
 

 

評価書様式 

 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２９年度（第３期） 

中期目標期間 平成２５年度～平成２９年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣 

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

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策評価広報課長 三浦 聡 

 

 

３．評価の実施に関する事項 

（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 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

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

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ A 

評定に至った理由 項目別評定では、業務運営の効率化に関する事項及び財務内容の改善に関する事項はＢ評定であるが、石油・天然ガス、地熱、金属鉱物等各資源開発分野で、JOGMEC が取り組む具体的なプロジ

ェクトが成功を収め、その他資源外交や情報発信等でも成果を上げており、資源・エネルギーの安定供給に貢献していることを高く評価。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 ○石油・天然ガス資源開発：「Ａ 」 

・ ＪＯＧＭＥＣの設立以降初めて豪州ＬＮＧ、カナダ陸上オイルサンド等、合計５件もの案件において新たな生産量確保が実現。これらの将来の拡張見込みも勘案すると、平成２７年度に採択し

たアブダビ陸上案件（８万バレル／日）と遜色ない引取量に至ることが期待される。 

・ 世耕経済産業大臣のアブダビ訪問の際、アブダビ国営石油会社ＡＤＮＯＣ及び経済産業省との三者間でＭＯＣを締結。同国下部ザクム油田等の権益維持に貢献。 

・ 平成２８年１２月の日露首脳会談での合意に基づき、ロシア・クラスノヤルスク地方の５鉱区を対象に震探作業を開始。さらに、安倍首相の訪露時にロシア・イルクーツク石油会社と共同探鉱

事業に係るＭＯＵを締結。 

・ 「ケニア陸上」及び「ウズベキスタン陸上」の海外地質構造調査を完了し、２件の優先交渉権を獲得。 

 

〇石炭資源開発：「Ｂ」 

・ 平成28年度に開発可能性調査を実施した豪州ミネルバサウス炭鉱が、平成29年7月、100万トン/年の規模で生産を開始。自主開発権益量100万トンの積み増しは、我が国への石炭安定供給に貢献。 

・ 平成30年2月、モザンビーク政府との間で、新たな石炭ポテンシャル地域の発掘と石炭資源量の評価を目的とした共同調査を行うためのMOUを締結。良質原料炭の新規大規模開発の余地が残る唯

一のフロンティア地域であるテテ地域において同政府が管理する9鉱区（300,000ヘクタール）について排他的交渉権を獲得。 

 

〇地熱資源開発：「Ｂ」 

・ 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空中物理探査を実施し、その情報を事業者へ提供した結果、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。 

・ 賦存調査に対する助成については、目標値を大きく上回るとともに、大型案件に対しても支援を行った結果、探査段階への移行に大きく貢献。 

・ 地熱用電磁探査システムを確立し実用化され、事業者による探査期間の短縮及びコスト削減を実現。 

 

〇金属資源開発分野：「Ａ」 

・ 地質構造調査では、我が国企業への引継ぎ等のための各種取組や入札方式の工夫（部分譲渡方式の導入等）を行った結果、優良案件（南アフリカの白金族案件等）の引継ぎ等を５件行う等、資

源確保に貢献した点を評価。 

・ 海洋資源の開発では、海底熱水鉱床に関して、採鉱・揚鉱パイロット試験により世界で初めて連続揚鉱を成功させ、生産技術の確立に向け大きく前進させた点を評価。 

・ 資源外交では、アフリカ（南アフリカ、CRコンゴ、ザンビア等）の大臣級に積極的にアプローチを図り、日本企業の進出のきっかけ作りに注力した点を評価。今後のコバルト等の資源確保に向

けた資源政策への貢献を期待する。 

 

〇備蓄分野：「Ｂ」 

・ 石油ガス備蓄では、平成28年度から開始した地下２基地(波方、倉敷)における配管竪坑金属管の非破壊検査（波方24本、倉敷13本、金属管の長さ１５０ｍ、検査費用1本あたり約２億円）を海

外でも前例のない地下１５０ｍ下での過酷な環境下で実施、昨年度の知見を基に行程調整等を行うことにより、平成29年度に当初計画では８本の検査予定のところ１０本の検査を完了、次年度

以降の検査コスト削減に寄与したことは高く評価。 

・ 倉敷基地への5.0トンのガスインの実施により、平成17年度より開始された全5基地でのガスインが終了し国家備蓄目標を達成し国家石油ガス備蓄体制が確立、また、その結果、民間備蓄基準量

の引き下げ（輸入量の50日分から40日分）が行われたことで民間石油ガス輸入業者の調達環境の緩和や財政状況の向上に繋がったことを高く評価。 

・ 石油備蓄では、国家備蓄基地の耐震化・津波対策を完了。国家備蓄基地を安全に管理しつつ、操業サービス会社選定に係る入札改善等により、管理コストを効率化。また、緊急放出訓練を着実

に実施し、機動性の向上に努めた。このほか、ASEAN諸国、中国、インドネシア等との関係強化のための研修等を実施した。 

・ 金属鉱産物備蓄では、昨年度策定した入替売却計画（５鉱種）のうち、４鉱種４品目の入替売却が、ユーザー、メーカー等からの情報収集を基に産業界のニーズを踏まえ、７年振りに円滑に実

施し、登録事業者数を増やし体制をレベルアップする等短期供給リスクへの備えを強化した。 
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〇鉱害防止分野：「Ａ」 

・ 松尾鉱山の 3m坑に対する安全対策を取りまとめ、それを受けた県が対策工事の詳細設計を行うこととしており、長年にわたり最大の懸案であった問題の解決に向けて鉱害防止対策のステージが

進展したことを高く評価。 

・ 資源保有国への技術・情報協力では、目標を上回る５件のセミナー・研修等の実施を通して、鉱山環境分野の課題解決に資する情報提供を実施し、併せて実施した相手国政府要人とのバイ会談

のアレンジ等を通して両国政府関係者・民間関係者間のネットワーク構築に貢献した点を評価。 

 

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。 

・ 組織の抱える現状の課題等論点を組織横断的に整理し、シナジー効果を発揮するための組織改正の具体策を検討したこと、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。 

・ 業務の電子化の取組みでは、情報セキュリティ対策として、認証システム（シングルサインオン）、ペーパーレス会議のシステムの導入計画を策定するなど着実に進めたことを評価。 

 

財務内容：「Ｂ」 

・ 自己収入については、株式売却益、受取配当金等の増加により、計画額を上回る収入を確保できたことは評価できる。（154％目標達成） 

・ 財務構造、欠損金の発生要因の分析・検証等につき、繰越欠損金の分析を含む財務内容の改善に向けたリスクマネー供給業務の分析及び財務への影響を分析。 

・ 平成29年度の損益は業務収入（石油売払収入を除く）175.3億円、関係会社株式評価損724.4億円、保証債務損失引当金繰入207.3億円等を計上したことによる当期損失731.4億円。JOGMECの財務

構造は、資源価格変動に伴う資源開発事業の特性とJOGMECの財務報告方針（探鉱出資の1/2評価損等）に影響されるため、事業規模が拡大すれば損失も同様に拡大する本質を有している。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

― 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課

題、改善事項 

・石油・天然ガス分野については、開発案件が大型化し、技術的難易度も上昇している。こうした状況も踏まえ、民間主導の原則に則って、貴重な政策資源を効率的・効果的に活用することによ

り、厳格な案件審査・管理を徹底しながら、上流開発企業の権益獲得を促進していくことが必要である。 

・法改正により支援業務が拡充されたことに伴い、企業買収案件を中心に、JOGMEC 自ら案件を発掘・形成する体制や、案件醸成のための情報収集機能の一層の強化が必要。 

・石炭分野については、石炭価格のボラティリティの激化等により、民間企業の新規投資が慎重となる中、潜在的な優良案件を的確に把握し、支援を検討していくことが重要。 
・財務内容については、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、財務面からは引き続き中長期的な解消が求められる。 
業務の特殊性から、リスクマネー供給に伴う繰越欠損金の増加をマイナスに評価することとはしないが、29 年度決算踏まえ、財務構造及び繰越欠損金の発生要因を分析し、適正かつ厳格な案件
審査・案件管理に活用していくことが望まれる。 

・また、将来見込まれる利益の考え方等の検討について、今後さらに検討を進めるにあたっては、バランスよく各方面から検討するべき。 

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 ・第三期中期目標期間の最終年度である当該年度の年度計画に従い、着実に業務を執行し成果を収めるとともに、次期中期目標期間において新たに、あるいは継続的に取り組むべき課題も明確に

している。 

・業務の効率的・効果的な実施に向けて、業務の優先度、実効プロセス・方法等を適切に判断し実行するマネジメント力を高めることが重要である。 

・機構業務の根幹をなすリスクマネー供給事業については、事業審査・管理を規程・基準等に従い適切に行うことはもとより、機構職員のリスク評価・審査等の専門的知識の向上や、事業の事後的

検証を行う管理体制の強化にも継続的に取り組むことが望まれる。 

その他特記事項 ＜経営に関する有識者からの意見＞ 

・資源開発の事業は大変長いものであり、本当に良いものになるか評価するのはかなりの時間が必要。 

・表面的にはアウトカムに繋がっているように見える部分についても、JOGMEC が行った取組がどれだけ貢献したのかをきちんと評価する必要がある。他機関との連携も行いつつ、日本として

の全体進捗がどうなっているのか、その中で JOGMEC の役割を明確にして無駄のないようにやってほしい。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

  ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

  ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 １．石油・天然ガス資源開発支

援 

ＡＡ Ａ Ｓ 

 

Ａ Ａ             

２．石炭資源開発支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ             

３．地熱資源開発支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ     

４．金属資源開発支援 ＡＡ Ａ Ａ Ａ Ａ             

５．資源備蓄 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ             

 ６．鉱害防止支援 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ             

                  

                  

                  

            Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

                   

                  

                  

                  

            Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

          Ⅳ．その他の事項  

                   

                  

                  

                  

                   

 

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

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

１．石油・天然ガス資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１． 石油・天然ガス資源開発支援 

業務に関連する政策・施策 ・「エネルギー基本計画」第３章第１節（平成２６年４月）：「北米・ロシ
ア・アフリカ等新たな資源供給国との関係強化と上流進出の促進」ほか 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

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

第６号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

海外地質構造調査：0197、リスクマネー供給：0195、海洋資源の開発：0171（探査活動）0208 

（メタンハイドレート）、資源国等との関係強化：0188（資源外交）、0196（技術ソリューション・研修）、

技術開発・人材育成：0196、情報収集・提供：0197 

※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 0 件 １件[6 件] 
予算額（千円） 261,329,180 238,094,800 259,970,631 380,203,833  

 

270,710,289 

実績値[累計値]   2 件[2 件] 1 件[3 件] 1 件[4 件] 0 件[4 件] 2 件[6 件] 

達成度[進捗度]   100%[33%] 100%[50%] 100%[67%] ―%[67%] 200%[100%] 

(2)自主開発権益量
に対する出資・債
務保証等による機
構支援比率 
計画値 

1/2 以上 
（中期目標
期間終了時

点） 

 ― ― ― ― 50% 

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

 

81,900,588 

実績値   39.4% 40.5% 43.8％ 45.3% 48.7% 

達成度   ― ― ― ― 97% 

(3)三次元物理探査
船「資源」を活用
した調査の実施 
計画値 

約 6.2 万

km2 

（平成 30 年
度まで） 

 6,000km2 6,000km2 6,000km2 6,000km2 6,000km2 

経常費用（千円） 53,631,468 79,609,648 91,328,706 63,983,940 132,423,515 

実績値   5,585 km2 6,335km2 6,160 ㎢ 5,350 ㎢ 6,185 ㎢ 

達成度   93% 106% 103% 89% 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 -23,643,149 -74,978,813 

実績値[累計値]   8 件[8 件] 6 件[14 件] 7 件[21 件] 9 件[30 件] 5 件[35 件] 

達成度[進捗度]   200%[40%] 150%[70%] 175%[105%] 225%[150%] 125%[175%] 

(5)共同研究や人材
育成等の協力事業
件数【資源外交】
計画値[中期全体] 

5 件 

（中期目標
期間中） 

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

実績値[累計値]   1 件[1 件] 3 件[4 件] 2 件[6 件] 3 件[9 件] 3 件[12 件] 

達成度[進捗度]   100%[20%] 300%[80%] 200%[120%] 300%[180%] 300%[240%] 

(6)主な共同研究実
施数【技術開発】 
計画値[中期全体] 

12 件 

（中期目標
期間中） 

12 件 

前中期目標

期間実績 

2.4 件 2.4 件 2.4 件 2.4 件 2.4 件[12 件] 
従事人員数（人） 324.4 311.59 326.47 343.45 363.40 

実績値[累計値]   4 件[4 件] 4 件[8 件] 7 件[15 件] 6 件[21 件] 6 件[27 件] 

達成度[進捗度]   167%[33%] 167%[67%] 292%[125%] 250%[175%] 250%[225%] 

(7)特許申請数 
計画値[中期全体] 

20 件 

（中期目標
期間中） 

20 件 

前中期目標

期間実績 

4 件 4 件 4 件 4 件 4 件[20 件] 
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実績値[累計値]   11 件[11 件] 12 件[23 件] 4 件[27 件] 8 件[35 件] 5 件[40 件]  

 達成度[進捗度]   275%[55%] 300%[115%] 100%[135%] 200%[177%] 125%[200%] 

(8)アンケート調査

での肯定的評価 

（計画値） 

75%以上 
 

 
75% 75% 75% 75％ 75% 

（実績値）   83% 82% 84% 90% 87.5% 

（達成度）   111% 109% 112% 120% 117% 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支
援 

(ア)海外地質構造調査 
・石油・天然ガスの賦存
に関する地質情報が不

足し、我が国企業が探鉱
を行う上で事業 リスク
が高いフロンティア地

域において、主導的な探
鉱調査を実施し、我が国
企業によ  る有望な石

油・天然ガス権益の取得
を支援する。  

 

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

・海外地質構造調査の実
施での中期目標期間内で
6 件以上の優先交渉権等

獲得 
・知見活用型海外地質構
造調査による参入の促進 

・地理的、地質的、地政
学的フロンティアで海外
地質構造調査を推進 

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

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

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

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

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

地理的・技術的に困難な鉱
区であって有望な鉱区を対
象とする。  

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

間企業等とのコンサルテー
ションを 5件以上行う。 
 

 

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

＜主要な業務実績＞ 
(1)資源確保への対応 
①権益確保に対する支援 
(ア)海外地質構造調査 
1. 従来型海外地質構造調査「ケニア陸上」について、追加
地震探鉱及び浅層掘削を実施。平成 29 年度末に調査を完了
し、優先参入権を獲得。これまでの調査結果を踏まえた地質
解釈を行い、平成 30 年 3 月に我が国企業への中間成果発表
会を実施。平成 30 年 4 月以降、民間承継に向けた準備を本
格的に進める。 
1. 従来型海外地質構造調査「ウズベキスタン陸上」につい
て、平成 29 年 8 月に総合地質評価を完了、優先交渉権を獲
得。なお、平成 29 年 8 月に我が国企業に対する事業説明会
を実施したが、優先交渉権の承継には至らなかったため調査
を終結。 
2. 新たな優先交渉権等の獲得に向けた新規調査案件（クロ
アチア）の交渉を 1 件実施し、従来からの継続分を含め、合
計 5 件の交渉を実施。新規に交渉を実施したクロアチアにつ
いては、JOGMEC の調査スキームが適用できず調査実施を
断念。また、我が国企業からの提案を受けて知見活用型海外
地質構造調査としての立上げを目指した西アフリカ陸上は、
調査実施に係る相手国政府との交渉を平成 29 年度も継続し
たものの、最終的には相手国政府の承認が得られなかったた
め断念。 
3. 我が国企業の新規案件発掘や新規構造調査案件の形成に
向けたコンサルテーションを 10 件実施。 
 
 
4-1. 平成 29 年 9 月にロシア・イルクーツク石油と新たな共
同探鉱事業の立ち上げに合意、これを受け平成 30 年 1 月に
クラスノヤルスク地方の 5 鉱区を対象として震探作業を開
始。 
 
2./4-1．キューバ国営石油会社と協議を行い、平成 29 年 12
月、キューバ一部地域の石油開発ポテンシャルを評価する共
同スタディ契約を締結し、新規にスタディを開始。キューバ
との関係強化を図りつつ、既存震探データ解釈等のポテンシ
ャル評価を実施中。 
4-3. 従来型海外地質構造調査「セーシェルマヘ島西沖合」
については、鉱区に対する優先交渉権を維持しつつ、震探再
処理、衛星画像解析等の追加評価作業を実施。平成 29 年 10
月に我が国企業に対する事業説明会を開催し、案件の有望性
が評価された結果 3 社から要請を受けデータルームを開設し
たが、優先交渉権の承継には至らなかったため、調査を終
結。 
また、知見活用型海外地質構造調査「サハリン島南西海域」
については、ロシア国営石油会社ロスネフチ社と、
JOGMEC、丸紅（株）、国際石油開発帝石（株）（以下
「INPEX」）の 4 者が平成 28 年度に締結した覚書に基づ
き、調査実施に向けた調整を継続。 
 

＜評定と根拠＞ 評定 Ａ 
各評価単位での評定を踏まえ「１．石油・天然ガス資源開発

支援」としての評定をＡとした。 

（ア）海外地質構造調査：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1.海外地質構造調査案件の完了による優先交渉権等の獲得
（定量）： 200%（ケニア陸上、ウズベキスタン陸上） 
 
 
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）:100% （新規に 1 件の交渉実施） 
 
 
 
 
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）：200% （10 件のコンサルテーション実施） 
となり、目標を大きく上回る成果が得られた。 
 
 
 
 
4-1. 平成 28 年 12 月の日露首脳会談での合意及びイルクー
ツク石油（INK 社）からの強い要望を受け、平成 29 年 9
月、同社との共同調査第 2 弾として、ロシア・クラスノヤ
ルスク地方の 5 鉱区を対象とした調査実施に合意し、震探
作業を開始。本件は、両国首脳が合意した日露エネルギー協
力をふまえた位置付け。JOGMEC は、平成 19 年に INK 社
と共同で東シベリアでの調査事業を開始し、その後、我が国
企業への事業承継、探鉱出資プロジェクト化を経て、本格生
産への移行を達成しており、本件は、日本に地理的にも近
く、豊富な石油・ガスの埋蔵量を有するロシア・東シベリア
での事業拡大につながることが期待され、日露協力関係の
更なる強化、供給源の多角化及びエネルギーセキュリティ
ー向上といったアウトカム達成に向けた取組と認められ
る。 
1./4-3.アウトカム達成に向けた成果として、海外地質構造調
査「ケニア陸上」及び「ウズベキスタン陸上」を完了し、当
初の計画を上回る 2 件の優先参入権/交渉権を獲得。特に、
ケニアは、欧米企業の進出が限定的な東アフリカに残る数
少ない有望フロンティアの 1 つであり、本年、JOGMEC が
参加する共同調査の近隣鉱区にて、同国初の原油生産が開
始されたばかり。今回ケニアでの共同調査を完了し、欧米企
業に先駆けて、優先参入権の獲得という形で日本企業のケ
ニア進出に先鞭をつけたことは、平成 30 年度以降に期待さ
れる我が国企業が参加する探鉱プロジェクト実現に向けて
の顕著な成果と認められる。 
2./4-1. 世界的に鉱区への参入は入札が主流となる中で、キ
ューバ国営石油会社と協議を行い、平成 29 年 12 月、キュ
ーバ一部地域の石油開発ポテンシャルを評価する共同スタ
ディ契約を締結し、新たなスタディを開始。本スタディは供
給源の多角化に寄与し得る、将来的なアウトカムに向けた
取組と認められる。 
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
10 件実施。我が国企業の関心とニーズを把握し、さらに我
が国企業の探鉱戦略に沿った技術データの購入やポテンシ
ャル評価等を行ったことは、将来の有望案件組成に向けた
重要な成果と認められる。 
 
以上のとおり、定量的指標に基づく達成度が平均して
120%超となる成果を上げたほか、新規案件の発掘をはじめ
定性的指標の観点でも大きな成果を上げたことから、当事
業の最終評定をＡとした。 

 

 
・JOGMECの設立以降初めて、合計５件
もの案件（豪州LNG、カナダ陸上オイ
ルサンド、北海油田、サハリン島沖
合大陸棚、イラク）において新たな
生産量確保を実現し高く評価。これ
らの将来の拡張見込みも勘案する
と、平成27年度に採択したアブダビ
陸上案件(８万バレル／日)と遜色な
い引取量に至ることが期待される。
また、北米や極東・東シベリアとい
うフロンティア地域を含め、多くが
非中東案件であり、供給源の多角化
にも寄与。生産を開始した豪州LNG案
件においては、生産量の約８割を日
本に供給予定であり、フル生産に至
れば我が国のLNG輸入量の約１割を占
めることとなり、我が国への安定供
給に貢献。 

・平成28年12月の日露首脳会談での合
意に基づき、ロシア・クラスノヤル
スク地方の５鉱区を対象に震探作業
を開始。さらに、安倍首相の訪露時
にロシア・イルクーツク石油会社と
共同探鉱事業に係るMOU を締結。
JOGMECは同社と10年以上に渉り重要
なパートナーとして探鉱事業を継続
し相互に信頼関係を構築。本件は日
露協力関係の更なる強化、供給源の
多角化等に向けた取組と認められ
る。 

・世耕経済産業大臣のアブダビ訪問の
際、アブダビ国営石油会社ADNOC及び
経済産業省との三者間で、石油・天
然ガス上中下流の戦略的ビジネス開
発、技術協力、人材育成分野での協
力強化に係るMOCを締結。石油・天然
ガス上中下流の戦略的ビジネス開
発、技術協力、人材育成分野での戦
略的ビジネス開発、技術協力、人材
育成分野での協力を図り、同国下部
ザクム油田等の権益維持に貢献(18万
バレル／日規模の引取量の継続を確
保）。 

・平成26年度に実施した「国際的なLNG
市場の形成可能性の調査」における
仕向地制限条項に関する分析結果
は、平成28年5月に経済産業省により
発表された『LNG市場戦略』の具現化
に貢献するとともに、政府内の仕向
地制限条項の緩和に向けた議論の発
展に大きく寄与。 

 以上を踏まえ、石油・天然ガス資源
開発分野について、所期の目標を上
回る成果が得られていると認められ
るため、Ａ評定とした。 

 
＜評定に至った理由：①（ア）＞ 
・イルクーツク石油（ＩＮＫ社）との
共同調査は、2003年の日露首脳会談
において合意した日露行動計画に基
づく象徴的な長期協力プロジェクト
であり、2016年に安倍総理からプー
チン大統領に提案された 8項目の
「協力プラン」のうち、エネルギー
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分野の協力に位置づけられているも
の。また、我が国と地理的に近く、
豊富な石油・ガスの埋蔵量を有する
ロシアとの共同事業は、日露協力関
係の更なる強化、供給源の多角化及
びエネルギーセキュリティー向上が
期待され高く評価。 

・「ケニア陸上」及び「ウズベキスタン
陸上」の海外地質構造調査を完了
し、2件の優先権を獲得。特にケニア
については、欧米企業に先駆け日本
企業に活路を開いたことで、今後、
我が国企業による探鉱プロジェクト
参入実現が期待され高く評価。 

 
＜今後の課題＞ 
・我が国のエネルギー政策や民間企業
のニーズを踏まえた実施地域の選定
及び我が国民間企業の参入につなが
る事業を行うべく引き続き十分な検
討が必要。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・例えばイルクーツクやケニアは高評
価。ただ、開発事業は息が長く、将
来的な成果が生まれるのかどうかは
分からないものの、現時点での評価
が A なのは妥当。BC 州の減税の件
は、JOGMEC の進化を発揮した事案
と思料。インドネシアの LNG 案件で
利益が出たことも、本来の JOGMEC
の真価。 

 

 
(イ)リスクマネー供給 

・フロンティア地域等
の日本企業による有望

な油ガス田の探鉱・開発
事業への出資債務保証
等の効果的な実施 

・新供給源からの LNG

輸入に資する天然ガス
開発事業支援や日本企

業主導LNGプロジェク
トの積み上げ、LNG 契
約の柔軟化や日本やア

ジアのLNG価格指標の
育成に資する案件の促
進 

・平成 28 年の機構法改
正による追加業務を的
確に遂行するための体

制整備、具体的な案件の
発掘・実施 

・個々の油ガス田の探

鉱・開発事業への出資や
資産買収出資へのより
積極的な取組 

・事業者のニーズを踏
まえ、プロジェクトの発
掘・育成・自立化への積

極的な関与、我が国上流
開発産業の競争力強化
に資する案件への支援

重点化 

・政府保証付き借入制
度の積極的に活用 

・別途国が定める「採択
に係る基本方針」を踏ま
えるとともに、国から考

慮すべき内容が機構に
対して個別に文書で示

(イ)リスクマネー供給 

・フロンティア地域等の
日本企業による有望な油

ガス田の探鉱・開発事業
への出資債務保証等の効
果的な実施 

・新供給源からの LNG

輸入に資する天然ガス開
発事業支援や日本企業主

導 LNG プロジェクトの
積み上げ、新しい LNG

供給国における案件促進

等により LNG 契約の柔
軟化や日本やアジアの
LNG 価格指標の育成に

つながるよう努力 

・平成 28 年の機構法改
正による追加業務を的確

に遂行するための体制整
備、具体的な案件の発掘・
実施 

・中期目標期間終了時点
で、我が国企業の探鉱開
発事業の 1/2 以上に支

援。 

・前期中期目標期間まで
の採択案件の支援継続、

新規採択と適切な支援実
施 

・別途国が定める「採択

に係る基本方針」を踏ま
えるとともに、国から考
慮すべき内容が機構に対

して個別に文書で示され
た場合には当該文書の内
容を十分考慮した上で判

断 

・審査・評価における外

(イ)リスクマネー供給 

・新規案件の発掘に向け、
企業の案件検討に資する

25 件以上のコンサルテー
ションの実施。 

・低油ガス価下での積極的

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

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

の努力。 

・平成 28 年度 5 月に経済
産業省が発表した「LNG 市

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

の LNG 価格指標の発展に
つながるような案件形成へ
の取り組み。 

・平成 28 年度の機構法改
正の効果的活用を目指し
た、審査体制の強化及び、

JOGMEC 職員の専門的知
見・審査能力向上のための
研修プロジェクトの構築・

実施。 

・中期目標期間終了時での
支援対象事業の権益分生産

量が我が国自主開発権益量
の 1/2 以上を支援。 

・全出資・債務保証案件を

対象に、案件の進捗状況に
関する点検とパフォーマン
スレビューを実施。 

・案件への適時、適切な対
応及び開発・生産移行及び

＜主な定量的指標及び評価の
視点＞ 

[定量的指標] 

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

(イ)リスクマネー供給 
＜主要な業務実績＞ 
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 23 件実施。 

 
 
 
1-1,1-2 コンサルテーションを行い、新規案件の発掘に尽
力。これらの結果、平成 29 年度末までに 3 件の新規出資案
件を採択。 

  
2．平成 29 年度は、3 件（3 社）の出資案件につき、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・分析に取り組む
ことで、効果的なプロジェクト管理を実施。 

4. 株式売却益や配当・保証料収入を確保したものの、評価損
を計上。 

 
 
 
5. 政府保証付き借入制度を含む多様な出資財源を活用する
とともに信用基金の積み増しを実施したほか、所要の規程
の整備を検討。 

 
 
2-1,2-2,3-3 平成 29 年度は、可採埋蔵量が 200 億バレル超

と推定される世界最大規模の油田であり、中東域内供給源
の多角化に資することが期待されるイラク・西クルナ油田
事業の資産買収出資、相当規模の油ガス田の発見が期待さ
れ、我が国の石油供給源の多角化に一層寄与すると見込ま
れる英領北海探鉱事業、及び、長期にわたり我が国への原
油供給源の多角化と強化に資することが期待されるカザフ

(イ)リスクマネー供給 : A 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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の実施件数 23 件（定量）： 92% 
 
 
 
 
 
2. 期限内（4 週間以内）に採択（定性）：目標の水準を満た
している 

 
 
 
 
 
3. 効果的な案件管理を実施（定性）：目標の水準を満たして
いる 

 
4. リスクマネー供給事業の財務内容の改善を図る（定性）：
目標の水準を満たしていない 

 
 
5. 必要に応じた規程の改正に努める（定性）：目標の水準を
満たしている 

 
また、アウトプットの内容面として、以下の成果を挙げた。 
 
2-1,2-2,3-3. 平成 29 年度の案件として、大規模油田等を対
象に 3 件の出資を採択。 
また、メキシコにおける探鉱鉱区の入札において、我が国

企業による鉱区権益獲得に向けた積極的な支援を実施。今
後、これらの新規採択案件について事業が順調に進捗する
ことで、将来のアウトカムとして安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保、自主開発原油・天然ガス引取量増加、供
給源の多角化の実現が期待される。 
 
 

＜評定に至った理由：①（イ）＞ 
・豪州 LNG案件やカナダ陸上オイルサ
ンド案件の生産開始、イラク案件の
資産買収等の合計 5件で新たな生産
量を確保。将来の拡張見込みを勘案
すると、アブダビ陸上案件と同等の
引取量である約 8万バレル/日が見込
まれる。第 4期中期目標の基幹目標
（2022年度末時点で 100万バレル/日
規模に引き上げる）に貢献するもの
と高く評価。 

・カザフスタン案件の追加開発出資の
採択は、平成 28年度の JOGMEC法改
正により可能となった開発出資制度
の適用第１号案件。 

・インドネシア LNG案件の株式につい
て、初めての入札による売却を実現
し、58億円の利益を計上。機構が自
らインドネシア政府やオペレーター
企業と調整するという想定外の手続
きにも適切に対応したことは高く評
価。 

 
＜今後の課題＞ 
・開発案件が大型化し、技術的難易度
も上昇している。こうした状況も踏
まえ、民間主導の原則に則って、貴
重な政策資源を効率的・効果的に活
用することにより、厳格な案件審
査・管理を徹底しながら、上流開発
企業の権益獲得を促進していくこと
が必要である。 

 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・平成２９年度は、低迷していた油価
が回復基調に転じ、ＬＮＧ市場では
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された場合には当該文

書の内容を十分考慮し
た上で判断 

・中期目標期間終了時

点で、我が国企業の探鉱
開発事業の 1/2 以上に
支援 

・申請受付後採択決定
までの間を 4 週間 

 

部専門家等活用によるリ

スク審査体制維持 

・定期的な評価実施と機
動的適切な決定 

・申請受付後採択決定ま
での間（国との協議や外
部専門家によるデューデ

リジェンスがある場合は
このための期間を除く。）
を 4 週間以内 

生産増加に向けた取り組み

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

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

進捗のためのリスクマネー
の供給。 

 

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 

スタン・カシャガン油田追加開発事業への開発出資を採択。 
メキシコにおける大水深探鉱鉱区の入札に際し、

JOGMEC にて技術データを購入してスタディを開始。我
が国企業との意見交換を行うことで、鉱区権益獲得に向け
た積極的な支援を実施。入札の結果、昨年度に続き我が国
企業 1 社を含むコンソーシアムが 1 鉱区を落札。 

 
2-3 地質リスク評価については最新技術情報収集と支援案件
（終了案件も含む）採択時評価の検証に基づき、JOGMEC
の探鉱案件の評価力向上を図るため、技術課題の検討を実
施。併せて、欧米メジャー等の参加する専門家会合に参加
して、各社の技術課題や新しい地質評価手法等に関する情
報収集を行った。また、我が国企業の探鉱技術力向上のサ
ポートを行う目的で、企業との意見交換を継続するととも
に、地質リスク評価に関する技術課題とその対応方針につ
いて、学会にて講演・論文投稿を実施。また、支援案件の
開発費及び掘削費について、評価力向上を図るため、予算
と実績との差異分析及びその要因分析を実施。 

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
施し、案件管理を強化。 

 
 
 

