
 
 

 

評価書様式 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

 
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２７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・燃料部政策課企画官 豊島 厚二 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策評価広報課長 矢作 友良 
主務大臣  
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  
 
 
３．評価の実施に関する事項 
（実地調査、理事長・監事ヒアリング、有識者からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 
 
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 
（組織の統廃合、主要な事務事業の改廃などの評価対象法人に関する事項、評価体制の変更に関する事項などを記載） 
 
－ 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

 

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 ― ― 

評定に至った理由 各分野で、年度計画に掲げられた目標を上回る実績をあげていることに加え、石油・天然ガス、石炭、金属鉱物等の各資源開発分野で、JOGMECが取り組む具体的なプロジェク

トが成功を収め、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：「Ｓ」 

・ アブダビ陸上油田に出資し、４０年間の長期契約により日量８万バレルの自主開発原油権益を獲得したことを高く評価。アブダビ陸上油田の獲得は、日本企業では初であり、

日本にとっても巨大油田の権益獲得は2009年以来の快挙。これにより自主開発原油量が約１５％増加するとともにホルムズ海峡を回避した輸出が可能となり、我が国の安定

供給確保に大きく貢献。これまで継続的に実施してきた共同研究・研修生受入等の協力事業も本件権益獲得に貢献したと高く評価。 

・ 世界的に直接交渉による権益取得が困難な中、ベトナム南部海域における海外地質構造調査の完遂に伴い優先交渉権を獲得した結果、本邦企業の権益取得に結びついた。 

・ 今般の低油価により、企業・マスコミ・政府関係機関等から産油国情勢、石油・ガスの開発・生産・価格動向などの情報ニーズが大幅に増加している中、中東をはじめとす

る関連情報の提供等を積極的に実施し、メディア対応等は前年度７３件から１１２件に増加。また、政府の政策立案の基礎情報としても大いに貢献。 

○ 石炭資源開発：「Ａ」 

・ 高品位一般炭が産出されるインドネシアのボス・ピービｰ地域においてＪＶ調査を行うことにより石炭販売権を獲得。今後７年間で２００万トンの販売権を日本企業へ初め

て譲渡。本件は石炭ＪＶ調査制度の開始以降初の引継ぎ案件であり高く評価。 

・ 昨年に続きベトナムが無煙炭輸出を停止したが、JOGMECの協力事業を梃子にしつつ輸出再開を働きかけ、輸出再開が実現したことも大きな成果。 

・ 豪州やベトナム等でのJOGMEC事業は産炭国との二国間関係強化につながっており評価されている。例えば、高効率石炭火力への公的融資の是非に係る議論ついて、多くの産

炭国の同調を得て我が国の方針が国際場裡で認められた。 

○ 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5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。 

・ 他事業部門と連携しつつ、地熱分野で初となる探査出資事業を採択。また、既存の債務保証案件のフォローアップに丁寧に取り組み、2件が営業運転を開始するとともに、1

件が建設工事を開始し、アウトカムも実現。 

○ 金属分野：「Ａ」 

・ 債務保証や海外共同地質構造調査等で支援したアルゼンチンのリチウム案件（オラロス）と、探鉱融資により支援したウラン案件（シガーレイク）が、商業生産を開始。こ

のうち、リチウムは、生産が海外大手三社に集約され多角化が強く求められているところ、本案件で日本の総需要に相当する販売権を日本企業が獲得。 

・ 海洋資源の開発では、新たに「田名サイト」と「比嘉サイト」の２箇所の海底熱水鉱床賦存域を発見するとともに、伊是名海穴「Hakureiサイト」についてより深部まで資

源量調査を行い、資源量を従前の２倍以上へ増加させたことも大きな成果。 

・ 安倍総理の中央アジア歴訪に合わせ、カザフスタン国営探鉱会社等との間で３件の合意文書に署名したほか、白金族の代表的産出国ジンバブエの鉱山・鉱業開発省と５年に

亘る交渉の末ＭＯＵを締結。また、日アフリカ鉱業・資源ビジネスセミナー2015（J-SUMIT2）を経済産業省と共同で開催するとともに、第２回資源大臣会合(JAMM2)に貢献

するなどマルチの会合においても大きな役割を果たした。 

○ 備蓄分野：「Ｂ」 

・ 石油備蓄では、工事における新工法の採用・拡大、検査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、国家石油備蓄基地の管理コストの

削減努力を進めている点について高く評価。 

・ また、ＡＳＥＡＮ諸国、中国、ＩＥＡ備蓄義務未達成の豪州との関係強化のための研修、ニーズ調査等を積極的に行っており、具体的にＡＳＥＡＮ諸国で備蓄制度の構築等

が進んでいることは顕著な成果。 

・ 石油ガス備蓄では、国家備蓄基地の強靱化、緊急放出訓練、安全管理、国家備蓄目標の達成に向けた石油ガス調達を着実に実施するとともに、石油ガス部門として初めてメ

キシコから研修生を受け入れるなど国際協力を実施。 

・ 金属鉱産物備蓄では、収集した詳細情報に基づき、５鉱種の買入・積み増しを効果的に実施し、うち２鉱種は備蓄目標を達成。また、日米韓の合同情報交換会を初めて開催
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し、他国との連携も推進。 

・ なお、備蓄分野については、国の定めた目標に沿った資源量の備蓄を続ける業務であり、毎年度、定量的・定性的に顕著な成果が出にくい分野であるが、エネルギーセキュ

リティ確保上、不可欠であり、安定的な実績は高く評価できる。 

○ 鉱害防止分野：「Ａ」 

・ 京都府亀岡市の大谷鉱山の抗廃水処理について JOGMEC の貢献により自治体が抗廃水処理合理化に資する水質調査に着手し、鉱害防止事業の対策ステージが進展したこと、

自然力活用型抗廃水処理の硫酸還元菌を用いた JOGMEC独自のプロセスを自治体が運営する抗廃水施設にはじめて導入し、実証段階に進んだことを高く評価。 

・ ラオスの鉱害発生地域におけるワークショップ、ＯＪＴによる技術移転等の活動を通じて、ラオスのエネルギー鉱山省と協力関係を構築し、金属資源のＪＶ探査案件の探鉱

権延長交渉に寄与したことを高く評価。 

・ 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」 

・ 一般管理費及び業務経費の効率化等について、目標を上回るレベルで達成。 

・ 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。 

・ 国際的なＬＮＧ市場の形成可能性調査をとりまとめ、国のＬＮＧ市場創設構想に貢献。 

・ 部門を超えた人事配置等の結果、事業部門にて成果の実現に貢献したことを評価。 

財務内容：「Ｂ」 

・ 自己収入増加のための取組を着実に実施。特に、受取配当金については、前年度から減額したものの市況悪化による無配を回避したことは評価。 

・ 当期総損失が拡大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とも考えられ、リスクマネー案件管理の充実に向けた取組も充実させて

いることを評価。 

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 
・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。 
・繰越欠損金の中長期的な削減のために、適正かつ厳格な案件審査・案件管理とともに、保有株式の売却等による収入確保に努めることが求められる。 
・個人情報の厳格な管理等情報セキュリティ対策を的確に行うこと。 

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 ・内部統制及びリスク管理体制に係る規程等を制定し適切に運営されている。 

・業務執行に当たって外部の有識者の知見を積極的に活用するなど中期目標の達成に向けた適切な業務運営がなされている。 
・標準型攻撃メールに対する模擬訓練の実施等、情報セキュリティの強化のための取り組みを着実に行われている。 
・機構において必要とされる人材の確保・育成に継続して取り組むことが重要。 
・部門を超えた人事配置等の結果、事業部門で成果が実現しているなどシナジー効果が出てきている。 

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 項目別評定総括表様式（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 
 

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               

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

 ６．鉱害防止支援 Ａ Ａ Ａ               
                  
                  
                  

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

                  
                  
                  

            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 年度評価 項目別評定調書（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：0247、リスクマネー供給：0245、海洋資源の開発：0201（探査活動）0202 
（メタンハイドレート）、資源国等との関係強化：0248（資源外交）、0246（技術ソリューション・

研修）、技術開発・人材育成：0246、情報収集・提供：0247、0248  
※番号は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 ― ―[6件] 

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

実績値[累計値]   2 件[2 件] 1 件[3 件] 1 件[4 件] ― ― 
達成度[進捗度]   100%[33%] 100%[50%] 100%[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   

実績値   39.4% 40.5% 43.8%   
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   

実績値   5,585 km2 6,335km2 6,160 ㎢   
達成度   93% 106% 103%   
(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   

実績値[累計値]   8 件[8 件] 6 件[14 件] 7 件[21 件]   
達成度[進捗度]   200%[40%] 150%[70%] 175%[105%]   
(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]   
達成度[進捗度]   100%[20%] 300%[80%] 200%[120%]   
(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   

実績値[累計値]   4 件[4 件] 4 件[8 件] 7 件[15 件]   
達成度[進捗度]   167%[33%] 167%[67%] 292%[125%]   
(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]   
達成度[進捗度]   275%[55%] 300%[115%] 100%[135%]   
(8)アンケート調査

での肯定的評価 
（計画値） 

75%以上 
 

 
75% 75% 75%   

（実績値）   83% 82% 86.3%   
（達成度）   111% 109% 115%   

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)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 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 
・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 
・従来型海外地質構造調査を 1
件完遂し、その結果 1 件の優先

交渉権等を獲得する。 
・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。とりわけ、民間企
業では地理的・技術的に困難な
鉱区や有望な鉱区の確保に向

けた案件形成を目指す。  
・機構の専門的知見を生かし、
新規案件の発掘に向け、企業の

案件検討に資するコンサルテ
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を 1 件

完遂し、その結果 1 件の優先交
渉権等を獲得。 

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. 27 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. 既存海外地質構造調査「セーシェル西部海域」を

完遂。我が国企業が入札において優先的に権益を確
保できる交渉権を獲得（1 件の優先交渉権獲得）。低
油価環境に鑑み、将来における我が国企業への承継

を目指し、衛星画像解析、地化学調査、震探再処理
を行うことで獲得した優先交渉権を平成 30年 2月迄
延長することを国営石油会社と合意。 
2. 新規海外地質構造調査実施に向けた交渉を新規に
2 件開始したことにより、従来からの継続分を含め、
合計 4 件の交渉を実施。このうち「ウズベキスタン

陸上」については安倍総理の中央アジア歴訪の機会
に契約締結に至り、陸上の 2 鉱区を対象に、1 年間の
新規共同調査事業を開始。 
また調査実現に向けて相手国政府と交渉中の 3 件は
我が国企業にとって有益な調査実施を計画してい
る。 
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 9 件のコンサルテーションを実施。 
4. 既存海外地質構造調査事業を着実に実施。ケニア

陸上を対象とした調査を平成 29 年 12 月迄延長。調
査完了時には国営石油会社が保有する権益に対する
優先的事業参入権を取得予定。追加震探、浅層ボー

リング作業準備中。 
東南アジア、欧州、アフリカ、中南米、北極圏等の
ポテンシャル評価を実施し、新規案件組成を目指し

ている。 
8. 海外地質構造調査「ベトナム南部海域」完遂に伴

い獲得した優先交渉権に基づく交渉の結果、出光興

産と住友商事が当該鉱区を取得し、我が国企業の参

入というアウトカムを達成。JOGMEC は探鉱出資案

件として採択し、引き続き支援中。 
 

 
 
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 S
とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ア）海外地質構造調査：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 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完遂及び我が国
企業参入可能な優先交渉権等獲得件数（定量）： 
100% (1 件完遂と優先交渉権獲得(セーシェル西
部海域）） 
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）:200% （新規に 2 件の交
渉実施（案件成立 1 件: ウズベキスタン）） 
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）：180%（9 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%以上を達成する結果となった。 
 

評定 Ｓ 
・アブダビ陸上油田に出資し、４０年間

の長期契約により日量８万バレルの
自主開発原油権益を獲得したことを
高く評価。アブダビ陸上油田の獲得
は、日本企業では初であり、日本にと
っても巨大油田の権益獲得は 2009 年
以来の快挙。これにより自主開発原油
量が約１５％増加するとともにホル
ムズ海峡を回避した輸出が可能とな
り、我が国の安定供給確保に大きく貢
献。これまで継続的に実施してきた共
同研究・研修生受入等の協力事業も本
件権益獲得に貢献したと高く評価。 

・世界的に直接交渉による権益取得が困
難な中、ベトナム南部海域における海
外地質構造調査の完遂に伴い優先交
渉権を獲得した結果、本邦企業の権益
取得に結びついた。 

・今般の低油価により、政府関係機関や
企業等から産油国情勢、石油・ガスの
開発・生産・価格動向などの情報ニー
ズが大幅に増加している中、中東をは
じめとする関連情報の提供等を積極
的に実施。政府の政策立案の基礎情報
としても大いに貢献。（メディア対応
等は前年度７３件から１１２件に増
加。） 
以上を踏まえ、石油・天然ガス資源開

発分野の評定をＳとした。 
 
＜評定に至った理由＞ 
・セーシェル西部海域について、平成 27

年度に調査事業を完遂し、優先交渉権
を獲得した点を評価。権益獲得に向け
て交渉中。（目標達成） 

・新たな優先交渉権の獲得に向けて、ウ
ズベキスタン及び東アフリカで２件
の新規交渉を実施し、ウズベキスタン
については、合意により調査を実施
中。（目標達成） 

・平成 25 年度に完遂し、優先交渉権を
獲得したベトナム南部海域について、
交渉の結果、民間企業（出光興産、住
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1.「セーシェル西部海域」に関しては調査を完遂

し、優先交渉権を獲得したことにより、今年度 1
件の「優先交渉権等」の獲得がなされている。ま
た作業の追加により優先的な権利を更に 2 年間

延長することができた。 
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、今年度交渉開始分 2 件を含め 4
件実施。このうち「ウズベキスタン陸上」につい
ては契約締結に至り、1 年間の新規調査事業を開
始したことは顕著な成果と認められる。一方、交

渉継続中の案件には、調査終了後の事業化の可能
性が極めて高い有望案件と、我が国企業の関心の
高いエリアでの案件があり、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
とは評価できる。さらに新規有望国への提案準備
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。 
 8.平成 27 年度のアウトカムとして、「ベトナム南

部海域」での海外地質構造調査完遂に伴い獲得

した優先交渉権に基づく交渉の結果、我が国企
業が鉱区を取得という顕著な成果（アウトカム
達成）をあげた。 

  
・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、アウト

カムの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。 

友商事）が当該鉱区を取得し、我が国
企業の参入が実現した。（アウトカム
達成） 

 
＜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、引き続き資源のポテ
ンシャルの未探鉱地域において、我が
国民間企業にとって有利な参入条件
の獲得につながる事業を行うべく十
分な検討を行うことが必要。 

 
 

 (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 
・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 
 

(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 
・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の採
択案件の支援継続、新規採択
と適切な支援実施 
・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（国との協議がある場合は
このための期間を除く。）を
4 週間以内 

(イ)リスクマネー供給 
・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。 
・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。 
・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
実施。 
・全出資・債務保証案件を対象
に、年４回の案件の進捗状況に
関する点検実施および、年 1 回

のパフォーマンスレビューの
実施。 
・我が国企業の機動的な権益確

保に繋がるよう、4 週間以内で
の採択可否判断。 
 

＜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 
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 

（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 37 件実施。 
 
 
 

1-1,1-2 コンサルテーションの結果、新規案件の発
掘に尽力。平成 27 年度末までに 3 件（4 社）の資産

買収出資・探鉱出資・債務保証を新規採択。 
 
2．平成 27 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 アブダビ陸上の巨大生産油田の 5%権益獲得
に係る資産買収出資案件、ベトナムでの我が国企業

オペレーター事業である探鉱出資案件、ロシア連邦
サハリン島沖合大陸棚事業の開発拡大に対する追加
債務保証案件を採択。 
2-3 支援案件（終了案件も含む）の試掘前評価と試掘
後実績の比較を行う技術分析を実施。 
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 シベリア地域において生産原油出荷用パイプラ

インが完成し、原油生産を開始。本事業の対象油層
は性状が良好であり、将来の生産量増加も期待。 
 モザンビーク案件について、対象鉱区内の天然ガ

ス可採埋蔵量は 75Tcf 以上まで大幅に増加。 
3-4 平成 27 年度は 5 社から配当等合計 54 億円を受
領。 
5&6 資産買収出資採択（アブダビ陸上）案件では、
5%権益を獲得。当該油田では日量 180 万バレルへの
増産計画があり（現在日量約160万バレルを生産中）、

契約期間（40 年間）を通じて日量 8 万バレル以上の
原油供給が期待。当該原油はホルムズ海峡を経ずに
出荷が可能。 

（イ）リスクマネー供給：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 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 37 件実施（達

成度 148%）。 
となり、定量的指標に基づく達成状況は 120%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、既存支援案件にお

いて 3-3.海外地質等構造調査事業から本邦企業
に承継し、JOGMEC の出資対象である東シベリ
ア事業について、原油出荷のためのパイプライン

が完成し、原油の試験生産による評価を開始。本
案件の対象油層は性状が良好であり、将来の本格
生産開始時における生産量増加の可能性。 
2-1,2-2,5 支援中のモザンビーク案件での評価作
業による対象鉱区内の天然ガス可採埋蔵量の
75Tcf 以上への大幅な増加、といった生産開始に

向けた事業進捗の達成。これらにより、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、自主開発原油引取量増加、供給源の

多角化の実現が期待。 
  アウトプット指標の達成状況に加え、将来の
アウトカム実現に向けた質的に顕著な成果を挙

げたことを考慮し、当該事業の評定を A とした。 
5&6. アウトカムの視点について、アブダビ陸上
案件に係る既存生産油田の権益獲得により長期

（契約期間 40 年）に渡り日量 8 万バレルの自主
開発原油権益分が、ホルムズ海峡を経ずに出荷さ
れるという、我が国のエネルギーセキュリティー

向上に量的・質的の両面から資するアウトカム実
現との顕著な成果を達成したことから、評定を引
き上げ、S とする。 

＜評定に至った理由＞ 
・アブダビ陸上の資産買収出資、海外地

質構造調査から移行したベトナム探
鉱出資、サハリンの開発費債務保証の
3 件を新規採択。とりわけ、アブダビ
陸上は 11 の生産油田と 4 つの既発見
未開発油田を有する世界でも有数の
巨大油田であり、限られた時間の中、
適切な審査を行い、出資採択（目標を
上回る成果）。 

・アブダビ陸上については、日量 160 万
バレルの生産量を日量 180 万バレル
まで引き上げるプロジェクトであり、
契約期間は40年間と長期間にわたり、
原油の供給が可能。本権益の取得に伴
い、我が国自主開発権益の増加に大き
く貢献。ホルムズ海峡を経ずに出荷が
可能であり、エネルギーセキュリティ
ーの向上にも貢献（目標を上回る顕著
な成果）。 

・油価低迷や計画遅延の影響を受けてい
るプロジェクトについては、事業進捗
の綿密な把握など案件管理を強化。
（目標達成） 

 
＜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。 
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 ②海洋資源の開発 
(ア)探査活動 
・三次元物理探査船「資源」
の活用 
・政府計画に基づくわが国
周辺海域での着実な調査実
施 
・石油・天然ガスに係る詳
細な地質情報取得 
 
 

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 
・国内資源の開発に向け、探査
事業を実施し、我が国企業によ

る探鉱事業を促進する。事業の
実施に当たっては、国に対して
進捗状況を定期的に報告し、緊

密に協議。  
・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。  
・取得したデータの処理及び解
釈、対象海域の石油・天然ガス

ポテンシャルの評価を行い、有
望な海域を抽出。 
・国が計画する基礎試錐が着実

に実施されるよう支援。  
・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

４名の日本人船員を確保する
ともに技術習得に係る等級の
獲得を確実に進行。 
・日本人調査員による試験航海
の実施に向けて、効率的な体制
の構築及び時期・調査海域の決

定等を実施。  
 

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 4 名の日
本人船員を確保 
[定性的指標] 
3.27 年度事業計画の実施 
[評価の視点] 
3-1 有望な海域を抽出できたか 
3-2 調査困難な海域での事業を実施
できたか 
3-3 企業による探鉱促進へ貢献した

か 
3-4 国に対して進捗状況を定期的に
報告し、緊密に協議したか 
3-6 国が実施予定の基礎試錐事業を
支援したか 
3-5 三次元物理探査船「資源」の安全

かつ効率的に運航したか 
3-7 三次元物理探査に関する探査技
術の技術移転に向け、技術習得に係る

等級の獲得を確実に進めたか。 
3-8 日本人調査員による試験航海の
実施に向けて、効率的な体制の構築及

び時期・調査海域の決定をしたか。 
＜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、西津軽沖海域、
釧路沖海域、茨城沖海域の 3 海域で年間計画量を上

回る約 6,160km2の三次元物理探査データを取得し、
事業を確実に実施。 
2. 所要の船上調査員（22 名×2 クルー）について、

新規の船上調査員訓練生を 4 名採用。 
3-1 データ処理は、平成 26 年度取得の西津軽沖南部
3D、秋田～山形沖 3D 及び平成 27 年度取得の西津軽

沖北部 3D、釧路南西沖 3D 並びに平成 26 年度取得
の茨城沖北部 2D の 5 件を完了。データ解釈作業を平
成 26 年度までにデータ取得した「沖縄 3D」、「日高

舟状海盆西部 3D」、「秋田～山形 3D」、「西津軽沖南
部 3D」について実施。解釈作業の結果、油ガス胚胎
の可能性が示唆される有望構造として、各調査海域

において 4～6 の構造を抽出。 
3-4、3-6 今年度の基礎物理探査として、「西津軽沖北
部① （3D）」「釧路南西沖（3D）」「茨城沖北部（3D）」

について基本計画を作成するとともに、「西津軽沖北
部②（3D）」「対馬北東-山口沖西方（3D）」「鳥取-兵
庫沖（3D）」「茨城沖南部（3D）」「利尻・礼文トラフ

（2D/3D）」の 5 海域につき調査エリアの具体案を策
定。うち「対馬北東-山口沖西方（3D）」を除く 4 海
域を来年度調査計画として採用（物探船 G による情

報収集・漁業調整を開始）。また、平成 30 年度まで
に総計 6.2 万㎢を達成しうる長期計画を策定し、経済
産業省と共有。 
3-5.平成 21 年 4 月に完了した操船部門（船員：26 名
×2 クルー）の日本人化の後、 安全確実な操船を実
施。緊急事態対応訓練を 5 月、8 月（模擬記者会見等

の広報対応訓練を含む）、1 月、 3 月に実施。各種の
事故を想定し実施することにより、トラブル対応能
力を向上。 
3-7 研修プログラムに基づき、船上調査員訓練生の調
査技術習得を促進。訓練生のうち 6 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 6
名がその上位職であるシフトリーダーにそれぞれ昇
格。訓練生 5 名、オペレーター20 名、シフトリーダ
ー10 名、セクションチーフ 1 名、計 36 名となり、

日本人への技術移転、技術者育成を確実に実施。 
3-8初の日本人主体による探査を平成28年4～5月に

西津軽沖海域で実施することを決定、実施体制構築。 

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 
平成 27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）：103% 
・三次元物理探査技術の技術移転（定性）：100% 
・基礎試錐事業の支援（定性）：100% 
となり、定量的・定性的指標に基づく達成状況は

全体として目標を達成する結果となった。 
2.&3-4,3-6.内容面としてデータ処理の計画を上
回る実施や、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という実績や、
緊急事態対応訓練や沿岸域の調査増に伴い調査

協力を得るべき関係先増加への対応等「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

海の実施体制を構築したこと、30 年度までに総
計 6.2 万 km2 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、また取得デー

タが我が国企業等により有効に活用され国によ
る基礎試錐の成功に向け事業が進展しているこ
とは、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進展が見られた。 
・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量
的・質的に実績を勘案し当該事業の評定を A と

した。 

＜評定に至った理由＞ 
・三次元物理探査船「資源」による基礎

物理探査については、安全かつ効率的
な運航により、着実に調査を実施し、
目標の 6000km2 をほぼ達成。 

・基礎物理探査による取得データについ
ては、処理及び解釈を進め、詳細な地
質データを取得した。 

・警戒船の削減、陸上支援要員の削減等
によるコスト削減をおこなった。 

・日本人調査員への技術移転を着実に行
い、日本人主体の調査に必要な体制を
構築した。 

 
・メタンハイドレートについては、平成

24 年度に実施した第 1 回海洋産出試
験で得られた各種データの分析・評価
等を踏まえ平成 26 年度に決定した第
2 回海洋産出試験の基本計画に従い、
作業実施者（オペレータ）を選定して
準備を開始。出砂防止対策での
「GeoFORM」の選定、坑井機器での
「改修用ライザーシステム」の選定
等、信頼性を高めつつ、安定したガス
生産の実施に資する新機軸を盛り込
んだ意欲的かつ具体的な計画を策定
し、前回試験の結果の分析を踏まえ、
新機軸の仕様を盛り込んだ資機材の
調達作業や船上での作業手順等の作
成を実施。（目標を上回る成果） 

・長期陸上産出試験の実施候補地絞り込
みに向けて、米国エネルギー省、研究
機関（国立エネルギー技術研究所、米
国地質調査所）、アラスカ州天然資源
庁（DNR）と協力し、さらに、既存の
民間企業が有する既存鉱区のデータ
も収集して地質評価を実施。現場アク
セス性も加味した慎重な検討を行い、
絞り込んだ候補地の優先順位付けを
実施。（目標達成） 

・複数年にわたり実施している日本周辺
海域の砂層型メタンハイドレートの
濃集帯分布の推定作業を遂行すると
ともに、その結果の一部をエネルギー
収支比、経済性指標の試算にも活用。
（目標を上回る成果。） 

・表層型メタンハイドレートの資源量調
査に際し、「白嶺」による掘削同時検
層を支援し、隠岐周辺、上越沖の各海
域で実施し、ガスチムニー構造内のメ
タンハイドレートを含む地質の物理
的な性状のデータを、高い精度で豊富
に収集することに成功。（目標を上回
る成果） 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善
方策＞ 

・更なるコスト削減と、技術の向上、効
率向上にむけて、PGS や３DJV との
契約を見直すことが必要。 

・基礎調査の成果として、これまでに取

 (イ)メタンハイドレート 
・政府計画に基づく我が国

周辺賦存海域・賦存量の把
握 
・生産技術の研究実証等、

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 
・「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 回海洋産出試験の詳細計

画作業・調達・機器開発・事前
掘削作業を行い、平成 28 年度
予定の出砂対策技術等の実証

を目的とするガス生産実験に
向けた準備を実施。 
・米国等との国際共同研究とし

て、長期陸上産出試験の実現に
向けた検討を実施。 
・メタンハイドレート濃集帯分

布の推定作業を行うことによ
り、我が国周辺海域のメタンハ
イドレート賦存状況の把握作

業を継続。また、表層型メタン
ハイドレート調査支援等の業
務を継続。 
・上記を含むメタンハイドレー
トに係る研究開発を円滑かつ
効率的に進めるとともに、国に

対して、緊密に報告・協議。 
 

（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 具体的な作業方針を策定した上
で計画通りに事業を実施したか 
1-2. 課題を克服する具体的な技術開

発があったか 
1-3.米国との共同研究が進展したか 
1-4.より精度の高いポテンシャルの
評価がなされたか 
1-5.国に対して、緊密な進捗状況の報

告、協議ができたか。 
＜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..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.第 2 回海洋産出試験準備作業の実施： 
・公募の結果、日本メタンハイドレート調査株式会
社を選定、同社とオペレーター契約を契約し、第 2
回海洋産出試験の実施に向けた技術課題への準備を

具体化。 
1-2 .第 2 回海洋産出試験に向け、極めて難度の高い
研究開発・準備作業を継続して実施。出砂防止対策

については、形状記憶ポリマーを用いた GeoFORM
を素材に選定、内側にビーズインサートを用いるこ
とにより、二重のバリアを形成した機器を新規に開

発し、メタンハイドレート生産における有効性を確
認するとともに、従来対応していなかった低温環境
下においても使用可能となるよう活性化剤も開発。

坑井の設計においては、第 1 回試験では再接続によ
る生産再開が困難な設計だったが、第 2 回試験では
改修用ライザーを用いることで、切り離し後の短期

間の復旧が可能となり、生産再開が円滑に実施可能。 
・貯留層評価に基づき複数の候補地から評価、選定
を行い、最適な試掘候補地の絞り込みと選定を実施。 
1-3. 米国長期陸上産出試験の進展：平成 26 年 11 月
に締結した JOGMEC と米国エネルギー技術研究所
(NETL）間の MOU に則り、米国エネルギー省、

NETL、米国地質調査所らとの密接な協議により、ア
ラスカ州天然資源庁がメタンハイドレートの共同研
究用に取り置いた鉱区内の地質評価を行い、試験候

補地の選定作業を実施するとともに長期挙動予測も
実施し、更に隣接する鉱区へ検討対象を拡大。 
1-4. 資源量評価：三次元地震探査データが取得され

ている複数海域でのメタンハイドレート濃集帯分布

（イ）メタンハイドレート 
1-1,1-2.経済産業省の「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であり、
平成 27 年度においても、第 2 回海洋産出試験準

備作業として、未固結層における出砂防止対策
や、生産ガス・水分離の精度向上、荒天等に対応
した試験システムの検討、約 1 ヶ月のガス生産

に適した試験候補地の絞り込み等、技術的に困難
な課題が多かった。 
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
く試掘候補エリアを選定したほか、さらに検討エ
リアを拡大するなどの調整を関係先と行うなど

して、米国との共同研究が進展したと認められ
る。また、資源量評価や表層型メタンハイドレー
ト調査支援についても計画通り遂行されたが、こ

れは JOGMEC が長年蓄積したノウハウによっ
て実施が可能となったと認められる。 
 
・以上、アウトプット指標に基づく達成状況が
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 回海洋産出試験の実施へ向けた準備等を完了
した実績を勘案して、当該事業の評定を A とし
た。 
＜課題と対応＞なし 
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の推定作業を、新たな 1 海域を含む合計 8 海域の評

価結果を取り纏め、BSR 分布の詳細評価及び濃集帯
分布状況に関する評価作業を実施。各濃集帯につい
て面積・離岸距離・水深・貯留層深度・性状などの

将来の開発に関連する情報を整理。また産総研主体
で実施されている表層型メタンハイドレートの海域
調査における掘削同時検層において、JOGMEC の有

資格者が乗船することにより、前年度取得できなか
った地層の孔隙率を評価するための放射線検層が可
能になるなど、東部南海トラフにおける砂層型メタ

ンハイドレートの調査で蓄積されたノウハウを用
い、表層型への支援を確実に実施。 
1-5. 国への報告・協議、成果の普及等：フェーズ 2
終了時（平成 27 年度）の評価において、事業継続を
肯定。フェーズ 3（平成 28～30 年度）実行計画につ
いては、関係者及び有識者との議論を重ね、第 31 回

開発実施検討会にて承認。フェーズ３終了時から平
成 30 年代後半までの技術開発を展望。 
 

得した探査データを基に、堆積盆の評
価のリバイスを行うことが必要。 

・成果を我が国における探鉱・開発の促
進につなげるために、より積極的な成
果の公表を検討。 

 
・砂層型メタンハイドレートについて、
平成 30 年代後半の「民間企業が主導
する商業プロジェクトの開始」に向け
た官民の役割分担を検討するため、関
係する民間企業等の姿勢や JOGMEC
に対するニーズの把握に努めるとと
もに、国との緊密な連携を図ることが
必要。 

 
 
 
 

 (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

の資源外交への支援強化 
・主要国営石油会社等との
定期的トップ会談を実施、

権益獲得や権益延長に繋げ
ることを目指した協力枠組
み構築、枠組み内での具体

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）。 
 

(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

資源外交への支援強化、戦略
的な事業実施。 
・政府・在外公館等との連携

で、資源国との緊密な人的・
組織的な関係構築・強化及び
関係政府機関等との連携強

化 
・産油産ガス国主要閣僚、国
営石油・ガス会社等との定期

的トップ会談・意見交換の実
施 
・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、枠組みの中での具体的協
力事業の実施（目標数を中期

目標期間中 20 件）。 

(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、権
益獲得・権益延長に繋がる協力
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、資源国
のニーズを踏まえ、前年度の成

果である研修実施体制の強化
を受けて、招聘研修生の増員、
新規コースの実施など拡充を

図る。 

（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. 新規コースの実施（2 コース）、

招聘研修生の増員 
[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 
1.ベトナム、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ブ
ラジル、モザンビーク、インドとの間で計 7 件の

MOU 等を締結。 
（研修事業）    
2.研修事業 3 コースを新規に開講。24 か国の 125 名

の海外技術者研修生を招聘。 
1-1 トルクメニスタン、ウズベキスタンにて安倍首相
と同国大統領立会いの下、MOU 等を締結し、首脳外

交に貢献。 
山際経済産業省副大臣のマダガスカル・ミッショ

ンへ随行し、閣僚外交へ貢献。 
1-2,1-3  メタンハイドレート研究に係る相互協力
に関する MOU をインドと延長。 
その他、協力枠組みに則り、技術協力や研修事業

の実施など既存協力事業を継続。 
1-4 重要な資源国や石油開発会社と要人往来の機を
捉え会談を実施 
（研修事業） 
2-2 メキシコ、アブダビ、カタールの 3 つの展示会に
出展。産油ガス国の国営石油会社幹部や研修修了生

等との技術的な意見交換・情報交換の場として活用。 
2-3 平成元年開始からの研修生は 3,380 人（48 か国）。 
産油国技術者研修等事業修了生がアラブ首長国連邦

UAEエネルギー大臣･ベトナム国営石油会社役員等、
資源国の重要ポストに就任。 
 在モザンビーク大使館と連携し、石炭開発部と共

催で意見交換会を初開催。UAE での開催では国営石
油会社幹部及び操業会社 CEO 他も参加。 
3&6.アブダビでは、JNOC 時代から長期間にわたり

共同研究・研修生受入・同国国際会議への参加・同
国要人との面談など様々な方法で関係強化した結
果、我が国企業による同国陸上権益取得に貢献。契

約は 40 年と長期間、生産量は日量 180 万バレル（予
定）と大規模で、ホルムズ海峡を経ずに出荷できる
など、原油の安定供給に資する。 
 
＜その他事項＞なし 

（2）資源国等との関係強化：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 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 175%（目標 4 件に対し 7 件） 
2. 産油国技術者研修等事業の新規コース数

（定量）で 150%（目標新規 2 コースに対

して 3 コース） 
3. 我が国技術力を活用した資源国等との関係

強化においてはフェーズ 2（実証準備試験）

の採択と実施数（定量）で 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、ウズベキスタン及び、

トルクメニスタンにて安倍首相と同国大統領の
立会いの下での協力事業の促進に資する合意文
書 3 件の締結等、資源国との間で計 7 件の協力

枠組みを締結し、首脳外交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され
る。 
2-2,2-3.研修事業において、新規コース開講と招
聘研修生の増員を図れたこと、さらには平成 26
年度に MOU を締結したメキシコに対し事前視

察を踏まえたニーズ把握を行って LNG/LPG コ
ースを迅速に企画・実施できたことは、資源国か
らも評価されている。また、モザンビーク・UAE
現地での意見交換会により人的ネットワークを
強化できたことは研修以外の事業にも寄与する
もの。 
7-3,7-4.「JOGMEC Techno Forum 2015」にお
いては、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、資源国のニーズ収集、
JOGMEC と資源国との関係強化のみならず、我
が国企業と資源国とのマッチングの場として機

能し、高い評価を得た。 
7-1.技術ソリューション研修では、実施中の技術
開発・実証成果や当該先端技術に関係する工場見

学を研修プログラムに盛り込むことにより、研修
生から共同研究等への関心が示され、今後の事業
展開に繋がる成果を得た。 
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に資する成果

をあげたことを考慮し、評定を S とする。 
8&9&10.さらに、アブダビ陸上権益の獲得とい

うアウトカムが実現しており、これは長期に渡り

国際会議や要人往来を機に捉え、密に幹部面談を

実施してきたほか、研修事業創設時から UAE を

＜評定に至った理由＞ 
・トルクメニスタン、ウズベキスタンで

安倍首相と同国大統領の立ち会いの
下、協力事業の促進に資する合意文書
３件の締結をはじめ、計７件のＭＯＵ
を締結し、首脳外交や資源国との関係
強化に貢献。（目標を上回る成果） 

・海外技術者研修では、アブダビから継
続的に研修生を受け入れるとともに、
平成 27 年度には特別研修２コースを
新設するなど相手のニーズを踏まえ
て、メニューを拡充しており、こうし
た取組がアブダビ陸上権益の取得に
貢献。（目標を上回る顕著な成果） 

 
・技術ソリューション事業については、

17 件実施中。このうち、Phase２を４
件着実に実施中。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善
方策＞ 

・日本企業の権益獲得・権益延長の実現
に向けて、政府の資源外交と緊密な連
携を図りながら、より効果的な協力枠
組みの構築を目指すことが必要。 

 
・技術ソリューション事業については、
権益獲得・延長に繋がる案件に厳選す
るとともに、資源国における実証試験
（フェーズ３）の実施にあたっては、
技術的な側面のみならず、政策的、経
済的、競合相手等の側面からも実現可
能性を踏まえて絞り混む必要あり。フ
ェーズ２～３の事業については、より
多くの件数を実施することを成果と
するのではなく、実証後に実際に売り
込んだ案件をもって成果とみなすべ
き。 

・テクノフォーラムについては、目的を
もって対象者と講演テーマを絞り混
むべき。外形的な動員数や講演者数等
実施したことを成果とするのではな
く、資源外交的等の政策的に意義があ

 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

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

②我が国技術力を活用した資
源国等との関係強化 
・今年度は、具体的な資源国を

特定し、そこでの実証試験実施
を念頭に、実証準備を含めた案
件組成を目指してフェーズ 2
（実証準備試験）1 件以上を採
択、実施する。併せて、前年度
に引き続き、資源国等との多面

的関係強化を以下の施策を通
じて実施する。 
・資源国等の関連技術を含めた

＜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（実証準備試験）の採択

と実施（1 件） 
 
 
[評価の視点] 
7-1 実証試験実施に向けた技術開発
が進捗し、資源国での課題解決・案件

組成に繋がるか 
7-2 資源国等のニーズ収集・分析が行
われたか 

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） 
 
6. 実証準備試験であるフェーズ 2 案件として下記

2 件採択し実施。 
・セラミック膜を用いた随伴水処理技術の実証研究 
・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 
 
7-1,7-2 &10（UAE）&11 
新たなニーズを取り込む技術開発であるフェーズ 1
案件について、8 件を継続実施。フェーズ 2 案件につ
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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。 

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。 

技術ニーズ調査を行い、我が国

の技術シーズについて情報提
供を行う。技術課題の解決につ
ながるものについて技術開発

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
2015 を開催する。本フォーラ
ムにより、技術開発等の共同研

究実施を検討し、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を強化す
る。 
・新たなシーズを取り込む技術

開発案件（フェーズ 1）につい
ては、これらを具体的な対象国
との実証準備、実証準備試験

（フェーズ2）へと展開させる。
さらにフェーズ 2 として実施
中の案件については、事業化に

向けての海外実証試験（フェー
ズ 3）の具体化等に向けた課題
検討を行い、企業及び資源国の

主体的な参加とともに、当該技
術の実用化に向けて着実に進
展を図る。 
・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・分析するとともに、資源

国等への技術的貢献を高め、資
源国等の人材育成と人的ネッ
トワークの構築を促進する。 

7-3 多くの資源国等及び企業等との

間で技術交流・人的交流が行われたか 
7-4 資源国等の人材育成と人的ネッ
トワーク構築が促進されたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
8.安定的かつ低廉な石油・天然ガス供

