各
種物理選鉱試験を実施し、選鉱フローへの洗
浄工程、乾式分級工程、比重選別工程の導入
を提言。 

－高バナジウム含有使用済み脱硫触媒の炭酸ソ
ーダ焙焼条件の最適化及び新型炉の設計 

  実機焙焼試験を行い、廃触媒中のバナジウ
ム含有量が 12%であっても、通常条件で焙焼
ができ、焼鉱のバナジウム浸出率は現在の操
業と同程度の 96%以上。 

 
4,4-2.リサイクル原料を主体とした低品位銅ア
ノードによる電解精製プロセスにおける電力
使用量削減技術の実用化のため、低品位粗銅
のアノード鋳造の技術開発及び電解精製の技
術開発を実施。低品位銅アノードを精製し、
電解精製時に電解液をアノードに吹き付ける
ことで、不動態化時間 168 時間以上、電力原
単位 300kWh/t-Cu 以下、LME グレードの電
気銅品質を満たす事が出来る見込みがたっ
た。 

 
5.銅鉱石の選鉱工程における不純物除去技術に
ついては、大学等との間で 10 件の基礎研究を
実施。具体的には、①各種ヒ素含有鉱物・銅
鉱物の単体分離評価とその選択粉砕技術に関
する基礎研究：3 件、②ヒ素含有鉱物を銅精
鉱と分離するための浮選技術に関する基礎研
究：3 件、③ヒ素含有鉱物を銅精鉱と分離す
るための物理選別技術に関する基礎研究：2
件、④銅精鉱中に残留するヒ素を除去するた
めの製錬前処理技術に関する基礎研究：2 件
を実施。 

  これらの基礎研究の結果、新たな単体分離
評価手法、粉砕手法、新浮選剤、磁選による
ヒ素鉱物分離などの可能性を抽出。 

5-1.学識経験者だけでなく民間企業からも委員
を委嘱し、技術の提供が及ぼす社会的影響を
調査し、実用化を見据えたプロジェクトマネ
ジメントを実施。 

 

以上、アウトプット指標に基づく達成状況が平
均して 120%を超える成果を上げたほか、内容面
においても、リモートセンシングでは、メジャー
企業からの要請による研修及び共同解析を実施
し、共同解析の結果として、ナミビア・オタビ西
JV 鉱区における新規有望地域を抽出、企業へ探
査の技術協力を実現。金属探査用電磁探査装置
（SQUITEM3 号機）が金属探査以外に地熱探査へ
の活用や石油 EOR モニタリング技術への適用に
むけた動きもあり、特筆すべき成果。 
 
加えて、選鉱・製錬・リサイクル分野では、バ

イオリーチング現場実証試験の結果、約 150 日
間で銅浸出率約 37％を達成。その結果、今後斑
岩銅鉱床でも技術開発を継続すると判断。低品位
アノードによる電解精製プロセスにおける電力
使用量削減技術及び製錬副産物からのアンチモ
ン回収技術ではでは、経済性プロセスを確立し、
実用化に資する成果を得つつあり、銅鉱石の選鉱
工程における不純物除去技術では、実用化を見据
えたプロジェクトマネジメントを実施する等、必
要となる技術開発を着実に推進。 
さらに、レアメタル高度分離・製錬技術支援で

は、チリ共和国の鉱床について、銅精鉱中から亜
鉛の分離の可能性が示され、銅精鉱の高品質化と
亜鉛の資源化の可能性が示唆され、鉱山系原料と
リサイクル原料を統合したPGM精錬プロセスを
構築し、PGM の効率的な回収技術の開発に寄与。
現場ニーズ等の技術支援では、複雑亜鉛精鉱の再
選鉱により従来亜鉛製錬原料として適さなかっ
た精鉱が原料として使用する可能性が示唆され、
ジルコンサンドの選鉱について、工程の追加を提
言したほか、高バナジウム含有廃触媒については
これまでと同様の操業によりバナジウムを回収
できることが分かり、高バナジウム含有廃触媒の
からのバナジウム回収事業への参画が決定され
るなど、質的にも十分な成果を取得。 
 
これらを踏まえ、当該事業の評定を Aとした。 

 
＜指摘事項等＞ 
・銅鉱石の不純物除去の研究は非常に重要。 
・人材育成については石油の取り組みと差がある

ようである。金属部門では寄附講座等の拡充も
必要だと感じた。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
 

 ③リサイクル技術 
・リサイクルに必要と
なる選別等を実施する
前処理技術や製錬技術
開発、支援の実施。 

③リサイクル技術 
・循環型社会形成に向け
た、廃小型家電製品等か
らのレアメタルリサイ
クルを目的とする破
砕・分離・剥離・元素濃
集・回収の技術開発。 
・製錬副産物からのレア
メタル、特に供給上特定
国に偏在しているアン
チモン等の回収技術の
開発確立。 

③リサイクル技術 
・リサイクル原料を含ん
だ製錬副産物からのア
ンチモン等の回収技術
に関する試験を実施し、
アンチモン回収率を 30%
向上させる技術を確立。 

③リサイクル技術 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.我が国企業のリサイクル技術の向
上のため、製錬副産物からのアン
チモン回収増加率（30％） 

 
【評価の視点】 
1-1.オープンイノベーションの手法

を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫 

 

③リサイクル技術 
1.リサイクル原料を含んだ製錬副産物からのア

ンチモン等の回収技術について、粗鉛からの
乾式法によるアンチモン濃縮技術について
は、ハリス法とガス酸化精製法を検討し、ガ
ス酸化精製法の方が有利であると結論。また、
ガス酸化精製法で得られたアンチモン濃縮物
からのアンチモン回収システムについては、
F 浴浸出、酒石酸系浸出、KOH 法の 3 つの方
法を開発し、いずれも経済的に成立すること
を確認。アンチモン製品の生産量 30%アップ
を達成可能なプロセスを確立。 
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＜アウトカムの視点＞ 
2.当該技術が、我が国企業内に水平
展開されるなど、実用化に繋がっ
たか 

1-1.湿式法の研究開発では、材料開発を専門と
する大学の研究室にアンチモンの浸出挙動に
ついての基礎研究を委託し、異分野の知見を
活用。 

④人材育成 
・大学等を対象とした金
属回収技術に関する提
案公募型の基礎研究を 2
件程度実施 
・4 大学以上で講座を開
設し、資源開発分野に関
する講義を実施。 

④人材育成 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.大学等を対象とした金属回収技術
に関する提案公募型の基礎研究(2
件) 

2.講座開設した大学数(4大学) 
 
【評価の視点】 
2-1. 受講生からの高評価獲得 

④人材育成 
1.大学等を対象とした金属回収技術に関する提
案公募型の基礎研究について、今年度は 7 件
採択し、継続研究を含め 9 件実施。 

・低濃度レアアース廃液からの微生物を用いた
ジスプロシウム等レアアース固化精製の連続
プロセス構築（継続） 

・複合反応を利用したイオン液体抽出法による
レアメタルの分離・回収法の開発（継続） 

・乾式製錬技術にもとづくソーラーパネルのリ
サイクル技術の開発 

・プロセスミネラロジーに基づいたミャンマー
産黒鉱型鉱石に対する最適選鉱プロセスの提
案 

・白金族元素（パラジウム、白金、ロジウム）
を相互分離する新規抽出剤の創出と PGM 回収
プロセスの開発 

・物理選別と化学的分離法を用いた廃電子基板
からのスズの回収と精製 

・低品位銅アノードを電解精製可能な電解液系
の開発 

・使用済みメタル担持自動車排ガス浄化触媒か
ら白金族金属の分離・回収 

・高純度ルチルの低コスト・省エネルギー製造
プロセス 

 
2. 5 大学（東京大学、早稲田大学、秋田大学、
高知大学、九州大学）で講座を開設。国際資
源大学校の「資源開発研修」にも講師を派遣
し、資源関連企業の若手社員の人材育成へ寄
与 。 

2-1.5 大学の受講生からのアンケートでは、肯定
的評価が 97%、講義前に比べて資源開発に対
する関心が高まったと回答した受講生が全体
の 79％を占め、資源開発分野の人材育成に寄
与。 

 

 (4)情報収集・提供 
・我が国産業の重要資
源確保の効果的な進展
のため、必要なデータ
収集分析、政府や企業
に提供。特に、資源の
供給リスクを個別元素
毎にサプライチェーン
全体に認知できるよう
に、川下の需要変化に
機動的対処のための情
報提供及び人材育成と
機能強化。そのための
機構職員の専門性強
化。 
・情報の質、適時性等、
報告会参加者等に対す
るアンケート調査によ
る肯定的評価で平均
75%以上。 
・海外事務所等による
我が国企業、現地開発
企業、外国政府・国営
企業等との情報ネット
ワーク強化。 

(4)情報収集・提供 
・需給動向見通し、サプ
ライチェーン全体での
供給リスクに関し川下
産業も含めた我が国企
業との意見交換を実施、
情報収集・分析し、政府
へ元素別・国別資源確保
戦略策定の情報、特に戦
略的鉱物資源の情報提
供を実施。 
・機構職員の個別元素毎
の専門性を向上のため、
関連企業へのヒアリン
グ、外部専門家の講演会
等実施、川下の需要変化
に機動的に対処する情
報提供・人材育成の機能
強化。 
・我が国企業の探鉱・開
発関連技術戦略の検
討・立案に対するレポー
ト、メール、セミナー等
によるニーズに沿った
情報提供。 

(4)情報収集・提供 
・戦略的鉱物資源に関す
るマテリアルフロー調
査、自給率調査等を 2件
以上行い、これら調査に
より得られた情報を政
府へ提供。 
・定期的、定点的、継続
的に情報提供を実施し、
各種レポート並びにセ
ミナー等講演内容にお
ける情報の質や適時性
等については、アンケー
ト調査を実施し、平均
75％以上の肯定的評価
を確保する。 
・国際会議参加等を通じ
て、構築した情報ネット
ワークを機構内部や我
が国企業及び政府等に
繋げ、強化するため、コ
ンタクト先との意見交
換会等を本邦において
２回以上実施する。 

(4)情報収集・提供 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.政府の鉱種戦略に資する情報収
集・提供(2件) 

3.アンケート調査による利用者満足
度（75％以上） 

5. ネットワーク強化に資する本邦
での意見交換等（2 件） 

【評価の視点】 
1-1.個別元素毎の専門知識の習得促
進、安定供給上の課題抽出 

1-2.ヒアリング等を通じた関連企業
との人的ネットワーク構築 

3-1.企業ニーズに対応した情報提供
を行うとともに、企業等からの高
評価が得られたか 

5-1.機構や我が国企業のプロジェク
ト参画に資するような情報が入手
できたか 

5-2.招聘した資源国・外国企業の要人
等とのネットワーク構築の場にお
いて当初の予想を上回る新たな人
的繋がりができたか。 

 

（６）情報収集・提供 
＜評定と根拠＞ 
1,2.関係企業等への企業ヒアリング等を基にデ
ータや情報の収集を行い、32 鉱種を対象に鉱
物資源マテリアルフロー調査として取りまと
め、政府の鉱種略に資する情報源として経済
産業省に報告するとともに、HP 上で公開。
リチウムを対象鉱種に加えた 25 鉱種を対象
に自給率調査を実施し、経済産業省に報告。
政府からの要望により「資源国の鉱業政策等
の調査分析」を実施し、多国間会合で政策提
言するための情報源として、経済産業省に報
告。 

1-1,1-2.ベースメタル産業や自動車産業に関す
る鉱種のサプライチェーンや原料調達状況・
課題等に関する情報収集・分析し、両産業に
深くかかわる鉱種の専門知識の習得を促進さ
せ、各鉱種の需給見通しやサプライチェーン
における供給課題を抽出。さらに企業訪問や
工場見学等を通じて川下産業との人的ネット
ワークを構築。 

 
3.金属資源の需給動向、主要資源国の鉱業投資
環境、海外プロジェクト動向及び企業動向等
について情報収集・分析を行い、以下 1）～9）

（６）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 

1. 政府の鉱種戦略に資する情報収集・提供（定
量）：150% 

3.アンケート調査による利用者満足度（定量）：
131% 

5. ネットワーク強化に資する本邦での意見交換
等（定量）：200% 

 
内容面として、政府の鉱種戦略の検討にあたっ

ての有益な情報提供を行うために、マテリアルフ
ロー調査では個別鉱種毎に、需給動向等やマテリ
アルフローなどの調査・分析を行い、ヒアリング
等によって需給状況等を詳細に把握して取りま
とめ、自給率調査の結果とともに経済産業省に報
告。また、APEC 諸国を対象に経済成長に影響を
与える要因を取りまとめ、多国間会合で政策提言
するための情報源として、同様に報告。 
主要となる産業の情報収集・分析を行い安定供

給上の課題を抽出し、鉱種の動向等の実態を把握
するネットワークを重層化。 
 
我が国企業のニーズを踏まえた情報収集・提供

＜評定に至った理由＞ 
・定点観測的な 2 つの調査（マテリアルフロ
ー・自給率）では、重要鉱種であるリチウム
を対象鉱種に加えるなど需要者のニーズに
応えている点、更に資源国における政府鉱業
政策等の調査分析を実施し、鉱種戦略検討に
資する調査を実施したことを評価。 

 
・我が国企業の関心のあるテーマを対象に、
海外事務所を積極的活用による情報収集、情
報発信目標以上（達成率 131％）行われ、本
邦企業との意見交換の機会を設けたこと（達
成率 200％）を評価。アンケート等からも本
邦企業側からの支持が高いことを評価。 

 
・特に需給に大きな影響を持つ中国について、
独自の情報収集ネットワークを構築、これを
活かした情報発信・提供活動を実施したこと
を評価。 
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・事業実施では、第三者
評価制度を維持、継続的
な情報提供の質の向上。 
・資源関係人材確保に向
けたセミナーや大学の
特別講義での人材育成
機能強化。 
・サプライチェーン全体
での供給リスクを川下
産業も含めた我が国企
業に広く共有するため、
様々なセミナー等参加、
人材ネットワーク構築。 
・情報の質、適時性等に
ついてアンケート調査
実施、肯定的評価で平均
75%以上獲得。 

＜アウトカムの視点＞ 
2,4.政府鉱種戦略への貢献。 
 

の発行物等を通じ情報を提供。提供情報につ
いては、我が国鉱山会社及び資源関係商社の
有識者から成る第三者評価委員会「金属資源
情報評価委員会」を開催し、情報発信の迅速
性向上や需要側情報の発信、情報の正確性向
上への取組みなどの前年度の同委員会での意
見への対応した結果、評価委員会に対するア
ンケートで 100%の肯定的評価を獲得。 

当該評価委員会で出された意見は、次年度
の調査事業内容へ反映。メールマガジン配信
先に対するアンケートでは 95%が肯定的評
価となったほか、金属資源セミナーでのアン
ケート調査の結果 98%が肯定的評価となり、
評価指標を大きく上回った。 

  また、情報発信の迅速性向上への取組みと
して、ニュース・フラッシュ速報版の発信や
カレント・トピックスの随時発信を開始、イ
ンドネシアやフィリピンの高付加価値化政策
の最新動向や供給タイト化から今後の安定供
給懸念が高まる亜鉛供給動向につきセミナー
等を通じ情報を発信。さらに、ベースメタル
需要の多くを占め、我が国ベースメタル安定
供給に大きな影響を与える中国について、北
京事務所や日本メタル経済研究所など関係機
関と連携し現地での情報収集等を行い、公表
されている統計データ等を補完するとともに
情報収集ネットワークを構築。このネットワ
ークを活かし、中国最大の非鉄金属業界団体
である中国有色金属工業協会副会長他を招き
講演等を本邦で実施、併せて中国経済動向と
銅需給について当機構より講演を行い、企業
ニーズに対応した情報提供を行うと共に、中
国関係機関とのネットワーク構築の機会を提
供。 

この他、金属の国際取引所で様々な動きが
ある中、COMEX（ニューヨーク商品取引所）
を運営する CME グループを招き価格指標形
成の動向に係るセミナーを企画。 

1) ニュース・フラッシュ 
  資源国の最新の鉱業情報を計 2,246 件発
信。情報発信の迅速性向上への取組みとして、
従来の週 1 回発行に加え、速報版として随時
ホームページに掲載、ほぼ毎日発信。速報版
は特に有用、迅速性はかなり改善されたとの
高評価を獲得。 

2) カレント・トピックス 
  資源国の最新の鉱業関連動向等のトピック
スをレポートに取りまとめ、計 38 件を発信。
情報発信の迅速性向上への取組みとして、発
行曜日を決めず随時発信へ改善。記事内容の
クオリティも高く、特に鉱業政策動向が注目
されるインドネシアやフィリピンの記事は高
評価。 

3) 金属資源レポート 
  最新の金属資源ビジネスの動向や技術動向
等計 16 件のレポートを掲載し隔月刊として
e-book(電子書籍)にて発行。「パリ協定の目指
す社会と金属鉱物資源用途の可能性」は特に
高評価。 

4) 非鉄金属市況と需給動向 
  他では入手が難しい非鉄金属資源の価格と
需給動向を月単位でレビューし発信。アクセ
スログ解析では、ほぼ毎月アクセス数第 1 位。 

5) 定期刊行物等 
(a)資源国 37 カ国に係る鉱業政策等について、
最新の情報を国別に取りまとめて『世界の鉱
業の趨勢』としてホームページに掲載。うち
主要資源国 30 ヶ国のレポートを冊子として
発行。 

(b)資源メジャー5 社の事業内容から財務状況、
生産状況、事業戦略まで最近動向を詳細に分
析した『資源メジャー・金属部門の動向調査
2016』を発行。四半期毎の財務・生産状況の

では、これまで評価委員会から寄せられた意見
「情報発信の迅速性向上」や「需要側情報の発信」
に対応し情報の質を更に向上させ、タイムリーな
情報提供として、インドネシア等の高付加価値化
政策に係る継続的な情報発信や価格指標形成の
動向、亜鉛供給動向と見通しなど、将来の各鉱種
の安定供給を見据えた上で課題となる内容の情
報提供を実施。さらに我が国ベースメタル安定供
給に大きな影響を与え需給実態把握が望まれる
中国について、北京事務所等と連携し現地情報収
集等を行い、情報収集ネットワークを構築すると
共に、ネットワークを活かし本邦での講演会を実
施、併せて中国経済動向についても講演するな
ど、企業ニーズに対応した情報を提供。 
これら取り組みにより、プロジェクト参画の検

討に資する情報提供を実施、高評価を獲得。 
なお、第三者評価委員会における評価に際して

は、JOGMEC の全ての発行物について委員及び
一般ユーザーを対象とするアンケート調査の結
果等を踏まえ意見を聴取し、翌年度事業の更なる
改善に向けた取り組みに反映。 
 
国際会議等参加については、海外事務所及び本

部併せて 77 件の国際会議等に参加し、情報ネッ
トワークを強化。会議で収集した情報は、我が国
企業のプロジェクト参画の検討に資する内容を
含めてカレント・トピックス等のレポートとして
発信。 
構築した情報ネットワークを情報収集・供業務

に活用し、情報収集体制の強化に繋げ、セミナー
での講演を通じて、本邦関係企業にネットワーク
構築の機会を提供。 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状

況が平均して 120％を超える成果を上げたほか、
内容面では、マテリアルフロー調査や自給率調査
に加え、「資源国の鉱業政策等の調査分析」を実
施し、調査結果を経済産業省に報告することによ
って政府の鉱種戦略の検討に寄与。定期的・定点
的・継続的な情報提供については評価委員会の意
見に対応して情報の質を更に向上させ、関係企業
のニーズに沿ったタイムリーな情報提供として、
インドネシアやフィリピンの高付加価値化政策
に係る継続的な情報発信や亜鉛供給動向と見通
し、価格指標形成を巡る動向、中国経済動向と銅
需給等についての講演など、将来の各鉱種の安定
供給を見据えた上で課題となる内容についての
情報提供を実施。需給実態把握が望まれる中国に
ついて現地情報収集等を行い、情報収集ネットワ
ークを構築し、ネットワークを活かして本邦での
講演会を実施することによって、関係企業のプロ
ジェクトへの参画検討に貢献する情報を提供し、
これら講演・セミナーを通じて本邦関係企業に情
報ネットワーク構築の機会を提供するなど質的
にも十分な成果を挙げた。 
 これらを踏まえ、当該事業の評定を Aとした。 
 
＜指摘事項等＞ 
・中国との関係構築を進めていることは有意義。 
・石油については長期的な見通しを発信する体制

が整っているが、金属は整っていない状況なの
で、これらを国内に発信することができれば、
資源に対する理解も一層深まると感じた。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
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分析を随時ホームページに掲載。 
(c) 42 種類のレアメタルを対象に最新の需給動

向やトピックスを解説した『レアメタルハン
ドブック 2016』を有料発行。購入者のうち希
望者にはインターネットを通じた電子版ダウ
ンロードサービスを併せて実施。 

(d)資源国投資環境調査 
  海外事務所を通じ、政治・経済一般、鉱業
政策、インフラ整備、その他社会的側面とい
った観点から 3 件の投資環境調査を実施。 

6) メールマガジン 
  毎日の新聞情報や新規発行レポート、セミ
ナー等の開催案内等の最新情報について、平
日毎日メールマガジンを 3,543 名に対して配
信。 

7) 金属資源セミナー 
  主要資源国の鉱業事情等に係る調査・分析
や JOGMEC の最近の事業成果についての報
告会を 11 回開催。 

＜主な開催テーマ＞ 
‐事業報告（資源探査、技術、鉱害防止、海洋
資源等） 

 タイムリーに事業報告を行うため年度前半（5
～7 月）に実施 

‐ベースメタルの最新需給動向 
‐CME 他による銅・アルミの国際取引と取引所
動向 

‐SFA 他による PGM 市場見通しと Waterberg 
Project紹介 

‐中国有色金属工業協会他による中国金属需給
の最新動向 

8)金属資源情報ホームページの運営・管理、リ
ニューアル 

  各種発行物については、ホームページへの
掲載を迅速に行うとともに、掲載内容の随時
見直し等により最新情報へのアクセシビリテ
ィを維持・向上。また、アクセスログの解析
によりユーザーの関心動向を把握しニーズに
沿った情報を発信。さらに、より効率的かつ
効果的な情報提供実施を実現するため、平成
29年 8月の運用開始を目指しホームページの
リニューアルに向けたシステム構築作業を実
施。 

9)金属資源情報センター（図書館）の運営 
  図書貸出、資料閲覧、問い合わせ対応等の
サービスを提供。平成 28 年度来館者数 943
名。 

 
5.77 件の国際会議に参加し情報収集を行い、カ
レント・トピックス等のレポートとして発信
し、情報ネットワークも構築。情報ネットワ
ークを活用し、本邦での講演会及び機構内部
での意見交換会を 4 回開催、情報ネットワー
クを機構内部や我が国企業及び政府等に繋
げ、強化。 

 以下 4 回のセミナーを開催 
‐6 月：CRU による銅・ニッケル需給動向 
 CRU のアナリストによる講演を実施。市況を
把握でき非常に良かったなどの高評価。 

‐7 月：銅・アルミの国際取引と商品取引所を
巡る最新動向（日本銅加工業者協議会と共催） 

 CME グループ関係者を招き、銅とアルミに焦
点をあてた COMEX 地金取引の現状や
COMEX と LME の比較等につき講演及びパ
ネルディスカッションを実施。その道の専門
性の高いプレゼンタ―を集めた内容豊富なセ
ミナーで良い企画であったと高評価。 

‐12 月：パラジウム市場の見通しと南アフリカ
/ウォーターバーグプロジェクトの紹介 
南ア/ウォーターバーグ白金族プロジェクト
について、パートナーである PTM 社の経営
陣と SFA Oxford の白金族アナリストを迎え
プロジェクトを紹介。 
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‐3 月：中国における金属需給の最新動向 
 中国最大の非鉄金属業界団体である中国有色
金属工業協会の副会長ほか 2 名を招き、中国
における銅・鉛・亜鉛の最新需給動向に関す
る講演を通じ情報提供を実施。併せて中国経
済動向と銅需給について当機構より講演を行
い、マクロ経済的に中国非鉄セクターの状況
が良く理解できた等の高い評価を獲得。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４．その他参考情報 

（予算・決算の主な差異理由） 

鉱物価格の低迷による投資意欲の停滞等により、リスクマネー供給に対する申請が少なかったことが主因であるが、その他、個々の計画の見直しにより効率的に執行したこと等による。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
５．資源備蓄 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５． 資源備蓄 

業務に関連する
政策・施策 

・「エネルギー基本計画」第３章第７節（国内エネルギー供給網の強靭化） 
・「エネルギー基本計画」第３章第１節 安定的な資源確保のための総合的な政策の推進 ５．鉱物資源の安定供給確保に不可欠なリサイクル
の推進及び備蓄体制の強化等 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 
第１１条第１項第１０号、第１１号、第１２号、第１３
号、第１９号 

当該項目の重要
度、難易度 

 
 
 

関連する政策評価・行政事
業レビュー 

石油の備蓄：0174、石油ガスの備蓄：0175、金属鉱産物の備
蓄：0155 
※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

  

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 
石 
油 
の 
備 
蓄 

(1)国備基地の液状化対策
（計画値） 

中期計画中に対
策完了（100%） － 10 件 8 件 12 件 28 件  予算額（千円） 1,089,536,437 1,050,785,312 1,079,204,098 591,989,795  

（実績値） － H25 より開始 10 件 8 件 12 件 28 件  決算額（千円） 903,856,327 902,067,069 942,356,006 588,292,288  

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100%  経常費用（千円） 55,021,055 152,807,116 85,712,124 67,776,394  

(2)備蓄原油の放出訓練 
（計画値） 

各年度対計画実
施率（100%） － 5 回 5 回 4 回 7 回  経常利益（千円） 5,318 －1,255 4,801 283,619  

（実績値） － 6 回 5 回 5 回 5 回 7 回  行政サービス実施コスト（千円）      

（達成度） － － 100% 100% 125％ 100％  従事人員数（人） 149.84 145.92 148.14 152.41  

(3)安全対策研修等の開催
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回  

  