特に、油ガス価低迷による影響を大きく受けているカナ
ダ非在来型ガス田及びオイルサンド案件、事業進捗の遅延
やコスト増加等が見込まれている豪州 LNG 案件について
は、上述のリスク抽出・分析結果を踏まえ、影響を最小限
に抑制するべく、我が国企業と緊密に連携を取りながら対
応策を検討するなど、案件管理強化に取り組んだ。とりわ
け、カナダ非在来型ガス田及びオイルサンド案件において
は、生産性向上及び坑井デザイン最適化等に係る共同スタ
ディ、パイプラインのコストの最適化に関するスタディ、
カナダ産 LNG の競争力及び課題についてスタディ等を実
施し、生産ガスを LNG 化して我が国へ持ち込むことを追
求。4-1 インドネシア・タングーLNG 案件のケージーウ
ィリアガール石油開発㈱について、JOGMEC 出資案件の
株式を初めて入札により売却。また、JOGMEC75%出資に
より支援していた案件の 1 社についても、出資先が
JOGMEC 保有の種類株式を初めて取得したことにより、
JOGMEC 出資を 50%に引き下げ。これら適切なエグジッ
トを行い、売却益計 59 億円を確保。また、平成 29 年度は
5 社から配当計 31 億円、保証先の 11 社から保証料計 70
億円の自己収入を確保。しかし、油価下落等の影響により、
カナダ非在来型ガス田及びオイルサンド案件並びにブラ
ジル案件において評価損または保証債務損失引当金繰入
を計上。 

5-1 政府保証付き借入制度を含む多様な出資財源を活用。ま
た、信用基金を積み増し。所要の規程について準備中であ
り、平成 30 年度に整備の予定。 

 
3-3,6,7,8 資産買収出資及び債務保証により支援している豪
州 LNG 案件において、生産を開始。年産 890 万トンを予
定しており、JOGMEC の支援により生産に至った最大の
LNG 案件。生産量の約 8 割を日本へ供給予定であり、フル
生産に至れば我が国の LNG 輸入量の約 1 割を占めること
となり、我が国への LNG 安定供給に貢献。 

  債務保証により支援しているカナダ陸上オイルサンド案
件や北海原油案件等においても生産を開始。また、生産中
のイラク案件を、資産買収出資対象として採択。 

  さらに、平成 28 年度に開発・生産段階へ移行し、生産量
確保のための技術協力も実施してきた東シベリア案件（探
鉱出資）や、平成 28 年度に出荷を開始したカザフスタン案
件（探鉱出資・債務保証）において、生産量が増加。カザフ
スタン案件については、平成 28 年度の JOGMEC 法改正
により可能となった開発出資制度の適用第 1 号として、追
加開発に対する出資も採択。 

   

 
2-3. 技術ロードマップの 1 つとして掲げ、JOGMEC の審
査能力向上のみならず、我が国企業と技術課題や最新技術
情報を共有することにより、我が国民間会社の探鉱実績を
高め、良好なプロジェクトの発掘、競争力強化に資すること
が期待される。また、支援案件の開発費及び掘削費について
の予算と実績との差異分析等により、評価力向上が期待さ
れる。 
 
 
 
3-1,3-2. 既存支援案件のうち、油ガス価低迷による影響を
大きく受けているカナダ非在来型ガス田及びオイルサンド
案件、事業進捗の遅延やコスト増加等が見込まれている豪
州 LNG 案件については、企業とともに対応策を検討するな
ど、案件管理を強化。カナダ非在来型ガス田及びオイルサン
ド案件においては、共同スタディの実施により生産量の増
加が期待されるほか、LNG 事業化スタディの実施により生
産ガスを LNG 化して我が国へ持ち込むことの実現に至る
と期待される。 
 
4-1. JOGMEC 保有株式の売却や出資比率の引き下げとい
う適切なエグジットにより売却益を確保したほか、配当や
保証料により自己収入を確保したものの、評価損等の計上
もあり、財務面への貢献は未達。 
 
 
 
5-1 政府保証付き借入制度を含む多様な出資財源を活用す
るとともに保証基金の積み増しを実施、所要の規程につい
ては準備中。 
 
3-3,6,7,8.合計 5 件もの案件で新たな生産量確保が実現した
のは、JOGMEC 設立以来 14 年間で初めての快挙。これら
の将来の拡張見込みも勘案すると、平成 27 年度に採択した
アブダビ陸上案件（我が国の引取量約 8 万バレル／日）と
遜色ない引取量に至ることが期待できる。また、生産量の確
保・増加に至った案件の多くは、北米や極東・東シベリアと
いうフロンティア地域を含め非中東案件であり、供給源の
多角化にも寄与。 
 
 
以上、アウトプット指標の過半が目標の水準を満たす成
果を上げたほか、内容面においても特筆すべき成果を上げ
たことから質的な実績を勘案して当該事業の評定をＡとし
た。 
 

中国需要の増加もあり将来のマーケ
ットを睨んでどう資源を確保するか
という観点からは大きな変化があっ
た一年。石油天然ガス開発の分野で
得られる成果は、長年の積み重ねの
下にあるものの、難しい一年でアウ
トカムを得られたのは評価。 

 
②海洋資源の開発 

(ア)探査活動 

・三次元物理探査船「資
源」を活用し、政府の計

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 

②海洋資源の開発 

(ア)探査活動 

我が国企業による国内資源
の探鉱開発の促進を図るた

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

②海洋資源開発 
（ア）探査活動 
1. 三次元物理探査船「資源』を用い、「西津軽沖北部 3D
③」「常磐沖北部 3D」「外房沖 3D」「鳥取～兵庫沖 3D」「福

②海洋資源開発：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
（ア）探査活動と（イ）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Ｂとする。 

＜評定に至った理由：②（ア）＞ 
・海洋調査は、気象、海上条件や漁業
者との調整状況など外的要因に大き
く左右される中、ヘリコプターによ
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画に基づいて、我が国周

辺海域での調 査を着実
に行い、石油・天然ガス
に係る詳細な地質情報

の取得に努める。  
 

・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。 

め、国からの受託業務とし

て国内石油・天然ガス基礎
調査事業を実施する。事業
の実施に当たっては、実施

検討委員会による審議や国
からの指示を 踏まえて、
幅広くユーザー等と国に対

して進捗状況を定期的に報
告し、緊密に協議する。 

・基礎物理探査事業におい

ては、経済産業省が保有す
る三次元物理探査船「資
源」を安全かつ効率的に 

運航し、我が国周辺海域に
おいて年間調査量概ね６千
㎢の三次元物理探査データ

を取得して、石油・ 天然
ガスの賦存に係る詳細な地
質情報の蓄積を進める。 

・平成 28 年度は以下の点
につき重点をおいて事業を
推進。 

 ▶三次元物理探査技術の技
術移転に向け、新規に８名
の日本人調査員を確保す

る。 ▶在職日本人調査員に
ついては、技術習得を進め
上位職位に占める日本人の

割合を高める。 

▶日本人調査員を主体とす
る試験航海を確実に実施す

る。 

▶データ取得にあたって
は、予めユーザーの意見を

くみ上げターゲットを明確
にして実施する。取得 デ
ータの処理は計画に従って

効率的かつ高品質に実施す
る。 

▶三次元物理探査データの

地質構造解釈を行い、調査
海域およびその周辺におけ
る石油・天然ガスの 賦存

の可能性を検討して有望な
海域の抽出を行う。また、
これまでに調査を実施した

海域において、 本邦周辺
海域における油ガス胚胎の
可能性につき、統一的な視

点から有望海域・有望構造
の評価の取 りまとめを行
う。なお、データ解釈およ

び評価の取りまとめに際し
ては、必要に応じて既存の
基礎調 査データの再処

理・再解釈を行い、その結
果を加味した評価を実施す
る。 

・基礎試錐事業について
は、事業管理者として国及
び事業実施者と協力し、本

試錐事業を安全・確実に 

遂行する。 

・国内基礎調査事業により

取得された地質情報の管理
業務を国に代行して実施
し、民間企業他による 基

礎調査事業の成果の利用を
促進するため、「資源」に
よる探査の成果及び基礎試

錐の成果について 機会を
捉え公表する。  

地等で年間調査量 6 千㎢程度

を目標に三次元物理探査デー
タを取得 

2．三次元物理探査に関する探

査技術の技術移転に向け、新
規に 8 名の日本人船員を確保 

[定性的指標] 

3.28 年度事業計画の実施 

[評価の視点] 

3-1 国に対して進捗状況を定期

的に報告、緊密な協議 

3-2 三次元物理探査船「資
源」を安全かつ効率的に運航  

3-3 日本人調査員による試験航
海の実施 

3-4 三次元物理探査に関する探

査技術の技術移転（技術習得
に係る等級の獲得の確実な進
行） 

3-5 有望な海域の抽出  

3-6 国が実施予定の基礎試錐
事業の支援 

3-7 我が国企業による探鉱促進
への貢献 

 

＜アウトカムの視点＞ 

4.安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 

5.自主開発比率向上・供給源
の多角化 

6.国内資源の開発 

7.国による基礎試錐の成功、技
術移転の成功 

江北西沖 3D」を実施。実績として 3D 約 6,185 ㎢のデータ
を取得。また、探査船の稼働率（洋上での作業日数）は年間
82%をを達成し、物理探査船の効果的な運用がなされた。 
 
2. 取得データの処理は、茨城沖南部 3D、西津軽沖北部
3D、(試験航海エリア)、鳥取～兵庫沖 3D を終了。常磐沖北
部 3D と福江北西沖 3D を実施中。また、「新潟沖 3D」「佐
渡海盆 3D」「隠岐トラフ 3D」「常磐沖中部 3D」「御前崎沖
3D」の 5 海域につき平成 30 年度以降の調査計画を策定し、
「隠岐トラフ 3D」を除く 4 海域および前年度からの継続調
査となる「福江北西沖 3D」を対象に事前調整を実施。これ
までにデータ取得し処理を終えた「釧路南西沖 3D」、「茨城
沖北部 3D（北部海域）」、「利尻・礼文トラフ 2D/3D」につ
いて解釈作業を完遂するとともに、平成 30 年 2 月に処理を
終えた「鳥取～兵庫沖 3D」についても解釈作業に着手。 
また、これまでの基礎調査の成果に基づいて国内堆積盆地に
おける油ガス胚胎のポテンシャルについて統一的視点から再
評価する作業を完遂し、その結果概要を TRC ウィークにお
けるシンポジウムとして対外公表（石油会社を中心とする限
定的開示）。また、本邦周辺海域における経済限界埋蔵量の
評価を実施し、本邦周辺海域において経済的に成立し得る油
ガス田規模を推定。 
 
3-1 基礎調査事業の進捗状況を週報にて定期報告する他、
「資源」における不慮の事故（訓練）は、発生から収束まで
の間、状況の推移を適時に報告。 
3-1,3-5 国が設置した「基礎調査実施検討委員会」及び同
委員会の作業部会である「国内堆積盆地再評価ワーキンググ
ループ」の開催・運営を国とともに実施。国が進める国内探
鉱の活性化・促進につき、基礎調査課が実施したデータ解釈
作業、堆積盆地再評価、経済限界埋蔵量評価等の結果も踏ま
えて、専門家の立場から METI を支援。 
 
3-2 「資源」による調査の更なる効率化を追求し、日本特有
の厳しい気象・海象状況にもかかわらず、「資源」導入以来
の過去平均 65%を大きく上回る 82%の高い稼働率（洋上で
の作業日数）を達成し、国の基礎調査実施検討委員会におい
ても、海洋調査の専門家から高い評価を得た。また、緊急事
態対応訓練を、平成 29 年 6 月、同年 12 月、及び平成 30 年
2 月の 3 回実施した。 
3-3 研修プログラムに基づき、船上調査員の調査技術習得を
促進。訓練生のうち 3 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 3 名がその上位職であるシフトリ
ーダーに、シフトリーダー2 名がセクションチーフに昇格。
また、平成 28 年度に誕生した日本人パーティチーフ 1 名
が、平成 30 年 1 月から独り立ちした。平成 30 年 4 月 1 日
現在、定員 44 名のうち、訓練生 2 名、オペレーター18 名、
シフトリーダー13 名、セクションチーフ 2 名、パーティチ
ーフ 1 名、計 36 名の構成。日本人主体のシフトも行われる
ようになり、日本人主体の調査実施に向け進展中。また、シ
フトリーダーの経験を積んだ船上調査員１名をテクニカルマ
ネージャーに異動させ、陸上支援作業も日本人化を推進し
た。 
3-4 これまでにデータ取得・処理を終えた「釧路南西沖
3D」、「茨城沖北部 3D（北部海域）」、「利尻・礼文トラフ
2D/3D」の解釈の結果、各海域において油ガスの胚胎の可能
性が期待できる構造を計 13 構造抽出した。これら成果は平
成 30 年度以降に資源エネルギー庁から資料開示がなされ、
国内の石油開発会社などによる成果の活用が可能となる。 
3-5 平成 29～31 年度の基礎試錐事業について、民間から提
案を受けた次期基礎試錐の候補に関する評価とりまとめを行
い、国による試錐候補地決定作業に貢献。また、次期試錐事
業の確定の後は、国からの受託として事業管理業務を実施
し、国及び作業実施者（試錐作業を行う民間事業者）を支援
し基礎試錐の実施計画策定。さらに、基礎試錐技術安全に係
る諮問委員会の JOGMEC 内設置を含め、今後の安全かつ円
滑な試錐実施に向けて準備を開始。 
3-6 国の指導と緊密な協議に基づき、新規物理探査船の運
用検討チームを発足し、新規物理探査船を貸し出すスキーム
他に関して内外関連機関（JAMSTEC ほか）から情報を得
るとともに、経済産業省と連携を密にとり、国土交通省、総
務省他の各機関とも調整を実施し、新規物理探査船の調達相
手先及び運航・調査を委託する予定者を選定する公募の仕様

（ア）探査活動：Ａ 
平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 年間調査量（定量）：103% となり目標を上回る結果と
なった。 
 
 定性的指標において、我が国周辺海域での石油・天然ガス
資源の開発という高い目標に向け取り組んだ成果として、
以下のように所期の目標を達成するとともに、特筆すべき
成果を上げた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1,3-5国からの受託事業として受動的に基礎調査事業を遂
行するのみならず、石油開発の専門家の立場から、これま
で個別海域の石油・天然ガスポテンシャルの把握・有望性
の評価に留まっていた基礎調査結果を、日本全体の中で
の地質的・経済的な有望性・優先度という視点で統一的基
準により再評価することを国に提案し実施した。当該堆
積盆地再評価、経済限界埋蔵量評価等の結果については、
平成 30 年 5 月の「第 3 期海洋基本計画」における新たな
探査目標（概ね 5 万㎢/10 年）の設定を含む、国内探鉱の
活性化・促進に係る国の方針、政策策定等に大きく貢献し
た。 

3-2 「資源」導入以来の過去平均を大きく上回る 82%の高
い稼働率を最終年度に達成したことは、「資源」の効率的
運用を実現したもの評価できる。また安全運航に向けた
緊急事態対応訓練等を円滑に実施できている。 

 
 
 
3-3 日本人船上調査員の船上調査員昇格により、技術移転を
迅速且つ確実に実施している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 平成 29 年度までに取得したデータの解釈の結果、本邦
周辺海域における石油・天然ガスの賦存の可能性のある
地質構造を新たに複数抽出し、基礎物理探査の成果を着
実に挙げた。また、過年度の 3D 探査結果が、民間による
次期基礎試錐候補地の提案を経て、国による試錐候補地
（「日高トラフ」）決定につながったことは大きな成果と
評価される。 

3-5 基礎試錐の事業管理業務につき、国及び作業実施者と
協力し、来年度の掘削に向けて遅滞なく準備作業を実施
した。 

 
 
 
 
3-6 平成 30 年度に導入予定の新規物理探査船の調達に向
けて、業界や外部有識者の意見等も取り入れ、最新の物理
探査技術、今後の基礎物理探査等に必要とされる技術要
件に加え、コスト、効率性等の運用面での最適化も考慮し
て、調査船の仕様及び相手先選定の方法を決定。
JOGMEC が蓄積した知見を活用し、限られた期間、予算
等の中で、今後の探査を効率的・効果的に行う探査船の調
達等に係る公募を開始したことは、新たな海洋基本計画
に基づく探査の大きな進展と評価される。 

 

る海上でのクルーの交替や資機材の
補給など「資源」運航の効率化を行
った。結果、過去平均 65%を大きく上
回る 82%の稼働率を達成し、年間調査
目標値 6,000㎢を超える 6,185㎢の
データ取得を実現したことは高く評
価。 

・「資源」の探査データにより、油・ガ
スの賦存の可能性のある地質構造を
新たに複数抽出。過年度の３D探査結
果も踏まえ、基礎試錐「日高トラ
フ」を開始したことは高く評価。 

・次期物理探査船の調達先及びオペレ
ーター公募の仕様書・評価基準書他
を作成。運用等評価委員会による答
申書を踏まえ次期物理探査船の調達
先及びオペレーター選定に係る公募
を実施。 

・本邦周辺海域における堆積盆地につ
いて、堆積盆地再評価 WGの運営支援
を行い地質的な優先度から 10年ぶり
の再評価を実施した。また、経済性
の視点から経済限界埋蔵量評価を初
めて実施。国内探鉱の政策立案に大
きく貢献。 

・基礎調査資料について石油開発会
社、 国の機関、大学等から 54件の
貸出申請及び 48 件の発表申請に対
応。 

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

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

・国内石油･天然ガス開発に向け地質情
報の公開の在り方やデータベースの
整備等を着実に進めること。 
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書・評価基準書他を作成した。更にこれらの妥当性を審議す
るため、理事長の諮問による新規物理探査船の運用等評価委
員会を設置し、同委員会（計 3 回）の検討を踏まえて答申書
をまとめ、新規物理探査船の調達相手先及び運航・調査を委
託する予定者を選定する公募を開始（平成 30 年 2 月）。 
3-7 基礎調査により取得した試資料については、国の指針に
従って管理・貸出業務を JOGMEC が代行。平成 29 年度は
石油開発会社、国の機関、大学等から 54 件の貸出申請およ
び 48 件の発表申請に対応。 
 
 

 
3-7 国が基礎調査事業を通じて蓄積した探査データを的
確に管理するとともに、我が国石油開発会社等による成
果の利用を促進した。 

                                        
以上、アウトプット指標に基づく達成状況が 100%を超える
成果をあげたほか、内容面においても特筆すべき成果が認
められることから、当該事業の評定を A とした。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(イ )メタンハイドレー
ト 

・メタンハイドレート
開発について、政府の計
画に基づいて、我が国周

辺における賦存海 域・
賦存量を把握するとと
もに、生産技術の研究実

証等、商業的産出のため
の技術の 整備を着実に
推進する。 

(イ)メタンハイドレート 

・「資源」等の活動成果を

活用 

・政府計画に基づく我が
国周辺賦存海域等の把握 

・平成 24 年度実施の海
洋産出試験成果を踏まえ
た生産技術実証や生産性

等向上のための開発シス
テム確立等、平成 30 年
度を目処に商業的産出の

ための技術整備の着実な
推進。 

(イ)メタンハイドレート 

・第２回海洋産出試験に係

る作業を実施する。第１回
試験の課題を踏まえて改
良・仕様変更を施した出砂

対策装置・坑内機器装置等
の健全動作、約１か月間の
メタンハイドレート層から

のガス生産の達成 を目指
す。 
・並行して、ガス生産挙

動、地盤変位、海底環境の
データを取得のための作業
も実施し、将来の商業化に

向けた知見・情報を蓄積
し、その評価・解析（技術
課題の抽出とその解決策の

検討を含む）を進める。 
・陸上産出試験に関して
は、試験実施候補地点を確

定させ、オペレータの選定
等、日米共同の実施体制 を
確立させる。また、技術課

題検討と技術開発、データ
取得計画の立案、機器の設
計等を進め、試掘を実施し

試験実施可否判断を行う。
課題検討に際しては、長期
安定的な生産や生産量増大

を阻害する要因とその克服
という観点を重視する。 
・海外との共同研究・調査

協力等を通じて、メタンハ
イドレートに係る知見の収
集を行うとともに、学会等

における情報発信にも努め
る。 
・三次元地震探査データが

取得されている海域を中心
に、メタンハイドレート濃
集帯分布の推定作業等を行

うことにより、我が国周辺
海域のメタンハイドレート
の賦存状況の把握を行う。 

・フェーズ３期間において
国として取り組む、平成３
１年度以降平成３０年代後

半までの期間における施策
展開の方向性の整理・検討
作業に資することを目的と

して、国と協力して民間企
業等の関係者 との情報交
換・意見交換等を行い、商

業化に向けての諸課題（技
術的な課題、第２回海洋産

（イ） メタンハイドレー
ト 

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

（イ）メタンハイドレート 
 
 
 
 
 
1-1 メタンハイドレートは将来のエネルギー資源のひとつ
として注目されている一方、大水深域の未固結層に賦存して
おり長期的・安定的、かつ安全・経済的な開発手法が確立さ
れておらず、世界をリードする形で、日本が実用化のための
研究開発を実施中で、メタンハイドレート開発促進事業全般
の研究開発計画を着実に推進 
1-2&4 第 2 回海洋産出試験 （前年度[事前掘削]からの継続） 
・平成 25 年以来、4 年振りのガス生産実験として第 2 回海
洋産出試験のガス生産実験を実施。平成 29 年 4 月 7 日（現
場海域での準備作業開始）から 7 月 7 日（清水港入港）ま
で、第 2 回海洋産出試験のガス生産実験に係る現場作業を実
施。2 坑の生産坑井にて、合計約 36 日間の減圧を実施し、
累計約 263,000m３のガスを生産。約 36 日間の減圧に対する
ガス・水生産挙動や、各種モニタリングデータ等を取得。現
実のフィールドの挙動は、事前のシミュレーション(ガス生
産レートの逓増傾向)とは異なることを確認する等、商業化
に向けた技術課題を明確化。 
・生産挙動の解析・評価を進めるとともに、今後の廃坑作業
に向けて、追加コア取得＋検層、P3 井で生じた出砂現象解
明のための調査作業を計画。 
1-2 環境影響評価等 
第 2 回海洋産出試験においてガス生産時の環境変化の可能性
（地層変形・メタン濃度の変化・生産水排出による影響等）
を確認するため、モニタリング等を実施。平成 29 年 11 月
に全てのシステムを回収し、データ解析に着手。 
1-2 開発システムの検討 
3 種類のシステム（洋上プラットフォーム／海底パイプライ
ン、サブシーステーション／海底パイプライン、FLNG 船
／LNG 輸送）を想定し、商業化に求められる技術要件等の
技術マッピングを実施。 
1-3 陸上産出試験 
米国エネルギー省（DOE）傘下の国立エネルギー技術研究所
（NETL）と締結した覚書（MOU）に基づき、長期陸上産出
試験の実現に向け、米国アラスカで操業中の企業との交渉等
を進め、試験候補地選定及び試掘計画立案作業を開始。 
1-4 我が国周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況の把握 
三次元地震探査データが取得されている海域を中心にしたメ
タンハイドレート濃集帯分布の推定作業等を継続。 
1-5 国・民間との議論 
・今後の技術課題の整理、現状の知見を踏まえた経済性評価
などの技術検討を行い、平成 31 年度以降を見据えた国のロ
ードマップ案作りに寄与。 
・経済産業省と、月例会議等の場で継続的に議論を実施。 
・民間企業と、運営協議会等の場で、情報交換・意見交換等
を実施。 
・ 「メタンハイドレートフォーラム 2017（平成 29 年 11 月
29 日）」等を開催し、最新の研究成果を発信。 
・広報誌「JOGMEC NEWS VOL.52（平成 30 年 3 月発
行）」にて第 2 回海洋産出試験の進捗状況を紹介。 

（イ）メタンハイドレート：Ｂ 
 
 
 
 
 
1-1. 経済産業省の定める「我が国におけるメタンハイドレ
ート開発計画」は、新たなエネルギー資源の実用化を目指
すチャレンジングな計画であり、技術的に極めて難度が
高いが、JOGMEC が長年蓄積したノウハウを活用しつ
つ、平成 29 年度事業として以下を実施。 

 
1-2&4 平成 29 年度においては、第 2 回海洋産出試験のガス
生産実験に係る現場作業を実施し、2 坑の生産坑井にて、
合計約 36 日間の減圧を実施し、累計約 263,000m３のガ
スを生産するとともに、減圧に対するガス・水生産挙動
や、各種モニタリングデータ等を取得し、現実のフィール
ドの挙動は、事前のシミュレーション(ガス生産レートの
逓増傾向を示す)とは異なることを確認する等、商業化に
向けた技術課題を明確化した。 

 
 
 
 
 
 
1-2 また第 2 回海洋産出試験においてガス生産時の環境変
化の可能性（地層変形・メタン濃度の変化・生産水排出に
よる影響等）を確認するため、モニタリング等を実施し、
その結果を解析している。 

 
 
 
 
 
 
1-3 米国長期陸上産出試験については、長期陸上産出試験
の実現に向け、試験候補地選定及び試掘計画立案作業を
開始するなど、共同研究が進展した。 

 
 
1-4 本邦周辺海域において三次元地震探査データが取得
されている海域を中心にしたメタンハイドレート濃集帯
分布の推定作業を継続して遂行したと認められる。 

1-5 国に対する緊密な報告、協議が十分に行われ、平成 31
年度以降を見据えた国のロードマップ案作りに寄与した
と認められる。 

 
以上、達成状況が所期の目標を十分に達成した実績を勘案
して、当該事業の評定をＢとした。 

＜評定に至った理由：②（イ）＞ 
・メタンハイドレートの第 2回海洋産
出試験（ガス生産実験）を実施し、2
本の生産井のうち 1本で、 出砂トラ
ブルなく 24日間の連続生産（約 20
万㎥のガス生産）を達成するととも
に、2本の生産井で合計 36日間の生
産実験に係る各種データを取得し、
これまでの分析結果から、事前シミ
ュレーションと異なる生産挙動とな
った原因を考察の上、商業化に向け
た技術課題を明らかにしたことは高
く評価。 

・米国での陸上産出試験の実現に向
け、アラスカで操業中の企業と交渉
等を進め、試験候補地を選定の上、
試掘計画立案作業を開始したことは
高く評価。 

・商業化に向けた技術課題の整理や、
現時点から見通した商業化のイメー
ジ・要件などの技術検討結果の情報
提供は、第 3期海洋基本計画の検討
をはじめ、今後の研究開発のあり方
を検討する上で大きく貢献。 

 
＜今後の課題＞ 
・メタンハイドレートの第 2回海洋産
出試験の結果を総合的に検証すると
ともに、廃坑等作業の確実な実施が
必要。 

・「海洋エネルギー・鉱物資源開発計
画」の改定に向け、国と緊密な連携
を図りつつ、メタンハイドレートの
長期・安定的かつ安全・経済的な生
産技術の開発や、日本周辺海域にお
ける賦存状況の把握等を効率的かつ
効果的に進めるための方法、作業工
程等の検討が必要。 
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出試験の 成果判断の考え

方、支援措置のあり方等）
の抽出、整理を図る。  

 

 
(2)資源国等との関係強

化 

①首脳・閣僚資源外交の
支援強化・機構トップに

よる資源外交強化 

・政府による首脳・閣僚
レベルでの資源外交に

対する支援を強化する。
また、主要国営石油会社
等との定期的トップ会

談を実施し、権益獲得や
権益延長に繋げること
を目指した協力枠組み

を構築する。その枠組み
の中で具体的協力事業
の実施に努める。 

・協力枠組みと具体的
協力事業の目標数につ
いては、中期目標期間中

20 件とする。 

(2)資源国等との関係強

化 

①首脳・閣僚資源外交の
支援強化・機構トップに

よる資源外交強化 

・我が国の資源外交を支
える中心機関として政府

による首脳・閣僚レベル
での資源外交に対する支
援を強化し、戦略的に事

業を行う。具体的には、
相手資源国の情勢や業界
の最新動向を踏まえつ

つ、政府・在外公館等と
も連携しながら、資源国
との緊密な人的・組織的

な関係を構築・強化する
とともに、関係政府機関
等との連携強化を進め

る。 

・また、産油・産ガス国
の主要閣僚、国営石油・

ガス会社等との定期的ト
ップ同士の会談・意見交
換等を実施し、機構が持

つ人的・技術的ノウハウ
を活かし、我が国企業に
よる権益獲得や権益延長

に繋げることを目指した
協力枠組みを構築する。
また、その枠組みの中で、

共同研究や研修事業な
ど、具体的協力事業の実
施に努める。協力枠組み

と具体的協力事業の目標
数については、中期目標
期間中 20件以上とする。 

(2)資源国等との関係強化 

①首脳・閣僚資源外交の支
援強化・機構トップによる
資源外交強化 

・資源国等との関係を強化
するため、政府による首脳・
閣僚レベルでの資源外交に

対する支援を行う。 このた
め、国の資源確保に向けた
戦略を踏まえ、新たに対外

開放が見込まれる国や地域
を含め、権益 獲得・権益延
長につながる協力枠組みと

具体的協力事業を実施す
る。  

・産油・産ガス国閣僚や国

営石油・ガス会社、国際石油
開発企業等とトップ同士の
会談、意見交換等を 実施

し、緊密な人的・組織的関係
を構築・強化する。 

・協力枠組みと具体的協力

事業の構築においては、機
構がこれまで蓄積してきた
人的ネットワークや これ

までの共同研究の成果等を
活用しながら、年４件程度
構築するとともに、既存協

力事業を推進す る。 

・研修事業については、我
が国企業による権益獲得や

権益延長に繋げることを目
指した協力枠組みの 中で、
政府・在外公館等と連携し

つつ、政策・資源国のニーズ
を踏まえた新規コースの実
施、既存コ ースの内容改善

など、研修の質的向上を図
り、資源外交を支援する。  

 

（2）資源国等との関係強化  

[定量的指標] 

1. 協力枠組み締結または具
体的協力事業実施数年間

4 件程度 

（研修事業） 

2. 海外技術者研修の質的充

実 

 [評価の視点] 

1-1 首脳・閣僚外交への貢献 

1-2 難易度の高い協力枠組みと
具体的な協力事業 

1-3 協力事業の顕著な進捗 

1-4 人的ネットワークの強化 

（研修事業） 
2-1 首脳・閣僚外交への貢献 

2-2 相手国からの高い評価 

2-3 人的ネットワークの強化 

＜アウトカムの視点＞ 

3. 安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 

4. 自主開発比率向上・供給源

の多角化 

5. 資源国との関係強化 

6. 資源国での権益獲得・延長 

（2）資源国等との関係強化  
①首脳・閣僚資源外交の支援強化・機構トップによる資源外
交強化 
1. カナダ、ロシア、UAE、ベトナムとの間で MOU 等を 4 件
締結、1 件延長。 
 
 
（研修事業）    
2. 我が国の政策等を勘案し、通常研修の招聘国見直しや、相
手国の要望を踏まえた特別研修コース見直しを実施（メキシ
コ：LNG/LPG 研修を KAIZEN 研修に変更/モザンビーク：
現地ワークショップ追加）。23 か国の 113 名の海外技術者研
修生を招聘。 
1-1 安倍首相の訪露時にロシア・イルクーツク石油会社と共
同探鉱事業に係る MOU を締結。また、世耕大臣のアブダビ
訪問の際、アブダビ国営石油会社及び経済産業省との三者間
で、石油・天然ガスの上中下流の戦略的ビジネス開発、技術
協力、人材育成分野での協力強化に係る MOC を締結。さら
に、ベトナム・ペトロベトナム国営石油ガス会社との間で、
今後 5 年間のベトナム国内および第三国での石油・天然ガス
探鉱開発分野における共同事業の発掘および研究開発事業
等に係る MOU の延長に合意。 

1-1,1-4 平成 29 年度は我が国企業が権益取得したアブダビ
や、外資開放により関心を集めるメキシコ等、国際展示会 4
件に出展。JOGMEC の技術開発を紹介するとともに、
JOGMEC関係者も多数が講演｡JOGMECの展示ブースには
産油国･産ガス国の国営石油会社幹部や JOGMEC の産油国
技術者研修修了生等が訪問、技術的な意見交換、情報交換の
場として活用し、産油ガス国との緊密な関係を維持・強化し
た。 

1-2,1-3 ロシア・ロスゲオロギア社と資源の共同探査や共同
技術研究に係る協力協定を締結。さらに、カナダ・アルバー
タ州と石油・天然ガス、特に超重質油の開発生産動向や改質
技等に関する情報交換等を通じた相互協力を推進させ、関係
強化を目的とした覚書を締結。 

1-4 UAE、ロシア等の重要な資源国や TOTAL 他 IOC 等幹部
と、会談を実施。 
1-3,1-4 経済産業省との連携により、LNG 産消会議における
世耕大臣のアジアの LNG 市場拡大に向けた提言（官民ファ
イナンス、人材育成）の基礎となる日米 LNG ワークショッ
プ参加やこれに連携した調査の実施、欧州での LNG ワーク
ショップへの参加や同ワークショップの日本開催（共催）等
を実施。 