給の確保 
9.自主開発比率向上・供給源の多角化 
10.資源国での権益獲得・延長 
11.資源国との関係強化 

いても、既存 2 件および新規 2 件の合計 4 件を実施。 

特に技術ソリューション技術開発案件（CO2 分離膜）
がアブダビから高い評価を獲得。技術をツールとし
た共同研究を通じて資源国との関係強化を推進。 
 我が国企業との面談（65 テーマ【86 回】）を通じ、
今後の技術開発に繋がる技術シーズを収集。  

14 ヶ国(新規 4 ヶ国)に対して技術ミッションを派

遣し、技術シーズ情報提供とニーズ調査を実施。 
7-2,7-3 &11  
「JOGMEC Techno Forum 2015」を開催し、1,854
名が来場、外国人参加比率も増加。 

資源国・我が国企業幹部、ダニエル・ヤーギン氏、
経産省資エ庁資燃部長を招聘し、今後資源分野で活

用が期待される技術分野および戦略を紹介。 
招聘国-企業面談計 20 件を実施。特に IOC との協

力可能性について積極的に議論。日本企業も面談を

積極的に行い、当該機会を有効に活用。 
7-2,7-4 &11 技 術 ソ リ ュ ー シ ョ ン 研 修 Zero 
Emission – EOR and Sustainability コース：1 コー

ス実施（5 ヶ国 16 名） 
研修生から共同研究等への関心が示され、今後の

事業展開に繋がる契機を獲得。オマーン石油省との

MOU 下で個別技術協力を開始すべく、研修生を通じ
て調整中。 
7-2 産ガス国との共同スタディ等を通じて、

JAPAN-GTL プロセス技術によるガスのマネタイゼ
ーションに対するニーズ収集・分析を実施中。 
  

重要国と指定し、先方のニーズを踏まえた事業展

開を継続する等様々な方法で同国との関係強化

を図ってきた結果である。安定的な石油資源の確

保、自主開発比率の向上というアウトカムが実現

する、平成 27 年度の同国陸上油田権益取得に貢

献したことは、顕著な成果であり、上記同様に本

評定は S に値する。 

ったかどうか質的な成果を追求すべ
き。 

 
 
 

 (3)技術開発・人材育成 
・増進回収法、非在来型油
ガス田開発技術、海洋開発

技術（氷海・大水深）、環境
対策技術を最重点技術分野
とした具体的プロジェクト

選定。 
・技術開発進捗等の定期的
評価による技術開発の選択

と集中、及び技術開発の成
果の的確な把握による効率
性向上。 
・技術開発成果をリスクマ
ネー供給事業等の技術審
査・評価能力向上に活用。 
 

(3)技術開発・人材育成 
・増進回収法、非在来型油ガ
ス田開発技術、海洋開発技術

（氷海・大水深）、環境対策
技術を最重点技術分野とし
た具体的プロジェクト選定。 
・技術開発進捗等の定期的評
価による技術開発の選択と
集中、及び技術開発の成果の

的確な把握による効率性向
上。 
・技術開発成果をリスクマネ

ー供給事業等の技術審査・評
価能力向上に活用。 
・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。 
・知財方針に基づく技術開発

成果の知的財産確保。成果の
有効性を踏まえ、中期目標期
間内に特許申請 20 件以上実

施。 
 

(3)技術開発・人材育成 
・資源国との関係強化による権
益の獲得・延長や可採埋蔵量の

増大につながる技術優位性の
向上につながる技術開発プロ
ジェクトを実施。なお、技術開

発の進捗等定期的に評価し、技
術開発の効率性を高度化。  
・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側との
共同研究を継続し、アブダビの

油田における我が国の権益延
長等を支援。具体的には実証試
験に係る基本 設計、油層評価

並びに各種データ取得・解析に
係る技術を開発。EOR の評価 
手法の確立に向けた研究、新規

EOR の調査と技術開発を実
施。 
・非在来型油ガス田開発技術に

関しては、我が国企業が関連す
るシェールガス／オイルプロ
ジェクトの試料等を用いて水

圧破砕/スイートスポット探査
等の技術開発を 3 件程度継続
し、我が国企業を技 術支援し

(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 3 件以上実施。 
2.非在来型油ガス田開発技術に関し

て我が国企業との共同研究を 3 件程
度継続 
3. 非在来型油ガス田開発技術に関し

て北米以外の産油国との 1 件程度の
共同研究を目指す。 
4.特許申請を年 4 件実施 
[定性的指標] 
5.平成 27 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
の効率性が向上したか 
5.-2 相手国からの高い評価を受けた

か 
5.-3 技術的ブレークスルーを実現し
たか 
5.-4 日本企業による活用がなされた
か 
5.-5 研究開発成果の事業化が促進し

たか 
＜アウトカムの視点＞ 
6.安定的かつ低廉な石油・天然ガス供

(3)技術開発・人材育成 
1. ベトナム、カナダ、アブダビ、豪州、国内で共

同研究を計 7 件開始。 
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 4 件の研究を継続。 

3. メキシコ国営石油会社（PEMEX)およびアルゼ
ンチン国営石油会社（YPF)と共同研究を目指し
交渉。 

4. 特許申請を 4件実施（内 2件は JOGMEC単独）。 
5-1 中期計画に定める最重点技術分野にリソースを
重点的に配分して、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・十分な成果見込や我が国企業等との役割分担の
観点からプロジェクトを選定し実施。また各プロジ

ェクトについて、随時進捗報告を行い、対応方針等
を決定する運営を実施。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。 
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

の権益取得に貢献。一方、同 CO2EOR のモニタリン
グに係る新震源についてはカナダ公的研究機関
(PTRC)との共同研究協定に基づきカナダで実証試験

（３）技術開発・人材育成：S 
＜評定と根拠＞ 
・平成 27 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）：年度計画比 233% 
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：133% 
3.非在来型油ガス田開発技術に関して北米以外

の産油国との 1 件程度の共同研究を目指す。：
200% 
4.特許申請件数（定量）：100％ 
と、平成 27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%以上を超える実績を上げた。 
･ 内容面として、技術開発プロジェクトの選択に
ついては中期目標等に定める権益獲得・延長や資
源量の拡大に繋がる優位性や成果が見込める技

術分野を選定し、進捗等についても十分把握した
上で事業を実施していると認められる。 
5-2,5-3,6,7,8.増進回収法において、2003年か

ら実施している CO2EORの共同研究がアブダビ国
の高い評価を得､特に CO2圧入時の地層内流体挙
動を把握するモニタリング技術等の技術力が認

められ、2015年 4月の我が国のアブダビ国巨大
陸上油田群権益の新規獲得に大きく資し、将来
の原油の安定供給に著しく貢献した（アウトカ

＜評定に至った理由＞ 
・新規共同研究 2 件、新規特許申請 4 件、

非在来型資源技術開発共同研究3件な
どの着実な実施。 

・低油価環境下における企業ニーズを踏
まえた技術開発の実施並びに進捗等
の定期的評価等による技術開発効率
性の向上。 

・人材育成については、世界最先端のシ
ミュレーターにより、即戦力の人材育
成を図る2講座を新たに開設するとと
もに、掘削技術の国際認証資格につい
て国内唯一の資格発行機関として、講
習を着実に実施。（目標達成） 

 
・海外技術者研修を１２５名実施。 
・大学との連携による講義・研修実施、
関連業界技術者等に対する国内技術
者研修を実施。 

・産油国等向け技術ソリューション研修
の実施。 
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てプロジェクトの開発最適化

に資す。さらに北米以外の産油
国との 1 件程度の共同研究を
目指す。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、事業の円滑な推進に
活用。  
・海洋開発技術に関しては、氷
海開発について、我が国企業の
既存プロジェクトを支援する

ための情報提供等を目的に氷
況把握等の調査を実施。また大
水深開発について、開発コンセ

プトの安全性評価技術等の研
究を実施し、当機構の技術評
価・審査能力向上に活用。  
・環境対策技術に関しては、随
伴水処理技術について、有効性
を実証済の油水分離装置に係

る経済性 向上のための実証実
験を実施。また、水溶性有機物
等の処理技術確立に向けた研

究を実施。 
・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 2 件程度実施。  
・上記に係る我が国企業等との

共同研究を 3 件程度実施。  
・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・意見を交換。  
・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
を企図。新規の特許申請を 4 件
程度実施。また研究成果につい

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。さらに知財研修を
通じて、技術戦略の実施におけ
る知財の活用を促進。  
 

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 

を実施。 
・アブダビ海域下部ザクム油田の CO2EOR パイロッ
トテストの実現に向け、ADNOC が求める CO2 回収
/圧入設備やプラント等の基本設計(FEED)を
JOGMEC が中心となり、我が国企業と技術を結集し
て実施。更に ADNOC の要望に応じて、INPEX とア
ブダビ国の油田の坑壁安定性についての共同スタデ

ィを新規に実施し、我が国が有する巨大海上油田の
権益維持に向け ADNOC 等との関係を一層強化。 
・ベトナム側のニーズに応じ、同国営石油会社傘下

の国営研究所と、環境負荷が少なく低コストで低油
価環境に適した低塩分濃度水攻法に係る共同研究を
新規に実施。 
・INPEX と豪イクシスガス田における貯留層モニタ
リングの共同スタディを新規に実施し技術支援。 
5-2,5-3,5-4,5-5 非在来型油ガス田開発技術につい

て、JOGMEC は、シェールガス/オイルの開発に係
る生産量増加・コストダウンに貢献する技術開発を
北米を中心に他の産油国への展開も視野に入れて行

い、低油価環境下における我が国企業の北米プロジ
ェクトの推進等、将来に向け質的に高い成果を上げ
た。またメキシコ、アルゼンチン国営石油会社（YPF）
と共同研究開始に向けた交渉を実施し、YPF との共
同研究実施に係る交渉の結果、守秘義務契約を締結
し、供給源の多角化に向けたシェール共同研究に係

る交渉が進展。 
5-4,5-5 海洋開発技術については、氷海開発技術で北
東グリーンランド海域での氷況分析結果を我が国企

業に提供してプロジェクトの円滑な推進に貢献。ま
た大水深開発コンセプトに係る安全性・稼働性評価
に関する研究を実施。 
5-3,5-5 環境対策技術については、メキシコ国営石油
会社との共同研究で同国洋上施設で実証した磁気を
用いて油水を分離する小型高性能油水分離装置を低

油価環境下での普及のため、コストダウンを目指し
てスラッジから磁性体を回収・再利用する装置を国
内の実油田で実証し 70%以上の磁性体回収、ランニ

ングコスト 50%削減を確認し、実証済の我が国独自
技術に係るコスト競争力強化。 
5-4,5-5,7,9 操業現場技術支援事業においては、国産

資源の開発・生産について、福米沢油田における                  
共同スタディ「女川層タイトオイル開発に係る技術
研究」を遂行。本スタディでは、水平掘りと水圧破

砕を国内で初めて実施し、共同研究成果を活用して、
貴重な国産非在来資源の初の開発に向け進展。また
新たに国内における水溶性天然ガス、タイトオイル、

CBM に係る 3 件を選定して技術支援を実施し、貴重
な国産資源の新規開発・増産に向け貢献。 
5-4,9 技術協議会として、我が国企業 25 社と個別に

意見交換を実施して技術課題や要望を把握。 
実施許諾収入実績として、シェール開発に広範に活
用されている Geo-Pilot（傾斜坑井掘削制御装置）等

5.1 億円（平成 13 年度からの累計収入額 66 億円）。 

ムの達成）顕著な成果と認められる。また我が

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、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

したと認められることが高く評価される。 
5-2,5-3.低油価環境に適した技術開発を複数実
施しており、コストが低く世界的にも事例が少

ない低塩分濃度水攻法に係る共同研究をベトナ
ム国と開始したことは、中東依存度の高い原油
調達において将来の供給源の多角化に資するも

の。また、シェールオイル・ガス等の非在来油
ガス田開発技術が、低油価環境下での我が国企
業の円滑なプロジェクト実施に貢献したこと、

環境対策技術において開発済みの油水分離技術
の大きなコストダウンに成功したことは、我が
国企業の支援に向け大きく進捗した実績と認め

られる。 
5-2,7,加えて、非在来油ガス田開発事業におい
て、中南米等の新規地域への展開も視野に入れ

て、北米での探鉱開発の最適化に向けた技術開
発を進めたことは評価できる。これらの技術は
国内外の高い評価を受け、年度計画を上回る既

存の 4 件に加え、新たに 1 件のプロジェクトが
開始される等、事業が進展。また JOGMEC が
培った技術力が産油国側の高い評価を受けて、

世界第二位のシェール埋蔵量を誇るアルゼンチ
ンと非在来油ガス田開発に関する共同研究の実
施に向け守秘義務協定を締結、交渉が進展し、

我が国への安定的な石油・天然ガス供給源の多
角化に向け確実に前進したと認められる。 
5-3.氷海技術情報が我が国企業に円滑に提供さ

れ、また大水深技術開発について開発コンセプ
トに係る実践的な研究開発が進展したと認めら
れる。 
5-5.多くの産油国が課題と認め、操業現場に不可
欠な環境対策技術で、実証済の我が国独自技術
に係るコスト競争力を強化し、低油価環境に即

応した技術開発を遂行したと認められる。 
5-3.操業現場支援事業として1件を完遂して貴重
な国産資源の開発を促進し、また我が国企業や

自治体等の要望に応じ 3 件を新規に採択・実施
していることは、国内資源の開発というアウト
カムの実現に向け、質的に顕著な成果を上げつ

つあるものと判断される。 
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の抽出等が十

分に実施されたと認められる。 
10-4.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寄
与したと認められる。 

10-1,10-4.国内の技術系人材育成のため 27年度
から新たに掘削クルーコース、検層解析評価コ
ースの 2種類の講座を新たに開設し、各講座に

ついて受講者の高い評価を得ている点が、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・量的に著しい成果を上げた

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
においてもアウトカムの実現等、量的・質的に
顕著な成果を上げた実績を勘案、当該事業の評

定を Sとした。 

 
 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善
方策＞ 

・28 年度中に我が国企業のニーズを踏ま
えた技術課題、技術動向、政策動向等
を踏まえつつ、中長期的な目標を含む
技術ロードマップを完成させるべき。 

・企業と JOGMEC の役割分担を決め、
自己満足の技術開発に終わることな
く、最終的には収益を上げられる方策
を検討していくことが必要。 

・全ての研究を一律に進めるのではな
く、低油価等の状況に応じ、研究内容
等の見直しが必要。 

 
・研修を実施した国の数や人数で成果を

計るのではなく、資源国のニーズ、他
の研修制度との差別化を行い、より政
策的に意義のある国に重点化するな
ど、質的な向上にむけて見直しが必
要。 

 
＜その他事項＞ 
・有識者からは、アブダビ陸上の陸上権

益に関してアウトカムとしての高い
成果があり、研修共同研究、技術面（Ｃ
Ｏ２ＥＯＲ）などが総合的に結実した
とのコメントがあった。 

 

 ・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、人材育成を

実施する。  
・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
のため、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。また、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は、最先
端のシミュレーション等を活
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＞ 
10-2 安定的かつ低廉な石油・天然ガ
ス供給の確保 
10-3 自主開発比率の向上・供給源の
多角化 
10-4 日本企業の資源開発力の向上 

10.-1 京都大学、九州大学、千葉大学において、「石
油開発技術講義」を実施。また、早稲田大学におい

て、JOGMEC 講座「石油・天然ガス技術の最先端（全
14 回）」を実施。JOGMEC がテキスト作成及び講義
全般を独自に構成することで現状の石油開発技術に

合致した講義を実施。受講者の 9 割から高評価。イ
ンターンシップとして 1 名を受入れ、国内の資源開
発分野での基盤作りに寄与。 
10-1 基礎講座Ⅰ・Ⅱ及び現場見学は JOGMEC 職員
が講師となり、国内石油開発企業の事務系・技術系
職員の他、異業種からも幅広く参加。受講者の 9 割

から高評価を得て、石油開発業界に対する理解向上、
裾野拡大に貢献。 
10-1,10-4 専門講座、ウェルコントロール講習会を実

施し、受講者から高い評価を得た。 
10-1,10-4 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掘削技術
と検層技術等について世界最先端のシミュレータ
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ー等を導入し、集中的な研修を実施。平成 27 年度

に「掘削クルーコース」「検層技術／検層解析評価
コース」を新規に講座開設して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寄
与。 

 (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 
＜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.自主開発比率の向上・供給源の多角
化 
5.日本企業の参画 

(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 20 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した。 
2.アンケートで 86.3％の肯定的評価を得た。 
・対外国際石油・天然ガス動向報告会を毎月(計 12
回)開催。 
・レポートを 142 本公表すると共に、定期刊行物（石
油・天然ガスレビュー）を隔月に 6 回発行。 
・国民へのエネルギー広報を推進してエネルギー政
策の実施に貢献。 
3.海外の専門家を招聘して国際セミナーを開催し、世

界の石油・天然ガス開発動向に関するタイムリーな
情報提供を実施。天然ガスと石炭について、それぞ
れの需給動向や課題について分析。 
4. さらに、イランの制裁解除と上流開発への参入機
会、サウディアラビアとイランの石油・ガス事情、
新規 LNG プロジェクトのマーケットへの影響、東南

アジアのスモールスケール LNG 事業の展望、メキシ
コ湾の大水深石油開発、北米タイトオイルの採算分
岐点、メキシコ・ラウンドワンの進捗状況、石油・

天然ガス市場動向等に関する情報を継続的に提供。
平成 26 年度から引き続いて実施した石油市場分析
は、石油の供給構造に大きな変化があったのではな

いか、また、公的機関として当該構造の変化の分析
が責務ではないか、という観点から平成 27 年度も実
施し、その結果を政策当局に報告すると共に、国際

石油・天然ガス動向報告会や学会等で報告し、世界
最大級の国際石油関連会議ではこれらの結果を基に
理事長が講演した。 
5.「JOGMEC-TRC ウィーク 2015」を本部及び TRC
において 4 日間開催、技術情報を発信し、技術者の
ネットワークを構築。延べ 408 名が参加し、92.6％
の肯定的評価を得た。『技術本部年報』を発刊(国内関
係企業・機関、大学等約 400 件配布、海外展示会等
でも配布)、メールマガジンを 6 回発行。探鉱データ

ベースはデータ・資料の登録、提供を確実に実施し、
更に新規インターフェースを公開すると共に各種講
習会を行い、大幅な利便性等の向上を図った。また

技術動向調査 2 件の報告会を実施した。 

（４）情報収集・提供：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 年度アウトプット指標に対する達成度
は、 
1. 政策当局や我が国企業等の要請に応じた報

告会・講演等 20 件（達成度 154％） を実
施し、 

2. 当年度の情報提供に係るアンケート調査で
肯定的評価 86.3％（達成度 115％）  

3. 技術情報に係るアンケート調査で 92.6％
（達成度 123％）を達成。 

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慎重に調査・情報収集
し、正確な情報や分析結果をタイムリーに情報を

提供。特に、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うえ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された。 
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。特に、政策当
局に対しては LNG 市場の整備状況等に関する
情報提供を継続的に行い、政策立案に貢献。 
石油市場分析は、技術進展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
の報告は、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。 
 
以上、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、内面
的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 S
とする。 

＜評定に至った理由＞ 
・今般の低油価により、企業・マスコミ・

政府関係機関等から産油国情勢、石
油・ガスの開発・生産・価格動向など
の情報ニーズが大幅に増加している
中、中東をはじめとする関連情報の提
供等を積極的に実施し、メディア対応
等は前年度７３件から１１２件に増
加。また、政府の政策立案の基礎情報
としても大いに貢献。（目標を上回る
顕著な成果） 

 
＜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。 

 
 

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 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、借入一部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 年度評価 項目別評定調書（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：

0251               ※番号は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   （実績値[累計値]）   0 件[0 件] 0 件[0 件] 0 件[0 件]   
（達成度[進捗度]）  1 件 [0%] [0%] [0%]   
(2)共同調査実施件数 
（計画値） 2 件/年 ― 2 件 2 件 2 件   

決算額（千円） 3,014,497 3,179,549 3,049,810 
 
 

 
 （実績値）   2 件 2 件 2 件   

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

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

経常利益（千円）  2,445     4    14   （実績値）   1 件 4 件 4 件   
（達成度）   100% 200% 200%   
(5)コンサルテーション社

数（計画値） 19 社/年  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   

（達成度）   100% 126% 126%   
(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 ― [5 件] 

従事人員数（人） 21.02 24.6 25.74   
（実績値[新規累計値]）   3 件[3 件] 8 件[8 件] 7 件[9 件]   

（達成度[新規進捗度]）   300%[60%] 200%[160%] 100%[180%]         
(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         
（実績値）   ―  －  受入 8 派遣 17 受入 10 

派遣 25         
（達成度）   ―   120% 175%         

(8)高度化調査実施件数
（計画値） 8 件/年  8 件 8 件 8 件 ―        
（実績値）   7 件 10 件 13 件         
（達成度）   88% 125% 163%         

(9)報告会等回数 
（計画値） 4 回/年  4 件 4 件 4 件         
（実績値）   4 件 6 件 10 件         
（達成度）   ―   ― 100% 150% 250%         
(10)肯定評価（計画値） 75%  75% 75% 75%         
（実績値）   ― 99% 99%         
（達成度）   ― 132% 132%         
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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)資源確保への対応 

①地質構造調査等 
・我が国企業の海外石炭資源
権益確保支援のため、地質構
造調査で我が国企業単独では

入り込みにくい地域等で主導
的探査等を実施、民間企業の
調査へ効果的な助成金交付

等。 
・海外地質構造調査・民間企
業助成事業で中期目標期間内

2 件以上の開発移行。 

(1)資源確保への対応 
①地質構造調査等 
・我が国企業ニーズを踏まえ、我が
国企業単独で入り込みにくい地域等
での地質構造調査で主導的探査等実

施、民間企業調査へ効果的な助成金
交付等。 
・地質構造調査、技術協力、出資・

債務保証、情報収集・提供等支援機
能を有機的に組合せ、我が国企業ニ
ーズを踏まえ適切効果的支援。 
・海外地質構造調査・民間企業助成
事業は、我が国企業ニーズを前広に
把握、これを反映し対象国・地域を

選定、対象地域の地質構造、石炭賦
存状況等を的確に評価し、中期目標
期間内で2件以上の案件の開発移行。 

(1)資源確保への対応 
①地質構造調査等 
・我が国企業の石炭資源権益確
保等に対し、地質構造調査・助
成事業の支援継続。地質構造調

査は、産炭国政府機関と共同調
査・海外企業等と JV調査実施。 
・地質構造調査の共同調査では

モザンビーク及びベトナムで
調査継続。 
・JV 調査で 3 件を着実に実施、

1 件新規立ち上げ。 
・開発可能性調査では技術的検
討を含めた高精度の審査実施、

良質な案件への助成決定・支援
を適切実施、我が国企業ニーズ
を踏まえ新規支援制度検討。 

＜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(2 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。 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
4.コンサルテーション年間 8 社以上実施。 
〔評価の視点〕 
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。 

①地質構造調査等 
＜主要な業務実績＞ 
1.共同調査の実施 
1-1 モザンビーク及びベトナムで実施。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、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中。ベト

ナムについては、日本の鉄鋼会社などか
ら特にニーズの高いベトナム無煙炭の供
給確保に貢献する上で、極めて重要。 

1-2 モザンビークについては、ニアサ州及
びマニカ州において、ボーリング地点選
定調査など、鉱物資源エネルギー省との

協働により友好的に実施。また、2016
年 3 月にはマプトでワークショップを開
催。 

・ベトナムについては、迅速かつ友好的に
当年度調査の策定を完了させ、ボーリン
グ調査を開始した。 

1-3 モザンビークについては、ニアサ州及
びマニカ州において原料炭をターゲット
とした初期探査を実施中。 

・ベトナムについては、ベトナム無煙炭は
炭質や輸送距離における優位性から日本
企業のニーズが高い。また、同国の無煙

炭輸出量削減の政策において、日本への
無煙炭輸出量を確保する上で、当該調査
の意義は極めて高い。 

1-4 モザンビークについては、マニカ州及
びニアサ州においてフェーズ 2 調査（精
密調査）を実施し、マニカ州では、未探

鉱地区における初めてのボーリング調査
を行い、地質構造を把握するとともに、
石炭堆積環境が存在した証左である石炭

薄層を捕捉。また、ニアサ州では、地質
調査によりこれまで確認されなかった地
区で新たな石炭露頭を発見。 

・ベトナムにおいては、ボーリング（4 孔、
2,900m）を実施し、坑内掘りの対象とな
り得る優勢な炭層を捕捉。 

2. JV 案件の実施 
・継続案件については、豪州・クリフォー

ド地域（一般炭）、豪州・キルメイン地域

（一般炭・PCI 炭）及び豪州・ディンゴ
ウエスト地域（PCI）の 3 件を実施。ク
リフォード地域では、2 地区においてボ

ーリング調査を行い、1.7 倍の資源量増
加を達成。キルメイン地域については、
対象鉱区北部でボーリング調査を実施。

深度 400～500m において炭層を捕捉し
たが、各層厚が薄く経済的な採掘実現可
能性は極めて低いと判断し、当該 JV か

ら撤退。ディンゴウエスト地域について
は、ボーリング調査により周辺操業炭鉱
と同質の石炭層が賦存している状況を確

認。 
・新規案件については、カナダ・パリセイ
ド地域（原料炭）及びインドネシア・ボ

スピービー地域（一般炭）の 2 件を新規
形成。パリセイド地域は初めての原料炭
案件及びカナダでの案件であり、夾炭層

が分布する未探鉱地区でボーリング調査
を実施。ボス・ピービー地域については、

 
 
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 27 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）：

100% 
3． ＪＶ案件の新規実施件数（定量）：

200% 
4． 開発可能性調査採択件数（定量）：

200% 
5. コンサルテーション(定量)：200%
  
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。 
・日本企業 16 社へのコンサルテーショ

ンにより、JOGMEC が有する知見・

ノウハウを最大限に活用し資源価格
低迷時に日本企業を直接支援する日
系 JV 制度を創設。1 件の実施希望書

を受理。技術審査を経て 2016 年 5
月中旬、一号案件（イースタンコー
ル地域(豪)）を形成。 

・石炭生産者から直接、石炭の販売権
を獲得できる JV（販売権獲得型）を
創設。案件形成（ボス・ピービー

(BPB)地域（尼））を実現。所要の公
募期間を経て、2016 年 6 月中旬に日
本企業に当該販売権を譲渡。これに

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。。 
・JV 調査では従前の豪州 3 件に加え、

評定 Ａ 
・高品位一般炭が産出されるインドネシ

アのボス・ピービｰ地域においてＪＶ
調査を行うことにより石炭販売権を
獲得。その後、販売権を日本企業へ譲
渡したことは、初の引継ぎ案件であり
高く評価できる。 

・また、昨年に続きベトナムが無煙炭輸
出を停止したが、JOGMEC の協力事
業を梃子にしつつ輸出再開を働きか
け、輸出再開が実現したことも大きな
成果であり、高く評価できる。 

・さらに、豪州やベトナム等での
JOGMEC 事業は産炭国との二国間関
係強化につながっており評価されて
いる。例えば、高効率石炭火力への公
的融資の是非に係る議論ついて、多く
の産炭国の同調を得て我が国の方針
が国際場裡で認められた事は高く評
価できる。 
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（目標値を１２０％以上）
を達成（目標を上回る成果） 

・JV 調査については、５案件を実施し、
特に、クリフォード地域（豪）につい
ては、有望な 2 地区において集中的に
ボーリング調査を行い、前年比で約
1.7 倍の資源量増加を達成した。 

・ボス・ピービー地域（一般炭）は、企
業ニーズを組み入れた初の販売権獲
得型 JV であり、制度創設以来、日本
企業へ初めて譲渡された。（特筆すべ
き成果） 

・共同調査については、ベトナムについ
ては、2015 年末にカウンターパート
と迅速かつ友好的に調査計画を策
定・合意し、ボーリング調査を開始。
坑内採掘可能な深度において優良な
炭層を捕捉。 

・海外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 4 件に対して助成を
実施。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
供給源の多角化といったアウトカム
に寄与する。 
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企業ニーズを組み入れた初の販売権獲得

型 JV であり、JOGMEC が H27 年度の
義務負担額を拠出することで販売権オプ
ションを獲得済み。2016 年 6 月の入札

により落札者が決定し日本企業への引継
ぎが実現。開発移行の達成が期待される。 

2-1 JV形成については、豪州において7社、

インドネシアにおいて 24 社、カナダに
おいて 2 社を訪問、案件形成を精力的に
行った。また海外企業 13 社と守秘義務

契約を締結し、案件評価を実施。 
2-2,7 継続案件 3 件は豪州、新規案件はカ

ナダ及びインドネシアであり、いずれも

日本企業の関心の高い地域であり、安定
供給に繋がる地域である。 

2-3 クリフォード地域では、過去のボーリ

ング結果と検層結果との整合性について
スタディを行い、当該 JV においては地
質コアを採取しないボーリング結果を正

規資源量の算定に利用できることを明ら
かにした。この結果、探鉱コスト削減が
可能となった。ディンゴウエスト地域に

ついては、地震探査を多用して、ボーリ
ング調査による確度向上を図った。 

2-4 キルメイン地域については、2016 年 3
月に当該 JV から撤退した。 

2-5 クリフォード地域では、有望な 2 地区
において集中的にボーリング調査を行

い、前年比で約 1.7 倍の資源量増加を達
成。ディンゴウエスト地域については、
周辺操業炭鉱と同質の石炭層が賦存して

いる状況を確認し、炭層賦存ゾーンの位
置をより明らかにした。パリセイド地域
では、夾炭層が分布する未探鉱地区でボ

ーリング調査を実施し、新たな炭層の広
がりを確認した。 

2-6 クリフォード地域は、るスラット堆積

盆に位置する案件であり、将来を見据え
た優良案件の確保の観点から実施してい
る案件である。ボス・ピービー地域は、

企業ニーズに合わせてスキーム改良を行
った販売権獲得型 JV の案件であり、
2016 年 6 月の入札により落札者が決定

し日本企業への引継ぎが実現。開発移行
の達成が期待される。 

3.開発可能性調査の実施（採択件数：4 件） 
・新規 3 件（豪州・ロールストンサウス地
域、モザンビーク・レブボー地域、イン
ドネシア・GDM 炭鉱地域）、継続 1 件（コ

ロンビア・ドラモンド炭鉱事業）に対し
て助成を実施。 

3-1 現在の石炭市況低迷の中、日本企業に

よる石炭資源開発への投資を促進するた
めに行った助成対象の拡張（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）に伴う内
規改正を行った。 

3-2 GDM 炭鉱地域については、坑内掘り操

業に向け、試験坑道を利用した各種試験
が進んでおり、将来の開発あるいは操業
段階におけるリスクマネー供給による継

続的な支援が期待される。レブボー地域
については、市況変化に伴うフィージビ
リティスタディの見直しを実施してお

り、スタディの結果次第では開発段階な
どに対するリスクマネー支援への要請が
十分に予想される。 

3-3 申請があった新規 3 件（ローレストン
地域、レブボー地域、GDM 炭鉱地域）
に対して、迅速かつ精度の高い各種審査

を行い、安定供給・供給源多角化に繋が
る案件として採択し助成を実施、ドラモ
ンド炭鉱事業については、H26 年度から

の継続案件として助成を実施。 

新たにカナダ、インドネシアで同国

初の JV 調査 2 件（パリセイド地域
（加：原料炭）、BPB 地域（尼：環
境炭））を組成。延べ 5 件を実施。ク

リフォード地域（豪：継続）につい
ては、有望 2 地区で集中的にボーリ
ング調査を行い、前年比で約 1.7 倍

の資源量増加を達成。パリセイド地
域はグリーンフィールドエリアで良
質な石炭層の広がりを捕捉し、顕著

な探鉱成果を取得。 
・共同調査は、強粘炭の新たな供給国

(フロンティア)として世界が注目す

るモザンビークと希少性の高い無煙
炭供給国と知られるベトナムの 2 カ
国で実施。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。
新たな石炭賦存期待地域を抽出し将
来的な新規炭層発見の可能性を高め

た。 
・ベトナムの共同調査は、2015 年 2 月

に無煙炭輸出禁止措置を受け、調査

を一時凍結。その結果、ベトナム政
府は、日本向け無煙炭輸出の重要性
と JOGMEC によるベトナム石炭産

業への貢献を高く評価、配慮し、年
末に輸出再開を決定。これを受け、
JOGMEC はカウンターパートと迅

速に調査計画を策定・合意し、ボー
リング調査を開始。坑内採掘可能な
深度において優勢な炭層(炭層厚約

10m)を捕捉、多大な探鉱成果を得る
とともに同国資源埋蔵量の拡大に貢
献。 

・開発可能性調査については、民間ニ
ーズを踏まえて助成対象範囲を投資
判断のためのデューデリジェンス調

査まで拡大、新規 3 件を含む 4 件を
助成。このうちコロンビアのドラモ
ンド炭鉱事業（一般炭）、インドネシ

アの GDM 炭鉱地域（一般炭）及び
モザンビークのレブボー地域（原料
炭）などは、いずれも供給源多様化、

安定供給に寄与する大型案件。 
・内容面においても上記のとおり日系
JV制度の新設、石炭開発独自の販売

権獲得型JVの構築及び両制度による
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。この内特に販売権獲得型 JVにつ
いては、日本企業への引き継ぎ、開
発移行というアウトカムが早期に実

現可能な独自の制度であり、2016 年
6 月の入札により落札者が決定し日
本企業への引継ぎが実現。開発移行

の達成が期待される。また JV調査、
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

ビークで案件の構築及び調査の進展
がなされ、豪州案件で資源量の増加、
ベトナム案件で優勢な炭層の捕捉が

なされるなど石炭安定供給、供給源
の多角化のため、成果も得られてい
る。また開発可能性調査においても、

インドネシア、モザンビーク、コロ
ンビアで本中期計画期間中で開発移
行や生産段階に移行する可能性のあ

る案件を採択しており、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Ｓとした。 
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3-4,5 ドラモンド炭鉱事業は、操業地区周

辺の開発準備中あるいは探鉱中の地区に
おける調査が順調に実施。パナマ運河拡
張により輸送コストが低下すれば、同炭

鉱からの石炭生産物が日本に輸出される
見通しであり、供給源の多角化に繋がる
可能性あり。レブボー地域では、当初の

大型露天掘りが計画されていた地区以外
において、低初期投資・操業コストでの
開発可能な地区を特定するための探査を

実施。特定地区において小規模露天掘り
開発が経済的にフィージブルであると判
断されれば、早期における操業開始が期

待。GDM 炭鉱地域は、我が国の先進的
な坑内採掘技術を適用して、同国初の完
全機械化による坑内掘採炭の実現を目指

している案件である。これが実現すれば、
同国における坑内採掘のモデルとなると
考えられ、安定供給への貢献が期待され

る。 
4.コンサルテーションの実施 
4-1 石炭価格の低迷は有望な案件を安価に

取得できる好機であるため、積極的にコ
ンサルテーションを実施し、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。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
うとともに、日系 JV 制度については 1
件の実施希望書を受理。 

4-2 日系 JV 制度の新設し、日本企業との
JV 形成により JOGMEC の知見・ノウ

ハウを最大限に活用した直接支援が可能
となった。また、助成対象事業の拡大に
伴う内規改正を行うとともに、販売権に

より石炭調達を行う日本企業の主要な商
流を考慮して販売権獲得型 JV によるボ
ス・ピービー地域の形成を行った。 

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。 

 
 

 
 

 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

府機関と連携も必要に応じ実施し適
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
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。 

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、案件組成に努める。 
・採択後は全出資・債務保証案
件の進捗状況に係る定期点検

実施（年 4 回）、パフォーマン
スレビュー（年 1 回）実施。 
・業界ヒアリング、アンケート

調査等実施し企業ニーズ把握、
供給源多角化も視野に適切効
果的金融支援を実施。 
・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）。 

＜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。 

〔アウトカムの視点〕 
1-6 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石炭価格低迷により、本邦企業が

新規案件の投資に慎重な中、潜在的優良
案件の発掘に向け 24社(計画 19社)とコ
ンサルテーションを実施すると共に、海

外事務所と連携し、各社ニーズを的確、
確実に把握し、各種支援制度(開発可能性
調査他）にてフォロー。個別開発債務保

証相談案件では海外フィナンシャルアド
バイザーに対し、プロジェクトファイナ
ンスを早期組成する観点から、JOGMEC保

証によるファイナンススキームを前倒し
で説明し、制度利用に向けた取り組みを
積極的に展開。 

・停滞する本邦企業による探鉱を活性化さ
せるため、一時的な資金繰りを要さずに
企業ニーズの高い環境炭他を確保しつ

つ、かつ生産者との生産物引き取りを通
し、相互の信頼関係を構築、未探鉱鉱区
において共同炭鉱を促す機会にも繋がる

販売権獲得型 JVを形成、探鉱出資制度利
用促進に向けたビジネスマッチング機会
の拡大に貢献。 

・日本企業への引継ぎ実績は、探鉱資金の
調達に苦しむ石炭生産者に対し、新たな

（２）リスクマネー供給：A 
＜評定と根拠＞ 
・コンサルテーションの実施について
は、平成 27 年度実績の指標に対する
達成度が 126%となった。 

・石炭価格は平成 23年度以降下落し、
平成 27年度も下落は継続し、事業環
境は更に悪化している。本邦企業は

新規投資を選別し、過去 4 年間で本
邦企業による探鉱段階の買収案件が
ないという厳しい状況にあり、案件

構築は困難な状況。 
・石炭価格低迷により、本邦企業が新
規案件の投資に慎重な中、潜在的優

良案件の発掘に向け 24 社(計画 19
社)とコンサルテーションを実施す
ると共に、海外事務所と連携し、各

社ニーズを的確、確実に把握し、各
種支援制度(開発可能性調査他）にて
フォロー。 

・個別開発債務保証相談案件では海外
フィナンシアルアドバイザーに対
し、プロジェクトファイナンスを早

期組成する観点から、JOGMEC保証に
よるファイナンススキームを前倒し
で説明し、制度利用に向けた取り組

みを積極的に展開。 
・停滞する本邦企業による探鉱を活性

＜評定に至った理由＞ 
・企業コンサルテーションは、企業ニー

ズを網羅的に把握し適確に制度改革
に取り組んだことは評価できる。豪州
案件については、オペレータのフィナ
ンシャルアドバイザーと JOGMEC
が直接面談し、スキームの説明を行い
開発案件を組成するといった試みも
実施。このような試みにより、現在
JOGMEC債務保証制度の活用を含む
最終的な詳細検討が企業間で実施さ
れている。 

・探鉱出資制度利用促進に向けたビジネ
スマッチング機会の拡大に貢献。
JOGMECのリスクマネー供給を含む
制度の知名度の向上、石炭探査分野に
おける JOGMEC プレゼンスが改善。 

・石炭価格は平成 23 年度以降下落し、
平成 27 年度も下落は継続し、事業環
境は更に悪化しているが、JOGMEC
は精力的に企業と案件組成に向けた
協議を継続している事は評価できる。 
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・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）。 

ビジネスモデルを提供。JOGMECのリスク

マネー供給を含む制度の知名度の向上、
石炭探査分野における JOGMEC プレゼン
スのさらなる改善。 

・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。 

・以上の新たな取り組みにより、石炭開発

事業のアウトカムとしての石炭安定供給
にも大きく貢献。 

・これらコンサルテーション等の結果、2016

年 3月末時点で検討中案件は計 10件 
①  出資案件 3件（豪州 2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） 