（実績値） － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回  

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100％  

(4)ASEAN＋3石油備蓄 WSの
開催（計画値） 

各年度１回 － 1 回 1 回 1 回 1 回  

（実績値） － 1 回 1 回 H27 年 5 月開
催へ延期 1 回 1 回  

（達成度） － － 100% － 100％ 100％  

(5)ASEANエネルギーセキュ
リティ構築支援研修の実
施（計画値） 

各年度 1 回 － － － 1 回 1 回  

（実績値） － H27 より実施 － － 2 回 1 回  

（達成度） － － － － 200％ 100％  

(6)二国間協力による法令
ニーズ調査の実施（計画
値） 

各年度 1 回 － － － 1 回 1 回  

（実績値） － H27 より実施 － － 1 回 1 回  

（達成度） - － － － 100％ 100％  

 
石 
油 
ガ 
ス 
の 
備 
蓄 

(1)緊急放出訓練 
（計画値） 

各年度 5 基地 － 5 基地 5 基地 5 基地 5 基地  

（実績値） － 3 基地 3 基地 5 基地 5 基地 5 基地  

（達成度） － － 60% 100% 100％ 100%  

(2)災害時石油ガス供給連
携計画に関する訓練 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回  

（実績値） － － 1 回 1 回 1 回 1 回  

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100%  

(3)操業コスト検証 
（計画値） 

各年度 4 回 － 4 回 4 回 4 回 4 回  

（実績値） － 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回  

（達成度）   100% 100% 100％ 100%  

(4)国家備蓄石油ガス購入 
（計画値） 

中期計画中 
150 万トン － 19.8 万トン 11.0 万トン 19.8 万トン 19.8 万トン  

（実績値） － － 15.9 万トン 11.0 万トン 19.8 万トン 19.8 万トン  



49 
 

（達成度） － － 80% 100% 100％ 100%  

 
金 
属 
鉱 
産 
物 
の 
備 
蓄 

(1)延事業者数（計画値） 68 社 － 68 社 68 社 68 社 68 社  

  

（実績値） － 71 社 63 社 77 社 80 社 198 社  

（達成度） － － 93％ 113% 118％ 291％  

(2)訓練の実施回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － － － － 1 回  

（実績値） － － － － H28 より開始 2 回  

（達成度） － － － － － 200％  

(3)備蓄検討委員会開催数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 2 回 4 回 
（小委員会含） 

1 回 
（本委員会のみ） 

1 回 
（本委員会のみ）  

（実績値） － 本委員会のみ
1 回 5 回 4 回 

3 回 
（倉庫見学会含

む） 

3 回 
（倉庫見学会含

む） 
 

（達成度） － － 250% 100% 300％ 300％  

(4)延ヒアリング社数 
（計画値） 

50 社 － 20 社 30 社 50 社 60 社  

（実績値） － 50 社 54 社 91 社 84 社 127 社  

（達成度） － － 270% 303% 168％ 212％  

(5)情報交流回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回  

（実績値） － 1 回 2 回 1 回 2 回 
（3 か国合同） 

2 回 
（3 か国合同）  

（達成度） － － 200% 100% 200％ 200％  

(6)防災訓練等実施回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － － 1 回 1 回 1 回  

（実績値） － H26 より開始 － 1 回 3 回 3 回  

（達成度） － － － 100% 300％ 300％  

(7)修繕計画見直し回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回  

（実績値） － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回  

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100％  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 ＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能

力の抜本的な
強化 

 
・地震・津波等
の防災対策を
強化、国家備蓄
基地の強靱化
を図る。 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜本的
な強化 

 
・地域防災計画の見直し結
果等を踏まえ、安全確保に
留意した防災対策（非常時
電源確保、老朽化設備改
良・更新等）の優先的実施。 

 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜
本的な強化 

 
・耐震・津波対策ロード

マップに基づき、地域
防災計画で示された
基地ごとの想定震
度・想定津波高等を前
提とした対策を実施
する。 
－液状化対策 
－耐震対策 
－津波対策 

 
 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 国備基地の液状化等対策実施件数（28件） 
[評価の視点] 
1-1. 優れた工法等の採用 
1-2. 重大事故を起こさず対策実施 
1-3. 中小企業等も参入し易い入札条件となる
工夫 
＜アウトカムの視点＞ 
1-4. 国備基地の強靱化 
 

（１）石油の備蓄 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
＜主要な業務実績＞ 
1. 国備基地の液状化等対策の実施 
・液状化対策は、液状化対策工事をむつ
小川原基地の 2箇所で実施した。 

・耐震対策は、耐震設計を秋田基地の 8
棟、耐震化工事を苫小牧東部基地の 1
棟、むつ小川原基地の 5 棟、菊間基地
の 5棟、串木野基地の 1棟（計 12棟）
で実施した。 

・津波対策は、津波対策設計を志布志基
地の 5 設備で、津波対策工事をむつ小
川原基地の 1箇所で実施した。 

 
2. 備蓄原油の放出訓練の実施 
・苫小牧東部、福井、白島、秋田（4基地）

で基地間転送時にオン・ザ・ジョブ・
トレーニング（OJT）として実技訓練を
実施し、むつ小川原・久慈・上五島（3
基地）で代替訓練を実施した。 

 
②国家備蓄体制に係る安全管理と効率的
な運営の両立及び石油ガスの国家備蓄体
制の確立 
3. 安全対策研修等の開催 
・基地の安全操業を確保するため保安力
向上センターに依頼し「化学産業の保
安力の問題点と保安力評価」と題して、
安全防災講演会を実施し、JOGMEC 職員
等へ安全等に関する知見向上に寄与。 

・基地事務所が実施する安全性評価等を
活用し、安全環境査察（国家石油備蓄
基地 4 基地、国家石油ガス備蓄基地 2
基地）を行い前回査察時に要求した事
項に対し改善を確認。また、安全環境
専門委員会（国家石油備蓄基地、国家
石油ガス備蓄基地、共同石油・石油ガ
ス備蓄基地合同）を 4 回開催して操業
サービス会社等の安全管理責任者とイ
ンシデント情報の横展開等、安全・環
境に関する情報交換を行うこと等の活
動により基地の安全性維持・向上に大
きく寄与。 

 
③国際協力等の推進による我が国のエネ
ルギー安全保障の向上 
4. ASEAN+3石油備蓄ロードマップ WSの開
催 

・ASEAN+3 石油備蓄ロードマップ WS を共
同事務局である ACE（ASEAN Center for 
Energy）とともに 6 月にラオス・ビエ
ンチャンで開催した。 

5. ASEAN 石油セキュリティ構築支援研修
の実施 
・平成 27年度に引き続き資源エネルギー
庁と協力し、ASEAN各国政府の石油政策
担当者局長級を対象とした石油セキュ
リティ構築支援研修を 8 月に日本で実
施した。 

6. 二国間協力による法令ニーズ調査の
実施 

      評定 Ｂ 
資源備蓄における個別の評定結果では、石油、石
油ガス、金属鉱産物の備蓄全て所期の目標を上回
っていたと判断され事業全体の評定を Aとした。 
（１）石油の備蓄：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 28年度の主要なアウトプット指標に対する達
成度は、 
1. 国備基地の液状化等対策実施件数（定量）：100% 
2. 備蓄原油の放出訓練の実施件数（定量）：100% 
3. 安全対策研修等の開催件数（定量）：100% 
4. ASEAN＋3石油備蓄ロードマップ WS開催件数（定
量）：100% 

5. ASEAN エネルギーセキュリティ構築支援研修の
実施件数（定量）：100% 

6. 二国間協力による法令ニーズ調査の実施件数
（定量）：100％ 

 
内容面として、 
・安全環境査察、各種訓練、安全環境専門委員会
などの実施等の各種活動を通して、JOGMEC 本部
から作業現場末端に至るまでの安全意識の向上
と具体的な対策の徹底に注力した結果、年間を
通じて重大災害の発生は無く、また、労働災害
についても死亡事故は発生しておらず、作業員
の負傷等も 4件にとどまった。 

・陸上タンク保安検査周期の個別延長（8 年→13
年）について、苫小牧東部基地で 1 基、福井基
地で 1 基を達成し、維持管理費の抑制に成果を
上げた。 

・ASEAN各国の備蓄担当局長等を招いてセキュリテ
ィ構築支援研修を実施し、石油備蓄体制整備へ
の働きかけを実施。 

・インドネシアに対して石油備蓄政策実務担当者
研修を実施。 

・中国国家石油備蓄センター（NORC）との意見交
換により、中国の石油備蓄整備に協力、アジア
地域の石油備蓄体制強化を通じた我が国のエネ
ルギー安全保障の向上に貢献。また、JOGMEC と
NORC との研修を実施し、友好的な信頼関係が構
築された。 

などが挙げられる。 
 
・以上の結果、特筆すべき成果を挙げていること
及び成果実現の困難性を勘案して A評定とした。 

 
1. 国備基地の液状化対策の実施 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
1-2. 重大事故を起こさず対策を実施した。 
・アウトカムの視点においては, 
1-4. 国備基地の強靭化に向けて着実に遂行した。 
 
2. 備蓄原油の放出訓練の実施 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度
目標に対する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
2-1. 概ね予定どおり、スケジュールに遅れなく訓

練が実施できた。台風等の不測の事態が生じ
た場合でも、迅速に計画を見直すこと等によ

・主要なアウトプット指標は各項目で 100％
を達成しており、着実に事業を実施した。 
石油の備蓄、石油ガスの備蓄については、

国家備蓄基地の強靱化や備蓄の放出訓練な
ども的確に実施。また、研修等の国際協力を
行うことで、地域のエネルギー安全保障にも
貢献。特に石油ガスの備蓄については、29
年度中に地下備蓄 1 基地が満液を実施。 
金属鉱産物備蓄では、収集した詳細情報に

基づき、期間中、34 回の買入により延べ 17
鉱種 20 品目の買入・積み増しを効果的に実
施。 
以上を踏まえ、資源備蓄分野の評定をＢと

した。 
 
＜評定に至った理由＞ 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
○国家石油備蓄基地の強靭化： 
・事務棟など重要な建物の耐震化工事等を行

い、基地が被災した場合も事業継続性を確
保するなど基地の強靱化を着実に進めた。 

 
○備蓄原油放出訓練： 
・地元や関係機関等の理解を得ながら、トラ

ブルなく実技訓練、基地間転送等を実施。
費用対効果を意識しつつ、各基地の緊急放
出に備えた機動性を維持・確保した。 

 
②国家備蓄体制に係る安全管理と効率的な
運営の両立 

○安全管理： 
・JOGMEC本部から各基地の作業現場まで、

安全意識の向上と具体的な対策の徹底に
注力し、事故防止に努めている。 

・また、平成 27 年度に立ち上げた個別基地
と JOGMEC との安全確認会議を平成 28
年度は定期的に行い、事故原因の追究とそ
の対処の徹底を図っている点を評価。 

 
○効率的な運営： 
・管理費の圧縮に向け、タンク保安検査周期

の延長等を進めている点を評価。 
・また、操業サービス会社の入札について、
基地操業に必要な専門性を持つ人員確保
の必要性、危険物の管理というリスクの高
さ等により、新規事業者の参入には課題が
大きいが、行政事業レビューの指摘を踏ま
え、一者応札の改善に向けた更なる改善策
を積極的に検討した点を評価。 

 

・国家備蓄基地
の放出能力向
上、平時の放出
シミュレーシ
ョン・訓練実
施。 

 

・全ての国備基地（石油 10
基地）の主要な地震・津
波対策（基地敷地内・護
岸液状化診断と対策）の
中期目標期間中の完了を
目標とした実施。 

・平時の放出シミュレーシ
ョン・訓練の適切な実施、
シーバース能力増強。 

 
 

・石油緊急時放出実技訓
練の実施では、緊急時
放出での初期対応の
位置付け、基地ごとの
訓練実施コスト・訓練
内容等の効率性を考
慮、検討。 

・各基地の特徴を生かし
た訓練計画を策定・実
行（各種シミュレータ
ー等の訓練設備や訓
練内容の効率性、訓練
実施コスト等勘案） 

 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2.備蓄原油の放出訓練の実施件数（7回） 
[評価の視点] 
2-1. 台風等の自然災害等不測の事態が発生し

た場合でも、スケジュール遅延等のロスを
最小限に留めることができたか。 

2-2. 機動的な放出のため、関係者を交えた訓
練となっている実態を踏まえ、放出能力の
向上のために油種入替に当たっての創
意・工夫を講じたか。 

2-3. 訓練から課題を見つけ、基地のマニュア
ルに反映することなどマニュアルの実行
性を高めたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 訓練の結果、緊急時を見据えた国備基地

からの原油放出能力の向上は図れたか。 
2-5. 地元との円滑な関係の維持・構築ができ

たか。 
 
 

②国家備蓄体制
に係る安全管
理と効率的な
運営の両立及
び石油ガスの
国家備蓄体制
の確立 

 
・国備基地管理
業務での安全
操業確保、各基
地の修繕保全
費の精査等に
よる効率的運
営継続。 

②国家備蓄体制に係る安全
管理と効率的な運営の両
立及び石油ガスの国家備
蓄体制の確立 

 
・国備基地管理における、
安全操業確保を大前提と
する効率的管理継続。 

 
 

②国家備蓄体制に係る
安全管理と効率的な
運営の両立及び石油
ガスの国家備蓄体制
の確立 

 
・機構主催の共同研修・

講演会等の実施、機
構・操業サービス会社
職員の安全対策の知
見の標準化と共有化
推進。 

 

②国家備蓄体制に係る安全管理と効率的な運
営の両立及び石油ガスの国家備蓄体制の確
立 

 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 安全対策研修等の開催件数（1回／年） 
[評価の視点] 
3-1. 研修等の成果を活かしたフィードバック 
3-2. 研修等の結果、安全対策に関する職員の
技能・知見向上 
3-3. 参加者の満足度 
＜アウトカムの視点＞ 
3-4. 国備基地における重大事故無発生達成 
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③国際協力等の
推進による我
が国のエネル
ギー安全保障
の向上 

・石油備蓄の国
際協力、IEA・
諸外国の備蓄
実施機関等国
内外関係機関
との連携強化
等、アジア備
蓄体制を含む
セキュリティ
強化、関連情
報収集・提供。 

 
 
 
 
 
 
 

③国際協力等の推進による
我が国のエネルギー安全
保障の向上 

  
・平時における石油備蓄の
国際協力、諸外国備蓄実
施機関・国内関係機関間
での政策・技術動向に係
る情報交換・連携の強力
な推進。 

・「ASEAN＋3石油備蓄ロード
マップ（OSRM）策定ワー
キンググループ（WG）」へ
の ACE(ASEAN Center for 
Energy)との共同事務局
としての参加、専門家派
遣や基地視察受入れの充
実等による、IEAと連携し
ながら ASEAN 諸国備蓄体
制整備へ協力。 

③国際協力等の推進に
よる我が国のエネル
ギー安全保障の向上 

・国が進めるアジア備蓄
協力政策（ASEAN+3に
おける石油備蓄制度
構築作業）に関し、各
国の実務者間で検討
を進めるワーキング
グループの原則年 1
回の開催、運営につい
て ASEAN エネルギー
センター（ACE）への
支援業務の実施。 

・ASEAN諸国に対する石
油備蓄に係る研修、石
油備蓄に係るニーズ
調査による各国備蓄
推進に向けた具体的
協力方策の検討。 

 
 

③国際協力等の推進による我が国のエネルギ
ー安全保障の向上 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
 [定量的指標] 
4. ASEAN+3石油備蓄ロードマップ WS開催件数
（1回／年） 
[評価の視点] 
4-1. 共同事務局として貢献することにより日

本のアジアにおける石油備蓄協力活動の
プレゼンスの強化 

4-2. 参加国石油備蓄担当者との人脈構築・ネ
ットワーク強化 
4-3. 参加国の石油備蓄現況・石油備蓄政策等
の把握 
＜アウトカムの視点＞ 
4-4. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
 
[定量的指標] 
5. ASEAN エネルギーセキュリティ構築支援研
修の実施件数（1回／年） 
[評価の視点] 
5-1. ASEAN 各国政府石油政策担当者との人脈

構築・ネットワーク強化 
5-2. 日本の石油・備蓄政策への理解及び知
見・技術の共有 
＜アウトカムの視点＞ 
5-3. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
5-4. 当該国での我が国企業の製油所等インフ
ラ輸出 
 
[定量的指標] 
6. 二国間協力による法令ニーズ調査の実施件
数(1件／年) 
[評価の視点] 
6-1. 該当国における石油備蓄制度構築の推進 
6-2. 該当国との関係強化・ネットワーク強化 
6-3. 石油備蓄体制構築に向けた法令整備への
寄与 
＜アウトカムの視点＞ 
6-4. 当該国の備蓄制度整備・改善寄与 
6-5. 当該国での我が国企業の参画プロジェク

トの課題解決への寄与 
6-6. 政府レベル MOU等協力関係構築 
 
 
 
 

・二国間協力によるニーズ調査として、
インドネシアに対して平成 29年度より
本格的に取り組む石油備蓄制度構築ニ
ーズ調査の前段階の石油備蓄政策実務
担当者研修を 2月に実施した。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・白島基地の貯蔵船泡消火配管の肉厚検
査及び更新に着手。平成 28年度は 4船
分の肉厚検査を実施し、更新箇所を特
定した。 

・苫小牧東部基地の変電設備老朽化に伴
う更新工事に着手した。 

・上五島基地の防災船老朽化に伴う更新
工事に着手するとともに、秋田基地の
防災船の基本計画に基づく調査業務を
実施した。 

・志布志基地の陸上タンク 5 基の浮屋根
耐震補強工事を実施し、国家石油備蓄
基地の強靭化に着実に寄与。 

・油種入替については、原油市場の低迷
等により国による備蓄原油の売却が実
施されず、原油購入についても国から
の指示はなかったが、油種入替に向け
た準備として、国備原油約 102万 KLの
基地間転送を実施し、備蓄原油の油種
構成の改善及び円滑な備蓄放出体制の
整備に寄与。 

・各基地の操業及び環境安全に関わる法
令改正情報等について、基地事務所や
操業サービス会社などの関係者に横展
開することにより基地の安全操業に寄
与。 

・石油の備蓄増強を図るため、石油貯蔵
タンクの浮屋根の耐震補強等の改修事
業を行う新潟石油共同備蓄(株)に対
し、資金需要等を踏まえ低利融資を実
施。平成 21年度より計画的に融資を実
施した結果、改修工事対象の石油貯蔵
タンク全 13基のうち、12基の改修工事
が平成 28年度末までに完了。 

・過去 2 回の入札が一者入札であったこ
とから、次期入札（平成 29年度実施予
定）における入札参加者を増やすため
の改善策を検討。また、本契約が市場
化テストの対象事業に選定されたた
め、公共サービス改革基本法の規定に
よる官民競争入札等監理委員会におけ
る審議等の新たなプロセスへ着実に対
応。 

・アジアにおける IEA 加盟国である KNOC
（韓国石油公社）と協議 2 回開催に加
え基地を訪問し、意見・情報交換を通
じ両機関の関係強化と課題解決に寄
与。 

・中国からの要望に応じ協議を重ね双方
内容合意の上、中国とのエネルギー対
話、協力の一環として、「石油備蓄の運
営・管理に関する研修」を日本として
初めて実施。 

・新規職員に対し石油備蓄技術、石油ガ
ス技術及び精製技術に係る講義を実施
するとともに、国家石油備蓄基地（秋
田、むつ小川原、久慈）、国家石油ガス
備蓄基地（神栖）、JX仙台製油所など石
油備蓄施設等での現場研修を実施。更
に神栖国家石油ガス備蓄基地での現場
実務研修を実施した。 

 
 

り、スケジュール遅延等のロスを最小限に留
めることができた。 

2-3. 単にマニュアルの確認といった訓練内容か
ら、基地ごとの課題、参加人員の能力に応じ
た訓練目標の策定並びに訓練を各基地が自ら
実施できるようにシステムを構築し評価方法
も指導を行った。 

・アウトカムの視点においては、 
2-5. トラブルなく実施でき、かつ地元との円滑な

関係の維持・構築にも寄与した。 
 
 
3. 安全対策研修等の開催 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
3-2. JOGMEC職員等の知見向上に寄与した。 
・アウトカムの視点においては、 
3-4. 国家備蓄基地における重大事故無発生の達

成に寄与した。 
 
4. ASEAN+3石油備蓄 WSの開催 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度
目標に対する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
4-2. 参加国石油備蓄担当者との人脈構築・ネット

ワーク強化に寄与した。 
4-3. 参加国の石油備蓄現況・石油備蓄政策等の把

握。 
・アウトカムの視点においては、 
4-4. 中国、インドネシア、タイが IEAにアソシエ
ーションカントリーとして参加。90 日備蓄を目
標に具体的な検討が実施されている。 

・JOGMECは平成 28年度 ASEAN石油セキュリティ研
修構築支援研修とニーズ調査についてプレゼン
を実施。平成 29年度以降の事業展開に繋げた。 

 
5. ASEAN エネルギーセキュリティ構築支援研修の
実施 

・定量的指標における設定としては、平成 28年度
目標に対する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
5-1. ASEAN 各国政府石油政策担当者との人脈構

築・ネットワーク強化に寄与。 
5-2. ASEAN 各国政府石油政策局長級クラスを日本

へ招聘し、 日本の石油・備蓄政策への理解及
び知見・技術を共有した。 

・アウトカムの視点においては、 
 5-4. 研修に製油所やサービスステーション視察

訪問を組み込むことにより日本企業の技術や
管理体制を紹介し、我が国企業の製油所等の
ASEANでの事業展開に向けて寄与。また人材育
成により ASEAN諸国の石油備蓄体制に協力。 

 
6. 二国間協力による法令ニーズ調査の実施 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度
目標に対する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
6-2. インドネシア国家エネルギー評議会との関

係強化・ネットワーク強化に寄与した。 
6-3. インドネシアにおける石油備蓄体制構築に

向けた法令整備への協力としてニーズ調査
を実施した。 

 
＜課題と対応＞ 
なし。 
 
 

③国際協力等の推進による我が国のエネル
ギー安全保障の向上 

○国際協力： 
・ASEAN+3 石油備蓄ロードマップのフォロ

ーアップ、法令ニーズ調査、ASEAN 石油
セキュリティ構築研修等の実施により、
ASEAN 諸国との関係構築が充実し、
ASEAN 側のニーズ把握、日本からの知
見・技術の共有に直結するという好循環に
つながっている。 

・新たにインドネシアを対象に法令ニーズ調
査や研修を実施したことにより、インドネ
シアの石油関連法令整備に寄与し、同国の
エネルギー安全保障の向上及び我が国の
民間企業が事業進出する際の環境整備に
貢献。 

・また、27 年度に対話を再会した中国国家
石油備蓄センター（NORC）に対し、石油
備蓄に関する研修を初めて実施した。石油
消費世界第 2 位である中国との連携強化
は、アジアにおけるエネルギー安全保障へ
の貢献について大きく期待。 

 
＜指摘事項＞ 
・JOGMEC の国家石油備蓄基地管理の知見

等を生かし、アジア地域において多国間・
二国間で、石油備蓄体制の構築支援を更に
進めていくべき。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・一者応札の改善は以前から指摘されていた

ものであるから、今回の取組は、努力を重
ねてきた結果であることを説明した方が
良い。 
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 ＜石油ガス備蓄
＞ 
①リスク対応能

力の抜本的な
強化 

・国家備蓄基地
の放出能力向
上、平時の放出
シミュレーシ
ョン・訓練実
施。 

 
 
 
 
 
 
 
・我が国におけ
る災害の発生
による国内の
特定の地域へ
の石油供給不
足に対し、複
数の石油精製
企業による災
害時石油供給
連携計画や石
油ガス輸入企
業による災害
時石油ガス供
給連携計画の
実 行 に 際 し
て、企業から
の要請に応じ
て人的・技術
的 援 助 を 行
う。 

 
 
②国家備蓄体制

に係る安全管
理と効率的な
運営の両立及
び石油ガスの
国家備蓄体制
の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・石油ガスの地
下備蓄基地へ
の段階的なガ
ス イ ン を 行
い、150万トン
の石油ガス国
家備蓄体制を
確立する。 

 
 
 
 

①リスク対応能力の抜本的
な強化 

・全ての国備基地（石油ガ
ス 5基地）の主要な地震・
津波対策（基地敷地内・護
岸液状化診断と対策）の中
期目標期間中の完了を目
標とした実施。 

・平時の放出シミュレーシ
ョン・訓練の適切な実施、
シーバース能力増強。 

 
 
 
 
 
・石油の備蓄の確保等に関
する法律に基づく災害時
石油供給連携計画又は災
害時石油ガス供給連携計
画の実施に関し、石油精製
業者等又は石油ガス輸入
業者等の要請に応じ、必要
な人的及び技術的援助を
行うとともに、国の指示が
あった場合には、速やかな
石油・石油ガスの国家備蓄
放出を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・国家石油ガス備蓄基地管
理については、地下備蓄
基地の安定的な操業に向
けて運転初期段階の設備
調整に対応しつつ、引き
続き、適正な業務運営を
推進し、コスト抑制に向
けて効率的な管理を実現
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・150万トンの石油ガス備蓄

体制の構築 
・国際市場から安定的かつ
効率的に石油ガスを購入
できるよう情報収集に努
めるとともに、安全性に
十分留意しつつ、段階的
なガスインを行う。 

 
・具体的には、石油ガスの
市場動向等を踏まえ、国の
指示を受けて、中期目標期
間終了時までに石油ガス
の地下備蓄基地へのガス
インを完了し、150万トン
の石油ガス国家備蓄体制
を確立することを目標と
して実施する（倉敷基地約
40 万トン、波方基地約 45
万トンのガスインを実

①リスク対応能力の抜
本的な強化 

・石油ガスの緊急時の放
出に関する地上基地
での３回の緊急放出
訓練、地下基地におけ
る２回の机上訓練実
施により、緊急放出に
備えた万全の体制整
備。 

 
 
 
 
 
 
・災害時石油供給連携計

画又は災害時石油ガ
ス供給連携計画の実
施に関し、計画の届出
業者等の要請に応じ、
必要な人的及び技術
的援助を行うととも
に、国の指示があった
場合には、速やかに石
油・石油ガスの国家備
蓄放出を行う。また、
同計画に関する机上
訓練に１回以上参加
し、改善点等の把握に
努めるとともに、計画
の円滑な遂行に関し
て必要な技術的検討
を行う。 

 
 
 
・地下 2基地（波方・倉
敷）については、本年度
から６カ年度計画で超
音波式探傷機器を用い
竪坑金属管（対象本数
37本、長さ 150～200ｍ）
法定非破壊検査を行う
が、本邦初かつ大規模検
査であり、安全の徹底を
図り、初年度として３本
を検査する。 
 
 
 
 
 
・隣接基地の補修工事、
シーバース・地上低温
タンクの民間側使用
スケジュールとの調
整、両立を図りなが
ら、安定的・効率的に
国家備蓄石油ガスを
購入する。 

 
 
 

①リスク対応能力の抜本的な強化 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 緊急放出訓練を実施した基地数（５件） 
[評価の視点] 
1-1. 地元自治体、漁協等関係者の理解の下で
のトラブルなく実施 
1-2. 適切な計画のもとでの効率的実施 
1-3. 第三者機関等による検証結果を踏まえた
改善努力 
＜アウトカムの視点＞ 
1-4. 隣接会社の備蓄放出能力向上 
1-5. 地元との円滑な関係の構築 
1-6. 備蓄政策への国民理解の深化 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練
の実施（1回） 