 
（研修事業） 
2-1 2-3 &5 資源国の重要ポストに就任した研修修了生を通
じて緊密な資源外交に貢献。平成元年開始からの研修生
3,500 人突破。3,587 人(48 カ国) 

2-1 2-1 2-3 &3,4,5,6 この中で UAE については研修事業開始
から最重要国として通常研修、特別研修とも継続的に技術者
を招聘し（平成 29 年度末で延べ 376 人）関係を強化してお
り、平成 29 年度の同国下部ザクム油田等の権益維持に貢献
した。  

2-2,2-3&5 通常研修：2 コース（48 名）実施：石油天然ガス
開発技術の紹介や当該技術を活用するため、産油ガス国の若
手技術者を招聘し、人材育成を実施。1)探鉱地質コース（21
ヶ国 25 名）、2)物理探鉱コース（20 ヶ国 23 名） 

2-2,2-3&5 特別研修：5 コース（85 名）実施：石油天然ガ
ス資源の有力な供給国、油田権益の獲得 ・延長が期待され
る国に対して特別研修を実施。 
1）メキシコ：KAIZEN 研修（14 名）、2）モザンビーク：
現地ワークショップ（31 名）及び LNG 研修（14 名）、
3)UAE 研修：KAIZEN 研修（13 名）及び石油プラント計
装研修（13 名） 
上記、各研修にて研修内容・滞在サポート等について研修生
から高い評価を得た。 
2-3&5 UAE において研修修了生との意見交換会を実施。
UAE 側参加者は、マイサ国務大臣、マズルーイ エネルギー
大臣、ADNOC ジャーベル総裁ほか、約 180 名。また、日本

（2）資源国等との関係強化：A 
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 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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 5 件（定
量）：125% 

 
 
2. 産油国技術者研修等事業について新規コース開講等、質
的充実が図られ、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. . UAE については、海外技術者研修による継続的な技
術者招聘等、技術協力による JOGMEC と ADNOC の 30
年に渉る緊密な関係を土台として、世耕経済産業大臣のア
ブダビ訪問の際、ADNOC 及び経済産業省との三者間で
MOC を締結。平成 29 年度の同国下部ザクム油田等の権
益維持に貢献。 

1-1.ロシア・イルクーツク石油会社については、MOU に基
づく共同探鉱事業計画が進行。JOGMEC は同社と 10 年
以上にわたり重要なパートナーとして探鉱事業を継続し
相互に信頼関係を構築。こうした石油・天然ガス探鉱開発
分野での交流は、我が国にとっての供給源の多角化に寄与
するだけでなく、エネルギー分野における日露の協力関係
強化に貢献するもの。 

 
以上の通り、政府の資源外交戦略の検討・立案への協力を
積極的、かつ的確に行ったことは重要な成果。 
1-2.1-3 ロスゲオロギア社との MOU には、天然資源の共同
探査や開発技術の共同研究、JOGMEC が運行管理を担う
物理探査船「資源」をロシア連邦における共同探査にて活
用する検討が含まれており、相互の関心分野にて互恵関係
の構築に対する寄与が期待される。 

 
1-3,1-4 LNG 市場拡大に向け、JOGMEC はいち早くアジ
アの LNG 新興需要国に対する人材育成をコミット。LNG
産消会議にて世耕大臣がアジアのLNG市場拡大に向けた
提言を世界に向けて発信することに貢献。また、米国産
LNG のアジアへの輸出拡大策に係る調査報告をまとめ、
我が国政府に提供、我が国政府の LNG 市場戦略の実現に
向けた取組を積極的に推進。 

 
 
 
 
 
2-1 2-1 2-3 &3,4,5,6 UAE については研修事業開始から最
重要国として継続的に技術者を招聘して関係を強化して
おり、平成 29 年度の同国下部ザクム油田等の権益維持の
一助となったと認められる。 

 
 
2-2,2-3. &5 通常研修の招聘国見直しを実施するととも
に、相手国の要望を踏まえ特別研修のコースを変更・追加
する等、海外技術者研修の内容を充実化し、平成 29 年度
は 23か国の計 133名を対象に研修事業を遂行。特に UAE
では JCCP と合同で意見交換会を実施する等により、我
が国と産油国等との人的ネットワークを強化したと認め
られる。 

 
 

＜評定に至った理由：①＞ 
・特にロシアにおいては、日露首脳会
談に合わせて、東シベリア地域にお
ける INKとの共同探鉱、ロスゲオロ
ギアとの天然資源探査・技術協力に
関する文書を結び、共同作業に向け
て作業を進めていることに加え、ガ
スプロムネフチとの EORに関する共
同調査を成功裡に終え、次のプログ
ラムも策定中であるなど、ロシアと
の資源外交に多角的に貢献。 

・経済産業省・アブダビ国営石油会社
（ADNOC）・JOGMECの三者間 MOC締結
を通じ、日本政府として ADNOCの求
める協力を推進している点を示し、
2018年のアブダビ海上油田権益の更
新実現に大きく貢献。 

・政策ニーズに合わせ通常研修の招聘
国見直しを実施。 
・LNGアジア新興需要国の人材育成につ
いて「LNGバリューチェーン研修」と
して準備を開始。LNG産消会議におい
て世耕大臣から提示した LNGアジア
新興需要国の人材育成（500名/5年
間）をいち早く対応。 

 
＜今後の課題＞ 
・ＬＮＧ市場拡大に向けて、準備を開
始したＬＮＧ新興需要国に対する研
修を早期に立ち上げると共に、ＬＮ
Ｇ市場戦略や２０１７年１０月のＬ
ＮＧ産消会議における世耕大臣のア
ジアのＬＮＧ市場拡大に向けたイニ
シアチブを踏まえて、その実現に更
に貢献すること。 

 
＜その他事項＞ 
・産油国の中でもアブダビにメリハリ
をつけて行うことは、民間にとって
も心強く、国にとっても財産とな
る。アブダビの技術者研修は高く評
価されるべき。また、アブダビとの
技術協力やテクノフォーラムは高評
価に値する。 

＜評定に至った理由：②＞ 
・技術ソリューション事業は、
「ADNOC/JOGMEC Innovative 
Technology WS」（29年度）におい
て、ADNOCが選定した６技術をフォロ
ーアップし、要請された随伴水処理
技術の小型実証試験を実施。7日間の
連続運転を達成。 

・政策ニーズに基づく講演/展示の企
画・実施や個別面談等を通してマッ
チング組成および資源国等との関係
構築に大きく貢献。 

 
＜今後の課題＞ 
・海外実証が実施できるよう適切なフ
ィールドを選定すること。 

・海外実証が可能な案件については、
実証後の展開も検討すること。 

・テクノフォーラムについて、さらな
る成果が上げられるよう工夫するこ
と。 
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側世耕大臣ほか、国営石油会社及び操業会社幹部他も参加し、
人的ネットワークを強化。 

 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 

・我が国企業、大学、公
的研究機関等が有する
強みの技術を業種間の

垣根を越えて最大限に
活用し、資源国が抱える
多様化した資源開発関

連の技術課題を解決す
る新スキームを構築し、
資源国との関係をより

一層強化することによ
り、我が国企業の権益獲
得等を支援する。 

・また、技術開発・実証
プログラムの推進に伴
う資源国等の技術者を

育成するための研修プ
ログラムを提供するこ
とで、資源国等への技術

的貢献を高める。 

・資源国等のニーズを
踏まえた、権益獲得・延

長に繋がる共同研究や
人材育成等の協力事業
について、中期目標期間

内に 5 件以上実施する。 

②我が国技術力を活用し
た資源国等との関係強化 

・資源国や国営石油・ガ

ス会社等における資源開
発関連の技術課題は多様
化してきており、我が国

のさまざまな技術シーズ
に対する期待は高い。機
構は、我が国企業、大学

及び公的研究機関等が保
有する先端技術等を活か
し、異業種・異分野間の

垣根を越えて展開するこ
とで、資源国等のニーズ
を踏まえた石油・天然ガ

ス関連の技術開発等に関
する新たな枠組み（技術
ソリューション事業）を

構築する。 

・こうした取組を通じ
て、世界各地の資源開発

プロジェクトへの我が国
企業等の参加を促進し、
従来では参入困難だった

資源国に対するフロンテ
ィア開拓を進め、我が国
と資源国と相互に有益な

関係の強化と権益獲得・
延長に繋げていく。 

②我が国技術力を活用した
資源国等との関係強化 

・我が国企業等の世界各地

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

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

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

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

技術開発を推進し、資源国
プロモーションを実施す
る。 

 

・具体的な資源国を特定
し、そこでの実証試験実施

を目指してフェーズ 2（技
術実証試験）１件以上を実
施する。さらに、これまでの

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

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

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

いては外部評価を考慮して
決定する。 

 

・資源国等での実証試験組
成を目指した技術ニーズ調
査を行い、資源国等のニー

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

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

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

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

②我が国技術力を活用した資源国等との関係強化（技術ソリ
ューション事業） 
 
7-1&13 具体的交渉を含む資源国実証試験（フェーズ 3）準備
案件を 2 件採択 
「膜型 CO2 分離回収技術の小規模実証試験」：当技術に興味
を示す仏国石油会社や尼国石油開発会社との海外実証に向
けた協議継続を実施。「超臨界水を利用した超重質油部分改
質技術の小規模実証試験（SCWC）」：カナダ SA-SAGD との
組合せによる SCWC 事業性及び Waxy 原油への適用可能性
を確認。今後は Waxy 原油への適用も視野に試料の入手でケ
ニア等に働きかけを実施。 

8-1&13「セラミック膜による随伴水処理技術の小規模実証試
験」：フェーズ 2 と同時並行しつつフェーズ 3 準備案件から
の移行。アブダビ国現地で小規模試験実施済。本技術は
INPEX の競争力強化に貢献。実証研究を通じて、資源国の
抱える技術課題の解決に貢献し、関係強化を推進。 
「光加速度センサシステムの技術開発と実証実験」（フェー
ズ 2・国内実証）に関して、菊間石油備蓄基地での実証試
験を実施。高感度・防爆・無電源(耐雷性)・低コストのセン
サ開発を進め、実用化に近づけた。資源開発分野のみなら
ず防災分野（火山・地震観測）等の他分野への展開が見込
まれ、JOGMEC 内において技術開発部門のみならず、その
他部門間との横断的連携の実績を作った。 

 
7-1,8-1,9-1 ニーズ・シーズ調査 
SQUITEM（タイPTTEPとの協議に活用）、CO2分離膜（DDR
膜・アブダビとの組成検討に活用）、OEE 調査（企業の競争
力向上に活用）、モニタリング調査（白山光干渉センサ、
SQUID のニーズおよび経済性に活用）の技術調査を実施。さ
らに、カナダ 、インドネシア 、フランス）、アブダビ、タイ、
オマーンの 6 ヶ国に技術ミッションを派遣し、ネットワーク
を強化・構築。タイ PTTEP とは生産性向上のための包括的
な MOU を締結（平成 28 年度）し、SQUID 開発に先行して
金属部門が開発した SQUITEM 技術による有効性を確認す
るニーズ・シーズ調査を立ち上げ、試験を実施。 
9-2,9-3&13 技術ソリューション研修 
・オマーン石油省との MOU 継続に基づく WS を実施。 
・前年度実施した「ADNOC/JOGMEC Innovative 
Technology WS」において、ADNOC から選定された 6 技
術のうち 4 技術をフォローアップし、ADNOC の新たな
R&D Governance との組織的な連携体制を構築。 
これらにより先端技術を梃子とした研修プログラムを通じ
てオマーン・アブダビの人材育成に寄与し、人的ネットワ
ークを深化した。 

9-2,9-3&13 テクノフォーラム 
「JOGMEC Techno Forum 2017」を開催（11 月）し、 延べ
1,800 名参加。「技術イノベーションとその未来」として、昨

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） 

平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
7. 実証試験実施に係る具体的交渉を含む資源国実証試験準
備案件を 1 件実施：200% (2 件実施） 

8. 資源国実証試験開始の諸条件を含む契約締結等を 1 件実
施（1 件実施） 

9. テクノフォーラムにより、我が国企業等にとって、今後
の権益獲得や権益延長につながる有益な関係の強化・創出
を 1 件：200%（2 件）となり、定量指標に基づく達成状
況は全体として目標の 120%以上を達成した。 
特に、アブダビ陸上フィールドでの水処理技術の小規模
実証試験実施合意は、アブダビへの技術貢献として唯一プ
ロジェクト認定されている事業であり、既存権益維持の観
点での質的インパクトは高い中で、実証試験をアブダビ国
で実施して成功裡に終了、実用化に向け大きく進展すると
ともに、同国との関係強化に大きく貢献したと認められ
る。 

7-1,8-1&13 技術開発においては、新規に採択した 2 案件
とともに既存の案件を実施することで、資源国の抱える技
術課題の解決に貢献し、関係強化を推進してきている。ま
た光加速度センサシステムについては資源開発分野のみ
ならず、防災等の他分野への広汎な展開が見込まれ、社会
的に意義の高い技術開発を実施したと認められる。 

7-1,8-1,9-1 技術シーズ・ニーズ調査においては、積極的に
技術シーズと産油国ニーズを調査・収集し、共同研究検討
を通じて、産油国との関係強化を目指し活用しており、こ
れら産油国との関係が一層強化されたことは顕著な成果
と認められる。 

 
 
 
 
9-2,9-3&13 アブダビでは、前年度実施した WS において

ADNOC が選定した 6 技術のうち 4 技術をフォローアッ
プし、ADNOC の新たな R&D Governance との組織的な
連携体制を構築。さらに、オマーン石油省との MOU 継続
に基づく WS を実施し、両国との関係を一層強化したと
認められる。 

 
 
 
 
9-2,9-3&13 テクノフォーラムは、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・検討につ
ながる契機となり、高い評価と成果を得たと認められる。 

 
以上の通り、アウトプット達成状況に加え、内容面において
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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 2016 を開
催する。本フォーラムによ

り、技術開発等の共同研究
実施に向けた交渉を促進
し、機構の他事業等におけ

る交渉のきっかけを創出す
る等、我が国と資源国等と
相互に有益な関係の強化を

1 件以上目指す。 

 

・昨年度まで実施してきた

フェーズ 1 技術開発案件に
ついては、フェーズ 2（技術
実証試験）へと展開させる

ことを目指す。また、フェー
ズ２として実施中の案件に
ついては、上記技術ニーズ

調査も踏まえて開始や継続
の判断を、外部評価も考慮
して、その技術実証試験を

着実に実施する。 

 

・技術ソリューション事業

技術開発・実証プログラム
において開発中の先端技術
等を取り入れた技術 ソリ

ューション研修を通じて資
源国等のニーズを収集・分
析する。さらに、資源国等の

ニーズに対応 した技術ソ
リューションに関する研修
生との議論を通じて、資源

国等の人材育成と人的ネッ
トワークの構築を促進し、
資源国等との関係強化を図

る。 

 

年に引き続き、経済産業省・資源エネルギー庁の共催。
ADNOC および Total とは個別面談を持ちデジタル関連、
CO2 分離膜や海洋開発関係での更なる協力体制の構築を模
索。講演/展示の他、個別面談等を通してマッチング組成およ
び資源国等との関係構築、また講演者による技術イノベーシ
ョンに関する技術座談会を開催し、我が国と資源国等と相互
に有益な関係を強化した。 

 
 

も平成 29 年度現在までの長期にわたるこれら様々な資源
外交の成果として、国際的な競争が激しい中で、アブダビ
海域下部ザクム油田等の長期権益延長（アウトカムの発
現）に資した事等、我が国の自主開発比率の向上・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
A とする。 

 
(3)技術開発・人材育成 

・技術開発プロジェク
トについて、技術課題・
分野等を選別した上で、

①権益の獲得や資源 量
の拡大に繋がる技術的
優位性があるか、②民間

企業との適切な役割分
担が図られているか、と
いう観点から優先度や

必要性を精査し、実施す
る。 

・特に低油価環境下に

おける我が国企業のニ
ーズを踏まえた技術課
題に重点を置いた技 術

開発を行う。  

・技術開発の進捗等を
定期的に評価すること

により、技術開発プロジ
ェクトの選択と集中を

(3)技術開発・人材育成 

技術開発プロジェクトに
ついては、我が国の資源
開発会社による権益獲

得・延長や資源量の拡大 

に繋がる技術優位性があ
るかという観点や民間企

業・大学・公的機関等と
の適切な役割分担等が 

図られているかという観

点から、成果が見込める
技術課題・分野等を選別・
重点化した上で実施 し

ていく。 ・特に低油価環
境下における我が国企業
のニーズを踏まえた技術

課題に重点を置いた技術
開発を行 う。 ・上記観
点から、増進回収法、非

在来型油ガス田開発技
術、海洋開発技術、環境

(3)技術開発・人材育成 

・我が国の資源開発会社に
よる権益獲得・延長や可採
埋蔵量の増大に繋げるため

に、政府の資源外交と 連携
を図りながら、技術ロード
マップを作成し技術課題等

を選別・重点化して実施す
る。特に低油価 環境下にお
ける我が国企業のニーズを

踏まえた技術課題に、より
重点を置いた技術開発を行
う。さら に各技術開発プロ

ジェクトの進捗等を随時把
握するとともに、成果を定
期的に評価して実施に反映

すること等により、技術開
発の効率性を高めていく。  

・増進回収法（ＥＯＲ）に関

しては、二酸化炭素圧入に
よる増進回収に係るアブダ

(3)技術開発・人材育成 

＜主な定量的指標及び評価の
視点＞ 

[定量的指標] 

1.我が国企業等との共同研究
（操業現場支援１件含む）を２
件以上実施 

2.非在来型油ガス田開発技術
に関して我が国企業の共同研
究を３件程度継続 

3.非在来型油ガス田開発技術
に関してマイクロサイスミッ
ク評価技術に関する技術支援

を新規に１件実施 

4.特許申請を年４件実施 

[定性的指標] 

5.28 年度事業計画の実施 

 

＜評価の視点＞ 

5-1.進捗等定期的に評価し技
術開発の効率性が向上 

(3)技術開発・人材育成 
①技術開発 
1.国内の地表地化学探査の精度向上、カナダにおける SA-
SAGD の適用、カナダでマイクロサイスミック技術を使った
シェールガス開発技術、国内の女川層に関する IOR 技術関連
（酸処理）共同研究、米国 West Ranch 油田を対象とした
CO2-EOR モニタリングスタディ、中東地域における在来型・
非在来資源のポテンシャル評価スタディの計 6 件の共同研究
を開始。 
2.特許申請を 5 件実施。 
 
3,4,5-1 我が国の資源開発会社による権益獲得・延長や資源量
の拡大につながり、技術優位性・十分な成果が見込まれる観
点等から、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、2003 年から CO2 圧
入による増進回収（CO2EOR）の共同研究を ADNOC 等と
継続して実施。2015 年 4 月の巨大陸上油田群の権益取得に
も貢献し、我が国の資源開発会社の権益延長・獲得に資す

(3)技術開発・人材育成：B 
①技術開発 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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実施件数（定量）：300%（6
件） 
2.特許申請件数（定量）：125%（5 件） 
と、定量的指標に基づく達成状況は、120%を上回る達成
度であった。 
 
 
5-1 我が国の資源開発会社による権益獲得・延長や資源
量の拡大につながる観点から、民間各社・産油国からの要
望のあった技術案件を抽出し、その実施意義や成果見込等
について定期的に評価し、技術開発の実施に反映する等、
的確に実施していると認められる。また我が国企業のニー
ズである低油価環境に即応する技術開発を実施している。 
5-2,5-3,6,7,8. 増進回収法について、アブダビとの
CO2EOR モニタリングに係る共同研究が進展し、更に同
国のニーズを踏まえ現地で実施したワークショップの成果
を踏まえた技術協力を実施していることは、平成 29 年度

＜評定に至った理由：①＞ 
・長年にわたるアブダビとの技術協力
に加え、新たな交流の機会を設ける
こと等による同国との関係強化は、
29年度のアブダビ海域下部ザクム油
田の権益の延長に大きく貢献。 

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

・オープンラボにおいては、内外企業
への開放を促進し、設備稼働率を向
上させることが必要。 

・技術開発と技術協力の区分を明確化
することが必要。 

 
 
＜その他事項＞ 
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図っていくとともに、技

術開発の成果について
的確に把握することに
より技術開発の効率性

を高めていく。 

・技術開発により蓄積
される知見や手法等に

ついては、出資や債務保
証等のリスクマネー供
給の審査能力の向上に

も活用する。 

対策技術を最重点 技術

分野とし、具体的なプロ
ジェクトを選定する。 ・
その際、技術開発の進捗

等を定期的に評価するこ
とにより、技術開発の選
択と集中を図っていく 

とともに、技術開発の成
果について的確に把握す
ることにより技術開発の

効率性を高めていく。 さ
らに、技術開発の成果は
リスクマネー供給事業等

における技術審査・評価
能力向上に活用する。 ・
上記に係る我が国企業等

との共同研究を中期目標
期間内に１２件以上実施
する。 ・技術開発の成果

については、知財方針に
基づいて知的財産の確保
に努めることとし、成果

の有効 性を踏まえた上
で、中期目標期間内に特
許申請を２０件以上実施

する。  

 

ビ国との共同研究を 継続

し、アブダビの油田におけ
る我が国資源開発会社の権
益延長等を支援する。具体

的にはパイロット試験実施
時のモニタリング等に係る
技術開発を行う。また低塩

分濃度水を用いたＥＯＲに
係るベトナム国との共同研
究の着実な実施、更に我が

国企業が各国で目指してい
るＥＯＲ事業実施に向けた
技 術的な支援等を行う。こ

れらの技術支援の実施によ
り、我が国が優位性を持つ
技術を産油国に示して、我

が国の資源開発会社による
権益獲得・延長を目指す。 

・非在来型油ガス田開発技

術に関しては、我が国企業
が参画するシェールガス／
オイルプロジェクト につ

いて、スィートスポット探
査、油層内シミュレーショ
ン等の技術開発３件の継続

に加え、マイクロサイスミ
ック評価技術に関する技術
支援を新規に１件実施し、

我が国企業が権益を持つプ
ロジェクトの可採埋蔵量増
加や開発コスト削減に資

す。また成果を機構のリス
クマネー事業の技術審査、
評価 能力向上に向け提供

していく。 

・海洋開発技術に関して
は、氷海開発について、我が

国企業が参画する北東グリ
ーンランド沖における 既
存プロジェクト支援等のた

め、北極圏の氷況把握・分析
を継続して実施する。また
大水深開発については、浮

遊式構造物に係る開発コン
セプトの位置保持やライザ
ー等に関する安全性・稼働

性評価 研究等を継続して
実施し、我が国企業のプロ
ジェクト支援に資す。 

・環境対策技術に関して
は、我が国企業が抱える随
伴水・スラッジ処理技術等

の環境関連の技術課題を抽
出し、我が国企業と共に生
産効率向上に向けた課題解

決のための研究を実施す
る。  

・我が国企業が国内外の操

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

実施する。 

・上記に係る我が国企業等
との共同研究を新たに計２

件程度実施する。  

・我が国企業（石油開発、サ
ービス、エンジニアリング

等）との間で、低油価の環境
下における技術動 向の把
握と技術課題の摘出等に関

して個別に情報・意見の交
換を行う。  

・研究開発の結果得られた

5-2.相手国からの高い評価 

5-3.技術的ブレークスルーの
実現 

5-4 日本企業による活用 

5-5 研究開発成果の事業化の促
進 

＜アウトカムの視点＞ 

6.安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 

7.自主開発比率向上・供給源

の多角化 

8.資源国における権益獲得・
延長 

9.国内資源の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGMEC の得意分野の一つで、国際的に高い評価。 
(a)アブダビ側の意向を受け現地にて開催したワークショッ
プ等の結果に基づき、様々な技術協力を実施。アブダビ陸上
油田を対象に CO2EOR モニタリングに係る共同スタディを
ADNOC、ADCO と実施。関係強化の成果として、我が国企
業が権益を有するアブダビ海域下部ザクム油田等の権益延長
に貢献。 
(b)JX が参画する米国 West Ranch 油田を対象とした
CO2EOR モニタリングスタディの実施。操業最適化のた
め、実プロジェクトに則したモニタリング手法・仕様を検討
し、我が国企業が参画する CO2-EOR 事業を技術支援 
(c)ベトナム国営石油会社傘下の研究機関 VPI と、環境に優
しく、コストが安いと言われる低油価環境下に適した低塩分
濃度水攻法の適用性評価スタディを実施。ラボ実験・シミュ
レーションスタディ・施設 Pre-FS により低塩分濃度水攻法
の有効性を確認。低油価時代のニーズに応じた共同研究を実
施し、同国との関係を強化。 
(d)ロシア国営石油ガス会社ガスプロムネフチとの EOR スク
リーニング共同スタディを実施。随伴ガスを用いた EOR に
おいて事業の有効性を確認し、我が国企業の権益確保等に向
け、関係を一層強化。 
(e)メキシコ陸上油田 CO2EOR パイロットテストに向けた共
同スタディの実施。対象油田における CO2EOR の有効性を
確認し、平成 30 年度中のシングルウェルパイロットテスト
実施に向けメキシコ国営石油会社（PEMEX)との交渉開始。
我が国企業の権益確保等に向け、PEMEX との関係を強化
し、2014 年に同国政府が策定した CCUS Road Map に基づ
く同国の CCUS 第一号案件に技術貢献。 
(f)石油資源開発（株）（以下「JAPEX」）が参画するカナダ
オイルサンドを対象とした SA-SAGD 共同スタディの実施。
世界的に商業化実績のない SA-SAGD 法の技術有効性の立証
に向け、JOGMEC のラボ施設を利用した包括的な技術検討
を開始し、 我が国企業がオペレーターとして権益を有する
開発事業を技術支援。 
3,4,5-3,5-4,5-5&7 非在来油ガス田開発であるシェールガス
/オイルの開発は、ガス・油価低迷と生産予測の難しさが事
業推進の大きな妨げ。JOGMEC はシェールガス/オイルの開
発について、スイートスポット選定・水圧破砕油層シミュレ
ーションに係る最先端の技術を開発、生産量増加・コストダ
ウンに資すことを目指し、以下の我が国企業のプロジェクト
に適用。低油価環境下における我が国企業を、その要望・ニ
ーズに応じて技術支援し、プロジェクトの円滑な遂行に大き
く貢献。 
(a)カナダ・モントニー地区において三菱商事他と共同研究
契約を締結。先進的モニタリングデータと JOGMEC のラ
ボ施設を利用したカッティングス分析等を統合的に解析、
坑井デザイン最適化を目指す。 
(b)オープンラボ案件第 1 号として INPEX と「シェールガス
水圧破砕時のマイクロサイスミックデータを用いた小断層
解析」を実施。JOGMEC がこれまで検討していたマイクロ
サイスミック解析手法の有用性を確認。 
(c)カナダ・ノースモントニー地区に於いて JAPEX と新たな
共同研究契約を締結。マイクロサイスミックデータの再処
理、坑井データ等による天然亀裂の評価、坑井仕上げ・生
産実績に基づく考察を通じ、坑井デザイン最適化に資す共
同研究を開始。 
（d）国産資源開発の促進のため、JAPEX と国内タイトオ
イルを対象とした増油メカニズム解明に係る共同研究を開
始。酸処理や水圧破砕技術の確立を目指す。 
5-2,8.中東地域における地質のポテンシャル評価を開始。産油
国への貢献を通じて我が国企業の権益延長等の支援を目指
す。 
3,5-4,5-5 環境対策技術については、アブダビ国ムバラス島
の油田において操業するアブダビ石油/コスモ石油とともに
小型遠心分離機によるスラッジの分離実験を実施し、国内
にて再検討・実験を行って安定運転に目途をつけ、再度ム
バラス島における実験を実施。その結果、安定運転を達成
して、原油スラッジの 50％以上の削減を可能とした。また
回収油分を販売油とする再原油化技術について、ラボ実験
を通して製品原油として遜色ない性状であることも確認
し、低油価環境における我が国企業の操業コスト削減、環
境負荷低減に向け基礎を確立。 
4,5-4,5-5 海洋開発技術として、我が国企業と東南アジア海域

のアブダビ海域下部ザクム油田等の権益延長にに貢献した
と認められる。 
・永年実施してきた技術協力により、我が国の技術力等に
対しアブダビから高い評価を受け、その成果として我が国
企業が権益を有するアブダビ海域下部ザクム油田等の権益
延長に貢献したことは、我が国へのエネルギー安定供給の
観点から極めて重要な成果と認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4,5-3,5-4,5-5&7 非在来油ガス田開発事業において、北
米での探鉱開発の最適化に向けた研究成果が、低油価環境
下における複数の我が国企業に活用され、我が国企業の円
滑なプロジェクト実施に貢献していることは高く評価され
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,5-4,5-5. 多くの産油国が課題と認め、操業現場に不可欠
な環境対策技術である原油スラッジ削減技術の小型機実験
に成功し、原油スラッジを 50%以上削減する見通しを得た
ことは、我が国企業の操業費削減による安定的な経営基盤
確保等に向けた貢献等の観点から顕著な成果と認められ
る。 
 
 
 
4,5-4,5-5 海洋開発技術において、JOGMEC が培ってい
る技術・ノウハウが我が国企業の海洋探鉱プロジェクトの

・学生育成や認知度向上も重要で、レ
ピュテーションビルディングに関わ
るもの。 

＜評定に至った理由：②＞ 
・国内人材育成事業については国内の
資源開発分野での基盤つくりに寄与
し、受講者から高い評価。 

 
＜今後の課題＞ 
・技術人材育成は重要であり、評価さ
れる事業である。研修内容について
ニーズを踏まえ随時見直しを図って
いくことが必要。 

・ＬＮＧ市場拡大に向けて、準備を開
始したＬＮＧ新興需要国に対する研
修を早期に立ち上げるなど、ＬＮＧ
市場戦略や２０１７年１０月のＬＮ
Ｇ産消会議における世耕大臣のアジ
アのＬＮＧ市場拡大に向けたイニシ
アチブを踏まえて、上流技術だけで
はなく、中下流の技術研修も取り入
れていくべき。 
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特許等について、企業から

の申請に基づき、実施許諾
を行って普及を図る。平成
２８年度に４件程度の新規

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

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

発における知財の活用を促
すため、知財研修を実施す
る。 

プロジェクト等を対象とした共同研究を実施。浮体式構造物
について安全性や稼働性に大きな問題が無いことを確認し、
技術課題を抽出。コスト削減に資す可能性のあるサブシー技
術の適用について、流体輸送スタディ・操業性評価を実施し、
開発計画策定を支援。また、浅海におけるサブシー技術の適
用可能性を調査し、我が国企業が検討中の海洋探鉱開発プロ
ジェクト計画に貢献。 
3,4,5-4,5-5&7&9 操業現場技術支援事業 
(a) 平成 28 年度に採択した 2 件の国産資源の開発・生産に
ついて、継続実施。 
1)「八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試
験（Phase2）」 
 2)「原油からのアスファルテン析出による生産障害対策」
（H29.3～H30.1）                                           
(b) 平成 29 年度は 1 件を採択し、スタディを実施。                                                    
「地表地化学探査の精度向上に係る技術研究」（H29.4～
H30.1）                                        
我が国企業の開発・生産に係るこれら 3 件について支援を実
施し、開発・増産に向け貢献。 
3.5-4,技術協議会として、我が国企業 25 社（石油開発系 13
社、エンジ・サービス系 12 社）と個別に意見交換を行い、
低油価環境下における各社の技術課題や JOGMEC に対する
要望を把握。 
4,5-4.5-5 オープンラボとして、技術センター（TRC）で
の、従前の我が国企業と共同実施する枠組みをより一層強化
する事を目的として、TRC のラボ施設・技術情報のオープ
ン化に取り組む。出向による短期人材受け入れを可能とし、
我が国企業が抱える「技術課題／技術開発ニーズ」に対し
て、TRC が保有するリソースを共同で活用し、有機的に
「課題解決／技術開発」を行っていくことで、我が国企業の
事業を通じて、我が国の自主開発比率増加に貢献していくこ
とを目指す。平成 29 年度は 4 件を実施し、内 2 件は共同研
究へ移行した。 
5-2,5-4,7.8.最重要国であるアブダビ国における我が国企業の
権益維持・獲得のため、8 月に技術部内にアブダビチームを
発足させ、同国に対する技術協力等を司令塔として統括し、
効果的・効率的に実施。前年度の平成 29 年 2 月に実施した
「ADNOC/JOGMEC Innovative Technology WS」において、
ADNOC から提示された、同国の課題である 6 技術のうち 2
技術(ジオメカクス等)をフォローアップして研究し、成果を
アブダビに提示して高い評価を得た等、ADNOC の新たな
R&D Governance との組織的な連携体制を構築。 
この施策や同国に対し長年実施してきた技術協力により、ア
ブダビは我が国の技術力を高く評価し、今後の同国における
我が国との技術的な協働に係る高い期待感を保持。これらに
より我が国企業が権益を有するアブダビ海域下部ザクム油田
等の権益延長に貢献。 
 