 
1-2 上記のうち、モザンビーク 1 件につい

ては、他事業である海外炭開発可能性調

査制度により、経済性の確認のための支
援を行い、継続協議を実施。 

1-4 上記のうち、モザンビーク 1 件は守秘

義務契約を締結し、探鉱出資・債務保証
の実行に向けて事前審査を実施、継続フ
ォロー中。 

豪州 1 件については、本邦企業に加えて、
地場パートナー企業との面談を実施。具
体的な支援スキームの紹介を通じ、案件

結実に向けた協議を継続。 
1-5 守秘義務契約を締結している案件や相

談案件については、適切に情報提供を受

け、リスクを評価し、検証を実施。 
・豪州 1 件については、弁護士との協議を

通じてスキーム上のリスクを洗い出すと

共に、案件結実に向けた協議を継続。 
1-6 一方で、石炭価格は平成 23 年度以降下
落し、平成 27 年度も下落は継続して 

いる。各鉱山の採算は悪化し、本邦企業は
新規投資を選別しており、過去 4 年間で
本邦企業による探鉱段階の買収案件はな

いという厳しい状況にある。 
 
・我が国最大の石炭輸入国である豪州クイ

ーンズランド州との包括的な MOU の
下、政権交代（15 年 2 月）を受け、良好
な関係の維持促進のため、以下の面談を

実現。民間企業の要望事項等を集約の上、
投資促進のための提言等も実施。 

河野前理事長と QLD 州パラシェ首相（10
月、セミナーも同時実施） 

黒木理事長と QLD 州スプリングボーグ野
党（自由国民党）党首（3 月） 

・日本企業の豪州権益投資の促進を図るた
め、MOU を締結している豪州クイーン
ズランド州（QLD）政府の協力のもと、

以下のセミナーを実施。 
  最近の炭鉱権益取得案件の動向を踏ま
え、豪州法律事務所弁護士による権益取

得時の留意事項に係るセミナー(10 月、
東京) 

  QLD 州パラシェ首相来日記念セミナ

ー(10 月、東京) 
  クイーンズランド州環境許認可（EIS）
手続と州資源産業の課題と現状に関する

クイーンズランド州によるセミナー(2
月、東京) 

・日本企業のインドネシア権益投資の促進

を図るため、インドネシアの石炭政策動
向と東カリマンタン州の投資環境に関す
るインドネシア石炭協会及び東カリマン

タン州投資局によるセミナー(1 月、東京)

化させるため、一時的な資金繰りを

要さずに企業ニーズの高い環境炭他
を確保しつつ、かつ生産者との生産
物引き取りを通し、相互の信頼関係

を構築、未探鉱鉱区において共同炭
鉱を促す機会にも繋がる販売権獲得
型 JVを形成、探鉱出資制度利用促進

に向けたビジネスマッチング機会の
拡大に貢献。 

・日本企業への引継ぎ実績は、探鉱資

金の調達に苦しむ石炭生産者に対
し、新たなビジネスモデルを提供。
JOGMECのリスクマネー供給を含む制

度の知名度の向上、石炭探査分野に
おけるJOGMECプレゼンスのさらなる
改善。 

・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
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。 

・以上の新たな取り組みにより、石炭

開発事業のアウトカムとしての石炭
安定供給にも大きく貢献。 

・モザンビーク案件については、他事

業である海外炭開発可能性調査制度
により、経済性の確認のための支援
を行い継続協議を実施。相談案件に

ついては、適切に情報提供を受け、
リスクを評価・検証。 

・豪州クイーンズランド州の新首相、

新野党党首が初来日した際、理事長
との面談を実現。首相来日時は、日
本企業向けに同州新資源政策に関す

るセミナーを開催。新野党党首とは、
日本企業からの要望事項等を集約の
上、理事長が投資促進のための提言

等を実施。上流事業の政策実施機関
としてリーダーシップを発揮。 

・日本企業の豪州投資促進を図るため、

豪州環境許認可に特化したセミナー
や豪州護士による権益取得セミナー
などを実施。インドネシアについて

も投資促進を図るため、東カリマン
タン州の投資環境やインドネシアの
石炭政策などのセミナーも実施。 

・以上の結果、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。 
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を実施。 
 

 (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

資源外交への支援強化。産炭
国主要関係機関等とトップ会
談等を実施、協力枠組みを構

築。枠組みの中で具体的協力
事業の実施。 
・協力枠組みと具体的協力事

業の目標数は中期目標期間中
５件以上。 
 
②我が国技術力を活用した資
源国等との関係強化 
・産炭国と重層的関係強化の

ため民間と適切な役割分担を
図り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、産炭国か
らの要望の強いものに集中実

施し、資源国と関係強化し我
が国企業の権益獲得を支援。 
 
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

今後も継続が予想され、これ
まで日本企業が参入してこな
かった、参入が遅れている

国・地域での資源開発が必要
と予想され、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協力を
進める。 

(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 
・産炭国エネルギー政策・資源確保
戦略を踏まえ我が国首脳・閣僚の資

源外交を支援、産炭国政府・主要機
関等との訪問・招聘による機構トッ
プ会談等実施で組織間の関係強化等

政府と一体となった働きかけ。 
・政府資源外交をサポート、我が国
企業ニーズを踏まえ産炭国と共同事

業立ち上げで産炭国主要関係機関等
と協力関係構築、その枠組みの中で
具体的協力事業を実施、炭鉱開発阻

害要因の環境等の問題を我が国の持
つノウハウで低減し、我が国石炭資
源安定供給を確保する協力枠組みと

具体的協力事業の目標数を中期目標
期間中５件以上。 
 
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優

先度・必要性を精査し、政府エネル
ギー政策と整合性を取り産炭国ニー
ズを踏まえ石炭関連技術の実証・普

及事業を実施。 
・産炭国と重層的な関係強化のため
石炭関連業務で蓄積した知見、ネッ

トワークを活用、ベトナム、インド
ネシア等アジア産炭国の炭鉱技術者
に生産・保安技術等の炭鉱技術を効

果的に移転し、資源国との関係強化
により我が国企業権益獲得を支援。 
 
③フロンティア国・地域との資源外
交の展開 
・石炭資源賦存地質情報が不足する

等我が国企業の参入が無かった、遅
れているが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・地域での機構の先行的な調査・
協力事業実施。 

(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 
・主要産炭国政府関係機関等と

の６件の協力枠組みを、具体的
協力事業の実施を通じ進展。新
たに１件の協力枠組みを構築。 
・産炭国との政策対話において
政府の資源外交を支援。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
を強化。 
 
②我が国技術力を活用した資
源国等との関係強化 
・モザンビーク石炭分野人材育

成事業で５名以上の研修生受
入、１５名以上の研修生に産炭
国で研修を実施。相手国政府機

関等からの評価が得られる研
修内容となるよう努め、資源国
等との関係強化に貢献。 
・産炭国の課題・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、同国の持続的人材育成に貢
献。 
・具体的に中国、ベトナム、イ

ンドネシア等の炭鉱技術者等
に対し、我が国の採炭技術、保
安研修を実施、研修生を１２０

名以上受入、６，０００名以上
の研修生に産炭国での研修を
実施。 
・石炭の安定供給・供給源多角
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

発現場における技術的課題解
決や生産性向上等に資する支
援事業を１件以上実施。 
 
 
③フロンティア国・地域との資

源外交の展開 
・モザンビーク等の有望な産炭
国において、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石
炭関連産業のマスタープラン

を産炭国と共同で２件完成。 

＜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 6,000 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。 

 
〔定量的指標〕 
4.技術支援事業の実施(1 件以上/年)。 
〔評価の視点〕 
4-1 我が国企業のニーズを踏まえた技術支援。 
4-2 技術的課題の解決に繋がる成果。 
4-3 技術支援の結果、安定供給に繋がり得る成
果。 

 
〔定量的指標〕 
5.モザンビーク等の産炭国におけるマスター

プランについて計画の完成(2 件)。 
〔評価の視点〕 
5-1 産炭国の高評価等、特筆すべき成果。 
5-2 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〕 
5-3 供給源の多角化に資する国・地域か。 

（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、インドネシア日

本受入研修覚書の 1 件の協力枠組みを新
規で構築。 

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・

マニカ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、カウンターパートとの協働により
友好的に実施。2016 年 3 月にはマプト
で当該年度成果に係るワークショップを

開催、成果の共有を実施し、人的強化を
図った。 

・4 月に、ベトナム VINACOMIN 会長と

担当理事が会談。同国での事業のほか、
無煙炭輸出禁止措置に関して意見交換を
実施し、関係を強化。 

・5 月、J-SUMIT にてモザンビーク鉱山局
長と担当理事が会談。 

・5 月に豪州 QLD 州政府の招聘により、

資源関連の研修機関・施設等の見学ツア
ーに担当審議役が参加。同州副首相を初
め、同州の政府機関・資源関連民間企業・

公共機関の要人と関係強化。 
・9 月に東京で開催されたクリーンコール
デー石炭利用促進会議において、同会議

参加者のロシアエネルギー省石炭局長、
インドネシアエネルギー鉱物資源省石炭
企業管理局長、ベトナム商工省国際局長、

カナダアルバータ州エネルギー省石炭鉱
物管理局長、豪州産業科学省石炭鉱物生
産部長等とバイ会談を行い、意見交換を

実施、協力関係を強化。 
・9 月にコロンビアを訪問、担当部長が同
国鉱山エネルギー省副大臣顧問等同国の

石炭産業関連政府高官等と面談を実施、
関係強化。 

・10 月に豪州 QLD 州首相初来日に合わせ

理事長と面談及びセミナー実施。同州と
の関係強化。 

・10 月に福岡で開催されたビクトリア褐炭

フォーラムを後援。ビクトリア州政府等
同州関連政府機関・企業と関係強化。 

・11 月、在モザンビーク日本大使館と共催

（３）資源国等との関係強化：S 
＜評定と根拠＞ 
  平成 27 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）：100% 
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）：160% 

4.石炭現場ニーズ等に対する技術支援

（定量）：200% 
5.マスタープラン実行計画策定（定

量）：100%． 
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
に沿っており、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。 

・インドネシアについては、平成 27 年

6 月の日尼石炭政策対話でインドネ
シア政府より受入研修再開の強い要
請を受け、同年 8 月覚書を締結。同

国の採掘環境に合致した日本受入研
修を 6 年ぶりに再開した他、研修事
業について人材育成に大きく貢献し

ていると高い評価を得た。またマス
タープラン実行計画についても相手
方と共同で策定され、実行計画策定

方針について相手国から強い期待が
よせられており、協力関係の強化に
大きく貢献している。 

  また石炭資源開発に係る環境保
護、森林保全や跡地処理等調査の実
施によりエネルギー鉱物資源省に止

まらず、過去接触がなかった環境林
業省の人脈構築を図ることで重層的
ネットワーク構築に貢献。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。 

・ベトナムについては、対日無煙炭輸

出交渉による調査凍結が長期間続い
たが、2015年末にカウンターパート
と迅速かつ友好的に調査計画を策

定・合意し、ボーリング調査を開始。
また、研修事業について人材育成に
大きく貢献していると高い評価を得

ており、VINACOMIN等相手国政府側と
関係が強化されている。また共同調
査及び研修事業は、同国首相府によ

る対日無煙炭輸出禁止措置の早期再
開に向け、高く評価されており、日
本企業と VINACOMIN との無煙炭

＜評定に至った理由＞ 
・昨年に続きベトナムが国外向けの無煙

炭の輸出を停止。ＪＯＧＭＥＣの協力
事業（地質構造調査や人材育成事業
等）の継続を示しつつ輸出再開を要請
し、我が国企業の輸出再開の目処が立
った。我が国企業が抱える課題の解決
に貢献。（目標を上回る成果） 

・モザンビーク政府の関心が高い、我が
国企業が有する選炭技術、山元小型発
電技術及びバイオコールブリケット
製造技術の事業化の可能性を検討し、
十分に経済性が見込めるものとなっ
た。 

・平成 26 年 1 月に安倍総理がモザンビ
ークを訪問し、資源開発、産業開発、
環境対策への支援として、「日モザン
ビーク天然ガス・石炭発展イニシャテ
ィブ」の立ち上げを表明。その後、11
月にモザンビークにおけるマスター
プラン策定について覚書締結。また同
国での人材育成については相手国政
府からも高い評価を得ている。日本企
業の石炭鉱区の開発に向けたモザン
ビーク政府の信頼を得た。 

・ 豪 州 や ベ ト ナ ム 等 産 炭 国 で の
JOGMEC事業は産炭国との二国間関
係強化につながっており評価されて
いる。例えば、高効率石炭火力への公
的融資の必要性について、産炭国の声
が国際場裡において共有された事は
評価できる。（特筆すべき成果） 
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した「JOGMEC 訪日研修 OB 関係者レ

セプション」に担当理事が出席、モザン
ビ ー ク 鉱 物 資 源 エ ネ ル ギ ー 省
(MIREME)局長、研修生及び研修関係者

との意見交換により、協力関係を強化。 
・11 月にロシア沿海州の副知事と担当理事

が面談。ロシアでの石炭市況や沿海州で

の協力可能性について意見交換。 
・1 月にベトナム VINACOMIN との運営

委員会に担当部長出席。VINACOMIN
副総裁等と海外地質構造調査の結果や調
査計画等について意見交換、関係強化。 

・3 月に豪州 QLD 州野党党首が来日、理

事長と面談。本邦企業からの集約した環
境許認可のワンストップ化やロイヤリテ
ィ問題に関する要望事項等について意見

交換・提言し、同州と関係強化。 
・3 月に METI 等主催の日モンゴルクリー

ンコールテクノロジーセミナーに担当部

長が出席。｢モンゴルにおける石炭開発へ
の期待｣について講演、政府を支援。 

・豪州クリフォード地域での JV 調査にお

ける一部探鉱鉱区の減区について、覚書
に基づき豪州 QLD 州政府と相談・協議
を行い、減区量減少に成功。 

 
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、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。 

2-1)研修生 13 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 大臣補佐官より「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。 

 
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

24 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
23 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 9,594 名に
対して実施。 

・平成 27 年 6 月の日尼石炭政策対話でイ

ンドネシア政府より受入研修再開の強い
要請を受け、同年 8 月覚書を署名交換し
たインドネシア研修では 1 月に 10 名を

受け入れて研修を実施。インドネシアは
環境規制等から坑内掘への移行が見込ま
れ、研修の意義は大きい。 

・平成 27 年度より、中国派遣研修では、
事前に現地炭鉱の坑内施設を調査、問題
抽出のうえでカリキュラムを作成するこ

ととした。 
3-1、3-2 ベトナム研修では、運営委員会の
場で VINACOMIN 副総裁から、「研修生

OB は、技術面や業務への姿勢が研修に
より目覚ましく成長した。炭鉱現場の機
械化に伴い安全面が大きく改善したが、

その実現には研修事業が大きく寄与して
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

物資源省教育訓練庁長官及び教育訓練セ

輸出が再開された。 

・モザンビークについては、石炭産業 5
ヵ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。この内、人材育成については、

金属部門と連携し、新たに、ボツワ
ナでのリモートセンシング研修を開
始するなど改善を図っており、相手

国からも石炭資源を有効活用するに
当たっての人材育成に貢献してお
り、研修成果に大変満足していると

の高い評価を得た。海外地質構造調
査は、ニアサ州及びマニカ州の有望
地区において、ボーリング地点選定

調査、環境許認可取得、現地コント
ラクター選定などカウンターパート
（鉱物資源エネルギー省）との協働

により友好的に実施。また、2016年
3 月にはマプトで当該年度成果に係
るワークショップを、同国技術者を

対象として開催し、成果の共有を行
っており、人的強化が図られている。
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。また海外地
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。 

・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・セミナ
ー、投資促進セミナー、研修機関施

設見学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。また良好な関係等を事業の推

進に活用。 
・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、各炭国
と協力関係の強化が図られており、
各産炭国との関係強化に大きく貢献

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Ｓとした。 
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ンター長から、成果報告会の場等で、イ

ンドネシアの人材育成に大きく貢献して
いると日本の協力に感謝の意あり。再開
実施した日本受入研修生のアンケート結

果では、研修継続や研修期間延長の希望
が多数。 

・中国の国家安全生産監督管理総局国際合

作司副司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。 
 
4.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、新規に「石炭現場ニーズ等に対
する技術支援」の制度を創設、平成 27
年度から提案公募を開始。本邦企業と

JOGMECとの共同スタディ2件を実施。 
4-1、4-2、4-3「褐炭ブレンド設計」は過去
に例のない炭鉱現場におけるフィールド

規模での褐炭と瀝青炭のブレンド試験・
解析を実施することにより、インドネシ
ア褐炭の新規鉱山開発及び供給源多様化

につながる。また「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
ながり、どちらも企業ニーズに沿った支

援となっている。平成 27 年度は両スタ
ディより技術的課題の解決に繋がる有益
な成果が得られ、これら成果が安定供給

に繋がるよう今後継続実施予定。 
 
③フロンティア国・地域との資源外交支援 
5-1,5-2,5-3 
・モザンビーク石炭関連産業のマスタープ
ラン策定については、同国政府の関心が

高い、我が国企業が有する選炭技術、山
元小型発電技術及びバイオコールブリケ
ット製造技術の事業化の可能性を検討す

るため、テテ州産原料炭を対象に粒度試
験、浮沈試験、原料炭特性試験、2 号炭
単体分離試験を実施しこれら分析データ

を基にした選炭性評価、燃焼試験による
山元発電ボイラ（微粉炭方式、ストーカ
ー方式、循環流動層方式等)の選定及び製

造燃焼試験によるバイオコールブリケッ
トのバイオマス・2 号炭設計及び試用評
価、経済性評価を実施。原料炭歩留 1.6%
向上・操業コスト減、山元発電事業及び
バイオコールブリケット製造業の事業化
については概念設計の段階であるが、十

分に経済性が見込めるものとなった。 
・インドネシアにおける石炭関連産業のマ
スタープラン策定については、我が国企

業が有する技術(褐炭乾燥、小型山元発
電、褐炭スラリー、褐炭ガス化)による事
業化の可能性を検討する実行計画を策

定。褐炭スラリーと褐炭ガス化について
は経済性が見込まれる結果が得られた。
また、共同実施機関であるエネルギー鉱

物資源省からは 2 事業を実施する日本と
インドネシアの企業に対して今後も支援
を継続するとの高い評価がなされた。 

・モザンビークでの共同調査では、マニカ
州及びニアサ州においてフェーズ 2 調査
（精密調査）を実施、マニカ州では、未

探鉱地区における初めてのボーリング調
査を行い、地質構造を把握、石炭堆積環
境が存在した証左である石炭薄層を捕

捉。また、ニアサ州では、地質調査によ
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り新たな石炭露頭を発見。次年度に実施

するボーリング調査において優勢な炭層
捕捉が期待。 

・ベトナムにおいては、26 年度調査（ボー

リング調査）において対象鉱区南部で捕
捉した炭層（炭層厚 20m 強）の北方向へ
の延長を調査するためのボーリング（4
孔、2,900m）を実施、坑内掘りの対象と
なり得る優勢な炭層を捕捉。 

 

 (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 
・我が国企業、政府へ調査部と
連携し産炭国の石炭政策、需給

見通し、石炭探鉱・開発状況、
インフラ整備状況等ニーズに
合致した情報提供。 
・海外事務所と連携し産炭国政
府・主要機関との関係深化を図
り海外コンサル等活用した情

報収集。 
・収集した情報や調査成果は年
度当初開催の成果報告会や機

構ホームページを通じ我が国
企業等へ情報発信を行い海外
政府・政府系機関等と連携した

コールセミナーを開催。 

＜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（8 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（4 回/年） 
2②報告会及びセミナー肯定的評価（平均

75%）。 
〔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。 
 

（４）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｢世界及びアジアにおける石炭市場の取

引動向と石炭コモディティ化への対応｣ 
②「中国における脱石炭の動きと石炭需給
及び石炭輸出入動向調査」 

③「インドにおける石炭需給動向等調査｣ 
④｢韓国、台湾及び東南アジア諸国の一般炭
需要動向と輸入動向調査｣ 

⑤「モザンビークにおける石炭開発状況及
びモザンビーク炭の市場競争力等調査」 

⑥｢インドネシアにおける石炭資源開発に

係る環境保護、森林保全や跡地処理・利
用政策動向調査｣ 

⑦｢豪州クイーンズランド州の投資環境調

査｣ 
⑧｢豪州ニューサウスウェルズ州の投資環
境調査｣ 

⑨｢カナダ ブリティシュコロンビア州の
投資環境調査｣ 

⑩｢カナダアルバータ州の投資環境調査｣ 
⑪｢インドネシアの投資環境調査｣ 
⑫「世界の石炭事情調査」(石炭事情調査) 
⑬「豪州における石炭資源の開発・生産動

向｣(豪州調査)(シドニー事務所、現地職
員) 

1-1①、⑦~⑪は海外コンサルタントを活用

した調査。 
1-2①、⑤、⑥は安定供給上の課題解決に資
する調査。⑤、⑨、⑩、⑪は供給源の多

角化に資する調査 
1-3②～⑬について我が国企業の関心が高

い国・地域に関する調査 
1-4②、⑤、⑥について現地調査に同行し現
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。①については政策当局
のニーズに即した調査。 

1-7 前年度調査の報告会終了後のアンケー

トでは平均で 99%という高い肯定的評
価を取得。 

1-8 調査体制を強化し、新たに本部に 1 名

専門職を配置。 
2.調査報告会等 

調査事業成果報告会(7 月)、QLD 州パ

ラシェ首相来日記念セミナー(10 月)、最
近の炭鉱権益取得案件の特徴に関する
豪州法律事務所弁護士によるセミナー

(10 月) 炭鉱権益取得案件の特徴に関す
る豪州法律事務所弁護士によるセミナ
ー（10 月)、石炭市場の現況と短期動向

予測の重要性に関するセミナー(11 月)
世界一般炭・原料炭海上貿易マーケット
分析及び価格予測に関するセミナー(12
月)、インドネシアの石炭政策動向と東
カリマンタン州の投資環境に関するイ
ンドネシア石炭協会及び東カリマンタ

ン州投資局によるセミナー(1 月)、クイ
ーンズランド州環境許認可（EIS）手続
と州資源産業の課題と現状に関するク

イーンズランド州によるセミナー(2
月)、インドネシアにおける石炭資源開

（４）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 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）：163％ 
2. 報告会及びセミナーの実施回数

（定量）：250％ 
3. 報告会及びセミナーの肯定的評価

（定量）：132％ 
4. メルマガ配信回数：188% 
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 99%)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。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・調査件数や報告会・セミナー回数等の

目標を達成。 
・調査におけ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。例え
ば近年インドネシアでは環境規制が
強化されているものの、不明な点が多
いことから、石炭資源開発時の環境保
護や森林保全・再生政策の見通し等を
調査。我が国企業の関心が高く、安定
供給上の課題解決に資する調査。（特
筆すべき成果） 

・企業ニーズを踏まえた海外の事業者等
を招いた各種セミナー設定等を実施
しており、我が国ユーザー企業からも
高く評価されている。 

・石炭関連情報については HP や、メー
ルマガジンを通じ容易にアクセス可
能とし、利便性向上しており、我が国
ユーザー企業からも評価されている。 
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発に係る環境保護、森林保全や跡地処

理・利用政策動向調査に関する成果報告
会(2 月)、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)、石炭と天然ガスの市場動
向及び価格競争力に関する海外専門家
による国際セミナー(3 月)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、豪州及
びインドネシアにおける石炭資源開発の

環境規制・環境許認可、インドネシアの
石炭政策動向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 99%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 300 名から約 400 名に

増加。年度内で 30 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。 

2-8 情報収集・提供体制を強化し、新たに

本部に 1 名専門職を配置。 
 

４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、石炭価格下落等により本邦企業が石炭開発事業に係る投資判断について実施困難な状況にあり、結果として案件採択による出資を実行できなかったこと、海外地質構造調

査の実施に関し外国企業との協議に時間を要したこと等により事業が繰越となったこと等のため。 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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） 
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 
初期調査リスク低減等に向けた支援強化、情報収集・提供：平成 27 年度行政事業レビューシート 0383 

0440 技術開発：平成 27 年度行政事業レビューシート 0290 

リスクマネーの供給：平成 27 年度出資状況表（経済産業省） 

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

（実績値[累計値]）   10 件[10 件] 10 件[20 件] 11 件[31 件] ― ― 決算額（千円） 4,975,269 6,396,502   9,160,350   
（達成度[進捗度]）   125%[67%] 125%[133%] 138%[207%] ― ― 経常費用（千円） 1,700,386  4,102,303  5,125,901   
(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 ― ― 経常利益（千円）      199     14,172  -164,205   

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

（千円） 
     

（達成度[進捗度]）   114% 129% 129%   従事人員数（人） 19.51 21.60 25.31   
 (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] ― ―       
（達成度）   0% 50%[50%] 0%[50%] ― ―       
(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

ヶ所 
― ― 

      

（実績値）   2 件 3 件 5 件 ― ―       
（達成度）   100% 75% 100% ― ―       
(5)制度説明会・企業ヒアリ

ング実施回数（計画値） 
年度計画時 
想定回数 

 
7 回 18 回 35 回 ― ―       

（実績値）   18 回 20 回 43 回 ― ―       
（達成度）   257% 111% 123% ― ―       
(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 ― ―       

（実績値）   2 件 1 件 1 件 ― ―       
（達成度）   200% 100% 100% ― ―       
(7)既採択案件定期的評価

の実施回数（計画値） 年 5 回  5 回 5 回 5 回 ― ―       

（実績値）   5 回 5 回 5 回 ― ―       
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（達成度）   100% 100% 100% ― ―       
(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 ― ―       

（実績値）   1 回 3 回 7 回 ― ―       
（達成度）   ― 300% 233% ― ―       
(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 ― ―       

（実績値）   ― 3 回 10 回 ― ―       
（達成度）   ― 300% 333% ― ―       
(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% ― ― 

      

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

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)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自治体
連絡会などと連携し、新規案件

発掘につながる相談を受ける
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（１

５件）を実施する。 
・地熱ポテンシャル及び調査計
画の妥当性等を適切に審査し、

地域共生型プロジェクトやエ
ネルギー安定供給に貢献する
プロジェクトに係る地質構造

調査等へ助成金を交付（新規８
案件を含む２５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

付決定を行う。 
・新たな地熱資源調査フィール
ドの開拓に向け、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、東北２

地域をはじめとして国内数ヶ
所を対象に空中物理探査を実
施する。実施にあたっては、調

査地域に調査内容を丁寧に説
明するなど、円滑な調査実施に
向けた取り組みを行う。また、

国内の地熱調査を促進させる
ために、取得データを大学等の
専門家と協力して解析・解釈

し、地熱有望地域の抽出を行う
とともに、効果的な周知を行
い、事業者の新たなプロジェク

トの組成に貢献する。 

＜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（15
件/年） 

［評価の視点］ 
1-1 新規案件の発掘につなげることが

できたか。 
 
＜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、
新たな地熱開発事業者の参入を促進 

 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
２．地質構造調査に対する助成金の交

付（新規案件 8 件を含む 25 件/年） 
［評価の視点］ 
2-1 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

することができたか 
2-2 規程で定める期間内に交付決定を

実施したか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
2-3 探査・開発･発電段階への移行 
 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
３．探査段階への移行件数（4 件/中期

計画） 
［評価の視点］ 
3-1 リスク低減等により地熱開発事業

支援に結びついたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
3-2 開発段階への移行 
 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
４．空中物理探査等の広域地質構造調

査等の実施数（東北２地域をはじめ

（１）地質構造調査・助成金等 
＜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 9 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 7 か所赴くとともに、各経済
産業局主催の自治体連絡会に 7 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 13 社に対して実施。 

４）助成金制度について 70 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。 

５）既存の地熱資源調査データを有効に活用す
る環境の整備に向けて地熱資源データベー
スのプロトタイプを作成。 

 
２．助成金の交付 
１）26 件(新規案件：11 件、継続案件：15 件)
を採択。 

２）助成金事業採択において、審査委員会によ
る厳格かつ迅速な審査を実施。 

３）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 16 日）に交

付決定を実施。 
４）事業の進捗状況を把握するために、事業者
より事業進捗の報告をタイムリーに受けて

いる。また、実績報告書・事業報告書の早期
の確認作業により、速やかな事業費精算を実
施。 

５）各助成金事業の調査結果については、地熱
助成金審査委員会にフィードバックし、
JOGMEC 内に調査・評価ノウハウを蓄積。 

 
３．探査段階への移行 
  松尾八幡平地域での助成金事業は、当該事

業の成果をもって、探査段階に移行。なお、
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し、出資基本契約を締

 
 
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 
＜評定と根拠＞ 
１．事業者の案件形成に資するコンサルテーショ
ンは、平成 27 年度の達成目標 15 件に対し、
23 件実施。達成度は 153%であり、新たな地熱

開発事業者の参入促進に寄与。 
 
 
２．助成金交付事業は、助成金交付申請の相談の
あった事業者等に対して的確に対応し、平成
27年度の達成目標新規案件 8件を含む 25件を

上回る新規案件 11 件を含む 26 件採択し、達成
度は新規案件で 138%、全体で 104%となった。 

  自治体等による地熱開発事業への新たな参

入を促進すべく、自治体連絡会において説明会
(7 件)を開催し、自治体案件を 7 件採択。地熱
資源開発に係る事業者の初期調査リスクの軽

評定 Ａ 
・地質構造調査・助成金等については、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地域で資源量調査
を実施した結果、新規開発に向けた動き
につながっていることは高く評価でき
る。 

・また、リスクマネー供給については、地
熱分野で初となる探査出資事業を採択す
るとともに、既存の債務保証案件のうち
2 件が営業運転、1 件が建設工事を開始
し、アウトカムを実現したことは高く評
価できる。 

・さらに、技術開発については、地下構造
の新たな探査手法の確立に向けた有益な
データが得られるなど、技術的な難度が
高いプロジェクトにおいて成果が得られ
ていることは高く評価できる。 
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、全国において説
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、平成 26
年度より 3 件増の 26 件の採択に至った。 

・採択についても適切かつ迅速に対応した。
事業者からは、JOGMEC が適正な開発
が可能な事業者を選定していることは開
発全体としてよいことであり、評価でき
るとの声があった。別の事業者からは、
計画変更等について柔軟に対応してもら
ったとの声があった。 

・中期目標として掲げている助成金活用事
業の探査段階への移行が進展した。 

・空中物理探査等の広域地質構造調査によ
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とする国内数ヶ所） 
［評価の視点］ 
4-1 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 

4-2 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＞ 
4-3 新たな地熱資源調査フィールドの
開拓に貢献 

結。 
 
４．空中物理探査等の広域地質構造調査等の実
施 
１）当該地域の地元関係者との十分な調整の
上、「八幡平」地域において空中電磁探査を、
「湯沢・栗駒」地域、「大雪山」地域、「武佐

岳」地域及び「ニセコ」地域において、空中
重力探査及び空中電磁探査を実施した。な
お、十分な調査期間を確保するとともに、効

率的な調査運用を図ることで、飛行測線長は
平成 26 年度の約 5 倍の 26,460km（重力探査
20,434km、電磁探査 6,026km）を実現。 

２）平成 26 年度にデータ取得を完了した「く
じゅう」地域、「霧島」地域を含め、各調査
地域において、順次、大学等と協力して既存

データ解析や地表踏査を行い、本手法の有効
性の検証及び有望地域の抽出を行うととも
に、事業者に対し積極的に情報開示。 

 結果、「くじゅう」地域、「ニセコ」地域等で、
大手事業者による新規エリアでの調査の検
討が開始（現在、地元交渉中）。 

 
＜その他事項＞ 

なし。 

減に資した。 
  なお、全ての採択案件において、申請受付後

30 日以内（平均 16 日）に交付決定を実施し、
事業者の速やかな調査開始を実現。 

 
 
３．達成目標は、第三期中期目標期間中に 4 件で

あり、中期目標期間 3 年目で 2 件（洞爺湖温泉地
域、松尾八幡平地域）を達成。 
 
 
４．広域地質構造調査等は、平成 27 年度達成目
標の東北 2 地域をはじめとする国内数ヶ所に対

し、5 地域にて空中重力探査及び空中電磁探査を
実施。なお、飛行測線長は平成 26 年度の約 5 倍
となった。 
  調査地域である「八幡平」地域、「湯沢・栗
駒」地域、「大雪山」地域、「武佐岳」地域及び
「ニセコ」地域は、国立・国定公園を含む等、

我が国企業等の関心の高い地域であり、事業者
による地熱開発調査事業に対する支援に結び
つくものである。 

 
 
  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

討を開始する等、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、質的に実績を勘案して当該

事業の評定を A とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
  エネルギーミックス目標は容易ではないと

認識しているが、空中物理探査の成果を活用する

など、目標達成に向け、強い使命感と熱意を持っ

て取り組んでもらいたい。 

るデータ取得については、地元関係者と
の困難な調整を進め、大規模開発が今後
見込まれる地域においてヘリコプターに
よる探査を実施し、平成 26 年度と比較
して十分な成果が得られた。その後、空
中物理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
つつあることは評価できる。 

 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・空中物理探査で得られたデータをオープ
ンにするというのはとても良いことであ
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
（国との協議がある場合はこ
のための期間を除く。）を 4 週

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(全国１５ヶ所)を実施

し、新規案件発掘につながる相
談を受けるとともに、事業者の
案件形成に資するコンサルテ

ーション(２０件)を行う。 
・コンサルテーションの実施や
他の事業との連携を図ること

で、案件発掘に努め、守秘義務
契約の締結を行い、採択に向け
てリスクを洗い出す等、十分な

検証を行う。 
・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

検を年４回実施するとともに、
上記点検結果や個別案件の長
期資金収支見通し等の結果を

踏まえ、横断的な分析を行い、
年１回、各案件を対象とするパ
フォーマンスレビューを行う。

＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
１．制度説明会（15 件/年）、コンサル

テーション実施数（20 件/年） 
［評価の視点］ 
1-1 申請・案件採択に結びついたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
― 
 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定性的指標］ 
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 
［評価の視点］ 
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 
 
＜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
所の建設が開始 

 

（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 19 回実施。 

２）事業者ニーズを把握するため、ヒアリング
を 13 社に対して実施。 

３）出資・債務保証制度の活用について 45 件

照会があり、面談･電話等で対応した。 
４）出資対象案件を 1 件採択し、出資を実行し
た。 

 
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 年度に地熱資源探査事業への移行を

決定し、地熱部門として初めての出資対象事
業として採択し、事業者の資金需要に応じ
て、3 回にわたり出資を実行した（平成 27
年度末出資残高：373 百万円）。なお、当該案
件は順調に探査が進捗し、平成 28 年度中に
開発段階に移行予定。 

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

（２）リスクマネー供給：S 
＜評定と根拠＞ 
１．制度説明会を、平成 27 年度の達成目標 15
件に対し 19 件実施し、達成度は 127%となっ
た。 

  また、コンサルテーションを平成 27 年度の

達成目標 20 件に対し 24 件実施し、達成度は
120%となった。 

 事業者ニーズを把握し、案件採択に結びつけ

た。 
 
 
 
２．地熱部門として初めての出資対象事業につい
て、373 百万円規模の出資を実行した。 
  既債務保証案件について、菅原バイナリー地
熱発電事業及び土湯温泉バイナリー地熱発電
事業は、それぞれ、平成 27 年 6 月、同年 11
月に営業運転を開始。また、山葵沢地熱発電所
建設事業は、同年 5 月に起工式が開催され、順
調に工事が進捗しているなど着実にアウトカ

ムが実現。 
 なお、既出資・債務保証案件 4 案件分の総出力
量は、我が国地熱総出力量の約 10％に相当す

る見込。 
 
 

＜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。 
・地熱分野で初となる探査出資事業の採択

に当たっては、JOGMEC 内の他事業部

門と連携して審査し、また、岩手地熱株

式会社との契約に係る条件の調整を行う

ことで、採択が行われた。一方、事業者

からは、現行の出資制度には解決すべき

課題もあるとの声があった。更なる活用

のためには、制度の見直しが必要である。 
・既存の債務保証案件については、フォロ

ーアップに丁寧に取り組み、2 件が営業

運転を開始するとともに、1 件が建設工

事を開始し、アウトカムも実現した。 
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間以内。 また、これら結果を踏まえ、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

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。 

 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
３．適切な進捗管理のレビューの実施

及び、パフォーマンスレビューの実
施（各 4 回、1 回/年） 

［評価の視点］ 
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 
 
＜アウトカムの視点＞ 
― 
 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的指標］ 
４．新規案件に係る採択判断の期間内

実施（4 週間以内） 
〔評価の視点〕 
4-1 事業者が希望した時期で採択・資金

供給が行えたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
― 

体制の構築に努めた。 
３）既債務保証案件である、土湯温泉バイナリ
ー地熱発電事業（東日本では初めての商用バ
イナリー発電事業）、及び、菅原バイナリー

地熱発電事業（国内最大のバイナリー発電事
業）の 2 件について、地熱発電所の営業運転
が開始され、国内では約 20 年ぶりとなる大

規模地熱発電事業である山葵沢地熱発電所
建設事業については、地熱発電所の運転開始
に向けた建設工事が開始された。 

 
３．適切な進捗管理のレビューの実施、及びパ
フォーマンスレビューの実施 
１）JOGMEC 金融資産課と調整し、既採択案

件に関する点検を 4 回、また、パフォーマン
スレビューを 1 回実施。 

２）上述の JOGMEC 内の組織的な点検に加え、
地熱部門内においても、定期的な現地作業進
捗確認調査及び月 1回の会議における情報共

有等を通じ、案件管理体制を強化。 
 
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、迅
速に採択（4 週間以内）。 

 
＜その他事項＞ 
なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．総務部金融資産課と調整し、既採択案件に関
する点検を 4 回実施、また、パフォーマンスレ

ビューを 1 回実施し、平成 27 年度の達成目標
どおりの実施により達成度は 100%となった。 

  また、事後管理を徹底することにより、事業

者に対し、管理体制強化等の指導を通じて、事
業支援に貢献。 

 
 
 
４．事業者が希望したタイミングで採択を行うた

め、申請から４週間以内に案件を採択。 
 
 
  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、地熱部門として初めての出資

を実行し、事業の着実な進捗を支援したこと、 
  さらに、既債務保証案件 2 件について、地熱

発電所の営業運転が開始され、また、既債務保

証案件 1 件について、運転開始に向けた建設工

事が開始され、アウトカムが実現しており、我

が国のエネルギーの安定供給を確保するうえ

で、質的及び量的に顕著な成果を上げたことか

ら、評定を S 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、地熱発電所を
含む実証地域において弾性波
探査を実施し、そのデータの処

理・解析を行う。また、将来の
総合解釈に向けて当該実証地
域における弾性波探査以外の

物理探査データの入手・取得を
検討する。 
・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
の実証試験を開始する。また、

涵養中に観測した温度・圧力や
微少地震などのデータに基づ
いたシミュレーションを行い、

将来の生産予測を行う。 
・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掘削の
技術開発に取り組む。石油井で
用いられているビット（ＰＤＣ

ビット）等を地熱地帯に応用し
た場合の材質（耐熱など）やビ
ットデザイン上の課題を抽出

し、その課題解決のための分析
を行う。 

＜主な定量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（計画） 
［評価の視点］ 
1-1 地熱貯留層探査技術の開発におい

て、弾性波探査によるデータが取得
され、処理が行われているか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
1-2 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 
1-3 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 
 
 
＜主な定性的指標と評価の視点＞ 
［定性的指標］ 
２．地熱貯留層評価・管理技術の開発

（計画） 
［評価の視点］ 
2-1 地熱貯留層評価・管理技術の開発に

おいて、人工涵養を開始し、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 

 
＜アウトカムの視点＞ 
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）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）当該地域の地元関係者との十分な調整の

上、山川地熱発電所周辺域において 3D 弾性
波探査を実施。山川発電所を中心とする約 32
平方 km のエリアにおいて発振点 3,262 点、

受振点 4,990 点のデータを取得した。取得し
たデータは事前に行った屈折法調査などに
より得られた情報を用いて適切に処理を行

った。この処理した記録と地質情報を対比さ
せることにより整合性を確認し、また、地熱
貯留層に関係する断裂を示唆する情報を抽

出することができた。さらに、金属部門が開
発した電磁探査システムである SQUITEM
の地熱への適用を検討するため、予備調査を

実施。 
２）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助言を得

ている。 
 
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、人工涵養を開始し、平成 27 年 6 月～8
月および 11 月～12 月にかけて合計約 16 万