[評価の視点] 
2-1. 災害時の JOGMEC 内の体制整備に活かす

ことができたか。 
2-2. 訓練の結果、計画発動時の円滑な遂行に

関する技能向上は図れたか。  
2-3. 災害時の体制について、関係団体等に助
言を言えたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 隣接会社からの備蓄放出能力の向上 
2-5. 地元との円滑な関係の構築 
2-6. 備蓄政策への国民理解の深化 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 竪坑金属管非破壊検査 
[評価の視点] 
3-1. 長期的なコストを削減できる視点が盛り

込まれているか。 
3-2. 課題を抽出し、今後の対応策の検討・措

置につなげたか。 
3-3. 海外の専門的な知見を取り入れているか 
＜アウトカムの視点＞ 
3-4. 国家備蓄基地における重大事故の無発生 
3-5. 隣接操業方式による国備基地の安全管理
及び災害対応能力を効率的に維持・向上 

 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 石油ガス購入実施数量（2基地） 
[[評価の視点] 
4-1. 各種工事等のスケジュールと調整しなが

ら、効率的な受け入れができたか。 
4-2. 調達国の多角化に貢献できたか。 
4-3. 各基地の状況に応じた入札条件を検討
し、確実に受け入れを行うことができたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
4-4. 石油ガス備蓄目標量の確保 
 
 

（２）石油ガスの備蓄 
＜主要な業務実績＞ 
1. 緊急放出訓練 
・東日本大震災をはじめとする大地震や
豪雨などの自然災害に見舞われた被災
地において、備蓄用エネルギーとして
多くの実績を有する石油ガスを、機動
的かつ効率的に放出を行うべく、備蓄
放出能力の維持・向上に図るため、地
上３基地（七尾・福島・神栖）で操業
タンク間実技訓練、ガスイン途上であ
る地下２基地（波方・倉敷）で情報伝
達訓練を実施した。 

・地上３基地においては、神栖に続き、
新たに七尾、福島基地において、 アニ
メーション化したタンク・配管図を大
画面に投影し LPガスの動きを解説する
とともに、訓練従事者が役割別に色分
けしたビブスを着用する「見える化」
訓練を導入した。 

・移送配管の予冷等事前準備を含めた一
連の作業も含めた訓練の実効性につ
き、第三者機関（日本 LPガス協会）に
よる検証を受け、高いレベルであると
の評価を得た。検証の中で得られた助
言（関係者間での事前の情報共有の一
層の徹底化）を踏まえ、実際の緊急放
出に向けた改善点を抽出し、次年度以
降の訓練で取り組むこととした。 

2. 災害時石油ガス供給連携計画に関す
る訓練 

・全国 LPガス協会をはじめとした関係機
関の協力を得て、七尾基地が位置する
第四地域（中部地区）において、LP ガ
ス元売・卸売等民間企業で構成されて
いる中部地区 LP ガス連合会が策定の
「（同地区）災害時石油ガス供給連携計
画訓練」と連携し、七尾基地からの国
備ガス放出に係る訓練を行い、国備ガ
ス放出との連携を強化した。 

・本訓練によって、同計画発同時におけ
る資源エネルギー庁、機構、日本 LPガ
ス協会、隣接会社、元売り会社等との
関係機関間における指揮命令系統・情
報伝達ルート並びに機構内の役割分担
についての再確認につなげることがで
きた。 

・また、第四地域（中部地区）災害時石
油ガス供給連携計画訓練の総括会議に
出席し、七尾基地からの放出に係る情
報伝達訓練の内容について意見交換を
行った。これにより国備ガス事業との
関連の少ない中下流 LPガス事業者に向
けて災害時石油ガス供給連携計画発同
時の国備ガス放出の流れを説明し、垣
根を越えて広く国備事業の意義及びそ
の概要についての理解促進につなげ
た。 

3. 竪坑金属管非破壊検査 
・地下 2 基地（波方・倉敷）において、

平成 28年度から６か年計画でクレーン
により吊り下げられた超音波式探傷機
器を用い３７本の竪坑金属管（長さ 150
～200m）法定非破壊検査を予定のとこ
ろ、その初年度分として３本を実施し、
金属管に腐食による減肉等問題がない
ことを確認した。 

・大規模かつ国内では前例がないため、
周到な準備が必要であり、超音波探傷
機器について安全性及び操作性を強
化・向上の上、平成 28年度に同機器を
用い、世界的にも非常に緻密な作業（１
mm 間隔での配管肉厚確認）を安全かつ

（２）石油ガスの備蓄：A 
＜評定と根拠＞ 
・平成 28年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 緊急放出訓練を実施した基地数（定量）：100% 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練を
実施した回数（定量）：100% 
3. 竪坑金属管非破壊検査（定量）：100% 
4. 国家備蓄石油ガス購入（定量）：100% 
となった。 
・また内容面として、「緊急放出訓練において第三

者機関による検証を受け高評価を得、実実際の
緊急放出に向けた改善点を抽出」、「全国 LPガス
協会の協力を得た災害時石油ガス供給連携計画
に関する情報伝達訓練の実施」、「本邦初となる
地下基地配管竪坑金属管非破壊検査を周到な準
備の上安全かつ効率的に実施」、「国備ガス購入
目標量（地下基地年間過去最大量、最大隻数）
を達成し、波方基地が本邦初の地下岩盤満液基
地となり我が国のエネルギー安全保障に大きく
貢献」「メキシコ国営石油会社（PEMEX）傘下の
ガス公社に対する研修により鉱区開放入札にお
ける本邦企業参入に向けての側面支援としても
貢献」などが挙げられる。 

 
・以上の結果、特筆すべき成果を挙げていること
及び成果実現の困難性を勘案して A評定とした 

 
1. 緊急放出訓練 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
1-1. 地元自治体等の関係者の理解の下、トラブル

なく実施した。 
1-3. 5基地すべての訓練において日本 LPガス協会

へ検証を委託し、訓練の実効性について高評
価を得た。 

・アウトカムの視点においては、 
1-4. 地上３基地における「見える化」の横展開に

おいて放出訓練の一層の実践化が図られ、
隣接会社からの備蓄放出能力の向上に寄
与。 

 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は、100％となった。 
・評価の視点においては、 
2-1. 計画発動時の指揮命令系統の流れを確認し、

災害時に向けた準備体制を再確認できた。  
2-2. 計画発動時に円滑に人的、技術的支援を行う

ための貴重な情報収集を実施できた。 
・アウトカムの視点においては、 
2-6. 第四地域の委員会に出席し訓練結果や国備

ガス放出の流れについての理解促進につな
げた。 

 
3. 竪坑金属管非破壊検査 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
3-1. 検査の初年度として次年度以降の検査コス

ト削減について検討しつつ推進。 
3-2. 課題を抽出しより効率的な検査を検討。 
3-3. 海外知見を入れ本邦初の検査を開始。 
・アウトカムの視点においては 
3-5. 初の検査実績の創出により、国備基地の安定

操業に寄与。 
 
4. 国家備蓄石油ガス購入 
・定量的指標における設定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
4-1.ガスイン関連設備使用不可工事・検査とのス

ケジュールと調整しつつ、効率的な受入れを

＜評定に至った理由＞ 
・平成 28 年度は、年度計画に掲げられた目
標に対する達成度は、全般的に 100％～
120％の範囲であり、所期の目標を達成し
ている・次に、定性的な評価としては以下
のとおり。 
 

１．リスク対応能力の抜本的な強化 
○国家備蓄基地の強靱化 
・基地機能維持のための津波対策運転訓練に
ついて当初予定の波方基地に加え、倉敷基
地についても１年前倒しで実施したこと
を評価。これにより災害発生時においても
国家備蓄基地の被害を最小限にとどめ、国
家備蓄基地の機能を維持する能力の向上
が図られた。 

○放出訓練 
・全ての国家備蓄基地にて、緊急放出訓練を
実施することにとどまらず、第三者機関に
よる検証を受け、実際の放出も短時間に必
要な量の石油ガスの放出ができており、緊
急放出機能が維持されているとの高い評
価を得ていることを評価。 

○災害時石油ガス供給連携計画訓練 
・初めて関係機関と連携した緊急放出訓練を
実施したことを評価。 
 

２．安全管理と効率的な運営の両立 
○安全管理と効率的な運営 
・地下基地の竪坑金属管非破壊検査は、国内
では前例のない検査でありながら、検査手
法を検討、確立し、平成 28 年度に実施す
べき検査を全て完了したことを高く評価。
また、先行して実施した倉敷基地での知見
を基に検査方法を改良したことにより検
査日数を当初の 8 日間から 6 日間に短縮
し、次年度以降のコスト削減につなげたこ
とも評価。 

○石油ガス備蓄体制の構築 
・民間企業との施設共同利用、竪坑金属管検
査等によるガス搬入に制約がある中で地
下基地受け入れとしては年間最大量であ
る 19.8 万トン（8 隻）を搬入し、平成 28
年度の備蓄目標を達成。波方基地につい
て、ガスインを完了し、平成 29 年度中の
国家備蓄目標の達成に向け、着実に前進し
たことを評価。 
 

３．我が国のエネルギー安全保障の向上 
○国際協力 
・石油ガス独自の取組としてメキシコ国営石
油会社（PEMEX）傘下のガス公社を対象
に石油ガス備蓄研修会（研修生：11 名）を
神栖・倉敷基地において実施したことを評
価。他方、昨年度からの継続案件であり、
新たな成果があったとまでは言いがたい。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・LP 備蓄について波方基地にてガスインを
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施）。 
 
 
 

効率的に行った。また、倉敷での検査
実績を踏まえ波方での検査日数を短縮
することができた。 

・初年度として３本の実績を踏まえ、作
業の安全性を維持しつつ、コスト削減
に努める。 

4.国家備蓄石油ガス購入 
・民間企業との施設（桟橋、地上低温タ
ンク等）共同利用、各種法定検査工事
等により、購入可能時期が限定される
という厳しい条件下のもとで、目標量
の国備石油ガスを計画どおり波方基地
に 6.0万トン、倉敷基地に 13.8万トン、
計 19.8万トンの購入を達成した。同量
は地下基地の受入れにおいて年間過去
最大量であるとともに、入港隻数とし
ても過去最大の８隻を記録。特に倉敷
基地においては、主要民間企業とほぼ
同量のガスインを実施した。 

・世界最大石油ガス地下基地である波方
基地は、貯槽圧力変動シミュレーショ
ン結果を踏まえ、最終の移送作業によ
り満液となり、本邦初の地下岩盤 LPガ
ス貯槽満液状態での維持管理へ移行す
ることができた。これにより波方基地
は４つ目の満液基地となり、石油ガス
備蓄目標量の確保に寄与するとともに
我が国のエネルギー安全保障に大きく
貢献した。 

・購入石油ガスの原産地を産ガス国に幅
広く設定することにより、調達国備ガ
スの約 40％が米国産となり、供給源の
多角化に貢献した。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・世界最大規模の地下石油ガス備蓄基地
（波方、倉敷）の強靭化を徹底すべく、
両基地において、災害復旧訓練を実施
し、地震・津波による万一の電源喪失
に対しても、確実に非常用発電に切替
できる体制を整備。 

 
・地下基地におけるサブマージドポンプ
（底水排水ポンプ、プロパン払出ポン
プ）の回転軸折損や動力ケーブル絶縁
抵抗値低下等の運転初期段階でのトラ
ブル、さらに、操業開始後の湧水量半
減に対し、それぞれ対策案を策定する
ことで、地下基地の効率化、合理化、
安全性の維持・向上に寄与した。 

 
・メキシコ国営石油会社（PEMEX）傘下の
ガス公社から 11名の研修生を神栖・倉
敷基地に受入れ、石油ガス備蓄に関す
る制度から各種技術案件に亘る研修を
実施した。本研修の実施は、世界有数
の産油国である同国が発表している石
油・天然ガス鉱区開放入札における本
邦企業参入に向けての側面支援として
も貢献。 

 

行った。 
4-2. 購入石油ガスの原産地を産ガス国に幅広く

設定することにより、調達国備ガスの約 40％
が米国産となり、供給源の多角化に貢献した。 

4-3. 倉敷・波方両基地の条件に応じた入札条件を
検討し、確実に受入れを行った。 

・アウトカムの視点においては、 
4-4. 石油ガス備蓄目標量の確保に寄与し、波方基
地が満液になることにより国のエネルギー安全保
障に貢献した。 
 
＜課題と対応＞ 
なし。 
 
 

完了したことは中長期的に見ても評価で
きる。アウトカム、波及効果も非常に大き
い。 

 
 

 ＜金属鉱産物備
蓄＞ 
・国の実施する
備蓄対象鉱種、
備蓄量、緊急時
の判断基準・放
出手順等に係
る見直しの検
討結果を踏ま
え、国家備蓄の
機動的放出を

・戦略的鉱物資源のうち、
備蓄対象選定鉱種につい
て、その国内需給動向等を
勘案し機動的な積増・放出
が可能な体制維持、東日本
大震災の教訓を活かした
安全・効率的な管理運営実
施。 

 
①備蓄の積み増し、売却・
放出への機動的な取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①備蓄の積み増し、売
却・放出への機動的な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①備蓄の積み増し、売却・放出への機動的な取
組 

（３）金属鉱産物の備蓄 
＜主要な業務実績＞ 
1.備蓄対象鉱種に係る買入元、売却対象
となる登録事業者数の維持・管理 

・機動的な備蓄買入、放出・売却が行え
るよう、備蓄対象となり得る全ての鉱
種を対象に、調達、放出･売却の対象と
なり得る企業に対し、常時公募を行う
と共に登録の促進を図り、申請に対し
ては速やかに審査、登録をするなどの
管理を行い、登録亊業者延 198社(291%)

（３）金属鉱産物の備蓄：A 
＜評定と根拠＞ 
・金属鉱産物の備蓄については、成果実現の困難
性として、備蓄対象が３４鉱種・５５元素と数
多い上に品目も多種多様であるため、的確な情
報収集を基に中長期的な国内ニーズに合致する
品目を見極め、需要見通しを分析・検討する必
要があることが挙げられる。 

 
・平成 28年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 積み増し・売却・放出の登録事業者数：291% 

＜評定に至った理由＞ 
・精力的に収集した情報に基づいて、我が国
産業に重要で供給確保に懸念ありと判断
された 5鉱種を買入れて備蓄物資を積み増
し、内 2 鉱種は備蓄目標 42 日分達成。買
入入札においては構築した体制において
低水準の金属市況に対応し簿価単価低減
を念頭に置き内 2 鉱種は簿価単価を 2 割近
く低減。また、市場影響回避のため買入入



54 
 

可能とする体
制整備、短期的
な供給障害に
対応するため
の備蓄制度の
適切な運営。 

・国から緊急時
の備蓄金属鉱
産物の放出要
請、あるいは需
給逼迫時の売
却同意を受理
した日から放
出・売却に係る
入札までの期
間を12日以内。 

・備蓄対象選定鉱種につい
て、国内需給動向等を勘案
し機動的な備蓄積増、売
却・放出を実施。 

・機動的な備蓄積増に備え、
備蓄対象鉱種となり得る
全レアメタルに対し、迅速
な調達を可能とする体制
維持。 

・国から緊急時の備蓄金属
鉱産物の放出要請、あるい
は、需給逼迫時の売却同意
を受理した日から、放出・
売却に係る入札までの期
間を 12 日以内となる体制
整備、維持。 

取組 
 
・備蓄対象として選定さ

れた鉱種について、必
要に応じ、迅速かつ的
確に機動的・弾力的な
積み増し、売却・放出
を実施できるよう、体
制整備するとともに、
積み増し等の判断に
資するネットワーク
を維持・強化するた
め、具体的に以下の業
務を実施する。 

 
・備蓄対象鉱種となり得
る全てのレアメタル
について、最新のサプ
ライチェーンを踏ま
え、制度に適合した調
達が可能な企業を常
時公募、審査、登録、
管理し、積み増し・売
却・放出の相手方とな
る登録事業者を最低
延べ６８社以上確保
することにより、機動
的な備蓄積み増しに
備える。 

 
 
・備蓄対象レアメタルの
使用実態把握、必要に
応じた業務マニュア
ルの見直し、関係機関
との連携体制整備等
により、緊急時の放出
要請等を受理した日
から、放出・売却に係
る入札までの期間を
１２日以内とする体
制を整備・維持する。
また、入替え売却を行
った場合には、市場へ
の影響を最小限に抑
えるよう努める。 

 
・動的な放出・売却を可
能 と す る 体 制 の 整
備・維持のため、実際
の放出・売却を想定し
た放出・売却訓練を年
１回以上実施すると
共に、民間倉庫の活用
等による機動性向上
可能性について検討
する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 積み増し・売却・放出の登録事業者数（延
68社以上） 
[評価の視点] 
1-1. 最新のサプライチェーンを踏まえて、追

加・入れ替えを行うなど、登録事業者の
維持・管理に創意・工夫を講じ、登録の
促進を図ったか。 

＜アウトカムの視点＞ 
1-2. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか。 
1-3. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持・改善されて
いるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 放出・売却訓練の実施回数（年１回以上） 
[評価の視点] 
2-1. 実際の放出･売却を想定し、実際の手順に
即して訓練を実施し、実行上の問題点を抽出
し、体制をレベルアップしたか 

＜アウトカムの視点＞ 
2-2. 把握された問題点に対応し、機動的な放
出・売却を可能とする体制を向上できたか 
 

を確保し、買入、放出・売却の際の入
札が円滑かつ迅速に実施できる体制を
構築した。 

・これら登録企業から指名競争入札によ
り５鉱種を円滑に買入れ（買入入札計
11回）。（※備蓄鉱種・量は非公開） 

・同５鉱種のうち３鉱種については備蓄
目標 42日分を達成、うち２鉱種は新規
の買入鉱種。 

・市場影響回避のため、買入入札は複数
回に分割するなど細心の注意を払った
ほか、低水準の金属市況を勘案し簿価
単価低減を念頭に企業ヒアリング等に
より収集した情報を基に時期を見極め
て実施し、３鉱種においては簿価単価
を低減、２鉱種ではほぼ底値状態での
調達を実施した。 

 
2. 放出・売却訓練の実施 
・実際の放出･売却を想定した訓練を計２
回実施して問題点を抽出し、ミニマム
在庫の重要性を再認識して見直しを図
るほか、関係機関等との手続き等の調
整を図り実際の売却･放出の準備を進
め、登録企業の意見を徴するなどし、
機動的な買入と放出・売却のための内
部体制をレベルアップした。さらに放
出・売却に係る大臣同意取得手続の迅
速化のため METIと協議を行った。 

 
3.レアメタル備蓄検討委員会の開催 
・ユーザー企業等により構成されるレア
メタル備蓄検討委員会の効果的・効率
的な開催・運営を図り、本委員会及び
需給動向調査小委員会各１回に加え、
委員の国家備蓄倉庫視察会による意見
招請を合わせ、計３回（300％）を開催。 

・これにより、最新の需給動向を把握し
てレアメタル需給動向報告書を作成。
これに現状の供給リスクを見直して盛
込み買入計画や入替売却計画の基礎資
料とした。 

・これらにより今後の金属鉱産物の需給
動向や見通しを把握し、備蓄鉱種の検
討や企業ヒアリングに活用した。 

 
4.個別企業へのヒアリング調査 
・レアメタルの生産、流通、消費、市場
動向の詳細情報の把握のため、生産企
業、ユーザー及び関係商社などを対象
に延 127社（212％）の企業ヒアリング
調査を実施。結果は鉱物資源課と迅速
に情報共有を図った。 

・このヒアリング結果等を基に時期を選
定して入札を実施し、３鉱種の簿価単
価を低減し、２鉱種でほぼ底値状態で
調達を達成。 

 
5.海外備蓄機関との情報交流 
・JOGMEC主導により平成 27年度に開始し

た日米韓３か国合同情報交換会(本年
度は米国主催)に職員２名を派遣し、同
時に２か国（200％）と情報交換を実施
し、効率化と情報の深化・拡充を図り
事業の参考とした。 

・次年度以降の継続的開催の同意を得て
平成 29年度の韓国開催につなげた。 

・日常的な情報交換が実施できる情報収
集ネットワーク体制を構築し維持。 

 
6.防災訓練の実施 
・①地元消防署の立会･指導下での消火訓

2. 放出・売却訓練の実施回数：200% 
3. レアメタル備蓄検討委員会開催回数：300% 
4. 個別企業へのヒアリング調査実施社数：212% 
5. 海外備蓄機関との情報交流回数：200% 
6. 防災訓練の実施回数：300% 
7. 修繕計画の見直し回数：100% 
 となった。 
 
 内容面としては、 
・構築した体制とネットワークを活用し、把握情
報の集積・解析結果や企業ニーズに基づいて、
我が国産業に重要で供給確保に懸念在りと判断
された５鉱種の買入・積増を効果的に実施し、
うち３鉱種は備蓄目標を達成。買入入札におい
ては市場影響を回避しつつ入札時期を選定する
などし、３鉱種で簿価単価低減、２鉱種で底値
状態での調達を達成し、これらの創意・工夫を
通じて短期供給リスクへの備えを着実に向上さ
せた。 

・さらに、長期修繕計画の見直しに基づくヤード
棟の倉庫化等の修繕・改修工事の推進、電源の
重層化の完成と運用開始、３回の防災訓練の実
施等により、安全かつ効率的な国家備蓄の体制
整備を着実に前進させた。 

 
・以上の結果、所期の目標を上回る成果が上がっ
ていたと評価できること及び、上記１に記載し
た成果実現の困難性を考慮し評定を Aとした。 

 
・定量的指標、評価の視点及びアウトカムの視点
を勘案し各業務の評定は Aもしくは Bとした。 

 
1. 備蓄対象鉱種に係る買入元、売却対象となる登

録事業者数の維持・管理 
・定量的指標における目標達成度は 291％となっ
た。 

・評価の視点においては、 
1-1. 目標を充分に上回る数の登録事業者を確保

し入札を有利に実行可能な体制を構築し、そ
れを基に５鉱種の買入を行いうち３鉱種は備
蓄目標を達成。 

   また、入札を複数回に分割実施するなど市場
影響回避のため創意・工夫したほか、情報収
集の結果に基づき調達の時期を選定し、３鉱
種で簿価単価を低減し、２鉱種ではほぼ底値
での調達を達成。これらにより、短期供給リ
スクへの体制を整備・維持できた。 

・アウトカムの視点においては、 
1-2. 適切な時期の買入により、備蓄目標量達成、

簿価単価の低減を達成し、短期供給リスクへ
の体制をレベルアップした。 

1-3. 充分な数の登録事業者を確保することで買
入、放出・売却の判断に資するネットワーク
を維持・強化した。 

 
2. 放出・売却訓練の実施回数 
・定量的指標における達成度は 200％となった。 
・評価の視点においては、 
2-1. 訓練結果から問題点を抽出し、実際の売却･

放出の準備を進めた。 
2-2. 放出･売却先である企業の意見を徴する等し

内部体制をレベルアップした。 
・アウトカムの視点においては、 
2-2. 問題点の抽出と改善により、機動的な放出･

売却の体制構築に資した。 
 
3. レアメタル備蓄検討委員会の開催 
・定量的指標における平成 28年度目標に対する達

成度は 300％となった。（Ａ評定） 
・評価の視点においては、 
3-1. 委員会には METI からの参加を得て政府の鉱

種戦略を踏まえた備蓄となっているかを確

札は複数回に分割実施するなど細心の注
意を払った。放出・売却が要請されるよう
な状況は無かったが、机上訓練を行った結
果を基に買入及び放出・売却マニュアルを
改訂し、機動的な買入と放出・売却のため
の体制をレベルアップしたことにより、短
期供給リスクへの備えの強化を実施した
ことは、備蓄の積み増し、売却・放出への
機動的な取組として評価。 

 
・JOGMEC 主導により初の日米韓 3 か国合
同情報交換会を主催し、有益な情報交換を
実施し双方事業の参考に供するとともに、
効率的・効果的な情報交換の実施体制に改
善とともに、日常的情報交換可能な緊密な
関係を構築したことを評価。 

 
・東日本大震災の教訓を活かした国家備蓄の
安全かつ効率的な管理 
長期修繕計画を見直し、ヤード棟の倉庫化
改修を優先実施して第 1ヤード棟の倉庫化
を完了。また、第 3 倉庫棟の軒下外壁工事
等を実施したことを評価。 

 

 ②機動的な備蓄推進に資す
る情報収集 

・タイムリーな需給動向把
握のため、レアメタルユー
ザー企業等とのネットワ
ーク構築、連携強化を図
り、一次情報を収集。 

②機動的な備蓄推進に
資する情報収集 

・レアメタル備蓄検討委
員会（委員：いずれも
ユーザー企業関係者
等）を年１回以上開催
し、政府の方針を踏ま
えた備蓄を実施する
とともに、各委員との
個別会議による情報
収集により、タイムリ
ーなレアメタル需給
動向を把握し、政策立
案に資するため政策

②機動的な備蓄推進に資する情報収集 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. レアメタル備蓄検討委員会の開催回数（年
1回） 
[評価の視点] 
3-1. 政府の鉱種戦略を踏まえた備蓄となって
いるか 
3-2. 委員会や各委員との個別会議等を通じ

て、備蓄対象鉱種の状況を把握し、効率的
な（無駄な備蓄をせず、真に必要な鉱種・
量の備蓄ができる）備蓄体制に繋がる事業
者等とのネットワーク構築できたか 
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当局と情報共有する。
また、対象鉱種につい
て効率的な（無駄な備
蓄をせず、真に必要な
鉱種・量の備蓄ができ
る）備蓄体制につなが
る事業者とのネット
ワークを構築する。 

 

＜アウトカムの視点＞ 
3-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
3-4. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持できたか 

練、②AEDを使用した救命救急訓練、③
非常用発電機の作動･太陽光発電シス
テ ム へ の 切 り 替 え 訓 練 と 計 ３ 回
（300％）の防災訓練を実施し、職員及
び警備員の安全・防災意識を高揚。 

・訓練は地元消防署等の協力・指導を得
て職員と警備員全員を対象に実施し、
併せて地元消防署署長に対し倉庫内と
備蓄事業について説明を行い、地元警
察･消防との円滑な防災･防犯体制の構
築を図った。 

・年内に発生した地震での経験と訓練結
果とを併せ、安全管理マニュアルを『安
全管理要領』として改訂、『発報時対応
手順書』の作成･添付、『業務継続計画
(BCP)』の新規作成により、災害時の対
応手順を確認し、安全管理体制を強化 

 
7.備蓄倉庫の修繕計画の見直し 
・年度当初に向こう 10年間の長期修繕計
画の見直しを行い（1回：100％）、この
結果を基に第 2 ヤード棟屋根補修工事
及び高機能倉庫の設置を行い、備蓄物
資の安全かつ確実な長期保管のための
施設の機能を維持･強化。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・物資の特性上、長期保管が困難と考え
られる備蓄対象鉱種について関係企業
や倉庫業者のヒアリングや現地調査を
行い、委託保管の可能性を検討した。 