（知財活動） 
(a)施許諾収入：平成 29 年度の知財収入は約 3 百万円。 
(b)特許出願件数：出願実績は 5 件で、うち 4 件は民間企業と
の共同出願。1 件は大学との共同出願。（平成 28 年度出願実
績 8 件）。 
(c)学会講演/論文発表件数：117 件（うち 89 件は JOGMEC
職員が著者）。 
(d)機構 TRC 職員向けの勉強会を 1 回、機構全職員向けの研
修 1 講座を実施。 

開発概念検討作業の推進・技術力の向上を支援したと認め
られる。 
  
 
 
3.4.5-4,5-5&7&9 操業現場支援事業では、八橋油田群の
低浸透性貯留層の生産性改善研究成果を活かし、アブダビ
国ウムアダルク油田の開発へのノウハウ適用により権益維
持(平成 28 年度）の一助ともなった事業、我が国企業が海
外の操業現場で直面した課題の解決に資した事業、国内油
田の探査方法最適化に向けた事業を 3 件とも完遂する等、
貴重な国産資源の開発や我が国企業の操業現場における課
題解決を技術支援したと認められる。  
 
 
3,5-4.技術協議会を開催して意見交換等を行い、低油価環
境下における我が国企業の技術課題や JOGMEC に対する
要望を十分に把握していると認められる。  
4,5-4.5-5 オープンラボは、TRC のラボ施設・技術情報
をオープン化して、我が国民間企業と共同実施する枠組み
をより一層強化する新しい取組。我が国企業が抱える技術
開発ニーズに対して、TRC が保有するリソースを活用し
て、課題解決を図るもので、我が国企業の円滑なプロジェ
クト実施を支援し、エネルギー安定供給への貢献を目指す
上で有効と認められる。 
 
5-2.5-4,7.8. アブダビチームの設置は、国際的な技術協力
を効果的・効率的に実施するため、アブダビ国に対する技
術協力等を司令塔として総括して実施しているもので、前
年度の平成 29 年 2 月に実施したワークシｮップにおいて
ADNOC から提示された同国の課題である技術を研究し、
成果をアブダビに提示して高い評価を得た。 
過去からの長年の技術協力と、この施策が、同国の下部ザ
クム油田等権益延長に向け効果的に機能したと認められ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②人材育成 
 
10-1,JOGMEC 職員が講師としてテキスト作成や講義全般
を独自に構成し、各大学において石油開発技術関係の講義
を実施。早稲田大学では講座全体を JOGMEC が担当し、
国内の資源開発分野での基盤つくりに寄与し、受講者から
極めて高い評価を得たと認められる。1 基礎講座Ⅰ及び
Ⅱ、現場研修は、国内の技術者だけでなく、事務系にも石
油開発業界を理解して貰うことに貢献した。 
10-1,13. 専門講座、ウェルコントロール講習会、国内資源
人材育成事業は、JOGMEC の専門的な土台を活用して実
施され、受講者から高い評価を得たと認められる。 
  
 
10-1,13.国内資源人材育成事業は、業界のニーズや要望等
を踏まえて検層解析技術を 3 講座、掘削エンジニアコース

 
・我が国企業に必要な

人材を安定確保できる
環境整備のため各分野
で求められる知識・スキ

ル等の整理、地質・資源
工学等の資源開発分野
の産学連携での人材育

成等。 

 

・学生への講義・研修機

会の提供、石油業界技術
者に対する研修・現場派
遣等による教育、ベテラ

ン技術者による研修実施
体制の強化、研究テーマ
に合わせた技術者の任期

付き採用等、地質や資源
工学等の資源開発分野に
おける産学連携による人

材育成等実施。 

・我が国企業の資源開発能

力を向上させるために、我
が国企業が国内外での資源
開発プロジェクトを 実施

していく際に必要となる人
材育成として、大学との連
携による学生への講義・研

修の提供、関連 業界技術者
等に対する研修等を実施す
る。  

・日本人技術者が不足して
いる検層解析技術や掘削技
術について、最先端のシミ

ュレータ等を活用し た関
連業界技術者等に対する研

 [定性的指標] 

10. 平成 27 年度事業計画の実
施 

[評価の視点] 

10-1 大学、民間企業から高い評
価を受けたか 

＜アウトカムの視点＞ 

11.安定的かつ低廉な石油・天
然ガス供給の確保 

12.自主開発比率の向上・供給

源の多角化 

13.日本企業の資源開発力の向
上 

②人材育成 
 

10-1 学生育成：京都、九州、千葉、早稲田大学において、石油
開発技術に関する講義を実施。テキスト及び講義内容を独自
に構築することで、石油開発分野における先端的な技術・知
見を紹介し、99%を超える肯定的評価を得た。またインター
ンシップとして 2 名を受入（非在来関係、技ソ関係）、国内
の資源開発分野での基盤作りに寄与した。 

 
10-1 基礎講座Ⅰ・Ⅱ及び現場見学（新潟県）の実施：JOGMEC
職員が講師となり JOGMEC、国内石油開発企業の事務系・
技術系職員の他、異業種（エンジ会社、商社、監査法人、造
船会社等）からも幅広く参加。石油開発業界に対する理解向
上、裾野拡大に貢献。 

10-1,13. 専門講座、ウェルコントロール講習会の実施 
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修等を実施する。 

 

1）専門講座（地質・物探・油層・掘削・生産）11 講座、2）
ウェルコントロール講習会※10 講座を実施し、受講者から
高い評価を得た。 
※受講者には「国際掘削技術者協会（IADC）」の受講終了証
書(「WellSharp」)が付与される。2 年に 1 度更新され、HSE
操業上の必須となる証書であり、JOGMEC は日本唯一の当
該証書発行体。 

 10-1,13. 国内資源人材育成：国内外の油ガス田において我が
国企業がオペレータシップを持ち主導的に操業する可能性
が高まっており、JOGMEC の専門的な土台を活用し、特に
重要分野である検層技術と、掘削技術については世界最先端
のシミュレータ等を導入し、集中的な研修等を実施、石油開
連業界技術者等に対する人材育成の基礎を構築し、受講者か
ら高い評価を得た。 
(a)掘削クルーコース：平成 27 年度に講座開設。DS600 コ
ース 1 回実施。JOGMEC 地熱部門の掘削研修「地熱掘削
技術者養成コース」の開催に協力。  
(b)掘削エンジニアコース：①事業管理者向け講座 
②現場監督者向け講座開催。 
(c)検層技術コース：我が国企業からの意見を基に「火山岩
貯留層解析」「Image log の解釈法とその適用」「貯留層評価
実践コース」の 3 講座を開講 。   

 

を 2 講座開講する等、実施講座や内容を検討して一層の充
実が図られており、受講者から高い評価を得たと認められ
る。 
 
以上、アウトプット指標に基づく達成状況が平均して所期
の目標を上回ったほか、内容面においても、技術開発事業
において我が国企業の支援や産油国との関係強化に大きく
貢献し、かつ我が国企業が有する海外の巨大油田の権益延
長に貢献というアウトカムが実現されたこと、また人材育
成事業においても受講者から高い評価が得られた等の実績
を勘案して、当該事業の評定をＢとした。 
 

 
(4)情報収集・提供 

・公的知識・情報センタ

ーとして①政府の資源
外交戦略の検討・立案、
②上流各社等の探鉱・開

発戦略の検討・立案に対
してニーズにあった情
報提供機能の強化。 

・①資源外交や我が国
企業支援を通じた「生き
た情報」の集積・迅速な

情報提供、②海外事務所
等を活用した資源国政
府や現地開発企業等と

の情報網の構築・強化、
③内外専門家のネット
ワーク化、リテイン情報

の組織的・定例的な提
供。 

・情報の質、適時性等

は、情報提供ホームペー
ジへのアクセス者や報
告会参加者に対するア

ンケート調査を行い、肯
定的評価を 75%以上。 

 

(4)情報収集・提供 

・探鉱・開発関連情報に

関する公的知識・情報セ
ンターとして、我が国企
業・政府のニーズに合致

した「生きた情報」提供。 

・必要な専門人材確保・
育成・配置。 

・海外事務所等活用によ
る資源国政府や現地開発
企業等との情報網構築・

強化、内外専門家ネット
ワーク化等。 

・情報分析結果のデータ

ベース化促進 

・政策当局向け地域別・
分野別報告の適時実施。 

・我が国企業・関係機関
の要請に応じた報告・講
演等実施。月例動向報告

を除く当該報告、講演等
の年間 13 件以上実施。 

・重点技術分野に関する

フォーラムやワークショ
ップ等を開催、海外専門
家招聘、コンサルタント・

研修講師活用等での内外
技術者のネットワーク
化、各種技術 DB 等の更

なる高度化、インターフ
ェースの改善による情報
ネットワークの拡充。 

・アンケート調査実施に
よる満足度（肯定的評価
75%以上）とニーズ把握

を行い必要な見直し改善
を実施。 

(4)情報収集・提供 

・政府の資源外交戦略の検

討・立案や、日本企業による
権益獲得・延長や探鉱・開発
事業への参画を目指し、「生

きた情報」を収集し、タイム
リーに提供。 

・専門的知識を有する人材

の育成や海外事務所等を通
じた資源国政府や現地開発
企業との情報網の構築・強

化。 

・政策当局に対しては、そ
の資源外交遂行上のニーズ

の把握に努め、地域別、分野
別の報告を適時実施。 

・日本企業等に対しては、

報告、講演等を実施し、政府
の資源確保戦略の策定、企
業の探鉱・開発戦略に貢献。 

・報告、講演等を 13 件以上
実施する。 

・石油、金属、石炭部門での

シナジー効果を生み出しつ
つ、専門家間の人的ネット
ワークを構築。 

・我が国企業、学会等に対
して、成果報告や最新技術
紹介等を実施。 

・ホームページへのアクセ
ス数の増加を図るととも
に、アクセス者、対外国際石

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

を 75％以上得る。 

(4)情報収集・提供 

[定量的指標] 

1. 政策当局や我が国企業に対
する調査報告書や講演等を
通じてタイムリーな情報提

供を行う（13 件以上） 

2.満足度等のアンケート調査
を実施し、肯定的評価 75％以

上を得る。 

 [評価の視点] 

1-1 政策立案への貢献 

1-2 我が国企業参入促進への貢
献 

1-3 効率的な事業実施への貢献 

【定性的指標】 

3. 平成28年度事業計画の実施 

[評価の視点] 

3-1. 専門家間ネットワーク構
築 

3-2. 原油価格動向・石油市場

構造の分析とタイムリーな提
供 

3-3. 国・地域動向、企業戦略、

天然ガス内外情勢の情報収集・
分析、提供 

3-4. 情報発信ツールを用いた

成果報告、最新技術紹介等 

 

＜アウトカムの視点＞ 

4. 政府の施策立案への貢献 

4)情報収集・提供 
 
1. 政策当局や我が国企業等に対し、その求める内容の報告や
講演等を 25 件実施し、権益獲得に向けた政策立案等に貢献
するとともに、権益獲得が期待される我が国企業による石
油・天然ガス資源開発を支援。 

 
2. JOGMEC 職員による対外国際石油・天然ガス動向報告会、
海外専門家を招聘しての国際セミナー、JOGMEC 職員に
よる石油・天然ガス動向等に関する最新レポートの提供に
ついて、アンケートで 87.5％の肯定的評価。 

 本部及び TRC において「JOGMEC-TRC ウィーク 2017」
を開催。第 3 中期目標・計画期間の総括、平成 28 年度の
活動実績、調査・研究テーマに係る 5 件（国内基礎調査、
操業コスト削減技術、地質評価技術、EOR 技術開発、非在
来型油ガス田開発）のフォーラム、ポスターセッションを
通じた技術発信、技術者ネットワーク構築を実施。延べ 332
名の参加者を得て、90％を超える肯定的評価。 

 
1-1. 政策当局からの要請に応え、地域・国別の最新動向、

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

 LNG バリューチェーンに係る取組の一環として日欧
LNG ワークショップや日米 LNG ワークショップへの専
門家としての参加や LNG 産消会議準備のための情報分
析・提供など、政府当局に対する支援業務を積極的に行
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2. 上流権益取得支援に向けた事業・投資環境 （例）各国

NOC、IOC の活動、原油・天然ガス／LNG 需給、インフ
ラ整備等に係る情報を収集し分析、報告を実施。また、油
価回復・上昇基調でのメジャーズの動きや、原油市場動向
などを分析してタイムリーに提供。この他にも企業の要請
に応じた報告を個別に行うなど、我が国企業の参入促進に
貢献。 

1-3. 作成したレポートは全てホームページで公表するとと

(4)情報収集・提供 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は 

1. 25 件の報告・講演等を実施し、目標に対する達成率：
192％ 
 
 

2. アンケート調査にて 87.5％の肯定的評価を得て、目標に
対する達成率が 117％となった。また、「JOGMEC-TRC
ウィーク 2017」でのアンケート調査で 91.6％の肯定的
評価を得て、目標に対する達成率が 122％となった。 
 
 
 
 
 
 
 

1-1,1-3. アウトプットの内容面として、石油・天然ガスを
巡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、分析結果を継続的かつタイム
リーに提供し、政策の企画・立案への貢献を果たしたも
のと評価される。特にアブダビ関連の基礎情報提供によ
る権益延長の側面支援や LNG スポット価格上昇局面に
おいて、その主たる要因とされる中国需要急増の要因と
今後の見込みについて素早く分析、報告。また、日欧
LNG ワークショップや日米 LNG ワークショップへの
職員の派遣や LNG 産消会議準備のための情報分析・提
供を実施。これら主務省に対して的確な支援を行い、有
益であると評価。 

1-1. LNG 市場拡大の一助とするため、従来から調査事業を
実施。具体的には、平成 26 年度に実施した「国際的な
LNG 市場の形成可能性の調査(実施：戦略企画室)」にお
ける仕向地制限条項に関する分析結果は、平成 28 年 5
月に経済産業省により発表された『LNG 市場戦略』の
具現化に貢献。同調査については、LNG に関する幅広
いテーマを取り上げるべく継続的に調査を実施、政府内
の仕向地制限条項の緩和に向けた議論の発展に大きく
寄与。平成 29 年度にはアジアの LNG 市場での価格交
渉・価格紛争の課題・論点を検討、整理。 

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。特に石油市場分析は在庫状況、株式
市場の他に地政学的なリスクを含めた多角的視点から
の報告であり、業界誌等で取り上げられ、また企業から
個別説明の開催を依頼される等、対外的にも大きな反
響を得た。 

1-3. メールマガジンにより読者は直ちにレポートにアクセ

＜評定に至った理由＞ 
・アブダビ関連で第三国の資源獲得の
動きなどの基礎情報提供は、アブダ
ビ海上鉱区の権益延長につながる側
面支援として大きく貢献。 

・仕向地制限条項に関する分析が、仕
向地条項緩和に向けた議論の発展に
大きく貢献。平成 29年 6月の公正取
引委員会が公表した「液化天然ガス
の取引実態に関する調査」におい
て、仕向地制限条項の緩和の実現に
つながるアウトカムを実現し高く評
価。 

・日欧 LNGワークショップへの専門家
派遣や日米 LNGワークショップ、LNG
産消会議での情報提供等の支援を行
い、政府の資源外交戦略に大きく貢
献。 

・ロシア、サウジアラビア関係、米国
のイラン・イラク対応の行方、ベネ
ズエラへの経済制裁など、内外の関
心が高い課題について、機動的かつ
広く情報提供を行うと共に海外専門
家との意見交換、セミナー等による
情報提供等を行い、我が国の石油・
天然ガスの専門機関としての機能を
発揮したことを高く評価。 

 
＜今後の課題＞ 
・法改正により支援業務が拡充された
ことに伴い、企業買収案件を中心
に、JOGMEC 自ら案件を発掘・形成
する体制や、案件醸成のための情報
収集機能の一層の強化が必要。 

・ＬＮＧ市場拡大に向けて、ＬＮＧ市
場戦略や２０１７年１０月のＬＮＧ
産消会議における世耕大臣のアジア
のＬＮＧ市場拡大に向けたイニシア
チブを踏まえて、今後の政策立案に
資する情報分析・提供を更に実施す
ること。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・情報収集も重要であり、ＬＮＧ仕向
地制限撤廃に地道な活動を行い側方
支援したことは高く評価。ＪＯＧＭ
ＥＣには、質の高い情報にアクセス
しながら、エネ研とも連携しつつ、
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もにメールマガジンで告知。読者は、公表されたレポート
を素早く認知し、タイムリーに情報を取得。また、読者が
簡便にレポートを検索でき、モバイル機器でアクセスしや
すいホームページに改良。平成 30 年度当初から公開して
いる。 

 
 
 
3-1. 
・石油・天然ガス上流部門に限らず、石油精製や石油化学な
どの周辺産業レポートや、製品等流通時の価格変動リスク
に対するヘッジについてのレポートを機関紙に掲載。石油
製品の流れや需要動向も視野に入れた専門家とのネットワ
ーク構築や情報提供に努めた。 

・日欧 LNG ワークショップや日米ワークショップへの職員
派遣などを通じてネットワーク構築を推進。 

・需給安定局面における供給サイドの潜在的リスクを意識す
る視点から、米国エネルギー、OPEC・サウジアラビア、イ
ラン・イラクそれぞれの海外専門家を招き各国情勢を踏ま
えた見通しについて、国際セミナーを開催（平成 30 年 2
月）  

 
 
3-2. 低油価から上昇局面における石油市場の総合的な分析
を継続して実施。平成 29 年度は、特にメジャー企業のシェ
ールに係る動向及び財務・投資について分析を深め、また、
米国における原油輸出再開やハリケーンの影響を速やかに
まとめて政策当局やブリーフィングにて伝えるとともに個
別企業等の要請に基づく意見交換を行うなど、タイムリー
な情報提供を行った。 

 
 
3-3. レポートを 138 本公表し、石油・天然ガス関連トピック
スの直近の動向について情報提供・分析するとともに、電
子化した定期刊行物（石油・天然ガスレビュー）を隔月に 6
回発行。詳細な情報、深く掘り下げた分析を提供。 

・政策当局の要請に基づきアブダビ海上権益に関する情報を
タイムリーに提供 

・対外国際石油・天然ガス動向報告会をほぼ毎月計 11 回開催
（参加者総数 1,727 名、平均 157 名）。石油については需給
構造の変化と企業の対応に着眼し、OPEC の協調減産や米
シェールオイルの供給、ブラジル深海の開発、メジャーズ
の開発・投資動向、電気自動車（EV）と燃料需給への影響
等について分析、報告を行った。また、天然ガス（LNG）
については需給バランスと今後の供給ポテンシャルの把握
という観点から世界の天然ガス・LNG 動向に加え、新興国
における浮体式受入設備（FSRU）導入による需要急増への
対応や政策により需要が大きく変動する大消費国中国の環
境対応、天然ガス需給動向等について分析、報告を行った。 

3-4. 技術情報の発信として、本部及び TRC において
「JOGMEC-TRC ウィーク 2017」を開催。第 3 期中期目
標・計画期間の総括、平成 28 年度の活動実績、調査・研究
テーマに係る 5 件（国内基礎調査、操業コスト削減技術、
地質評価技術、EOR 技術開発、非在来型油ガス田開発）の
フォーラム、ポスターセッションを通じた技術発信、技術
者ネットワーク構築を実施。延べ 332 名の参加者を得て、
90％を超える肯定的評価。 

 「技術本部年報」を例年どおり発行（配布先：関係企業、機
関、大学、海外展示会等）、また、メールマガジンを 7 回発
行（ニュース/イベント情報/今後のスケジュール/学会論文
発表実績/特許取得実績/外技術者研修紹介等を記載、配信先
は 1,011 件）。 

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

 
 

スすることができ、報告やレポートの内容向上ととも
に、アンケート結果の向上につながっていると評価。さ
らに、レポート等を読みやすいホームページに改良す
るなど、読者の利便性向上も図った。 

 
 
3. 定性的指標においても以下のように計画を上回る成果

を上げた。 
3-1. 
 金融専門家や中流、下流における周辺動向として石油精

製、石油化学産業、コモディティ・デリバティブ取引に係
る専門家のレポートを機関紙に掲載するなど、ネットワ
ークの幅を広げるとともに新たな視点から情報を発信。 

 海外専門家とのワークショップによる議論を通じたネッ
トワーク構築。 

 需給安定局面において、供給サイドにある潜在的リスク
を意識。サウジアラビアとロシアの関係を軸とした原油
協調減産の行方、米国の対イラン・対イラク政策、米国シ
ェールオイルとベネズエラ原油の今後の生産見込につい
て、海外専門家を招いてセミナーを行い、広く情報提供
を行うとともに海外専門家との意見交換・ネットワーク
醸成に努めた。 
参加者からは適切なテーマ選定であり、各国の視点を捉
えた得難い情報が含まれた有益なセミナーであったとの
評価を得た。 

3-2. 石油市場分析は、シェールや OPEC だけでなく、企業
財務、技術進展、コスト削減、埋蔵量という視点を加味
し、油価に応じた供給量の変化の試算を行った一連の報
告であり、業界誌で取り上げられ、また個別企業から経
営陣向け説明会の開催を依頼される等、対外的にも大き
な反響を得たことは、油価の変化を的確に捉えて我が国
企業の投資戦略の基礎データとして貢献し、アウトカム
の実現に向け質的に大きな成果を上げているものと判
断される。 

3-3. これらの情報提供を通じて、国の資源外交や探鉱・開発
支援等の政策立案の一助とし、民間企業の探鉱・開発戦
略策定に貢献した。また、政策動向を踏まえた中国の天
然ガスに関する情報分析・提供は、非常に的確かつタイ
ムリーな報告であると関係者から評されており、大きく
貢献したと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
3-4. 「JOGMEC-TRC ウィーク 2017」で実施したアンケー
ト調査で 91.6％の肯定的評価を得て、目標に対する達成
率が 122％となった。 
我が国企業、学会等に対して、ワークショップの開催、年
報、メールマガジンの発行を計画通り実施。技術本部年報
を国内関係先の宛先に配布した他、海外展示会において
も配布、またメールマガジンを 7 回、1,011 件の宛先に配
信する等、成果報告及び最新技術の紹介を遂行したと認
められる。 

 
 
 
 
4. JOGMEC 法改正後のリスクマネー供給強化に資する情

報を継続的に提供し、政府の政策立案への貢献を果たし
たものと評価される。 

 
 以上、定量的アウトプット指標に基づく達成状況が平均し
て 120%以上の成果を上げたほか、定性面においても世界各
国・各地域の動向等に関する情報を継続的に提供し、国の資
源外交や探鉱・開発支援等の政策立案の一助とし、権益の獲
得、我が国企業の探鉱・開発戦略策定に貢献する等アウトカ
ムの実現に向けて着実な成果を上げたことから量的・質的
実績を勘案して当該事業評価を A とする。 

引き続き機構内のインテリジェンス
を高めること。 
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４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

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 項第一号、第三号、第六号、第七号、第八号 

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：0200        

※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 5,969,329 3,993,063 （実績値[累計値]）   0 件[0 件] 0 件[0 件] 0 件[0 件] 2 件[2 件] 0 件[2 件] 

（達成度[進捗度]）  1 件 [0%] [0%] [0%] [100%] [100%] 

(2)共同調査実施件数 

（計画値） 
1 件/年  2 件 2 件 2 件 2 件 1 件 

決算額（千円） 3,014,497 3,179,549 3,049,810 3,046,732 

 

2,779,172 

 

（実績値）   2 件 2 件 2 件 2 件 1 件 

（達成度） 
  100% 100% 100% 100% 100% 

(3)JV 案件実施件数 

（計画値） 
7 件/年  1 件 2 件 4 件 4 件 7 件 

経常費用（千円） 3,072,497 3,253,883 3,104,577 2,914,570 2,998,632 
（実績値）   1 件 3 件 5 件 7 件 7 件 

（達成度）   100% 150% 125% 175% 100% 

(4)開発可能性調査採択件
数（計画値） 

－  1 件 2 件 2 件 1 件 － 

経常利益（千円） 2,445    4 14 128,298 192,712 
（実績値）   1 件 4 件 4 件 6 件 － 

（達成度）   100% 200% 200% 600% － 

(5)コンサルテーション社
数（計画値） 

19 社/年  19 社 19 社 19 社 19 社 19 社 

行政サービス実施コスト（千円） 

 

    
（実績値） ―  19 社 24 社 24 社 28 社 26 社 

（達成度）   100% 126% 126% 147% 137% 

(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 1 1[5 件] 

従事人員数（人） 21.02 24.6 25.74 28.58 27.87 

（実績値）   3 件[3 件] 5 件[8 件] 1 件[9 件] 3 件[12 件] 3 件[15 件] 

（達成度）   [60%] [160%] 100%[180%] 300%[240%] 300%[300%]       

(7)モザンビーク研修生数

（計画値) 

受入 5 人 

派遣 15 人 
  

受入 5 人 

派遣 15 人 

受入 5 人 

派遣 15 人 

受入 5 人 

派遣 15 人 

受入 5 人 

派遣 15 人 
      

（実績値）   ―  － 
 受入 8 人 

派遣 17 人 

受入 10 人 

派遣 25 人 

受入 10 人 

派遣 25 人 

受入 12 人 

派遣 26 人 
      

（達成度） 
  ―   

受入 160% 

派遣 113% 

受入 200% 

派遣 167% 

受入 200% 

派遣 167% 

受入 240% 

派遣 173% 
      

(8)高度化調査実施件数

（計画値） 7 件/年  8 件 8 件 8 件 

 

9 件 

 

 

7 件 

 

      

（実績値） 
  7 件 10 件 13 件 11 件 8 件       

（達成度） 
  88% 125% 163% 122% 114%       

(9)報告会等回数 

（計画値） 
5 回/年  4 件 4 件 4 件 5 件 5 件       

（実績値） 
  4 件 6 件 10 件 7 件 6 件       

（達成度）   ―  100% 150% 250% 140% 120%       

(10)肯定評価（計画値） 
75%  ― ― 75% 75% 75%       
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（実績値） 
  ― ― 99% 98% 99%       

（達成度） 
  ― ― 132% 131% 132%       

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

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

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

 

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

 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1.共同調査実施件数(2
件/年) 

〔評価の視点〕 
1-1 我が国企業の関心
の高い地域、従来参入
困難地域。 

1-2 産炭国との交渉で
生産的友好的な結論。 

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

1-4 特筆すべき技術的
成果。 

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
2.JV 案件実施件数(新
規 1 件、継続 3 件/年) 

〔評価の視点〕 
2-1 積極的な海外石炭
セミナー・企業訪問、
精力的な案件形成。 

2-2 我が国企業が参入
困難の地域等 

2-3 新規調査手法等取
入れ等、特別な取組を
した調査。 

2-4 不断の既存案件見
直し、高い企業ニーズ
等重要案件への支援。 

2-5 既存案件調査で特
筆すべき付加価値。 

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

2-7 安定供給・供給源多
角化地域 

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

〔評価の視点〕 
3-1 企業ニーズを踏ま
えた支援設計。 

3-2 有望な調査結果の
場合、リスクマネー供
給等の提案への活用。 

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

3-4 助成の結果、我が国
安定供給に繋がり得
る調査結果。 

3-5 安定供給・供給源多

①地質構造調査等 
＜主要な業務実績＞ 
1. コンサルテーションの実施（企業数：24 社） 
 探鉱開発投資事業に関心を有する可能性のある 24 社に対
してコンサルテーションを実施。 

1-1 一般炭対象の探鉱開発案件への投資あるいは調達に関す
るニーズ把握、クリフォード JV 調査案件（一般炭対象）
の引継ぎ関心の掘り起こし、及び探鉱支援制度の利用機会
拡大のため、従来実施していなかった電力会社を対象に加
えてコンサルテーションを実施した。 

1-2 我が国企業の探鉱開発投資戦略を把握することにより、
JV 調査案件の実施対象国や地域、炭質、調達手段や量な
ど、JV 調査案件組成の指針となる企業ニーズを把握し新
規 JV 案件の形成指針を得たほか、継続中の JV 調査案件
に係る評価指標あるいは出口戦略の設定の最適化が可能
となった。 

1-3 我が国企業が参画に向けて関心を有する探鉱開発案件
について、個別の状況に応じて制度の適用可能性について
意見交換を行い、平成 30 年度以降の新規案件組成に向け
て具体的なスキーム提案を行い、方向付けを行った。 

・平成 30 年度からの共同調査案件実施に向けた 2 件（モザ
ンビーク・テテ地域およびベトナム・クアンニン炭田地域）
の MOU 締結方針に関して、産炭国政府機関との関係強化
や石炭裨益獲得が石炭探鉱開発投資の促進や石炭調達の
安定化に資すると意見を得ることができた。また、把握し
た関心企業のニーズについては共同調査の対象地域設定
や調査計画に反映するべく協議・交渉を実施した。 

・6 億トンを超える資源量を把握し 40％権益オプション権獲
得に至ったクリフォード地域 JV 調査案件について 14 社
に対し概要を説明し、引継ぎに向けた関心の掘り起こしに
努めたほか、特に権益取得型 JV 調査案件あるいは一般炭
対象案件の組成に資する企業ニーズを把握した。クリフォ
ード地域の引継ぎおよび開発移行には、インフラ整備が課
題であると分析できる。 

 
2. ベトナム共同調査の実施 
・ベトナム・バクスイライ地域において、VINACOMIN を
共同調査相手方として実施。 

・コクベー地区及びガーハイ地区を対象として調査を実施。
コクベー地区では地質構造把握を目的とした物理探査
（AMT 法）1 測線（3.5km、測点 20 点）を実施し、深度
600m 程度までの地質構造を把握した。ガーハイ地区では
ボーリング調査 2 孔、1,420m を実施し、炭層の連続性を
把握するとともに、炭質分析を実施した。さらに、バクス
イライ地区とガーハイ地区の石炭ポテンシャル比較評価
を行った。 

2-1 我が国企業の関心の高い地域 
・ベトナムは、希少性・偏在性が高い無煙炭の中でも、我が
国企業（鉄鋼会社）などから特に高いニーズがある高品位
無煙炭を産出する。2015 年、2016 年にベトナム国内の石
炭需要の高まりを背景として輸出禁止措置がとられた際、
対日無煙炭輸出再開交渉において本共同調査の実績が考
慮されたことで輸出が再開された経緯がある。本共同調査
は無煙炭安定供給リスクの低減に有効である。 

2-2 産炭国との交渉で生産的友好的な結論 
・バクスイライ地域共同調査について、平成 30 年 3 月に東
京にて開催した技術委員会（先方は同国政府機関技術者等
計 10 名参加）において成果の報告を行った結果、
VINACOMIN 幹部から、「これまでの JOGMEC による協
力に感謝。2017 年度の調査結果は VINACOMIN の解釈と
概ね一致しており、成果は出せた。2018 年度以降も引き続

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 29 年度実績の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（定量）：160% 
2． JV 案件の継続実施件数（定量）：100% 
3． 海外炭開発可能性調査案件に係るヒアリング回数（定

量）：200% 
4. 現場ニーズ技術支援実施件数（定量）：50% 
と定量指標において平均 120%を超える達成度となった。 
 

1.コンサルテ―ションの実施については、平成 29 年度実績

の指標に対する達成度が 160%となった。 

・コンサルテーションの結果として、企業ニーズを反映する

形で新規共同調査案件実施に向けた MOU を締結したこ

とで、今後の共同調査の実施と成果の積み上げにより、モ

ザンビーク・テテ地域案件については、MIREME との関

係強化と良質原料炭賦存有望地域での JV調査実施に係る

優先交渉権獲得を通じて、ベトナム・クアンニン炭田地域

についてはVINACOMINとの関係強化と無煙炭の優先購

入権獲得を通じて、日本への石炭供給安定性・継続性の確

保や供給リスクの低減に寄与することが期待される。 

 