7000 トンの水を注水した。微小地震モニタリ
ングにより注水した水は地熱貯留層に広が
っていると推定できるほか、トレーサー試験

により注水した水の回帰を確認した。また、
一部の生産井の挙動は、涵養効果を示唆する
結果が得られている。 

 
２）本技術開発の進捗状況は、地熱学会におい
て企画セッションを設けて発表。また同セッ

ションでは米国電力研究所の研究者も出席
し、共同研究成果を発表。日本側事業者との

（３）技術開発：A 
＜評定と根拠＞ 
１．地熱貯留層探査技術は、弾性波探査のデータ
取得・処理を計画通りに完了し、平成 27 年度

の目標に対する達成度は 100%。 
  また、地熱貯留層の可視化の向上が図れる可
能性のある結果が得られ、当該技術の実用化に

向けて着実に進展が図られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．地熱貯留層評価・管理技術は、人工涵養を開

始するとともに、微小地震観測、温泉連続モニ
タリングなど計画どおりに実施しており、平成
27 年度の目標に対する達成度は 100%。 

  また、一部の生産井で蒸気量が涵養前に比し
て一時的に増加が認められる等、具体的な進展
が見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜評定に至った理由＞ 
・いずれの技術開発も技術的な難度が高い

ため、JOGMEC によるプロジェクト管

理が重要。 
・平成 27 年度は、地熱貯留層探査技術に

ついてはデータ取得が終了し統合解析の

準備が整うとともに、地熱貯留層に関係

する断裂を示唆する情報が抽出されたこ

と、地熱貯留層評価・管理技術について

は人工涵養が開始されモニタリングがで

きる状態になったこと、地熱貯留層掘削

技術については初年度にもかかわらず目

標値を大きく上回る PDC ビットを試作

したことという一定の成果が得られた。 
・平成 28 年度は事業計画の後半に当たる

ため、業界全体に横展開できる技術とな

るのかを確認する必要がある。 
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・上述の技術開発には、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、

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
討できるようにする。 
・地熱技術者の人材不足に対応

するため、技術者向けの教育資
料を作成・配布し、地熱事業者
や大学等における人材育成等

に貢献するとともに、地熱関係
機関・組織と連携して、学生も
対象とする地熱開発技術者向

け研修を実施し、地熱に関心を
持つ学生や関連する講義等の
増加に貢献する。 

＜主な定性的指標と評価の視点＞ 
［定性的指標］ 
３．地熱貯留層掘削技術の開発（計画） 
［評価の視点］ 
3-1 地熱貯留層掘削技術の開発におい

て、PDC カッターの試作を行うとと
もに、室内実験により能力評価を実

施することができたか 
3-2 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 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3-3 得られた成果を既存の発電所及び

地熱開発地点に適用 
3-4 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 

 
 
 
＜主な定性的指標と評価の視点＞ 
［定性的指標］ 
４．地熱事業者や大学等における人材

育成（計画） 
［評価の視点］ 
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。 
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＞ 
― 

技術交流に貢献した。 
 
３）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助言を

得ている。 
 
３．地熱貯留層掘削技術の開発 
１）新たに製作した PDC カッター／PDC ビッ
トおよび海外製 PDC カッターの性能を室内
試験により評価を行った。その結果、PDC カ

ッターについては複数の海外製カッターよ
り耐久性が優れていることを確認するとと
もに、PDC ビットについては、目標を大きく

上回る掘削速度を達成した。またビットにお
けるカッター配置により掘削時におけるカ
ッターへの負荷が変わることなどが分かっ

た。さらに、海外の技術動向、特許情報の調
査も並行して行った。 

２）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助言を得
ている。 
 
４．地熱事業者や大学等における人材育成 
１）慢性的な地熱技術者人材不足に対応するた
めの、JOGMEC が作成した技術者向けの教

育資料を大学、企業、地方自治体等約 100 ヵ
所に配布。 

２）地熱事業者や大学等における人材育成で

は、早稲田大学、九州大学、国際資源大学校
（国内研修）にて技術講義を行うとともに、
熊本大学に対し 3Ｄ地震探査の現場実習の機

会を提供。 
 
＜その他事項＞ 
なし。 

 
 
 
 
 
 
３．地熱貯留層掘削技術は、PDC カッターの試

作、室内実験による能力評価を行うとともに、海
外製 PDC カッターの性能評価も行うほか、海外
における技術動向や特許情報の調査の実施など、

計画どおりに実施しており、平成 27 年度の目標
に対する達成度は 100%。 
  また、制作した PDC カッターについては複

数の海外製カッターより耐久性が優れている
ことを確認するとともに、PDC ビットについ
ては、目標を大きく上回る掘削速度を達成する

等、当該技術の実用化に向けて着実に進展が図
られた。 

 
 
 
 
４．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や現場実習等を通じ、人
材育成に一定の貢献。 
 
 
 
 
 
 
 
  以上の技術開発テーマは、いずれも今後の地
熱開発促進のために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ことか
ら、当該事業の評定を A とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
  各技術開発の成果がエネルギーミックス目

標に具体的にどう貢献していくのか示していく

ことが重要。 

 (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、政府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（WGC 
2015 等）への参加（３回）に
よる地熱先進国（米国、アイス
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）、並びに、
国内における学会に参加（１

回）する。これらの会議等に参
加し、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。 
・経済産業省の開催するシンポ
ジウムなどの広報施策と連携

し、より効果のある一般向けセ

＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的評価］ 
１．国際会議への参加数（3 回/年）及

び地熱先進国との情報交換回数（3
回/年） 

［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 
 
＜アウトカムの視点＞ 
― 
 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的評価］ 
２．国内学会への参加回数（1 回/年） 
［評価の視点］ 
2-1 技術の向上に貢献できたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
― 
 
＜主な定量的指標と評価の視点＞ 
［定量的評価］ 
３．一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］ 
3-1 事業者の知見・技術の向上に貢献で

（４）情報収集・提供 
＜主要な業務実績＞ 
１．国際会議への参加数 
１）世界地熱会議（WGC）（4 月）、国際エネル
ギー機関・地熱実施協定（IEA-GIA）(4 月、
9 月、10 月）、米国エネルギー省（DOE）地

熱会議（5 月）の国際会議に参加、日本を含
む世界各国の地熱関係事業者との国際的な
ネットワーク構築を推進。 

２）ニュージーランド政府系研究機関（GNS）
と技術協力を推進していく旨の MOU を締結
（7 月）し、情報収集体制強化に資する関係

を構築するとともに、ワークショップ開催に
向けた準備を実施（3 月）。 

３）日本・インドネシア地熱ワークショップ

2016（3 月）及び太平洋諸国対象地熱セミナ
ー（11 月）に参加し、各国政府関係者と当該
国並びに日本の地熱制度、技術、ビジネスに

ついて情報交換。 
４）JICA の地熱研修プログラムでケニア、イ

ンドネシア等地熱資源国の研修生を受け入

れ、技術貢献を行うことにより、地熱関係国
との人的ネットワークを構築（9 月、2 回） 

 
２．国内学会への参加回数 
１）資源素材学会（9 月）及び日本地熱学会（10

月）に参加し、地熱関連の情報交換を実施。

特に、日本地熱学会では、EGS に関する
JOGMEC 主催セッションを企画。 

 
３．一般向けセミナー等の開催 

（４）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
１．積極的に地熱に関する情報収集を行うべく、

平成 27 年度の達成目標 3 回に対し、国際会議
に 7 回参加,情報交換を 10 回実施し、達成度は
それぞれ 233％、333％。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．資源素材学会及び日本地熱学会に参加し、平
成 27 年度の達成目標 1 回に対し、2 回参加し、
達成度は 200%。EGS について先進の米国と議

論する場を企画し、技術開発の進捗に寄与。 
 
 
３．JOGMEC 主催のイベント・セミナー等にお

＜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、国際会議への出席等を積極的に

行うことにより、その強化を図った。 
・シンポジウムについては、事業者からは、

一般の方が地熱開発の重要性・必要性を

認識しプラス面で評価してくれることや

自治体等が地熱開発の意義や正しい知識

を得られることはよかったとの声があっ

た一方、真に理解促進が必要な温泉事業

者等への後押しには必ずしもつながって

いないとの声もあった。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方
策＞ 
・今後の情報提供に当たっては、対象者や

情報提供のあり方等に関しても工夫を行

い、より効果的、戦略的に情報発信を行

っていくことが求められる。 
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ミナーを開催する。また、地熱

資源開発と地域共生をテーマ
とした全国レベルの地熱イベ
ントを企画・実施する。また、

JOGMEC 企画イベントの肯定
的評価を 75％以上取得する。 

きたか 
 
＜アウトカムの視点＞ 
3-2 地熱開発に関する正しい理解・認識

の国民への浸透に貢献できたか 

１）平成 26 年度の事業成果を報告会形式で 7
月に 230 名の参加者を得て開催。 

２）大型地熱発電所が立地する全国の 8 地方自
治体の首長等が初めて一堂に会し、地熱開発

を通じて地域活性化に取り組む際の課題や
事例について議論する「全国地熱自治体サミ
ット in 湯沢」を平成 27 年 8 月に開催し、

JOGMEC 及び地方自治体間のネットワーク
強化に貢献。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。また、その内容を全国紙や TV、ネッ
ト等多様なメディアで全国に発信するとと
もに、自治体連絡会等を通じ情報共有を行

い、地方自治体の地熱に対する理解促進に寄
与。 

３）若い世代を含む一般の地熱認知･理解促進

のため、平成 27 年度新たに出展した再生可
能エネルギー世界展示会、経済産業省が主催
した地熱マルシェを含む 5回の展示イベント

に出展する等、国民各層への地熱開発に対す
る正しい理解・認知度向上に貢献。また、地
熱協会等と連携して、大型絵本など新規展示

の創作、展示内容の改善等を行い、集客力・
理解度向上を図ったことで、来場者アンケー
トは高評価を継続。 

４）地方紙東京支社長（38 社）との地熱勉強会
（11 月）、プレスリリース内容のブリーフ・
メディア問合せに的確に対応（36 回/年）し、

JOGMEC 地熱事業の成果の発信を強化
（JOGMEC 関連新聞報道数：全国紙 18 件、
地方紙 56 件、業界紙 40 件）。 

５）また、WEB サイト「地熱資源情報」を成
果情報の発信に適した視認性･アクセシビリ
ティの良いサイトにリニューアルした(3 月)。 

 
 
 
＜その他事項＞ 
なし。 

いて、アンケートによる肯定的回答が、平成 27
年度の達成目標 75%以上を大きく上回る平均
95%にのぼり達成度 127％。 
  事業者の知見･技術向上に寄与、メディアと

の協力・METI との連携を推進。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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、事業者の知見・技術
の向上、国民各層への地熱開発に対する理解や
認知度向上に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当該事業の評
定を A とした。 

 
 
 
 

４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、期中の減額変更が反映されていないこと、本年度契約分の支払いが次年度に繰越されたこと、入札の結果契約額が廉価に抑えられたこと等のため。 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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４号、第５号、

第６号、第７号、第８号、第９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：0101、0180、0380、0384、0404、0483、リスクマネー供給：0483、海洋資源の開発：

0006、0175、0181、0381、資源国等との関係強化：0180、0380、0384、0483、技術開発：0021、0047、
0180、0380、0383、0483、情報収集・提供：0483      ※番号は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 
【海外地質構造調査】 
（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   

（実績値[累計値]）  1 件[1 件] 1 件[2 件] 0 件[2 件] ― ― 決算額（千円） 14,440,841 16,986,631 19,608,220   
（達成度[進捗度]）  [9%] [18%] [18%] ― ― 経常費用（千円） 13,423,751 14,455,271 12,862,627   
(2)プロモーション回数 
【リスクマネー供給】 
（計画値） 

17 社以上 
/年 

17 社 
前中期目標期間

実績 

17 社 17 社 17 社 ― ― 経常利益（千円） 2,734,961 954,253 713,829   

（実績値）  18 社 21 社 21 社 ― ― 
行政サービス実施コ

スト（千円） 
     

（達成度）  106% 124% 124% ― ― 従事人員数（人） 171.05 170.97 192.58   
(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 ― [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]   

（達成度[進捗度]）  125%[25%] 138%[53%] 125%[78%]   
(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 ― [20 件] 

（実績値[累計値]）  11 件[11 件] 5 件[16 件] 5 件[21 件] ― ― 
（達成度[進捗度]）  275%[55%] 125%[80%] 125%[105%] ― ― 
(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】 

15 件 
中期目標期間中 15 件 

中期計画基準値 

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] ― ― 
（達成度[進捗度]）  33%[7%] 167%[40%] 133%[67%] ― ― 
(6)利用者満足度（肯定的評価

の割合）（計画値） 
【情報収集・提供】 

75%以上/年 75％ 
中期計画基準値 

75% 75% 75% ― [75%] 

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

24 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、供給リスク認
知度及び引継ぎの意向を確認する等、コン
サルテーションを実施した。 

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緊密な関係を
強化、また、新たに専門商社や加工業者と
のネットワークを構築した。 

1-3.別途、13 社に対して JOGMEC のファイナ
ンス支援制度の案内とあわせたコンサル
テーションを実施し、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情
報共有するなどリスクマネー供給支援の
展開のための連携を実現した。 

 
2.継続的なコンサルテーションの結果、3 社
と 5 件の守秘義務契約締結、1 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＞） 

・ペルー（2件）、豪州、フィリピン、エチオ
ピア 

（入札実施） 
・豪州：ウォーターシェド 
 
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 8件を含む 31件の JV案件
を実施した。 

3-2.既存案件の見直しを不断に行い、5 件の
プロジェクトを終結した。 

 
4,5,6.以下の JV 案件について着実に実施し

た。 
（新規案件） 
○チリ・キンチャマレ（銅）、エンペクサ（銅）
は、環太平洋地域の中でも特に探鉱活動の
盛んなチリの案件、また共同実施者はメジ
ャー企業であることから、多くの事業者ニ
ーズに合致するものである。 

○豪州・オズボーン（亜鉛・銅・レアメタル）
およびチリ・バケダノ北東（銅）は、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。 

○セルビア・ティモック（銅）は、同国で初
の案件。我が国企業がこれまで参入した実
績のないもので、供給源多角化への寄与が
期待される。 

○ナミビア・オタビ西（亜鉛・レアメタル）
は、既存鉱山に近接しポテンシャルが期待
されるものの探鉱履歴のないフロンティ
ア地域におけるメジャー企業との JV案件。 

○タンザニア・ムパパ（銅・レアメタル）は、
ボツワナ・地質リモートセンシングセンタ
ーにおける同国地質調査所との共同解析
の結果を基に形成された案件。 

○南アフリカ・ウォーターバーグ エクステ
ンション（白金族金属）は、2 年にわたる
交渉の末に実現した既存ウォーターバー
グとの統合案件。その後の探鉱活動の進展
と資源量再評価により、資源量は 693t か
ら 1,189tと 70％増大した。 

 

 
 
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 S とし
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）海外地質構造調査：S 
＜評定と根拠＞ 
平成27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）：120% 

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）：175% 

 
また、内容面として、 
3,4,5,6. 新規 JV プロジェクトの形成は、
我が国企業へのコンサルテーションで得
た情報を踏まえて、地域及び鉱種におい
て供給源の多角化の視点から、チリ（環
太平洋地域かつメジャー企業との案件）、
豪州（環太平洋地域）、セルビア（我が国
企業の参入実績のない同国初の案件）、ナ
ミビア（フロンティア地域かつメジャー
企業との案件）、タンザニア（ボツワナ・
地質リモートセンシングセンターの活動
を基に形成）などにおいて実施した。こ
れらは、事業者の様々なニーズに沿い、
かつ供給源の多角化に資する新規形成で
ある。 

  また、自動車産業に不可欠な白金族金
属を対象とした南アフリカ・ウォーター
バーグでは、2年にわたる交渉の末に実現
した鉱区統合および資源量再評価によ
り、資源量が 1,189tへ増大した。このう
ち、プラチナは我が国需要量の 12年分、
パラジウムは18年分に相当するものであ
り、資源の安定供給への寄与につながる
特筆すべき成果であった。継続案件にお
いては、豪州およびフィリピンで今後に
期待できる高品位部の着鉱も確認した。 

 
  以上の結果、アウトプット指標に基づ
く達成状況が 120％を超える成果を上げ
たほか、内容面においても、企業への引
継ぎに向けての守秘義務契約の締結（5
件）や入札の実施（1 件）、環太平洋地域

評定 Ａ 
・地質構造調査、リスクマネー供給
については、これまで支援してきた
2 案件（オラロス、シガーレイク）
が商業生産を開始し、供給源の多角
化に貢献したことから、高く評価で
きる。 

・海洋資源開発については、資源量
評価の面で平成 24 年度に評価した
資源量から 2 倍以上へ増大したこ
と、また、新たに 2 か所の賦存域を
発見したことは、高く評価できる。 

・資源外交については、安倍総理の
中央アジア歴訪にあわせ、3 件の
MOU を締結し、中央アジアの国々
との関係強化に貢献したことは、高
く評価できる。 
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＞ 
・ポテンシャルが高く事業者ニーズ
も多い環太平洋地域でのＪＶの形
成や、我が国企業の参入実績がな
い国での初のＪＶ案件の形成は、
供給源の多角化に向けた取組みと
して評価できる。 

・南アフリカのウォーターバーグで
は、隣接鉱区の統合及び資源量の
再評価によりプロジェクトの価値
向上（資源量７０％増大）させた
ことは、評価できる。 

・海外共同地質構造調査、鉱山等周
辺インフラ F/S 調査及び現場ニー
ズ調査等により支援したアルゼン
チンのリチウム案件は、生産が海
外大手三社に集約され供給源の多
角化が強く求められている鉱物で
あることから、商業生産を開始し
たことは供給源の多角化に大きく
貢献するもので、高く評価できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・アルゼンチンのオラロスの商業生
産の開始は大きなアウトカムと考
えられる。 

（ユーザー等からの意見） 
・ＪＶ調査では、民間企業レベルで
自由に立入りできないような国で
調査を実施していただけるのは有
り難い。 
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（継続案件） 
継続案件のうち、2 件について着鉱を得、1
件については資源量が増大した。 

○豪州・コバースーパーベーズン（亜鉛・銅）
は、我が国企業が保有するプロジェクトに
近接する環太平洋地域の JV 案件である。
調査の結果、約 3m区間で 21.8%銅、46 g/t
銀、0.62 g/t金の着鉱を確認した。この結
果をニュースリリースし、関心ある企業に
個別説明を実施した結果、2 社と守秘義務
契約を準備中。 

○フィリピン・サガイ（銅・レアメタル）は、
メジャー企業と実施している環太平洋地
域の JV 案件である。典型的な斑岩型鉱化
作用が認められ、約 202m区間で 0.48%銅、 
0.04g/t 金と、昨年度よりも浅部での着鉱
を得た。 

 
7.海外地質構造調査または助成金交付によ
る支援実施 

（海外地質構造調査） 
我が国企業からの要請に応え、ラオス、豪州、
ペルーで 4件の地質構造調査を実施した。 

（助成金交付） 

我が国企業からの要請に応え、カナダ、モン

ゴルで 3件のウラン助成金交付事業を実施し

た。 

の中でも特に探鉱活動の盛んなチリでの
メジャー企業との案件形成、我が国企業
がほとんど進出しておらず新たな供給源
となりうるセルビアあるいはナミビア、
タンザニア等アフリカ地域での案件形
成、自動車産業に不可欠な白金族を対象
とした戦略上重要な鉱種における資源量
の 70％増大となり、当初計画を上回る成
果を上げている。 

 
  平成 27 年度においては、平成 21～22

年度にかけて海外共同地質構造調査（補
助金助成）、鉱山等周辺インフラ F/S調査
（委託調査）及び現場ニーズ調査（共同
スタディ）などの複数のスキームによっ
て支援したアルゼンチンのリチウム案件
である「オラロス」が商業生産を開始し、
日本へのリチウム資源の安定供給に資す
るアウトカムが実現した。リチウムは電
気自動車（EV）等の普及により需要が急
速に高まる一方で、生産が海外大手三社
に集約されていることから供給源の多角
化が強く求められている鉱物である。そ
のようななか、先見性をもって JOGMECが
支援した本プロジェクトが商業生産を開
始したことは、我が国のリチウム資源の
安定供給源の確保という観点から、アウ
トカムの中でも特筆すべき成果である。 

 
 これらのアウトカム実現を踏まえ、当該
事業の評定を 1段階引き上げ、Sとした。 

 
＜指摘事項等＞ 
過去 JOGMEC が支援してきたアルゼンチ

ン・オラロス案件が商業生産を開始し、ア
ウトカムが実現したことは非常に重要な成
果。 
 
 
＜その他事項＞ 

なし 
 (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。 

(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。 
 

＜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 

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 

（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、制度の概要及びこれまでの成果につい
て説明するとともに、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
を確保した。また、近年コンサルテーショ
ンを実施していなかった先に対しコンサ
ルテーションを実施した結果、案件相談が
持ち込まれるなど新たなニーズを発掘す
ることが出来た。 

2,3.平成 27 年度は、鉱物価格が低迷し投資意
欲が停滞するなか、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
した。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
案件である。 

 
 
（主なリスクマネー供給案件） 
・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
融資を実行した。現在、本邦企業がパート
ナー契約を締結してフィージビリティス
タディ FS を実施中である。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である。 

・パルマー案件（米国アラスカ／亜鉛・銅／

（２）リスクマネー供給：S 
＜評定と根拠＞ 
平成27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）：153% 
5. 適切な案件管理の実施(定性)：100%  
 
また、内容面として 
1. 鉱物資源価格の低迷により投資意欲が
停滞するなかでリスクマネーの需要を捉
えるため、コンサルテーション活動を行
うなど積極的な PR活動に取組んだ結果、
3 案件に対し合計で 40億円を超える新た
なリスクマネーの供給を実現した。さら
に、当該活動で把握した資金需要に応え
るため、関係機関と折衝を重ね、財政事
情が厳しいなか必要な予算額を確保する
とともに、鉱物資源価格の低迷により経
営環境が厳しい案件が増加していること
を踏まえ、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
を始めた。 

2,3. 出融資を実行したパルマー、ロスガト
スは、近年大規模鉱山の閉山が相次ぎ将
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
き成果である。さらに、近年の資源価格
の低迷等により開発、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

＜評定に至った理由＞ 
・近年大規模鉱山の閉山が相次ぎ、
将来の需要タイト化が懸念されて
いる亜鉛案件に対し、出融資２件
のリスクマネーを供給したもので
あり、本件は亜鉛の安定供給確保
に繋がるものとして評価できる。 

・中国に偏るレアアースについては、
非中国系企業として本格的な商業
生産を行っているほぼ唯一の企業
であるライナス社に対し、技術者
を派遣する等多岐にわたる支援を
実施した結果、プラセオジム（ジ
ジム）の日本における需要の多く
をライナス社の製品がカバーする
など、レアアース供給源の多角化
に大きく貢献したことは評価でき
る。 

・これまで支援してきた 2 案件（オ
ラロス、シガーレイク）が商業生
産を開始し、アウトカムが実現。
オラロスで生産するリチウムは、
生産が海外大手三社に集約され供
給源の多角化が強く求められてい
る鉱物であることから、商業生産
の開始により供給源の多角化に貢
献したこと、また、シガーレイク
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3. 安定供給プロジェクトの採択 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
実行した。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
中である。 

 
4.迅速な審査 
4,4-1.申請書の受理後、平均 2.62 週間（全件
について 4 週間以内を達成）で審査を完了
し申請者が希望するタイミングでリスク
マネーの供給を行った。 

 
5.適切な案件管理 
  融資案件については、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 回実施するとともに、返済にか
かるリスク分析を 1 回実施した。 

  また、出資・債務保証案件については、
事業の進捗状況に関する点検を 4回実施す
るとともに、点検結果や個別案件の長期資
金収支見通し等の結果を踏まえた横断的
な分析であるパフォーマンスレビューを 1
回実施した。 

 
5-2.これらの定期的な評価・分析のほか重要
な案件についてより詳細な分析を行い、必
要に応じ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、それぞれの
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 10 年国債利回り（27 年
度平均）が 0.3%程度の中 1.5%を超える高
い水準を確保した。 

 
 
 

な資金提供という形以外の支援を行うこ
とにより、円滑な資源開発に寄与した。 

5. 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、技術者を派遣する等多
岐にわたる支援を実施した。その結果、
平成27年度においても先端産業に不可欠
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
担金を徴取することが出来た。 

  以上、アウトプット指標に基づく達成
状況がいずれも 120%を超える成果を上げ
たほか、内容面においても、質的に顕著
な成果を上げていることを踏まえ、当該
事業の評定を Sとした。 

 
・これまでに債務保証で支援を実施したア
ルゼンチンのリチウム案件である「オラ
ロス」、カナダのウラン案件である「シガ
ーレイク」が商業生産を開始した。特に
オラロスで商業生産を開始したリチウム
については、電気自動車（EV）等の普及
により需要が急速に高まる一方で、生産
が海外大手三社に集約されていることか
ら供給源の多角化が強く求められている
鉱物である。そのようななか、本プロジ
ェクトがタイムリーに商業生産を開始し
たことは、我が国のリチウム資源の安定
供給源の確保という観点から非常に大き
な意義がある。また、カントリーリスク
の高いアルゼンチンの案件ということか
ら、開発資金の調達には JOGMECの関与が
不可欠であり、JOGMEC が果たした役割は
極めて大きい。 

 
  これらのアウトカム実現を踏まえ、当
該事業の評定を Sとした。 

 
 
＜その他事項＞ 
なし 
 

はウラン案件の中では数少ない探
鉱段階から支援を行い商業生産ま
でに至った案件であることから、
高く評価できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・アルゼンチンのリチウム、カナダ
のウランなど十分なアウトカムを
実現しており、評価は妥当。 

・金属分野は先進的なことをしてい
るが、減損を出したプロジェクト
もあるため、それも含めて評価し
た方がいいのではないか。 

（ユーザー等からの意見） 
・リスクマネー供給については、有
用な制度であるが、運用面の改善
を検討して頂きたい。 

 

 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
スを含む海底堆積物の調
査で海洋資源調査船『白
嶺』8 航海以上運用。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[主な定量指標] 
1.調査船「白嶺」の年間航海数(8 航海以
上／年) 
[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 6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 2航海を実施したほか、
表層型メタンハイドレートの調査支援及
び海洋地質学的研究調査に大学及び政府
系機関から 2航海を受託し、計 10航海を
実施した。 

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

マニュアルを策定した。「白嶺」の運航につ

いては、運航会社との間で定例会を開催し、

航海毎に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

（３）海洋資源開発：S 
＜評定と根拠＞ 
平成27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）：
125% 

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）：207% 

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）：138% 

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）：200% 

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
長に向けた取組み（定性）：100% 

エ-1. レアアース堆積物に係る資源のポテ
ンシャル評価の実施（定量）：160% 

＜評定に至った理由＞ 
・資源量評価の面では、伊是名海穴
における資源量調査が終了し、平成
24 年度に評価した資源量から 2 倍
以上の 740 万トンへ大幅に増大し
た。また、平成 26 年度に発見した
賦存域「ごんどうサイト」及び「野
甫サイト」において、深部ボーリン
グ調査により深部方向の連続性を
確認し、更なる資源量の拡大に貢献
するとともに、広域調査の実施によ
り新たに 2 か所「田名サイト」及び
「比嘉サイト」で賦存域を発見した
ことは、高く評価できる。 

・平成 29 年度に計画している実海域
での採鉱・揚鉱パイロット試験に向
けて機器装置の開発・製作や選鉱製
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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、内容面として、 
ア-3. 海底熱水鉱床の資源量調査では、伊
是名海穴「Hakureiサイト」の資源量調査
においては、ボーリング調査の実施方法
を工夫し、物理探査データを最大限に活
用するなど、資源量の増大に向けた調査
をより効率的に実施し、過年度のボーリ
ングを含め合計55本で深部鉱体を捕捉し
た。これにより得られたデータを踏まえ、
表層部だけでなく深部の広がりまで考慮
した詳細資源量を世界で初めて算定し、
伊是名海穴「Hakureiサイト」における資
源量は、従前評価に比べて 2倍以上の 740
万トンへ大幅に増大した。 

  さらに、過年度に発見した賦存域の資
源量調査では、特に「ごんどうサイト」
において、ボーリングを実施した 9 孔す
べてで鉱石を捕捉し、深部方向に最大幅
42m の銅に富む鉱床の連続性を確認した
ほか、「野甫サイト」でも、厚さ 22.4mの
鉱体を確認した。加えて、沖縄海域にお
いて新たに「田名サイト」と「比嘉サイ
ト」の 2 ヶ所で海底熱水鉱床の賦存域を
発見した。 

  これら4つの新たな賦存域は、「Hakurei
サイト」と比べて、鉱床の規模も同等以
上で、銅品位が高いことが特徴であり、
海底熱水鉱床の資源量評価に係る次のタ
ーゲットとして期待されるサイトであ
り、特筆すべき成果となった。 

ア－4. 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事前
掘削の準備を着実に進めた。また、破砕
動作模擬試験、移送管の挙動試験等、各
種試験の実施及び水中ポンプの設計にあ
たっては、コンソーシアムと打合せを綿
密に行い、マネジメントを円滑に進める
ための取組を実施した。 

ア－4. 選鉱・製錬技術については、浮遊選
鉱プロセスを見直し、選鉱技術が向上し
たことで、亜鉛実収率の平成 27年度目標
値を達成した。また、選鉱産物が既存製
錬所に導入できることを確認し、さらに
選鉱技術及び製錬技術の専門家を中心に
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
を実施した。 

ア－4. 環境影響予測モデルについては、精
密な地形・潮汐データを時系列的に蓄
積・整理し、導入することで精度を格段
に向上した。さらに、これまで採取困難
であった非熱水性生物の採取について
は、調査機材に工夫を施すことで可能と
なり、これまでの継続的な調査によって
量的・質的にも世界トップ水準の環境影
響評価と断言でき、パイロット試験予定
海域で深刻な影響が生じないことが証明
されつつある。 

ウ-1. マンガン団塊では、環境影響評価調
査航海 1 航海及び過去に取得したデータ
の情報整理を行った上で、探査鉱区契約
の延長申請を実施した結果、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 ISA 理事会にて探査鉱
区契約の 5 年間延長が承認される見込み
である。 

 
  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、内容面においても、既知海底熱
水鉱床賦存域である沖縄海域・伊是名海
穴「Hakureiサイト」において、調査手法

錬の技術開発を着実に推進したこ
とは評価できる。 

・マンガン団塊の開発に向けて環境
影響評価調査等を実施し、国際海底
機構に探査契約の延長申請を実施
したことは評価できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・資源量が 2 倍以上に増大したこと

や、２鉱床を発見したことは大き
なアウトカムと言えるのではない
か。 

・「白嶺」での精力的な探査も評価で
きる。 

 

 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１５
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８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
及び揚鉱管等の設計及び
陸上試験等を実施。 
・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 
・底かく乱試験に向けた環
境基礎データの取得、環境
保全策の検討、環境影響予
測モデルの精度向上 

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＞ 
[主な定量指標] 
ア-1-1)沖縄海域でのボーリング調査地
点数(15 地点) 
ア-1-2)民間チャーター船利用数(8 航海
以上) 
[評価の視点] 
ア-1-3)効率的調査に向けた特段の工夫 
＜アウトカムの視点＞ 
ア-1-4)既知資源量拡大に資する特段の
発見等 
2)採鉱・揚鉱技術 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
[定性的指標] 
ア-2)採鉱・揚鉱パイロットプロジェクト
に向けた準備 
[評価の視点] 
ア-2-1)プロジェクトマネジメントでの
特筆すべき工夫 
3)選鉱・製錬技術 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
[定性的指標] 
ア-3)選鉱製錬技術向上（選鉱品位・実収
率向上） 
[評価の視点] 
ア-3-1)実操業炉への適用見通し 
ア-3-2)プロジェクトマネジメントでの
特筆すべき工夫 
4)環境影響評価 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
[定性的指標] 
ア-4)環境影響評価の実施 
[評価の視点] 
ア-4-1)環境予測モデルの精度向上 
ア-4-2)環境影響規制に係る国際枠組み
構築への貢献、我が国プレゼンス向上 

ア．海底熱水鉱床 
ア-1,2,3. 資源量評価：海底熱水鉱床の確認
資源量の増大に向けて、5航海計 31地点の
ボーリング調査を実施した。 

  伊是名海穴「Hakurei サイト」の資源量
は、過年度から実施した合計 176地点のボ
ーリングのうち、55本で下部鉱体を捉え、
詳細資源量を 740万トンと評価し、平成 24
年度に概算した 340万トンから 2倍以上に
増大した（鉱床規模：800m × 650m、平均
鉱石品位：銅 0.41%、鉛 1.44%、亜鉛 5.75%、
金 1.45g/t、銀 95.6g/t）。調査海域はチム
ニーやマウンドの存在など起伏に富む海
底地形であるが、ボーリング実施方法を工
夫することによって、マウンド頂上や斜面
部での掘削を可能とし、また、物理探査に
より把握した磁気異常データを活用した
ボーリングを実施し、効率的に下部鉱体を
把握することができた。 

 過年度に発見した新たな賦存域「ごんどう
サイト」及び「野甫（のほ）サイト」では、
それぞれ 9地点と 2地点でボーリング調査
を実施し、鉱石分析等を実施した。延べ
380mのボーリング調査を実施した「ごんど
うサイト」では、9 孔すべてで鉱石を捕捉
し、深部方向に最大幅 42mの銅に富む鉱床
の連続性を確認した（平均鉱石品位：銅
3.38%、鉛 2.39%、亜鉛 6.39%、金 0.97g/t、
銀 62.6g/t)。「野甫サイト」では厚さ 22.4m
の鉱体を確認した（平均鉱石品位：銅
1.20%、鉛 0.72%、亜鉛 6.18%、金 0.44g/t、
銀 34g/t）。 

  また、詳細な資源量調査に移行すべき新
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 11 航海実施し、沖縄海域
において、銅、鉛、亜鉛、金に富む「田名
（だな）サイト」と鉛、亜鉛に富む「比嘉
（ひが）サイト」）の 2 ヶ所の海底熱水鉱
床賦存域を新たに発見した。（「田名サイ
ト」の鉱床規模：800m × 600m、平均鉱石
品位：銅 3.70%、鉛 8.14%、亜鉛 24.01%、
金 3.90g/t、銀 525g/t、「比嘉サイト」の
平均鉱石品位：銅 0.27%、鉛 29.00%、亜鉛
33.41%、金 0.05g/t、銀 212g/t） 

  前年度事業成果については、民間企業等
関係者に対し成果報告会を通して必要な
情報提供を実施したほか、新鉱床発見に係
るプレスリリースを行い、新聞等で報道さ
れることにより、本成果を広く国民に周知
した。 

 加えて、海底熱水鉱床の 4分野（資源量評
価、採鉱技術、選鉱・製錬技術及び環境影
響評価）で効率的に事業を行うため、前述
のとおり、経済産業省資源エネルギー庁や
採鉱・揚鉱パイロット試験コンソーシアム
等との間で、定例会を開催した。 

 
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 年度に沖縄海域・伊是名海穴で

実施を計画している海底熱水鉱床の採
鉱・揚鉱パイロット試験実施に向け、提案
公募により造船・重機・エンジニアリン
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グ・資源系企業等 7社からなるコンソーシ
アムを業務委託先として選定し、採掘要素
試験機の採鉱機能及び集鉱機能の改良に
向けた破砕動作模擬試験、集鉱機～水中ポ
ンプまでの移送管の最適形状を検討する
ための挙動試験、水中ポンプシステムの全
体構成検討、水中ポンプの開発のための材
料摩耗試験、揚鉱管の挙動試験や腐食摩耗
試験等を実施し、平成 28 年度に製作に取
りかかる水中ポンプや揚鉱管等の採鉱・揚
鉱システムの詳細設計を完了した。 

  また、パイロット試験の採掘計画等の基
本計画及び揚鉱母船の艤装計画を検討す
るとともに、平成 28 年度に予定している
事前掘削の手順を確認するとともに、安全
性評価等を実施した。 

ア-4-1.複数の船舶が近距離で複雑なオペレ
ーションを行うパイロット試験の危険因
子を洗い出し、その対策を講じるため、外
部有識者からなるリスク評価会議を開催
し、安全な試験の計画検討に貢献した。 

ア-4-2.外部有識者の立会による、水中ポン
プ性能の数値解析や模擬ポンプの性能確
認試験等を通じ、必要な性能を有する水中
ポンプの設計を完了した。 

ア-4-3.前述の模擬ポンプの性能確認試験等
を通じ、水深 1,600m から揚鉱可能な水中
ポンプの性能を確認した。 

ア-4-4.破砕動作模擬試験、移送管の挙動試
験等、各種試験の実施及び水中ポンプの設
計にあたっては、毎月、連絡協議会を開催
し、コンソーシアムと打合せを綿密に行
い、マネジメントを円滑に進めるための取
組を実施した。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採鉱
技術ワーキングループを、現地検討会を含
め計 9回実施し、委員のコメントを踏まえ
つつ当該事業を適切かつ効率的に実施し
た。 

 
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を継続実施し、最
適な浮遊選鉱条件を把握することにより、
亜鉛実収率は昨年度の 48%から 71%（目標
値 70%）へ大きく向上し、目標を上回る陸
上鉱床並みの回収率を達成した。特に、回
収された選鉱産物が、既存製錬所への受け
入れ可能条件を満足できるレベルに達成
したことは商業化に向けて大きく貢献で
きた。さらに鉱石処理量 4.8トン／日（想
定される商業規模の 1/1000 スケール）に
スケールアップした選鉱試験設備を完成
させ、連続試験（延べ約 50 時間、処理鉱
石量約 5トン）を実施し、スケールアップ
規模での金属回収率等のデータを取得し
た。 

ア-4-6. 製錬分野では、選鉱試験で得られた
亜鉛・鉛精鉱及び硫化鉄精鉱を対象とし
て、複数の既存製錬所での金属含有量や不
純物許容量等の受入条件をヒアリング調
査により把握した。これに基づき、亜鉛・
鉛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
した。また、硫化鉄精鉱については、塩化
揮発法による金属回収試験を行い、金銀等
が回収可能であることを確認し、付加価値
の高い貴金属の回収によって経済性向上
に寄与できる見通しが得られた。 

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、定期的に業務委託先の
民間企業、大学、研究機関との進捗確認等
の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した。ま

を工夫するなどして効率的にボーリング
を実施し、得られたデータを解析するこ
とにより、世界で初めて詳細資源量を算
定した結果、資源量は従前の概算評価 340 
万トンから 2 倍以上の 740 万トンへ大幅
に増大した。また、過年度に発見した賦
存域「ごんどうサイト」及び「野甫サイ
ト」でボーリング調査を実施した結果、
「ごんどうサイト」では有用性の高い銅
に富む鉱床の深部方向への連続性を確認
し、「野甫サイト」でも鉱体を確認した。
加えて、詳細な資源量評価調査の次のタ
ーゲットとなる海底熱水鉱床「田名サイ
ト」及び「比嘉サイト」を抽出・発見し
たことは、海底資源の賦存量拡大に大き
く貢献する成果となった。 

  また、世界的に開発事例のない、海底
熱水鉱床の採鉱技術の開発を目指し、各
種試験を通じて採鉱・揚鉱システムの詳
細設計を完了した。さらに、選鉱学的に
も分離が困難な海底熱水鉱床について、
既存製錬所での処理を想定した選鉱プロ
セスを特定し、金属回収率を向上させた。 