・国家備蓄倉庫の現用地内に建蔽率上限
まで自己資金にて倉庫を増床する計画
に関し、JOGMEC内及び METIの了解を取
付け所定の手続を完了し、増床に向け
た手続きを完了した。 

・また、国家備蓄倉庫での備蓄物資一元
管理のため高機能倉庫を設置し、物資
の収納を完了して委託保管経費の削減
を達成した。 

・備蓄物資の保管方法を再点検し安全性
の更なる向上と省スペース化の改善を
図った（段積替え、ラック等を活用し
た配置換等）。 

・東日本震災時の停電を受けて設置した
太陽光発電設備を 7 月に東京電力㈱の
電力系統と接続し運転を開始した。こ
れにより小型発電機と組合せた電源重
層化を達成。太陽光発電により、消費
電力及び電力代は 5 割削減となる見通
しを得て管理コストを低減した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認。 
3-2. 委員会を通じて鉱種毎の現状の供給リスク

を整理するなど効率的な備蓄体制を構築。 
・アウトカムの視点においては、 
3-3. 短期供給リスクへの体制整備の一環として、

委員会の助言に基づき倉庫内通路 幅及び積
荷高の確認を実施し安全対策の強化を図っ
た。 

3-4. 効率的・効果的な委員会開催、市場動向モニ
タリング委員会参加により備蓄対象鉱種の
買入、放出・売却の判断に資するネットワー
クを維持できた。 

 
4. 個別企業へのヒアリング調査 
・定量的指標における平成 28年度目標に対する達

成度は、212％（Ａ評定）となった。 
・評価の視点においては 
4-1. ヒアリング結果を速やかに鉱物資源課と情

報共有を図った。 
4-2. ヒアリング結果を踏まえ既存の備蓄鉱種・形

態・量が事業者ニーズに合致しているか再
確認し入替売却の方法を検討するなど効率
的な備蓄体制見直しに活用。 

4-3. ヒアリング結果を買入や入替売却の計画作
成に活用し５鉱種買入に繋げ、結果として
安価な調達が達成でき、短期供給リスクへ
の体制を向上させた。 

・アウトカムの視点においては、 
4-4. 入札を複数回に分割実施するなど創意・工夫

したほか、簿価単価の低減を達成し、短期供
給リスクへの体制を向上させた。 

4-5. 個別企業へのヒアリング調査や民間在庫状
況、消費動向等の把握を通じ、備蓄対象鉱種
の買入、放出・売却の判断に資するネットワ
ークを維持し買入を実行した。 

 
5. 海外備蓄機関との情報交流 
・我が国主導で３か国合同開催を実現し、一度に 2

か国との情報交換を行える体制を構築したこと
で平成28年度目標に対する達成度は200%と評価
できる。（A評定） 

・評価の視点においては、 
5-1. 各国の備蓄制度の詳細についての情報を入

手できた。 
5-2. 海外当局のリスク分析や需給見通しを、我が

国の備蓄鉱種の展開の参考とできた。 
・アウトカムの視点においては、 
5-3. 入手した情報を活用し、我が国の備蓄事業の

展開の参考とできた。 
5-4. 定期的会合に加え日常的にも情報交換可能

な緊密な国際的ネットワークが構築された。 
 
6. 防災訓練等の実施 
・定量的指標における評定としては、平成 28年度

目標に対する達成度は、300％となった。（Ａ評
定） 

・評価の視点においては、 
6-1. 地元の関係機関等と連携し,実戦的な防災訓

練を計３回実施。 
6-2. 電源の重層化を完成し、訓練により運用の円

滑化を達成。 
・アウトカムの視点においては、 
6-3. 防災訓練は職員・警備員全員が参加し、安

全・防災意識を向上させ、安全管理マニュア
ル改訂等により防犯体制を強化。 

6-4. 防災訓練と電源重層化により緊急時を見据
えた設備・施設・体制を維持・強化。 

 
7.備修繕計画の見直し 
・定量的指標における平成 28年度目標に対する達

成度は、100％となった。 
・評価の視点においては、 

 ・円滑かつ迅速な積増、売
却・放出オペレーション
に資する、レアメタル生
産動向及び流通・消費動
向の詳細情報を把握・更
新。 

・個別企業延６０社以上
のヒアリング調査の実
施、ユーザー企業によ
る市場動向モニタリン
グ委員会への参加、個
別テーマの調査機関へ
の委託調査実施などに
より、レアメタルの生
産、流通、消費等の市
場動向の詳細情報把握
に努めるとともに、備
蓄鉱種の備蓄ニーズに
ついての把握・評価を
行い、効率的な備蓄体
制の構築につなげる。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 個別企業へのヒアリング実施社数（60社） 
[評価の視点] 
4-1. 既存の備蓄鉱種及び新規に追加すべき鉱

種に関して、ヒアリングを行い、その結
果が鉱物資源課と速やかに共有されたか 

4-2. ヒアリング結果を踏まえて、既存の備蓄
鉱種・形態・量が事業者ニーズに合致し
ているかのレビューを行い、効率的な備
蓄体制の見直しに繋がったか 

4-3. ヒアリング結果、新たに追加すべき鉱種
の整理・検討に活かされたか 

＜アウトカムの視点＞ 
4-4. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
4-5. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持 
 ・諸外国の備蓄動向を把握

するため、海外備蓄関連機
関との情報交流推進。 

・海外備蓄関連機関と、
年１回以上、備蓄政
策、備蓄実施状況、備
蓄重点鉱種選定の考
え方等につき意見交
換を行い、海外当局の
鉱種ごとのリスク分
析や海外当局から見
た需給見通し等の情
報を入手し、備蓄対象
鉱種の検討に活用す
る。 

 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
5. 海外備蓄機関との情報交流回数（1回） 
[評価の視点] 
5-1. 海外当局の備蓄手法（鉱種毎の備蓄形態

等）等で、我が国の備蓄制度の効率化に繋
がるような手法等の情報入手を入手し、参
考になる点があった場合に活用できたか 

5-2. 海外当局から鉱種毎のリスク分析や海外
当局から見た需給見通し等の情報入手し、
備蓄対象鉱種の検討に活かされたか 

＜アウトカムの視点＞ 
5-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
5-4. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワークを維持できたか 
 ③東日本大震災の教訓を活

かした国家備蓄の安全か
つ効率的な管理 

・緊急時の機動的な備蓄物
資の放出のため、倉庫内
の整理継続実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・震災時の経験を踏まえ、
荷崩れ等被害の防止を図
り、備蓄倉庫の立地する
地域の特性を踏まえた防
災計画の見直し実施、非
常時の電源確保のための
対策や安全管理マニュア
ル適宜見直し。 

③東日本大震災の教訓
を活かした国家備蓄
の安全かつ効率的な
管理 

・備蓄物資を緊急時に機
動的に放出できるよ
う、倉庫内の整理を継
続して実施するとと
もに、円滑・効率的な
体制を常時、整備・維
持する。 

・備蓄目標達成のための
積み増しに備えた国
家備蓄倉庫の機能拡
充や環境整備を図る。 

 
・重層化した電源設備を

適切かつ効果的に運
用し非常用電源を維
持すると共に、日中の
常用電源としても活
用することにより電
力費支出の抑制を図
る。 

 
・地方自治体、警察・消

防関係者等との連携
の下、非常時を想定し
た防災訓練等を年１

③東日本大震災の教訓を活かした国家備蓄の
安全かつ効率的な管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
6. 防災訓練等の実施回数（1回） 
[評価の視点] 
6-1. 地方自治体、警察・消防関係者等との連

携の下、防災訓練実施等、より効果的・実
戦的な緊急時対応訓練が実施されたか。 
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回以上実施し、防災計
画や安全マニュアル
について適宜見直し
を行う。 

 

6-2. 緊急事態に備え、電源重層化の効果的な
運用と非常電源としての使用体制の整備
を行ったか 

＜アウトカムの視点＞ 
6-3. 職員・警備員の高い安全・防災意識を維

持できたか 
6-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制を維
持できたか 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-1. 年度当初に備蓄倉庫の状況を再確認し、長期
修繕計画の見直しを実施。 

7-2 備蓄倉庫が備蓄物資の長期保管に耐える設備
であるか、創意・工夫を講じた見直しとして、
倉庫内に高機能倉庫を建設･設置すると共
に、ヤード棟の倉庫化改修を推進することと
し第 2ヤード棟の屋根補修を完了。 

・アウトカムの視点においては、 
7-3. 職員の定期的な点検により、倉庫の劣化・破

損状況を把握することで高い安全・防災意識
を維持。 

7-4. 国家備蓄倉庫の修繕や改修工事の進展によ
り緊急時も見据えた設備・施設・体制を強
化・維持。 

 
＜課題と対応＞ 
なし。 
 
 

＜指摘事項等（石油･石油ガス･金属鉱産物備蓄共
通）＞ 
（１）資源備蓄専門部会（5月 22日開催） 
・「石油の備蓄」に関しては、平成 28 年度も、基
地操業における安全意識の向上を図るとともに
国家備蓄基地の強靭化を進め、年間を通じて重
大災害を発生させることなく、油種入替や基地
間転送などを通じて緊急時対応体制の整備を継
続的に進めていることが評価できる。 

 
・「石油ガスの備蓄」に関しては、平成 28年度も、

19.8 万トンの備蓄の積み増しを成し遂げて備蓄
目標量の確保に寄与したことに加え、緊急放出
訓練の実施を通して機動的かつ効率的な備蓄放
出に向けた体制強化を進めることなど、着実な
成果をあげている点が評価できる。 

 
・｢金属鉱産物の備蓄｣に関しては、新規の 2 鉱種
を底値の状態で、積み増しの 3 鉱種も簿価単価
を低く抑制して計 5 鉱種を買い入れたことは、
来るべき売却への備えのうえで意義深く特筆す
べき成果であるうえに、備蓄物資の安全かつ効
率的な管理体制の強化に取り組んで実現したこ
とは高く評価できる。 

 
 
（２）業務評価委員会（6月 9日開催） 
・国家石油備蓄基地操業委託に関する次期入札手
続きでは入札対象経費を一部変更し、直接業務
費を対象外とした。これにより経費削減のター
ゲットを明確化するとともに応札時の作業の軽
減を図り、一層の競争環境を整えるための工夫
を行っている。 

 
・ASEAN+3における議論の内容として、ASEAN各国

では備蓄にかかる費用について検討を行ってい
るところ。JOGMEC としては、民間活力や既存タ
ンクの活用による備蓄体制の整備を提言。また、
法令ニーズ調査により当該国の石油備蓄に関す
る法制化に必要な情報提供等を行っている。 

 
・金属鉱産物全体としての価値の評価、リスクの
チェックをどのように行うかという課題につい
て、ユーザーのニーズと簿価という経済的価値
の２つの視点で評価を行っている。 

 
 

 ・備蓄倉庫老朽化について、
修繕等計画に基づく的確
な対応、必要に応じた計
画見直し。 

・修繕計画（１０年間）
に基づき、震災時や備
蓄対象鉱種の長期間
保管にも耐えうるよ
う、予算額に応じた効
率的な修繕及び倉庫
機能拡充や環境整備
等を着実に図るとと
もに、必要に応じ修繕
計画の見直しを行う。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
7. 修繕計画の見直し回数（1回） 
[評価の視点] 
7-1. 定期的な備蓄倉庫確認し、より効率的な

修繕が行えるよう、長期修繕計画の見直
しを定期的に行ったか 

7-2. 備蓄倉庫が備蓄対象物の長期保管にも耐
えうる設備となっているか、創意・工夫を
講じた見直しを行ったか 

＜アウトカムの視点＞ 
7-3. 職員及び警備員の高い安全・防災意識維

を維持できたか 
7-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制を維
持できたか 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

６．鉱害防止支援 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

６． 鉱害防止支援 

業務に関連する政策・施策 ・金属鉱業等鉱害対策特別措置法第４条 
（基本方針の対象鉱山・鉱害防止事業実施者への技術的支援や情報提供及
び鉱害防止対策の費用低減等に資する技術開発を行う。） 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第４条に基づく第５次基本方針 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第十七号、第十八号、第十九号 

当該項目の重要度、難易度  
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
0310、0430  
※番号は平成 29 年度行政事業レビューシート番号 

    
２．主要な経年データ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
指標等 達成目標 参考 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

(1)調査指導満足度

（計画値） 7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 － 予算額（千円） 1,634,898 2,035,028 1,734,782 1,796,183  

（実績値）   － 9.3 10 9        
（達成度）   － 124% 133% 120%        
(2)調査設計満足度

（計画値） 7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 － 決算額（千円） 1,247,479 1,756,909 1,426,119 1,441,948  

（実績値）   － 9 10 10        
（達成度）   － 120% 133% 133%        
(3)工事支援満足度

（計画値） 7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 － 経常費用（千円）  1,288,671   1,264,776 1,219,563 1,286,207  

（実績値）   － 9.3 8.7 9        
（達成度）   － 124% 116% 120%        
(4)松尾満足度 
（計画値） 7.5(10 段階)  

 
－ 7.5 7.5 7.5  経常利益（千円）    -45,142     -1,961 7,874 55,469  

（実績値）  － 10 10 10        
（達成度）   － 133% 133% 133%        
(5)松尾大規模災害

訓練実施回数 
（計画値） 

各年度 
1 回 

 
 1 回 1 回 1 回 1 回 － 

行政サービス実

施コスト（千円） 
     

（実績値）  
前中期目標期間 

最終年度実績 

1回 
1 回 1 回 1 回 1 回  

従事人員数（人） 37.91 38.59 37.41 36.20  

（達成度）   100% 100% 100% 100%        
(6)技術シーズ提案

公募件数 
（計画値） 

各年度 
4 件  － － 4 件 4 件 － 

      

（実績値）   － － 6 件 5 件        
（達成度）   － － 150% 125％        
(7)学会等での情報

収集回数（計画値） 4 回/年  － － 4 回 4 回 －       

（実績値）   － － 6 回 7 回        
（達成度）   － － 150% 175％        
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(8)情報交換会開催

回数（計画値） 2 回/年 
2 回 

前中期目標期間

最終年度実績 
2 回 2 回 2 回 2 回 － 

 
 
 

 
 
 

      

（実績値） －  2 回 2 回 2 回 2 回        
（達成度） － － 100% 100% 100% 100％        
(9)情報交換会肯定

的評価（計画値） 75% 
他業務並び 

－ 75% 75% 75％ －       

（実績値） － － 99% 97% 100％        
（達成度） － － － 132% 129% 133％        
(10)基礎研修開催回

数（計画値） 2 回/年 
2 回 

前中期目標期間

最終年度実績 
2 回 2 回 2 回 1 回 －       

（実績値） －  2 回 2 回 2 回 1 回        
（達成度） － － 100% 100% 100% 100％        
(11)基礎研修肯定的

評価（計画値） 75% 
他業務並び 

－ 75% 75% 75％ －       

（実績値） － － 99% 95% 95％        
（達成度） － － － 132% 127% 127％        
(12) アンケート調

査・コンサルテーシ

ョン実施回数【融資】

（計画値） 

4 回 
4 回 

前中期目標期間

最終年度実績 
4 回 4 回 4 回 4 回 － 

      

（実績値）   4 回 4 回 5 回 5 回          
（達成度）   100％ 100％ 125％ 125％        
(13)現地調査実施回

数（計画値） 

4 回以上 
（延べ数） 

4 回 
前中期目標 

期間実績 
－ 4 回 4 回 4 回 － 

      

（実績値）  4 回 
前中期目標 
期間実績 

 

3 回 6 回 6 回 4 回        
（達成度）  75% 150% 150% 100%        
(14)ペルーへのアド

バイザー派遣満足

度（計画値） 

7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5  

      

（実績値）  新設 － 8 9 10        
（達成度）   － 107% 120% 133%        
(15)その他資源国で

のセミナー・研修件

数（計画値[中期全

体]） 

5 件 
中期目標期間中 

 
 1 件 1 件 1 件 2 件 [5 件] 

      

（実績値）   9 件[9 件] 6 件[15 件] 4 件[19 件] 4 件[23 件]        
（達成度）   900%[180%] 600%[300%] 400%[380%] 200%[460％]        
              

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）)鉱害防止事

業実施者等への技
術的支援 
・金属鉱業等鉱害対
策特別措置法の規
定で経産大臣が定
める「特定施設に係
る鉱害防止事業の
実施に関する基本
方針」（以下「第 5
次基本方針」）に基
づく、鉱害防止事業
実施者の鉱害防止
事業の着実計画的
実施のため、最新鉱
害防止技術の蓄積、
鉱害防止事業実施
者等ニーズに適切
に対応した技術支
援を効率的効果的
に実施。坑廃水処理
コストの大幅な削
減等を目指し新規
鉱害防止技術開発
の実施 
 

（１）鉱害防止事業実
施者等への技術的支
援 
・第 5 次基本方針に基
づき、鉱害防止事業の
着実かつ円滑な実施
が図られるよう、継続
的に鉱害防止事業の
現況や技術的課題等
の情報把握、地方公共
団体等からの要請に
応じ、以下の技術支援
業務を実施。 
―地方公共団体等が
定める鉱害防止対策
の基本方針（東日本大
震災を踏まえた「集積
場に係る技術指針」の
改正を受けた対応を
含む）に関する調査指
導 
―鉱害防止施設の設
計等を行う調査設計 
―鉱害防止工事現場
での技術的助言等を
行う工事支援 

（１）)鉱害防止事業実
施者等への技術的支援 
・第 5次基本方針に基づ

き、鉱害防止事業の着

実かつ円滑な実施が

図られるよう、最新の

鉱害防止技術の蓄積

や地方公共団体等か

らの要請に応じ、以下

の業務を実施する。 
・調査指導については、
地方公共団体からの
依頼に対して、採択基
準に合致するあるい
は緊急対応が必要な
案件について調査、解
析、基本方針提言等の
技術支援を行い、地方
公共団体へのアンケ
ート調査により一定
の満足度（10 段階評
価の 7.5 以上）を得
る。その際、当該鉱山
が抱える固有の問題
解決に資するような
技術支援に努める。。 

 
・調査設計及び工事支援
については、鉱害防止
事業実施者からの委
託により、鉱害防止事
業実施者が行う鉱害
防止工事に関するコ
ンサルティングや助
言等の技術支援を行
い、地方公共団体への
アンケート調査によ
り一定の満足度（10
段階評価の 7.5以上）
を得る。その際、当該
鉱山が抱える固有の
問題に配慮した技術
支援を行う。 

 

（１）鉱害防止事業実施者等
への技術的支援 
(1)地方公共団体への技術支
援 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（調査指導） 
[定量的指標] 
1. 要請に基づき実施した調
査指導への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
1-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
1-2 コスト面配慮の適切な提
言等、当該地方公共団体鉱害
防止事業の実施・進展への貢
献 
（調査設計） 
[定量的指標] 
2. 要請に基づき実施した調
査設計への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
2-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
2-2 コスト面配慮の適切な提
言等、当該地方公共団体鉱害
防止事業の実施・進展への貢
献 
（工事支援） 
[定量的指標] 
3. 要請に基づき実施した工
事支援への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
3-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
＜アウトカムの視点＞ 
・地方公共団体で問題解決さ
れたか、または対策ステージ
の進展 

（１）鉱害防止事業実施者等への技術的支援 
＜主要な業務実績＞ 
(1) 地方公共団体への技術支援 
1. 調査指導 
・地方公共団体の要請で 2 件を実施した結果、アンケートで
高い満足度（10 段階評価の 9）を得た。 
・岩手県の松尾鉱山では３ｍ坑道の恒久化対策の検討につい
て、現況調査によって対策案の検討を行い外部有識者等から
成る鉱害防止技術委員会（2 回開催）に諮り県に中間報告を
実施。（29 年度中に基本方針をとりまとめ、最終報告を行う
予定） 
・京都府亀岡市の大谷鉱山では坑廃水処理の合理化について、
自然力活用型坑廃水処理（パッシブトリートメント）の導入
も含め検討に必要なデータ収集のため水量･水質調査を実施
し、調査結果を外部有識者等から成る鉱害防止技術委員会（1
回開催）に諮り、引き続き調査検討を実施。（30 年度に基本
方針をとりまとめ、報告を行う予定） 
 
2. 調査設計 
・地方公共団体からの要請に基づいて 1 件実施した結果、ア
ンケートで極めて高い満足度（10 段階評価の 10）を得た。 
・宮崎県高千穂町の土呂久鉱山は、27 年度の調査指導で
JOGMEC が提案した鉱害防止対策の基本方針に基づき同町
が早急に対策を講じたいとして、大切坑の鉱害防止対策工事
に必要な坑内測量調査と詳細設計を JOGMEC に要請したも
の。 
・年度内の工事着手を望む同町の意向に応えタイトなスケジ
ュールで作業を実施する一方、同町と意思疎通を十分に図り
進めた結果、本調査設計の成果を受け同町は速やかに鉱害防
止対策工事の実施を決定し、一部の工事が年度内に完了し、
鉱害防止対策ステージが進展。 
 
3. 工事支援 
・地方公共団体からの要請に基づいて工事支援 4 件（9 鉱山）
を実施した結果、アンケートで高い満足度（平均で 10 段階評
価の 9.0）を得た。 
・北海道、岩手県、山形県、高千穂町の 4 地方公共団体から
委託を受け、各地公体が行う鉱害防止対策への技術的助言や
水量水質確認等により支援を実施し、結果を報告書にとりま
とめ各地公体に提出。 
・北海道では台風による大雨被害状況を調査したところ山腹
水路が機能していないことが確認されたため水路清掃を行っ
たほか、熊本地震に因るとみられる河川水汚濁について関係
自治体からの相談を受けて調査への協力を実施。 
 

 評定 Ａ 
（１）鉱害防止事業実施者等への技術的支援：Ａ 
(1) 地方公共団体への技術支援：S 評定 
平成 28 年度実績の指標に対する達成度 
1. 調査指導への地方公共団体満足度（定量）：
120％ 
松尾鉱山の 3m 坑道の恒久化対策で、かつて 3m
坑道のプラグを行政代執行で設置した経済産業
省とも連携しつつ対応した結果、長らく懸案事項
とされてきた喫緊の課題解決のための調査指導
を開始することができ、鉱害防止事業の対策ステ
ージの進展という特筆すべき成果を上げた。 
2. 調査設計への地方公共団体満足度（定量）：
133％ 
高千穂町と十分な意思疎通を図りつつ迅速に対
応したことで、同町と産業保安監督部の速やかな
鉱害防止対策実施の意思決定に貢献して工事が
開始されており、鉱害防止事業の対策ステージの
進展という特筆すべき成果を上げた。 
3. 工事支援への地方公共団体満足度（定量）：

120％ 
地方公共団体が行う工事等に対する助言等によ
り、鉱害防止事業が円滑に実施されるよう支援し
た。 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況
が平均して 120％を超える成果を上げたほか、松
尾鉱山の調査指導や土呂久鉱山の調査設計によ
り、地方公共団体による鉱害防止事業の対策ステ
ージの進展という特筆すべき成果を上げたこと
から、量的･質的に実績を勘案して、地方公共団
体への技術支援業務の評定を S とした。 
 

・鉱害防止事業実施者等への融資については、
担保要件の緩和を行い、企業の資金ニーズに
より応えられるよう制度改正を行った点を高
く評価。 
 
・資源保有国への技術・情報協力についても、
ペルー政府への鉱害政策アドバイザー派遣が
同国から極めて高い評価を得ており、派遣期
間を 1 年間延長。更に、これまで培った信頼
関係が、経済産業省とペルー・エネルギー鉱
山省間で協力覚書締結に大きく貢献した点を
評価。 
 
以上を踏まえ、鉱害防止支援分野の評定を

Ａとした。 
 
 
＜評定に至った理由＞ 
・松尾鉱山は 30 年以上、年間事故発生「ゼロ」

を達成。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・技術支援については、鉱害防止技術の専門
家集団として、専門家ではない自治体担当
者や工事担当者等との意思の疎通をより密
にする。 

 
・旧松尾鉱山新中和施設の運営については、
業務の効率化等によりコストダウンを図り
つつ、事故・災害への備えをより万全なも
のとする。 

 
・技術開発については、これまでに行ってき
た技術開発について検証を行い技術開発成
果の展開等に生かす。 

 
 
＜その他事項＞ 
（ユーザーからの意見） 
 本事業を利用している地方公共団体からは
以下のような意見があった。 

 
・調査指導や工事支援等技術支援は、各鉱山
の現状把握や工事の効果の把握、今後の課
題の把握等大変有益なものであり、専門性
の高い業務である。 
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・岩手県から委託を受
けて実施する旧松尾
鉱山新中和処理施設
の運営管理では、24
時間体制で着実かつ
安全な施設運営、委託
契約に基づく水質基
準を年間通し遵守し
年間事故発生「ゼ 
ロ」を目指す。 
また、大規模災害等想
定した訓練を定期的
実施、自然災害等への
対処法を点検、必要に
応じ災害・事故マニュ
アルを改訂。 

・岩手県からの委託を受
け、旧松尾鉱山新中和処
理施設の運営管理を実
施し、放流水質を委託契
約に基づく水質基準値
内に維持することによ
り年間事故発生「ゼロ」
を目指す。。 
・大規模災害等を想定
し、不断の工夫を行っ
た訓練を 1回実施し、
対処法を点検すると
ともに、必要に応じて
災害・事故マニュアル
を改訂する。 

・また、運営管理を確実
に実施しながら、災害
時の被害を最小化す
るための日常的訓練
を実施するとともに、
老朽化設備の計画的
な更新・補修を実施す
るなど、運営管理の効
率化にも取組む。 

・岩手県へのアンケート
調査により一定の満
足度（10 段階評価の
7.5以上）を得る。 

(2)旧松尾鉱山新中和処理施
設の運営管理 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（運営管理） 
[定量的指標] 
4. 岩手県から委託実施した
運営管理への岩手県の満足
度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
4-1 施設運営管理において特
筆すべき工夫がな 
されたか 
（災害訓練） 
[定量的指標] 
5. 大規模災害等想定した訓
練実施（1 回） 
[評価の視点] 
5-1 厳しい状況を設定した訓
練実施 
5-2 必要に応じた災害事故マ
ニュアル改訂 
5-3 災害時被害最小化のため
の日常的訓練実施 
＜アウトカムの視点＞ 
・北上川の清流確保による環
境保全 
・計画的老朽化設備更新によ
る運営管理効率化 
・リスク低減に向けた事前予
防の施設改善策 
・大規模災害発生時の的確な
対応 

(2) 旧松尾鉱山新中和施設の運営管理 
4. 運営管理 
・岩手県からの委託による旧松尾鉱山新中和処理施設の運営
管理について、365 日 24 時間体制で安全かつ確実に操業した
結果、アンケートで極めて高い満足度（10 段階評価の 10）
を得た。 
・老朽化が進んだ処理施設の設備等の計画的な更新、落雷対
策による運転停止リスクの低減、施設付近を流れる赤川の氾
濫リスクの検証を実施。 
・施設内照明の LED 化を促進し運転コストの削減（年換算
で約七十万円のコスト削減効果）を図りつつ、外部組織を活
用した『省エネルギー診断』による提案の実現を検討するな
ど、更なる効率化による運転コストの削減に向けた取組みを
実施。 
・年間を通して放流水質を委託契約に基づく水質基準値内に
維持しながら年間事故発生件数「ゼロ」を達成し、北上川の
清流確保と下流域の生活環境の保全に貢献。 
 