2. ベトナム共同調査の実施については、平成 29 年度実績の

指標に対する達成度が 100%となった。 

・ベトナム・バクスイライ地域共同調査案件の実施を通じ

て、ガーハイ炭鉱の資源量の増大およびコクベー地区の地

質構造の把握に貢献したほか、コクベー地区調査では

AMT 法物理探査をベトナムでの石炭探査として初めて適

用し、共同調査相手方である VINACOMIN 探査技術者の

知見が向上した。その結果、VINACOMIN との関係維持、

強化が図られた。 

・ベトナム無煙炭は日本企業のニーズが高く、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大きいと判断される中

で、主要な生産者であり輸出者である VINACOMIN との

関係維持・強化が図られていることは、無煙炭の供給障害

リスクの緩和を通じた安定供給に大きく貢献するもので

ある。 

 

3.JV 調査案件の実施については、平成 29 年度実績の指標に

対する達成度が 100%となった。 

・JV 調査案件として 7 件を実施。特に将来のアウトカムに

つながる成果に関して、アイザックプレーンズイースト地

域、ボスピービー地域で開発移行がなされたほか、イース

タンコール地域について開発移行の可能性を把握した。ま

た、調査の実施と拠出義務の達成により権益等の獲得がな

された。 

・ボスピービー地域について、販売権譲渡を受けた我が国企

業により、17 万トンの石炭供給が実現され、供給の安定

化に大きく貢献。また、資源量更新や埋蔵量把握などの調

査結果に基づき、平成 30 年 1 月に PB 鉱区の新規開発投

評定 B 
・開発可能性調査を行った豪州ミネルバ
サウス地域において、平成 29 年 7 月
より 100 万トン/年規模で生産開始
し、我が国の自主開発権益量の積み増
しに寄与したことは大きく評価。 

・平成 28 年 12 月の経済産業省とロシア
エネルギー省との間の協力覚書
（MOC）に基づき、平成 29 年６月、
エリガ炭に関するセミナーを東京で開
催し、民間企業に情報共有を行ったこ
とは、石炭供給源等の多角化に向けた
取組と認められる。 

・新たな石炭ポテンシャル地域の発掘と
石炭資源量の評価を目的とした調査を
行うため、平成 30 年２月にモザンビ
ーク政府と、また、平成 30 年３月に
ベトナム政府出資会社 VINACOMIN
との MOU を締結。これにより、モザ
ンビーク政府が管理する鉱区における
排他的交渉権の獲得や希少性が高い無
煙炭の優先購入権の獲得に繋がり、石
炭供給源の多角化及び石炭安定供給に
寄与。 

 
石炭資源開発分野については、所期の
目標を達成していると認められるた
め、Ｂ評定とした。 

 
＜その他＞ 
（有識者の意見） 
・機構の支援案件が生産開始や開発段階
へ移行し、安定的な供給の確保や供給
源の多角化にもつながったため、平成
29 年度の全体評定Ａは妥当である。 

 
＜評定に至った理由：（１）①＞ 
・平成 28 年度開発可能性調査の豪州ミ
ネルバサウス地域において、平成 29
年 7 月より 100 万トン/年規模で生産
開始した。 

 
・平成 29 年度 BOSS 社（インドネシア
独立系生産者）と共同で実施した海外
地質構造調査を通じて、インドネシ
ア・ボスピービー地域の高品位炭の埋
蔵量（800 万トン）が把握され、平成
30 年 1 月に開発段階へ移行した。本
件では、インドネシア独立系生産者へ
の支援による資源メジャー独占を回避
するとともに、平成 28 年 6 月に日本
企業へ譲渡した販売権（30 万トン/
年）が行使され、我が国の石炭安定供
給に貢献した。 

 
・平成 29 年度 Stanmore 社（豪州独立
系生産者）と共同で実施した海外地質
構造調査を通じて、豪州・アイザック
プレーンズイースト地域炭鉱の埋蔵量
（1,100 万トン）が把握され、平成 30
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角化に繋がる地域。 
＜定量的指標及び評価
の視点＞ 

4.コンサルテーション
年間 11 社以上実施。 

〔評価の視点〕 
4-1 ヒアリングを通じ
た企業とのネットワ
ーク構築・展開。 

4-2 我が国企業権益確
保への新規ニーズ発
掘。 

4-3 リスクマネー供給
支援への展開。 

＜定性的指標及び評価
の視点＞ 

5.技術支援事業の実施
(2 件以上/年)。 

〔評価の視点〕 
5-1 我が国企業のニー
ズを踏まえた技術 

支援。 
5-2 技術的課題の解決
に繋がる成果。 

5-3 技術支援の結果、安
定供給に繋がり得る
成果。 

 

き一緒に協力していけることを望む」との評価を得た。 
・コクベー地区で実施した物理探査（AMT 法）については、
ボ－リング調査実施前段階で-600m までの地質構造が推
定されたことについて VINACOMIN から高い評価を得
た。 

 
3. JV 調査案件の実施（継続案件：7 件） 
・JV 調査案件として次の 6 件（継続）を実施：クリフォー
ド地域、ディンゴウエスト地域、パリセイド地域、ボスピ
ービー地域、パノラマノース地域、アイザックプレーンズ
イースト地域 

・日系 JV 調査案件として 1 件（継続）を実施：イースタン
コール地域。 

 
3-1、3-2、3-3 
(1)クリフォード地域（豪州・クイーンズランド州） 
・日本にとって重要な石炭輸入先である豪州クイーンズラン
ド州に位置する。 

・既存産炭地域の石炭枯渇等により石炭需給が逼迫した場合
の代替ポテンシャル地域において、6 億トンを超える資源
量を把握するに至り、権益オプション 40%を保持してい
る。 

・探鉱リスクは低減したものの、開発投資決定には隣接する
大型プロジェクトあるいは複数の中規模プロジェクトの
開発移行に伴うインフラ整備進展等の外的制約条件の緩
和が必要となる。 

(2)ディンゴウエスト地域（豪州・クイーンズランド州） 
・日本にとって重要な石炭輸入先である豪州クイーンズラン
ド州に位置する。 

・過年度に実施したボ－リング調査等の結果について解析評
価を実施。その結果、低揮発分・低硫黄分の PCI 炭から一
般炭が賦存するものの、浅所賦存石炭資源量は限定的であ
り、また探鉱余地はないとの評価を得たことから 2017 年
7 月に調査を終了。 

(3)パリセイド地域（カナダ・アルバータ州） 
・日本にとって重要な原料炭輸入先であるカナダ西部に位置
する。 

・地質構造と石炭賦存状況あるいは資源量の更新を目的とし
て、地形図（10m コンター）作成、地質調査、トレンチ 4
箇所、ボーリング調査 24 孔（総掘進長 3,992m）を実施。 

・資源量として精測：1,026 万トン、概測：566 万トン、予
測：688 万トン、合計 2,280 万トンに更新。前年比 300 万
トン減となったが、確度が向上した。 

(4)ボスピービー地域（インドネシア・東カリマンタン州） 
・豪州に次ぐ石炭輸入先であるインドネシア東カリマンタン
州に位置する。 

・BOS 鉱区（既存ピット拡張エリア）および PB 鉱区（新規
開発エリア）における資源量および埋蔵量把握を目的とし
て、ボ－リング調査（コア 99 孔、ノンコア 63 孔、総掘進
長 13,929m）、地質工学的評価、室内試験、スコーピング
スタディを実施。 

・BOS 鉱区について資源量 500 万トン（うち埋蔵量 240 万
トン）、PB 鉱区について資源量 1,230 万トン（うち埋蔵量
800 万トン）を把握した。 

・炭質については、発熱量約 6,100kcal/kg、灰分約 4％、硫
黄分約 0.3%程度と、高発熱量、低灰分、低硫黄分であるこ
とを把握。これらの調査結果に基づき、平成 30 年 1 月、
PB 鉱区の新規開発投資が決定された。 

・年度末までに 300 万 US ドルの拠出義務を完了し、販売権
200 万トンを獲得するに至った。 

・JV パートナーである BOSS 社は PB 鉱区での埋蔵量把握
を契機として株式を上場。独立系生産者としての地位を確
立。 

(5)パノラマノース地域（カナダ・ブリティッシュコロンビア
州） 

・日本にとって重要な原料炭輸入先であるカナダ西部に位置
する。 

・地質構造と石炭賦存状況の把握を目的として、地質調査、
文化遺跡調査、トレンチ 2 箇所、コアボ－リング調査（5
孔、総掘進長 1,244.0m）を実施。 

・ASTM に基づく分析結果から高品位無煙炭が賦存するこ
とを確認した。 

・年度末までに 300 万カナダドルの拠出義務を完了したこと

資決定がなされ、開発段階に移行した。平成 28 年 6 月に

我が国企業へ譲渡した販売権について安定的継続的に行

使できる見通しとなり、石炭安定供給に大きく貢献するこ

ととなる。 

・アイザックプレーンズイースト地域 IPE 地区について、

埋蔵量把握などの調査結果に基づき、平成 30 年 1 月に露

天採掘の開発投資決定がなされ、開発段階に移行した。我

が国企業が石炭を調達する既存炭鉱の操業年数延長に寄

与する成果であり安定供給につながるものである。また、

今後我が国企業へのオフテイク・オプション権の引継ぎが

実現した場合（平成 30 年度に入札実施予定）、更なる安定

供給への貢献が期待される。 

・ボスピービー地域およびアイザックプレーンズイースト

地域における埋蔵量の把握とそれにともなう開発移行に

より、独立系生産者でもある JV パートナー（BOSS 社お

よび Stanmore 社）の経営基盤が強化されることとなっ

た。資源メジャーによる寡占化への楔という質的な成果を

得た。 

 

4. 過去に実施した海外炭開発可能性調査案件に係るヒアリ

ング回数については、平成 29 年度実績の指標に対する達

成度が 200%となった。 

・ミネルバサウス地域での調査結果等によりミネルバ炭鉱

南部未開発鉱区が生産段階に移行した結果、自主開発権益

量 100 万トン/年の積み増しになり、我が国への石炭の安

定供給に貢献した。 

 

5.石炭現場ニーズ等に対する技術支援事業については、我が

国企業と JOGMEC との共同スタディ 1 件を実施。「褐炭

コプロダクション型改質技術」は、ラージパイロットプラ

ントによる実証試験により、PCI グレードの改質炭と合成

油の製造が確認できた。以上の成果により褐炭利用と供給

源多様化につながる技術を構築した。 

 

ミネルバサウス炭鉱南部未開発鉱区が、平成 29 年 7 月

に生産を開始し、今後数年にわたり自主開発権益量 100

万トン/年の積み増しに寄与。JV 調査事業において、アイ

ザックプレーンズイースト地域 IPE 地区が開発段階に移

行したことは、我が国企業が石炭を調達する既存炭鉱の

操業年数延長に寄与する成果であり、また、獲得したオフ

テイク・オプション権の我が国企業への引継ぎ（平成 30

年度に入札実施予定）という将来のアウトカムに寄与す

る成果である。ボスピービー地域では譲渡した販売権の

安定的行使に資する未開発鉱区の開発移行が実現したほ

か、イースタンコール地域日系 JV 調査において予備的な

がら開発可能性を把握し開発移行への可能性が高まっ

た。これら成果は我が国への石炭安定供給に資する量的・

質的に顕著な成果であることから、当該事業の評定を S

とした。 
 

＜課題と対応＞ 

年 1 月に開発段階へ移行した。これを
受け、豪州独立系生産者への支援によ
る資源メジャー独占回避や、日本企業
のオフテイク量（80 万トン/年）の操
業年数 7 年延長決定を通じて、我が国
の石炭安定供給に貢献した。 

 
＜今後の課題＞ 
・我が国のエネルギー政策や民間企業の
ニーズを踏まえた調査実施地域の選定
を行うべく引き続き検討を行う。 
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から JOGMEC が 21％権益オプションを獲得。 
(6)アイザックプレーンズイースト地域（豪州・クイーンズラ
ンド州） 

・日本にとって重要な石炭輸入先である豪州クイーンズラン
ド州に位置する。 

・IPE 地区（露天採掘）および IP 地区（坑内採掘）におけ
る資源量および埋蔵量把握を目的として、IPE 地区におい
てボーリング調査（107 孔、総掘進長 4,290.09m）等、IP
地区においてボーリング調査（2 孔、総掘進長 146.52m）
および 3D 地震探査（面積 6.4 平方キロメートル、881 測
線）等を実施。 

・IPE 地区において、埋蔵量 1,100 万トン（採掘期間 7 年）
を把握したことから、平成 30 年 1 月に開発投資決定がな
され、開発段階に移行した。出炭開始は平成 30 年 7 月を
見込む。 

・年度末までに 300 万豪ドルの拠出を完了したことで、
JOGMEC が 150 万トンのオフテイク・オプション権を獲
得。出炭開始後の生産物に係るオフテイク・オプション権
について、我が国企業への引継ぎを実現するべく平成 30
年度に入札を実施する予定。 

(7)イースタンコール地域日系 JV 調査（豪州・クイーンズラ
ンド州） 

・日本にとって重要な石炭輸入先である豪州クイーンズラン
ド州に位置する。 

・露天採掘での開発を想定している地区での資源量の更新、
石炭性状把握および予備的経済性評価を目的として、ボー
リング調査（ノンコア 27 孔、コア 3 孔、総掘進長 1,545m）、
炭質評価、地質モデリング、資源量評価、スコーピングス
タディを実施。 

・スコーピングスタディの結果、経済的に操業できる可能性
を把握した。 

・年度末までに拠出義務を完了したことから、JOGMEC が
42.1％権益オプション（親 JV の 20.4185％権益オプショ
ン）を獲得。 

 
3-4 我が国企業への引継ぎ 
(1)ボスピービー地域（インドネシア） 
・2016 年 6 月に、日本企業に販売権を譲渡済み。平成 29 年
度の販売実績は 17 万トン。 

(2)アイザックプレーンズ地域（豪州） 
・平成 30 年 2 月～平成 31 年 3 月生産予定分 162,500 トン
について平成 30 年度中にオフテイク・オプション権譲渡
入札を実施予定。 

 
3-5 開発段階への移行 
(1)ボスピービー地域 
・2018 年 2 月、PB 鉱区新規開発に関する投資資金調達を目
的として JV パートナーがインドネシア株式市場に上場。
その結果、PB 鉱区の開発投資決定がなされ、開発段階に
移行。今後、生産規模の拡大や操業安定性の向上が見込ま
れ、石炭安定供給に貢献する見通し。 

(2)アイザックプレーンズイースト地域 
・2018 年 1 月、IPE 地区（露天採掘）について環境認可を
取得し、開発段階に移行。2018 年 3 月、採掘権を取得し
た。2018 年後半に生産段階に移行する見込み。IP 地区（坑
内採掘）については 2020 年初頭出炭にむけた FS 調査が
進展中。 

 
4. 過去に実施した海外炭開発可能性調査案件に係るヒアリ
ング回数(2 回／年) 

・調査案件の企業探鉱・開発の進捗に応じて四半期ごとに計
4 回のヒアリングを実施した。 

・特に、ミネルバサウス地域（豪州、平成 28 年度、双日）、
GDM 炭鉱地域（インドネシア、平成 27～28 年度、三井松
島産業）、ドラモンド炭鉱地域（コロンビア、平成 26～28
年度、伊藤忠商事）について、開発あるいは生産段階移行
への実績あるいは進展見通しを把握。 

 
4-1 石炭安定供給に寄与する見通し 
(1)ミネルバサウス地域（豪州） 
・ミネルバ炭鉱南部未開発鉱区が 2017 年 3 月に開発段階に
移行し、2017 年 7 月に生産が開始された。日本にとって
最大の石炭供給国である豪州での JOGMEC 支援案件が
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100 万トン/年の規模で生産を開始したことは、今後数年に
わたり自主開発権益量 100 万トン/年の積み増しとなり、
我が国への石炭の安定供給に貢献。 

(2) GDM 炭鉱地域（インドネシア） 
・インドネシアにおいて他国企業による成功事例が無く、同
国初となる坑内機械化採炭による開発に向けた準備が着
実に進展。平成 31 年度に試験採炭が実施され、その結果
等に基づき事業化可能性調査が実施される予定。調査結果
が良好であった場合、開発投資が決定され開発段階に移行
することとなる。 

(3)ドラモンド炭鉱地域（コロンビア） 
・新規ピット開発投資判断のための事業化可能性調査が実施
されている。調査結果が良好であった場合、開発投資が決
定され開発段階に移行することとなる。 

 
5.石炭現場ニーズ等に対する技術支援事業 
・我が国企業の権益確保、引取権の確保等安定供給に資する
ため、探査・開発段階での技術的課題の解決等を支援する
事業として、平成 27 年度に制度を創設し、我が国企業と
JOGMEC との共同スタディ 1 件「褐炭コプロダクション
型改質技術」を採択し実施。 

 
5-1、5-2、5-3 
・平成 29 年度に実施した「褐炭コプロダクション型改質技
術」は、現在開発中の褐炭改質のプロセス技術（改質炭・
合成油の製造）をインドネシア褐炭に適用させる技術開発
であり、褐炭利用と供給源多様化につながる企業ニーズに
沿った支援となっている。平成 29 年度の共同スタディで
は、改質炭の商品設計の深耕を行い、改質炭は実使用の低
揮発分 PCI 炭と比較し、搬送性、燃焼性、ガス化反応性等
の点において優れることが明らかになった。また、合成油
の水素化を進めることでディーゼル燃料への展開が可能
となった。製造プロセスの検討および事業性検討では、液
体燃料を鉱山で自家使用するケースで EPC コストを求
め、事業化が成立する最小の規模を検討し、詳細 FS につ
ながる成果を得た。 

・我が国企業のニーズが高いインドネシアの高品位環境炭資
源の開発に寄与する高地下水位軟弱地盤における採掘技
術支援を予定していたが、相手方インドネシア企業の方針
転換により案件実施に至らなかった。 

 ②リスクマネー供給 
・我が国企業の海外石
炭資源権益確保の支援
のため他政府機関と連
携し供給源多角化を視
野に探鉱・開発事業に
出資・債務保証での適
切効果的な金融支援を
実施。  
・リスクマネー供給は
企業申請に基づき迅速
厳正に審査しプロジェ
クト進捗の詳細把握、
定期的評価を実施、事
業継続、終結等の機動
的適切な決定。 
・申請受付後採択決定
まで 4 週間以内（国と
の協議期間除く）。 

②リスクマネー供給 
・我が国は世界最大級
の石炭輸入国で今後、
世界的な石炭需要増
加が見込まれ、新興国
の石炭輸入増大によ
り、石炭資源獲得競争
激化が見込まれる。石
炭は安定したベース
電源燃料、製鉄プロセ
ス等使用原料として
重要性が高い資源だ
が、石炭資源探鉱は事
業リスクが高く開発
から生産までの期間
が長く多額の資金が
必要。 
そのため既存供給国・
地域との関係強化、こ
れまで開発・権益獲得
に取り組まなかった
国からの調達も視野
に石炭資源の安定的
供給確保のため出資・
債務保証でのリスク
マネー供給を実施。 
・リスクマネー供給で
は企業ニーズを踏ま
え供給源多角化を視
野に他政府機関との
連携も必要に応じて
実施し適切効果的金

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

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1. コンサルテーション
社数(19 社/年) 

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

1-2 他事業との連携を
図りプロジェクト組
成に向け努力。 

1-3 事業者の新規ニー
ズ発掘。 

1-4 案件採択に向けて
守秘義務契約締結、適
切な情報提供。 

1-5 案件採択での様々
なリスクの適切な洗
出し、十分な検証。 

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

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

②リスクマネー供給 

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

1-1,1-3 石炭価格変動が激化し我が国企業が新規案件への投
資に慎重な中、潜在的優良案件の発掘に向けエネルギー・
鉄鋼・商社等の 26 社（計画 19 社）と頻繁なコンサルテー
ションを実施。 

1-1 大手企業による優良資産売却事例、および JOGMEC に
よる豪州 NSW 州との MOU 調印（平成 29 年 9 月）、支援
制度改正検討等を材料として各社と議論を行い、投資の促
進を図った。 

1-1  
1-2 豪 QLD 州との協力枠組み（平成 28 年 11 月 MOU 再締
結）を活用し、支援制度（海外投資セミナー、JV 調査他）
との組合せ等により案件組成に向け検討。 

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

1-4,1-5 豪州債務保証候補案件 1 件（平成 28 年 11 月 CA 締
結済み）については、我が国企業と JOGMEC 債務保証制
度を利用した開発案件の権益取得に係る参入スキーム検
討。平成 29 年 7 月、我が国企業と JOGMEC 職員により
現地視察実施。現地の作業・許認可進捗、相手企業の経営
状況等についてヒアリング実施。その他我が国企業に対し
操業契約や技術情報レビュー及びリスクの洗い出し、情報
提供を行いつつ、適切に参画交渉をフォロー。特に本案件
の開発計画に対し本格的に技術的・法的なレビューを実施
し、結果を一部当社と共有。平成 29 年度末現在、我が国
企業による最終権益取得交渉継続中。我が国企業から石炭
開発事業経験職員を擁する JOGMEC の技術評価、契約レ

② リスクマネー供給：B 

 
＜評定と根拠＞ 
定量的指標のコンサルテーション実施に係る平成 29 年度実
績の指標に対する達成度が 137%。 
 
・石炭価格のボラティリティ激化に伴い、民間企業が新規投
資に慎重となる中、潜在的優良案件の発掘に向け 26 社(計
画 19 社)とコンサルテーションを実施、個別案件の発掘の
他、新制度ニーズ把握、案件に対する制度利用の打診等、
民間企業に応じたきめ細かい支援を実施。 

・採択には至っていないが相談案件はあり、うち 2 件につい
ては守秘義務契約を締結し、民間企業と案件組成に向けた
リスクの洗い出し、データの検証、情報提供を行った。 

・特に、豪州債務保証候補案件においては、我が国企業と
JOGMEC 債務保証制度を利用した開発案件の権益取得
に係る参入スキーム検討。平成 29 年 7 月、我が国企業と
JOGMEC 職員により現地視察実施。現地の作業・許認可
進捗、相手企業の経営状況等についてヒアリング実施。そ
の他我が国企業に対し操業契約や技術情報レビュー及び
リスクの洗い出し、情報提供を行いつつ、適切に参画交渉
をフォロー。特に本案件の開発計画に対し本格的に技術
的・法的なレビューを実施し、結果を一部同社と共有。平
成 29 年度末現在、我が国企業による最終権益取得交渉継
続中。我が国企業から石炭開発事業経験職員を擁する
JOGMEC の技術評価、契約レビューにおける貢献につき
高評価を取得。 

・また経済産業省と連携、石炭需給及び支援ニーズを把握す
るため、大手石炭ユーザー(電力会社・セメント会社）、商
社、エネルギー会社を対象とした企業ヒアリング実施。 

・NSW 州との MOU 締結による現地で操業する我が国企業
の課題解決、案件検討など、アウトカムを意識した安定供

② リスクマネー供給 
 

＜評定に至った理由：（１）②＞ 
・平成 28 年 11 月に豪州ニューサウスウ
ェールズ州の債務保証候補案件として
豪州企業と Confidentiality 
Agreement（以下、CA)契約を締結し
た案件については、平成 29 年７月、
日本企業とともに現地において、作
業・許認可の進捗や相手企業の経営状
況等の把握に努め、民間企業の開発支
援を実施したことは高く評価。 

 
・平成 29 年 8 月に豪州クイーンズラン
ド州の探鉱出資候補案件として豪州企
業と CA 契約を締結した案件について
は、平成 29 年 10 月、日本企業ととも
に現地において、作業・許認可の進捗
の把握や掘削現場での検証等を行い、
民間企業の開発支援を実施したことは
高く評価。 

 
＜今後の課題＞ 
・石炭価格のボラティリティの激化等に
より、民間企業の新規投資が慎重とな
る中、潜在的な優良案件を的確に把握
し、支援を検討していくことが重要。 

 
＜その他事項＞ 
・石炭価格が下落し、投資件数が下がっ
ていることを踏まえた評価を実施。 
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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。 
・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）。 

ビューにおける貢献につき高評価を取得。 
1-4,1-5 豪州探鉱出資候補案件（平成 29 年 8 月 CA 締結）に
ついては、我が国企業と JOGMEC 探鉱出資制度を利用し
た探鉱案件の権益取得に係る参入スキーム検討。平成 29
年 10 月、我が国企業と JOGMEC 職員により現地実査を
実施。現地の作業・許認可進捗、相手企業 CEO とのマネ
ジメントミーティング、コア掘削現場での検証等実施、我
が国企業と意見交換。その後、同社は事業参入を果たし、
探鉱事業実施中。 

1-4,1-5 銀行の資源案件向け融資厳格化の動きの中、豪州主
要銀行と面談を行い、各行の資源関連案件に対する与信方
針等について議論実施（平成 29 年 6 月）。 

1-6 コンサルテーションを通じた制度や運用ニーズのヒア
リングの実施。 

1-7 石炭価格の下落後、価格が回復しているが、平成 29 年
度は石炭大手企業による生産案件売却が継続しており、石
炭の安定供給先を確保する機会となっている。これら新規
権益買収・譲渡案件の情報・動向を海外事務所等とも連携
して速やかに把握し、民間企業の案件候補の検討材料とし
て活用。 

給先確保に備えた準備を行っている。 
 
 

以上、価格や市況等の厳しい外的要因、民間企業のスタン
スもある中、内容面で一定の成果を上げたものの、案件採
択に至っていないことから、当該事業の評定を B とした。 

 
 

＜課題と対応＞ 

 

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

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

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

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

①首脳・閣僚資源外交の
支援強化、機構トップ
による資源外交強化 

〔定量的指標〕 
1.協力枠組み進展(6 件)
協力枠組みの新規構
築 

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

1-2 政府取組の補完的
な役割を担う MOU。 

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

1-4 政 府 レ ベ ル の
MOU 締結等資源国
との協力関係の構築
に貢献。 

 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関
係強化 

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

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

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

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

〔評価の視点〕 
3-1 研修生や相手国政
府等からの高評価や

（２）資源国等との関係強化 
Ⅰ．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、
平成 29 年度においては、ベトナム地質構造調査、モザンビ
ーク人材育成、モザンビークマスタープラン、豪州クイーン
ズランド州セミナー、インドネシア研修、コロンビア研修、
コロンビアセミナー、コロンビア情報交換、ロシア沿海地方
セミナーの 9 件の協力枠組みを進展。 
 また、豪州ニューサウスウェールズ州政府との間で協力枠
組みの MOU を新たに締結。この MOU は、同州における石
炭開発プロジェクトに関し、積極的に意見交換する包括的・
戦略的なパートナーシップを構築し、JV 調査組成等を促進
していくもの。このほか、平成 30 年度からの共同調査案件
実施に向けて、モザンビーク鉱物資源エネルギー省との間
で、同国テテ地域を対象とする MOU を締結した（前掲）。
また、ベトナム政府企業 VINACOMIN との間で、同国クア
ンニン炭田地域を対象とする MOU を締結した（前掲）。 
・6 月に、エリガ炭に関するセミナーを東京で開催し、日露
資源外交に貢献し、日ロ両国政府から高い評価を得た。本セ
ミナーは、2016 年 12 月、安倍総理大臣・プーチン大統領立
会いのもと締結された「エリガ炭コンプレクス発展分野にお
ける協力に関する日本国経済産業省とロシア連邦エネルギ
ー省との間の協力覚書（MOC）」に基づき開催。 
・コロンビア鉱山エネルギー省との協力枠組みに基づき、11
月に同省技術者を日本に招聘し、坑内掘現場にて意見交換を
実施したほか、平成 30 年 3 月に同国のボゴタで同省と閉山
計画セミナーを共催。これらによって、世界第 4 位の石炭輸
出国であるコロンビアとの関係緊密化を実現。 
1-1、1-3 資源産出国との間において人材育成支援やクリーン
コールタウン事業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（覚書）も、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。 
 
Ⅱ．わが国技術力を活用した資源国との関係強化 
2.ベトナム、インドネシア、中国研修 
・石炭関連技術の指導、普及事業に係る覚書を各産炭国（ベ
トナム、インドネシア及び中国）と 2～3 月に締結し研修事
業を開始。日本で実施した研修では、産炭国の炭鉱管理者、
炭鉱技術者及び保安管理者を対象に、ベトナムの研修 5 コー
ス年間計 23 機関 74 名、インドネシアの研修 2 コース年間
計 13 機関 20 名、中国の研修 3 コース年間計 27 機関 52 名
が修了。合計 146 名に対する研修を実施。日本から講師を派
遣した現地研修では、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 2 か所でセミナー研修を、
延べ 8,422 名に対して実施。 
・2-1、2-2 ベトナム研修では、運営委員会事前協議の場で

（２）資源国等との関係強化：A 
＜評定と根拠＞ 
Ⅰ．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）の新規構築については、
平成 29年度実績の指標に対する達成率は 300%となった。 

 
・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（覚書）も、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、次の 3 件は政府の資源外交戦略
に沿った MOU となっている。 

・ベトナムについては、偏在性・希少性が高く高カロリーな
無煙炭について、開発に至った場合の優先交渉権を獲得し
たほか、調査結果に対して、同国政府から高い評価を得て
おり、関係が強化されている。ベトナム無煙炭の主要生産
者である VINACOMIN との継続的関係強化は、無煙炭の
供給障害リスク緩和に寄与。 

・モザンビークについては、石炭産業 5 カ年発展プランにお
ける海外地質構造調査、人材育成、マスタープラン作成を
着実に実施し、人的ネットワーク構築、協力関係構築に大
きく貢献。平成 30 年 2 月に締結した MOU は、新たな石
炭ポテンシャル地域の発掘と石炭資源量の評価を目的と
した共同調査を行うためのもの。粘り強く交渉した結果、
良質原料炭の新規大規模開発の余地が残る唯一のフロン
ティア地域であるテテ地域において、同政府が管理する 9
鉱区（300,000ha＝東京都の 1.5 倍の面積）の排他的交渉
権を獲得。 

 同国に対する海外地質構造調査、人材育成、CCT は、我
が国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。 

・日本の最大の石炭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協力枠組みでは、共同で 1 件の投
資促進セミナーを開催するなど、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、豪州ニュ
ーサウスウェールズ州政府との間で、新たに協力枠組み
を構築した。 

 
 
Ⅱ．わが国技術力を活用した資源国との関係強化 
2.ベトナム、インドネシア、中国研修については、平成 29 年
度実績の指標に対する達成率が受入 133%、派遣 168%と
なった。ベトナム、中国の研修では、同国より指導者の育
成に寄与していると高い評価を得た。また、日本企業が権
益を持つ東カリマンタン州にある炭鉱においてインドネ
シア初となる坑内掘大型機械化採炭を取り入れる開発に
貢献するとともにインドネシア政府の産業施策にも貢献。 

 
3.モザンビーク研修については、平成 29 年度実績の指標に
対する達成率が受入研修 240%、派遣研修 173%となった。 

（２）資源国等との関係強化 
 
＜評定に至った理由：（２）＞ 
・平成 29 年度は、協力枠組の定量目標
を上回る新規３件（目標１件）、進展
９件（目標７件）を実施したことは高
く評価。具体的には以下の通り。 

 
・平成 30 年 2 月、モザンビーク政府と

MOU を締結。良質原料炭の新規大規
模開発の余地が残る唯一の地域である
テテ地域で同国政府が管理する 9 鉱区
（30 万ヘクタール）について排他的
交渉権を獲得。我が国の石炭安定供給
に貢献。【新規】 

 
・平成 30 年 3 月、ベトナム政府出資会
社 VINACOMIN と MOU 締結。偏在
性・希少性が高い無煙炭について、共
同調査の実施により開発可能な石炭資
源が把握され、開発に至った場合に
JOGMEC が優先購入権を獲得。我が
国の石炭安定供給に貢献。【新規】 

 
・平成 29 年 9 月、豪州ニューサウスウ
ェールズ州との間で資源政策等に関す
る意見交換等を内容とする MOU を締
結。同州での JV 調査組成、リスクマ
ネー供給案件組成等を図る上で重要。
【新規】 

 
・日露政府間の「エリガ炭コンプレクス
発展分野における協力に関する協力覚
書（MOC)」に基づき、平成 29 年６
月に JOGMEC がエリガ炭に関するセ
ミナー等を実施。我が国の石炭供給源
の多角化に貢献。【進展】 