 
これらを踏まえ、当該事業の評定を S とし
た。 

 
＜指摘事項等＞ 
10 回の航海調査において、予想を上回る

成果が認められる。 
海洋資源開発は国主導でなければ難しい

ため、JOGMECが実施することは大変重要。 
 
＜その他事項＞ 
なし 
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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選鉱・製錬ワーキング
ループを、現地検討会を含め計 4回実施し、
委員のコメントを踏まえつつ当該事業を
適切かつ効率的に実施した。 

 
③環境影響評価： 
ア-4-8. 環境影響予測モデルの精度向上の
ため、海底かく乱試験予定海域の精密海底
地形図を用い、かつ潮汐データを加味した
環境影響予測シミュレーションを実施し
た。また、沖縄海域・伊是名海穴で環境洋
上調査を実施し、環境保全策の検討に資す
るため、これまで採取困難であった移動性
の非熱水性生物の主要種（イトアシエビ
等）の採取に成功し、当該生物の遺伝学的
解析を実施するとともに、環境基礎データ
の取得等を通じて、平成 28 年度に計画し
ている、かく乱試験候補地を選定した。 

ア-4-9 .環境影響評価の取り組み成果につい

て、国際会議等での発表を通じて国際的なガ

イドライン構築に貢献するため、JAMSTEC と

の間で「環境データ・試料の利用に関する協

定書」を締結し、双方でのデータ共有を図る

ことにより対外発信を促進するとともに、自

らも海洋関連のシンポジウムで取組成果を

発表した。 

 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３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.公海域のコバルトリッチクラスト探査
鉱区において、「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 20 地点のサンプリング調査を実
施した。採取した試料の化学分析を実施し
て品位を把握した。 

  生産技術に関しては、選鉱・製錬技術の
検討に着手し、今年度の実海域調査で採取
した試料を用い、ジグ選鉱機、色彩選別に
よる選鉱試験を実施した。また、選鉱産物
を用いて 3種類の製錬手法について基礎試
験を行い、現段階では熔錬硫化塩素浸出法
が経済的に最も優れているとの結論を得
た。 

  平成 28 年度実施予定の環境調査につい
て、実施計画を検討するため、既存データ
の解析作業を実施し、今後必要となる調査
課題を抽出した。 

イ-2. 5～6 月に、国際海底機構（ISA）との

探査契約に基づく研修生 3名（ジャマイカ、

バングラデシュ、ガンビア）を受入れ、「白

嶺」で洋上研修を行ったほか、高知大等の協

力により国内研修を行った。 

 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
延長申請のため、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ができたか 

ウ．マンガン団塊 
ウ-1,1-2. 平成 28年 6月に ISAとの 15年間
の探査契約が満了することから、探査鉱区
契約の延長に向けて、環境影響評価調査 1
航海を実施して試料採取を行い、また採
鉱・製錬技術及び経済性の評価等を実施し
て、2015年の探査活動報告書を ISAに提出
した。 

  また、平成 27年 12月に探査権の延長申
請を ISAに提出した。 
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 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 
・ポテンシャル評価のた
め、平成 25 年度から 3 年
間の調査・研究実施計画に
基づく南鳥島周辺海域で
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、10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 
エ-1,1-1,1-2.レアアースを含む海底堆積物
の資源量評価のため、「白嶺」による調査
１航海にて堆積物試料の採取を継続して、
16 地点でピストンコアラーによるサンプ
リングを実施した。取得サンプルの化学分
析等を実施し、資源量評価に資する各種解
析を実施した結果、高濃度分布域（約
4,100km2）を把握し、レアアース酸化物量
として 77 万トン（平均品位 2,652ppm）と
算定した。 

  また採泥･揚泥、選鉱･製錬、生産システ
ム及び経済性の検討を行い、資源としての
ポテンシャルの評価について検討し、とり
まとめた。 

 (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。 

(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。 

(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件以上締結。 
・日アフリカ鉱業・資源ビ
ジネスセミナー（経済産業
省との共催）及び日アフリ
カ資源大臣会合（経済産業
省の主催）の成功。 
・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 
・ベトナムでは、レアアー
ス回収実証試験を実施し、
プロセスの最適化を図る。
ブラジルでは、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
の向上を図る。ボリビアで
は、ウユニ塩湖かん水から
のリチウム開発に向けた
現場試験を続ける日本企
業の活動を支援する。 
・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 
 

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） 

7.初期的な調査の実施（3件） 
11.資源国における鉱物資源探査技術者
の育成の実施（75名） 

15.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 

7-1. 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 

7-2. 不測の事態が発生した場合でも適
切に対処 

11-1.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 

11-2.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 

15-1.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 

15-2.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 

15-3.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】 
5.第二回日アフリカ資源大臣会合
(JAMM2)への参加及びビジネスセミナ
ー(J-SUMIT2)の共催 

13.資源国における共同研究の実施 
【評価の視点】 
5-1.経産省と充分連携し、積極的かつ自

発的に両会議の運営 
5-2.セミナー講演者の招聘など資金

的・人的な貢献 
13-1.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.J-SUMIT2の開催に際し、要人とのバイ
会談を実施し、更なる資源国・機関等
との関係強化 

（４）資源外交 
＜主要な業務実績＞ 
1. 5件の資源国との協力枠組み構築した。 
・ジンバブエとエチオピアとの間で新たな協

力枠組みを構築した。 
・南アとロシアに供給が偏る白金族の産出国

として注目されるジンバブエの鉱山・鉱業
開発省と MOUを締結し、白金族供給源の多
角化に資する協力枠組みを確立した。これ
により SADC 加盟国の内、地質調査所を有
する 13 ヶ国全てと協力枠組みの確立を達
成した。 

・エチオピア地質調査所とボツワナ・地質リ
モートセンシングセンター事業に係る協
力覚書を締結。同国で推進中の JV への良
好な波及効果が期待される。 

1-1.総理の資源外交の成果に直結する合意
文書への署名を実施した。 

・安倍総理の中央アジア歴訪にあわせ、カザ
フスタン国営探鉱会社、ウズベキスタン地
質・鉱物資源国家委員会と計 3件の合意文
書に署名した。 

 
2,4.資源国鉱業関係機関等のトップ級との
面談件数: 34件 

・資源開発における GG 関係の重要性が高い
アフリカ諸国に対しては、JAMM2 及び
J-SUMIT2（後掲）並びにアフリカ最大の鉱
業大会である African Mining INDABA 2016
において積極的な PR を展開しつつ、関係
国政府高官と 24件の面談を実施した。 

・チリ外国投資委員会副委員長との面談では
産銅国の鉱業政策変更の可能性に関する
情報収集に貢献した。 

・南ア、マダガスカルの鉱業担当大臣との面
談では、鉱業法改正の進捗状況について、
直接大臣から情報を入手した。 

・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。。 

 
5. 第二回日アフリカ資源大臣会合(JAMM2)
へ参加するとともに、 ビジネスセミナー
(J-SUMIT2)を共催した。 

5-1.経済産業省と共催したセミナーでは、ア
フリカ 15 ヶ国の資源担当大臣等の政府代
表者、国内外の資源関係企業、国際機関、
関連企業・団体など計 42 件の講演の他、
関係企業、大学による計 30 件のブース展
示が行われ、2 日間でのべ 2,000 名が参加
した。 

・最新のアフリカ鉱業情報を経産省に提供し
つつ、日アフリカ関係強化に効果的な講演
者、演題を経産省に提案した。 

・セミナー開催について積極的に日本企業に
周知した。 

・日本企業とアフリカ政府関係者の会談の機

（４）資源外交：S 
＜評定と根拠＞ 
平成27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）：142% 

5.第二回日アフリカ資源大臣会合(JAMM2) 
併催のビジネスセミナー(J-SUMIT2)の開
催（定性）：100% 

7.初期的な調査の実施（定量）：133% 
11.資源国における鉱物資源探査技術者の
育成の実施（定量）：215% 

13.資源国における共同研究の実施（定
性）：100% 

15.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）：100% 

 
また、内容面として、 
1,3. 白金族産出国として日本企業からの
関心が高いジンバブエとの協力枠組み構
築にむけ、5年に亘る調整を続けてきたと
ころ、本年 5月の J-SUMIT2でのチダクワ
鉱山・鉱業開発大臣との会談で合意に向
けて大きく前進し、MOUの締結に至った。
同 MOU に基づき、同国の地質技師を対象
とする研修を 2 月に実施した。さらに、
本件は 3 月のムガベ大統領訪日時の共同
声明において言及された。同国との関係
強化は、白金族供給源の多角化に資する
ものである。 

5. J-SUMIT2では、のべ 2000名が参加した
セミナー開催と並行し、12 ヶ国のアフリ
カ諸国の閣僚級との面談を実施し、具体
的な協力事業実施への道筋をつけるとと
もに、政府の鉱種戦略に資する機微な情
報を入手した。また、本セミナーを開催
することにより、資源開発における政府
の役割が大きいアフリカ諸国の政府関係
者と日本企業の会談の機会を創出した。
本セミナー開催にあたっては、講演者の
招聘、プログラム内容の提言を行うなど、
積極的に企画・運営にあたった。 

7,9,10. 新たに調査を開始したウズベキス
タンの新規地区は、平成 21年度からの同
国におけるJOGMECの継続的な調査実績が
相手国政府から高く評価された結果とし
てJOGMECの調査実施要請がなされたもの
であり、相手国政府機関との関係強化に
寄与した。また、ウズベキスタン・地質
鉱物資源国家委員会との間で締結した共
同調査実施合意書における新規地区の対
象鉱種であるビスマス・セレン・テルル
はこれまで未着手の鉱種である。 

11. ボツワナ・地質リモートセンシングセ
ンター第二期事業の重点目標である指導
者レベルの人材の育成のため、認定制度
を策定し、「指導者レベル」の基準を明確

＜評定に至った理由＞ 
・安倍総理の中央アジア歴訪にあわ
せ、3 件の MOU を締結し、豊富な
金属鉱物資源を有するカザフスタ
ン及びウズベキスタンの二国間関
係強化に貢献した。また、協力枠
組みがなかったジンバブエと５年
に亘る交渉の末にMOUを締結し、
これにより、SADC 加盟国のうち
地質調査所を有する１３ヵ国との
協力枠組み構築を完了したこと
は、評価できる。 

・日アフリカ鉱業・資源ビジネスセ
ミナー2015(J-SUMIT2)を経済産
業省と共同で開催し、成功裏に終
了し、アフリカにおける日本企業
の資源分野への投資を促進すると
ともに、第 2 回日アフリカ資源大
臣会合（JAMM2）についても大き
な貢献を果たしたことは、評価で
きる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・首相の歴訪に併せ、色々と新しい
関係を構築したということは非常
に良い成果だと思う。 

・リモートセンシングの研修の実施
など地道なこともしっかりしてい
いることと、こちらの探査技術を
地熱の探査などでも利用するな
ど、シナジー効果という点でも評
価できる。 
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8.特筆すべき技術的成果 
9.相手国政府機関との協定書更新等、関
係強化 

10.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 

12.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 

14. 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 

 

会を創出した。 
・第二回日アフリカ資源大臣会合(JAMM2)に
おいては、セミナーの成果及びアフリカ諸
国に対する貢献について報告した。 

5-2.ペチェ CODELCO副総裁を講演者として招
聘。セミナーに先立ち実施した同副総裁と
の会談では、前年締結の MOUをフォローし、
同社との関係を一層強化した。 

 
6.セミナー開催と並行し、資源国閣僚級との
面談を 12 件実施。合意文書署名への道筋
をつけるなど、関係を強化した。 

・ジンバブエとの面談は、同国との MOU締結
への道筋をつけ、27年度中に同国技師に対
する研修を実現した。 

・エチオピアとの面談では、新たに協力枠組
を構築することで一致し、同国との間で 27
年度中に MOCを締結した。これにより、同
国で推進中の JV への良好な波及効果が期
待される。 

・マダガスカル、モザンビークとの面談には、
石油・石炭部門の代表者も出席し、発言。
部門間のシナジー効果を創出した。 

 
7.新規 2件を含む 4件の初期的な調査を実施

した。 
（新規） 
○ウズベキスタン・ウズムレック（レアメタ
ル・銅）：外資参入は少ないもののポテン
シャルが高いフロンティア地域であり、今
後供給源の多角化の寄与が期待される案
件である。 

○カザフスタン・キジムシェック、ジャナア
ルカリック（レアメタル）：ポテンシャル
が高いため近年外資参入が活発的な地域
であり、今後供給源の多角化の寄与が期待
される案件である。 

7-1.非鉄企業及び一般向けに対し、当該調査
を含む案件の進捗について報告し、引継ぎ
の端緒となるよう関係企業とのコンタク
トを取る機会とし、ネットワークの構築・
維持を実現した。 

- 一般向けの金属資源セミナーを開催（参加
者 82名）。 

- 非鉄企業と合同意見交換会を開催（参加企
業 7社及び参加者 14名）。 

- 商社等と合同意見交換会を開催（メタルに
ついては参加企業 7 社・参加者 15 名、ウ
ランについては参加企業 8 社・参加者 19
名）。 

 
9.初期的調査のうち、平成 21 年度からのウ

ズベキスタンにおける JOGMEC の調査実績
が同国政府により高く評価されたことか
ら、安倍総理の中央アジア歴訪にあわせ、
同国地質・鉱物資源国家委員会と新たに合
意文書を締結し、新規地区での初期的調査
を開始した。 

 
10.カンボジア、ミャンマーでの調査は、い
ずれも我が国企業のプロジェクトが立ち
上がっていない国での調査である。 

10.ウズベキスタン・地質鉱物資源国家委員
会との間で締結した共同調査実施合意書
における新規地区の対象鉱種であるビス
マス・セレン・テルルは、これまで未着手
の鉱種である。 

 
11. 資源国における鉱物資源探査技術者の
育成について 11 ヶ国のべ 161 名を対象に
実施した。 

11-1.新たに指導者人材の認定制度を策定
し、運用を開始した。 

・27年度は 4ヶ国（ボツワナ、マラウイ、マ

化した。27年度は 4ヶ国 14名が指導者育
成研修を修了後、技能審査試験に合格し、
3ヶ国 9名が「リモートセンシング・イン
ストラクター」の認定を受けた。 

13,14. 資源国における共同研究の実施に
ついては、ブラジルでは回収したレアア
ースの高純度化への見通しが立ったこと
から、平成 27年度の目標を達成した。ま
た、ベトナムにおいては、ベトナム側独
自でレアアースの回収を行えるよう技術
移転を完了し、今後レアアース資源の開
発が再開される際に、我が国企業による
本共同研究の成果の活用が期待できる。 

 
  以上、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。白金族産出国として注目されるジ
ンバブエとは、これまで具体的な協力関
係の構築が困難であったが、5年に亘る協
議を経て、J-SUMIT2 での会談を契機に、
MOUの締結に至った。また、安倍総理の中
央アジア歴訪にあわせ、3件の合意文書を
締結し、政府の資源外交の成果に直結さ
せた。さらに、ボツワナ・地質リモート
センシングセンター事業では、指導者レ
ベル人材の育成のための、認定制度を策
定し、3 ヶ国 9 名を「リモートセンシン
グ・インストラクター」に認定。これは、
対象国が求める持続可能な開発に資する
のみならず、我が国の資源外交を強力に
支援する成果といえる。また、これまで
のJOGMECの調査実績がウズベキスタン政
府により高く評価されたことから、安倍
総理の中央アジア歴訪にあわせ、新たな
合意文書の締結及び新規地区での初期的
調査を開始したほか、レアアースやリチ
ウムの新たな供給源確保に向けた資源国
での共同研究におけるプロセスを確立す
るなど、供給源の多角化に向けて多様な
実績を上げるなど、質的に顕著な成果を
上げた。 

 
これらを踏まえ、当該事業の評定を S とし
た。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
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ダガスカル、タンザニア）14名に対し、指
導者育成研修を実施し、3ヶ国（ボツワナ、
マダガスカル、タンザニア）9 名を「リモ
ートセンシング・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。 

・4 ヶ国（ボツワナ、マラウイ、マダガスカ
ル、タンザニア）の地質技師のべ 27 名に
対して共同解析・現地調査を通じた技術移
転を実施。 

・ジンバブエ鉱山・鉱業開発省との MOU締結
を受け、同国地質技師 6名に対して 2週間
の技術移転研修を実施。 

・幅広い技術移転を目的とした SADC セミナ
ー、相手国技術者の技術の維持・向上を目
的とした競技会、短期研修の機会提供を目
的としたワークショップを開催し、ボツワ
ナ等 11ヶ国からのべ 114名が参加。 

11-2.対象国の閣僚級から高い評価を獲得 
・J-SUMIT2ならびに Mining INDABAの場での

会談において、9 ヶ国（モザンビーク、ニ
ジェール、マラウイ、ザンビア、ナミビア、
マダガスカル、タンザニア、ボツワナ、DR
コンゴ）の閣僚級より、ボツワナ・地質リ
モートセンシングセンター事業への謝意
と期待が表明。 

 
12. 共同解析・現地調査を端緒にタンザニア
にて JV1件を形成。 

・ニッケル、銅、白金族の探査促進が期待。 
 
13,14.ベトナムでは、レアアース回収技術の
移転に関連して、放射性物質を含む残渣処
理技術の習得及び中重希土類の分離・精製
について、ベトナム側自らがレアアースの
単体分離ができるよう技術支援を行い、最
終的にレアアース精鉱から重希土の単体
分離回収までを実施することができる技
術の移転を完了した。今後、レアアース資
源の開発が再開される際に、我が国企業に
よる本共同研究の成果の活用が期待でき
る。 

・ブラジルでは、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、レアアース高純度化に係る室内
試験を実施し、薬剤コストの低減と高純度
化の見通しを得た。この結果を実証試験機
器に反映させるためのプロセス検討及び
ベンチスケールプラント設計を実施した。 

・ボリビアでは、先方政府機関が日本のリチ
ウム回収技術の利用を検討すると述べた
旨の文書を交わし、日本企業がリチウム開
発に参画する可能性を確保した。 

 
15. 資源国への探査・環境保全技術の移転を
2件実施した。 

15-1.ボツワナとジンバブエにて探査・環境
保全セミナーを実施した。各回ともに政府
関係機関や大学等から当初の予想（約 100
名）を上回る約 130名が参加した。 

15-2.ジンバブエでのセミナーは、地元紙 4
紙（Newsday 紙他）で報道された。また、
ジンバブエでのセミナーについては、アン
ケートの結果、参加者の 88％がセミナーの
内容を「良く理解できた」、または「理解
できた」と回答した。 

15-3.セミナーに先立ち、モカイラ鉱物・エ

ネルギー・水資源大臣（ボツワナ）、チダク

ワ鉱山・鉱業開発大臣（ジンバブエ）と会談

を実施。協力関係を維持、強化することで一

致した。 
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 (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。 
 

(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。 
・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。 

(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 
・２件以上の選鉱技術の基
礎的研究開発を実施。 
 

＜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.バイオリーチング実証試験の実施 
【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 

（５）技術開発・人材育成 
＜主要な業務実績＞ 
1.特許の申請件数 
・基礎研究及び実証試験の実施により、技術

課題の解決を図るために必要なデータを
取得し、これまでに次の 3件の特許申請を
行った。 

－酸化マンガンと炭素含有材料の混合物を
用いた黄銅鉱の浸出促進方法及び浸出促
進剤（バイオリーチング技術開発） 

－希土類元素の回収方法 
－陽イオン交換型抽出剤の回収方法 
（以上、ブラジルのレアアース回収技術調査
研究 2件） 

 また、平成 26 年度に特許申請を行った 3
件のうちの 1件 

－豪州タングステンプロジェクトに係る精
鉱製造方法及び精鉱製造システム－につ
いて、日豪両国の特許を取得、さらに平成
26 年度に国外の特許を取得した金属探査
用電磁探査（SQUITEM）に関する「液体窒
素冷却センサ機器用容器及び液体窒素冷
却センサ機器」については国内の特許も取
得した。 

 
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を引き続き
実施したが、平成 27 年 3 月に発生した豪
雨の影響により試験の中断を余儀なくさ
れたため、平成 28 年度までの試験期間を
延長することとした。浸出率については、
外部有識者で構成される委員会での助言
を踏まえつつ、ヒープ（鉱石を積み上げた
層）内での浸出液偏流対策を行った 3回目
の試験の結果、約 250日間で浸出率約 35％
を達成した。 

 

3.金属資源技術研究所における難処理鉱を

対象とする選鉱・精製技術開発について、開

発に必要な試験設備を導入・整備し、ボツワ

ナ・ディコロティ鉱床、後述する現場ニーズ

等の技術支援のミネラルサンド及び海底熱

水鉱床を対象とした選鉱技術の基礎的な研

究開発 3件を実施し、導入した鉱物単体分離

解析装置（Mineral Liberation Analyzer）

などの試験機器を利用することにより、鉱物

の選鉱性の知見を得ることができた。 

（５）技術開発・人材育成：A 
＜評定と根拠＞ 
平成27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% 
3. 金属資源技術研究所における研究開発
実施件数（定量）：150% 

①1. リモートセンシング技術の活用・現地
踏査を通じた機構によるアフリカ特有の
鉱床解析技術の向上（定性）：100% 

①4. 金属探査用電磁探査装置(SQUITEM3
号機)の精度向上（定性）：100% 

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）：100% 

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. 低品位粗銅のアノード鋳造の技術開
発の実施（定性）：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（定
量）：200% 

③1. タンタル・コバルトの安定供給に資す
るため廃基板等からのタンタル・コバル
トの回収技術の開発（定量）：タンタル
127%、コバルト 108% 

③3. 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
収技術の確立（定性）：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）：
100% 

④2.講座開設した大学数（定量）：125% 
 
また、内容面として、 
①1,5. タンザニア・ムパパ JV への活用を
通した新規探鉱有望地の抽出を実現し
た。そして、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おい
て、ミャンマー・広域共同調査で予察的
解析及び現地調査を実施した。また、メ
ジャー企業からの要請によりJOGMECのリ
モートセンシング解析技術に係る研修及
び共同解析を実施。共同解析の結果とし
て同社とのJV案件であるサガイ地域周辺
において新規有望地を抽出した。これは、
これまでJOGMECが同社と良好な信頼関係
を構築し、また独自のリモセン解析技術
を研鑽してきた結果であり、JOGMEC がメ
ジャー企業へ探査の技術協力を実施した
事例である。 

①4,5. 金属探査のみならず、地熱探査(鹿
児島県枕崎地域）、鉱山評価（鹿児島県赤
石鉱山）、防災関連調査（栃木県那須岳）
にも活用された。特に、鉱山評価（鹿児
島県赤石鉱山）においては、鉱体の拡が
りを評価し、最適な中長期採掘計画の策
定に貢献した。これらの結果は特筆すべ
き成果である。 

②1. モロッコ錫鉱床の浮遊選鉱試験では、
浮選成績が大幅に向上したことにより、
錫鉱床の開発可能性が高まった。さらに、
南米多金属鉱床尾鉱からの有価金属回収
試験についても、我が国企業による事業
化への検討に寄与した。 

②2,3. 深部鉱体を対象とした高精度物理
探査技術を利用した採鉱計画では、中長
期採掘計画の策定に寄与した。さらに、
微粒銅鉱物を含む銅鉱石の浮選実収率の
向上では、選鉱工程における銅鉱石の粉
砕方法の有効性が確認され、銅鉱山の開
発判断に寄与した。 

＜評定に至った理由＞ 
・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）は 3
件採択し、そのうち 1 件で錫鉱床の
開発可能性が高まり、さらに 1 件で
は我が国企業による事業化への検
討に寄与した。また、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）は 4 件採択し、
そのうち 1 件が実用化に至り、さら
に 1 件が企業の鉱山開発判断に寄
与しており、評価できる。 

・廃小型家電製品からのレアメタル
リサイクル技術では、総合回収率
は、目標を上回る回収率を達成し、
タンタル回収技術については、経済
性を有する結果が得られたことか
ら、要素技術について実用化が期待
されることは、評価できる。 

・製錬副産物からのアンチモン回収
技術では、達成製品品質規格を達成
し、事業目標であるアンチモン回収
率 30%向上に目途がついた。また、
アンチモン以外のレアメタル元素
の回収技術について、セレンを対象
とした技術開発を行い、実用化した
ことは評価できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・難処理鉱を対象とする選鉱・精製
技術開発において、海洋熱水鉱床を
対象とした研究開発を行ったとい
うことであるが、海洋資源の発見に
つなげていくために、他の研究機関
と連携して研究開発を進めてほし
い。 

 

 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 
・リモートセンシング技術
の活用・現地踏査を通じ
て、機構のアフリカ特有の
鉱床解析技術を向上 
・金属探査用電磁探査装置
（ＳＱＵＩＴＥＭ３号機）
の精度向上 
 

①探査技術 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性的指標】 
1.リモートセンシング技術の活用・現地
踏査を通じた機構によるアフリカ特
有の鉱床解析技術の向上 

4.金属探査用電磁探査装置(SQUITEM3 号
機)の精度(3チャンネル測定等)向上 

【評価の視点】 
1-1.JV調査への活用に繋がったか 
1-2.成果のとりまとめを通じて、新たな

解析技術等の獲得 
4-1.JV調査等への活用に繋がったか 
4-2.新たな技術開発に繋がる等、特筆す

べき要素がみられたか 
4-3.改良の完了を通じて、新たな知見等

獲得 
＜アウトカムの視点＞ 
2.我が国企業から高評価を得る等の特
筆すべき成果 

3.新たな地域における地質解析に繋が
ったか 

5.外部からの利用オファーがあるなど、
外部から高評価を得る等の特筆すべき

①探査技術 
1.アフリカにおけるリモートセンシング技
術開発については、タンザニア・ムパパ JV
の形成に併せて、同鉱区及びその周辺にお
いて、光学センサ（ASTER, Landsat)、合
成開口レーダー（SAR）及び数値標高モデ
ル（DEM）データ等を用いたリモートセン
シングデータ解析及び現地調査を実施し
た。 

1-1.タンザニア・ムパパ JV への活用を通し
て、新規探鉱有望地の抽出を実現した。 

 
＜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、ミャンマ
ー・広域共同調査で予察的解析及び現地調
査を実施した。 

  また、メジャー企業からの要請により、
JOGMEC のリモートセンシング解析技術を
用いた研修及び共同解析を実施した。共同
解析の結果、同社と実施中のフィリピン・
サガイ JV 周辺の新規有望地を抽出するな
ど、同社への探査の技術協力が実現した。 
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成果 4.金属探査用電磁探査装置(SQUITEM3 号機)
の精度向上 

  金属探査用電磁探査装置（SQUITEM3 号
機）の 3チャンネル同時測定等の精度向上
に関する現地検証試験を 3回実施し、同機
改良を概ね完了した。 

4-1.フィリピン・サガイ JV への活用を通し
て、今後の探鉱計画策定に有効なデータを
提供した。 

 
5.深部比抵抗構造の解明を目的とした国内
地熱探査(鹿児島県枕崎地域）への活用を
通じて、地熱ポテンシャル評価に有用なデ
ータを提供した。 

5.資源量評価を目的とした国内鉱山評価（鹿
児島県赤石鉱山）への活用を通じて、鉱体
の拡がりを評価し、最適な中長期採掘計画
の策定に貢献した。 

5.観測井掘削地の評価を目的とした防災関

連調査（栃木県那須岳）への活用を通じて、

地下深部構造の把握に貢献した。 

②4. 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は、実証試験現場の
視察に基づく委員からの技術アドバイス
を試験方法に反映させるなど、精度向上
のためのマネジメントを行うとともに、
複数の大学が異なる研究手法により、不
動態化現象の解明を進めるなどオープン
イノベーションの手法を活用すること
で、多角的な視点から技術的課題を解決
し、不動態化時間の大幅な増加に貢献で
きた。 

③1. 使用済み小型家電製品等からのタン
タル及びコバルトの回収技術開発につい
ては、特に、タンタル回収技術開発では
タンタル回収に至るまでのプロセスを産
官学が参加・分担することにより、各々
が有する得意技術分野を連携させた。ま
た、タンタル回収技術については、経済
性を有する結果が得られたことから、要
素技術について実用化が期待される 

④2. 大学での講座開設数については、受講
生からのアンケートで肯定的評価が 96%
と高評価が得られた。 

 
  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、質的に顕著
な成果として、まず、リモートセンシン
グについては、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、フィリピン・サガイ
JV 鉱区周辺における新規有望地域を抽
出、メジャー企業へ探査の技術協力が実
現できた。また、金属探査用電磁探査装
置（SQUITEM3号機）精度向上については、
金属探査のみならず、地熱探査、鉱山評
価及び防災関連調査にも活用され、鉱山
評価では鉱体の拡がりを評価し、最適な
中長期採掘計画の策定に貢献した、さら
に、廃小型家電製品等からのタンタル・
コバルト回収技術の開発については、目
標の総合回収率を達成し回収フローを確
立、技術評価を行い、特にタンタル回収
技術について経済性を有する結果が得ら
れたことから、要素技術について実用化
が期待される。 

  また、アンチモン以外のレアメタル元
素の回収技術の開発では、セレンを対象
とした技術開発を行い、実用化した。  

  さらに、現場ニーズ等の技術支援にお
いて、高精度物理探査技術による高品位
の金を含む深部珪化岩の把握について、
深部地下構造が詳細に把握できる点は利
用する価値が大きいことを確認し、得ら
れた結果などを利用し最適な中長期採掘
計画を策定したほか、微粒銅鉱物を含む
銅鉱石について、粉砕方法を工夫するこ
とにより単体分離度が増し、浮選成績が
向上することを確認した。これらの結果、
企業の鉱山開発判断に寄与することがで
きた。 

 
 これらを踏まえ、当該事業の評定を A と
した。 

 
＜指摘事項等＞ 
選鉱段階あるいは製錬段階でヒ素などの

不純物を除去できる技術が確立できれば、
日本の非鉄業界にとって大きな強みになる
ため、非常に重要な研究である。 
都市鉱山からのリサイクルについて、金

属の資源価格が低下するとリサイクルの意
識が下がってくる。是非、JOGMEC が音頭を

 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
の実用化のため、低品位粗
銅のアノード鋳造技術を
開発 
・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５件以上を
実施。 

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） 

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（5
件） 

 
【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 

2-1.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 

 
＜定性的指標及び評価の指標＞ 
【定性指標】 
4. 低品位銅アノードの電解精製プロセ
スにおける電力削減技術開発の実施 

【評価の視点】 
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 

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 

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 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3.技術支援が実用化に繋がったか 

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 3
件を採択し、研究開発を実施した。 

－海水からの高品位マグネシウム回収技術
の開発 

  現状の製塩プロセスをほぼそのまま用
いて、海水中に溶存するマグネシウム（Mg）
を効率的に分離・回収する技術開発を実
施、現状の塩生産量及び製塩コストをほぼ
変えずに、現状に比べて約 23倍の Mgを分
離・回収できた。 

－モロッコ錫鉱床の浮遊選鉱試験 
既存の錫浮選に比べ錫石の高い選択性

が確認された。 
－南米多金属鉱床尾鉱からの有価金属回収
試験 

難処理鉱からの効率的な硫化鉱物の除
去と錫回収の可能性が得られた。 

 
2,3.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）については以
下の 4件を採択した。なお、うち 2件につ
いては、スタディを次年度にも継続する。 

－深部鉱体を対象とした高精度物理探査技
術を利用した採鉱計画 

  高精度物理探査技術による高品位の金
を含む深部珪化岩の把握について、深部地
下構造が詳細に把握できる点は利用価値
が大きいことを確認し、得られた結果など
を利用し最適な中長期採掘計画を策定し
た。 

－微粒銅鉱物を含む銅鉱石の浮選実収率向
上 

  選鉱工程において銅鉱石の粉砕方法（高
圧粉砕）を工夫することにより銅鉱物の単
体分離度が増し、浮選成績が向上すること
を確認した。 

－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（継続） 

－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（継続） 

 
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を
実施した。具体的には、精製-還元を行っ
たアノードを用いて、さらに電解精製時に
電解液をアノードに吹き付けることで、不
動態化が起こるまでの時間（アノードに酸
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化被膜が形成され、銅が全く溶出しなくな
るまでの時間）を現状の 52 時間から 7 日
間以上まで延長することができた。 

4-1.技術開発委員会委員が実証試験現場を
視察する機会を設け、委員からの現場の実
情に即した技術的アドバイスを試験方法
に反映させた。 

 
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、6 大学及び 1 研究機関との
間で基礎研究テーマ合計 10 件を採択し、
委員会の外部有識者の助言を得つつ、基礎
研究を実施した。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(浮選を除く)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件を実施した。 

  また、選鉱によりヒ素を高濃度で含む残
渣を山元に残置することが鉱山地域に及
ぼす社会的影響について基礎調査を行っ
た。 

5-1. 学識経験者だけでなく国内で銅製錬を
行っている民間企業にも委員を委嘱し、技
術の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
ネジメントを行った。 

取ってリサイクル事業を進めてほしい。 
 
＜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 
・部品剥離工程の最適化試
験（タンタル）及び前処理
工程最適化による不純物
分離効率の向上試験（コバ
ルト）を行い、総合回収率
はタンタル７５％、コバル
ト７２％の達成を目指す。 
・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. タンタル・コバルトの安定供給に資
するため廃小型家電製品等からのタ
ンタル・コバルトの回収技術の開発
（タンタル回収率 75%、コバルト回収
率 72% 

 
【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 

 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
3.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
回収技術の確立（製品品質規格：ヒ素
1000ppm未満、カドミウム 100ppm未満） 

【評価の視点】 
3-1.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 

 
＜アウトカムの視点＞ 
2,4.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 

③リサイクル技術 
1.使用済み小型家電製品等からのタンタル
及びコバルトを対象とした新たなリサイ
クル技術について、部品剥離工程の最適化
試験（タンタル）及び前処理工程最適化に
よる不純物分離効率の向上試験（コバル
ト）を行った。その結果、総合回収率は、
タンタルについては 95.8 %（目標値 75%）、
コバルトについては 78 %（目標値 72%）で
あり、目標を上回る回収率を達成した。 

1-1 タンタル回収技術開発ではタンタル回収
に至るまでのプロセスを産官学が参加・分
担することにより、各々が有する得意技術
分野を連携させた。 

 
3.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は、乾
式法及び湿式法等を用いて、各製錬副産物
に含まれるアンチモンの濃縮試験を行う
とともに、同濃縮物からのアンチモン回収
の浸出中規模試験を行った。その結果、ア
ンチモンメタルへの還元前でヒ素 50 ppm
以下（目標値 1000ppm 未満）、カドミウム
10 ppm 以下（目標値 100ppm 未満）を達成
し、目標であるアンチモン回収率 30%向上
に目途が立った。また、アンチモン以外の
レアメタル元素の回収技術の開発につい
て、製錬副産物からのセレン分離回収技術
開発を実施、分離率 99%以上でセレンの分
離回収を実現、実用化した。 

 
3-1. 湿式法の研究開発においては、材料開

発を専門分野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
委託することにより、異分野の知見を活用
することによって研究開発を進展させた。 
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  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は、今年
度は 2件採択した。また、昨年度からの継
続研究 1件を実施した。 

・非平衡流体学に基づく溶融メタル･スラグ
分散の張力不安定解析による製錬高速化
設計（継続） 

・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（新規） 

・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（新規） 

 
2. 今年度新たに九州大学で講座を開設し、
年度目標の 4 大学を上回る、5 大学（東京
大学、早稲田大学、秋田大学、高知大学、
九州大学）で講座を開設した。また、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行った 。 

2-1. 受講生からのアンケートでは、肯定的
評価が 96%と高評価が得られた。なお、「資
源開発に対する関心が高まった」などの意
見も多数あり資源開発分野の人材の育成
に貢献した。 

 (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。 
・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。 

(4)情報収集・提供 
・戦略的鉱物資源 30 鉱種
に、リン及びカリウムを加
えた計 32 鉱種についてマ
テリアルフロー調査を実
施することに加え、自給率
調査を行い、これら調査に
より得られた情報を政府
へ提供する。 
・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。 
・24 件以上の国際会議へ
の参加及び資源国からの
有力者招聘を通じて、我が
国企業、現地開発企業及び
外国政府・国営企業等との
情報ネットワークを強化
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.マテリアルフロー調査対象鉱種数(32
鉱種) 

3.アンケート調査による利用者満足度
（75％以上） 

5.国際会議等参加数（24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。 

 
＜アウトカムの視点＞ 
2,4.政府鉱種戦略への貢献。 
 

（６）情報収集・提供 
＜評定と根拠＞ 
1,2. 戦略的鉱物資源等の 32 鉱種を対象に

鉱物資源マテリアルフロー調査を実施。関
係企業や業界団体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、マテリ
アルフローとして取りまとめ、政府の鉱種
戦略に資する情報源として経済産業省に
報告した。また、我が国の自給がないと想
定される 8 鉱種を除く 24 鉱種について、
我が国の製錬所等における原料調達状況
及び海外投資状況に係る実態調査に基づ
いて調査を行い、自給率調査を把握する唯
一の情報源として、経済産業省に報告し
た。 

1-1,1-2. 重要鉱種の安定供給上の課題抽
出を目的として 8鉱種(Cu, Pb, Zn, Ni, Li, 
Co, PGM, Zr)に係る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
析を実施した。これにより個別元素毎の専
門知識の習得を促進するとともに、各鉱種
の需給見通しやサプライチェーンにおけ
る供給課題を抽出した。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
ットワークを構築した。 

 
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）～8）の発行物等を通じ情報提供を行っ
た。提供情報については、我が国鉱山会社
及び資源関係商社(16 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 2月に開催し、タイムリーな情報
発信や情報の質の更なる向上、中堅メジャ
ー情報の追加など、前年度委員会で出され
た意見への対応に取り組んだ結果、評価委
員会に対するアンケートでは 100%が肯定
的評価となり、幅広い分野にわたり有用な
情報を提供しており、海外事務所からの定
期的情報提供も有用、評価委員会意見を反
映しニーズに対応しつつ年々質が向上し
ているとの高い評価を受けた。当該評価委
員会で出された意見は、次年度の調査事業
内容に反映させている。また、広報誌とし
て発信した「ベースメタル経済学」につい
ても高評価を得た。さらに、メール配信先

（６）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
平成27年度アウトプット指標に対する達成
度は、 

1.マテリアルフロー調査対象鉱種数（定
量）：100% 

3.アンケート調査による利用者満足度（定
量）：131% 

5.国際会議等参加数（定量）：100% 
 
また、内容面として、 
1,2. 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、価格動向、輸出入動向、リサイクル
率及び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
況や産業界の動向を詳細に把握したうえ
で、当該調査結果を取りまとめ経済産業
省に報告した。自給率調査の結果につい
ては、エネルギー基本計画（平成 22年 6
月閣議決定）に定める我が国の鉱物資源
の自給率の達成目標（2030 年までにベー
スメタル80％以上、レアメタル50％以上）
に対して、達成状況を多鉱種にわたって
包括的に把握するための唯一の情報源と
して経済産業省に報告した。 

3,4. 提供する情報については、これまで評
価委員会から寄せられた意見「発行物の
電子化」や「中堅メジャー情報の追加」
に対応し情報の質を更に向上させた。ま
た 27年度は、資源投資国として注目が高
まっているイラン、キューバの鉱業関連
情報提供やインドネシアの高付加価値化
政策に係る継続的な情報発信など、タイ
ムリーなトピックについて情報提供を実
施。さらに新たな取り組みとして、中国
のベースメタル需要につき現地コンサル
による実態調査及び本邦での講演を実施
し、企業ニーズに対応した情報提供を行
った。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、高評価を得た。。 

5. 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
として発信した。さらに、海外事務所に

＜評定に至った理由＞ 
・政府における鉱種戦略や事業者に
おける開発プロジェクトの検討に
資するマテリアルフロー調査及び
自給率調査等の定点的な価値の高
い調査を幅広く行い、WEB 等で公
表した点は評価できる。ユーザーか
らも高い評価が得られている。 