5. 大規模災害訓練 
・厳冬期（2 月）に処理施設でトラブル事故が発生したとの
想定で、職員の迅速かつ的確な初動対応、関係機関と連携し
た情報収集、情報発信など、厳しい条件下での訓練を 1 回実
施。 
・現地訓練では気温－5℃、積雪 140cm という過酷な状況下
で、処理原水を導水するための仮設配管の設置や、処理場停
止時の凍結防止対策箇所の確認等の対応も併せて実施。 
・本訓練の結果を受け、災害対策本部（虎ノ門）と現地対策
本部を連動して設置するよう『災害・事故等対応マニュアル』
を改訂。 
・さらに、マニュアルに想定されている原水が直接赤川に流
入するケース等に対応するため、炭カル河道投入量の算定に
必要な富士見橋における水質測定訓練を別途実施。 

(2) 旧松尾鉱山新中和施設の運営管理：A 評定 
平成 28 年度実績の指標に対する達成度 
4. 運営管理への岩手県の満足度（定量）：133％ 
365 日 24 時間体制で安全かつ確実に処理施設の
運営管理を実施、さらに事故・災害への備えをよ
り万全なものとするための取組みや、更なる業務
の効率化等によるコスト削減を図りつつ年間事
故発生「ゼロ」という特筆すべき成果を上げた。 
5. 大規模災害等想定した訓練実施（定量）：100％ 
厳冬期に処理施設でトラブル事故が発生したと
いう想定の訓練を行い、現地訓練では厳しい状況
下で実際に作業員が対応訓練を実施するなど、緊
急時の対応力や意識を向上させるとともに、訓練
の結果を受けて『災害・事故等対応マニュアル』
の改訂も実施した。 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況
が平均して 100％を超える成果を上げたほか、中
期計画等に掲げられた究極目標ともいえる『年間
事故発生「ゼロ」』を達成し、「北上川の清流確保」
による環境保全に大きく貢献する特筆すべき成
果を上げたことを踏まえ、旧松尾鉱山新中和処理
施設の運営管理業務の評定を A とした。 
 
 
 

 

 ・坑廃水処理コスト削
減等を目指し、効率
化・費用低減化等に資
する普及効果の高い
新たな鉱害防止技術
（特にパッシブトリ
ートメント技術等に
着目）の開発を実施。 

・坑廃水処理コストの削
減等を目指し、モデル鉱
山で年間を通して実証
試験を行い、硫酸還元菌
による最適な重金属除
去プロセスの確立に向
け、自然力活用型坑廃水
処理（パッシブトリート
メント）調査研究に注力
する。その際、プロセス
改善など新たな知見の
取得に努める。 
・国が定めた類型区分に
基づき、「パッシブト
リートメント等の導
入により人為的処理
の終結を目指すべき」
鉱山における科学的
データ蓄積のための
水系調査を国と連携
して実施する。その
際、国による地方公共
団体へのはたらきか
けが地元住民の理解
促進につながるよう
支援する。 

・坑廃水処理コストの削
減に寄与する新たな技
術開発シーズに取り組
むため、坑廃水の水質改
善、殿物の減容化、水質
予測精度の向上等の効
果が期待される先導的
調査研究（共同研究）を
提案公募によって 4 件
程度実施し、新たな知見

(3)技術開発 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（自然力活用型坑廃水処理
調査研究） 
[評価の視点] 
6-1 モデル鉱山での実証試
験、安定的な金属除去性能獲
得 
6-2 自然力活用型坑廃水処理
適用可能性を明らかにする
知見獲得 
6-3 自然力活用型坑廃水処理
実証試験結果から改善点等
抽出、プロセス改善など知見
の蓄積・反映 
6-4 最適な重金属除去プロセ
ス確立に向けた新たな発明
やノウハウ取得 
（国との共同水系調査） 
[評価の視点] 
7-1 国との連携による水系調
査の実施 
7-2 人為的処理終結に向け、
国による地方公共団体への
はたらきかけを支援 
（先導的調査研究） 
[定量的指標] 
8. 技術開発シーズに係る提
案公募件数（4 件) 
[評価の視点] 
8-1 新たな知見の獲得 
（情報収集） 
[定量的指標] 
9. 国内外の学会出席回数（4
回) 

(3) 技術開発 
6. 自然力活用型坑廃水処理調査研究 
・硫酸還元菌を用いた坑廃水処理（JOGMEC プロセス）に
ついて、秋田県 A 鉱山（鉄、亜鉛、カドミウム等を含有す
る酸性坑廃水）での実証試験により、1,300 日以上に亘る
安定的な金属除去の継続を確認。これを受けて、新たに屋
外でのパイロットスケール実証試験（実規模の 1/100）を
開始し、実用化に向けてステージが進展。 

・当該技術に関心を寄せる坑廃水処理事業者に対し、技術導
入支援スキームを立上げて共同スタディを開始。 

・JOGMEC プロセスに関し、国内特許 3 件を出願したほか、
硫酸還元菌の栄養源として米ぬかを使用する「米ぬか特許」
が、米国特許を取得見込み。 

 
7. 国との共同水系調査 
・秋田県 B 鉱山の鉱山周辺から下流域での水量・水質調査を

同省と共同で秋・冬の 2 回実施。 
・同鉱山で実施中の JOGMEC プロセスによる坑廃水処理実
証試験の実施状況を、鉱山を管理する地方公共団体に説明
したほか、既存施設の修繕に関する相談に応じる等、人為
的処理とパッシブトリートメントとの差異について地元関
係者の理解が深まるよう支援を実施。 

 
8. 先導的調査研究 
・坑廃水処理コスト削減に寄与する新たな技術開発シーズと
して、坑廃水と河川水との混合後の水質予測モデルの開発、
植物による坑廃水中の金属除去能力の解明、中和殿物の減
容化・有効利用技術の開発に関する計 5 件の提案を採択し
て共同研究を実施し、新たな知見を獲得。 

・JOGMEC プロセスにおける微生物解析に関する共同研究

では、坑廃水処理成績と微生物構成の関係を解明。 
 
9. 情報収集 
・国内外への学会等への出席を 7 回実施。 

(3) 技術開発：A 評定 
6. 自然力活用型坑廃水処理調査研究 
コンパクト化が可能で農業廃棄物を利用する

JOGMEC プロセスを構築し、1,300 日以上の安
定処理継続の確認と、パイロットスケール試験の
開始により実用化に向けたステージの進展が図
られたほか、新たに技術導入支援スキームを立上
げて事業者との共同スタディを開始するなど実
導入に向けて前進した。 
また、日本国内で特許 3 件を出願したほか、米

国特許 1 件の取得見込みを得た。 
7. 国との共同水系調査 
調査対象鉱山での共同水系調査を実施し、地方

公共団体に対し、人為的処理終結に向けての理解
が深まるよう、国の地方公共団体へのはたらきか
けを適切に支援した。 
8. 先導的調査研究 
平成 28 年度実績の目標に対する達成度 
提案公募件数(定量)：125％ 
技術開発シーズへの取組みとして実施した提

案公募により、今後の展開で坑廃水処理コスト削
減が期待できる坑廃水水質改善や特定の植物や
微生物が持つ金属除去能力、殿物の減容化・有効
利用等に関する新たな知見を得た。 
9. 情報収集 
平成 28 年度実績の目標に対する達成度 
学会出席日数(定量)：175％ 
国内外において学会等への参加を通じ、鉱害防

止技術の課題に関する新たな技術シーズにつな
がるよう最新情報を収集した。 
 
以上の結果、 
自然力活用型坑廃水処理調査研究では、農業廃

棄物という地産地消が可能な未利用資源を活用
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の取得に努める。 
・国内外への学会出席等
を 4 回以上実施し、鉱害
防止技術の現状や課題
に関する最新情報の収
集を行うとともに、新た
な技術シーズやニーズ
の発掘につながるよう
努める。 
 

[評価の視点] 
9-1 鉱害防止技術に関する最
新情報の収集 
＜アウトカムの視点＞ 
・処理コスト削減等に資する
技術開発 

・海外では、閉山処理や環境修復等に関する国際学会（カナ
ダ）でパッシブトリートメント処理や微生物解析・環境影
響評価等に関する情報収集を行うとともに、国際坑廃水学
会（ドイツ）では嫌気性坑廃水処理技術に関する情報収集、
大学等との意見交換を行うなど鉱害防止技術に関する情報
収集を 3 回実施。 

・国内では、資源・素材学会（2 回）で自然力活用型坑廃水
処理に係る企画セッションを開催した他、全国鉱山等現場
担当者会議、水資源学会、などに参加し技術開発成果の発
表・情報収集を計 4 回実施。 

・過去の技術開発成果をまとめた資料に基づき、成果のユー

ザーとなり得る関係者（日本鉱業協会休廃止鉱山委員会の

会員各社、情報交換会出席の地方自治体）との成果や課題

等についての意見交換など、今後の展開等に生かす取り組

みを実施。 
 
 

した低コストの処理プロセスを構築・スケールア

ップしたことに加え、特許を 3 件出願するなど、

『効率化・費用低減化等に資する普及効果の高い

新たな技術の開発』に繋がる特筆すべき成果を上

げたことを踏まえ、所期の目標を上回ったとして

技術開発業務の評定を A とした。 
 
 

 ・全国の鉱害防止対策
に関する自治体・企業
関係者等を対象に鉱
害環境情報交換会等
研修会を年2回以上開
催、鉱害防止技術等関
連の知見・ノウハウ提
供、国内の人材育成・
確保。 
研修会実施に必要な
技術マニュアル、鉱害
防止技術に関する教
育用映像等の教材を
整備・改訂。 
・鉱害防止事業実施者
等を対象にアンケー
ト調査を毎年度実施、
技術支援ニーズ、技術
課題を把握し、満足
度、貢献度等調査し業
務改善に役立てる。 

・鉱害防止事業関係者へ
の技術情報の提供や、
地方公共団体に対す
る安全管理の啓発と
先進事例の相互学習
のため、鉱害環境情報
交換会を 2 回開催す
る。特に、鉱害防止技
術の導入・普及につな
がる情報提供を意識
して実施するよう努
める。参加者へのアン
ケ ー ト 調 査 に よ り
75％から肯定的な評
価を得るとともに、技
術支援等の満足度、貢
献度、ニーズを調査
し、業務の改善・重点
化を図る。 

 
 
・鉱害防止義務者の現場

技術者育成に資する
よう鉱害防止技術基
礎研修会を 1 回開催
する。また、参加者へ
のアンケート調査に
より 75％から肯定的
な評価を得る。また、
研修受講者や関係者
からのニーズに応じ
た研修プログラム、教
材等の整備・改訂及び
教育用映像等の制作
を行う。 

 
・エコツアーの開催及び
旧松尾鉱山新中和処
理施設の見学者の受
入れを通じ、鉱害防止
の重要性や地域保全
への貢献に関する啓
発を図る。 

 

(4)研修・人材育成 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（鉱害環境情報交換会） 
[定量的指標] 
10.①  鉱害環境情報交換会
（「情報交換会」）実施回数（2
回/年） 
10.② 情報交換会での高い満
足度獲得(肯定的評価 75%) 
[評価の視点] 
10-1 地方公共団体への安全
管理啓発 
 
 
 
 
 
 
 
（基礎研修会） 
[定量的指標] 
11.① 鉱害防止技術基礎研修
会（「基礎研修会」）実施回数
（1 回/年） 
11.② 基礎研修会での高い満
足度獲得(肯定的評価 75%) 
[評価の視点] 
11-1 鉱害防止現場管理技術
者育成への寄与 
11-2 教育用映像の制作 
 
 
 
（鉱害防止に係る啓発活動） 
[評価の視点] 
12-1 エコツアーの開催 
12-2 旧松尾鉱山新中和処理
施設での見学者受入 
12-3 旧松尾鉱山新中和処理
施設での海外研修生等への
施設運営の知見紹介 
12-4 鉱害防止の重要性と地
域保全に関する啓発 
＜アウトカムの視点＞ 
・成果活用や技術普及 

(4) 研修・人材育成 
10. 鉱害環境情報交換会 
・鉱害防止事業関係者を対象として「坑廃水処理のコスト削

減及び集積場の安定化対策に関する取組み」をテーマとす

る会議を 1 回、鉱害防止事業を実施する地方公共団体担当

者向けに「坑廃水処理をとりまく最近の動向」をテーマと

する会議を 1 回、計 2 回開催。 
・前者には 50 名参加し、回答者 36 名の 100％から肯定的な

評価を、後者には 9 自治体から 11 名が参加し、出席者の

100％から肯定的な評価を獲得。 
・地方公共団体担当者向け会議では講演会に加え、JOGMEC

が実施している秋田県 B 鉱山での自然力活用型坑廃水処理

のパイロットスケール実証試験施設等の見学会を併せて開

催し、坑廃水処理事業の大幅なコスト削減が期待される同

技術に対する理解の促進に寄与。 
 
11. 鉱害防止技術基礎研修会 
・基礎研修会を 1 回開催。 
・アンケート結果などを踏まえニーズに沿って研修用教材を

改訂し、基礎研修会出席者の 95％から肯定的な評価を獲

得。 
・業界からの坑廃水管理者の育成要請に応じるため日本鉱業

協会と連携し、現場管理技術者を対象に専門的知識の習得

を促進した他、教育用映像として「休廃止鉱山における鉱

害防止対策の概要（自治体担当者者向け）」を制作。 
 
12. 鉱害防止に係る啓発活動 
・エコツアーを 2 回開催し、資源開発と環境保全の両面の重

要性を啓発。 
・旧松尾鉱山新中和処理施設に岩手県内外から 1,040 名の見

学者（うち海外より 84 名）を受入れ、鉱害防止の重要性や

地域保全への貢献に関して啓発するとともに、30 年以上に

亘る施設運営の知見紹介の場として活用。 
 
 

(4) 研修・人材育成：B 評定 
10. 鉱害環境情報交換会 
平成 28 年度実績の目標に対する達成度 
・開催回数(定量)：100％ 
・肯定的評価(定量)：133％ 
鉱害防止事業を行う地方公共団体向けに適切

なテーマを設定して開催し、地方公共団体の鉱害

防止事業担当者にとって有用な先進事例の情報

や、大幅なコスト削減が期待される自然力活用型

坑廃水処理のパイロットスケール実証試験設備

の見学の機会を提供するなど丁寧な研修を行っ

た。 
 
11. 鉱害防止技術基礎研修会 
平成 28 年度実績の目標に対する達成度 
・開催回数（定量）：100％ 
・肯定的評価(定量)：127％ 
アンケート結果などを踏まえ、ニーズに合わせ

て教材を改訂するなどの対応を図りつつ、座学及

び実習からなる研修を行った。 
 
12. 鉱害防止に係る啓発活動 
エコツアーの開催や多くの施設見学者受入、海

外からの研修生等の施設運営の知見紹介の場と

して施設を活用するなど、鉱害防止事業の重要性

や、地域保全に果たす役割について参加者の理解

を深めつつ、知識の向上を図った。 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況

が平均して 100％を超える成果を上げ、所期の目

標を達成したことを踏まえ、研修・人材育成業務

の評定を B とした。 
 
以上、各業務の評定が S 評定、A 評定、A 評定、

B 評定となったことを踏まえ、評定を A とした。 
 
 
〈委員からのコメント〉 
・松尾鉱山の 3ｍ坑道の恒久化対策については長

年の懸案事項であり、これに着手できたことは

非常に重要なことであり、高く評価できる。 
・多方面でいろいろな工事を支援していることは

大変重要である。 
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 （２）鉱害防止事業
実施者等への融資 
・第５次基本方針等
に基づく鉱害防止
事業の着実計画的
実施のため、迅速厳
格な審査に基づく
鉱害防止事業実施
者等のニーズに適
切に対応した融資。 
・融資採択は申請受
付後採択決定まで 4
週間以内（国との協
議期間除く）。 
 

（２）鉱害防止事業実
施者等への融資 
・鉱害防止事業融資で
は、事業計画の妥当
性、業務実施者要件、
財務状況・経営内容、
徴収担保等につき技
術面のノウハウを十
分活用した審査を実
施、迅速かつ企業ニー
ズに則した融資を行
う。 
・融資は申請受付後採
択決定まで4週間以内
（国との協議がある
場合はこのための期
間を除く）。 
・東日本大震災の教訓
を活かし、緊急時災害
復旧事業の突発的資
金需要に円滑迅速に
対応。資金需要対応で
は融資総額増大しな
いよう融資条件等を
真に必要なもののみ
に限定。 
・融資案件は、当該年
度事業完了後２か月
以内に貸付先から完
了報告書を入手、資金
使用状況等の審査実
施、必要に応じ現地調
査で事業実施状況等
を調査。 
・貸付先の債権管理上
必要な財務評価、担保
評価を毎年度実施。 
・継続的な企業ヒアリ
ング、アンケート調査
等の実施、鉱害防止事
業の特性を勘案し利
用者の視点に立ち運
用改善を図る。 

（２）鉱害防止事業実施
者等への融資 
・第 5 次基本方針等に基
づく鉱害防止事業の着
実かつ計画的な実施を
図るため、鉱害防止事業
実施者等のニーズに対
応した融資を行う。 
・鉱害防止義務者等に対
し、アンケート調査又は
コンサルテーションを
４回行い、鉱害防止事業
計画及び所要額等を的
確に把握し、具体的な貸
付計画を策定するなど、
鉱害防止事業の特性を
勘案しつつ、企業ニーズ
を踏まえた金融支援を
実施する。  
・鉱害防止事業への融資
に当たっては、鉱害防止
事業計画の妥当性等に
ついて、金属環境事業部
等の技術的な知見の活
用を得た審査を行い、確
実な鉱害防止事業の実
施を支援する。 
・厳格な審査を確保しつ
つ、事業者の希望するタ
イミングで採択・資金供
給ができるよう、迅速な
審査を行い、申請受付
後、採択決定までの期間
を 4 週間以内とする。 
・災害発生地の情報収
集・分析等を行い、緊急
時災害復旧事業に必要
な資金需要に円滑かつ
迅速に対応する。 
・平成 27 年度事業完了
後 2 か月以内に貸付先
から完了報告書を入手
し、資金の使用状況につ
いて審査を実施する。ま
た、延べ年 4 回以上の現
地調査を実施する。 
・貸付先の債権管理上必
要な財務評価及び担保
評価並びに自己査定に
ついては、各々の規定に
則り定期的に実施し、事
業の進捗・実績及び返
済・回収状況を把握する
とともに、返済に係るリ
スクを分析する。 

（２）鉱害防止事業実施者等
への融資 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 企業へのアンケート調
査・コンサルテーションの実
施回数（年 4 回） 
[評価の視点] 
1-1 事業計画及び所要額を的
確に把握できたか 
1-2 事業者の資金ニーズを満
たす予算規模を確保できた
か 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 迅速な採択（申請受付後４
週間以内） 
[評価の視点] 
2-1 鉱害防止事業計画の妥当
性等について、金属環境事業
部等の技術的な知見の活用
を得た審査が行えたか 
2-2 事業者が希望したタイミ
ングで採択・資金供給が行え
たか 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 現地調査の実施回数（年 4
回） 
[評価の視点] 
3-1 適切な時期に、事業実施
状況等に関する現地調査が
行えたか 
 
＜定性的指標＞ 
・適切な案件管理 
 
＜アウトカムの視点＞ 
・鉱害防止事業の特性を勘案
しつつ、企業ニーズを踏まえ
た金融支援を実施 
 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資 
＜主要な業務実績＞ 
1. 企業ニーズの把握・鉱害防止融資の実施 
・鉱害防止義務者等に対し、アンケート調査を 4 回実施した

ことに加え、直接面談することによるコンサルテーションを

実施し、企業ニーズを把握した。この結果、鉱害防止義務者

等へのアンケート調査・コンサルテーションは、年 5 回実施

した。また、その結果を踏まえ、平成 29 年度予算要求に反映

させている。 
・アンケート調査等を実施することにより、企業の事業計画

及び所要額を的確に把握した。融資金額としては、平成 28
年度は、189 百万円の融資を行った。これにより、平成 28 年

度末における融資残高は 2,259 百万円となった。 
・平成 28 年度は、前年度同額の 5 億円の予算を確保した（緊

急時災害復旧事業の 1 億円を含む）。また、平成 29 年度に関

するアンケート調査結果は、平成 29 年度予算要求に反映させ

ている。 
 
2. 迅速な採択 
・４件の申請書を受理した後、平均して 1.79 週間で採択を決

定し、迅速かつ厳正な審査に基づく融資を行った。 
・なお、採択にあたっては、鉱害防止事業計画の妥当性等に

ついて、JOGMEC の技術的な知見を活用した審査を行って

いる。 
・審査に必要な提出資料については、審査上の必要性を考慮

した上で資料を限定し、簡略化を図っている。 
・事業者に対しヒアリングを行い、希望したタイミングで採

択・資金供給を行った。 
 
3. 現地調査の実施 
・平成 27 年度融資案件（鉱害防止資金融資 3 件、鉱害負担

金融資 1 件）については、貸付先から平成 27 年度事業完了

後 2 か月以内に完了報告書を入手した。事業内容、資金の使

用状況等について審査を実施し、適正に完了したことを確認

した。また、延べ 4 回の実地調査を行い、鉱害防止事業が確

実に行われ、資金が適正に使用されていることを確認した。 
・なお、必要な完了検査の絞り込みを行い、完了検査の省力

化を行っている。 
 
4. 適切な案件管理 
・貸付先の財務評価及び自己査定を実施し、問題がないこと

を確認した。また、担保評価を実施し、十分な担保余力があ

ることを確認すると共に、担保不足が生じた場合には、追加

担保を徴求した。 
・さらに、総務部金融資産課と共同で、融資案件に係る組織

横断的な点検を実施し、返済に係るリスクを分析した。その

結果、融資残額の償還について、特段の問題はないことを確

認した。 
・事業の進捗・実績を把握し、貸借契約に基づき、貸付金

（388,776 千円）及び利息（28,621 千円）を回収することが

できた。また、財政融資借入金（393,556 千円）及び利息

（22,450 千円）を償還した。 
・平成 28 年度の貸付にあたっては、再度担保評価を実施し、

不足分については新たな担保を徴求した。 
 
・以上の取組みにより、国の技術指針の改正や企業の資金ニ

ーズに的確に応え、鉱害防止融資を行うとともに、既存案件

についても適切に点検を行うことにより、貸借契約に基づい

た資金の回収を行うことができた。 
 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資：A 
＜評定と根拠＞ 
＜各アウトプットによる評価指標に基づく達成

状況＞ 
1. 企業へのアンケート調査又はコンサルテーシ

ョンの実施回数（定量）： 
・指標に対する達成度は 125％。企業ニーズを把

握し、調査結果は 29 年度予算要求等へ反映。 
2. 迅速な採択（定量）： 
・指標に対する達成度は 223％。厳正な審査を確

保しつつ、申請書を受付後、1.79 週間（4 件の平

均）で採択を決定。 
3. 現地調査の実施回数（定量）：  
・指標に対する達成度は 100％。 27 年度融資案

件について、事業内容や資金の使用状況等につい

て審査を実施する等、延べ 4 回の実地調査を行

い、鉱害防止事業が適正に行われていることを確

認。 
4. 適切な案件管理（定性）：100％ 
・財務評価、担保評価等を実施し、規程に従って

貸付先の債権管理を行い、総務部金融資産課と共

同で融資返済に係るリスク分析を実施。これによ

り、貸借契約に基づき貸付金（388,776 千円）及

び利息（28,621 千円）を回収。 
 
＜内容面での特筆すべき成果＞ 
・27 年度に引続き、企業ニーズを把握し、鉱害

防止資金貸付（2 企業 6 鉱山）、鉱害負担金資金

貸付（1 企業 1 地域）を行い、企業からの要請に

対し、切れ目のない支援を実施。 
・28 年度は、27 年度評価での大臣からの指摘事

項、ユーザーからの意見等に対応して、他制度の

比較・検討を行った上で、以下の制度改正を実施。 
①特定担保留保を行うための要件のうち、BBB
格付けの企業に関し、1 社格付けで特定担保留保

が可能。 
②連帯保証人免除規程を見直し、確実な担保を十

分に徴している場合には連帯保証人の全部を免

除。 
・また、坑廃水処理貸付金利（5 年返済）に関し、

スプレッド金利について、財融金利が低水準

（0.3％未満）にあるときは 0～0.15％へ低減で

きるよう予算要求を行い、認可を受け 29 年度か

らの実施が可能。 
・以上の制度改正及び金利の引下げにより、鉱害

防止事業実施者による鉱害防止事業が確実に実

施されることを制度面で改善、資金が円滑に活用

できるようにした。このことは、たい積場等の鉱

害防止工事の完了に繋がり、坑廃水処理事業の効

率化を促進させるものであり、ひいては国民の健

康保護並びに生活環境の保全に寄与。 
 
＜まとめ＞ 
・アウトプット指標に対する達成度は、平均して

130％を超える成果を上げた。また、内容面で特

筆すべき成果を上げたことから、鉱害防止事業実

施者等への融資事業の評定を A とした。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・BBB 格付けの事業実施者に対し 1 社格付け

で特定担保留保が可能となった。 
 
・貸付先から確実な担保を十分に徴している

場合には、中小企業においても連帯保証人

の全部免除を行うことが可能となった。 
 
・ このような制度改正を行ったことを評価。  
 
＜その他事項＞ 
（事業者からの意見） 
 本事業を利用している事業者からは以下の
ような意見があった。 

・民間金融機関では収益を生まない資金使途
への融資は出来なく、本融資制度の有益性
は充分ある。 
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 （３）資源保有国へ
の技術・情報協力 
・金属資源保有国で
環境調和鉱山開発
促進のため、金属資
源開発支援での資
源国等関係強化の
観点からも当該国
政府等へ鉱害防止
の技術情報等を中
期目標期間内に5件
以上提供。 

（３）資源保有国への
技術・情報協力 
・鉱害防止の知見・ノ
ウハウについて、ニー
ズの高い資源保有国
等で機構・日本企業の
権益確保側面的支援
の役割も視野におき、
資源保有国政府環境
部門・鉱山部門職員等
を対象に鉱害防止セ
ミナー・研修を少なく
とも年 1 件以上、中期
目標期間内に5件以上
実施、技術・情報協力
を通じ持続可能な鉱
山開発へ貢献。 