 
＜今後の課題＞ 
・我が国のエネルギー政策や民間企業の
ニーズを踏まえ、引き続き資源国等と
の関係強化を図る。 
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が必要となることが予
想される。このため、
将来的な参入可能性が
見込まれる資源ポテン
シャルのある地域との
協力を進める。 

ニーズを踏まえた石
炭関連技術の実証・普
及事業を実施する。 
・産炭国との重層的な
関係強化のために、石
炭関連業務でこれま
で蓄積してきた知見
やネットワークを活
用し、ベトナム、イン
ドネシア等のアジア
における産炭国の炭
鉱技術者に対し、生
産・保安技術等に関す
る炭鉱技術の効果的
な移転を行い、資源国
との関係を強化する
ことにより我が国企
業の権益獲得を支援
する。 
 
③フロンティア国・地
域との資源外交の展
開 
・石炭資源の賦存に関
する地質情報が不足
する等これまで我が
国企業の参入が無か
った若しくは遅れて
いるものの、我が国企
業の将来的な参入可
能性が見込まれるフ
ロンティア国・地域に
おいて機構が先行的
に調査・協力事業を実
施する。 

名以上の研修生に産炭国
での研修を行う。実施に
当たっては、要望なども
踏まえ、相手国政府機関
等からの評価が得られる
研修内容となるよう努
め、資源国等との関係強
化に貢献する。 
 
③フロンティア国・地域
との資源外交の展開 
・有望な産炭国であるモ
ザンビークにおいて、同
国の石炭関連産業ニーズ
及び我が国の技術シーズ
を有機的に結びつけた、
モザンビークと共同で策
定した石炭関連産業のマ
スタープランについてフ
ォローアップを実施す
る。 

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。 

 
③フロンティア国・地域
との資源外交支援 

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

〔評価の視点〕 
4-1 産炭国の高評価等、
特筆すべき成果。 

4-2 マスタープランに
おいて、我が国企業が
有する技術が活かせ
る。 

〔アウトカムの視点〕 
4-3 供給源の多角化に
資する国・地域か。 

VINACOMIN 副総裁から、「今後、坑内掘りの国内炭に対す
る比率が 2015 年の約 6 割から 2030 年には約 8 割に増加
する見込みのなかで、VINACOMIN としては、本事業を高
く評価しており、引き続き良好な関係を継続して参りたく、
今後とも支援・協力をお願いする。」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地質･鉱
物･石炭人材開発センター長から、運営委員会の場で、「研修
事業は我が国石炭産業にとって有益であり、永年にわたる
JOGMEC の協力・支援に心より感謝している。本事業の継
続を切に希望する。」との発言があった。 
・中国の国家安全生産監督管理総局国際交流合作センター長
から運営委員会で、「本事業が開始された 2002 年当初、炭鉱
事故死亡者数は 6,995 人であった。しかし、2017 年におい
ては 375 人と死亡者が 18 分の 1 まで大幅に減少し、この要
因の一端を本研修事業が担っていると言える。中国は現在、
保安監督管理に着目し、炭鉱での保安と事故の軽減が大きな
課題のひとつであるため、炭鉱死亡者数の減少は中国にとっ
て大きな成果である。センターを代表し、感謝を表明した
い。」と発言があった。 
3.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、3 月に年次計画書を MIREME と署名し、研修事業を
MIREME と共同で実施。モザンビーク技術者等 12 名を日
本に 5 月 5 日～6 月 2 日の間、受け入れて研修を実施。ま
た、9 月 22 日～10 月 13 日の間、日本専門家をモザンビー
クに派遣して 26 名の現地技術者に対する研修を実施し、研
修生の技術向上、同国との関係強化等に貢献した。 
・モザンビーク日本受入研修において、管理研修部と連携し
石油部門の研修事業が行われている技術センター（TRC）を
活用して研修を実施。 
・モザンビーク海外派遣研修においては、JOGMEC ボツワ
ナリモートセンシングセンターと連携し、金属部門が保有す
る豊富な知識・経験を活かし、リモートセンシング研修を効
果的に実施。また、平成 26 年 7 月に署名交換された Vale 社
との覚書に基づいて、Vale 社が操業する Moatize 炭鉱を研
修現場として提供を受けるなど研修において連携を図った。 
3-1、3-2 研修生 12 機関 38 名のアンケート結果では、研修
カリキュラムの充実や継続希望が多数寄せられているほか、
MIREME 計画協力局長から「日本受入・専門家派遣研修に
より地質調査技術者や石炭資源を有効活用するにあたって
の人材が育成され続けており、これら研修成果に大変満足し
ている」との高い評価を得た。 
 
 
Ⅲ．フロンティア国・地域との資源外交の展開 
4-1,4-2,4-3 
マスタープランの策定に係る協力枠組みに基づき、同国政府
と計画を策定した事業のうち､バイオコールブリケット
（BCB）事業が、森林破壊抑止､炭鉱会社の CSR 活動への貢
献等の観点から政府､炭鉱会社の事業化への要望が高く、
BCB 実証プラント試験の事前調査を目的としたフォローア
ップ調査に関する MOU を 4 月 24 日に締結し、これに基づ
き、実証試験プラント試験実施のために必要な事前調査を実
施した。前年度まで BCB 製造における最適な原料種類、原
料の混合割合、原料水分等を決定し、プラント立地、実施ス
キーム等の追加調査を行い、BCB 実証プラント試験を円滑
に推進・実施できるよう準備を進めていた。平成 29 年度は、
前年度のフォローアップ調査結果を踏まえた BCB 実証プラ
ント試験の関連法規･許認可手続､税制･免税手続､立地､詳細
実施計画他の追加調査を実施した。 

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

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

 
 
 

内容面においても上記のとおり、インドネシア、ベトナ
ム、モザンビーク、豪州、コロンビア、ロシアなどの主
要産炭国において、協力枠組みにおける各種事業の進展
がなされ高い評価が得られている。またこれらの事業等
を通じ、各産炭国との協力関係の強化に大きく貢献して
おり、量的及び質的に顕著な成果を上げたことから、当
該事業の評定を A とした。 

 
 

 (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・

(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

(3)情報収集・提供 
・①政府の資源外交戦略
の検討・立案、②我が国企
業の探鉱・開発関連技術
戦略の検討・立案に貢献
するため、アンケート調
査等でニーズを把握した
上で、産炭国の炭鉱開発
事業、インフラ整備事業
及び石炭政策に係る最新
動向等、消費国及び産炭
国の石炭需給や政策等に

＜主な定量的指標及び
評価の視点＞ 

〔定量的指標〕 
1.石炭開発高度化等調
査件数（9 件/年） 

〔評価の視点〕 
1-1 海外コンサル等を
活用した情報収集実
施。 

1-2 供給源多角化また
は安定供給上の課題
解決に資する国・地域

（３）情報収集・提供 

＜主要な業務実績＞ 
1.石炭開発等高度化調査 
・海外炭開発高度化等調査については、我が国企業及び政策
当局のニーズを踏まえ、関係部署等と調整した上で、産炭
国の需給見通し、石炭政策、探鉱・開発状況等に係る下記
8 テーマを実施。 

①｢地球温暖化を含む環境問題の動向及び石炭事業への影響
調査｣ 

②｢インドの石炭火力発電計画の動向と一般炭輸入動向調
査｣ 

③｢インドネシアにおける長期電力計画の進捗と石炭輸出動

（３）情報収集・提供：B 
＜評定と根拠＞ 
1.石炭開発高度化等調査については、調査実施件数のアウト
プットの指標に対する達成度が 114%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。 
  全ての調査について、企業ニーズを踏まえたテーマ選定
を実施しており、また我が国企業の関心が高い国・地域に
関する調査である。左記④、⑥は供給源の多角化に資する
調査、①、②、③、④、⑤は現地石炭関係者とネットワー
クを構築した調査、⑦は海外事務所を活用した調査であ
る。 

 

（３）情報収集・提供 
 
＜評定に至った理由：（３）＞ 
・世界の主要産炭国、消費国の長期的な
石炭需給動向、需給リスク、鉱山寡占
化、輸送インフラ、石炭市場、石炭政
策、環境政策等について情報収集及び
調査を実施し、2,000 件を超える海外
石炭情報（前年度比約 60%増）を機構
ホームページに掲載し、広く情報提供
を実施するとともに、海外事務所のネ
ットワークを活用し、豪州石炭輸送削
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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。 
 

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。 

係る最新の動向調査を 9
件以上実施し、タイムリ
ーに情報提供を行う。ま
た、調査を通じて得られ
た人的ネットワークを今
後の調査活動に活かして
いく。 
・企業や政策当局の意向
を踏まえ、我が国企業等
がビジネス展開につなげ
られる情報を提供するた
めの報告会及びセミナー
を 5 回以上実施する。 
・報告会及びセミナーに
対する評価については、
アンケート調査を実施
し、肯定的評価を平均で
75%以上取得する。 

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（5 回/年） 

2②報告会及びセミナ
ー肯定的評価（平均
75%）。 

2③メルマガ発信回数
17 回) 

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

2-2 情報提供に対し企
業等から高評価獲得。 

2-3 情報提供による企
業のビジネス展開。 

2-4 情報提供による日
本政府の石炭戦略策
定への貢献。 

2-5 関係事業者が必要
な情報への容易なア
クセス。 

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

2-7 読者の利便性を高
める取組。 

2-8 情報収集及び提供
に対する体制強化。 

 

向調査｣ 
④｢コロンビア産石炭の輸出可能性・競争力等調査｣ 
⑤｢中国の石炭及び鉄鋼産業の過剰生産能力解消政策が原料
炭需給に及ぼす影響等調査｣ 

⑥｢ロシア沿海地方の石炭投資環境調査｣ 
⑦｢豪州ビクトリア州の石炭投資環境調査｣ 
⑧「世界の石炭事情調査」 

産炭国 16 か国の石炭事情（需給動向、石炭政策、石炭開
発動向、輸送インフラ）を毎年内部調査。日本企業の評価
も高く、150 社以上に報告書を配布。 

1-1 ⑦は海外コンサル等を活用した調査。 
1-2 ④、⑥は供給源の多角化に資する調査。 
1-3、1-6 全ての調査について、企業ニーズを踏まえたテー
マ選定を実施し、我が国企業の関心が高い国・地域に関す
る調査。 

1-4 ①～⑤は現地調査等を実施し、現地石炭関係者とネッ
トワーク構築。 

1-7 平成29度調査の先行成果報告会終了後のアンケートで
は 100%という高い肯定的評価を取得。 

 
2.調査報告会及び情報提供等 
①報告会及びセミナーを計 6 回実施。 
豪州 QLD 州の資源の状況と投資機会に関する QLD 州政府
による説明（4 月、シドニー）、平成 28 年度調査事業成果
報告会(6 月、東京)、エリガ炭鉱の開発プロジェクトの概況
に関する Mechel Mining Management Company 社によ
る説明(第 18 回石炭投資促進セミナー、6 月、東京)、資源
プロジェクトの評価と投資決定へのインパクトに関する
SRK Consulting 社による説明(第 19 回石炭投資促進セミ
ナー、9 月、東京) 、ロシア沿海地方の石炭等鉱物資源・
投資環境・輸送インフラ等の概況に関する沿海地方政府に
よる説明(第 20 回石炭投資促進セミナー、11 月、東京)、
平成 29 年度調査事業先行成果報告会(3 月、東京) 

また経済産業省に対し、石炭市場動向、石炭需給動向などを
配信。 

②報告会及びセミナー終了後のアンケートでは平均で 99%
という高い肯定的評価を取得。 

③メールマガジンについては、年度内で 23 回配信。 
④リンク集については、インド、インドネシア、コロンビア
の計 3 件を実施。 

2-1 報告会及びセミナーの内容については、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
570 名から約 620 名に増加。年度内で 23 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。 

 
 

 
 
 
 
2.調査報告会及び情報提供等 
 報告会及びセミナーのアウトプット指標に対する達成度
は以下となった。 

① 報告会及びセミナー回数：120% 
② 肯定的評価：132% 
③ メールマガジン発信回数：135% 
④ リンク集掲載：150% 
  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。またメールマガジンや石炭
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、内容面においても一定の成
果を上げたが、前年度の業務実績（A）から顕著な躍進は
みられなかったことから、当該事業の評定を B とした。 

 
 
 
 

＜課題と対応＞ 

 

減問題等について政策当局に対してタ
イムリーに情報提供を行ったことは高
く評価。 

 
＜今後の課題＞ 
・石炭価格のボラティリティが激化して
いる中、市況変動要因を的確に把握・
分析していくことは重要。 

 

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

３．地熱資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３． 地熱資源開発支援 

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

（個別法条文など） 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第３号、第５号、第６号、第

７号、第８号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

資源確保への対応、技術開発：0277、0211 

※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)地質構造調査に対する
助成金の交付件数 
（計画値[中期全体]） 

15 件以上 
中期目標期間末 

 
8 件 8 件 8 件 8 件 4 件 

予算額（千円） 
16,014,221 20,907,658 19,595,655 18,444,115 16,713,860 

（実績値[累計値]）   10 件[10 件] 10 件[20 件] 11 件[31 件] 10 件[41 件] 9 件［50 件］ 決算額（千円） 4,975,269 6,396,502   9,160,350 12,057,924 14,217,259 

（達成度[進捗度]） 
  125%[67%] 125%[133%] 138%[207%] 125%[273%] 

225%
［333%］ 

経常費用（千円） 1,700,386  4,102,303 5,125,901 7,794,021 10,743,864 

(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 か所 7 か所 7 か所 7 か所 7 か所 
経常利益（千円） 

     199    14,172 -164,205 783,801 94,416 

（実績値[累計値]）   8 か所 9 か所 9 か所 7 か所 10 か所 
行政サービス実施コスト

（千円） 
     

（達成度[進捗度]）   114% 129% 129% 100% 143% 従事人員数（人） 19.51 21.60 25.31 27.69 29.43 

 (3) 補助制度活用事業の探
査段階移行件数（計画値） 

4 件 
中期目標期間末 

 ― ― ― ― ―[4 件]       

（実績値）   0 件 2 件 0 件[2 件] 1 件[3 件] 2 件[5 件]       

（達成度）[中期目標期間]   [0%] [50%] [50%] [75%] [125%]       

(4)空中物理探査等の広域
地質構造調査等の実施数 
（計画値） 

年度計画で 

定める調査数 

 

2 件 4 件 

東北 2 地域
をはじめと
する国内数

か所 

北海道 2 地
域をはじめ
とする国内
数か所 

（5 地域） 

中部地域等の
国内 3 地域 

      

（実績値）   2 件 3 件 5 地域 7 地域 3 地域       

（達成度）   100% 75% 100% 140% 100％       

(5) コンサルテーション等

の実施（計画値） 

年度計画時 

想定回数 

 

― ― ― 50 件 50 件       

（実績値）   ― ― ― 81 件 70 件       

（達成度） 
  ― ― ― 162% 140%       

(6)プロジェクトリスクマ

ネー供給件数（計画値） 

前年度中に相談を

受けていた採択に

至ると想定される

案件数以上 

 
1 件 1 件 1 件 1 件 ― 

      

（実績値）  
 2 件 1 件 1 件 1 件 ―       

（達成度） 
  200% 100% 100% 100% ―       

(7) 採択決定期間（計画

値） 

申請後 4
週間以内 

 

4 週 4 週 4 週 4 週 4 週 
      

（実績値）   4 週 4 週 4 週 3 週 ―       
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（達成度） 
  100% 100% 100% 133% ―       

(8)国際会議への参加数 

（計画値） 

年度計画時 

想定回数 

 

1 回 1 回 3 回 5 回 6 回       

（実績値）   1 回 3 回 7 回 9 回 9 回       

（達成度） 
  ― 300% 233% 180% 150%       

(9)地熱先進国との情報交

換回数（計画値） 

年度計画時 

想定回数 

 

― 1 回 3 回 3 回 3 回       

（実績値）   ― 3 回 10 回 7 回 11 回       

（達成度） 
  ― 300% 333% 234% 367%       

(10)一般向けセミナーアン

ケートでの肯定的評価（計

画値） 

75%  
75% 75% 75% 75% 75％ 

      

（実績値）   82% 91% 95% 92% 94％       

（達成度） 
  109% 121% 127% 123% 125％       

 

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

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

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

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減
等に向けた支援強化 
・国内地熱資源開発を
計画・実施する法人へ
初期調査リスク低減の
ため、調査費用の一部・
全部を助成（対象事業・
助成率は国が定める）
して地熱開発促進。助
成金交付では対象事業
の採択決定・プロジェ
クト管理での厳正さ確
保、迅速対応。 
・空中物理探査等の広
域地質構造調査を北海
道、東北、九州等で実
施、高地熱資源ポテン
シャル地域の把握、取
得調査データを機構ホ
ームページ等で広く提
供、国内地熱調査を促
進。 
・助成制度では、地熱開
発計画・実施法人を対
象に制度説明会を毎年
全国 7 か所以上で実
施、機構の地熱開発支
援制度の周知、新規案
件発掘し、中期目標期
間内で助成事業 15 件
以上実施。当該助成制
度活用事業の結果を十
分検証し 4 件以上探査
段階に移行。 

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減
等に向けた支援強化 
○地熱資源調査段階の
プロジェクトを探査段
階以降へ進捗させるた
め、具体的に以下の業務
を実施する。 
・経済産業省が主催す
る助成金制度説明会や
自治体連絡会などと連
携し、新規案件発掘につ
ながる説明を実施する
とともに、事業者の案件
形成に資するコンサル
テーションを実施する
（50件）。また、自治体
に対し、適宜専門家を派
遣して、適正な資源管理
強化に向けた支援を行
うとともに、自治体から
の問い合わせ等に対し、
技術的な助言等を行う
（10件）。 
・地熱ポテンシャル及
び調査計画の妥当性や
利害関係者との合意形
成等を適切に審査し、地
域共生型プロジェクト
やエネルギー安定供給
に一層貢献する大規模
開発プロジェクト等の
地質構造調査等へ助成
金を交付（大規模開発 4
件を含む 26 件うち新規
8件）する。 
・助成金の交付にあた
っては、事業者の希望す
るタイミングで採択・事
業の開始が行えるよう、
申請受付後 30 日以内に

(1)資源確保への対応 
①初期調査リスク低減等に向
けた支援強化 

＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

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

２．適切な資源管理強化に向
けた支援（10 件/年） 

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

４．探査段階への移行件数（4
件/中期計画） 

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

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

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

3-2 規程で定める期間内に交
付決定を実施。 

4-1 リスク低減等により地熱
開発事業支援に結びついた
か。 

5-1 国立・国定公園を含む等、
我が国企業等の関心の高い
地域か。 

5-2最新探査技術を導入し、探
査支援を実施したか。 

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

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

  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、地方経済産業局や地方自治体との連携の下、全国 10
か所で説明会を開催。その他、事業者ヒアリングや助成金
に係る照会等含めコンサルテーションを実施。 

1-1 目標 50 件に対して、合計 70 件のコンサルテーション
を実施。新規助成金案件の組成に貢献。 

２．適切な資源管理強化に向けた支援 
2-1 適切な地熱資源開発のために JOGMEC が事務局とな
り、設立した地熱資源開発アドバイザリー委員会を年間で
4 回開催。加えて、自治体からの助言要請に応え、技術的
な助言や、専門家の派遣要請に対する支援を実施（8 件）。 

３．地質構造調査に対する助成金の交付 
3-1 27 件(新規案件：9 件、継続案件：18 件、うち 2.5 万

kW 以上の発電を目指す大規模案件：5 件)を採択。 
3-2 事業者による速やかなプロジェクト実施に貢献するた
め、採択案件については全ての案件で申請受付後 30 日以
内（平均 21 日）に交付決定を実施。新規エリアのプロジ
ェクト拡大及び、新たな開発事業者の参入促進に貢献。 

４．探査段階への移行件数（4 件/中期計画） 
3-3,4-1 平成 24 年度より助成金を交付した「小安」地域が探
査段階へ移行。 

4-2 既存案件である「松尾八幡平」地域において建設工事が
着手。「奥尻」及び「石松農園」地域においてもバイナリー
発電所が竣工。 

５．空中物理探査等の広域地質構造調査等の実施数 
5-1 地元利害関係者との綿密な調整の上、新規に「上越」、「栃
木北部」、「阿蘇」地域を加え、前年度から継続して「豊羽」、
「登別」、「濁川」地域並びに「くじゅう」地域において、
空中物理探査を実施。 

5-2 平成 28 年度に実施した「武佐岳」地域において、調査手
法の物理的制約によるデータ未取得域を中心に、スティン
ガータイプの空中磁気探査手法を新たに導入して空中磁
気探査を実施し、取得データを解析し、ヒートホール調査
地点を選定。 

5-3 空中物理探査実施地域内で、平成 29 年度新規助成金案
件として「京極北部」、「山下池南部」、「湧蓋山東部」地域で

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

（１）地質構造調査・助成金等：A 
①初期調査リスク低減等に向けた支援強化 
＜評定と根拠＞ 
平成29年度実績の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等の実施（定量）：140% 
２．適切な資源管理強化への支援（定量）：133% 
３．助成金の交付件数（定量）：150% 
４．助成金の交付件数うち新規（定量）：225％ 
５．助成金の交付件数うち環境アセスメント対象（定
量）：143％ 

６．助成金交付決定期間（定量）：143% 
７．空中物理探査等の広域地質構造調査等（定量）：100% 
８．ヒートホール調査の実施（定量）：100％ 
 となった。 
  内容面においては、地熱開発事業者の案件形成に資
するコンサルテーションでは、JOGMEC が培ってき
た技術・地域的な知見を活用して事業者との信頼関係
を維持しつつ、真摯・適切に対応した結果、平成 29 年
度の達成目標 50 件に対して 70 件実施し、助成金交付
案件として過去最高の 27 件を採択。（そのうち新規案
件が 9件、環境アセスメント対象の調査案件が 10件。）
地熱資源開発に係る事業者の初期調査リスクの軽減
に資した。 
資源管理強化の観点からは昨年度設立した地熱資源
開発アドバイザリー委員会の開催及び、地方自治体か
らの要請に応える形での技術的助言及び専門家紹介
等の支援を各地で実施。秩序ある地熱開発促進へ貢
献。 

  また助成案件である「小安」地域が探査段階へ移行
し、助成金事業では初の大型案件が事業化に向け大き
く前進。「南茅部」地域についても探査段階へ向け順調
に進捗。その他既存案件である「八幡平」地域での建
設工事の着手、「奥尻」、「石松農園」地域でのバイナリ
ー発電所の竣工など助成金事業を起点とした成功例
が発現。確実な地熱開発の発展に貢献。 

  空中物理探査を地元自治体、関係者との調整のも
と、実施。一部地域では、空中磁気探査手法を新たに

・助成金事業については、全国で説明会や
コンサルテーションを実施し、案件の組
成に努めた結果、新規案件 9件を含む合
計 27件を採択し、目標を大きく上回り
達成。 

 
・空中物理探査等の広域地質構造調査によ
るデータ取得については、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、目標を達成。 

 
・地熱資源開発アドバイザリー委員会につ
いては、8件の助言依頼に対応し、目標
を達成。 

 
・技術開発については、地熱貯留槽の探査
技術、評価・管理技術、掘削技術といっ
た一連の技術を開発し、また、人材育成
に向けた研究等を実施し、目標を達成。 

 
・情報収集・提供については、国際会議、
国内学会への参加、地熱先進国との情報
交換、イベント・セミナー等における情
報発信を実施し、目標を大きく上回り達
成。 

 
以上を総合的に判断し、地熱資源開発支援
分野については、所期の目標を達成して
いると認められるため、Ｂ評定とした。 

 
 
＜評定に至った理由＞ 
・地熱開発を進めるにあたっては、大前提
となる新たなポテンシャルの調査、続い
て、発掘したポテンシャルを活用し将来
の事業化に向けた賦存調査が重要。ま
た、これら調査を実施するにあたっては
自治体への支援が必要。 
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交付決定を行う。 
・新たな大規模開発プ
ロジェクト等の開拓に
向け、国立公園等、事業
者の関心の高いエリア
等における重力データ・
電磁データ等を取得す
るために、北海道 2地域
を含む国内数ヶ所を対
象に空中物理探査を実
施する。実施にあたって
は、地元関係者に対し、
調査内容を丁寧に説明
するなど、円滑な調査実
施に向けた調整を行う。
また、大学等の専門家と
協力して、調査地域の既
存データや地表踏査結
果を活用して空中物理
探査データを総合的に
解析し、調査地域の地熱
有望性を評価して効果
的な周知も行い、国内で
の新たなプロジェクト
の組成を促進させる。 

事業者の参入を促進。 
2-2助言等の実施により、適切
な地熱開発に貢献し、案件
組成等に結びついたか。 

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

 

組成。 
６．ヒートホール調査の実施 
6-1、2 平成 29 年度より、空中物理探査データの検証等の補
完調査としてヒートホール調査を開始。「弟子屈地域仁多
山地区」：2 孔、「八幡平地域御在所地区」：1 孔のヒートホ
ール調査を実施。また「八幡平地域兄安地区」ではヒート
ホール地点の造成工事を実施し、「武佐岳地域標津地区」
ではヒートホール地区の測量等を実施。 

 
 
＜その他事項＞ 

なし。 

導入して空中磁気探査を実施し、地熱資源の有望地域
の絞り込みに寄与。また、空中物理探査実施地域内で、
平成 29 年度新規助成金案件が 3 件（「京極北部」、「山
下池南部」、「湧蓋山東部」地域）が組成され、事業者
による地熱開発調査が着実に進展。 

  平成29年度より導入したヒートホール調査により、
更なる有望地域の絞り込みが可能となった。 

 
  アウトプット指標に基づく達成状況が平均して

140%を超える量的成果を達成。内容面においても、助
成金事業では、「小安」、「南茅部」地域が助成金ステー
ジを終了し、探査開発段階へ移行。加えて、既存案件
の「松尾八幡平」の建設工事着手、「奥尻」、「石松農園」
でのバイナリー発電所竣工等、具体的なアウトカムが
実現。更に空中物理探査結果から助成金事業につなが
る案件が組成。また、一層の新規案件発掘の加速化に
向けたヒートホール調査を開始し、今後の大規模案件
組成の基盤を構築するなど、2030 年エネルギーミッ
クスの目標達成に貢献する内容であり、アウトカム及
びアウトプットの両面で特筆すべき大きな進展が図
られたことから、当該事業の評定を「A」とした。 

 
＜指摘事項等＞ 

助成金の件数が増加することは喜ばしいが、一つの
資源に対して沢山の開発が行われることは注意が必
要。 

 
＜対応＞ 

助成金の審査において、申請地域の重複がないよう
内部審査規程に定めた上で、対応している。 
 

＜その他事項＞ 
なし。 

 

・このよう観点から、ポテンシャル調査
（空中物理探査等の広域地質構造調査等
による地熱資源のデータ取得）について
は、地元関係者との調整を丁寧に行いつ
つ、大規模開発が今後見込まれる地域に
おいて実施し、その情報を事業者へ提
供。その結果、助成金新規案件にもつな
がる十分な成果を得ており、目標値も達
成（空中物理探査実施地域内で、平成 29
年度助成金新規案件として 3件組成（計
55,000kW相当））していることを評価。 

 
・賦存調査に対しては、助成金事業により
事業者支援を促進しており、助成件数の
目標を大きく上回り達成するとともに、
大型案件である「小安」地域に関しては
助成金事業の支援により、事業化に向け
た探査段階への移行に大きく貢献したこ
とを高く評価。 

 
・更には、自治体への支援については、地
熱資源開発アドバイザリー委員会を継続
し、目標件数を超える助言依頼等に対応
し、円滑な地熱資源開発の促進に寄与し
ていることを評価。 

 
 
＜その他＞ 
（有識者の意見） 
・アウトプット指標の考え方や小安の進展
を考えると A評定は妥当。地熱資源開発
は、2030年のエネルギーミックス達成に
向けて、高いハードル。当座の 2～3年
が非常に大事な時期。 

 
・地熱は国内のポテンシャルが高いのは明
らかなため、それがなかなか進まないと
いうことは、社会的な問題であり、知見
を有するゲームチェンジャーとしての
JOGMECに期待大。 

 

 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・

②リスクマネー供給 
○事業者が実施するプ
ロジェクトの生産段階
への移行を金融面から
支援することにより、安
定的かつ低廉な地熱資
源の供給を図るため、具
体的に以下の業務を実
施する。 
・出資や債務保証に関
する制度説明会を実施
し、新規案件発掘につな
がる説明をするととも
に、事業者の案件形成に
資するコンサルテーシ
ョンを行う（40件）。 
・コンサルテーション
の実施や金融機関への
制度周知、助成金事業や
企業単独案件の進捗状
況を把握し、他部門との
連携を図ることで、案件
発掘に努める。また、事
業者等と守秘義務契約
の締結を行い、採択に向
けて他部門や外部有識
者と連携しながら事業
リスクを調査し、十分な
検証を行う。 
・探査・開発現場の定期
的な状況確認を踏まえ、

②リスクマネー供給 
＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

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

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

３．適切な進捗管理のレビュ
ーを実施 

４．新規案件に係る採択判断
の期間内実施（4 週間以内） 

５．リスクマネー支援の強化
に向けた制度の改善につい
て検討 

［評価の視点］ 
1-1申請・案件採択に結びつい
たか。 

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

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

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 

 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
4 回実施。また、事業者ニーズを把握するためのヒアリン
グ、地方銀行への制度説明会、その他、面談・電話等での
対応合計 41 件のコンサルテーションを実施。 

1-1 「安比」、「小安」地域について次年度採択に向け、技術
審査を開始。 

２．適切な進捗管理のレビューの実施 
2-1 既債務保証案件である「土湯温泉バイナリー発電事業」
については、債務保証者の立場から、事業者と金融機関と
の調整を積極的に実施。債務保証対象額の全額が弁済（債
務保証全額解除）。 

2-2「菅原バイナリー発電所」についても。暦日利用率 90％
程度を維持して順調に稼働。「山葵沢・秋ノ宮」地域では、
平成 31 年 5 月の運転開始に向け、順調に工事が進捗。「松
尾八幡平」地域についても、平成 29 年 4 月より、建設工
事が着手。 

３．新規案件に係る採択判断の期間内実施 
 FIT 法施行規則の改正を受けて、事業計画が大幅に変
更となったことから、申請時期が延期。本年度での採択判
断なし。 

４．リスクマネー支援の強化に向けた制度の改善について検
討 

事業者が実施するプロジェクトの一層のリスク低減の
ために、リスクマネー支援の強化に向けた制度の改善につ
いて検討。独立行政法人として、公平かつ公正な立場を維
持しつつ、事業者ヒアリングを実施するとともに、内外弁
護士の見解を得た上で、一層のリスク低減に向けた具体的

②リスクマネー供給：B 
＜評定と根拠＞ 
  平成 29 年度実績のアウトプット指標に対する達成
度は、 

１．制度説明会、企業ヒアリングの実施（定量）：103% 
２．採択決定期間（定量）:該当なし 
 となった。 
 

リスクマネー制度の周知のため、制度説明会を実施
し、事業者が融資を受ける上で必要となる融資金融機
関の理解醸成に貢献。 

 既採択案件に対して定期的な評価及び、進捗管理、及
び助言を行うことで、円滑な事業進展に貢献。「土湯温
泉バイナリー発電事業」及び、「菅原バイナリー発電
所」において、90％程度の安定した暦日稼働率を維持。
地熱資源開発及び、地方創生にも寄与。 

 
  アウトプット指標に基づく達成状況が 100%を超え
る成果を達成。内容面においては、次年度採択に向け、 

 「安比」、「小安」地域について技術審査を開始。既採
択案件である「土湯温泉バイナリー発電事業」につい
て、借入金の全額弁済により債務保証が全額保証解除
となる。その他、既採択案件については、発電ないし
建設が順調に進捗。これら成果を勘案して当該事業の
評定を「B」とした。 

 
 
＜指摘事項等＞ 
なし。 

＜評定に至った理由＞ 
・地熱資源開発を進めるにあたっては、ポ
テンシャル調査、賦存調査に加えて、探
査・開発時における事業リスクに対し事
業者への支援を行うこと及び金融機関へ
案件の信用を与えることが重要。 

 
・このような観点から、事業者ニーズを把
握するためのヒアリング、地方銀行への
制度説明会、その他、面談・電話等での
対応を行うとともに、事業者へのアドバ
イスを行うなど適切な事後管理を実施し
ていることを評価。 

 
 