・資源投資国として注目が高まって
いるイラン、キューバの鉱業関連情
報提供やインドネシアの高付加価
値化政策に係る継続的な情報発信
など、タイムリーなトピックについ
て情報提供を実施し、関係企業のプ
ロジェクトへの参画検討に貢献す
る情報を提供したことは評価でき
る。 
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に対するアンケートでは 97%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 97%が肯定的評価とな
り、評価指標の 75%を大きく上回る評価を
得た。 

  また、平成 27 年度は特にタイムリーな
情報発信として、イランについて核開発疑
惑に伴う制裁解除による鉱物資源投資拡
大を見据え、現地に赴き政府関係機関と関
係構築を図るとともに鉱業法及び投資ガ
イドを入手し邦訳版を提供、キューバにつ
いては米国の経済制裁解除の兆しにより
資源供給源としての注目度上昇を見据え、
現地に赴き鉱業関係機関と関係構築を図
るとともに鉱業に関する周辺情報を収集
し提供、インドネシアについては高付加価
値政策の最新動向につき海外事務所及び
本部にて継続的に情報を収集しセミナー
等を通じて情報を発信した。この他、資源
価格が低迷している中、資源上流事業のデ
ィストレス資産への投資についてセミナ
ーを開催し大勢の関係者の出席を得た。さ
らに今年度新たな取り組みとして、ベース
メタル需要の多くを占め、その需要実態把
握が望まれている中国について、現地コン
サルによる需要実態調査を行い、併せて担
当アナリストによる講演等を本邦で実施
し、企業ニーズに対応した情報提供を行っ
た。 

 
1) ニュース・フラッシュ 
  資源国の最新の鉱業情報を毎週発行し、
計 2,061件を発信。情報を俯瞰する意味で
有意義、特に重要な情報源との高評価を得
た。 

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 48 件
を発信。 

3) 金属資源レポート 
  最新の資源開発ビジネスの状況や技術
動向等計 26 件のレポートを掲載し、隔月
刊で計 8,330部発行。読者の利便性向上に
向け、e-book(電子書籍)での提供も開始。
特に「Mt. Polly 鉱山の鉱滓ダム決壊」に
関するレポートは、事故事例についての技
術的レポートとして秀逸との高評価。 

4) 定期刊行物等 
(a)資源国 42カ国に係る鉱業政策、生産・輸
出入動向、鉱山・探鉱開発プロジェクト動
向、我が国との関係等について、海外事務
所を通じて最新の情報を国別に取りまと
め、レポートが完成した国から速やかに
『世界の鉱業の趨勢』としてホームページ
に掲載するとともに、そのうち主要資源国
30 ヶ国のレポートを冊子として印刷し発
行。特に新規プロジェクトの検討に当た
り、馴染みのない国の情報が必要になった
際には取り分け有用との高評価を得た。 

(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 2015』を発行。また情報の即時性
向上のため、四半期毎の財務状況や生産状
況の分析を金属資源レポートに随時掲載。 

(c) 鉱業関係者必携の各種資料及び最新の
統計情報を取り纏めた『メタルマイニン
グ・データブック 2015』を有料発行。また、
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
開始。評価委員会で多くの委員より要望が
寄せられた中堅メジャーの生産状況等の
データを本誌で所蔵。 

(d)資源国投資環境調査 

て構築した情報ネットワークを本部での
情報収集、提供業務に活用することで、
本部における情報収集体制の強化に繋が
った。また、セミナーでの講演を通じて、
本邦関係企業に中国現地アナリストとの
ネットワーク構築の機会を提供できた。 

 
  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、質的に顕著
な成果として、マテリアルフロー調査や
自給率調査については調査結果を経済産
業省に報告することによって政府の鉱種
戦略の検討に貢献するとともに、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
を更に向上させた。また、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、資源投資国として注目が高まってい
るイラン、キューバの鉱業関連情報提供
やインドネシアの高付加価値化政策に係
る継続的な情報発信など、タイムリーな
トピックについて情報提供を実施すると
ともに、中国のベースメタル需要につい
て現地コンサルによる実態調査及び本邦
での講演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
する情報を提供した。更に、上記の講演
を通じて本邦関係企業に中国現地アナリ
ストとの情報ネットワーク構築の機会を
提供した。 

 
 これらを踏まえ、当該事業の評定を A と
した。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
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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 6件（加ケベック州、加ヌナ
ブト州、豪北部準州、モンゴル、ロシア、
インド）の投資環境調査を実施。州ごとに
カバーしている情報源が少ないため、新規
プロジェクト検討の際に有用との高評価
を得た。 

5) 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・講演会の開催案内等の最新情報に
ついて、平日毎日 1通のメールマガジンを
4,528 名に対して配信し、主体的に情報発
信を実施。 

6) 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
析や資源メジャー最新動向、JOGMECの最近
の事業成果についての報告会を 11 回開催
し、JOGMEC 職員が 44 件を講演。外部参加
者は 1回あたり平均 97名、合計 1,069名。 

＜主な開催テーマ＞ 
‐事業報告（資源探査、技術、鉱害防止、鉱
種戦略等） 

 タイムリーに事業報告を行うため年度前
半（6～8月）に実施 

‐ベースメタル需給と資源メジャーの最新
動向 

‐中国における金属資源需要の最新動向 
 今年度新たな取り組みとして、ベースメタ
ル需要の多くを占め、その需要実態把握が
望まれている中国について、現地の著名な
コンサルタントを中国より招き、中国にお
ける銅・鉛・亜鉛の需給動向に関し講演を
通じて情報提供を実施。通例のセミナー参
加人数を大きく上回る参加があり、大変タ
イムリーな話題で有意義な講演であった
との高い評価を受けた。 

7)金属資源情報ホームページの運営・管理 
  各種発行物については、ニーズの高いセ
ミナー講演資料を含め、ホームページへの
掲載を迅速に行うとともに、他では入手が
難しい非鉄金属の価格動向を毎月掲載す
るなど、最新情報へのアクセシビリティを
維持、向上させた。また、アクセスログの
解析を平成 27 年度より開始し、ユーザー
の関心動向を的確に把握することでニー
ズに沿った情報発信に努めた 

8)金属資源情報センター（図書館）の運営 
  来館、電話及びメールでの問い合わせに
対し、図書貸出、資料閲覧、問い合わせ対
応等のサービスを提供した（275件）。平成
27年度来館者数 1,098名。関係企業より、
蔵書の専門図書を読むことで若手職員の
育成に役立っているとのコメントを得た。 

5.継続的に参加している 24 件の国際会議を
含む 89件の国際会議に参加し、情報収集を
行ったほか、ネットワーク強化に取り組ん
だ。 

  また、海外事務所において国際会議等参
加を通じて構築した情報ネットワークを
活用し、中国ベースメタル需要の実態調査
を現地コンサルタントに発注し、同社アナ
リストによる調査結果報告をセミナーの
一環として本邦で行い、関係企業他に対し
情報提供を実施した。本邦関係企業の人的
ネットワーク構築にも寄与するとともに、
本部での意見交換を行い本部情報収集体
制強化にも繋がった。 

４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、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、個々の計画の見直しにより効率的に執行したこと等のため。 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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 

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：0204、石油ガスの備蓄：0205、金属鉱産物の備
蓄：0179     ※番号は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   予算額（千円） 1,089,536,437 1,050,785,312 1,079,204,098   

（実績値） － H25 より開始 10 件 8 件 12 件   決算額（千円） 903,856,327 902,067,069 942,356,006   
（達成度） － － 100% 100% 100％   経常費用（千円） 55,021,055 152,807,116 85,712,124   
(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   経常利益（千円） 5,318 －1,255 4,801   

（実績値） － 6 回 5 回 5 回 5 回   行政サービス実施コスト（千円）      

（達成度） － － 100% 100% 125％   従事人員数（人） 149.84 145.92 148.14   

(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   

  

（実績値） － 1 回 1 回 1 回 1 回   
（達成度） － － 100% 100% 100％   
(4)ASEAN＋3 石油備蓄
WG の開催（計画値） 各年度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   

（達成度） － － 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   

（実績値） ― H27 より実施 ― ― 2 回   
（達成度） ― ― ― ― 200％   
(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   

（実績値） ― H27 より実施 ― ― 1 回   
（達成度） ― ― ― ― 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   

（実績値） － 3 基地 3 基地 5 基地 5 基地   
（達成度） － － 60% 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   

（実績値） － － 1 回 1 回 1 回   
（達成度） － － 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   

（実績値） － 4 回 4 回 4 回 4 回   
（達成度）   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   

（実績値） － － 15.9 万トン 11.0 万トン 19.8 万トン   
（達成度） － － 80% 100% 100％   

 
金 
属 
鉱 
産 

(1)延事業者数（計画値） 68 社 － 68 社 68 社 68 社   

  
（実績値） － 71 社 63 社 77 社 80 社   
（達成度） － － 93％ 113% 118％   
(2)本委員会等主催数 
（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） 
  

（実績値） － 本委員会のみ 5 回 4 回 3 回   
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物 
の 
備 
蓄 

1 回 （倉庫見学

会含む） 
（達成度） － － 250% 100% 300％   
(3)延ヒアリング社数 
（計画値） 50 社 － 20 社 30 社 50 社   

（実績値） － 50 社 54 社 91 社 84 社   
（達成度） － － 270% 303% 168％   
(4)意見交換回数（計画値） 各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回   

（実績値） － 1 回 2 回 1 回 2 回 
(3か国合同）   

（達成度） － － 200% 100% 200％   
(5)防災訓練実施回数 
（計画値） 各年度 1 回 － － 1 回 1 回   

（実績値） － H26 より開始 － 1 回 3 回   
（達成度） － － － 100% 300％   
(6)修繕計画見直し回数 
（計画値） 各年度 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％   

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 

 ＜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。 

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 

・基地毎の想定震度・想定
津波高等を前提に以下の
対策実施。 

－液状化対策 
液状化診断結果に基づき、
主要設備の詳細な挙動解
析・評価作業 1 件（福井基
地）及び対策工事 1 件（白
島基地） 

＜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（12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 
1-5. 地元との円滑な関係のもとでの実施 

（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 3 基地(福井、

白島、むつ基地)で液状化検
討、液状化対策工事、液状化
対策設計を実施した。 

・耐震化対策は 7棟の耐震工事
完了。 
・津波対策を 2基地（むつ、志
布志基地）で実施した。 
 
2.備蓄原油の放出訓練の実施 
・上五島、秋田（2 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・串木野・福井（3 基地）
は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、海上災害防止センターに
依頼し「海上防災作業の留意
点」と題して、安全防災講演
会を実施し、JOGMEC職員等の
海上防災に関する知見向上
に寄与した。 

・安全環境査察（石油備蓄 3基
地、石油ガス備蓄 3基地）を

 
 
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 27 年度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）：125% 
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）：200% 
6. 二国間協力による法令ニーズ調査

評定 Ｂ 
・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。 

・金属の備蓄については、収集した情
報に基づく機動的な買入を実施する
とともに、買入及び放出・売却マニュ
アルを改訂し、供給リスクに対する体
制の強化を着実に行った。 
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： 
・基地の災害耐性強化に取り組むに当
たり、新たな工法等を採用・拡大す
ることで、将来的な管理費の圧縮に
も貢献した点について評価。 

○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、油種入替等
を実施できた。また、緊急放出能力
を高めるための創意工夫として、訓
練時の目標設定手法等を各基地に展

・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（4回） 
[評価の視点] 
2-1. 適切な計画のもと効率的に実施 
2-2. 地元への事前情報提供等緊密な連携の下、トラブル無く
実施 
2-3. 備蓄放出能力の向上 
＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 操業サービス会社の備蓄放出能力向上 
2-5. 地元との円滑な関係の維持・構築 

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 
3-5. 民間基地における同種事故防止 
3-6. 民間製油所等における同種対策の実施 
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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（2
回／年） 
[評価の視点] 
5-1. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
5-2. 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 
5-3. 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＞ 
5-4. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
5-5. 当該国での我が国企業の精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 
 
 
 

行い、セーフティーレポート
を活用し、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
（石油備蓄、石油ガス備蓄合
同）を 4回開催して操業委託
先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）と共に 5月にインド
ネシア・ジャカルタで開催し
た。 

 
5.ASEAN 石油セキュリティ構築
支援研修の実施 
・初めての試みとして METI 資

源エネルギー庁と協力し
ASEAN 各国政府の石油政策及
び石油セキュリティ担当局
長及び課長級を対象に日本
で石油セキュリティ構築支
援研修を実施し、10月開催の
ASEAN+3 エネルギー大臣会合
共同声明において本研修へ
の感謝と歓迎が盛り込まれ
た。 

 
6.二国間協力による法令ニー
ズ調査の実施 
・カンボジア鉱業エネルギー省

と JOGMEC間で MOUを締結し、
法令ニーズ調査を METI 資源
エネルギー庁と協力し、実施
し、カンボジアより極めて高
い評価を得た。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・むつ小川原基地の原油タンク

泡消火配管埋設部の更新に
際し、従来の鋼管から耐用年
数 50 年のポリエチレン管に
変更。平成 27 年度にタンク
18基分の更新を行った結果、
全タンク（51基）の更新が完
了し、維持管理費の低減に寄
与した。 

・志布志基地の陸上タンク全 43
基中、24基の浮屋根耐震補強
工事が完了し、国家石油備蓄
基地の強靭化に着実に寄与。 

・油種入替事業は原油約 66 万
KL売却・払出、約 40万 KLの
軽質原油購入を実施すると
ともに原油 63万 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。 

・安全環境査察でセーフティー
レポートを活用し、前回査察
時に改善要求した項目につ
いて改善を確認し、重大災害
の無発生に寄与。 

の実施件数（定量）：100% 
 
となった。 
・また、内容面として、安全環境査察、

安全環境専門委員会の実施等の各
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、その他のトラブル件
数も機器トラブル２件、作業員の手
指負傷２件にとどまった他、熱中症
の発生がゼロとなる等具体的成果
を上げている。また、陸上タンク 2
基（苫小牧東部）の保安検査周期延
長（8年→13年）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、ASEAN＋３エネルギー大臣会
合において高く評価」、「カンボジア
の石油備蓄法等整備に向けた法令
ニーズ調査を実施、同国の石油総局
長より高い評価」、「IEA 備蓄義務量
を満たしていないオーストラリア
の求めにより日本の国家石油備蓄
基地の建設、維持管理に関する事項
等の情報提供を実施、 IEA緊急時問
題常設作業部会（SEQ)において同国
は感謝の意を表明」、「暫く途絶えて
いた中国国家石油備蓄センター
（NORC）との対話を再開」、「油中ポ
ンプの防爆措置に関する検討を行
いその結果を基に消防当局と折衝
した結果、防爆検定が不要となった
ことにより、コスト削減を実現」、
などが挙げられる。 

 
・以上の結果、当初の目標を上回る成

果が上がっていたと評価し、当該事
業の評定を Aとした。 

・定量的指標、評価の視点、アウトカ
ムの視点及び定性的指標（その他業
務実績）を勘案し各業務の評定は A。 

 
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 27 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。 
1-5. 地元との円滑な関係を維持。 
 
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 27 年度目標に対する達成度は
125％となった。 

・評価の視点においては、 
2-1. 適切な計画のもと実施した。 
2-2. 台風シーズンであったが、効率

的にトラブルなく実施した。 
・アウトカムの視点においては, 
2-4. 放出訓練を通じて操業サービス

会社の技能向上につながった。 
2-5. 地元との円滑な関係の維持・構

築に寄与した。 
 
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、

開してその定着を図るとともに、民
間基地との間で視察・意見交換を行
い、訓練ノウハウを共有化するなど
の取組を実施している点を高く評
価。 

 
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： 
・各基地における事故の経験を全基地
で共有するために開催してきた安全
環境専門委員会に加え、27年度から
は個別基地ごとに事故原因の追究と
その対処の徹底を目的に安全確認会
議を立ち上げた点を評価。JOGMEC か
ら操業サービス会社・工事下請会
社・作業現場末端に至るまで関係者
全体で事故防止に努めている点につ
いても評価。 

○効率的な運営： 
・管理費の圧縮に向け、タンク保安検

査周期延長、防爆検定の適用解除等
を進めている点を高く評価。 

・また、これまで新規事業者の掘り起
こし努力等を行ってきた操業サービ
ス会社の入札について、行政事業レ
ビューの指摘を踏まえ更なる改善策
を積極的に検討している点を評価。 

 
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： 
・法令ニーズ調査、ASEAN 石油セキュ
リティ構築研修等を開始したこと
で、従来以上に 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
つながっている。結果として、カン
ボジアにおける備蓄法令案検討の進
展、ラオスにおける国家石油備蓄制
度の開始、ベトナムにおける 90日分
備蓄の達成等は顕著な成果である。 

・中国国家石油備蓄センター（NORC）
との対話再開については、日中関係
が中断する以前に長年にわたり基地
視察受入れ、意見交換など関係を構
築してきた成果。現在、日本での研
修実施に関する協定書の締結にまで
至っており、石油消費世界第２位で
ある中国との連携強化、アジアにお
けるエネルギー安全保障への貢献に
ついて大きく期待できる。 

・IEA備蓄義務未履行の豪州に対して、
日本の国家備蓄基地の建設・管理等
に係る情報提供を実施し、IEA から
感謝の意が表明されている点を評
価。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・液状化対策、津波対策、耐震化対策
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・石油の備蓄増強を図るため、
石油貯蔵タンクの浮屋根の
耐震補強工事等を行う新潟
石油共同備蓄㈱に対し、資金
需要等を踏まえ低利融資を
実施。また、前年度にシーバ
ースの着桟能力を 10万 KLか
ら 30 万 DWT 級へ強化した北
海道石油共同備蓄㈱（苫小牧
東部国家石油備蓄基地と共
用）で実際に荷役を行い機能
確認を完了した。いずれも国
家石油備蓄基地の強靭化及
び緊急放出能力の向上に寄
与。 

・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 年度を目途）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管理
委員会における審議等の新
たなプロセスへ対応するた
めの本格的な作業を開始。 

・アジアにおける IEA加盟国で
ある KNOC（韓国石油公社）と
協議を 3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。 

・IEA 加盟国のうち、唯一 IEA
が規定する備蓄義務量を満
たしていないオーストラリ
アが対応策を検討するため、
27 年 10 月に訪日。日本の国
家石油備蓄基地の建設、維持
管理に関する事項、同国の関
心事項に対して、我が国の国
家備蓄に関する情報提供を
行ったところ、IEA 緊急時問
題常設作業部会（SEQUINS）
において同国から日本のサ
ポートに対して感謝の意が
表明された。 

・ベトナム商工省石油総局を訪
問し、石油備蓄政策等の現
状、予定等を確認すると共に
今後の協力に向けての意見
交換を実施。 

・暫く途絶えていた中国国家石
油備蓄センター（NORC）との
対話を再開し、今後の更なる
協力拡大に向けて意見交換
を実施。 

・秋田（地中タンク方式）、久
慈・菊間・串木野（岩盤タン
ク方式）4 基地において防爆
対策の検討を行い、消防当局
と折衝した結果、油中ポンプ
等の防爆検定が不要となっ
たことから、4 基地で多大な
操業経費の低減が見込まれ
ることとなった。 

 
 

平成 27 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

は無発生の達成にも寄与した。 
 
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 27 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。 

・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。 

 
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 27 年度目標に対する達成度は
200％となった。 

・評価の視点においては、 
5-2. 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。 

5-3. ASEAN各国政府石油政策担当者を
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, 
5-5. 研修に製油所や SS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。 

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 27 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. カンボジア鉱業エネルギー省と

の関係強化・ネットワーク強化
に寄与した。 

6-3. カンボジアにおいて石油備蓄体
制構築に向けた法令整備への協
力として法令ニーズ調査を実施
した。 

6-2. カンボジア鉱業エネルギー省と
の関係強化・ネットワーク強化
に寄与した。 

・アウトカムの視点においては、 
6-6. カンボジア石油関連法令整備に

寄与することで、我が国企業の
カンボジアでの事業進出する際
の環境整備に寄与。 

6-7. 二国間協力に基づく調査実施に
あたり、カンボジア鉱業エネル
ギー省と JOGMEC 間で MOU を締
結。 

 
 

等を着実に実施してリスク対応能力
を強化しているのは評価できる。 

・中国、ＡＳＥＡＮ諸国等との間で活
発に活動を展開している点も評価で
きると思う。 

・重大な事故を起こさずに安全に管理
を着実にやっていくのが非常に難し
い。平常時の努力が非常時の的確な
対応につながる。よってこうした活
動を適切に評価できる手法を工夫し
た方が良い。 

・アジア地域のエネルギー安全保障は
長期的に見るべき。それに対し単年
度で何ができたかを的確に評価でき
る工夫が欲しい。 

・世界の需給が緩和していて、備蓄分
野にとって逆風であったいう困難さ
も明記した方が良い。 
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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。 

 
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。 

 
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。 

 
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 

（２）石油ガスの備蓄 
＜主要な業務実績＞ 
1. 緊急放出訓練 
・七尾、福島、神栖の地上 3基

地でタンク間訓練、波方、倉
敷の地下 2基地で机上訓練を
実施。 

・神栖基地の放出訓練において
2 つの「見える化」（①アニメ
ーション化されたタンク・配
管図を大画面に投影し、LP
ガスの動きを解説した上で
作業開始②各々の職務がひ
と目で分かるように色分け
したビブスを着用）を導入
し、放出訓練の一層の実践化
に努めると共に、訓練の実効
性につき日本 LP ガス協会の
検証を受け、高い評価を得
た。 

2. 災害時石油ガス供給連携計
画に関する訓練 
・神栖基地タンク間放出訓練の

機会を活用し、災害時石油ガ
ス供給連携計画に基づく情
報伝達訓練を行い、資源エネ
ルギー庁、日本 LP ガス協会、
隣接会社、元売り会社との計
画発動時における指揮命令
系統の流れを確認・強化し
た。 

3. 操業コスト検証 
・全 5基地を対象に四半期毎に
計 4 回、基地操業業務委託先
（隣接会社）での操業コスト
が適正に算出されているかを
検証。 

・経済産業省行政事業レビュー
公開プロセスの指摘も踏ま
え、基地の安全性を維持しつ
つ更なる効率化が図られてい
ることを確認し、隣接会社操
業方式による国家備蓄基地の
安全管理の効率的維持・向上
に寄与。 

4.国家備蓄石油ガス購入 
・後述の各種制約条件下におい

て、各基地の設備条件に応じ
た入札条件を勘案の上、波方
基地に 13.2 万トン、倉敷基
地に 6.6 万トン、計 19.8 万
トン（地下基地受入において
は年間過去最大量、本船 7隻）
の購入を達成した。 

・波方基地に 13.2 万トン、倉
敷基地に 6.9 万トンを搬入
し。H27 年度備蓄目標である
19.8万トンを達成した。 

・民間企業との共同利用による
隣接地上低温タンクスペー
スの制限、さらに COD対策工
事による地上低温タンクか
ら地下岩盤タンクへの移送
可能期間の制限により購入
時期が限られるなか、排水
COD 値を環境保全協定地の範
囲内に収めるべく少量バッ
チ移送を数十回行い、目標量
の国備石油ガスを計画通り
購入した。 

・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

（２）石油ガスの備蓄：B 
＜評定と根拠＞ 
・平成 27 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. 操業コスト検証の回数（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
においても神栖基地で見える化の
取組みを行い、かつ第三者機関によ
る検証でも高評価を得、備蓄放出能
力を向上に寄与」、「本邦初となる地
下基地配管竪坑金属管非破壊検査
において使用する超音波探傷機器
について安全性及び操作性を強
化・向上し、基地の重大事故の防止
に寄与」、「地下基地固有の問題であ
る COD対策設備について、基地の特
性に応じた所要の設備を年度内に
完成し、基地の信頼性確保及び機動
性が向上」、「国備ガス購入目標量
（年間過去最大量）を達成し、その
米国産比率が 40%を超え、供給源の
一層の多角化に寄与」「メキシコ国
営石油会社（PEMEX）傘下のガス公
社に対する研修」などが挙げられ
る。 

 
・以上の結果、その結果、内容面にお

ける計画の着実な達成を行ってい
ることを勘案し、B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 27 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. 神栖基地の訓練では日本 LPガス

協会へ訓練の検証を委託し、訓
練の実効性について評価を得
た。 

・アウトカムの視点においては、 
1-4. 隣接会社の放出能力向上。 
1-5. 地元との円滑な関係の構築に寄

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 27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を確

認し、災害時に向けた準備体制を
強化できた。 

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。 

 
3. 操業コスト検証 
・定量的指標における設定としては平

成 27 年度目標に対する達成度は
100％となった。 

＜評定に至った理由＞ 
・平成 27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耐震性能診断
を計画通り 2 基地で適切に実施した
ことは評価。 

○放出訓練 
・地上３基地について、県、市、消防、
税関等に訓練の事前説明を行い、結果
トラブルなく実施したことは評価す
る。また、神栖基地での訓練では第三
者機関による検証を受け、高評価を得
ていることは評価できる。今後は第三
者機関による検証を他基地でも実施
することが必要。 

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 
・地下基地配管竪坑金属管非破壊検査
は、国内初めての検査であり、国内に
知見がない中、海外メーカーと協力し
て検査で使用する超音波探傷機器の
改良を行い、安全性及び操作性を強
化・向上したことは高く評価できる。 

・地下基地固有の問題である排水 COD
値上昇問題への対策について、国内で
初めてゼオライトを使用した処理方
法を採用し、適切に処理ができるよう
対策を講じながら設備を年度内に完
成させることにより、基地の安全管理
の維持、向上に貢献したことは高く評
価できる。 

○石油ガス備蓄体制の構築 
・民間企業との施設共同利用、COD対
策工事等による制約がある中、少量バ
ッチ輸送数十回行う等の困難な調整、
作業を行うことにより地下基地受け
入れとしては年間最大数量である
19.8 万トンを購入し、備蓄目標を達
成したことは評価する。 
・他方、国からの指摘を受けて入札条
件を見直したことを考慮すると、特段
の評価材料とまでは認めがたい。 
・また、購入石油ガスの原産地を本邦
への輸入実績を有する産ガス国に幅
広く設定した結果、調達国の多角化に
貢献したことは評価するが、入札の結
果によるものとも言えることから、特
段の評価材料とまでは認めがたい。 
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今回初め
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

・災害発生時の国内
特定地域への石油
供給不足に対し、災
害時石油供給連携
計画（複数の石油精
製企業）・災害時石
油ガス供給連携計
画（石油ガス輸入企
業）の実行におけ
る、企業からの要請
に応じた人的・技術
的援助。 

・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・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
に応じた必要な人的及び技術的
援助の実施、国の指示に基づく速
やかな石油・石油ガスの国家備蓄
放出実施 

・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
技術的援助の実施、国の
指示に基づく速やかに石
油・石油ガスの国家備蓄
放出実施。 

・同計画に関する机上訓練
への参加、改善点等の把握、
計画の円滑な遂行に係る必
要な技術的検討。 

＜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を実施した回

数（１回） 
[評価の視点] 
2-1. 災害時の機構内の体制整備への活用 
2-2. 計画発動時の円滑な遂行に関する技能向上 
2-3. 災害時の体制に係る関係団体等への助言 
＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 隣接会社の備蓄放出能力向上 
2-5. 地元との円滑な関係構築 
2-6. 備蓄政策への国民理解深化 

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。 
 
 
 
・石油ガスの地下備
蓄基地への段階的
ガスイン、150 万ト
ンの石油ガス国家
備蓄体制確立。 

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 
・国家石油ガス備蓄基地管理で
の、地下備蓄基地の安定的操業に
向けた運転初期段階の設備調整
への対応、適正な業務運営推進継
続、コスト抑制に向けた効率的管
理実現。 
・国際市場から安定的効率的な石
油ガス購入のための情報収集、安
全性に十分留意した段階的なガ
スイン。 
・石油ガス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完了、150 万
トン石油ガス国家備蓄体制確立
を目標に実施（倉敷基地約 40 万
トン、波方基地約 45 万トンのガ
スイン実施）。 
 

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 

 
 
・国家石油ガス備蓄管理受
託費について、安全性の確
保を前提とした更なる効率
化を図るため、四半期ごと
に隣接会社での操業コスト
が適正に算出されているか
の検証実施。 
・石油ガスの備蓄目標量の
確保を図るため、COD 対策
設備工事等のスケジュール
との両立を図りながら、調
達の多角化にも留意した倉
敷・波方基地への安定的・
効率的な石油ガス購入実
施。（１９．８万トン） 

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. 操業コスト検証の回数（3回） 
[評価の視点] 
3-1. 検証を通じた費用の透明性確保 
3-2. 検証を通じた費用算出方法等の適正な改善 
3-3. 行政事業レビューでの指摘反映 
＜アウトカムの視点＞ 
3-4. 国家備蓄基地における重大事故無発生の達成 
3-5. 隣接会社操業方式による国備基地の安全管理及び災害
対応能力の効率的な維持・向上 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 国家備蓄石油ガス購入（150万トン） 
4-1. 工事のスケジュールと調整した効率的な受入 
4-2. 調達国の多角化貢献 
4-3. 各基地の状況に応じた入札条件検討、確実な受入 
＜アウトカムの視点＞ 
4-4. 石油ガス備蓄目標量の確保 
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    により、調達国備ガスの 40％
超が米国産となり、供給源の
多角化に貢献した。 

 
 
＜その他の業務実績＞ 
・建設時の板厚初期値測定時に

判明した海外製超音波式検
査機器の改良につき、超音波
発信    器の追加、位置発信装
置の堅牢化、結線部等の耐水
圧性能強化等を行い、安全性
及び操作性を強化し、基地の
安全管理の維持・向上に寄
与。 

・排水ＣＯＤ値上昇の原因物質
メタノール低減のため、基地
の特性に応じ、倉敷基地では
ゼオライトによる吸着設備、
波方基地では微生物による
分解処理設備を完成。COD 値
が自治体との環境保全協定
基準値を超過しない機能を
完備し、基地の安全管理の維
持・向上に寄与。なお、倉敷
基地のゼオライト吸着塔は
既存の設備を転用し、効率的
に建設。 

・予備研修を行い先方のニーズ
を確認の上、メキシコ国営石
油会社（PEMEX）傘下のガ
ス公社を対象に    第１回石
油ガス備蓄研修会を企画、研
修生（１６名）を神栖・倉敷
基地へ招聘し、現場研修を実
施、高い   評価を受けた。今
後も研修事業を継続。 －日
本の安全且つ優れた技術を
紹介し、同国の LP ガス貯蔵
基地の安全操業へ資すると
共に、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貢献。 

・評価の視点においては、 
3-1. 正確な検証を通じて費用の透明
性を確保した 
3-2. 行政事業レビューでの私的を踏

まえて検証を実施した。 
・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

の無発生を達成した 
3-5. 隣接会社操業方式による国備基

地の安全管理及び災害対応能力
が効率的に維持・向上に寄与し
た。 

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 27 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. COD対策工事、その他ガスイン関

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
な受入を行った。 

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 40％超が米国産
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
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
与した。 
＜課題と対応＞ 
なし。 

研修会を企画、研修生（16 名）を神
栖・倉敷基地へ招聘し、現場研修を実
施し、高評価を得ていることは評価で
きる。今後も同様の取組を継続するな
ど、更なる国際協力に期待。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・着実に積み増しをしていること、COD
対策をめどが立つ形にしたことは評
価できる。 

・重大な事故を起こさずに安全に管理
を着実にやっていくのが非常に難し
い。平常時の努力が非常時の的確な対
応につながる。よってこうした活動を
適切に評価できる手法を工夫した方
が良い。 

・外国依存度の高い資源遮断時の対応
策としてエネルギー安全保障にとっ
て非常に重要。 

 
 

 ＜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
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。 

 
 
・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 
・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。 

 
 
①備蓄の積み増し、売却・
放出への機動的な取組 

 
・備蓄対象選定鉱種につい
て、必要に応じ、迅速か
つ的確に機動的な積み増
し、売却・放出を実施。 

 
・備蓄対象鉱種となり得る
全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
等で、緊急時放出要請等を
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。 

 
 
①備蓄の積み増し、売却・放出への機動的な取組 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
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・管理件数（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
行うなどの登録事業者の維持・管理上の創意・工夫 
＜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 
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 

（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 

・必要な時に直ちに機動的な備
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、調達可能
な企業の常時公募、審査、登
録、管理を行い、登録亊業者
延 80 社を確保して入札を有
利に実行可能な体制を構築
した。 

 
2.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
員会について、平成 27 年度
は本委員会及び需給動向調
査小委員会に加えて委員の
国家備蓄倉庫視察会を合わ
せて計３回（300％）開催し
た。 

・平成 27 年度から、小委員会
を含む委員会の効果的・効率
的開催・運営を行った。 

（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３
４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 27 年度アウトプット指標に対
する達成度は、 
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・
管理件数（定量）：118% 

2. レアメタル備蓄検討委員会の開催
回数（定量）：300% 

3. 個別企業へのヒアリング調査数
（定量）：168% 
4. 海外備蓄機関との意見交換回数
（定量）：200% 
5. 防災訓練の実施回数（定量）：300% 
6. 備蓄倉庫の修繕計画の見直し回数
（定量）：100% 
となった。 
・内容面としては、初めての試みとし

て、JOGMEC主導による日米韓 3か国

＜評定に至った理由＞ 
・平成 27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％以上であり、所期の目標を達成
している。 

・定性的な評価としては、以下のとお
り、収集した詳細情報に基づく買入・
積み増しを効果的に実施したことや
日米韓合同情報交換会を初めて開催
したこと等が評価できる。 

１．備蓄の積み増し、売却・放出への
機動的な取組 

・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、うち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、うち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
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 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
以上開催しタイムリーな需
給動向を把握し、政策立案
に資するため政策当局と情
報共有。 

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] 
2. レアメタル備蓄検討委員会の開催回数（4回） 
[評価の視点] 
2-1. 政府の鉱種戦略を踏まえた備蓄か 
2-2. 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 

＜アウトカムの視点＞ 
2-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持 
2-4. 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 

 
3.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 84社（168％）のヒアリ
ング調査を実施し、備蓄ニー
ズを的確に把握し、備蓄物資
の買入に繋げた。また、当事
業はじめ鉱業政策を管轄す
る鉱物資源課と迅速に情報
共有を図った。 

 
4.海外備蓄機関との意見交換 
・平成 27 年 4 月、JOGMEC の企
画・主導により米韓両国備蓄
当局（米国 DLA,USGS、韓国
PPS,KORES）の訪日団を受入
れ、初の 3か国合同情報交換
会議を開催し、有意義な情報
交換を同時に２か国（200％）
と実施し、効率化と情報の深
化・拡充を図った。 

・日常的な情報交換実施を確認
し平成 27 年度内に米韓双方
の当局と実際に情報交換を
行い事業の参考に資するこ
とが出来た。 

 
5.防災訓練の実施 
・備蓄物資の安全かつ効率的な

管理のため、防犯訓練、緊急
救命訓練及び夜間停電を想
定した小型発電機作動訓練
と計３回（300％）の防災訓
練を実施し、職員及び警備員
の安全・防災意識を高揚する
とともに、安全管理マニュア
ルを改訂し、安全・防災体制
を強化した。 

 
6.備蓄倉庫の修繕計画の見直
し 
・10年間の長期修繕計画を見直

し（1 回：100％）、ヤード棟
の倉庫化改修を優先実施し、
第１ヤード棟の第 4倉庫化を
完了させた。また、第 3倉庫
棟の軒下外壁設置工事、第 5
ヤード棟の屋根塗装工事等
を実施した。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・備蓄対象鉱種に係る登録企業

から備蓄物資買入を円滑に
実施した（※備蓄鉱種・量は
非公開情報、鉱種数は５鉱
種）。 

・把握した情報の集積・解析の
結果、我が国産業に重要で供
給確保に懸念があると判断
されたレアメタルの買入を
優先順位の高いものから順
次、的確に実施した。 

・個別企業ヒアリング結果等か
ら把握した情報等により市
場影響回避のため入札は複
数回に分割して行ったほか、
低水準の金属市況に対応し
て簿価単価の低減に努め、複
数鉱種において簿価単価の
低減を達成し、今後の放出・

合同情報交換会会議を企画し平成
27年4月に主催し効率的かつ効果的
な情報交換の実施と緊密な関係を
構築したという特筆すべき成果を
上げた。 

・また、把握した情報の集積、解析結
果に基づいて、我が国産業に重要で
供給確保に懸念があると判断され
たレアメタル５鉱種の買入を効果
的に行い、簿価単価低減を達成する
など、短期供給リスクへの備えを着
実に前進させた。 

・さらに、電源の重層化、ヤード棟の
倉庫化により、緊急時等放出・売却、
買入の際の体制整備を前進させた。 

・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、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設定としては平
成 27年度目標に 

対する達成度は 118％となった。 
・評価の視点においては、、 
1-1. 創意・工夫をもって登録事業者

の維持・管理に努めた。  
・アウトカムの視点においては, 
1-2. マニュアル改訂に伴い、短期供

給リスクへの体制を整備・維持。 
・これら体制を整備・維持し、レアメ

タルの買入に繋げた。 
 
2. 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 27 年度目
標に対する達成度は 300％となっ
た。（倉庫見学会の実施を含む） 

・評価の視点においては、 
2-2. 委員会を通じて効率的な備蓄体

制を構築。 
・アウトカムの視点においては、 
2-3. 短期供給リスクへの体制整備の

一環で、委員会の助言に基づき
供給リスク評価の表を作成し
た。（今後も常時アップデートを
図る） 

 
3. 個別企業へのヒアリング調査 
・定量的指標の評定は、平成 27 年度
目標に対する達成度は 168％となっ
た。 

・評価の視点においては、 
3-1. ヒアリング結果を速やかに鉱物

資源課と情報共有が図ることが
できた。 

3-3. ヒアリング結果を踏まえ、新た
に追加すべき鉱種の整理、検討
へ活用した。 

・アウトカムの視点においては、 
3-4. 入札を複数回に分割して行うな

どの創意・工夫により、簿価単
価の低減を達成し、短期供給リ
スクへの体制を整備、維持する
ことができた。 

3-5. 個別企業へのヒアリング調査を
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。 

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を強化。 

２．機動的な備蓄推進に資する情報収
集 

・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。 

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 

・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。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・金属は多様な鉱種があって色々な情
報を集めて的確に処理をしていかな
ければならないところを、情報ネッ
トワークを活用して市況など色々な
ところに目配りした活動を展開でき
たということは良い成果を上げられ
たのではないかということで評価は
妥当。 

・金属は市場の状況を見ながら、備蓄
も工夫して進めていると思う。 

・備蓄というのは外国依存度の高い資
源の遮断時の対応策としてエネルギ
ー安全保障にとって非常に重要な施
策だと思う。遮断の度合いというか
リスクが変わることによって備蓄の
意味も変わってくると思う。 

 

 ・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 50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
委託調査実施等、レアメタ
ルの生産、流通、消費、市
場動向に係る詳細情報の把
握。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 個別企業へのヒアリング調査数（30社） 
[評価の視点] 
3-1. 既存の備蓄鉱種及び新規に追加すべき鉱種に関するヒ

アリング実施、鉱物資源課と速やかな結果共有 
3-2. 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実施、効率
的な備蓄体制見直し 

3-3. ヒアリング結果の新たに追加すべき鉱種の整理・検討へ
の活用 
＜アウトカムの視点＞ 
3-4. 短期供給リスクへの体制整備・維持 
3-5. 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、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、備
蓄対象鉱種の検討に活用。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 海外備蓄機関との意見交換回数（1回） 
[評価の視点] 
4-1. 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、参考になる点があった場合の活用 

4-2. 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、備蓄対象鉱種の検討への活用 

＜アウトカムの視点＞ 
4-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持 
4-4. 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 