（３）資源保有国への技
術・情報協力 
・資源保有国における環
境保全に配慮した持続
可能な金属鉱物資源の
開発の実現に向け、我が
国の鉱山環境・鉱害防止
等に関する技術力を活
かした技術支援を行う。 
・重要な資源供給国であ
るペルーとの一層の
関係強化を図るため、
同国エネルギー・鉱山
省の要請により締結
した合意書に基づき、
同国における閉山後
の鉱害防止対策の立
案遂行を支援するた
めの鉱害政策アドバ
イザーを派遣して鉱
害防止技術の移転を
図ることを目的とし
た協力を行うことに
よって、派遣先へのア
ンケート調査により
一定の満足度（10段階
評価の 7.5以上）を得
る。 

・その他資源国における
金属資源開発支援での
関係強化に寄与するよ
う、当該国の課題である
環境対策技術の移転を
図ることを目的とした
セミナー等を 2 件以上
実施する。また、セミナ
ー等の機会を利用して、
当該国の要人等とのバ
イ会談を実施するなど、
更なる関係強化に努め
る。 

（３）資源保有国への技術・
情報協力 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（ペルーへの鉱害政策アド
バイザー派遣） 
[定量的指標] 
1. 鉱害政策アドバイザー派
遣を通じた技術協力へのペ
ルー政府満足度（10 段階評価
の 7.5） 
[評価の視点] 
1-1 要請を受けペルー側と協
力内容の合意書を結びアド
バイザー派遣実施 
1-2 地域固有の環境保全問題
解決のため鉱害防止対策立
案・遂行のための適切な技術
支援実施 
1-3 セミナー実施における特
に高い評価獲得等の特筆す
べき成果 
1-4 セミナーの機会を利用し
た当該国要人等とのバイ会
談実施等更なる関係強化 
（セミナー・研修等） 
[定量的指標] 
2. 鉱害環境対策に関するセ
ミナーや研修の実施件数（2
件） 
[評価の視点] 
2-1 当初予想以上のセミナー
出席者等の特筆すべき成果 
2-2 資源国からセミナー実施
に特に高い評価獲得等の特
筆すべき成果 
2-3 セミナーの機会を利用し
た当該国要人等とのバイ会
談実施等更なる関係強化 
2-4 OJT 研修での鉱害防止技
術の技術移転 
＜アウトカムの視点＞ 
・鉱害防止対策立案・遂行・
推進 
・日本企業の権益確保・課題
解決促進に資する取組み 
 

（３）資源保有国への技術・情報協力 
＜主要な業務実績＞ 
1. ペルーへの鉱害政策アドバイザー派遣 
・鉱害政策アドバイザーをエネルギー鉱山省（MEM）に派遣

し、活動内容に関するアンケート調査で極めて高い満足度

（10 段階評価の 10）を得た。 
・MEM からの要請の高まりに応えるためアドバイザーを通

年で派遣し、MOU に基づき現場を中心とした技術的アド

バイス（鉱害状況調査、モニタリング調査等）を実施する

などの支援を実施した結果、派遣期間を一年延長する

MOU を締結。 
・鉱害対策セミナーを開催し、総勢 81 名が参加。セミナーの

冒頭、ラボ MEM 副大臣より、JOGMEC の支援は鉱山周

辺地域の生活環境改善やコミュニティーの健康保全に貢献

し、鉱業のイメージ向上と投資環境改善に寄与するという

点で非常に重要との発言あり。 
・MEM 職員等 15 名を対象として、実際の鉱害防止対策現場

を利用した OJT を実施し、鉱害防止対策の立案・評価・遂

行に必要な技術を移転。 
・MEM から 3 名を研修員として日本に受け入れ、同国での

鉱害防止対策の立案・遂行のための技術を移転。 
・円借款による休廃止鉱山整備事業の実施を要請しているペ

ルー側を支援するため、案件形成を進める国際協力機構

（JICA）との連携協力覚書に基づき、アドバイザーがMEM
に対して各種の助言を実施。 

 
2. その他資源国でのセミナー・研修等 
・鉱害防止セミナーを 4 カ国（ミャンマー、タンザニア、フ

ィリピン、ナミビア）で開催し、総勢 618 名が参加。 
・セミナーでは、鉱害防止分野における JOGMEC の役割や

日本の鉱害防止技術についての紹介を行い、セミナー実施

国の鉱山開発管轄省庁が抱える鉱山環境分野の課題の解決

に資する情報提供を実施。 
・セミナーに際して、相手国の担当大臣等と JOGMEC 役員

とのバイ会談を実施し、同国の持続的鉱業の実現に向けた

協力関係の維持などについて意見交換を実施。 
・セミナーには、同国の鉱業分野に関心をもつ日系企業も多

数参加し、同国の政府関係者・民間関係者双方のネットワ

ーキングを促進。 
・JICA のカンボジアを対象とする技術協力プロジェクトに

おいて、日本で実施する受入研修において、鉱害問題と鉱

害防止に関する講義を実施し、カンボジア国の鉱物資源に

係る行政能力向上を支援。 
 

（３）資源保有国への技術・情報協力：S 
＜評定と根拠＞ 
1. ペルー政府へのアドバイザー派遣 
平成 28 年度実績の指標に対する達成度 
ペルー政府の満足度(定量)：133％ 
 
アドバイザー派遣では、現場を中心とした技術

的アドバイスや、住民からの要望あるいは優先的

に対策が求められる地域での現況把握調査とこ

れを踏まえた具体的方策の提示、さらにはセミナ

ーや OJT、日本研修などの活動を高く評価した

ペルー側からの要請により派遣期間を延長する

MOU を締結し同国との関係強化に寄与したこ

とに加え、JOGMEC も支援した経済産業省と

MEM の協力覚書の締結により、本アドバイザー

派遣協力は日本企業の投資促進と操業環境改善

などの『課題解決促進』に資する Win-Win のツ

ールとして活用されることになり、特筆すべき成

果を上げた。 
 
2. その他資源国でのセミナー・研修等 
平成 28 年度実績の指標に対する達成度 
実施件数（定量）：200％ 

 
その他資源保有国に対しては、セミナーを相手

国の鉱害防止対策の現状やニーズを踏まえて開

催するとともに、その機会を捉えて相手国大臣等

と JOGMEC 役員とのバイ会談を実施するなど

関係強化に貢献。さらに、当該国の鉱業分野に関

心を持つ日系企業も多数参加し、政府関係者との

間で官民ネットワーキングを図る貴重な機会と

して、権益確保の側面支援に貢献した。 
 
 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況

が平均して 120％を超える成果を上げたほか、内

容面においても特筆すべき成果をあげたことか

ら、量的・質的な実績を勘案して、資源保有国へ

の技術・情報協力業務の評定を S とした。 
 
〈委員からのコメント〉 
・ペルーの鉱害政策アドバイザーの派遣は大きな

成果であり、ペルー以外の資源国でも協力でき

るとよい。資源ナショナリズムの高まりの中で

こうした環境技術、環境協力を武器にしていけ

ればいいと思う。 
・日本の鉱害防止技術のレベルは高く、海外移転

には実績のある現場の人を派遣するべき。 
・JICA との協力は非常に重要であり、省庁をま

たがる連携の事例を作ってほしい。 

＜評定に至った理由＞ 
・これまでのペルーにおける活動（アドバイ
ザー派遣）の成果が高く評価され、ペルー
政府から、アドバイザーの派遣期間の 1 年
延長を要請された点を評価。特に、これま
で JOGMEC が培った信頼関係が、平成 28
年度 11 月に経済産業省とエネルギー鉱山
省との間で協力覚書の締結に貢献したこと
を高く評価。 

 
・目標を上回る 4 件の鉱害防止セミナーの実

施。併せて実施した相手国関係者とのバイ
会談のアレンジ等を通して両国関係者間の
ネットワーク構築に貢献したことを評価。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算・決算の主な差異理由） 

平成 28 年度については、予算額と決算額との間で 354,235 千円の運用残が生じた。主な原因は、（２）鉱害防止事業実施者等への融資における①借入予定企業が鉱害防止工事計画を見直し、事業規模が縮小し

たこと、②緊急災害復旧事業について、対象となる災害が発生しなかったことによるものである。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、 

難易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 参考 
（前中期目標期間最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1)①運営費交付金を充当
して行う業務に係る一
般管理費及び業務経費
の合計（年度計画値：千
円） 

－  
18,687,482 

 
18,748,207 

 
20,070,922 

 
19,705,250 

 
17,489,695 

 － 

②上記より新規に追加
されるものや拡充され
る分を除いたもの 

－ 
18,687,482 18,248,207 18,683,216 

19,625,250 17,489,695  － 

効率化率（単年度） 
－ 

－ 2.35％ 0.35％ 2.22％ 11.24％  ※効率化率（単年度）は当年度②と前年度①の比
較により算出。 

平均効率化率 
毎年度平均 1.13%以上
効率化 － 2.35％ 1.35％ 1.64％ 4.04％  － 

(2-1)随意契約等見直し計
画 

（随契比率） 

件数ベース 15.7%以下、
金額ベース 18.0%以下
の達成 

― ％ 
（件数）11.8％ 
（金額）12.0％ 

％ 
（件数）11.1％ 
（金額）14.2％ 

― ― ― （平成 26 年度まで) 

（達成度） 
－ － （件数）133％ 

（金額）150％ 
（件数）141％ 
（金額）127％ 

― ― ―  

(2-2)調達等合理化計画 
 
 
 
 

①入札予定案件の電子
メールによる情報発信
（発信率 80％以上） 
②入札等のアンケート
調査（過半数以上が適
切） 
③契約監視委員会の事
前点検（年 4 回） 
④内部統制の確立 
⑤不祥事の未然防止・再
発防止の取組 

― ― ― ① 100％ 
② 適切であったとの
回答率 95.9％ 
③5 回（実地調査を含
む） 
④調達等合理化検討会
の設置・開催 
⑤コンプライアンス研
修等の実施 

① 100％ 
② 適切であったとの

回答率 96.1％ 
③5 回 
（現地調査を含む） 
④調達等合理化検討会

の開催 
⑤コンプライアンス研
修等の実施 

 （平成 27 年度から） 

（達成度） 
― ― ― ― ①125％、②192％  

③125％、④100％ 
⑤100％ 

①125％、②192％  
③125％、④100％ 
⑤100％ 

  

(3)リスクマネー供給業務
における開発・生産案件
の事業健全性に関する
評価の回数 

（計画値） 

年 1 回以上 ― 1 回 1 回 2 回 2 回  

 

（実績値） ― ― 1 回 1 回 3 回 2 回   
（達成度） ― ― 100％ 100％ 150％ 100％   
(4)ホームページアクセス
数 
（計画値） 

今次中期計画期間末に
平成 24 年度比 1.5 倍 6,322PV/D － － － － 9,483PV/D 

中期期間中に 1.5 倍達成 

（実績値） － － 6,833PV/D 7,426PV/D 7,222PV/D 6,091PV/D   

（達成度） － － 
 

（対前年+8.1％） 
 

（対 H24 年+17.5％） （対 H24 年+14.56%） （対 H24 年-3.56%）  
 

(5)石油・天然ガス部門、石
炭部門、地熱部門、金属
鉱物部門、備蓄部門、鉱
害防止支援部門のそれ

展示会 2 件/年の企画、
または実施 

（平成 28 年以降） 
対外イベント、市場動向

― ― 2 件 
1 件 

2 件 
1 件 

6 件 
2 件   
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ぞれで培ってきた技術
の他部門への応用検討
件数 

（計画値） 

分析等による技ソ型新
規事業検討 6 件/年 

 
 

技術開発テーマ組成の
年 1 件以上検討 

（平成 28 年度以降） 
技ソ型新規事業実施に
むけた外部発信・調整 2

件/年 
（実績値） ― ―  ― 

3件 
1件 

3件 
6件 

6件 
4件 

  

（達成率） ― ―  ― 
 150％ 
100％ 

150％ 
600％ 

100％ 
200％ 

  

         

 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．経費・業務運営の
効率化 

・運営費交付金を充当
して行う業務に係
る経費（一般管理費
及び業務経費）毎年
度平均で前年度比
1.13%以上の効率化 

・役職員給与水準の適
正化に向けた計画
的な取組み、及び検
証結果・取組状況の
公表 

・政府における総人件
費削減取組を踏ま
えた必要な人件費
削減に向けた取組
み 

・「調達等合理化計画」
の着実な実施 

・保有資産の不断の見
直しの実施 

・情報セキュリティ対
策の推進 

・業務の電子化による
効率化 

１．経費・業務運営の
効率化 

・運営費交付金を充当
して行う業務に係
る経費（一般管理費
及び業務経費）毎年
度平均で前年度比
1.13%以上の効率化 

・役職員給与水準の適
正化に向けた計画
的な取組み、及び検
証結果・取組状況の
公表 

・政府における総人件
費削減取組を踏ま
えた必要な人件費
削減に向けた取組
み 

・「調達等合理化計画」
の着実な実施 

・保有資産の不断の見
直しの実施 

・情報セキュリティ対
策の推進 

・業務の電子化による
効率化 

１．経費・業務運営の
効率化 

・運営費交付金を充当

して行う業務につい

ては、中期目標期間

中、一般管理費（退

職手当を除く。）及び

業務経費（特殊要因

を除く。）の合計につ

いて、新規に追加さ

れるものや拡充され

る分を除き、毎年度

平均で前年度比１．

１３％以上の効率化

を行う。 

・給与水準の適正化に

取り組み、その検証

や取組状況を公表す

る。また、政府にお

ける総人件費削減の

取組を踏まえた役職

員給与の見直しを継

続する。 

・総合評価落札方式、

企画競争方式及び参

加意思確認の公募実

施に係るガイドライ

ンやマニュアルの活

用、「調達等合理化計

画」において定めた

取組を着実に実施す

る。 

・保有する資産につい

て、効率的な業務運

営が担保されるよ

う、不断の見直しを

実施するものとす

る。 

・ホームページサーバ

等の一般向け公開サ

１．経費・業務運営の効率
化 

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定量的指標】 
1. 運営費交付金充当業務
の経費削減率（1.13％） 

2.「調達等合理化計画」に
定めた取組み 
・入札予定案件の電子メー
ル情報発信率 
（80％以上） 
・入札等に係るアンケート
調査結果 
（過半数以上が適切と回
答） 
・ 外部有識者等による契約
監視委員会開催数（年４回） 
 
【評価の視点】 
1-1 効率化目標値を達成で
きたか。 

2-1 当該年度調達等合理化
計画に掲げられた目標を達
成したか。 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
2.「調達等合理化計画」に
定めた取組み 
・契約監視委員会での審議
を通じて、随意契約案件の
事前・事後審査を実施及び
その審議概要等の公表 
・調達等合理化検討会の開
催 
・不祥事の発生の未然防
止・再発防止のための研修
等の実施 
3. 保有資産実態調査の実
施 
4. 不要資産の国庫返納等 
5. ホームページサーバ等
の一般向け公開サーバに
対するセキュリティ専門
会社による不正アクセス

１．経費・業務運営の効率化 
＜主要な業務実績＞ 
（１）経費の効率化 
1. 運営費交付金を充当して行う業務に係る経費（一般管理費
及び業務経費）の効率化について、中期目標期間中の目標
である毎年度平均で 1.13％以上の効率化を上回る 4.04％
の効率化を達成している。 

 
（２）業務に係る適正化・効率化 
2.調達等合理化計画を策定し公表するとともに、調達等合理
化計画に定めた取組を以下のとおり実施した。 

・入札予定案件の電子メールによる情報発信 実施率 100％ 
・入札等に係るアンケート調査を実施し、有効回答のうち
96.1％が適切であったと回答 

・外部有識者等からなる契約監視委員会については、本部に
おいて事前事後点検等を４回行い審議概要を公表するとと
もに、海洋資源調査船「白嶺」において実地調査を実施 

・随意契約に関する内部統制として、調達等合理化計画を新
たに策定すると共に、公平性・透明性を確保しつつ調達の
合理化を推進するための調達等合理化検討会を開催 

・不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組としてコ
ンプライアンス研修等を実施（受講率 97％） 

3,4.  平成 28年 10～11月に保有資産に係る実態調査を実施。
調査に基づき、不要物品については、内規に則り不用決定
を行い、除却処分を実施したが、平成 28年度は、不要財産
の国庫納付の実績はなかった。 

 
（３）業務の電子化の推進 
5. 外部公開サーバに対してセキュリティ専門会社による 24
時間 365 日の不正アクセス監視を継続実施するとともに第
三者脆弱性検査を実施、指摘された脆弱性については迅速
に全て対応を行い外部利用者の安全性を担保した。 

 

 

 

 
 
 

 評定 Ｂ 
  各評価単位での評定を踏まえ「II 業務運営
の効率化に関する事項」の評定をＢとした。 

 
１．経費・業務運営の効率化：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
（１）経費の効率化 
1. 運営費交付金充当業務の経費削減率（1.13％）
（定量）：358％ 
運営費交付金を充当して行う業務に係る経費

の効率化について、平成 28年度実績のアウトプ
ット指標に対する達成度は 358%と、中期目標期
間中の目標である毎年度平均 1.13％以上を達成
している。また、アウトプットの内容面につい
ても、経費効率化に資する取組も着実に行って
いる。また、運営費交付金の控除すべき自己収
入の算定及び予算の配賦についても適宜見直し
を行っている。 

（２）業務に係る適正化・効率化 
2. 調達等合理化計画において定めた評価指標の
達成度は以下のとおり 

・入札予定案件の電子メール情報発信率（定量）：
125％ 

・入札等に係るアンケート調査結果（適切との回
答率）（定量）：192％ 

（有効回答の 96.1％が適切であったと回答） 
・外部有識者等による契約監視委員会開催数（定
量）：125％ 

・調達等合理化検討会の開催（定性）：100％ (実
施) 

・不祥事の発生の未然防止・再発防止のための研

修（定性）：100％ (実施） 
  指標に基づく達成状況が目標値を上回る成果
をあげており、JOGMECの契約の競争性・公正性・
透明性を高める取組が実施された。 

  なお、調達等合理化計画の取組については、
契約監視委員会における自己評価点検において
Ａ評価を受けている。 

3.4. 資産の実態調査を実施することで、適正に資
産管理に努めるとともに、不要な物品について
は、規程に基づく適切な手続きに則り処理して
いる。 

（３）業務の電子化の推進 
5. 外部からの不正アクセス監視、第三者脆弱性検
査、内部から外部への不正通信監視、内部情報
へのアクセスログの取得等により、外部利用者

・効率化や人事面の取組は着実に行われてい
るとを評価。運営費交付金を充当して行う
業務に係る経費について、中期目標（年度
平均 1.13%以上の効率化）を大幅に上回る
4.04%の効率化を達成する等、定量面でも
実績を上げている。 

 
・また、業務運営等についても、おおむね着
実に成果を上げている。 
以上を踏まえ、総合評定をＢとした。 

 
＜評定に至った理由＞ 
・経費効率化や調達等合理化計画の取組につ
いて、計画以上の実績を上げている。(目標
達成) 

 
・運営費交付金を充当して行う業務に係る経
費の効率化について、中期目標（年度平均
1.13%以上の効率化）を大幅に上回る年度
平均 4.04％を達成したことを評価。 

 
・調達等合理化計画については、入札等に関

するアンケート調査で 96.1%が適切であ
ったと回答があった等、取組が一定の成果
を上げていると考えられる。 

 
・情報セキュリティ対策については、引き続

き 24 時間 365 日の不正アクセス禁止を継
続するとともに、第三者機関による脆弱性
検査を実施し、指摘された脆弱性に迅速に
対応するなど、着実に取組をすすめている
ことを評価。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・契約監視委員会の対象とならない少額随契
については、悪用されることのないようし
っかり対応して頂きたい。 
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ーバに対するセキュ

リティ専門会社によ

る不正アクセス監

視、第三者脆弱性検

査の実施を継続し、

外部利用者の安全性

を担保する。 

 

監視、第三者脆弱性検査
の実施と継続（外部利用
者の安全性の担保） 

【評価の視点】 
2-1 当該年度調達等合理化
計画に掲げられた目標を
達成したか。 

3-1 保有資産実態調査を確
実に行ったか。 

4-1 不要資産の売却処分及
び国庫返納を適正に実施
したか。 

5-1 不正アクセス監視、第
三者脆弱性検査の結果、
処置すべき事項につい
て、迅速に処置したか。 

 

の安全性を担保し、情報漏洩対策を強化するな
どの取組みを着実に実施している。 

 
 
 
 
 

 
 

 ２．適正な業務運営及
び業務の透明性の
確保 

・内部統制の更なる充
実 

・リスクマネー供給業
務全体のリスク管
理体制の充実 

・支援プロジェクトに
対する機動的かつ
適切な意思決定を
行うマネジメント
確保 

・有識者、専門家から
構成される外部委
員会からの専門的
意見聴取、事業運営
への反映 

・国民への説明責任を
果たす迅速で分か
りやすい情報開示 

・コンプライアンス強
化の取組（全役職員
を対象とした研修
の定期開催） 

２．適正な業務運営及
び業務の透明性の
確保 

・内部統制の更なる充
実 

・リスクマネー供給業
務については、エグ
ジットを含むポー
トフォリオ管理体
制を機構全体とし
て整備、強化する
等、引き続き取組を
充実。 

・支援プロジェクトに
対する機動的かつ
適切な意思決定を
行うマネジメント
確保 

・有識者、専門家から
構成される外部委
員会からの専門的
意見聴取、事業運営
への反映 

・国民への説明責任を
果たす迅速で分か
りやすい情報開示 

・コンプライアンス強
化の取組（全役職員
を対象とした研修
の定期開催） 

２．適正な業務運営及
び業務の透明性の確
保 

・内部統制全般の環境
を整備。またリスク
マネー供給業務に係
る、エグジットを含
むポートフォリオ管
理体制を機構全体と
して整備、強化。 

・機構業務が内包する
リスクの点検・見直
しをＰＤＣＡサイク
ルに即して実施。リ
スクマネー供給業務
に係るリスク管理全
般の環境を整備し、
自律的・効率的な業
務遂行の環境を整
備。 

・リスクマネー供給事

業の案件管理におい

て機動的かつ適切な

意思決定を行えるよ

う、以下の取組を行

う。 

―出資・債務保証等業

務において関係のあ

る会社の企業分析を

４０社程度実施し、

採択や案件管理に活

用する。また、国際

会計基準（IFRS）適

用会社の増加に鑑み

IFRS 適用会社に対す

る分析手法について

検討を行う。 

・機構の事業実績、事

業計画等に対し、専

門的な観点から意見

を徴し、事業運営に

反映させるため、業

務評価委員会、専門

部会及び必要に応じ

て技術評価部会を開

催する。 

・国民への説明責任を

果たす観点から、分

かりやすい情報開示

２．適正な業務運営及び業
務の透明性の確保 

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定量的指標】 
1. 全出資・債務保証案件点
検回数（4回） 
2. 全融資案件点検回数（1
件） 
3. 機構内部向け報告会及
び講座の開催数（4回） 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
4.内部統制・リスク管理の
環境整備 

 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定量的指標】 
5. 開発・生産案件の事業の
健全性に関する評価回数
（2回） 

6. 企業分析会社数（40社） 
7. プロジェクトパフォー
マンスレビュー実施回数
（1回） 

 
 
【評価の視点】 
1-1 全出資・債務保証案件
点検を規程に定められる
方法で適正に定期的に実
施したか。点検方法や内
容の改善は行ったか。関
係部局で課題を協議した
か。 

2-1 全融資案件点検を規程
に定められる方法で適正
に実施したか。点検方法
や内容の改善は行った
か。関係部局で課題を協
議したか。 

3-1 他法人や専門家等との
意見交換により機構業務
に適したポートフォリオ
管理手法を検討したか。
その検討結果を機構内部
に適切に報告したか。金
融業務能力、リスク管理
能力向上に資する内外部
講座をリスクマネー供給
業務に携わる適切な職員
が受講したか。 

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確保 

＜主要な業務実績＞ 

(１)内部統制の充実 

1. 全出資・債務保証案件を対象とした進捗状況に関する点
検を年 4回実施（4～5月、7～8月、10～11月、1～2月）。
特に資源価格の影響が大きい開発／生産案件について
は、リスク分類等の推移表を作成･分析し、JOGMEC が有
するリスクの傾向を役員･事業部門と共有することで中
長期的視点での対応検討に資した。また事業部門のリス
ク把握とその対応をより明確にし、主要なリスクの把握
が可能となるよう点検方法等の見直しに着手。 

2. 全融資案件を対象とした債権・担保・保証状況の点検を
年 1回実施（3月）。関係部局との意見交換を行った。ま
た与信先の財務能力について評価対象の見直しを図り、
適切なフォーム作成等業務改善を実施。 

3. 外部格付機関やプロジェクト･ファイナンス等の専門家
による外部研修やファイナンス関連研修を受講･報告会
を実施する事により JOGMEC として適切なリスク管理手
法を検討。 

4. 内部統制に関する重要事項を審議するため、役員を構成
員とする内部統制委員会を１回開催（3 月）し、反社会的
勢力対応方針を制定した。また、JOGMECが有するリスクを
審議・検討するリスク管理委員会を 2回開催（1月、3月）
した。 

・リスク管理では、JOGMECにおける統一なリスク管理の在り
方を検討し、要領として整備し、全事業における JOGMECが
有する重要なリスクを抽出するとともに、リスクへの対応
方法についても整理した。また、JOGMEC の事業継続計画
（BCP）の見直し等を実施した。 

 

（２）支援プロジェクトのマネジメントの確保 

5. 開発・生産案件の事業健全性に関する評価を年 2回実施(7

月及び 3月)。 

6. リスクマネー供給業務に関係する国内外の企業財務分析

を延べ 71社（海外企業 23社、国内 3月決算時 48社）を実

施。出資･債務保証業務等に関係する国内外の企業分析を行

うに際し、国際財務報告基準（IFRS）を導入する企業が増

えている背景を踏まえ、分析フォームを整備。 

7．組織横断的なリスク分析に基づくプロジェクトパフォーマ

ンスレビューを年 1回実施（1月）。石油・金属・地熱の支

援プロジェクトを作業ステージ毎に分類し個別に評価する

とともに、ステージ特有のリスク及びエクスポージャー（出

資及び債務保証額）に応じた評価を勘案することで、全案

件を統一的に評価し、役員･事業部門によるリスクの所在把

握に貢献した。 

8. 適切なリスク管理手法につき、金融機関出身の内部人材

及び他の独立行政法人との意見交換を実施。これに加えて

外部研修で得られた情報等も加味し、適切なリスク管理手

法を検討。また、リスク管理業務等の品質向上及び改善の

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確保：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
   