＜今後の課題＞ 
・出資制度の更なる活用に向けて、引き続
き改善措置を講じていくことが必要。 
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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。 

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。 
・事業者が実施するプ
ロジェクトの一層のリ
スク低減のために、リス
クマネー支援の強化に
向けた制度の改善につ
いて検討する。 

4-1 事業者が希望した時期で
採択・資金供給が行えたか。 

5-1 事業者等のヒアリングを
実施して具体的な改善策の
検討をしたか。 

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

 

な支援策を提案し、今後の導入に向けて調整、検討。 
 
 
＜その他事項＞ 

なし。 

 (2)技術開発 
・地熱資源開発で
の高資源開発リス
ク・高額開発資金・
長期開発期間等の
課題克服のため、地
熱貯留層の広がり・
規模を調査・把握、
貯留層評価・活用技
術等、新規技術開発
実施。 

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

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

(2)技術開発 
＜主な定性的指標と評価の視
点＞ 

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

３．地熱貯留層掘削技術の開
発（計画） 

４．地熱事業者や大学等にお
ける人材育成 

［評価の視点］ 
1-1 地熱貯留層探査技術の開
発において、取得された弾
性波探査データに対して総
合的な追加解析・解釈によ
り、精度向上を達成できた
か、また、更なる弾性波探
査実証試験について具体的
な計画検討ができている
か。 

1-2 地熱用電磁探査システム
の開発に着手できたか。 

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

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

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

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

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

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

4-1情報の提供により、地熱事

(2)技術開発 
＜主要な業務実績＞ 
１．地熱貯留層探査技術の開発 
1-1,4 弾性波探査による断裂等の可視化技術に関し、東北地
方の山間部に位置する「鬼首」地域において実証調査を実
施、当該技術の山岳地における有効性を検証。当該技術は、
地熱分野では世界発の刷新的な技術であり、探査精度の著
しい向上に貢献。また、当該技術を含んだ多種物理探査デ
ータを利用して、有望領域を提示し、「高日向山」地域の
助成金案件の組成に一定の貢献。 

地熱開発事業者が同技術を探査に活用する上で必要と
なる情報をまとめ「弾性波探査ガイドブック」を作成・公
開。 
「山川」地域での第 1 回実証試験成果をまとめた論文が、
平成 29 年度物理探査学会賞論文業績賞（事例研究賞）を
受賞。 

1-1,2,5 金属部門や技術ソリューショングループと連携し
て、柏崎 TF にて地熱探査用 SQUITEM の試作機試験を
実施する等地熱用電磁探査システムを確立。また、当該技
術を用いた探査が助成金事業（京極北部）で活用され、一
般的に用いられている MT 法の 1/3 程度のコストで地熱
探査に必要な深度情報が得られるなど、実用化が実現。 

 
２．地熱貯留層評価・管理技術の開発 

涵養井浅部のセメンチング不良を解消するための涵養
井改修工事計画を策定、施行。既存生産井への悪影響を及
ぼさないよう、サイドトラック及びメタルパッカー工法を
採用。技術開発期間を 2 年間延長し、改修工事を実施後に
注水予定。 
弾性波モニタリングとして、坑内 AE 観測システムを構

築し、AE/微小地震の検知率及び震源位置の決定精度を向
上。クラスタ解析の適用により、空間分解能を向上させ、
涵養中の流体流動の詳細な挙動を把握。 

2-1 平成 27 年度に実施した人工涵養試験の結果等を取り
まとめ、涵養技術を体系化した技術マニュアルを作成・公
表。 

 
３．地熱貯留層掘削技術の開発 
3-1,2 PDC カッターとボディー全てを国産品の、8-1/2in サ
イズ純国産地熱用 PDC ビット 1 丁を設計・製作し、「木
地山・下の岱」地域において現場実証試験を実施。その結
果、耐摩耗量が昨年度開発したビットの約半分程度と評価
され、大幅な耐摩耗性の向上を確認。目標値であるビット
寿命に到達するためには更なる改良が必要であり、実用化
に向けて前進するため、技術開発期間を 1 年間延長する計
画。 

  PDC ビットの特許出願を完了するとともに、開発結果
を日本地熱学会誌に投  稿し、結果を広く周知。 

 
４．地熱事業者や大学等における人材育成 
4-1 業界の地熱事業者育成に向けた地熱資源開発研修を小

(2)技術開発：A 
＜評定と根拠＞ 
  平成 29 年度実績のアウトプット指標に対する達成
度は、 

１．地熱貯留層探査技術の開発（定性）：100% 
２．地熱貯留層評価・管理技術の開発（定性）：100% 
３．地熱貯留層掘削技術の開発（定性）：100% 
４．地熱事業者、大学との人材育成他（定量）：167% 
 となった。 
  地熱貯留層探査技術については、弾性波探査に関す
る実証調査を実施。有効性を検証し、断裂等の可視化
技術の実用化に目途。今後、探査確立向上への貢献に
期待。事業者の地熱開発に貢献。また、SQUITEM の
試作機試験を実施する等地熱用電磁探査システムを
確立。探査コストの削減に貢献。 

  地熱貯留層評価・管理技術は、涵養井改修工事の実
施とともに、涵養技術を体系化した技術マニュアルを
作成・公開し、次年度以降の本格的な注水再開に向け
準備作業が進展。 

  地熱貯留層掘削技術については、PDC ビットを改
良し、現場実証試験により大幅は耐摩耗性の向上を確
認し、実用化に向け大きく前進。 

  さらに、業界の地熱事業者育成に向けた地熱資源開
発研修及び石油掘削シミュレータを用いた実践的な
地熱開発掘削技術者養成コースを実施したほか、地熱
開発掘削監督員を対象とした講座を新たに開催。地熱
開発業界、及び大学における技術者育成に大きく寄
与。 

  以上、地熱開発における課題であるリードタイムや
開発コストの軽減、さらに稼働率の向上に向けて、そ
れぞれの技術開発について実用化に向け大きく前進。
特に探査技術では、3D 弾性波探査で断裂系の可視化
を実現し、探査制度の著しい向上に目途を立てたこと
により、第 4 期中期目標で定められた掘削成功率の約
30%改善達成に対する基盤構築に寄与。そのほか、地
熱用 SQUITEM では助成金事業での適用が図られ、
探査コストの軽減に貢献。また、人材育成分野では平
成 28 年度に開始した研修事業を拡大。これら活動は
地熱資源開発の促進に大きく寄与する内容であり、質
的に特筆すべき成果が上げられたことから、当該事業
の評定を「A」とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
 なし。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・地熱資源開発を進めるにあたっては、ポ
テンシャル調査、賦存調査、探査・開発
時における事業者へのリスク支援に加え
て、技術開発による開発リードタイムの
短縮や開発コストの低減を図ることが重
要。更に、長期的には、これら技術を扱
い継承していく人材を育成していくこと
が必要。 

 
・このような観点から、地熱用電磁探査シ
ステムを確立し実用化され、事業者によ
る探査期間の短縮及びコスト削減を実現
していることを大きく評価。 

 
・評価・管理技術について涵養技術の体系
化を目指した「技術マニュアル」を作成
し公開。掘削技術についても地熱用ビッ
トを改良し性能評価をした上で特許出願
を果たすなど実用化へ目途。これら技術
開発についても、開発結果が実用化に向
けて前進していることを評価。 

 
・人材育成については、業界ニーズに応じ
た研修を開催しており、開催回数も目標
を上回っていることを大きく評価。 
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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
を検討する。 
・上述の技術開発テー
マについて、関係する課
題を抱えている既存発
電所等と技術開発を実
施し、更なる推進を図
る。 
・地熱技術者の人材育
成を強化するため、地熱
関係機関・組織と連携
し、地熱技術者や学生も
対象とする研修や講義
を 2 回以上実施し、技術
能力の向上や地熱に関
心を有する学生等の増
加に貢献する。また、国
際的にも技術面におけ
る人的交流を図る。 

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＞ 
1-4 得られた成果を既存の発
電所及び地熱開発地点に適
用できたか。 

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

2-3 得られた成果を既存の発
電所及び地熱開発地点に適
用。 

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

3-4 得られた成果を既存の
発電所及び地熱開発地点に
適用。 

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

 

坂にて開催。延べ 40 名が参加。また石油掘削シミュレー
タを用いた実践的な地熱開発掘削技術者養成コース（於柏
崎）を実施したほか、地熱開発掘削監督員を対象とした講
座を新たに開催（於東京、59 名参加）。 

4-2 大学向けでは、学生を対象とする技術講義（東京大学他
2 件）、共同研究（東京大学他 3 件）、調査データの提供（北
海道大学他 7 件）に加えて、東北大学との包括的連携推進
協定を締結し、連携を強化。 

 
＜その他事項＞ 

なし。 

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

(3)情報収集・提供 
・地熱資源開発関連技
術動向、海外地熱関連
動向、経済性評価手法
等情報収集・提供、地熱
調査計画・実施法人の
開発促進。 
・国内地熱技術開発に
資する米国、ニュージ
ーランド、アイスラン
ド等地熱先進国との情
報交換。 
・地熱資源調査・開発理
解増進のため地熱資源
開発基礎知識を広める
一般向けセミナー開
催、広報映像・パンフレ
ット等活用、地熱資源
開発関連情報を広く一
般提供。 

(3)情報収集・提供 
○地熱のポテンシャル
がある地域において、地
熱開発に対する地元の
理解を促進するととも
に、国による地熱資源開
発の施策立案や、新たな
プロジェクトの組成に
貢献するため、具体的に
以下の業務を実施する。 
・地熱に関する国際会
議や国内における学会
等で発表（5 回）し、技
術情報を共有するとと
もに、世界動向や事業者
のニーズ等を把握する。 
・地熱先進国（米国、ニ
ュージーランド等）との
情報交換や、国際的な共
同研究、及び、それに係
る打合せ（3 
回）を実施する。これら
の会議等に参加し、探査
技術や人工涵養技術な
ど、海外における先端技
術情報を入手すること
で、我が国の技術への適
用を検討し、また、地域
共生手法等に係る事例
等を入手する。こうした
取組を通じて、情報収集
に係る体制強化につな
がる人的ネットワーク
を構築するとともに、得
られた技術情報・開発動
向等を地熱開発事業者
等に提供し、当該事業者
等の知見・技術の向上を
図る。 
・経済産業省の広報施
策と連携し、地熱の理解
を深めるための効果的
なシンポジウムを企画・
開催する。また、日本地
熱協会等と連携して、各
種地熱イベントに参加

(3)情報収集・提供 
＜主な定量的指標と評価の視
点＞ 

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

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

 
［評価の視点］ 
1-1情報収集を実施・プレゼン
スを示したか 

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

1-3 技術の向上に貢献できた
か 

2-1事業者の知見・技術の向上
に貢献できたか 

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

 
 

(3)情報収集・提供 
＜主要な業務実績＞ 
１．国際会議及び国内での学会への参加 
1-1,2 ニュージーランド政府系研究機関（GNS）と平成 27
年度に締結した MOU に基づき JOGMEC と GNS の第 2
回ワークショップをニュージーランドで開催。モニタリン
グ手法や住民との共生など、持続的な地熱開発に関する両
国共通課題を討議。その他、米国電力研究所（EPRI）との
人口涵養に係る情報収集や、アイスランドとの関係機関と
の「掘削特別セミナー」等、目標 3 回に対して計 11 回の
地熱先進国との情報交換を実施。 

1-1,2,3  IEA 関連の国際会議（IEA-GIA）に加え、国際物
理探査学会、NZ 地熱学会、IRENA 地熱 WS（国際再生可
能エネルギー機関）に参加し、発表等を通じ情報交換を実
施。ケニアやインドネシア等の開発途上国の地熱エグゼク
ティブプログラム（JICA 主催）及び対フィリピン地熱発
電研修（エネ研主催）に講師として参加。また日本地熱学
会において、2030 年エネルギーミックス目標達成に向け、
地熱調査や技術開発への取組を促進すべく JOGMEC セ
ッションを設立。目標 6 回に対して、9 回の国際会議及び
国内での学会参加を通じた情報の収集とニーズの把握を
実施。 

２．一般向けセミナー等の開催 
経済産業省と連携の上、国会議員及び道内外 19 自治体

の参加を得て「地熱シンポジウム In 函館」を企画・開催
し、地熱開発と地方創成について討議。関係各省庁、地方
自治体、地熱開発事業者、地熱利用事業者、学生、地元住
民の方々など全国各地から約 400 名が参加。シンポジウ
ムと連動した北海道では、NHK 及び民法 TV 局各社が地
熱を特集報道。道内の地熱開発促進に貢献。 
制定１周年を迎えた「地熱発電の日（10/8）」に向けた

イベントとして、地熱協会や自治体と連携して全国の小中
高校(3 校)での特別授業「地熱発電とまちづくり」を新た
に企画実施するとともに（合計 637 名の児童・生徒が参
加）、全国 4 カ所の地熱発電所で親子見学会を企画開催（合
計で約 1,100 名が参加）。また、イベントを PR する「地
熱発電の日」のポスター等を制作し、関係機関の他、都内
や地方の主要駅等に掲示するなど周知活動を展開。 

2-2 若い世代を含む一般国民の地熱認知・理解促進のため、
再生可能エネルギー世界展示会やエコプロ 2017 等への出
展のほか、ニュースリリースや WEB 地熱資源情報からの
情報発信、記者への個別説明など、メディアに対して成果
や取組を積極的にアピール（40 回/年）。加えて、地元温泉
事業者等に影響力のある地方銀行向け地熱業務説明会を
通じて、地熱発電による地域の活性化事例を紹介するなど
地熱理解を戦略的に展開。 

(3)情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
  平成 29 年度実績のアウトプット指標に対する達成
度は、 

１．国際会議、国内の学会への参加数（定量）：150% 
２．地熱先進国との情報交換回数（定量）：367% 
３．一般向けセミナーの開催（定量）：171% 
  アンケートの肯定的評価（定量）：125％ 
 となった。 
 

地熱先進国であるニュージーランドの政府系研究
機関（GNS）との間で、平成 27 年度に締結した MOU
に基づき、ニュージーランドにてワークショップを開
催。持続的な地熱資源開発を念頭に、両国における地
熱事業と温泉・間欠泉、観光、環境等分野について情
報交換及び人的ネットワークを強化。また IEA-GIA
（国際エネルギー機関・地熱実施協定）や国際物理探
査学会等の国際会議への参加を通して、情報収集を強
化及び、JOGMEC のプレゼンスを向上。国内では日
本地熱学会の際、開設した JOGMEC オーガナイズセ
ッションにおいて地熱開発加速化の必要性を説明す
るとともに JOGMEC の技術成果を発表。加えて、一
般向けのセミナーでは「地熱シンポジウム In 函館」
の開催や「地熱発電の日(10 月 8 日）」制定 1 周年に
向けた小中学校での地熱発電に関する特別授業の実
施など、全国で地熱開発に対する理解や認知度を向上
させるイベントを開催するとともに、今後の広報活動
のプロトタイプを設立。これらイベントを通じて地熱
理解醸成に貢献。 
  

  アウトプット指標に基づく達成度は平均で 150%以
上の実績を上げたほか、内容面においても新たに学会
や自治体と連携した大々的なキャンペーン活動によ
り、国民各層への地熱開発に対する理解や認知度向上
に向けた取組を強化するなど多角的な活動を積極的
に展開。また、メディアに対して積極的に PR し、日
経新聞の社説等に掲載。こうした地道な活動の相乗効
果により地熱発電への理解が着実に浸透し、新規案件
の拡大や既存案件の円滑な進展にも寄与していると
考えられることから、量的・質的に顕著な成果を上げ
ており、当該事業の評定を「A」とした。 

 
 
＜指摘事項等＞ 
 なし。 

＜評定に至った理由＞ 
・地熱資源開発を進めるにあたっては、ポ
テンシャル調査、賦存調査、探査・開発
時における事業者へのリスク支援、技術
開発に加えて、国際的な協力関係を築く
ことにより技術開発の加速化や地域共生
手法の研究を進め、国内の理解促進、事
業者の開発能力向上に資するよう、得た
情報を広く発信していくことが重要。 

 
・このような観点から、MOU を活用した
情報交換の実施、更なる関係強化に向け
国内外の会議へ出席し地熱関係国との情
報交換を行っており、技術や地域との共
生に係る情報収集を精力的に行っている
ことを大きく評価。 

 
・情報発信については、シンポジウムの継
続的な実施や「地熱発電の日」に向けた
イベントである学生への特別授業を発展
させるなど、精力的な活動に努めている
ことを評価。 

 



33 

 

（5 件）するとともに、
メディア対応も積極的
に行い、一般国民等の理
解促進に努める。また、
JOGMEC 企画・参加イ
ベントにおいて、肯定的
評価及び地熱理解度を
75％以上取得する。 
・地熱資源情報ホーム
ページを充実させ、情報
発信の強化に努め、地熱
開発に対する理解を促
進し、円滑な発展に寄与
する。 

上記イベントに対する肯定的評価が平均 94％と目標の
75％を大きく上回る結果を達成。 

 
 
＜その他事項＞ 

なし。 

 

 

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

４．金属資源開発支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４． 金属資源開発支援 

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

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

第７号、第８号、第９号、第１９号 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 

地質構造調査：0152、0280、0402、リスクマネー供給：0402、海洋資源の開発：0005、0279、0402、資

源国等との関係強化：0280、0402、技術開発：0147、0152、0280、0402、情報収集・提供：0402  ※

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 
【地質構造調査】 
（計画値[中期全体]） 

11 件以上 
中期目標期間中 

11 件 
中期計画基準値 

― ― ― ― [11 件] 予算額（千円） 59,394,072 49,008,468 50,994,478 38,926,856 40,497,328 

（実績値[累計値]） ― 1 件[1 件] 1 件[2 件] 0 件[2 件] 2 件[4 件] 5 件[9 件]― 決算額（千円） 14,440,841 16,986,631 19,608,220 17,748,315 32,177,725 

（達成度[進捗度]） ― [9%] [18%] [18%] [36%] [82%] 経常費用（千円） 13,423,751 14,455,271 12,862,627 9,809,536 27,205,994 

(2)審査期間 
【リスクマネー供給】 
（計画値） 

4 週間以内 
/年 

中期計画基準値 

4 週間以
内 

 

4 週間 4 週間 4 週間 4 週間 [4 週間] 経常利益（千円） 2,734,961 954,253 713,829 812,273 1,906,344 

（実績値） ― 3.38 週間 2.69 週間 2.62 週間 1.90 週間 2.64 週間 
行政サービス実施

コスト（千円） 
     

（達成度） ― 118％ 149％ 153％ 211％ 152% 従事人員数（人） 171.05 170.97 192.58 192.98 192.04 

(3)白嶺航海数 
（計画値[中期全体]） 
【海洋資源の開発】 

40 航海 
中期目標期間中 

40 航海 
中期計画基準値 

8 航海 8 航海 8 航海 8 航海 9 航海 
  

（実績値[累計値]） ― 
10 航海 

[10 航海] 
11 航海 

[21 航海] 
10 航海 

[31 航海] 
11 航海 

[42 航海] 
10 航海 

[52 航海] 
（達成度[進捗度]） ― 125%[25%] 138%[53%] 125%[78%] 138%[105%] 111%[130%]― 

(4)協力枠組み構築数 

（計画値[中期全体]） 

【資源国等との関係強化】 

20 件 
中期目標期間中 

 
20 件 

前中期目標期間

実績 

4 件 4 件 4 件 4 件 －（※） 

（実績値[累計値]） ― 11 件[11 件] 5 件[16 件] 5 件[21 件] 5 件[26 件] 1 件[27 件] 

（達成度[進捗度]） ― 275%[55%] 125%[80%] 125%[105%] 125%[130%]    [135%] 

(5)採鉱・選鉱・製錬技術等開

発支援案件数（提案公募

型：実証段階） 

（計画値[中期全体]） 

【技術開発・人材育成】 

15 件 

中期目標期間中 15 件 

中期計画基準値 

3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

（実績値[累計値]） ― 1 件[1 件] 5 件[6 件] 4 件[10 件] 4 件[14 件] 3 件[17 件] 

（達成度[進捗度]） ― 33%[7%] 167%[40%] 133%[67%] 133%[93%] 100%[113%] 

(6)利用者満足度（肯定的評

価の割合）（計画値[中期全

体]） 

【情報収集・提供】 

75%以上/年 
75％ 

中期計画基準値 

75% 75% 75% 75% 75% 

（実績値） ― 98% 96% 98% 98% 98% 

（達成度） ― 131% 128% 131% 131% 131% 
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  ※平成 28 年度までに計画値（20 件）を上回っていたため、平成 29 年度は評価指標として設定していない。                     注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.地質構造調査・助成金交付による
支援実施(4件) 

【評価の視点】 
1-1. コンサルテーションによる事
業者とのネットワーク構築・拡大 

1-2. 新たな事業者ニーズ発掘 
1-3. リスクマネー供給支援に繋が
るコンサルテーション 

3-1. 新調査手法等の取入れ等、特別
な取組 

3-2. 既存案件の不断の見直し、案件
入替等 

7-1. 我が国企業が従来参入困難で
あった地域 

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

4. 政府方針・事業者ニーズを踏まえ
供給源多角化となる地域 

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

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

（１）地質構造調査 
1.我が国企業への引継ぎに貢献するコンサルテ
ーション実施 
29 社に対し、JV 案件の状況を説明するとと
もに、各社の案件への関心等を聞き取る等、
コンサルテーションを実施。 

 
 
1-1.コンサルテーションを通じて、非鉄企業、総
合商社及びユーザー等とのネットワークを強
化。 

 
1-2.コンサルテーションの機会に JV 案件引継
ぎ推進のプロモーションを実施。特に、南ア・
ウォーターバーグ及びエクステンション白金
族案件について、新たな関心企業を発掘。そ
のうちの 1 社が落札。 

 
1-3.合わせて、13 社に対して各社の関心鉱種及
び地域や探査・開発案件の進捗等について情
報共有。 

 
2.継続的なコンサルテーションの結果、6 社と 3
件の守秘義務契約締結、4 件の入札実施につ
ながった。 

（守秘義務契約締結） 
・セルビア、ナミビア、南アフリカ 
（入札実施） 
・アルゼンチン・ホセマリア、ペルー・ラウリコ
チャ、南ア・ウォーターバーグ及びエクステ
ンション、豪州・バレカップサウス 

 
2-1. 南ア・ウォーターバーグ及びエクステンシ
ョンについては、世界的白金族生産者である
南ア・インパラ社との提携を実現し、当該案
件への関心企業を拡大。入札公示に併せて、
インパラ社や現地弁護士を交え、南アの鉱業
事情を特集したセミナーを開催し、関心企業
の開拓に努めるとともに、入札では JOGMEC
持ち分の一部（49%以内）を段階的に譲渡する
やり方を導入するなど引継ぎに工夫。 

 
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 3 件を含む 25 件の JV
案件を実施。 

3-1. 新たな調査手法等として、以下のような事
例が挙げられる。 

〇高分解能衛星データ等を利用した解析・現地
調査を、5 案件（ペルー、イラン、ナミビア、
豪州、ブラジル）実施。 

〇現場で即座に品位判定ができるレアアースの
簡易分析手法を開発し、ブラジル・レアアー
ス案件で効率的に有望地を抽出。 

 
3-2. 既存案件については、ボーリング調査等の
結果を踏まえてレビューを行い、ポテンシャ
ルが低いと判断した 5 件のプロジェクトを終
結。 

 
4,5. 新規案件として以下の 3 件を形成。 

 評定       Ａ 

（１）海外地質構造調査：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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）：145% 

3. 新規のプロジェクト形成を含む JV 案件の実施（定量）：
125% 

7. 地質構造調査または助成金交付による支援（定量）：
160% 

 
また、内容面として、コンサルテーションを通じて、ネ

ットワークの構築がなされ、JV 案件 3 件について、6 社
と守秘義務契約が締結され、案件に関心を示す我が国企
業を開拓。 
特に、南ア・ウォーターバーグ及びエクステンション白

金族案件の引継ぎに向けた取組が高評価。コンサルテー
ションやセミナーの開催による関心企業を新規開拓し、
部分譲渡のような引継ぎ易さの工夫も実施し、JOGMEC
権益の一部及び生産物の全量を取り扱う権利を我が国企
業に引継ぐ。自動車産業に不可欠な白金族を対象とした
案件であり、将来の白金供給に大きなインパクトが見込
める。 

 
  また、既存案件の不断の見直しにより、3 件の新規プロ
ジェクトを形成、5 件のプロジェクトを終結し、案件の入
れ替えを実施。 

多くの初期案件を行う中で、過年度に銅の着鉱があっ
たコバースーパーベーズン地域やナミビア・オタビ西は、
案件価値を高めるべく、着々と探査を推進。 
 その他、カンボジア、セルビア、ウズベキスタンなど我
が国企業の参入が少ない国々でも着鉱等の成果あり。 
また、特に進んだ案件である南ア・ウォーターバーグ及

びエクステンションについては、世界的な白金族生産者
の参入提携を実現したことで、案件の魅力を増すことが
でき、我が国企業に引継ぎを達成。 

 
  引継ぎ等については、鉱物資源マーケットの低調や過年
度の大型鉱山投資による減損を抱えた国内鉱山業界にお
ける探鉱意欲の低迷期において、目標とした件数には届か
ないものの、南ア・ウォーターバーグ及びエクステンショ
ン白金族案件（2 件）の引継ぎに加え、ペルー亜鉛案件の
引継ぎ、カナダ・ウラン案件の企業探鉱への移行、広域調
査ミャンマーにおける企業鉱区申請といったアウトカム
が本年度中に 5 件あり、第 3 期中期目標期間内の目標 11
件に対して 9 件達成。 

特に、南ア・ウォーターバーグ及びウォーターバーグエ
クステンションの資源量は、白金・パラジウムの金属量で
約 1,100t は日本国内需要の約 10 年分に相当し、プレ F/S
にて年産 23t（国内需要の約 2 割）で 19 年間の操業を算
定（量的インパクトへの貢献大）。 
世界的な環境規制強化の潮流に伴い、三元触媒及び燃

料電池に関連して、自動車メーカーの白金族需要の伸び
が見込まれる中、我が国の白金族供給源の多角化に貢献
（質的インパクトへの貢献大）。 
また、当該プロジェクトは、案件発掘の段階から

JOGMEC 自ら行い、JV 調査の一環として参入した事業。
地表には鉱徴がない潜頭性鉱床であり、ボーリングにて
はじめて鉱床を発見。その後、周辺鉱区を追加し鉱床規模

・地質構造調査では、我が国企業への
引継ぎ等のための各種取組や入札方
式の工夫（部分譲渡方式の導入等）
を行った結果、優良案件（南アフリ
カの白金族案件等）の引継ぎ等を５
件行う等、資源確保に貢献した点を
評価。 

・海洋資源の開発では、海底熱水鉱床
における世界初の海底熱水鉱床の採
鉱・揚鉱パイロット試験で連続的な
揚鉱が確認され、各要素技術の商業
化に向け大きく前進させた点を評
価。 

・資源外交では、アフリカ（南アフリ
カ、コンゴ、ザンビア等）の大臣級
に積極的にアプローチを図り、日本
企業の進出のきっかけ作りに注力し
た点を評価。今後のコバルト等の資
源確保に向けた資源政策への貢献を
期待する。 

 
 以上を踏まえ、金属資源開発支援分
野については、所期の目標を上回る
成果が得られていると認められるた
め、A 評定とした。 

 
（１）海外地質構造調査 
＜評定に至った理由＞  
・目標を超える（対目標＋45％）継続
的なコンサルテーションを行い、新規
プロジェクト 3 件を含む 25 件（対目
標＋25％）の JV 案件を実施したこ
と、権益の一部だけを入札する部分譲
渡方式の導入など入札方式のを工夫し
たことなどが功を奏し、優良案件（南
アフリカ・白金族）の国内企業への権
益引継ぎに向けた排他的交渉に繋がる
など、引継ぎ等のアウトカムが 29 年
度中に 5 件あったことは、高く評価
できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・何より南ア・大型白金族案件の開発
進展が高評価。念願であった国内企業
による参画が実現し、非常に大きな成
果。開発の現実性が高まった。アフリ
カの資源開発に一石投じているという
観点からも S 評価に値する。 
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○ブラジル・ポソスデカルダス地域（レアアース）
を JOGMEC がオペレーターとなって開始。
中国の REE 鉱床と同様のイオン吸着型であ
り、EV 化に不可欠な中重希土類の供給源の多
角化につながる地域として選定。 

○最近の亜鉛マーケットの回復基調が顕著な中、
亜鉛案件を 2 案件形成。我が国企業の関心が
得られる環太平洋にて、豪州・カランビリー
ニ地域（亜鉛・鉛）及びペルー・コースタルカ
スマ地域（亜鉛・鉛・銅）を開始。コースタル
カスマ地域は、ブラジル亜鉛メジャーと形成
した案件で、同社は広域調査における
JOGMEC の衛星画像解析技術を高く評価し
ており、本件は同社と 2 件目の JV 調査。 

 
6. 案件価値の増大として、 
○南ア・ウォーターバーグ及びエクステンショ
ン（白金族）は F/S に移行し、世界的白金族
生産者である南ア・インパラ社との参入提携
を実現。その後の入札を経て、JOGMEC 権益
の一部及び生産物全量の引き取り権を我が国
企業に引継ぐ。 

 
○豪州・コバースーパーベーズン（銅・亜鉛）は、
平成 27 年度に銅の顕著な着鉱を得ており、今
年度も引き続き銅鉱化（幅 27ｍ、品位 5.3%Cu
等）を捕捉。調査の結果、概略な資源量 466
万ｔ（品位 2.2%Cu）銅量約 10 万ｔを算定。
今後の探鉱成果により、資源量の増大を期待。 

 
○ナミビア・オタビ西（銅・亜鉛・レアメタル）
において、平成 28 年度に銅の着鉱を得てお
り、今年度も引き続き銅鉱化（幅約 74ｍ間、
1.34%銅, 22g/t 銀）を捕捉し、深部方向及び
東側への鉱化の延長を確認。本鉱化は未探鉱
エリアからの発見であり、本地区の絞り込み
においては、JOGMEC の衛星画像解析によ
る有望地区抽出が技術的に貢献。 

○カンボジア・オヤダオ南（銅・モリブデン）に
て幅 89ｍ区間、品位 0.23%銅、0.026%Mo 

○セルビア・ティモク（銅）にて幅 20ｍ区間 0.2%
銅、0.26g/t 金 

○ナミビア・エロンゴ（ウラン）にて幅 5.6ｍ区
間、品位 0.024%U 

○ウズベキスタン・メシェッチンスカヤ（ウラン）
にて幅 6.3ｍ区間、品位 0.029% 

 
 
7.海外地質構造調査または助成金交付による合
計 8 件の民間支援を実施 

○ベースメタル・レアメタルを対象とした助成金
交付 3 件（ペルー1 件、米国 1 件、カナダ 1
件）を実施 

○ウラン探鉱助成金 2 件（カナダ 1 件、カザフ
スタン 1 件）を実施 

○地質構造調査（本邦法人等との JV 調査）にて
3 件（ペルー2 件、豪州 1 件）を実施 

 
以下の 5 案件について、我が国企業への引継

ぎ又は我が国企業による精密探査・開発評価等
につなげ、将来の供給源の多角化に寄与。 
○JV 調査の南ア・ウォーターバーグ及びエクス

テンション（2 件）白金族案件については、
JOGMEC 権益の一部及び生産物全量を取り
扱う権利を我が国企業に引継ぎ。 

○地質構造調査 1 件（ペルー・ラウリコチャ亜鉛
案件）を我が国企業に引継ぎ。 

○ウラン探鉱助成事業 1 件（カナダ・ウィラーリ
バー・ウラン案件）が企業探鉱に移行。 

○広域調査ミャンマーにおける調査結果を引き
継いだ日本企業が、当該データを活用し錫の
有望地域にて鉱区申請を実施。 

 

を拡張しつつ、プレ F/S を完了し、ワールドクラスの成
果として確認。（JOGMEC の関与・役割大）。 
過去の引継ぎはベースメタル案件が主体でレアメタル

案件は稀。発見困難な潜頭性鉱床という技術的な困難さ
に加え、南アのカントリーリスクの高さから来る引継ぎ
の困難性もあり。そのような状況下、白金生産者であるイ
ンパラ社との提携機会を生かして、我が国企業への引継
ぎにつなげたところ。加えて、権益を分割して譲渡する部
分譲渡を導入するなど、我が国企業への引継ぎ易さも追
及（困難性を克服）。 