 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 

・倉庫内の整理継続実施、
円滑・効率的な体制を整
備・維持。 

・現状の非常用電源に加え、
常用を兼ねた非常用電源
確保による電源重層化及
び電力費支出抑制を図
る。 

・非常時を想定し防災訓練
等を年１回実施し、防災計
画や安全マニュアルについ
て適宜見直し。 

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 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
5. 防災訓練の実施回数（1回） 
[評価の視点] 
5-1. 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実施 
5-2. 緊急事態に備え、電源の重層化や省電力化の検討等不断

の備蓄体制見直し 
＜アウトカムの視点＞ 
5-3. 職員・警備員の高い安全・防災意識維持 
5-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制維持 

 ・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。 

・修繕計画に基づく予算額
に応じた効率的な修繕及び
着実な倉庫機能拡充、必要
に応じた修繕計画の見直
し。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
6. 備蓄倉庫の修繕計画の見直し回数（1回） 
[評価の視点] 
6-1. 定期的な備蓄倉庫確認、より効率的修繕が行えるよう不

断の長期修繕計画の見直し 
6-2. 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 
＜アウトカムの視点＞ 
6-3. 職員及び警備員の高い安全・防災意識維 
6-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制維持 
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売却のための体制を強化し
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
練を行い、その結果を基に、
買入及び放出・売却マニュア
ルの改訂し、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。 

・レアメタル備蓄検討委員会委
員から市が規定する消防規
則上の倉庫内通路幅確保の
認識について指摘があり、全
通路幅及び、通路両側の積荷
高を確認し、今後の安全対策
に盛込むこととした。 

・備蓄物資の保管温度制御と機
械警備設備・事務所機能維持
の非常用電源確保対策とし
て、電源の重層化を図るため
に、太陽光発電モジュールを
倉庫屋根に設置した。これに
より電源の重層化を完成さ
せた。また、昼間の常用電源
としての活用により電力費
支出の大幅抑制効果も見込
んでいる。 

・放射線量に関する国の基準値
を上回ることが確認された
屋根、雨樋・排水溝等の堆積
物に対して適切かつ安全な
措置を講じ、低レベル放射線
量に関する懸念事項を解決
させた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜その他事項（石油･石油ガス･
金属鉱産物備蓄共通）＞ 
（１）資源備蓄専門部会（6 月

6日開催）・業務評価委員
会（6月 13日） 

・「石油・石油ガス備蓄基地」
の操業という困難性を伴う
業務において、重大災害の発
生がなく実施している点は
高く評価できる。 

・石油の備蓄において ASEANに
対する取組やエネルギーセ
キュリティなどの安全保障
の向上などの実績は高く評
価できる。 

・石油ガス備蓄基地は災害時供

 
4. 海外備蓄機関との意見交換 
・定量的な指標における評定として
は、平成 27 年度目標に対する達成
度は、200％となった。（初の 3か国
による会議を日本の企画、主催で開
催したことによる。） 

・評価の視点においては、 
4-1. 備蓄制度の体制・ノウハウに関

する情報を入手、また有機的な
活用に結びつけることができ
た。 

・アウトカムの視点においては、 
4-3. 短期供給リスクへの体制を整

備・維持するうえで参考となる
情報を入手、また有機的な活用
に結びつけることができた。 

・2.～4.の体制整備・維持、ネットワ
ークの維持・向上により、備蓄物資
（レアメタル）の買入に繋げた。 

 
5. 防災訓練の実施 
・定量的な指標における評定として
は、H27 年度目標に対する達成度は
300％となった。 

・評価の視点においては、 
5-1. 効果的・実践的な防災訓練等を

実施し、また、太陽光発電モジ
ュールの設置を行った。 

5-2. 電源の重層化の確保・整備を行
った。 

・アウトカムの視点においては、 
5-3. 防災訓練を通じて職員及び警備

員の高い安全・防災意識を維持
した。 

 
6. 備蓄倉庫の修繕計画の見直し 
・定量的指標における平成 27 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、 
6-1. 定期的に備蓄倉庫を確認し、修

繕計画の見直しを行った。 
6-2. 第 1 ヤード棟の倉庫化や鋼製ラ

ックの追加設置を実現し、備蓄
対象物の長期保管にも耐えうる
設備を整備した。 

・アウトカムの視点においては、 
6-4. 緊急時も見据えた設備・施設・

体制を維持でき、また絶えず検
討も実施した。 

 
 
＜課題と対応＞ 

なし。 
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給連携計画において民間の
会社の枠を超えてプロパン、
ブタンのやり取りを行う際
に供給の機動性を高める要
素となるため、引き続き着実
な操業を続けてほしい。 

・金属鉱産物の備蓄において、
金属市況が低水準の時期に
対応して 5鉱種の備蓄積増を
して備蓄目標を達成しつつ
あること、また、買入入札を
3 回に分割して市場への影響
回避の配慮、延 84 社の個別
ヒアリングによる精力的な
情報収集等は高く評価でき
る。 

・レアメタル備蓄検討委員会委
員の現場視察における指摘
を踏まえて、地震や火災に対
応した備蓄物資の置き方や
電源対策の重層化など安全
対策を着実に実施している
点は高く評価できる。 

 
 

 
 
４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
石油・石油ガス備蓄事業の平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、備蓄石油・石油ガス購入資金融資における CIF 価格の変動等の外的要因によるもの。 
希少金属備蓄事業の平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、予算要求時のレアメタル買入計画量に基づく予算枠に対し、実際は、当年度に当該レアメタルの需給動向に係る個別企業ヒアリング結果、市況等を検討の上、買入の是

非及び量を決定しているため。 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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１４号、第１７号、第１８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 

鉱害防止事業実施者等への技術的支援、鉱害防止事業実施者等への融資、資源保有国への技術・ 
情報協力：0483  

※番号は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 － － 予算額（千円） 1,634,898 2,035,028 1,734,782   

（実績値）   － 9.3 10   決算額（千円） 1,247,479 1,756,909 1,426,119   
（達成度）   － 124% 133%   経常費用（千円）  1,288,671   1,264,776 1,219,563   
(2)調査設計満足度

（計画値） 7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 － － 経常利益（千円）    -45,142     -1,961 7,874   

（実績値）   － 9 10   
行政サービス実

施コスト（千円） 
     

（達成度）   － 120% 133%   従事人員数（人） 37.91 38.59 37.41   
(3)工事支援満足度

（計画値） 7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 － －       

（実績値）   － 9.3 8.7         
（達成度）   － 124% 116%         
(4)松尾満足度 
（計画値） 7.5(10 段階)  

 
－ 7.5 7.5         

（実績値）  － 10 10         
（達成度）   － 133% 133%         
(5)松尾大規模災害

訓練実施回数（計画

値） 

1 回/年  1 回 1 回 1 回 － － 

      

（実績値）   1 回 1 回 1 回         
（達成度）   100% 100% 100%         
(6)技術シーズ提案

公募件数 
（計画値） 

4 件/年  － － 4 件 － － 
      

（実績値）  新設 － － 6 件         
（達成度）   － － 150%         
(7)学会等での情報

収集回数（計画値） 
4 回/年  － － 4 回 － － 

      

（実績値）  新設 － － 6 回         
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（達成度）   － － 150%         
(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 － － 

      

（実績値） －  2 回 2 回 2 回         
（達成度） － － 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% － － 

      

（実績値） －  － 99% 97%         
（達成度） － － － 132% 129%         
(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 － －       

（実績値） －  2 回 2 回 2 回         
（達成度） － － 100% 100% 100%         
(11)基礎研修肯定的

評価（計画値） 75% 
他業務並び 

－ 75% 75% － －       

（実績値） － － 99% 95%         
（達成度） － － － 132% 127%         
(12)ヒアリング・ア

ンケート調査実施回

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 － － 

      

（実績値）   4 回 4 回 5 回         
（達成度）   100％ 100％ 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 ― ―       

（実績値）  3 回 6 回 6 回         

（達成度）   75% 150% 150%         
(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   

      

（実績値）   － 8 9         
（達成度）   － 107% 120%         
(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 － [5 件] 

      

（実績値）   9 件[9 件] 6 件[15 件] 4 件[19 件]         
（達成度）   900%[180%] 600%[300%] 400%[380%]         

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)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
るような実施に努める。 
・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つい
て技術支援を行い、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
問題を意識しつつ適切な技
術的助言を行う。 

（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 
・地方公共団体からの要請に基づいて調
査指導 2 件を実施（うち 1 件は着手）し
た結果、アンケートで高い満足度（10 段
階評価の 10）を得た。 
・宮崎県高千穂町からの依頼を受けて行
った土呂久鉱山では、過去に実施された
発生源対策工事の効果や下流河川の利水
点等でのヒ素負荷量の現況等を確認し、
鉱害防止対策を見直すための提言として
ヒ素負荷量低減に効果的な対策案を優先
度に応じて提案し、高千穂町は鉱害防止
事業の計画見直を検討することとなり、
新たな調査設計と鉱害防止工事を計画す
る意向。 
・京都府亀岡市からの依頼を受けた大谷
鉱山では、現行の鉱害防止事業（カドミ
ウムの水質管理目標を満足するための坑
廃水処理）の合理化に資する現状把握の
ための水系調査に着手した。 
2. 調査設計 
・当初計画にはなかったものの、地方公

共団体からの急な要請に基づいて調査設

計 1 件を実施した結果、アンケートで極

めて高い満足度（10 段階評価の 10）を得

た。 
・布計鉱山第 3 たい積場は、東日本大震

災を踏まえた「集積場の耐震基準に係る

技術指針」の改正に基づいて行われたレ

ベル 2 地震動に対する安定性評価で安定

性に問題ありと判定された集積場。義務

者不存在鉱山における先行案件として、

JOGMEC が昨年度実施した調査設計に

基づき伊佐市が試験施工を行う計画であ

ったところ、年度後半に至って急な要請

に応じたもので、さらに大雪による中断

のため短期間かつ困難な対応を求められ

たが、当該自治体と十分な意思疎通を図

りつつ実施した。 
・この調査設計の結果、伊佐市は第 3 た

い積場の安定化対策工事の工法を決定

し、工事を実施する意向。 
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 3 件（8 鉱山）を実施した。その結

果、アンケートで高い満足度（平均で 10
段階評価の 8.7）を得た。 
・工事支援では、北海道、山形県、高千

穂町の 3 地方公共団体からの委託を受け

て、各地方公共団体が 8 鉱山で行う鉱害

防止対策・工事への技術的助言や、鉱山

周辺の水量・水質変動の確認等により、

工事が円滑に実施されるよう支援した。 

 
各評価単位での評定を踏まえ「６．鉱害

防止支援」としての評定を A とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）鉱害防止事業実施者等への技術的

支援：A 
＜評定と根拠＞ 
以下、(1)S 評定(2)A 評定(3)A 評定(4)B
評定との結果を踏まえ、当該技術支援の

評定を A とした。 
 
(1) 地方公共団体への技術支援：S 評定 
平成 27 年度アウトプット指標に対する

達成度 
1. 調査指導への地方公共団体満足度

（定量）：133％ 
 
2. 調査設計への地方公共団体満足度

（定量）：133％ 
 
3. 工事支援への地方公共団体満足度

（定量）：116％ 
また、本技術支援により土呂久鉱山や布

計鉱山では問題解決が図られたことに

加え、高千穂町の新たな調査設計の実施

や伊佐市の集積場安定化対策工事の実

施など、地方公共団体の鉱害防止事業の

対策ステージの進展に繋がる特筆すべ

き成果を上げている。 
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、内容面でも地方公共団体の急な

要請に対応し、土呂久鉱山や布計鉱山で

は問題解決が図られ、高千穂町や伊佐市

では鉱害防止対策工事を行うべく、それ

ぞれ計画が進められており、地方公共団

体による鉱害防止事業の対策ステージ

の進展に繋がる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、当該事業の評定を S とした。 

評定 Ａ 
・鉱害防止支援については、坑廃水処理
の合理化に資する対策の着実な実施と
いう点から高く評価できる。 
・資源保有国への技術・情報協力につい
ても、鉱害防止技術の協力が資源保有国
への信頼関係の醸成に多大な役割を果
たしている点から高い評価ができる。 
以上をふまえ、鉱害防止支援分野の評

定をＡとした。 
 
 
＜評定に至った理由＞ 
・各地方自治体への技術支援は要請に基

づき、着実に実施。このうち京都府亀
岡市の大谷鉱山の坑廃水処理の合理
化に資する現状把握のための水系調
査に着手し対策ステージの進展に寄
与。 

・松尾鉱山は 30 年以上、年間事故発生
「ゼロ」を達成。 

・自然力活用型坑廃水処理（パッシブト
リートメント）は、硫酸還元菌を用い
た処理（ＪＯＧＭＥＣプロセス）につ
いて、実際に自治体が運営を行ってい
る坑廃水処理施設にて屋外設置を行
い、実証段階に進展し、安定的な処理
性能を得ており、関係者の期待が高ま
っている。また特許の取得は２件とな
っている。 

 
＜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、専門家では無い自
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。 

・融資制度については、担保条件の緩和
や提出資料の簡略化、完了検査の省力
化等、利用者が利用しやすいような工
夫が必要。 

 
＜その他事項＞ 
 （有識者からの意見） 
・鉱害防止というのは、海外の資源国へ

の支援という意味でとても重要だと
考えている。権益確保に鉱害防止が繋
がるというのは現場で実感する。 

（ユーザーからの意見） 
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 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。 

・鉱害防止融資は、利益を生まない資金
使途への融資は、民間の金融機関では
出来なく、本融資制度の有益性は大き
いが、担保条件が厳しいことや事務負
担が年々増加する等利用が難しくな
ってきている。 

 
 ・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、災害時の被害を最小
化するため日常的訓練を実
施するとともに、運営管理の
効率化のため老朽化設備更
新・補修を計画的に実施す
る。 
・施設の運営管理を確実に実
施するとともに、運営管理の
効率化に向けた取り組みな
ど工夫を行い、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、

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を計

画的に更新、落雷による処理施設損傷の

リスクを低減させるために新たに雷保護

システム設置に着手、併せて災害発生時

の炭カル河道投入によって下流河川にど

のような影響が生じるかの評価調査を行

うなど、事故・災害への備えをより万全

なものとした。 
・処理施設の使用電力量の見直し、処理

水 pH のより高度な管理を行うことで薬

剤使用量を低減させるなど、効率化によ

る運転コストの削減（約百数十万円／年）

を図った。 
・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することにより

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

全が図られた。 
5. 大規模災害訓練 
・松尾管理事務所職員が帰宅後の夜間に

大規模地震が発生し被災したとの厳しい

状況設定で、職員を緊急招集して初動対

応に当たり、迅速かつ的確な情報収集・

発信を行う高度な訓練を 1 回実施した。 
・事故発生時における炭カル河道投入の

ための手順や消火作業等の点検確認を伴

う現場実地訓練を併せて実施した。 
・重大災害の発生時には、「現地対策本部」

の設置を受けて「災害対策本部」が

JOGMEC 本部内に速やかに設置され、情

報収集等を迅速に行う体制強化が図られ

るよう、岩手県とも協議し、『災害・事故

等対応マニュアル』の改訂を行った。 

(2) 旧松尾鉱山新中和施設の運営管

理：A 評定 
平成 27 年度アウトプット指標に対する

達成度 
4. 運営管理への岩手県の満足度（定

量）：133％ 
処理施設を 365 日 24 時間体制での運転

に支障が及ばないよう安全かつ確実に

運営管理、さらに事故・災害への備えを

より万全なものとする様々な取組みや、

業務の効率化等によりコスト削減を図

りつつ、年間事故発生「ゼロ」を達成す

るなど、特筆すべき成果である。 
 
5. 大規模災害等想定した訓練実施（定

量）：100％ 
大規模災害時の緊急時対応に係る訓練

として、夜間の災害発生という厳しい状

況を設定して緊急招集、初動対応や情報

収集・発信等を実施した。 
 
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、内容面でも老朽化が進

んだ設備等の計画的な更新、大規模災害

訓練やリスク低減に向けた新たな取組

みへの着手、体制強化、さらには効率化

によるコスト削減を図りつつ、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、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

(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

(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 鉱山での実証試験（屋内・屋外）により、

900 日以上に亘る安定的な金属除去性能

の継続、設備改善による処理時間のさら

なる短縮の可能性、課題となるコンパク

(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

用するメンテナンスフリーな JOGMEC
プロセスを構築して 2 例目となるモデ

ル鉱山での実証試験を開始し、低 pH で

多様な金属が含まれる酸性坑廃水を厳

冬期でも長期間安定的に排水基準値以

 



58 
 

き、「パッシブトリートメン
ト等の導入によって人為的
処理の終結を目指すべき」鉱
山における水系調査を国と
連携して実施する。その際、
地元住民の理解促進につな
がるよう、国による地方公共
団体へのはたらきかけを支
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。 

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) 
[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 

ト化に向けて新たな知見が得られた。9 月

には秋田県 B 鉱山において 2 例目となる

屋外での実証試験を開始し安定的な処理

性能を得るなど、実用化に向け異なる水

質の処理に関する知見を蓄積した。 
・JOGMEC が考案したプロセス技術に関

し、日本国内で特許 2 件（硫酸還元菌に

不可欠な栄養源を「米ぬか」が供給し、

坑廃水中の金属を硫化物として沈殿・除

去し、「もみ殻」に捕捉・固定させる技術）

を取得した。 
7. 国との共同水系調査 
・秋田県 B 鉱山にて、鉱山周辺から下流

域での水量・水質調査を経済産業省と共

同で秋季・冬季の２回実施した。 
・その際、下流影響度に関するデータ把

握・蓄積を行う重要性について同省と連

携して地方公共団体に説明し、さらには

JOGMEC による自然力活用型坑廃水処

理の実証試験計画に関し地元住民・地方

公共団体に説明会を開催するなど、人為

的処理とパッシブトリートメントの差異

を地元住民が正しく理解するよう支援を

行った。 
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 6 件の提案を採択し、

共同研究を実施した。 
9. 情報収集 
・国内外への学会等への出席を 6 回実施

した。 
・海外では、酸性坑廃水対策に関する国

際シンポジウム 10th ICARD（サンチャ

ゴ）で技術開発成果の発表・情報収集、

Mine Closure 2015（バンクーバー）に参

加するなど鉱害防止技術に関する情報収

集を 2 回実施した。 
・国内では、資源・素材学会秋季大会（愛

媛）で自然力活用型坑廃水処理に係る企

画セッション開催など、技術開発成果の

発表・情報収集を計 4 回実施した。 
・過去に実施した主な技術開発の成果活

用のため、ユーザーとなり得る関係者と、

成果と課題、適用事例について意見交換

を行い、今後の展開等に生かす取り組み

を行った。 

下まで処理できる性能を確認した。 
最適な金属除去プロセスの確立に向け、

日本国内で基本特許 2 件を取得した。 
 
7. 国との共同水系調査 
対象とした鉱山での共同水系調査を実

施し、地方公共団体や地元住民等に対す

る説明の機会を設けることにより、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 27 年度実績の目標に対する達成

度：150％（回数） 
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、坑廃水の水質改善

や特定の植物が持つ卓越した金属除去

能力、殿物の減容化・有効利用等坑廃水

処理コスト削減に繋がる新たな知見を

獲得 
 
9. 情報収集 
平成 27 年度実績の目標に対する達成

度：150％（回数） 
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、

農業廃棄物を活用した低コストの処理

プロセスを構築し、微生物の活性低下が

懸念される厳冬期においても長期間安

定的な処理が可能なことを実証、特許を

2 件取得するなど、『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

・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
情報提供を意識しつつ実施
するよう努める。参加者への
アンケート調査により 75％

(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 

(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「坑廃水処理に

おけるリスク管理と緊急対応」をテーマ

とする会議を 1 回、計 2 回情報交換会を

(4) 研修・人材育成：B 評定 
10. 鉱害環境情報交換会 
平成 27 年度実績の目標に対する達成

度：100％（回数）及び 129％（肯定的

評価） 
鉱害防止事業を行う地方公共団体向け

に「リスク管理と緊急対応」を主テーマ

に据えて開催し、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
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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。 

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２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
のニーズに応じて研修プロ
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。 
・鉱害防止に係る啓発活動
（エコツアーの開催及び旧
松尾鉱山新中和処理施設の
見学者の受入れ等）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。 

（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（2 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 

開催した。 
・前者の会議には 109 名が参加、回答者

46 名の 96％から肯定的な評価、後者の会

議には 12 自治体から 15 名が参加、出席

者の 100％から肯定的な評価を得た。 
・地方公共団体担当者向け会議では講演

会に加え、JOGMEC が運営管理を行う旧

松尾鉱山新中和処理施設で実施された大

規模災害訓練の見学を併せて開催し、一

層の安全管理の啓発を図るとともに、同

施設で取組まれたコスト削減策の具体的

な事例を提示した。 
11. 鉱害防止技術基礎研修会 
・基礎研修会を 2 回開催した。 
・これまでの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

評価を得た。 
・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を図り、

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「坑

廃水処理の原理編」を制作し、鉱害防止

事業に携わる現場管理者等への技術の浸

透を図った。 
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などについて啓

発を図った。 
・旧松尾鉱山新中和処理施設に岩手県内

外から 1,035 名の見学者（うち海外より

91 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

の場として活用した。 

の情報提供、松尾での大規模災害訓練の

見学の機会を提供したほか、旧松尾鉱山

新中和処理施設でのコスト削減策を提

示するなど丁寧な研修に努めた。 
 
11. 鉱害防止技術基礎研修会 
平成 27 年度実績の目標に対する達成

度：100％（回数）及び 127％（肯定的

評価） 
これまでの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、知識の向上を図っている。 
 
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。 
 
 
＜指摘事項等＞ 
・松尾の運営管理について、これまでヒ

素を含む強酸性の坑廃水処理への取組

みで無事故を続けている点は高く評価

できると思う。加えて安全面についても

初動訓練やシミュレーションなど災害

に対するリスクマネジメントなども意

義が大きい。 
・松尾の運営管理は、これだけの規模の

施設を運営するというのは大変な事で、

世界にも恐らく例が無いと思われるの

で、その点をもっと PR して行くべき。 
・（坑廃水処理コスト削減の方法として）

自然力活用型坑廃水処理＝パッシブト

リートメントは大変魅力的な技術だと

思う。 
 (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

(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

（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、
4 回ヒアリング及びアンケー
ト調査を行い、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

（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＞ 
1. 企業へのヒアリング・アンケート調査の実施
回数 
1-1 事業計画・所要額の的確な把握 
1-2 事業者資金ニーズを満たす予算規模確保 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
2.迅速な採択（申請受付後４週間以内） 
2-1 鉱害防止事業計画の妥当性等で金属環境事
業部等の技術的知見活用を得た審査 
2-2 事業者希望のタイミングでの採択・資金供給 
 3. 現地調査の実施回数 
[評価の視点] 
3-1 適切な時期での事業実施状況等に係る現地
調査 

（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、新たに

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ヒアリ

ング・アンケート調査は、年 5 回実施し

た。また、その結果を踏まえ、平成 28 年

度予算要求に反映させている。 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資：

A 
＜評定と根拠＞ 
平成 27 年度アウトプット指標に対する

達成度 
1. 企業へのヒアリング・アンケート調

査の実施回数（定量）：125％ 
 
2. 迅速な採択（定量）：215％ 
 
3. 現地調査の実施回数（定量）：150％ 
 

＜評定に至った理由＞ 
・企業の資金ニーズに的確に対応し、適

切に融資が行われた。 
 
＜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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まで 4 週間以内
（国との協議期
間除く）。 
 

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。 

実施。  
・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
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。 
・厳格な審査を確保し、申請
受付後、採択決定までの期間
を 4 週間以内。 
・災害発生地の情報収集・分
析等実施、緊急時災害復旧事
業に必要な資金需要に円
滑・迅速に対応。 
・平成 26 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
の審査を実施。延べ 4 回以上
の現地調査を実施。 
・貸付先の債権管理上必要な
財務評価、担保評価、自己査
定は各規定に則り定期的に
実施。機構が保有する鉱害防
止事業融資案件に係る組織
横断的な点検を少なくとも
年 1 回実施、事業進捗・実績、
返済・回収状況を把握、返済
リスク分析実施。 

 [ 
4.返済リスク分析実施回数 
[評価の視点] 
4-1 事業進捗・実績、返済・回収状況の把握 
4-2 返済リスク分析 
4-3 企業ニーズを踏まえた鉱害防止事業融資の
実施 
＜アウトカムの視点＞ 
・鉱害防止事業の特性を勘案し企業ニーズを踏ま
えた金融支援の実施。 

・平成 28 年度は、国の集積場に係る技術

指針の改正に伴う鉱害防止工事を勘案

し、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）。 
2. 迅速な採択 
・４件の申請書を受理した後、平均して

1.86 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。融資金額

としては、平成 27 年度は、272 百万円の

融資を行った。これにより、平成 27 年度

末における融資残高は 2,459 百万円とな

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、金属環境事

業部等の技術的な知見の活用を得た審査

を行っている。 
3. 現地調査の実施 
・平成 26 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 26 年度事業完了後 2
か月以内に完了報告書を入手済。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 6 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。 
4. 返済に係るリスク分析の実施 
・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

ることを確認し、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年 1
回実施し、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。 
・これにより、貸借契約に基づき、貸付

金（469,824 千円）及び利息（33,746 千

円）を回収することができた。また、平

成 27 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。 

4. 返済リスク分析実施回数（定量）：

100％ 
 
以上の結果、アウトプット定量指標に基

づく達成状況が平均して 140％を超え

る成果を上げ、アウトプット評価は A
となった。 
 
また内容面として、企業へのヒアリン

グ・アンケート調査を 5 回行うことによ

り、事業計画及び所要額を的確に把握し

た結果、平成 28 年度は、5 億円の予算

を確保した。 
東日本大震災により、集積場における集

積物が流出した事故を踏まえ、国の集積

場に係る技術指針が改正されたことに

伴い、足尾鉱山では、2 ヶ所のたい積場

について、安定化対策工事等の実施を決

定。平成 27 年度も本融資制度の申請が

あり、機構はこれを採択、融資を実行し

た。このほか、坑廃水処理事業に対する

融資及び鉱害負担金資金に対する融資

を行い、平成 27 年度は合計 272 百万円

の融資を実施し、鉱害防止義務者による

鉱害防止事業が確実に実施されること

を金融面で支援することができた。 
これにより、足尾鉱山の 2 カ所の堆積場

における安定化対策工事が完了し、平成

24 年度に改正された国の技術指針に基

づくレベル 2 地震動（現在から将来に渡

って考えられる最大級の強さの地震動）

に対し、集積場における集積物の流出を

防止するものである。このことは、足尾

鉱山における他のたい積場を含めた将

来の鉱害防止工事の完了に繋がるもの

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する。 
 
以上により、当該事業の評定を A とし

た。 

 (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。 
・ペルー政府の要請に基づ
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、鉱害政策アドバ
イザーを派遣し、鉱害防止対
策技術・情報等を提供する。
その際、協力内容に関する合
意書の締結を図る。また、セ
ミナーや研修員受入れ等を
１件以上実施し、ペルー側へ
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。また、セ
ミナー等の機会を利用して、

（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（1 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 

（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高い満足度（10 段階

評価の 9）を得た。 
・MOU に基づきアドバイザーを延べ 320
日以上に亘り MEM へ派遣、先方からの

依頼に沿って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、住民説明会等）を実施するなどの

支援を実施した。また、これまでの本活

動を評価したペルー政府からの要請によ

り、アドバイザーの派遣期間を一年延長

する MOU を締結した。 
・ペルー国内で優先的な鉱害防止対策が

求められているワルガヨック市及びセシ

（３）資源保有国への技術・情報協力：

A 
＜評定と根拠＞ 
1. ペルー政府へのアドバイザー派遣 
平成 27 年度実績の指標に対する達成

度：120％（ペルー政府の満足度） 
鉱害防止対策行政にかかる指導、鉱害状

況調査、モニタリング調査や現在ペルー

で問題が顕在化してきている対策工事

の施工に対する評価などについて現地

調査の機会を捉えて技術移転を図り、鉱

害の発生状況等の観点から優先的に鉱

害防止対策が求められている 2 地域で

対策工事の実態評価及び現況把握調査

を実施した上で具体的な方策を提示し

たほか、セミナーや OJT、日本研修な

どの技術支援に対し、ペルー側は高く評

価し、要請によりアドバイザーの派遣期

＜評定に至った理由＞ 
・ペルーでは、延べ 320 日以上アドバイ

ザーを派遣して技術支援を実施し高
く評価されて、鉱業政策アドバイザー
の派遣期間を 1 年間延長。 

・ラオスでは、鉱害発生地域における現
地調査、ワークショップ、OJT によ
る技術移転を通じてエネルギー鉱山
省と協力関係を構築し、ラオス政府か
ら、これまでの環境分野での貢献が認
知され、同国で実施する JV 探査案件
の探鉱権延長交渉に寄与。 

・以上のとおり、目標値を達成したこと
に加え、JOGMEC の鉱害防止協力が
ペルーやラオス政府における評価が
非常に高く、鉱物資源分野における相
互の信頼関係の醸成に多大な役割を
果たしていることは評価できる。 
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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。 
 
・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
題である鉱山環境対策に関
するセミナーや研修等を１
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 

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 
 

リア川流域の現地調査を実施した他、

MEM 担当者向けにワークショップを開

催して調査結果の理解促進につながるき

め細やかな支援、調査結果に基づき具体

的な方策を提示を実施した。MEM ではこ

の報告を受けて鉱害防止対策を進めてい

る。 
・鉱害対策セミナーを開催し、MEM ほか

政府関係機関や民間企業、在ペルー日系

企業等、総勢 99 名が参加、日本の鉱害対

策事例や JOGMEC の最新調査研究結果

などの技術情報を提供した。 
・セミナーに先立って行われた、担当理

事とシンノ MEM 副大臣との会談におい

て、先方から JOGMEC の継続的なアド

バイザー派遣による技術支援に感謝の意

が示されるとともに、全国の休廃止鉱山

対策を行うためのノウハウの習得と成果

の継続に関して発言があった。 
・MEM 職員等 10 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

に必要な技術の移転が図られた。 
・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・

遂行のための技術移転が図られた。 
・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）と連携協力の覚書を交わし、ア

ドバイザーが MEM に対して各種の助言

を行った。 
2. その他資源国でのセミナー・研修等 
・鉱害防止セミナー・ワークショップを 3
カ国（ラオス、ボツワナ、ジンバブエ）

で開催し、総勢 230 名が参加したほか、

鉱害防止対策の立案・評価・遂行に必要

な技術等にかかる OJT を 1 カ国（ラオス）

で実施した。 
・ラオスでは、エネルギー鉱山省、地方

エネルギー鉱山局職員等、総勢 21 名の参

加のもと鉱山環境管理ワークショップを

開催するとともに、同職員等 13 名を対象

として鉱山地域の現場を利用した調査、

河川環境の保全に関する基礎講座や実験

について OJT を実施し、職員自らが鉱害

発生源の特定や対策の検討を行えるよう

技術移転が図られた。 
・ボツワナでの探査・環境セミナーでは、

JOGMEC が別に開催する SADC リモー

トセンシングセミナーと日程をあわせる

などの工夫により、SADC12 カ国の政府

関係機関職員等、総勢 101 名が一堂に会

する場となり、南部アフリカ地域全体に

関して情報交換が図られた。 
・ジンバブエでの探査・環境セミナーで

は、鉱山・鉱業開発省職員や民間企業に

加えて、在南アフリカの日系企業等、総

勢 108 名の参加があり、ジンバブエ-日本

の官民交流が図られた。 
・セミナーに先立ち、モカイラ鉱物エネ

間 1 年延長の MOU を締結したことは、

資源保有国との関係強化に寄与してい

る。 
加えて、JOGMEC が鉱害防止対策の具

体的な方策を提示した地域では、MEM
により鉱害防止対策のステージが進展

し、鉱害防止対策の立案・遂行・推進に

繋がる実績を上げている。 
 
2. その他資源国でのセミナー・研修等 
平成 27 年度実績の指標に対する達成

度：400％（件数） 
セミナー・ワークショップでは相手国の

鉱害防止対策の現状やニーズを踏まえ

て 3 件開催したことに加えて、ラオスで

は鉱害防止対策を所管する政府職員等

計 13 名に対し水系調査や鉱害発生源の

地表踏査、調査結果の解析方法等につい

て、実際の鉱害発生現場等を利用した

OJT を実施し、効率的かつ鉱害防止対

策の立案・遂行の進展に寄与するよう配

慮して技術移転を図った。 
さらに、ラオスでは JOGMEC のこれま

での環境分野での貢献が同国で実施す

る JV 探査案件の探鉱権延長交渉に寄与

し、権益確保への側面支援としての効果

が具現化した。 
 
 
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、内容面でも、ペルーに

おけるアドバイザーの活動への高評価

及び派遣期間延長 MOU の締結、並びに

JOGMEC の支援により MEM の鉱害防

止対策の立案・遂行・推進に繋がる特筆

すべき成果を上げたこと、ラオスでは環

境分野の貢献が『権益確保への促進』に

繋がる特筆すべき成果を達成したこと

から、量的・質的に実績を勘案して、資

源保有国への技術・情報協力業務の評定

を S とした。 
 
 
＜指摘事項等＞ 
・JICA と JOGMEC の日常的な連携や

情報交換は当然やるべきで、ペルー側に

とって良い支援となることを最優先に、

気概を持って取組んでもらいたい。 
 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・鉱害防止というのは、海外の資源国へ

の支援という意味でとても重要だと
考えている。権益確保に鉱害防止が繋
がるというのは現場で実感する。 
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ルギー・水資源大臣（ボツワナ）、チダク

ワ鉱山・鉱業開発大臣（ジンバブエ）と

会談を実施し、協力関係を維持、強化す

ることで一致した。 
・ラオスでは、これまでのワークショッ

プや OJT 等の活動による環境分野での貢

献がエネルギー鉱山省のみならずラオス

政府に広く認知され、同国で JOGMEC
が実施する JV 探査（ルアンナムタ）案件

（他省管轄）の探鉱権延長交渉に寄与。 

４．その他参考情報 
（予算・決算の主な差異理由） 
平成 27 年度の予算額と決算額の差異の理由は、鉱害防止事業実施者等への融資において、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、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

等のため。 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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 

  － 

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   － 

効率化率（単年度） － － 2.35％ 0.35％ 2.22％   ※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％   － 

(2-1)随意契約等見直し計画 
（随契比率：計画） 

件数ベース 15.7%以下、
金額ベース 18.0%以下
の達成 

 ％ ％ ―   （平成 26 年度まで) 

随意契約等見直し計画 
（随契比率：実績） 

－ － （件数）11.8％ 
（金額）12.0％ 

（件数）11.1％ 
（金額）14.2％ 

―    

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 

  （平成 27 年度から） 

（達成度） 
― ― ― ― 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   

 

（実績値） ― ― 1 回 1 回 3 回    

（達成度） ― ― 100％ 100％ 150％    
(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    

（達成度） － － 
 

（対前年+8.1％） 
 

（対 H24 年+17.5％） （対 H24 年+14.56％）   
 

(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
ぞれで培ってきた技術の他部門
への応用検討件数 

展示会 2 件/年の企画、
または実施 

 
技術開発テーマ組成の

年１件以上検討 

― ― 2 件 
1 件 

2 件 
1 件    
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（計画値） 
（実績値） ― ―  ― 3 件 

1 件 
3 件 
6 件    

（達成率） ― ―  ― 150％ 
100％ 

150％ 
600％    

 
 
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 
・「随意契約等見直し計
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 
・「随意契約等見直し
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。 
・人事給与業務につい

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・事後審査を実施す
るとともに審議概要を公表することに
より、JOGMEC の契約に対する透明性を
確保 

・調達等合理化検討会の設置・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） 

6. 事業ごと別個に構築された業務シス
テムの運用状況の検証及び総合メリッ
トが見込まれる業務システムの開発コ
ンセプト検討 

7. 一部業務の電子化およびアウトソー
シングによる効率化検討 

 
【評価の視点】 
2-2 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。 

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。 

高度化する外部からの不正アクセスやウ
ィルス進入に対し、適切な防止策を検
討・実施したか。 

6-1 外部指摘を受け規程等の整備を行っ
たか。 

 

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）につ
いて、中期目標（毎年度平均 1.13％以上
の効率化）を上回る 1.64％効率化。 

 
 
（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、その計画を以下のとおり実施。 

・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 95.9％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、苫小牧東部国家石油備蓄基地におい
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調
達等合理化検討会を設置・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 

 
3,4.  平成 27 年 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。 

  また、「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
に関する法律の一部を改正する法律」に
基づき新エネルギー・産業技術総合開発
機構から移管された筑紫野敷地及び篠栗
書庫用地のうち、篠栗書庫用地について
は独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針に基づく売却処分が完了し、筑
紫野敷地については、入札不調となった
ため、平成 28年 3月に再度、売却処分に
係る入札公告を行った。 

 
4.上五島国家石油備蓄基地事務所の機械装

置譲渡収入37百万円を不要財産として国
庫納付した。 

 
（３）業務の電子化の推進 
5. 外部公開サーバに対し、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。 

 
6. 外部システム監査を実施し、指摘事項

 
 
  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
Ａ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）の毎

年度平均前年度比効率化率（定量）：145% 

   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、中期目標期

間内の目標である毎年度平均 1.13％以上

を達成し、経費効率化に資する取組も着

実に行っている。また、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％ 

・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設置・開催（定性）：
100％ 

・不祥事の発生の未然防止・再発防止のた
めの研修（定性）：100％ 

  また、アウトプットの内容面について
は平成27年度調達等合理化計画を契約監
視委員会の点検を受けたうえで策定する
とともにホームページで公表し透明性を
確保した。 

  調達等合理化計画で定めた競争性・公
正性・透明性を高める取組については、
計画を着実に実施し、評価指標に基づく
達成状態が目標値を上回っており、契約
監視委員会での自己評価点検においても
Ｂ評価を頂いている。 

3.4. 資産の実態調査を実施することで、適

評定 Ｂ 
・効率化や人事面の取組は着実に行われてい
ると評価でき、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（毎
年度平均 1.13%以上の効率化）を上回る
1.64%の効率化を達成する等、定量面でも
着実に実績を上げている。 

・一方で、内部統制やプロジェクトのマネジ
メント等に係る体制は整備されたものの、
成果という意味では、現時点では一定の評
価にとどまり、今後に期待される部分があ
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、単年度で 2.22%、毎
年度平均で目標を上回る 1.64%の効率化を
達成したことは評価できる。 

・調達等合理化計画を策定。これに基づき、
電子メールによる情報発信や入札手続き等
に関するフォローアップをはじめ、契約監
視委員会による事前点検等を行っているこ
とは適切。 

・情報セキュリティ対策については、24 時
間 365 日の不正アクセス監視を継続、標的
型メール攻撃に対する訓練、役員向けサイ
バーインシデント発生時における対応訓練
等を実施し、役職員の意識向上につなげる
取組は評価できる。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・マイナンバーをはじめ個人情報の厳格な管
理が求められているため、引き続き情報セ
キュリティ対策を的確に行うことが求めら
れる。 
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て、情報の電子化を進
めるとともに一部業
務のアウトソーシン
グによる効率化を目
指した検討を行う。 

としての規程類の新設、見直しを実施し
た。 

 
7. 人事給与業務につき年末調整を電子化、
マイナンバー収集・登録業務については
アウトソーシングによる効率化を実施し
た。 

 

 

 

 

 

 
 

 

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。また、「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の
一部を改正する法律」に基づき新エネル
ギー・産業技術総合開発機構から移管さ
れた筑紫野敷地及び篠栗書庫用地のう
ち、篠栗書庫用地については独立行政法
人の事務・事業の見直しの基本方針に基
づく売却処分が完了し、筑紫野敷地につ
いては、入札不調となったため、平成 28
年 3 月に再度、売却処分に係る入札公告
を行った。 