(１)内部統制の充実 

1.全出資・債務保証案件点検回数（定量）：100% 

2.全融資案件点検回数 （定量） ：100% 

3.機構内部向け報告会の開催及び内外部講座受講

数（定量）：150%  

また、アウトプットの内容面として、平成 27-28

年度において JOGMEC の内部統制の体制整備を実

施するとともに、JOGMECにおける統一的なリスク

管理の在り方を定め、全事業における重要なリス

クの抽出及び対応方針を整理し、JOGMECの BCPの

見直し等を実施することで、平成 29年度から PDCA

サイクルにて運用できる体制を整えた。 

さらに、研修受講や有識者等との意見交換で得

られた情報や意見を参考に融資案件の定期点検

対象の見直しを実施。また、定期点検により、資

源価格が安定的に回復していない状況において

JOGMEC が有する課題やリスクを浮き彫りにす

ることで、組織統一的な分析･評価を実施する等

の特筆すべき成果をあげた。 
（２）支援プロジェクトのマネジメントの確保 

5.開発・生産案件の事業の健全性に関する評価回

数（定量）：100% 

6.企業分析会社数（定量）：178% 

7.プロジェクトパフォーマンスレビュー実施回数

（定量）：100%  

8.リスク管理業務及び資産評価業務の品質向上及

び改善（定性）：100% 

アウトプットの内容面として、資源価格低迷の

長期化により負担が増大している金融事業資産の

管理において、統一的なリスクの所在及びリスク

対応の優先度等の把握につとめた。また、JOGMEC

のリスク管理業務等に係る適切な管理手法の検討

のため、外部有識者等により構成される「金融事

業資産ガバナンス委員会」を設置し、第 1 回委員

会を開催。JOGMECにとって適切なリスク管理手法

について検討を実施した。 

（３）外部専門家委員会の設置による事業計画や

事業実績の評価の実施 
9. 業務評価委員会、各外部委員会が定期的に開催
され、専門的見地からの意見を聴取し事業運営
に反映させている。 

（４）積極的な情報公開・広報活動・情報提供の
実施 

＜評定に至った理由＞ 
・出資・債務保証案件の点検、支援プロジェ
クトのマネジメントは着実に実施されてい
る（目標達成）。 

 
・JOGMEC におけるリスクの在り方を整備

し、要領として整備するとともに、事業継
続計画（BCP）の見直し等を実施したこと
は、リスク管理体制の強化という意味で一
定の評価。 

 
・「金融事業資産ガバナンス委員会」を設置

し、リスク管理状況の点検及び独立行政法
人としての資源開発の特殊性を踏まえた
適切なリスク管理手法の検討を実施した
ことは重要であり、今後の成果が待たれ
る。 

 
・情報公開や広報活動、情報発信は重要であ

るが、各種刊行物の電子ブック化の促進
等、媒体や手法の多角化により、ＪＯＧＭ
ＥＣの活動等の理解を進める努力を行っ
ていることを評価。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・過去の行政サービス実施コスト計算書に誤

謬が確認されたことを踏まえ、その原因究
明を徹底するとともに、再発防止に取り組
む等、組織として財務諸表等のチェック体
制の強化に努めること。 

 
・組織内でのコンプライアンスの徹底を図る

ため、個々の職員の意識向上のための研修
を着実に実施するとともに、日々の業務に
おいても積極的な意識付けを図るよう努
めること。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・コンプライアンス研修は 97%となっている
が、100％の受講があるべき姿と考えられ
るので次年度は 100％となるよう努力して
頂きたい。 
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に努める。 

・さらなる社会的信頼

の向上のために以下

の取組を行う。 

―全役職員を対象とし

たコンプライアンス

研修を開催し、職員

の意識向上を図る。 

 

4-1 内部統制及びリスク管
理委員会を開催し、内部
統制においては統制環境
を整備するため方針等を
制定できているか、リス
ク管理においては、統一
的なリスク管理手法や対
応方法を整理し、リスク
の抽出及び対応方針の整
理、BCPの見直しができて
いるか。。 

5-1 機動的な判断を行うた
めに開発・生産案件の事
業の健全性を評価し、適
切にマネジメントや事業
部門に共有されている
か。 

6-1 機動的な判断を行うた
めに必要な企業の分析が
行なわれたか。これらの
情報が適時適切にマネジ
メントや事業部門に共有
されているか。 

7-1 プロジェクトパフォー
マンスレビューを規程に
定められる方法で適正に
実施したか。点検方法や
内容の改善は行ったか。
関係部局で課題を協議し
たか。 

 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
8. リスク管理業務及び資
産評価業務の品質向上及
び改善 

9. 業務評価委員会等の専
門家委員会開催 

10. 分かりやすい情報開
示。 

11. コンプライアンスの徹
底実施 

 
 
【評価の視点】 
8-1 リスク管理業務及び資
産評価業務について、外
部有識者等による検証を
実施したか。外部有識者
等の指摘を踏まえた改善
を行ったか。 

9-1 業務評価委員会等の専
門委員会の意見を検討
し、有効な意見を事業運
営に反映したか。 

11-1 コンプライアンス研
修を行ったか。全役職員
が受講したか。新規・中
途採用者へのコンプライ
アンス研修を行っている
か。研修については、受
講者の理解度、受講率等
から研修の評価し、より
実行性のある研修へ改善
したか。 

 
 

ために、外部有識者等により構成される「金融事業資産ガ

バナンス委員会」を設置。第 1 回委員会（3 月開催）では

リスクマネー供給業務の財務状況や資産価値評価を含むリ

スク管理状況の点検及び独立行政法人として資源開発の特

殊性を踏まえた適切なリスク管理手法の検討を実施。 

 

（３）外部専門家委員会の設置による事業計画や事業実績の

評価の実施 
9. 業務評価委員会（4 回、含む国内外現地視察・意見交換

会）、専門部会（9回、含む国内外現地視察・意見交換会）、
技術評価部会（8回）：通算 21回開催。 

その他事業分野別外部専門家委員会：24 委員会 通算 50
回開催。 

 
（４）積極的な情報公開・広報活動・情報提供の実施 
10. ホームページにおけるニュースリリース等の各種情報発
信のほか、Youtube、twitter等でビジュアルを多く含んだ
情報発信を行うなど、分かりやすい情報発信を行った。ま
た、各種刊行物について電子ブック化を促進し、閲覧しや
すい環境を整えた。 

  広報誌「JOGMEC News」では、引き続き年 4号発刊し、資
源エネルギー情報や機構業務を視覚的かつ平易に理解しや
すいように取り組んだ結果、第 11回日本編集制作大賞の企
業出版部門賞を受賞した。 

 
（５）コンプライアンスの徹底 
11.全職員を対象とした e-learning を用いたコンプライアン
ス研修を実施した。（受講率 97％）また、新規・中途採用
者に対してもコンプライアンス研修を実施した。 

  各地方事務所職員を対象としたハラスメント防止研修を
実施し、職員のコンプライアンス意識の向上に寄与した。 

 
 
 

10.広報活動については、一つの指標であるホーム

ページへのアクセス数は平成 26年度に対 H24年

度で 17.5%増を記録が、H27年度以降の資源価格

の下落によるニュースバリューの低下や劇的に

進化しているメディア環境における情報入手源

の多様化等から平成 28 年度のアクセス数は対

H24年度で 3.65%減となっているが、ビジュアル

を多く含んだ分かりやすい情報発信の工夫に加

えて、紙媒体（機構パンフレット、広報誌等）

のみならず、ホームページや動画コンテンツ（機

構 PRビデオ、広報誌連動型動画、Youtube動画

等）といった多様な広報媒体の拡充を通じて、

積極的な情報発信を行っている。加えて、イベ

ント・展示会への出展等、機構業務の理解につ

いて裾野を広げる活動も実施。更に機構 PRビデ

オの改編や展示ポスター制作、デジタルサイネ

ージ導入等新たなコンテンツ等作成取組みも行

った。これらの活動の結果、広報誌「JOGMEC 

News」が第 11回日本編集制作大賞の企業出版部

門賞の受賞につながるなど、外部からの高い評

価も得ている。また、年間 100 件を超えるニュ

ースリリース件数（累計 127 件、対 H24 年度で

67.1%増加）の充実等は広報活動の効果を裏付け

るものとなっている。 
（５）コンプライアンスの徹底 
11. 全役職員を対象としたコンプライアンス研修
を実施。受講率 97％となり、職員のコンプライ
アンス意識の向上に寄与するなどの成果を挙げ
ている。 

 
 
 
 
＜指摘事項等＞ 
・法改正により、今後様々なアセットがポートフ
ォリオの中に入ってくるため、リスクマネーに
かかるリスク管理、審査が重要。 

・金融事業資産のリスク管理手法を高度化しても
リスク自体は減らない。法改正により、今後株
価リスク対応等によりリスク・プロファイルが
広がる。許容可能なリスクの上限を決め、危険
水準にきたらどう対応するのか外部専門家も含
めての検討が必要。 

・広報活動に関して一般人に届く形での情報提供
（国民に対するＪＯＧＭＥＣの存在感・役割に
関するアピールの更なる工夫）。 

 

 ３．横断的なシナジー
効果の創出 

・機構内の専門的知

３．横断的なシナジー
効果の創出 

・機構内の専門的知

３．横断的なシナジー
効果の創出 

・時代のニーズや環境

３．横断的なシナジー効果
の創出 

＜主な定量的指標及び評価

３．横断的なシナジー効果の創出 

＜主要な業務実績＞ 

３．横断的なシナジー効果の創出：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
・技術ソリューション事業について着実に実

績を上げている（目標達成） 
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見、人的リソースの
他事業への横断的
活用による最大限
のシナジー効果 

・部門をまたがる組織
改革等による組織
内連携 

・石油・天然ガス部門
で取組を始めた技
術ソリューション
事業を他部門へ横
断的に順次展開 

・各部門横断的でかつ
専門性が求められ
る業務の研修制度
充実や実務を通じ
た専門人材育成、知
見・ノウハウの組織
横断的な共有 

見、人的リソースの
他事業への横断的
活用による最大限
のシナジー効果 

・部門をまたがる組織
改革等による組織
内連携 

・石油・天然ガス部門
で取組を始めた技
術ソリューション
事業を他部門へ横
断的に順次展開 

・各部門横断的でかつ
専門性が求められ
る業務の研修制度
充実や実務を通じ
た専門人材育成、知
見・ノウハウの組織
横断的な共有 

の変化へ対応するた

め、適切な時期に最

適な組織の見直しと

人員配置を行い、必

要に応じて特命チー

ム、タスクフォース

等を設置するなど、

組織横断的な業務へ

の機動的対応に向け

た取組みを実施する

などのほか、以下の

取組を行う。 

―業務部門にまたがる

共通の問題点につ

き、部門別の枠を超

えた対策を検討する

ために関係部課の連

携を強化する。 

・資源国において複数

の資源エネルギー開

発分野にまたがる技

術的課題の解決に応

える技術ソリューシ

ョン型事業の組成並

びに部門の垣根を越

えて相互協力した技

術開発を推進すべく

以下の施策を実施す

る。 
－複数部門が参加する
対外イベントや市
場・技術動向分析等
を通じた技術ソリュ
ーション型新規事業
の検討や分析を 6 件
以上実施し、その結
果を踏まえた各部門
への新規事業の提案
や外部発信も含めた
知見共有等を 2 件以
上実施する。 

・各部門横断的でかつ

専門性が求められる

業務について、ファ

イナンス関係業務研

修､契約業務研修、プ

ロジェクト管理業務

研修、知的財産関連

業務研修を引き続き

実施することとし、

各部門で蓄積された

知見・ノウハウを組

織横断的に共有する

内部研修、業務にお

ける機構内の底上げ

を図る外部研修を実

施する。国内外の現

場への派遣により実

践経験を積ませるこ

とにより、専門人材

の育成を図る。 
 

の視点＞ 

（２）シナジー発揮を促す

組織改革 

【主な定性的指標】 
1. 時代のニーズや環境の
変化に対応するため、適
切な時期に適切な組織の
見直しと人員配置を行
い、必要に応じて特命チ
ーム、タスクフォース等
を設置するなど、組織横
断的な業務への機動的対
応に向けた取組みを実施
したか。 

 
（３）技術ソリューション
事業を核としたアプロー
チ 

 
【主な定量的指標】 

2. 対外イベントや市場・技

術動向分析等等を通じた

技術ソリューション型新

規事業の検討案件数（6

件） 
3. 技術ソリューション型
新規事業の実施等に向け
た各部門等への提案・調
整及び外部発信・調整案
件数（2件） 

 
【評価の視点】 

2-1 対外イベントにおいて

技術の横展開に資する企

画を行ったか。JOGMEC 幹

部/METI や資源国ニーズ

に即した市場・技術動向

分析等を行ったか。 

3-1 各部門それぞれで開発

された技術のうち他の部

門でも利用し得る技術が

ある場合、各部門への提

案・調整を行ったか。 

3-2 各部門における事業組

成につながる外部発信等

を行ったか。 
 
 
 
（４）専門的人材育成・活
用を通じたアプローチ 

【主な定性的指標】 
4. 内部研修・外部研修・現
場派遣、部門を越えた人
材活用 

 
【評価の視点】 
4-1 （ファイナンス関連業

務、契約業務、プロジェ
クト管理業務、知的財産
関連業務研修など）実効
性のある研修とするため
の研修内容の評価・改善
を実施しているか。研修
の参加人数は適正か、対
象者は全て受講している
か。JOGMEC 職員として必

（２）シナジー発揮を促す組織改革 

1. JOGMEC の機能強化を踏まえた法改正を視野に入れ、迅速
かつ一貫性のある検討を組織横断的に行うため、「組織・制
度検討タスクフォース」を設置し、主務省関係課と共同で
論点整理、法案審議準備、関連内部規程の整備、中期目標・
計画の改正作業等を行うとともに、機構内において新規業
務に関わる規程類の新たな制定、業務方法書や審査基準等
の改正など等を実施。また、法改正により拡充された企業
買収等の新規事業を円滑に開始するため、「石油開発新規事
業準備チーム」を設置し、新規業務に関連する情報収集や
実例研究等を実施するとともに、リスクマネー業務に係る
人材育成および審査機能の強化等を目的として、広く機構
職員に対して講義形式によるケーススタディや企業買収等
に係る演習等の研修機会を提供した。 

・「（特命）資源外交推進チーム」を設置し、石油・天然ガス、
石炭、地熱及び金属資源に係る資源外交の企画・立案に取
り組む体制を構築し、初めて日本以外の国（ケニア）で開
催された TICADⅥ（第 6 回アフリカ開発会議）において組
織横断的に取り組んだ。 

・「（特命）ロシアグループ」を設置し、日露経済分野におけ
る協力プランの具体化に向けた日露政府間の協議に協力す
るための体制を構築した。 

・「（特命）テクノオーシャン 2016推進チーム」を設置し、10
月のテクノオーシャン 2016 において JOGMEC が実施する海
洋事業を広く国民に周知する展示・講演を実施できる体制
を構築した。 

 

（３）技術ソリューション事業を核としたアプローチ 

2. 対外イベントや市場・技術動向分析等等を通じた技術ソリ

ューション型新規事業検討について、目標 6 件に対し 6 件

実施。（水素製造輸送、音響トモグラフィーの備蓄事業への

適用可能性調査、国際的な LNG 市場の形成可能性の調査、

テクノオーシャン 2016企画、テクノフォーラム 2016企画、

北米シェール・タイトオイル産業の持続可能性に関する調

査の実施にかかる事前検討） 

・石油開発技術本部が保有する音響トモグラフィー技術の

資源備蓄本部における地下備蓄モニタリングへの適用可能

性について調査を企画・実施。石油開発技術本部、資源備

蓄本部、備蓄基地事務所、備蓄基地操業会社と連携して業

務を行い、内外シナジー効果の促進に貢献。 

・METI石油天然ガス課のニーズを抽出し、流動性のある LNG

市場の形成を通じて天然ガスの需要拡大及び上流事業投資

の促進を図ることを目的に「国際的な LNG 市場の形成可能

性の調査」を企画・実施。 

 

3. 技術ソリューション型新規事業実施等に向けた各部門等

への提案・調整及び外部発信・調整を、目標 2 件に対し 4

件実施。（水素製造輸送、音響トモグラフィーの備蓄事業適

用可能性調査プレレビュー、テクノオーシャン 2016実施、

テクノフォーラム 2016実施） 

 ・石油開発技術本部が保有する音響トモグラフィー技術に

ついて室内実験結果から、地下備蓄モニタリング適用の有

用性が判断された。その結果を資源備蓄本部に発信し、現

場実証試験への移行を決定した。 

 ・テクノフォーラム 2016 では、部門間で連携した JOGMEC

ポスター展示を実施。各部門の事業、技術等を国内外の講

演者、参加者等に PRするとともに、職員間の技術交流、技

術応用への契機を与えた。 

 ・テクノオーシャン 2016では、海洋に関する各部門（石油、

金属、備蓄、管理部門）からなる特命チームを編成し、JOGMEC

が実施する海洋事業を広く国民に周知する展示・講演を実

施。ブース訪問者、講演聴講者を対象にアンケートを実施

した結果、展示についは、「資源開発に興味を持った」等、

肯定的な意見が 95％以上、講演については、「大変満足」「満

 
（２）シナジー発揮を促す組織改革、 
1. JOGMEC の機能強化を踏まえた法改正を視野に
入れ、「組織・制度検討タスクフォース」の設置
や法改正により拡充された企業買収等の新規事
業を円滑に開始するための 「石油開発新規事業
準備チーム」の設置など、新たに機能拡充され
た業務へ組織横断的に対応した。 

・組織横断的な「（特命）資源外交推進チーム」を
設置したことにより、初めて日本以外の国（ケ
ニア）で開催された TICADⅥにおいても組織横
断的に対応でき、相手国政府機関と複数の分野
での協力を深化させる取組みが実現した。 

（３）技術ソリューション事業を核としたアプロ
ーチ 

2 .対外イベントや市場・技術動向分析等等を通じ

た技術ソリューション型新規事業検討案件数（6

件）（定量）:100％ 

3. 技術ソリューション型新規事業実施等に向け

た各部門等への提案・調整及び外部発信・調整

案件数（2件）（定量）：200％ 

 
  定量的なアウトプット指標はいずれも 100％
を超えており、また、石油開発部門が保有する
技術を、資源備蓄部門の地下備蓄モニタリング
適用可能性について調査を実施し、現場実験移
行（平成 29年 4月実施）を決定し検討ステージ
を進展させたほか、平成 26年度に実施した「国
際的な LNG 市場の形成可能性の調査」における
仕向地制限条項に関する分析結果が国の LNG 市
場創設構想に盛り込まれ、平成 28年 5月に経済
産業省により発表された『LNG 市場戦略』の具
現化に貢献するなど、アウトプットの内容面に
ついて特筆すべき成果をあげている。 

（４）専門的人材育成・活用を通じたアプローチ 
4. 事業部門で蓄積されてきた知見やノウハウ、各
職員の専門分野・得意分野を組織横断的に共
有・活用し、組織全体の運営強化・効率化を図
るため、部門を超えた人事ローテーションを行
い平成 25 年度以降延べ 62 名の部門を超える人
員配置を実施した。 

 
・職員育成タスクフォースは学生の採用段階から
関与することとし、JOGMECに不足しているエン
ジニア系の学生に計画的なアプローチを行った
ことによりエンジニア系学生 2 名の採用に寄
与。 

 

 
・組織横断的に構成される「特命チーム」「特

命グループ」を複数設置することで、業務
に取り組んだことを、機動性、効率性の面
も含めて評価。 

 
・平成 28 年 11 月の法改正に関連し、「組織・

制度検討タスクフォース」「石油開発新規
事業準備チーム」を組織し、関連規程の整
備等新規業務を進める上での準備や情報
収集、リスクマネー業務に係る職員にケー
ススタディや企業買収等に係る研修機会
を提供するなど迅速かつ的確に対応した
ことを高く評価。 

 
・技術ソリューション事業については、石油

開発技術本部の保有する音響トモグラフ
ィ－技術を地下備蓄モニタリングへ適用
することについて調査が行われ、実証試験
の移行が決定するなどシナジー効果を伴
う具体的な成果が出たことを一定の評価。 

 



69 
 

要な専門知識・技術を向
上させるため、現場への
派遣、留学派遣に適正な
職員を派遣しているか。 

 
 

足」が 70％以上の回答を得ており、対外的にも一定の評価

を得た。 
 ・平成 26年度に実施した「国際的な LNG市場の形成可能性
の調査」における仕向地制限条項に関する分析結果が国の
LNG 市場創設構想に盛り込まれ、『LNG 市場戦略』（平成 28
年 5月）具現化に貢献。 

 
（４）専門的人材育成・活用を通じたアプローチ 
4.  主要な業務実績は以下の通り。 
・ファイナンス基礎・契約実務研修・知在研修の外部講座へ
の参加及び内部研修の実施。 

・新入職員の専門基礎講義及び現場研修の実施。 
・国際資源大学校による資源開発研修への職員派遣（4名）。 
・部門を越えた人事ローテーション 27名実施。 
・横断的な組織運営（海洋資源開発検討チーム、職員育成タ
スクフォース。職員育成タスクフォース等）。 
 
 

 ４．人事に関する計画 
・業務の実情及び重点

化等に即した人員
確保、人員の最適配
置、弾力的な組織改
編及び新卒採用等
により一層の効率
的な業務実施体制
の構築 

・国内外の現場や大学
院等への派遣を含
む研修体系を充実 

・専門的人材の活用に
よる人的リソース
の一層のパフォー
マンス向上 

・能力及び実績を公正
かつ適正に評価す
る人事制度の運用 

４．人事に関する計画 
・業務の実情及び重点

化等に即した人員
確保、人員の最適配
置、弾力的な組織改
編及び新卒採用等
により一層の効率
的な業務実施体制
の構築 

・国内外の現場や大学
院等への派遣を含
む研修体系を充実 

・専門的人材の活用に
よる人的リソース
の一層のパフォー
マンス向上 

・能力及び実績を公正
かつ適正に評価す
る人事制度の運用 

４．人事に関する計画 

・業務の実情及び重点

化すべき部分を把握

し、組織横断的な人

材活用と組み合わせ

て、必要な人員の確

保、人員の最適配置

を図る。 

・新卒採用については、

機構の目的・役割を

理解の上業務を実施

する有能な人材確保

のため、戦略的・機

動的な新卒採用活動

を実施し、国内外の

多様な分野の学生か

らの応募による母集

団を形成し、必要な

人材の採用につなげ

る。また、採用者の

３割を女性とする。 

・専門性・現場経験及

び語学力を柱とし、

入構後１０年を目安

とした専門人材の育

成を図るため、職員

育成タスクフォース

による全機構的な取

り組みにより、研修

制度の体系をより機

構業務に最適かつ横

断的なものとする。

また、機構職員とし

ての必要な専門知

識・技術を向上させ

る研修を実施すると

ともに、国内外への

現場へ職員の派遣を

実施する。留学・学

費助成公募制度及び

選考委員会により、

意欲ある職員を大学

院等に派遣・支援す

る。 

・マネジメント能力を

４．人事に関する計画 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
1. 組織横断的な人材活用、
必要な人材の確保、人員
最適配置 

2. 新卒採用での有能な人
材確保 

3. 各種研修の実施、国内外
の現場への職員派遣 

4. 豊富な経験を有した人
材確保 

5. 適正な人事考課制度の
運営確保、結果に係る職
員処遇への反映 

6. マネジメント能力向上
のための施策 

 
 
【評価の視点】 
2-1 採用応募者の母数拡大

が図られたか、専門分野
多様化に対応した戦略を
策定し、実行したか。女
性採用者は３割以上であ
ったか。 

3-1 機構職員として必要な
専門知識・技術を向上さ
せる研修、現場への派遣、
留学など計画的に実施し
ているか。 

4-1 石炭、地熱部門等の不
足している専門職員等に
ついて出向等で人材を確
保しているか。 

 
 
 
 

４．人事に関する計画 

＜主要な業務実績＞ 

1. 主要な業務実績は以下の通り 
・法改正準備に伴い、組織横断的な組織・制度検討タスクフ
ォースを設置 
した。また、新規業務に適切に対応するために企画調整部石
油開発新規事業準備チームを創設。 
・無期資源開発事業等専門職員制度（平成 29年 4月 1日施行）

の創設。 
 
2. 主要な業務実績は以下の通り 
・平成 29 年度新卒採用者数：21 名（事務系 8 名、技術系 13
名） 

・平成 29 年度新卒採用応募者数：153 名（事務系 74 名、技
術系 79名） 

・大学学内説明会：35校（うち新規 5校）で開催。参加学生
数 482名 

・採用説明会：6回開催。参加学生数 284名 
・東京キャリアフォーラム 2016に参加し、留学経験のある学

生を採用 
・新規大学（東京海洋大、国際教養大）からの採用を実施 
 
3. 主要な業務実績は以下の通り  
・機構の職員育成方針である「専門性、現場経験及び語学力
を柱とした職員育成策について」に基づき、入構後 10年若
しくは 40歳以下の職員の育成を重点的に取り組んでいる。 

・社内公募を実施し、国内外の大学院へ新たに 2名を派遣（計
6名） 
・現場経験や専門性を高めるため、民間企業や海外事務所等
へ新規に 9名を派遣 

 
4. 主要な業務実績は以下の通り 
・中途正規職員採用に係る公募を実施し、エンジニアリング
系人材 2名及びファイナンス系人材 3名の採用を決定 

・業務に必要な人材を外部から適切に確保 
 
5. 主要な業務実績は以下の通り 
・平成 27 年度人事考課の結果を平成 28 年度の賞与（業績給

部分）及び昇給に反映させた。また、個人の考課結果のみ
ならず、組織（セグメント、部）の評価結果も個人考課結
果に反映させた（平成 26年度より制度導入） 

・人事考課にあたっては考課者への研修、考課のためのマニ
ュアルを示すことによって、公平な評価を図ると共に、職
員と考課者（上司）の間で、部門計画実行書（B 表）作成
時から人事考課時までに随時フィードバックを含む面談を
実施し、目標・評価の共有を図っている。各面談において
は、考課者は職員の豊富等を聴取するとともに、期待する
点や不足する点等を伝え、不足する点については研修等の
受講を促すなど、単なる評価の場ではなく人材育成の場と
して活用している。 

 
６．主要な業務実績は以下の通り 
・主任クラス、課長代理クラス及び管理職クラスについて、

４．人事に関する計画：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
1. 組織横断的な人材活用、必要な人材の確保、

人員最適配置（定性）：100% 
2. 新卒採用での有能な人材確保（定性）：100% 
3. 各種研修の実施、国内外の現場への職員派遣

（定性） ：100%  
4. 豊富な経験を有した人材確保（定性）：100%  
5．適正な人事考課制度の運営確保、結果に係る

職員処遇への反映（定性）：100% 
 
  アウトプットの内容面において、左記の通り

着実な成果をあげたことに加え、以下に記載の
新たな取り組み等を実施。 

 
1. 制度創設後の無期事務専門職員への転換（31

名） 
2.  
・採用説明会実施時に女性職員を配置することに

より、女性の入構希望者が質問・相談しやすい
環境を整えた。その結果、意欲・能力のある女
性の応募が促進され、第三期中期目標期間にお
ける女性採用者比率３割を達成見込み（採用者
77名中女性 21名） 