  また、上五島国家石油備蓄基地事務所
の機械装置譲渡収入37百万円を不要財産
として国庫納付している。 

 
 
（３）業務の電子化の推進 

5. 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するなど、着

実な取り組みを実施している。 
 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 

・内部統制の充実に関
しては、法人の運営
基本理念及び運営
方針を明確にする。 

・リスク管理に関する
規程を制定の上、リ
スク管理委員会を
設置し、リスクマネ
ー供給業務に係る
資源価格急落への
適切な対応等リス
ク管理全般の環境
を整備し、自律的・
効率的な業務遂行
の環境を整備する。 

・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。 

―試行的に行って

きた出資・債務保

証業務において

関係のある企業

の会社概要・事業

概況・各種財務情

報のとりまとめ

等、企業分析を本

格化する。具体的

には４０社程度

を対象に企業分

析を行うことに

より、採択や案件

管理に活用する。 

・機構の事業実績、事

業計画等に対し、専

門的な観点から意

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件） 
2. 全融資案件点検回数（1件） 
3. JOGMEC内部向け報告会及び講座の開催
数 （4件） 

4. 開発・生産案件の事業の健全性に関す
る評価回数（2回） 

5. 企業分析会社（40社） 
6. 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】 
4-1 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。 

5-1 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。 

6-1 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】 
7. 業務評価委員会等の専門家委員会開
催 

8. 契約監視委員会の開催 
9.分かりやすい情報開示 
10. コンプライアンスの徹底実施 
 
 
【評価の視点】 
7-1 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。 

10-1 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

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規程に定められた
方法により 4回実施（四半期毎に実施）。
役員・事業部門に報告して状況・課題を
共有すると共に、簡潔かつ効果的な報告
ができるよう、報告様式の見直し及び新
たなサマリーフォームを追加し、改善を
図った。 

 
2. 全融資案件を対象とした債権・担保・
保証状況の点検を規程に定められた方法
により 1回実施（3月）。関係部局との意
見交換を行った。また与信先の大幅な業
界再編に伴い財務能力に対する評価手法
の見直しを行った。 

 
3. 保険数理や計量ファイナンスの専門家
との意見交換、証券アナリストや保険数
理等外部のファイナンス関連研修を受講
する事によりJOGMECとして適切なリスク
管理手法を検討すると共に、金融機関や
商社で実際に行われているポートフォリ
オリスクマネジメントの手法を研究し、
JOGMEC内部職員向け報告会を 2 回実施し
事業部門や管理部門からの参加を得た。
また前年度に続きインハウスでの企業財
務分析講座を 2 回実施し、リスクマネー
供給業務やその他事業に携わる若手・中
堅職員が受講、組織としての金融業務能
力向上を図った。 

 
（２）支援プロジェクトのマネジメントの
確保 

4. JOGMEC の開発・生産案件の事業健全性

に関する評価を 3 回実施、うち資産価値評

価を 2回（各 19社・18社）、低油価状況が

継続する事による感度分析を 1 回（10社）

実施。役員への報告により意思決定の基礎

データを提供した。この他にプロジェクト

パフォーマンスレビューにおいても感度分

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確
保：Ａ 

＜評定と根拠＞ 

(１)内部統制の充実 

  内部統制の充実等に係る平成27年度ア
ウトプット指標に対する達成度は、 

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.JOGMEC 内部向け報告会及び講座の開催数
（定量）：100%  

 
  また、アウトプットの内容面として、
平成 27 年度から本格稼動している
JOGMEC 全体の内部統制システムとの連携
を図る等の工夫がなされ、組織的な案件
管理体制構築に向けた取り組みを行っ
た。また、より専門的な知見をセミナー
やヒアリングを通じて習得し、実際の商
社等で行われるリスク管理手法を研究、
内部職員へ報告した事に加え、企業財務
分析講座をJOGMEC職員自ら講師となって
内部研修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 

 支援プロジェクトのマネジメントの確保
に係る主な平成27年度アウトプット指標に
対する達成度は、 
 
4.開発・生産案件の事業の健全性に関する
評価回数（定量）：150% 

5.企業分析会社数（定量）：295% 
6.プロジェクトパフォーマンスレビュー実
施回数（定量）：100% 

  
・事業の健全性に関する評価結果について
は、役員への情報提供により、JOGMEC の
財務面での現状把握及び今後の意思決定
の基礎的情報としてリスク管理に資すも
のとなっている。 

・また、企業財務分析に係る情報について
は役員及び事業部門への提供により、各

＜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） 

・支援プロジェクトのマネジメントとして、
プロジェクトパフォーマンスレビューを通
じ、石油・金属のリスクマネー供給事業に
共通する課題としてパートナー企業の遂行
能力や資源価格低迷に伴う財務状況等を確
認。また、低資源価格下におけるプロジェ
クト採択及び管理の対応策としてパートナ
ー企業等の分析・評価を強化する方針を策
定したことは重要。これらのマネジメント
に関しては来期以降の成果にも期待。 

・外部委員会を事業運営に活用したことは意
義あることと考えられるが、成果という意
味では現時点では一定の評価にとどまる。 

・内部統制のため規程類を整備し、部門単位
でなく組織全体でリスクの識別・分析・評
価を行ったことは評価できる。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策
＞ 
・支援プロジェクトのマネジメントの体制や
専門家による外部委員会については、今後、
より効果的に活用し、成果につなげていくこ
とが重要。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・内部統制の規程等の整備及び外部委員会で
の検討による成果については、評価はでき
るものの、自己評価は高いのではないか。 
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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。 

―コンプライアンス

研修については、

「ｅ-ラーニング」

の活用により全役

職員が受講できる

体制を整備すると

ともに、コンプライ

アンス資料集の内

部公開やイントラ

ネットでの注意喚

起を行う。 
 

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。
相談窓口は機能しているか。 

 
 
 

析を実施している。 

 

5. リスクマネー供給事業に関係する国内

外の企業財務分析を述べ 118 社（外資系

22社、国内 3月決算時 48社、9月決算時

48 社）を実施し、役員及び事業部門等へ

情報を提供することによりJOGMECの意思

決定及び事業管理を側面からサポートし

た。 

 

6. プロジェクトパフォーマンスレビュー

を 1 回実施すると共に、リスク評価結果

を金額へ置換・定量化する試行を行った。 

 

（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 
7. 業務評価委員会（2 回、含む現地視察
会）、専門部会（6回、含む現地視察会）、
技術評価部会（７回）：通算 15回開催。 

その他事業分野別外部専門家委員会：30 委
員会 通算 51回開催。 

 
8. 外部有識者等からなる契約監視委員会
を年 5 回開催（実地調査を含む）し、新
規の競争性のない随意契約についての事
前審査及び一者応札応募案件の事後審査
等を実施。 

 
（４）積極的な情報公開・広報活動・情報
提供の実施 

9. 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、
twetter 等でのメディア社会に対応した
情報開示を実施した。また、小中学生を
対象としたイベント（仙台学都サイエン
スデイや METI子どもデイ）への参加や子
供向け新聞企画への協力、各種展示会（先
端技術館 TEPIA、船の科学館、海洋キッズ
チャレンジ）への出展等を通じ、JOGMEC
の活動やエネルギー資源の理解を深める
取り組み強化を行った。 

 
（５）コンプライアンスの徹底 
10. 全職員を対象としたコンプライアン
ス研修を実施。受講率 79％となり、職員
のコンプライアンス意識の向上に寄与。 

 

企業との交渉及び各プロジェクトの案件
管理に資すものとなっており、特に昨今
の市況悪化に伴うパートナーの財務状況
を把握することにより迅速な対応の下地
を提供するものとして機能している。 

・プロジェクトパフォーマンスレビューの
結果については、役員及び事業部門並び
に資源エネルギー庁の関連部局へ提供す
ることによりリスクの所在、傾向を把握、
共有し、ポートフォリオ全体管理の方向
性検討に資すものとなっている。  

 
（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 
7. 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ものと認
められる。湿式製錬技術開発委員会につ
いては、委員会の助言を考慮して試験を
進めることにより一次硫化銅鉱のバイオ
リーチングによる浸出率が 7％から 35％
に大幅に増加するなど、事業部門にて特
筆すべき成果が実現した。 

8. 外部有識者等からなる契約監視委員会

について年 4 回の開催予定であったが、

年 5 回(実地調査を含む)開催し、より一

層の透明性の確保に努めるとともに、競

争性のない随意契約の事前点検を受ける

等契約の適正な実施を確保した。 

 
（４）積極的な情報公開・広報活動・情報
提供の実施 

9.  広報活動については、紙媒体のみなら
ず、ホームページや動画コンテンツとい
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。また、イ
ベント・展示会への出展等、JOGMEC 業務
の理解について裾野を広げる活動も行っ
ている。これらの定性的活動に伴う数値
の表れとして、年間 100 件を大きく超え
るニュースリリース件数の充実やホーム
ページアクセス数（平成 24 年度比
+14.56%）の結果となっており、定性的活
動の効果を裏付ける数値となっている。
引き続き、情報発信の質を高めるととも
に、進化が早いメディア社会に対応した
コンテンツ制作等を検討しつつ広報活動
を順次拡充していく。 

   以上、各種広報媒体を通じた業務内容の
積極的な公開、コンテンツ拡大が認めら
れ、JOGMEC の組織や取り組む業務の状況
を明らかにして認知度向上に十分努めて
いる。 

 
（５）コンプライアンスの徹底 
10. 全職員を対象としたコンプライアンス

研修を実施。受講率 79％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＞ 
リスクマネジメントの強化に関して、特に
リスクマネー供給における機構のガバナン
スの向上に期待する。今後、具体的にどの
ような形で実行されて行くかが重要であ
る。 
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 ３．横断的なシナジー
効果の創出 
・機構内の専門的知見、
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 

３．横断的なシナジー
効果の創出 
・機構内の専門的知
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 

３．横断的なシナジー
効果の創出 

・情報収集・提供の拡

充のために部門ご

とに設置されてい

た調査部門の統合

や、組織横断的な業

務への機動的な対

応を目的とした部

署の設置などのほ

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。 
・資源国の技術的課 
題(ニーズ)解決を
行う技術ソリュー
ション型事業の案
件組成につながる
ニーズ抽出を目的
に、機構が関与する
事業（非採択案件を
含む）の分析を４件
実施し、石油・天然
ガス部門以外（石
炭、地熱、金属鉱物、
鉱害防止）での技術
ソリューション型
の新規事業の組成
を１件以上検討す
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。
また、国内外の現場
への派遣により実
践経験を積ませる

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. 組織横断的な業務への機動的対応に
向けた取組み 

 
（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. 石油ガス部門以外での技ソ型新規事
業分析件数（4件） 

3. 石油ガス部門以外での技ソ型新規事
業検討件数（1件） 

4. 他部門への技術応用件数（企画・実施） 
（2件） 

5. 他部門への技術応用件数（応用検討） 
（1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。資源国ニー
ズに即した市場・技術動向分析等を行
ったか。 

5-1 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。 

5-2 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】 
6. 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】 
6-1 （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）実行性のある研修とす
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
遣を適正な職員を適正に派遣している
か。 

 
 
 

３．横断的なシナジー効果の創出 
＜主要な業務実績＞ 
 
（２）シナジー発揮を促す組織改革 
1. 管理部門・石油・金属部門で構成される
「海洋資源開発検討チーム」を 8 月に設
置し、国が推進する政策と連携しつつ、
海洋資源開発共通の課題や今後の技術開
発に対して、より一層組織横断的に取り
組む体制を構築した。 

・エリア別海外事務所長会議開催による効
果的な情報交換の実施、海外事務所間の
連携強化に努めた。 
・米州 6海外事務所長会議開催（4月） 

  ・海外事務所間の連携による共同ブリ
ーフィング開催 

  ・海外事務所間の連携による展示会ブ
ース運営 

・横断的な組織を設置（テクノフォーラム
2015 推進チーム、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
タスクフォースについては、更に事務系
職員育成 WG、設備系エンジニア職員育成
WG で、職員育成の不足している部分を検
討中） 

 
（３）技術ソリューション事業を核とした
アプローチ 

2.石油ガス部門以外での技ソ型新規事業分
析を、目標 4 件に対し 5 件（塩湖からの
リチウム製造、パッシブトリートメント
や人工湿地による水質浄化技術、褐炭資
源利用、地熱事業の海外展開、アジアに
おけるレアアース調査）実施。 

2-1 金属鉱物部門、鉱害防止支援部門、石
炭部門、地熱部門の 4 部門に対し、文献
調査、関係者へのヒアリングや、関係機
関等との面談を行い、資源国ニーズと本
邦への資源・エネルギーの安定供給の視
点から分析を行った。技術ソリューショ
ン型新規事業組成の可能性が高い技術を
抽出。石炭部門については未利用な褐炭
資源からの水素製造と日本への持ち込
み、地熱部門については地熱事業の海外
展開等を取り上げ、従来の JOGMECの事業
範囲を超えた取組の必要性を認識するに
至った。また、昨年度実施した「国際的
な LNG 市場の形成可能性調査」の分析手
法、調査結果の活用方法等、組織横断的
に展開すべく、中国の違法採掘による価
格競争率の高い非正規レアアースの実態
調査及び流通規制措置検討を目的に「ア
ジアにおけるレアアース調査」を実施。 

 
3. 石油ガス部門以外での技ソ型新規事業
検討を、目標 1 件に対し 3 件（塩湖から
のリチウム製造、パッシブトリートメン
トや人工湿地による水質浄化技術、国際

３．横断的なシナジー効果の創出：Ａ 
＜評定と根拠＞ 
 
（２）シナジー発揮を促す組織改革、 
1. 管理部門・石油・金属部門で構成される
「海洋資源開発検討チーム」を 8 月に設
置し、国が推進する政策と連携しつつ、
海洋資源開発共通の課題や今後の技術開
発に対して、より一層組織横断的に取り
組む体制を構築したほか、海外事務所間
の連携強化に努めるなど、質的内容面で
評価に値する成果を挙げている。 

 
（３）技術ソリューション事業を核とした
アプローチ 
平成27年度アウトプット指標に対する達

成度は、 
2 .石油ガス部門以外での技ソ型新規事業分
析件数（4件）（定量）:125％ 
3. 石油ガス部門以外での技ソ型新規事業
検討件数 （1件）(定量）300％ 
4. 他部門への技術応用件数（企画・実施）
（2件）(定量）：150％ 
5. 他部門への技術応用件数（応用検討）（1
件）(定量）：600％ 
 
 定量的なアウトプット指標が全て 120％
以上であり、また技術ソリューション事業
の石油天然ガス部門以外での展開を目的と
した新規事業に資する分析(地熱発電の海
外展開や褐炭からの水素製造等)を実施し
検討ステージを進展させるなど、アウトプ
ットの内容面についても特筆すべき成果を
あげている。 
 
（４）専門的人材育成・活用を通じたアプ
ローチ 

6. 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（平成 27年度は 7
名）、を行い平成 25年度以降延べ 35名の
部門を超える人員配置を実施した。その
結果、平成 27年度に事業部門等で発現し
たアウトプット効果は以下の通り。 

 
・金属部門で実施している共同探鉱（JV 調
査）をベースに日本企業と石炭の JV調査
を行う探鉱支援制度（日系 JV制度）を創
設、公募を実施 

・金属部門で開発した SQUITEM の地熱探査
技術への適用を目指した検討を開始 

・石油部門や金属部門での経験を踏まえ、
岩手地熱㈱が実施する地熱資源探査事業
に対し、地熱資源として初めての探鉱出
資を円滑に採択・出資実行 

・テクノフォーラム2015推進チームにより、

＜評定に至った理由＞ 
・技術ソリューション事業について計画以上
の実績を上げている（120％以上の達成） 

・組織面では、管理、石油、金属の３部門で
構成される海洋資源開発検討チームの設置
等、組織横断的なシナジー効果を発揮する
ための体制の構築は評価できる。 

・技術ソリューション事業について地熱発電
の海外展開や褐炭からの水素製造等につい
て検討ステージに進展したことは評価でき
る。 

・部門を越えた人事ローテーションを取り入
れた結果、一定の成果が出ているのは重要
であり、人材面からのシナジー効果を期待。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・他の事業分野においてシナジー効果が出て
いることで自己評価は妥当と考える。 
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ことにより、専門人
材の育成を図る。 

的な LNG 市場の形成可能性調査結果につ
いて外部発信）実施。 

3-1 金属部門債務保証案件事業（アルゼン
チンにおける塩湖からのリチウム製造）
に関し、生産性の向上を目的としてエン
ジニアリング会社との意見交換会を行
い、得られた情報を債務保証先に提供。 

パッシブトリートメントや人工湿地に
よる水質浄化技術について、現時点での
課題を抽出。昨年度実施した「国際的な
LNG 市場の形成可能性調査」について、
経済産業省の要請により、3 月に開催さ
れた ASEAN＋3石油市場・天然ガスフォー
ラムにおいてプレゼンを実施。 
 

4. 他部門への技術応用検討を目的として
国内外企業の複数部門が参加する展示会
等の企画・実施を、目標 2 件に対し 3 件
（テクノフォーラム 2015企画・実施、テ
クノフォーラム 2016企画、テクノオーシ
ャン 2016企画）実施。 

4-1 テクノフォーラム 2015 では、部門間
で連携した JOGMEC ポスター展を実施。技
術シナジー効果が見込める可能性の高
い、「探査」「水処理」「操業支援」に関す
る技術を網羅的に展示し、職員間の技術
交流を図るとともに、技術応用への契機
を与えた。 

テクノフォーラム 2016 における部門
間で連携した展示の企画や技術連携の強
化に向け、金属部門、鉱害防止部門、備
蓄部門、石炭部門、地熱部門と意見交換
会を実施。 
テクノオーシャン 2016の実施に向け、

海洋に関する各部門（石油、金属、備蓄、
管理部門）の連携を強化すべく、特命チ
ーム設置に向けた調整および、JOGMEC講
演内容について検討。 

5.他部門への技術応用の検討を目標 1 件に
対し、6 件（NORM カメラ 3 件（石油→金
属、石炭、地熱）、石膏対策（鉱害防止→
地熱）、音響トモグラフィ技術（石油→地
熱）、水処理技術（石油→鉱害防止））実
施。 

5-1 各部門への技術ヒアリングや、テクノ
フォーラム JOGMECポスター展を通じ、技
術応用の可能性がある技術を抽出、6件の
応用検討、知見の共有を図った。石油部
門が保有する磁力を使用した水処理技術
（FMS）については、金属鉱山の坑廃水中
和処理における固液分離プロセスなどに
おいて活用の可能性があることが判明。 

 
 
（４）専門的人材育成・活用を通じたアプ
ローチ 

6.  主要な業務実績は以下の通り。 
 
・財務分析講座 14名（2期） 
・知財研修 120名（内外合計で 21講座） 
・新入構職員の基礎・現場研修の実施 12
件 

・国際資源大学校による資源開発研修への
職員派遣（3 名）と参加報告会 （22 名
参加）の実施 

・資源開発会社等に新たに 5名を派遣 
・サンクリストバル鉱山出向者による報告
会 19名参加 

・部門を越えた人事ローテーション 7名実
施 

・横断的な組織を設置（テクノフォーラム
2015 推進チーム、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
タスクフォースについては、更に事務系

テクノフォーラム2015の開催による各部
門間の技術交流及び技術応用の契機をロ
ジスティック面から支え、同フォーラム
の成功に導いた。 

・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
している設備系エンジニア系の学生に計
画的なアプローチを推進。 
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職員育成ワーキンググループ、設備系エ
ンジニア職員育成ワーキンググループ
で、職員育成の不足している部分を検討
中） 

 
 
 
 
 
 

 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・雇用制度
の整備と組み合わ
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・ミ
ッションを理解の
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
の実施により、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、
研修制度の体系を
より機構業務に最
適なものとする。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。 

・マネジメント能力を
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、人的
リソースの一層の
パフォーマンス向
上を図る。 

・人材の登用や育成を

４．人事に関する計画 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【主な定量的指標】 
 
【評価の視点】 
 
＜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 

 
 
 
 
 
 
【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 JOGMEC 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。 
・部門を越えた人事ローテーション（7名） 
・横断的な組織を設置（職員育成タスクフ
ォース、海洋資源開発検討チーム等） 

・「海洋資源開発検討チーム」では組織横断
的な人事の最適配置を行った結果、石
油・金属部門の知見を結集させた海洋技
術マップが早期に策定されることなり、
これを内閣官房総合海洋政策本部へ共有
することで、国内の海洋産業創出に係る
議論の方向付けに大きく貢献。 

・一部の単年度契約であった事務専門職員
を無期契約とする制度の創設 

 
2. 主要な業務実績は以下の通り。 
・平成 28年度新卒採用者数：18名（事務系

7名、技術系 11名） 
・平成 28年度新卒採用応募者数：195名（事

務系 121名、技術系 74名） 
・大学学内説明会：31校（うち新規 2校）
で開催。参加学生数 355名 

・採用説明会：8 回開催。参加学生数 411
名 

 
 
3. JOGMEC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。主要な業務実績は以下の
通り。 

 
・留学制度を利用して、国内外の大学院に
３名を派遣中（平成２８年３月３１日現
在）、また、平成２７年度に留学の公募・
選考委員会制度を創設し、平成２８年度
留学候補者を選考（５名）。 

・勤務時間外に専門分野の学位取得のため
大学院等に修学している職員等の学費等
を助成する学位取得支援制度及び対象者
の公募・選考委員会制度を創設し、平成
２７年度対象職員（５名）・平成２８年度
入学者（１名）を選考 

・JOGMEC 職員育成方針「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」の各職員の到達度（専門性、現場経
験、語学力）の確認及び今後必要な経験・
知識を確認するためキャリアシートを作
成（JOGMEC 設立後の職員対象）し、それ
に基づき海外プロジェクト現場を持つ民
間会社に新規に 3 名を派遣(平成 28 年 3
月 31日現在 12名派遣中） 

・新入構職員の基礎・現場研修（12件）、若
手職員（１人）の国家石油備蓄基地での
現場研修（３か月間）、階層別研修（新任
の管理職及び新任の第１次考課者）を実
施した。 

４．人事に関する計画：Ａ 
＜評定と根拠＞ 

平成 27 年度、以下の新たな取組みを実施し
た。 
・新卒採用の多面的取り組み 
（募集媒体への記載内容を刷新、エンジ系
学生及び事務系学生への学内説明会の拡
充、リクルーター制度の試行） 

・国内外留学及び学位取得助成制度の推進
（公募及び助成額の拡充） 

・職員育成タスクフォースの設置による採
用から育成にかかる部門を越えた総合的
な検討体制の整備 

・単年度契約であった事務専門職員を無期
契約とする制度の創設（新たな雇用制度
の創設） 

 
また、アウトプットの内容面については、
以下のとおり。 

・一部の単年度契約であった事務専門職員
を無期契約とする制度を創設し、職員の
モチベーション向上に貢献。 

・職員育成タスクフォースを設置し、学生
へのアプローチ方法を検討。技術系学生
を「資源技術系」/「設備系エンジニアリ
ング系」に区分し、系統別に学内説明会
を実施、より効果的なリクルート活動の
実現に寄与。 

・また、事務系学生の評価の高い大学をタ
ーゲットとした採用活動、大学 OB・OG職
員のネットワークを活用した、後輩学生
へのアプローチなど優秀な事務系学生、
採用実績の少ない大学への効率的なアプ
ローチに寄与。 

・平成 28 年度新卒採用者数は 18 名（事務
系 7、技術系 11）。採用実績に乏しい土木
専攻(1名)、リモートセンシング技術専攻
(2 名)を採用。技術系全員(11 名)および
事務系 1 名が大学院(修士)修了と専門性
の水準の高い人材を採用。第三期中期目
標期間における採用者の女性比率は 3 割
以上（30.4%）。 

・「現場経験」蓄積のため鉱山現場派遣等を
含めた新たに 5名の出向、海外事務所に 2
名派遣。マレーシア・スリナムへ短期海
外掘削現場研修派遣（4 名）。職員の石油
備蓄基地業務の習得のため石油備蓄基地
へ初めて 3か月間派遣。 

・高度な知識習得へのインセンティブ付与、
更なる職員自身の知識習得に対するモチ
ベーション向上を目的に、海外・国内大
学院長期留学制度に係る公募審査制度を
創設。留学を希望し、留学で得た専門的
な知識・知見を将来 JOGMECに活かすと期
待できる事務系及び技術系の職員を候補
者として選考（5名）。 

・業務と両立させながら、業務に寄与する
研究・学問の学位取得のため、大学院修
学職員への助成制度確立。平成 27年度に

＜評定に至った理由＞ 
・海外・国内大学院長期留学のための公募審
査制度を創設したことは、高度な専門知識
の付与及びインセンティブ向上のために有
効と考えられ、評価できる。 

・２４年度にＮＥＤＯから移管された石炭部
門において、人事の最適配置を早期に実現
した結果、２７年度に金属部門で実施して
いる共同探鉱（ＪＶ調査）をベースに石炭
の探鉱支援制度（日系ＪＶ制度）が創設さ
れ案件形成に結びついたことは評価でき
る。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・２７年度から、前期の組織単位の実績の結
果をもって個人の報酬に反映する制度を運
用させているが、管理部門や備蓄、鉱害防
止などの部門は高い評価をつけることが難
しい。所属する職員のことを考えると、そ
ういう部門の職員の評価や処遇について
は、別途検討をするべきではないか。 
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図り、職員の勤労意欲
の向上を図るため、適
正な人事考課制度の
運営を確保し、人事考
課結果を職員の処遇
に反映させる。 

・職員育成タスクフォースの設置し、より
効果的な新卒採用のアプローチ方法、職
員育成方法等を組織横断的に検討。 

 
 
4. 主要な業務実績は以下の通り。 
・資源開発企業からの出向者の受入 39名 
・高い専門性を有する任期付職員の採用 
25名 

・任期付職員の正規職員としての採用 12
名 

・一部の単年度契約であった事務専門職員
を無期契約とする制度の創設 

・定年退職後も原則として 65歳まで希望者
全員の継続雇用（再雇用）を実施 4名 

 
 
5. 主要な業務実績は以下の通り。 
・平成 26 年度人事考課の結果を平成 27 年
度の賞与（業績給部分）及び昇給に反映
させた。また、個人の実績のみならず、
組織（セグメント、部）の実績も個人考
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、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、
考課者は職員の抱負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。 

・通例の人事考課に加え職員表彰制度（平
成 25 年度制度導入）に基づき、平成 26
年度に顕著な功績を上げた職員19名に対
し、表彰を行い処遇に反映させた。  

   

     

修学中の職員（5名）及び 28年度から修
学の職員（1名）を選考し、より積極的な
支援を展開。 

・平成 27年度に新たに創設した「海洋資源
開発検討チーム」において組織横断的な
人事配置を行った結果、石油・金属部門
各分野の知見を集結させて海洋技術マッ
プを作成し、内閣官房総合海洋政策本部
へ共有することで、国内の海洋産業創出
に係る国家戦略に係る議論の方向付けに
大きく貢献。 

1. 平成27年度に発現したアウトプット効
果は以下の通り。 

【過去に実施したことのアウトプット効
果】 

・平成 24年度にＮＥＤＯから移管された石
炭部門において、状況に適切に対応した
人事の最適配置を早期に実現した結果、
平成 27年度に、金属部門で実施している
共同探鉱（JV 調査）をベースとした、日
本企業と石炭のJV調査を行う探鉱支援制
度（日系 JV制度）が創設され、案件形成
に結びつくなど石炭部門における早期の
特筆すべき成果実現に大きく貢献。 

・金属部門で開発した SQUITEM の地熱探査
技術への適用を目指した検討を開始 

・石油部門や金属部門での経験を踏まえ、
岩手地熱㈱が実施する地熱資源探査事業
に対し、地熱資源として初めての探鉱出
資を円滑に採択・出資実行 

・テクノフォーラム2015推進チームにより、
テクノフォーラム2015の開催による各部
門間の技術交流及び技術応用の契機をロ
ジスティック面から支え、同フォーラム
の成功に導いた。 

・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
している設備系エンジニア系の学生に計
画的なアプローチを推進。 

2. 平成 27 年度に発現したアウトプット効
果は以下の通り。 

・人事課採用担当職員、説明会等担当職員
に若手女性職員を積極的に起用。出産・
育児等女性の就業不安について質問・相
談しやすい環境を設置。 

⇒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割以上を達成（30.4%；採用者 56
名中女性 17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、備蓄部門・石炭開発部門・地熱部門
の業務内容を紹介する新規の学生向け展
示物作成 

⇒過去 10年間で採用実績 0名の土木専攻の
学生 1 名、採用実績 1 名のリモートセン
シング技術専攻の学生 2 名を採用し、専
門分野の多様化を促進。 

3. 平成27年度に発現したアウトプット効
果は以下の通り。 

・新入職員の基礎・現場研修（座学、地質
巡検、水量水質調査、備蓄基地訪問等）
を実施することによって、JOGMEC 全般の
業務を理解させた。また、ほとんどの研
修を内製化若しくは関連企業との合同研
修とすることによって、蓄積された業務
の知識・ノウハウを共有した。 

・ロンドン大学に留学した職員が、構造地
質学分野の最新技術を修得（博士号平成
28 年度に取得見込み。現在博士論文修正
作業中。） 

・出向から戻ってきた職員の成果 
・国内外の大学院への派遣及び学位取得助
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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 JOGMEC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。 

・キャリアシートの作成によって、各職員
の適性把握や最適な職務を与えるための
判断材料とした。 

 

4. 平成 27 年度に発現したアウトプット効
果は以下の通り。 

・必要な人材のニーズを各部から汲みとり、
出向者の受入、高い専門性を有する任期
付職員の採用により、JOGMEC 業務に必要
な知見・経験を有する人材を確保した。 

・定年退職後の再雇用を実施することによ
って、JOGMEC で培われた職員の業務経験
や知識・知見を引き続き活用し、後進の
人材育成を図った。 

・平成 28年度から無期契約に転換する職員
として、任期付専門職員 31名を確保。 

・任期付事務専門職員の応募倍率が前年度
の 0.6倍から 17倍に大きく増加。民間企
業等での業務経験が豊富で、JOGMEC 業務
の戦力となる人材を確保 

 

5. 平成 27 年度に発現したアウトプット効
果は以下の通り。 

・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、
士気向上に努めた。 

 
 
４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 年度評価 項目別評定調書（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 ― ―  
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 603 百万円 3,258 百万円(機構分のみ) 

（実績値）  1,134 百万円 1,139 百万円 1,308 百万円 1,170 百万円 ― ― 3,617 百万円 
（達成度）  105% 104% 120% 108% ― ― 111% 

 
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
能を強化し、同機能の
持続的実施のため事業
の成否不明な段階での
探鉱出資株式は「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「金融商品会
計基準の実務指針」を
準用、出資額の 1/2 評
価損を計上することで
当期損失が生じやすい
構造にあり、当該評価
損の内容・背景を十分
説明し、資源・エネル
ギー安定的低廉な供給
確保という政策目的実
現に向け適切なリスク
マネー供給を実施。 
・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。 

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
強化し、同機能の持続的
実施のため株式売却や貸
付金回収等の資金確保及
び健全な財務体質の維持
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。 

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、

運用収入等）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

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 
【主な定量的指標】 
 
 
【評価の視点】 
 
 
＜主な定性的指標及び
評価の視点＞ 
【主な定性的指標】 
1. 自己収入の確保 
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. 民備融資事業等の資
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】 
1-1 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。 
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。 

（１）財務内容の改善に関する事項 

＜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、積極的な発明発掘を実施。新規特許

出願 7 件、実施許諾料収入 507 百万円獲得。 
・出版物、セミナー・講演会等の有料化により 15
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.リスクマネー供給業務の資金確保として以下を

実施。 
・ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc.の JOGMEC

保有株式売却のため株式等評価委員会を 2 回開

催、入札手続きを行ったが不調。 

・北米シェールガス開発事業に係る JOGMEC保有株

式の売却について株式等評価委員会を 2回開催。 

・出資先企業と交渉した結果、昨今の市況悪化に

よる無配を回避し、昨年に引き続き、6 社から

45億円の配当収入を獲得できた。 
3.民間備蓄融資事業等資金のシンジケートローン

入札を 4 回実施し、借入コストの抑制に努めた。 
4.運営費交付金債務残高の解消に向け、事業進

捗・予算執行把握、適切な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

14.2%となった。 
5.財務構造、欠損金発生要因分析・検証等 
・平成 27 年度の損益は 543 億円の当期損失、期末

の繰越欠損金 1,478 億円。内容として業務収入 131
億円、探鉱出資株式 1/2 評価損 150 億円、事業終

 

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 27 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（定性）：100% 
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 
 借り入れコストの抑制（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% 

評定 Ｂ 
・自己収入の確保の取組が計画どおり実
施される等、財務内容の改善に関する
事項については着実に業務が行われ
た。また、石炭経過業務については、
計画をやや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。 

・一方でリスクマネー供給という業務の
特性から生じる繰越欠損金を削減する
ことや石炭経過業務の貸付金償還業務
においては中長期的な努力が必要であ
る。 
以上を踏まえ、総合評定をＢとした。 

 
 
＜評定に至った理由＞ 
・自己収入確保の取組は計画どおり実施
（目標達成）。 

・市況悪化による無配を回避し、45 億円
の配当収入を得たことは自己収入の確
保という意味で評価できる。 

・油価下落等の外部要因により不調に終
わったものの、株式売却のため株式評
価委員会を開催し、入札手続きを１件
実施したことにも留意したい。 

・欠損金の発生要因や今後の解消に向け
た見通し等を詳細に分析し、結果が経
済産業省と共有されたことは重要。 
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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。 
 

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。 
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。 
 
 
 
 
 

結評価損 194 億円、その他の評価損 278 億円、及

び投資有価証券評価損 4 億円、債務保証損失引当

金繰入 21 億円を計上。 
・上記業務収入 131 億円のうち、株式配当 45 億円、

債務保証料収入 77 億円。特に石油・天然ガス部門

の配当収入は前年比 36%減の約 42 億円、債務保

証料収入は前年比約 4%増の約 71 億円。配当収入

は、昨今の資源価格の下落により多くのプロジェ

クトで採算が悪化したこと等、また債務保証料収

入は、サハリンにおける生産・開発案件の新たな

保証等による債務保証残高増加に起因。 
・費用の多く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

株式評価損に起因。探鉱出資に係る 1/2 評価損は

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。事業終結では主に東南アジア、ア

フリカ地域での探鉱案件の不成功に起因。その他

既存の出資・債務保証案件での評価損・保証債務

損失引当金繰入を計上。 
・JOGMEC 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 JOGMEC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財

務構造として有する。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

り組んでいる。 
・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、7,282 百万円（平成 26
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 27 年度実績額

183 百万円）を進め、破産更生債権等は 7,099 百

万円となった。 
 
 
 
 
 

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

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 27 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。 
・支援対象案件管理強化、開発移行案件や生産案件の

JOGMEC 保有株式売却、配当収入獲得による投下資本

回収及び繰越欠損金の削減努力継続。 
 

 
 
 
＜指摘事項等＞ 

・リスクマネー供給に係る探鉱出資については、開発段

階に移行するまでにタイムラグがあるため一律１/２評

価損を計上しているが、案件の潜在的価値について情報

提供してもらえれば財務の評価においては有用ではない

か。 

 
＜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削減が
求められる。 
業務の特殊性から、当期総損失の拡

大をマイナスに評価することはしない
ものの、今後も適正かつ厳格な案件審
査・案件管理とともに保有株式の売却
等の収入確保に努めることが求められ
る。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・「財務内容の改善」という意味では、

ＪＯＧＭＥＣの業務の特殊性からどう

しても費用先行形になってしまうので、

その点を踏まえ、粛々と経理処理を行っ

ているという意味において自己評価は

妥当と考えられる。 
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 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅶ.その他業務運営に関す
る重要事項 
4.その他の留意事項 
・平成 25 年度以降「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」に基づき承継す
る石炭経過業務は平成 13
年度の石炭政策終了に伴
い旧鉱区管理等業務に必
要な経費を主に政府出資
資金を取崩して賄うこと
としており、業務進捗に
伴い会計上の欠損金が不
可避に生じる。これに留
意し独立行政法人欠損金
の様々な議論に配慮した
上、管理コスト等勘案し
業務を計画的・効率的に
実施。 

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。 

(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。 
 
 
 
 

 
＜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 
 
 
【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。 

（２）石炭経過業務 
 
＜主要な業務実績＞ 
 
1-1.貸付金回収は計画額 1,086 百万円を上回る
1,170 百万円。 
・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。 
 
1-2. 10月以降、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り、貸倒引当金の
見直しを検討。 
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。 
 
【ぼた山・坑口関係】 
2-1. 管理対象施設調査については、管理ぼた山２
８箇所（本部８箇所、支部２０箇所）、坑口３箇所
（本部１箇所、支部２箇所）を実施。また、鉱業
施設等管理業務実施要領を改正し、管理ぼた山の
全数を新たな管理区分に再分類。 
2-2. 鉱害防止対策については、新本山炭鉱１.２.
３号ぼた山（長崎県）、海老津炭鉱五坑ぼた山（福
岡県）の取扱方針を策定。大野大倉炭鉱（福島県）
の地質調査・設計業務、福高炭鉱（福井県）、西王
子炭鉱（山口県）、玄王炭鉱（福岡県）の坑口閉そ
く工事を実施。 
 
【坑廃水改善対策関係】 
3.旧松岡炭鉱（福岡県）は、９月に坑廃水改善対
策工事１工区（土木）の入札、１１月に坑廃水改
善対策工事２工区（設備）の入札を行い予定どお
り年内に工事着手。地元関係者に対して１１月及
び平成２８年１月に事前説明会を開催し工事への
協力依頼を実施。 
・旧正栄炭鉱（福岡県）は、予定どおり７月末ま
でに坑廃水改善処理施設が完成し、８月から管理
会社に運転管理を委託し、運転中。 
・旧新屋敷炭鉱（佐賀県）は予定どおり平成２７
年度内に坑廃水改善処理施設が完成し、処理を実
施中。 
・旧富士炭鉱（長野県）及び旧鎮西炭鉱（福岡県）
は引き続き、水質調査を実施。 
 
【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。申出５４件（本部５件、支部４９
件）に対して２２件（本部４件、支部１８件）を
採択。必要に応じ事故防止措置を講じ、地元関係
者への協議等を行った後、２７件（本部４件、支
部２３件）の応急対策工事を実施。 
・特定鉱害申出処理は、申出３８６件（本部１件、
支部３８５件）［前年度の繰越１７６件（本部０件、
支部１７６件）、本年度２１０件（本部１件、支部
２０９件）］に対して２３０件（本部１件、支部２
２９件）の、処理通知（採択、不採択、返送）を
実施。 
・特定鉱害賠償（復旧工事・金銭賠償）は、平成
２６年度継続工事１３件（本部０件、支部１３件）
を実施するとともに、平成２７年度新規物件につ
いて、２５件（本部０件、支部２５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１１件）、金銭賠償（本部０件、支部１１
件）を実施。 
 
＜その他事項＞ 
なし 

（２）石炭経過業務：A 

＜評定と根拠＞ 

平成 27 年度実績のアウトプット指標に対する達成度は、 
1.貸付金回収額（定量）：計画額の 108% 
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% 
 
であり、定量指標で 108％、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
により償還計画額を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
務を果たすべく質的な努力を遂行するため、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、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、国民の安
全確保、財産保全が図られている。なお、新たに完成し
た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、JOGMEC 内他部署が保有する知見等を積極的に
活用した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、処理水の排水基準をクリア－する
と共に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。 

 

 

２．石炭経過業務の適切な実施 
＜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、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
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（自然力活用型抗廃水処理）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
ジー効果を実現という意味でも評価で
きる。 

 

４．その他参考情報 
  