・各事業部へのヒアリングを通じた技術系職員採
用対象重点分野の策定、過去に開催実績のない
大学での学内説明会新規開催、各部門の業務内
容を紹介する新規の学生向け展示物作成する
とともにコスト削減に努めた。 

3.  
・過去大学院に派遣した職員が MBA（経営学修

士）を取得した。 
・国内外の大学院への派遣及び学位取得助成対象

者の公募・選考制度の審査を本部長が実施する
ことによって、全機構的な視点から、適切な候
補者を選択した。 

・新任の管理職研修においては、自らが希望する
公開講座を選択させることによって、自己の課
題を認識させると共に、異業種間交流の機会を
得た。 

・各職員の適性把握や最適な職務検討の判断材料
とするべく、職員の研修実績、資格等に係る情
報を網羅したキャリア・データベースを新たに
構築した。 

4. 30 歳～40 歳台前半の中堅年齢層が薄い職員構
成における課題に対処するため、中途採用によ
る当該年齢層の人材確保や、若手層の底上げを
図るための人材育成策を重点的に実施した。 

5.  
・人事考課における目標設定、評価、面談及び表

彰制度を通じて、職員の勤労意欲、志気向上を
図ることができた。 

  
【新たな取り組み】 

＜評定に至った理由＞ 
・技術者や専門的人材は需要が高い現下の労

働市場の中、積極的に人材を確保するべく
平成 28 年度に初めて中途正規職員の公募
を行い、その結果、エンジニアリング系人
材 2 名、ファイナンス系人材 3 名の採用を
するなど、必要な人材の確保に努めたこと
は一定の評価。 

 
 
＜今後の課題＞ 
・30 歳～40 歳代前半の中堅層が薄いという

課題への対応、法改正後の新規業務に対す
る的確な人員配置、留学・出向等の人材育
成策については、今後の取組に期待。 
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向上させるため、計

画的に階層別研修を

実施する。 

・既存職員のみでは不

足している部分や新

たな技術的課題、期

限付きプロジェクト

に対応するため、中

途採用、資源開発企

業の専門職員等の出

向受入や任期付き職

員の採用等により、

豊富な経験を有した

人材の確保に努め、

引き続き人的リソー

スの一層のパフォー

マンス向上を図る。 
・引き続き適正な人事
考課制度の運営を確
保して、職員の勤労
意欲の向上を図り、
人事考課結果を処遇
に反映させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マネジメントスキルに係る階層別研修を実施し、マネジメ
ント能力向上に努めた。 

   
     

・新卒採用活動として、東京キャリアフォーラム
2016 への参加や新規大学（東京海洋大、国際
教養大）からの採用などを実施した。 

・無期資源開発事業等専門職員制度（平成 29年 4
月 1日施行）の創設。 

・中途正規職員採用に係る公募を実施し、エンジ
ニアリング系人材 2名及びファイナンス系人材
3名の採用を決定 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、 
難易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 参考 

（前中期目標期間最終年度値等） 
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

自己収入額（千円） ― ― 12,989,894 15,827,922 13,516,234 11,663,231 ― 53,997,282 
石炭経過勘定における
貸付金償還額（百万円） 
（計画値） 

金融協定における
回収計画額 

1,070 百万円 1,086 百万円 1,086 百万円 1,086 百万円 1,086 百万円 340 百万円 4,344 百万円 

（実績値）  1,134 百万円 1,139 百万円 1,308 百万円 1,170 百万円 2,702 百万円 ― 6,319 百万円 
（達成度）  105% 104% 120% 108% 249％ ― 145% 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 第 4 財務内容の改善

に関する事項 
・自己収入拡大のた
め、①特許等知的財産
権の取得・活用、②出
版物、セミナー・講演
会等有料化、③保有資
産の効率的活用等を
継続実施、財務内容健
全性を維持。 
・リスクマネー供給機
能を一層強化する一
方で、同機能を財政制
約も踏まえ持続的に
実施していくため、株
式の適正な価格によ
る売却、政府保証付き
借入れの活用、ポート
フォリオ管理の徹底
などの推進により、資
金の確保及び財務内
容の健全性を維持。ま
た、国庫納付を含めた
株式売却収入や配当
金の扱いについては、
資金の確保及び財務
内容の健全性の維持
を前提として、適切な
あり方を検討。なお、
事業の成否が明らか
でない段階の探鉱出
資株式については、
「独立行政法人会計
基準」に該当がないた
め、公認会計士協会に
よる「金融商品会計基
準の実務指針」を準用

IV.財務内容の改善に
関する事項 
・自己収入増加に向け
た取組で①特許等知
的財産権取得・活用、
②出版物、セミナー・
講演会等有料化、③保
有資産の効率的活用
等を継続実施、財務内
容健全性の確保に努
める。 
・リスクマネー供給機
能を一層強化する一
方で、同機能を持続的
に実施していくため、
株式の適正な価格に
よる売却、政府保証付
き借入れの活用、ポー
トフォリオ管理の徹
底などの推進より、資
金の確保及び財務内
容の健全性を維持。ま
た、国庫納付を含めた
株式売却収入や配当
金の扱いについては、
資金の確保及び財務
内容の健全性の維持
を前提として、適切な
あり方を検討。 
・事業の成否が明らか
でない段階の探鉱出
資株式については、
「独立行政法人会計
基準」に該当がないた
め、公認会計士協会に
よる「金融商品会計基
準の実務指針」を準用

Ⅳ．財務内容の改善に関

する事項 
・財務内容の改善に資す
る以下の取組を行う。 
―自己収入（受取配当
金、債務保証料収入、
貸付金利息、実施許
諾料収入等）の確保
に向けた取組を継続
する。このうち、実
施許諾料収入につい
ては、新規の獲得を
目指し、発明発掘活
動、知財関連規程の
見直し、総合的な発
明評価を通じ、質の
高い特許申請に向け
た取組を促す。 

―リスクマネー供給機
能を強化する一方
で、同機能を持続的
に実施していくた
め、株式の売却、配
当金、貸付金の回収
等による資金の確保
に努める。 

―民間備蓄融資事業等
に係る資金調達を行
う場合には、引き続
き入札等を行うこと
によって、借入コス
トの抑制に努める。 

―当初予定されていた
事業が、資源国側と
の調整の継続により
遅延又は実施する環
境が整わなかった場

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
【主な定量的指標】 
1. 自己収入の確保 
 
【評価の視点】 
1-1 目標値（年度計画額）
に対する達成率。また、自
己収入を確保したか。実施
許諾契約の増加に向けた取
り組みを実施したか。 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 
【主な定性的指標】 
2. リスクマネー供給業務
の持続的実施のための資金
確保 
3. 民間備蓄融資事業等の
資金調達における借入コス
ト抑制 
4. 運営費交付金残高の解
消に向けた執行状況の把握
及び配賦予算の見直し 
5. 財務構造、欠損金の発生
要因の分析・検証 
 
 
【評価の視点】 
2-1 資金の確保に向けた取
り組みを実施したか。 
3-1 資金調達に係る入札等
を行ったか。 
4-1 運営費交付金債務残高
の解消に向け、執行状況の
把握及び配賦予算の見直し
を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 
1.自己収入の確保への取組みとして以下を実施。 
・知財研修・勉強会を 11 件実施（うち 10 件は内部向け名 198

参加、他 1 件は外部向け 49 名参加。）、積極的な発明発掘
を実施。新規特許出願 13 件、実施許諾料収入 294 百万円
獲得。 

・出版物、セミナー・講演会等の有料化により 12 百万円獲得。 
・信用基金等の金融資産は元本の安全性を図りつつ、厳格な
資金管理の下で効率的運用実施。 
 
2.株式売却の取組として平成 28 年度には以下実施。 
・カナダシェールガス開発事業に係る機構保有株式売却につ
き、株式等評価委員会を 1 回開催（平成 27 年度 2 回開催
済）した上で売却。 

・インドネシア石油開発事業に係る機構保有株式売却につき、
株式等評価委員会を 2 回開催。 
・配当金獲得に係る取組として、事業部門では昨今の市況低
迷による無配を回避すべく民間企業との交渉を実施し、石油
部門 5 社、金属部門 1 社から合計 38 億円の配当金を確保。 
 
3.民間備蓄融資事業等に係る資金調達については、シンジケ
ートローンによる入札を 4 回実施し、借入コストを抑制。 

 
4.運営費交付金債務残高の解消に向け、独立行政法人会計基
準の見直しを踏まえ、適切に事業進捗・予算執行把握、予算
配賦見直し等を行い、運営費交付金総額に対する債務残高割
合が 7.0%となった。 
 
5.財務構造、欠損金発生要因分析・検証等 
・平成 28 年度の損益は 39 億円の当期損失、期末の繰越欠損
金 1,517 億円。内容として業務収入（石油売払収入を除く）
111 億円、臨時利益（保証債務損失引当金）197 億円、探鉱
出資株式 1/2 評価損 133 億円、事業終結評価損 106 億円、そ
の他の評価損 89 億円を計上。 
・上記業務収入 111 億円のうち、株式配当 38 億円、債務保
証料収入 70 億円。当該収入の太宗を占める石油・天然ガス部
門の配当収入は前年比 15%減の約 36 億円、債務保証料収入

 評定 Ｂ 
各評価単位での評定を踏まえ「IV．財務内容の改
善に関する事項」としての評定を B とした。 
 
（１）財務内容の改善に関する事項：B 
＜評定と根拠＞ 
平成 28 年度実績のアウトプット指標に対する達
成度は、 
1.自己収入の確保の取組継続（定量）： 92% 
2.リスクマネー供給業務の持続的 
 実施のための資金確保（定性）  ：100% 
3.民間備蓄融資事業等に係る 
 資金調達における入札実施等による 
 借入コストの抑制（定性）  ：100% 
4.運営費交付金債務残高の解消に 
 向けた、定期的な執行状況の把握 
 及び予算配賦の見直し実施（定性）：100% 
5.財務構造、欠損金の発生要因の 
  分析・検証等（定性）           ：100% 
 
であった。以上、アウトプット指標に基づく達成
状況が概ね 100％であるので当該業務の評定を
B とした。 
 
＜課題と対応＞ 
・平成 28 年度決算を踏まえ、財務構造及び繰越
欠損金の発生要因をより詳細に分析し、出資・債
務保証案件管理に役立てるべく、作業を継続。 
 
 
 
 

 

 

・財務内容の改善に関する事項についてはお
おむね着実に業務が行われた。また、石炭経
過業務については、計画を上回る額の貸付金
の回収が実施されるとともに、坑排水改善対
策関係業務も予定どおり実施されたことは
評価できる。 

 
こうしたアウトプット指標等を踏まえ、総

合評定をＢとした。 
 
＜評定に至った理由＞ 
・自己収入の確保については目標を達成でき
なかったが、為替レート等の外部要因であ
るため、必ずしも評価を大きく下げるもの
ではない。 

・市況悪化による無配を回避し、38 億円の配
当収入を得たことは一定の評価。 

 
・独立行政法人会計基準の見直しを踏まえ、
基準が変更された中で適切に事業進捗・予
算執行把握等を行い、財務管理を行ったこ
とを評価。 

 
・財務構造、繰越欠損金等の発生要因の分析・

検証等適切に行い主務省と協議したことを
評価。 
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し、出資額の１／２の
評価損を計上してお
り、探鉱事業の終結に
伴う損失計上と合わ
せ、当期損失が不可避
的に生じやすい構造
にあるが、こうした当
該リスクマネー供給
に係る経理の特殊性
に十分に配慮しつつ、
当該評価損の内容・背
景について十分に説
明を行い、資源・エネ
ルギーの安定的かつ
低廉な供給の確保と
いう政策目的の実現
に向けて、適切なリス
クマネーの供給に努
める。 
・民間備蓄融資事業等
の資金調達の場合、入
札等を継続実施、借入
コスト抑制に努める。 

し、出資額の１／２の
評価損を計上してお
り、探鉱事業の終結に
伴う損失計上と合わ
せ、当期損失が不可避
的に生じやすい構造
にあるが、こうした当
該リスクマネー供給
に係る経理の特殊性
に十分に配慮しつつ、
当該評価損の内容・背
景について十分に説
明を行い、資源・エネ
ルギーの安定的かつ
低廉な供給の確保と
いう政策目的の実現
に向けて、適切なリス
クマネーの供給に努
める。 
・民間備蓄融資事業等
の資金調達では、入札
等を継続実施、借入コ
スト抑制に努める。 

合等により生じた運
営交付金債務残高の
解消に向けて、定期
的に執行状況を把握
し、予算配賦の見直
しを行う。 

―我が国の安定的かつ
安価なエネルギー資
源供給確保に向けた
リスクマネー供給を
行う機構の業務の特
性を踏まえ、支援し
た事業の進捗段階に
応じた適切な資産評
価を行うとともに、
現状の財務構造、欠
損金の発生要因など
の分析・検証を行い、
検証結果に基づき繰
越欠損金の解消の方
策について主務省と
協議を行う。検証等
に当たっては、必要
な体制の整備を行う
こととする。 

 

5-1 財務構造、欠損金の発
生要因を分析したか。 
 
＜アウトカムの視点＞ 
6. 機構の財務の健全性・信
頼性の確保。 

は前年比 9%減の約 65 億円。配当収入の減少は、出資先企業
の 1社が決算期を 12月から 3月に変更したことによる計算期
間の短縮（12ヶ月→3ヶ月、約 13億円の減）に伴うもので、
この特殊要因を除くと配当金は増加傾向にある。また債務保
証料収入の減少は、カナダ・シェールガス案件で保証先が借
入金一括弁済したことに伴い全額保証解除したことによる債
務保証残高減少に起因。本件債務保証解除に伴い臨時利益と
して保証債務損失引当金戻入益 197億円を計上。 
・上記費用の太宗は我が国企業の石油・天然ガス開発事業へ
の資金供給の対価として取得する関係会社株式の評価損であ
り、探鉱出資に係る 1/2 評価損 133 億円は中東、南米地域で
の探鉱案件進捗等による追加出資発生に起因。事業終結評価
損 106 億円は主に中南米地域での探鉱案件の不成功に起因。
その他既存の出資案件での評価損 89 億円を計上。 
・機構の財務構造は資源開発事業の特性（探鉱段階で資源が
発見されないリスク、発見された場合の商業量未達（開発移
行できない）リスク、開発・生産段階でのスケジュール遅延、
コスト増加、価格下落等での採算性リスクが存在。長期のリ
ードタイム）と機構の財務報告方針（上記リスクを財務諸表
に反映させるため探鉱出資案件での出資額の 1/2 評価損、開
発段階での株式評価損・債務保証引当金計上方針等）に影響
されるため、事業規模が拡大すれば損失も同様に拡大する本
質を有する。また価格変動など外部要因にも影響され将来の
資金回収の見通しが困難で数値目標を掲げた具体的な繰越欠
損金解消計画を策定することは極めて困難。 
・しかし近年、事業拡大に伴う繰越欠損金の削減に向け支援
対象案件の審査厳格化・管理強化、開発移行案件・生産案件
の保有株式売却、配当収入獲得等により投下資本回収、繰越
欠損金削減に取り組んだ結果、平成 28 年度の当期損失は約
34 億円に抑制できた。 
・上記繰越欠損金等の分析及び今後の対応方針の策定にあた
っては、総務部、経理部、評価部を中心とする検討体制を整
備した上で実施した。また、検証結果については主務省と共
有し、対応方針につき協議しつつ進めたものである。 
 
 
※リスク管理債権の適正化 
石炭経過勘定については、7,099 百万円（平成 27 年度末）の
破産更生債権等を計上している。この破産更生債権等につい
て回収額最大化に向け、債務者の決算状況等ヒアリング、当
該年度返済計画の実現性確認、担保物件現地調査、債務者業
況等を確認。着実に貸付金回収（平成 28 年度実績額 148 百
万円）を進め、破産更生債権等は 6,950 百万円となった。 
 
 
 

 

 
＜指摘事項等＞ 
・繰越欠損金について、事業の特性上、リスクマ
ネー供給を行えば欠損金は増加するが、探鉱案件
が開発段階に移行すれば戻入され、欠損金は回復
する。実態として現在の繰越欠損金１５００億円
のうち、開発段階に移行できる案件はどれくらい
か、それにより欠損金がどの程度回復できるのか
といった見通しを定量化評価して説明してもら
えると現時点においては想定外の状況ではない
という意味でもＢ評価ということで安心できる。 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・繰越欠損金が増加したことについては、

JOGMEC がリスクマネー供給というミッ
ションを果たした結果でもあるが、財務面か
らは中長期的な解消が求められる。 
業務の特殊性から、リスクマネー供給に伴

う繰越欠損金の増加をマイナスに評価する
ことはしないが、特に法改正により、資産規
模の大きい案件への出資が可能になったた
め、今後も適正かつ厳格な案件審査・案件管
理を行うこと。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・法改正により、M&A が可能となったが、民

間における海外 M&A はうまくいかないこ
とも多々あるため、JOGMEC の場合は事前
に適切な評価を実施して頂きたい。 

 

 第 2. 国民に対して提
供するサービスその
他の業務の質の向上
に関する事項 
7.石炭経過業務 
(1)貸付金償還業務 
・回収額最大化に向け
個別債務者の状況に
応じた計画的な貸付
金回収。 
(2)旧鉱区管理等業務 
・「災害時における石
油の供給不足への対
処等のための石油の
備蓄の確保等に関す
る法律等の一部を改
正する法律」に基づく
承継された旧鉱区等
管理等の適切な実施、
鉱害未然防止等。 

Ⅰ．国民に対して提供
するサービスその他
の業務の質の向上に
関する目標を達成す
るためとるべき措置 
7.石炭経過業務 
(1)貸付金償還業務 
・回収額最大化に向け
管理コスト等を勘案
し個別債務者状況に
応じた適切な措置を
講じた計画的な貸付
金回収。 
(2)旧鉱区管理等業務 
・「災害時における石
油の供給不足への対
処等のための石油の
備蓄の確保等に関す
る法律等の一部を改
正する法律」に基づく
承継旧鉱区等の管理
等を適切に実施、鉱害
の未然防止等を図る。 
 
 
 

Ⅰ．国民に対して提供す

るサービスその他の業

務の質の向上に関する

目標を達成するためと

るべき措置 

7.石炭経過業務 

(1)貸付金償還業務 
・貸付金回収額の最大化
に向け、管理コスト等
を勘案しつつ、個別債
務者の状況に応じた
適切な措置を講じ、計
画的に償還予定額を
回収する。 

・また、総務部金融資産
課と共同で、機構が保
有する石炭経過事業
債権に係る組織横断
的な点検を少なくと
も年１回実施し、事業
の進捗・実績及び返
済・回収状況を把握す
るとともに、返済に係
るリスクを分析する。 

 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
【主な定量的指標】 
1.金融協定に基づく回収計
画額 
 
【評価の視点】 
1-1. 管理コスト等を勘案
し個別債務者の状況に応
じ、計画的に貸付金を回収、
その最大化を実施できた
か。 
1-2. 総務部金融資産課と
共同で年 1 回の点検を実施
し、債務者の業況把握、担
保物件売却促進要請及び担
保物件等を適切に実施した
か。 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 
[定性的指標] 
【ぼた山・坑口関係】 
2.年度当初に定める管理対
象施設調査計画 
 

＜主要な業務実績＞ 
 
1-1.貸付金回収は計画額 1,086 百万円を大きく上回る 2,702 
百万円となった。（一般債権２社のうち、１社は 4月末に 484
百万円を回収し完済。4 月末及び 10 月末に破産更正債権 148
百万円、年度末にもう一方の一般債権１社が大型担保物件売
却 2,070百万円の回収。） 
・5 月及び 6 月に債務者の決算状況等ヒアリングを金融資産
課等と共同で実施し、当該年度の返済計画の達成可能性を確
認した。 
 
1-2. 10月及び 11月に貸付金担保物件の現地調査及び債務者
の業況等のヒアリングを金融資産課等と共同で実施し、回収
額の最大化を図った。また、貸倒引当金の見直しを検討した。 
 
1-2)第 4四半期において、金融資産課と共同で JOGMECが保有
する石炭経過事業債権に係る組織横断的な点検を実施した。 

 
【ぼた山・坑口関係】 
2.管理対象施設調査については、管理ぼた山３７箇所（本部

１０箇所、支部２７箇所）、坑口３箇所（本部１箇所、支部
２箇所）を実施した。異常等の対策を要する箇所は無かっ
た。 

・調査の結果、防災工事実施後 10年を経過し安定した木戸炭
鉱山田崗水洗ぼた山（福島県）及び新長松炭鉱県道下ぼた

（２）石炭経過業務：A 

＜評定と根拠＞ 
・平成 28 年度アウトプット指標に対する達成度
は 
1.金融協定に基づく回収計画額（定量）：計画額
の 249％ 
2.ぼた山・坑口の調査、工事の実施（定性）：100％ 
3.坑廃水改善対策の実施、モニタリング（定性）：
100％ 
4.鉱害賠償、工事への対応（定性）：100％ 

 
以上のように、平成 28 年度実績のアウトプッ

ト指標に対する達成度は貸付金償還業務におけ
る定量的指標で 249％、全体でも 100％を超える
結果となった。内容面として、貸付金償還業務で
は、債務者の厳しい経営環境や担保物件の売却が
難しい状況において、債務者の状況把握や最善な
措置を講ずること等により回収計画額を大きく
上回る回収を行い石炭経過業務に必要な資金を
確保した。旧鉱区管理等業務は、鉱害賠償義務を
果たすため、特定鉱害申出者や地元自治体等、広
く関係者と調整を行いつつ、迅速な特定鉱害応急
工事を実施するとともに、石炭採掘に起因した鉱
害にかかる申出処理期間の短縮に努めた。また、

（２）石炭経過業務の適切な実施 
・貸付金償還については、回収計画額を大き
く上回る貸付金を回収。 

 
・旧正栄炭鉱及び旧新屋敷炭鉱の坑廃水処理
施設においては、処理水の排水基準クリア
と低コスト化を達成し関係者からも高い評
価を得ている。 

 
・鉱害賠償・復旧工事については、関係者へ
適切かつ丁寧な対応を行い、無事故で迅速
かつ適切に復旧工事、金銭賠償が行われて
いる。 

 
上記を総合的に判断し、Ａ評価とする。 
 
＜評定に至った理由＞ 
・貸付金償還については、回収計画額を上回
る貸付金の回収を行っており（達成率：
249％）、鉱害賠償・復旧工事についても、
無事故で迅速かつ適切に復旧工事、損害賠償
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(2)旧鉱区管理等業務 
・旧保有鉱区に係る管理
対象施設の調査を実
施し、対策が必要とな
ったボタ山、坑口等の
工事を適切に行う。 

・坑廃水改善対策につい
ては、建設中の処理施
設の年度内完成を目
指すとともに、完成後
の管理運営のための
体制整備等を行う。 

・特定鉱害の被害確認調
査を速やかに実施し、
採択物件は公正かつ
適正に賠償する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
【坑廃水改善対策関係】 
3.各施設に定める基本方針
及び基本計画等 
 
 
 
 
 
 
【鉱害賠償関係】 
4.特定鉱害応急工事は、陥
没等による突発的な効用阻
害を速やかに回復する工事
であり、緊急措置は採択後、
直ちに工事に着手 
・特定鉱害については当該
年度の実施計画に基づき、
申出処理及び鉱害賠償（復
旧工事・金銭賠償）を実施 
 
 
 
[評価の視点] 
・最終段階の達成度はどの
程度か。 
・成果実現の困難性に適切
に対応したか。 
・特筆すべき成果はなにか。 
・シナジー効果が図れたか。 

山（長崎県）の取扱方針をランクＡ（毎年調査）からＣ（定
期的に調査）に変更し、管理業務を効率化。 

・工事については、前年度までに調査した１件の坑口閉そく
工事を実施した。なお、特定鉱害応急工事中に出現した坑
道についても坑口閉そく工事を実施した。 

 
【坑廃水改善対策関係】 
3.旧松岡炭鉱（福岡県）は、坑廃水改善対策工事の進捗に支
障が無いよう現場監督、施工管理及び工程管理を着実に行
った。また、地元関係者に対しては、工事進捗に合わせて
事前に工事内容の説明を行うとともに、協力を依頼し了解
を得た上で工事を実施した。 

・旧正栄炭鉱（福岡県）坑廃水処理施設は、管理会社に運転
管理を委託して運転を行った。水質は定期的に水質検査機
関において分析しており、年間を通じて排水基準をクリア
した。また監視システムにより異常を確認した場合は、管
理会社と連携し、原因究明、対策等、速やかに対応した。 

・旧新屋敷炭鉱（佐賀県）坑廃水処理施設は、定期的にメン
テナンスを行った。水質は定期的に水質検査機関において
分析しており、年間を通じて排水基準をクリアした。 

・旧富士炭鉱（長野県）及び旧鎮西炭鉱（福岡県）坑廃水は
引き続き水質調査を実施した。 

 
【鉱害賠償関係】 
4.特定鉱害応急工事は優先的に人員を配置し、現地調査を実
施した。申出５０件（本部６件、支部４４件）に対して２
１件（本部１件、支部２０件）を採択した。必要に応じて
事故防止措置を講じ、地元関係者への協議等を行った後、
前年度採択分も含め２３件（本部１件、支部２２件）の応
急対策工事を実施した。 

・特定鉱害申出処理は、申出３８４件（本部０件、支部３８
４件）（前年度の繰越１５６件（本部０件、支部１５６件）、
本年度２２８件（本部０件、支部２２８件））に対して２２
４件（本部０件、支部２２４件）の処理通知（採択、不採
択、返送）を行った。 

・特定鉱害賠償（復旧工事・金銭賠償）は、平成２７年度継
続工事３件（本部０件、支部３件）を実施するとともに、平
成２８年度新規物件について、３６件（本部０件、支部３６
件）の特定鉱害賠償契約を締結し、その内、復旧工事（本部
０件、支部１２件）、金銭賠償（本部０件、支部２４件）を実
施した。 
 
＜その他事項＞ 
なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別案件の実情に応じて適切に復旧工事、金銭賠
償を行い、更には、新たな鉱害の発生を防止する
ための調査、坑廃水改善対策工事等を行うことに
より、国民の財産保全、安全確保が図られている。
なお、旧正栄炭鉱及び旧新屋敷炭鉱の坑廃水処理
施設については、適正な管理運営を行い処理水の
水質基準をクリアするとともにパッシブトリー
トメント（自然力活用型坑廃水処理）方式を積極
的に活用し、低コスト化を達成できた。以上によ
り、質・量的な結果を勘案して評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

が行われている。 
 
・旧正栄炭鉱及び旧新屋敷炭鉱の抗廃水処理
施設において、パッシブトリートメント（自
然力活用型坑廃水処理）方式を採用し、処理
水の排水基準クリアと低コスト化を達成。本
施設は金属環境事業部が保有する知見を活
用しシナジー効果を実現していることから
評価。 

 

 

４．その他参考情報 

 

 