 
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、質的にも十分な成果が
得られ、多くの工夫が成された結果、南ア・ウォーターバ
ーグ及びエクステンションを我が国企業に引継ぐ大きな
アウトカムを実現したことから S 評定とした。 

 
 
＜指摘事項等＞ 
・ウォーターバーグ案件をいろいろな工夫や交渉の末、引き
継げたのは非常に素晴らしい。 
・インパラ社との交渉で培われた各種の知見やノウハウは、
大きな経験になったと思うので、この経験を活かし人材育成
に努めてほしい。 
 
＜その他事項＞ 
なし 
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 (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、１
７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 
3. 安定供給プロジェクトの採択 

（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、
制度の概要説明を実施し、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。
新たにユーザー企業も対象にし、制度の認知
度を拡大しつつ、金融支援を必要とする鉱種
や需給構造等について情報収集を実施。 

2,3.平成 29 年度は、3 案件（南ア・サマンコー
ル、米国・パルマー、日本・菱刈鉱山）に対し
合計 140 億円超のリスクマネーの供給を実
施。新規探鉱融資案件のパルマーは供給源の
多角化に資する案件であり、資産買収出資を
実行したサマンコールクロムは資源の安定供
給に資する案件。 

 
（主なリスクマネー供給案件） 
・サマンコールクロム案件（南アフリカ／クロ
ム／資産買収出資）：平成 28 年度に資産買収
案件として新規採択し、平成 29 年度に出資を
実行。 

・パルマー案件（米国アラスカ／亜鉛・銅／探
鉱融資）：平成 26 年度から平成 28 年度まで
探鉱出資により支援。平成 29 年度は探鉱融資
を実施。 

 
4.迅速な審査 
4,4-1.申請書の受理後、平均 2.64 週間で審査を
完了し申請者が希望するタイミングでリスク
マネーの供給を実施。 

 
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。 

 また、出資・債務保証案件については、金融
資産課が年 4 回実施する案件棚卸、および年
1 回実施するプロジェクトパフォーマンスレ
ビューに協力。 

 
5-2.重要案件については定期的にレポートを徴
収し、必要に応じて現地調査を行う等、各案
件のリスク度合いに応じた適時適切な措置を
実施。 

 なお、以下の既存案件について、大きな状況
の変化あり。 

・債務保証で支援しているオラロス・リチウム
案件（アルゼンチン）は、事業者との面談や現
地調査を度々行うことによりモニタリングを
強化。平成 30 年 2 月に完工し、安定操業のフ
ェーズに移行。 

・資産買収出資で支援しているライナス・レア
アース案件（豪州／マレーシア）においても、
定期的なレポートの徴収や人員派遣等により
事業会社との関係を強化し、安定操業を支援。 

・ソロモン（ソロモン）：平成 21 年度に探鉱出
資を実行した案件。平成 29 年 8 月に事業者
が案件からの撤退を公表。撤退の主たる理由
は想定した探鉱成果が得られなかったことで
あり、撤退はやむを得ないと判断。 

・タヤン（インドネシア）：平成 22 年度に債務
保証を実行した案件。平成 29 年 7 月に事業
者が案件からの撤退方針を公表。撤退方針の
主たる理由は操業が上手くいかず、海外パー
トナーとの関係が膠着したこと。調整の結果、
事業会社の借入金は親会社が株主融資で補填
することに合意したため、保証履行は未発生。 

 
5-3.こうした取組により、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
する利回りは約 1.9%の高水準を確保。 

 

（２）リスクマネー供給：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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）：152% 
5. 適切な案件管理の実施(定性)：100%  
 

また内容面として、積極的な PR 活動の結果、3 案件に
対して合計 140 億円超のリスクマネーの供給を実現。さ
らに、コンサルテーション等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、必要な予算を確保。 

 
2.3. 世界有数のクロム生産者であるサマンコールクロムへ
の出資実行により、年間 40 万トンのフェロクロムを日本
向けに供給する権利を獲得。世界のクロム資源は南アとカ
ザフスタンに集中し、3 大鉱山企業への寡占化が進む中、
世界消費の 5 割を占める中国による上流権益取得の動き
が活発化する現状で、3 大クロム生産者の 1 社であるサマ
ンコールクロム社の権益を確保したことは、クロム資源の
安定供給確保の観点から意義は大きい。 

また、融資を実行したパルマーは、近年の大規模鉱山の
閉山が相次ぎ、今後の需給タイト化が懸念されている亜
鉛の供給源確保および将来の供給源の多角化に寄与する
もの。 

   
 
4.全ての案件（3 件）について、事業者が希望するタイミン
グでの供給を達成。 

 
5. 電動自動車等の普及に伴い、今後、リチウムイオン電池
の需要が急増すると予測されている。その主原料であるリ
チウムを生産するオラロス案件では、平成 27 年の生産開
始後、生産の立ち上げの遅延により完工期限を数回延長し
ていたが、事業者との面談や現地調査等により問題の克服
を支援し、平成 30 年 2 月に完工を達成。安定操業のフェ
ーズに移行。平成 29年の本案件の炭酸リチウム生産量は、
2017 年の日本のリチウム需要の 1/3 程度相当する約
11,000 トンに達した。また、完工直前に豊田通商がオロ
コブレ社の増資を引き受け、当該資金をオラロス案件の拡
張プロジェクトに充当することを発表。拡張後の生産能力
は 42,500 トンを予定しており、日本のリチウム需要を上
回る水準。さらに、平成 29 年より、同社は、オラロス産
の炭酸リチウムを原料として水酸化リチウムを生産する
プラントを福島県に建設する計画の検討を推進。これまで
中国などの海外に依存していた水酸化リチウムのサプラ
イチェーンの構築・国産化の目途が立つ。以上より、リチ
ウムイオン電池の生産に係るサプライチェーン構築に本
案件が果たす役割は益々大きくなっており、その前提とな
った完工達成の意義は大きい。 

   
  また、電動自動車向けモーター等に使われるネオジム磁
石の原料であるジジムに関しては、数年前まで中国にその
生産が集中。しかし、平成 26 年にライナス社がレアアー
ス（ジジムを含む）の生産を本格化して日本にジジムを優
先的に供給するようになって以来、日本はジジムの中国依
存から脱却。中国以外の唯一の大手レアアース供給源を確
保したという観点で本案件の意義は大きい。現在、ライナ
ス社は JOGMEC のサポートにより安定的な操業が続い
ており、日本のジジム需要の多くをカバー。今後見込まれ
る電動自動車の生産増に対応するため、平成 29 年より、
生産能力を平成 31 年 1 月までに 3 割増とする計画に着手
し、今後のさらなる貢献に期待。 

 
  以上のとおり、アウトプット指標に基づく達成状況は平
均して 120％を超える成果を上げたほか、クロムの新規供
給源を確保し、リチウムとレアアースにおける既存案件に
おいて増産等が行われるといった大きなアウトカムが実
現したことから、評定を S 評定とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
・オラロス案件の完工達成により、拡張計画が進捗したこと
は大きな成果。 

 

（２）リスクマネー供給 
 
＜評定に至った理由＞  
・目標を超える（対目標＋24%）継続
的なコンサルテーションを行い、事
業者の資金ニーズを的確に把握、事
業者側の事情を考慮した支援を行う
等様々な工夫を行った結果、事業撤
退（2 件）はあったものの、我が国
資源確保上有力な３案件（南アフリ
カ（クロム）、米国・アラスカ（亜
鉛・鉛）、菱刈（金））に対して、合
計 140 億円を超える新たなリスクマ
ネーの供給を実現したことは、評価
できる。 

・また、過去に供給を行ったオラロ
ス・リチウム案件（アルゼンチン）
では、事業者との面談や現地調査を
度々行うことによりモニタリングを
強化した結果、平成 30 年 2 月に完工
し、安定操業のフェーズに移行する
ことが出来たこと、資産買収出資で
支援しているライナス・レアアース
案件（豪州／マレーシア）において
も、定期的なレポートの徴収や人員
派遣等により事業会社との関係を強
化し、安定操業を支援したことは、
評価できる。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・オラロス案件（リチウム）の進展も
将来のサプライチェーンに大きな影響
を与えるアウトカムである。 

・リチウムやクロム等の各案件の実績
は二重丸で、議論の余地がないほどの
高評価と言える。 
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＜その他事項＞ 
なし 

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

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

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

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

【評価の視点】 
1-1. 運航に係る PDCA 等実施、安全
対策強化や運航費削減等効率化の
工夫 

（３）海洋資源開発 
＜主要な業務実績＞ 
1.海洋資源調査船「白嶺」を用いて、沖縄海域で
の海底熱水鉱床調査 7 航海、南鳥島周辺海域
のレアアース堆積物とコバルトリッチクラス
ト調査 2 航海を実施したほか、海洋地質学的
研究調査に政府系機関から 1 航海を受託し、
計 10 航海を実施。 

 
1-1.運航会社と共同で緊急対応演習を実施し、
安全対策を強化するとともに、緊急対応マニ
ュアルを策定。「白嶺」の運航については、航
海前に準備を着実に実施し、航海後に航海で
のトラブル情報の共有と改善策の検討等を実
施し、PDCA サイクルを回すことにより「白
嶺」運航の効率化に努めた。 

 
  また、事業の適切な運営管理に資するため、
外部有識者からなる熱水鉱床開発委員会を設
置し、同委員会のもとに 4 つのワーキンググ
ループを開催。さらに、監督官庁である経済
産業省資源エネルギー庁と週例連絡会を設け
る等、緊密な連携体制をもって事業を実施し
たほか、後述の海底熱水鉱床の環境影響評価
調査などにおいては、国立研究開発法人海洋
研究開発機構（JAMSTEC）との間で協定書に
基づいた複数の共同研究を実施、発表するな
ど緊密に連携。 

後述の「採鉱･揚鉱パイロット試験受託コン
ソーシアム」とは、月例の定例会等で頻繁に
調整・連絡を実施し、業務の進捗確認・課題
の情報共有を行い、計画の改善や着実な実行
を図った。このほか、国内大学等でシンポジ
ウムや特別講義などを行い、学術分野･産業界
との間でも協力・連携を通じた海洋鉱物資源
開発への関心の慫慂を実施。 

 
前年度事業成果については、民間企業等関

係者を対象に成果報告会を実施したほか、新
鉱床発見に係るプレスリリースを行い、新聞
等の報道を通じて本成果を国内に周知。また、
海外の民間企業等への訪問や既存文献等の調
査等により海洋鉱物資源開発の動向を把握し
たほか、我が国企業に対しアンケート調査を
実施。 

 

（３）海洋資源開発：S 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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）：111% 
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）：125% 

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）：250% 

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）：150% 

ウ-1. マンガン団塊に係る探査鉱区契約延長後の初年度に
おける調査等の実施（定性）：100% 

エ-1. レアアース堆積物の試料採取地点数（定量）：100% 
 
また、内容面として、 
1. 安全対策の強化のため、運航会社と共同で緊急対応演習
を実施し、緊急対応マニュアルを策定。今後の安全基盤を
構築。 

 
ア 海底熱水鉱床 
ア-1,3.「ごんどうサイト」では南部鉱体に向けてより高い銅
品位の硫化鉱体を約 800m 連続で確認。「田名サイト」に
おいて初のボーリング調査を実施。「田名サイト」のボー
リング位置は物理探査を参考に選定し、一部では物理探査
アノマリが鉱化帯に調和する結果を得る等、今後の調査指
標となる貴重なデータを収集。 
   

ア-2,3.調査対象海域において新たに複数の熱水活動を確認。
特に伊豆・小笠原海域では既知の熱水活動分布域外で広範
囲に尖頭状地形を把握。次ステージにつながるターゲット
を抽出。 

 
ア-4,5. 採鉱・揚鉱パイロット試験の実施で、水深 1600ｍの
海底にある海底熱水鉱床の鉱石を海水とともに洋上まで
連続的に揚鉱することに世界で初めて成功。非常に重要か
つ貴重なデータやオペレーションのノウハウを取得。将来
の商業化に向けて大きな一歩となった。 

パイロット試験の円滑な実施と作業の効率化のため、
陸上で各種試験や集鉱試験機の事前洋上試験での性能及
びオペレーションの確認、浅海域試験での全揚鉱システ
ムの性能及びオペレーションの確認等を実施。安全面で
は事前に事故リスクの抽出や対応策を検討。人的被害を
出さずに試験を完遂。本パイロット試験の成功は我が国
一般紙のみならず、海外の BBC 他、世界のマスコミから
も大々的に取り上げられ、国際海底機構のトップがワシ
ントン DC での全米科学アカデミーの講演会で取り上げ
るなど JOGMEC の知名度が向上。 
将来の商業化に向けた採鉱・揚鉱分野での要素技術の

確立に大きく貢献する特筆すべき成果。 
 
  選鉱・製錬技術については、従来選鉱が困難とされた浮
遊選鉱試験において、前処理・薬剤条件を改善した結果、
目標 70%の亜鉛実収率に対してラボ試験で最大 79%まで
向上。パイロット選鉱試験でも 70%の目標値程度（68％）
の亜鉛精鉱の回収を初めて達成。選鉱産物が既存製錬所に
供給可能なことも確認。さらに専門家等との綿密な打合せ
を実施するなど、マネジメントを円滑に進める取組も実
施。 

 
  環境影響評価については、かく乱試験やパイロット試験
のモニタリングにより、濁りや水中騒音、底質及び生態系
の変化等を把握。揚鉱水については、水質分析や生物影響
試験を実施し、貴重な環境データを取得・解析。また、環
境影響予測モデルでは、各種試験後のデータで予測結果を
検証し、精度の向上に寄与。国際ルール構築のためのワー
クショップへ参加し動向を把握。次年度の国際学会や国際
海底機構での発表に向けた資料を整備。 

 

（３）海洋資源開発 
＜評定に至った理由＞  
・資源量評価については、 「ごんどう
サイト」にてボーリング調査等によ
り、３％を超える高い銅品位の硫化
鉱体の連続性の確認を通じ、銅を主
体とする世界的に大規模な海底熱水
鉱床への発展が期待されること及び
物理探査（電磁法）の有効性を確認
し、新鉱床探査の効率を向上させた
ことは新たな鉱床の徴候域を発見し
たことは、我が国 EEZ に賦存する海
底熱水鉱床の概略資源量の増大の観
点から評価できる。  

・実海域における世界初の採鉱・揚鉱
パイロット試験を成功させ、将来の
商業化に向けて貴重な技術データを
世界で初めて取得し、取得されたデ
ータを評価・検証され課題を明確化
にしたことは、政府目標（平成 30 年
代後半に民間企業が参画する商業化
プロジェクト開始）に大きく前進し
た点を高く評価する。 

・需要拡大が見込まれるコバルト、ニ
ッケル等を多く含むコバルトリッチ
クラストについて、資源量確保に注
力（「白嶺」を用いて 2 航海実施。独
自改良して効率を改善したボーリン
グ機材を活用して、昨年度よりも大
幅にボーリング調査数、試料数を増
大し精度向上に努力）した点を評価
する。 

・国際海底機構（ＩＳＡ）と結んでい
るマンガン団塊の探査契約に基づ
き、的確に調査を行い、機構との信
頼関係を強化してきた点、必要な製
錬技術や経済性評価等の検討を行っ
たことは評価できる。  

・レアアース泥については、高濃度層
（2000ｐｐｍ以上）の連続性を把握
し、揚泥基礎試験を着実に行い、レ
アアース資源供給源としての可能性
を検討した点は評価できる。  

・多額の予算を執行する上で、機器開
発の進捗や外部評価を踏まえて柔軟
な事業計画の変更を行うことや、高
い予算執行率で事業を進めている点
は評価出来る。 

 
以上、アウトプットの面では海底

熱水鉱床については、世界のマスコ
ミからも注目され、高い評価を受け
ている世界初の採鉱・揚鉱パイロッ
ト試験の成功のみならず、当該試験
に向けた綿密な計画・準備や試験で
取得したデータを分析し次の取組に
つなげ、将来の商業化に向けて大き
く前進させた点を高く評価する。そ
の他コバルトリッチクラスト等他の
ターゲットについても、需要が高ま
るレアメタル、レアアース供給源と
しての将来の活用につなげる取組が
認められ評価する。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱パイロッ
ト試験の成功は世界初であり、インパ
クトが大きい。鉱物資源マーケットの
安定化にもつながるものと評価。S 評

 ア．海底熱水鉱床 
・沖縄海域、伊豆・小笠
原海域等での資源量評
価、環境影響評価、採鉱
技術、選鉱・製錬技術開
発の実施、その成果を踏
まえた経済性評価実施
により、民間企業へ事業
化検討に必要な情報提
供。 
 

ア．海底熱水鉱床 
。 
1)資源量評価 
・確認資源量の増大に向
けて、沖縄海域を対象に
8 地点以上でボーリング
調査を実施。 
・資源量評価に移行する
新鉱床の発見に努める
ため、チャーター船を 2
航海以上運用。 
2) 採鉱・揚鉱パイロッ
ト試験に向けた生産技
術開発と環境影響評価
の実施 
・試験全体の概念設計、
試験計画の検討、水中ポ
ンプ及び揚鉱管等の製
作及び各種試験の実施。 
・陸上鉱石並の選鉱品位
及び実収率を達成でき
るよう、基礎試験を継続
するほか、選鉱産物の実
操業炉への適合性評価

ア．海底熱水鉱床 
 
1)資源量評価 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
ア-1.海底熱水鉱床調査に係るボー
リング調査地点数（8地点） 

ア-2.海底熱水鉱床調査に係る民間
チャーター船の航海数（2航海） 

【評価の視点】 
ア-1-1.効率的な調査に向けた特段
の工夫 

＜アウトカムの視点＞ 
ア-3.既知資源量の拡大に資する特
段の発見等 

 
2) 採鉱・揚鉱パイロット試験に向け
た生産技術開発と環境影響評価の
実施 

＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
ア-4.採鉱・揚鉱パイロット試験に向
けた生産技術開発と環境影響評価
の実施 

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、沖縄海域「ごんどうサイ
ト」及び「田名サイト」において船上設置型ボ
ーリングを 10 地点実施。 

  「ごんどうサイト」のボーリング調査の結
果、3％を超える高い銅品位の硫化鉱体が主マ
ウンドから南部鉱体にかけて南南西方向に約
800m 連続することを確認。銅を主体とする
世界的に大規模な海底熱水鉱床の発展に期
待。「田名サイト」のボーリング調査の結果、
物理探査アノマリが鉱化帯に調和することが
判明。海洋での物理探査の有効性の確認等の
貴重な調査指標を取得。 

また、海底熱水鉱床について、民間チャー
ター船を用いた調査を伊豆・小笠原海域及び、
沖縄海域にて合計 5 航海実施。その結果両海
域において新たに熱水活動を確認し、硫化鉱
を採取。特に伊豆・小笠原海域では既知の熱
水活動分布域外で広範囲にわたる尖頭状地形
を把握し、次ステージにつながるターゲット
抽出に貢献。 

 
さらに、熱水鉱床の資源量把握・評価のた
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を行う 
・海底かく乱試験を実施
し、環境影響調査手法を
策定。 

【評価の視点】 
ア-4-1.外部有識者からも高い評価
が得られる試験計画の策定 

ア-4-2.外部有識者からも高い評価
を得られる水中ポンプの設計 

ア-4-3.水中ポンプの性能が当初目
標の達成 

ア-4-4.プロジェクトマネジメント
において特筆すべき工夫 

ア-4-5. 選鉱製錬技術について陸上
鉱床並みの選鉱品位又は実収率を
達成 

ア-4-6. 選鉱製錬技術について実操
業炉への適用の見通し 

ア-4-7. 選鉱製錬技術についてプロ
ジェクトマネジメントにおいて特
筆すべき工夫 

ア-4-8.環境予測モデルの精度向上 
ア-4-9.環境影響規制に係る国際枠
組みの構築に貢献し、我が国のプ
レゼンス向上 

 

め、業務委託先の民間企業、大学、研究機関
と、資源量調査の進捗確認や試験結果の検証
を実施。また、事業の適切な運営管理に資す
るため、資源量評価ワーキングループを計 2
回実施し、当該事業を適切かつ効果的に実施。 

   
ア-4. 採鉱・揚鉱パイロット試験に向けた生産
技術開発と環境影響評価： 

①採鉱・揚鉱技術： 
  平成 29 年 8～9 月に世界で開発事例がない
ために難易度が高く、技術とノウハウが必要
となる採鉱・揚鉱パイロット試験を実施。事
前に機器等の陸上や海域での性能試験やオペ
レーションの確認を実施し、パイロット試験
の最適な計画を立案。 

  掘削重機の視認性や耐久性の把握や深海特
有の課題の抽出等を実施し、将来の海底鉱山
掘削重機の設計に必要なデータを取得。 

 
ア-4-1. パイロット試験で鉱石の揚鉱を実現さ
せるとともに、将来の商業化に向けて必要と
なる重要なデータを取得するために、綿密な
試験計画を立案。事前に陸上や海域での性能
試験、オペレーションの確認、様々な事態を
想定して対策を十分に講じた。確実な揚鉱デ
ータの取得のため、様々な工夫を凝らし、洋
上までの連続揚鉱を複数回実現。 

 
ア-4-2. パイロット試験の実施においては安全
第一に計画を立案し、実行。また、試験終了毎
に試験結果の解析を踏まえた翌日の試験計画
を策定し、着実に試験を実施。 

 
ア-4-3. 経済産業省及び JOGMEC によるパイ
ロット試験のプレスリリースを行ったほか、
専門家や関係業界への結果報告を実施した結
果、我が国一般紙、海外の BBC 他、世界のマ
スコミが大々的に取り上げ、国際海底機構の
トップが全米科学アカデミー講演会で取り上
げるなど、JOGMEC の知名度が向上。 

 
ア-4-4. 試験に先立ち、リスクの洗い出し、機器
の改良やオペレーションの見直し、実海域で
の各種重機・機器の性能確認、オペレーショ
ンの確認及び機器の故障を見越した万全の体
制整備等を行うとともに、複数のバックアッ
ププランも用意して本番に臨んだ。また 7 社
からなる「採鉱･揚鉱パイロット試験受託コン
ソーシアム」と月例の定例会等で試験計画の
綿密な協議等を実施。また、外部有識者から
なる採鉱技術ワーキンググループも計 4 回実
施し、当該事業を適切かつ効果的に実施。 

 
②選鉱・製錬技術： 
ア-4-5. 従来選鉱が困難とされた浮遊選鉱試験
において、前処理・薬剤条件を改善した結果
亜鉛実収率は最大 79%まで向上。また、鉱石
処理量 4.8 トン/日の選鉱設備による連続試験
では、装置の改良により、実収率を目標値付
近まで改善させ、産物の亜鉛品位も、既存製
錬所に供給されている精鉱と同等レベルを達
成。また、平成 30 年度に予定している選鉱連
続試験の実施に向けて、必要量の実鉱石を採
取し、ラボ試験により最適な選鉱条件を検討。 

 
ア-4-6. 製錬分野では、選鉱試験で得られた亜
鉛・鉛バルク精鉱を用いて焙焼試験を実施し、
実炉に供給可能な物性を有することを確認。
また、塩化揮発法により、副産物として得ら
れる硫化鉄精鉱中の 95%以上の金銀が回収可
能であることを確認。揮発後の鉄産物につい
ては高炉原料として利用可能な条件を検討。 

 

イ コバルトリッチクラスト 
  ボーリング調査によるコバルトリッチクラストの層厚
の把握、試料の化学分析や各種解析により、資源賦存状況
に係る情報を取得。 

  国際海底機構との探査契約に基づき、鉱区絞込みに向け
た調査を進展。各種試験を通じて適用可能な選鉱製錬手法
を検討。同様に環境調査も実施。 

 
ウ マンガン団塊 
  平成 28 年 7 月に更新した国際海底機構との探査契約に
基づき調査を実施。 

 
エ．レアアース堆積物（泥） 
  過年度に把握した高濃度分布域内 4 地点でサンプリン
グを実施し、水平方向の広がりや南東方向の平均品位が
2,000ppm 以上となることを確認。また、レアアース泥の
スラリー時の物性等の特性の詳細把握やラボレベルでの
シミュレーションを実施。50m 規模の揚泥実験設備で揚
水実験を実施し、エアリフト効果による効率的な揚水を確
認。今後の 200m 規模の揚泥実験に資する基礎データを
取得。 

 
以上のとおり、アウトプット指標に基づく達成状況が

全てにおいて 100%を超える成果を上げたほか、国が定め
た「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を着実に推進し、
海底熱水鉱床の資源量の拡大や新鉱床の発見など質的に
顕著な成果を挙げ、さらには世界初となる鉱石の連続揚
鉱パイロット試験に成功させ、今後の商業化に向け、大き
く貢献する特筆すべき成果をあげたことを勘案して、評
定を S とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
・世界初の採鉱・揚鉱試験の成功は非常に良い成果。学会で
PR をお願いしたい。 
・海底資源調査においても環境に配慮している点を積極的
に世界へアピールしてほしい。 
 
 
＜その他事項＞ 
なし 
 

価には納得。今後とも海洋資源開発に
あたり環境問題の研究とセットで更に
強化してほしい。 
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ア-4-7. 選鉱・製錬技術開発の円滑な進捗を図る
ため、専門家の意見を最適な選鉱試験条件の
検討に反映。また、外部有識者からなる選鉱・
製錬ワーキングループを計 3 回実施し、当該
事業を適切かつ効果的に実施。 

 
③ 環境影響評価： 
ア-4-8. かく乱試験から半年、1 年後の環境変動
を観察し、底質及び生態系の変化等を把握。
モニタリング調査結果とモデルによる予測結
果を比較検証し、予測精度を向上。 

採鉱・揚鉱パイロット試験では水中騒音を
観測し、マグロ類の行動に影響を及ぼすこと
は無いと結論。パイロット試験の揚鉱水の特
性を把握し、揚鉱水処理に関する今後の課題
を抽出。外部有識者からなる環境影響評価ワ
ーキングループを計 3 回実施し、当該事業を
適切かつ効果的に実施。 

 
ア-4-9 . 過年度の環境調査結果や国内外におけ
る関連情報収集結果を用いて環境影響評価手
法を確立。 

 
ア-4-10．国際海底機構が推進する環境ガイドラ
インの構築に係る情報収集のため、海外で開
催されたワークショップに参加。翌年度の国
際学会における発表原稿を作成し受理。また
国際海底機構でのプレゼンの準備を実施。 

 
ア-5. 採鉱・揚鉱技術では、世界初となる鉱石の
連続揚鉱に成功し、揚鉱に関する多くの貴重
なデータやノウハウを取得。今後の商業化に
向け、大きく貢献。 

 

 イ．コバルトリッチクラ
スト 
・南鳥島周辺海域等で
の賦存状況調査、環境調
査、生産関連技術検討。 

イ．コバルトリッチクラ
スﾄ 
・既知資源量の増大等に
より有望海域の絞込み
に資するため、詳細な賦
存状況調査を１航海以
上実施し、10地点以上で
鉱石試料を採取。 
・国際海底機構との探査
契約に基づき、研修員 5
名を受け入れ。 

イ．コバルトリッチクラスト 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
イ-1. コバルトリッチクラスト調査
に係る鉱石試料の採取地点数（10
地点） 

【評価の視点】 
イ-1-1. 効率的調査への特段の工夫 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
イ-2.研修員の受入れ 
＜アウトカムの視点＞ 
イ-3. 調査結果による既知資源量の
情報量の大幅な向上 

イ．コバルトリッチクラスト 
イ-1. 南鳥島南東方の公海域の探査鉱区におい
て、資源量評価調査 2 航海を実施。18 地点 54
孔のボーリング調査を実施し、コバルトリッ
チクラストの分布状況を把握。また、採取し
た試料の化学分析により品位を把握。 

イ-1-1.海底着座型ボーリング機材の改良及び運
用方法の改善により、コア採取率を向上（66％
⇒72％）。また、地形・音圧データや深海カメ
ラ等により、クラスト分布に係る統計モデル
を作成し、音響調査により、統計モデルの精
度を向上。 

イ-2.採鉱手法の概念検討及び選鉱・製錬技術の
詳細検討に着手し、選鉱効率の改善に寄与。
経済性評価を含む製錬手法では、過年度まで
のデータを検討・整理。 

環境分野では、契約鉱区で取得した海洋物
理・生物・化学に関する環境ベースラインデ
ータの解析結果をとりまとめ、報告書を国際
海底機構に提出。 

 
イ-3. 2海山で広域地形データ及び音圧データを
取得し、資源量の解析に使用する基礎情報量
が大幅増加。 

 

 ウ．マンガン団塊 
・国際動向を踏まえ国
連から付与されたハワ
イ南東方沖の日本鉱区
での開発に向けた取組
実施。 

ウ．マンガン団塊 
我が国保有のハワイ南
東方沖探査鉱区の契約
期間延長を実現させ、資
源量評価・環境影響評価
等実施、採鉱・選鉱製錬
技術の検討実施。 
 

ウ．マンガン団塊 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
ウ-1. 探査鉱区契約延長に向けた取
組み 

【評価の視点】 
ウ-1-1.濃集域での環境ベースライ
ンデータの取得が完了できたか 

ウ-1-2.国際海底機構との探査契約
の延長に向けて効率的に準備でき
たか 

ウ．マンガン団塊 
ウ-1,1-2. 国際海底機構との探査契約に基づき、
ハワイ南東沖の探査鉱区にて環境影響評価調
査や採鉱・製錬技術及び経済性の評価等を実
施し、報告書を同機構に提出。 

ウ-1-1.環境ガイドラインに従い、流況や沈降粒
子の把握を目的として、全水柱を対象とした
係留系を設置したほか、堆積物の化学特性、
堆積物中等の生物の調査を実施し、環境ベー
スラインデータを充実化。 
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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 
・ポテンシャル評価にお
ける濃集帯の詳細解明
のため南鳥島周辺海域
での資源調査、生産技術
等調査研究実施。 

エ．レアアース堆積物 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
エ-1.資源のポテンシャル評価の実
施（資源量調査航海 1航海、4地点
以上における試料採取） 

【評価の視点】 
エ-1-1.試料採取にあたり、濃集帯を
採取するなど質の高い試料が採取
できたか 

エ-1-2.平成 27 年度までのレアアー
ス堆積物調査結果が適切にまとめ
られ、28 年度以降の政府方針に貢
献できたか 

エ．レアアース堆積物（泥） 
エ-1,1-1,1-2. 過年度に実施した調査により得ら
れたデータより抽出されたレアアースの高濃
度分布域の最も有望な地区 4 地点でサンプリ
ングを実施。2,000ppm 以上の高濃度層の広
がりを把握。次年度以降の調査方針の検討に
も資する結果を取得。 

  50m 規模の揚泥実験設備を施工し、揚水実
験を実施。エアリフト効果による効率的な揚
水を確認。次年度以降の 200m 規模の揚泥実
験の実施に資するデータを取得。 

 (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、

(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。 
・フロンティア地域にお
ける相手国政府機関と
の協定書に基づく初期
的な調査を３件以上実
施。 
 
 
 
②我が国技術力を活用
した資源国等との関係
強化 
・探査技術や環境対策技
術の技術移転を図るこ
とを目的としたセミナ
ー等を資源国において 2
件以上実施 
・ボツワナ地質リモート
センシングセンターで
の長期・短期の研修や衛
星画像の共同解析を通
じて、アフリカ諸国の鉱
業政府関係者や技術者
75名以上に対して、解析
技術の移転を図る 
・ブラジルで我が国企業
等が有する技術を活用
したニオブ尾鉱に含ま
れるレアアース回収実
証試験における生産物
の品質及び経済性の向
上。 

①資源外交強化 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
 【定量指標】 
1.協力枠組みの構築数（4件） 
2.資源国鉱業関係機関等のトップ級
との面談件数（24件） 

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

13.資源国への探査・環境保全技術の
移転実施（セミナーの開催）（2件） 

【評価の視点】 
1-1. 総理・大臣の資源外交成果に直
結するタイミング、内容を踏まえ
た協力枠組み締結 

5-1. 調査結果の提供により、我が国
企業の新たな関心地域の構築や機
構と我が国企業の間で新たなネッ
トワークの構築 

5-2. 不測の事態が発生した場合で
も適切に対処 

9-1.研修生に適切な動機づけがで
き、対象国における持続的な人材
育成に資する指導者育成 

9-2.対象国から人材育成プログラム
として高い評価が得られる等の特
筆すべき成果 

13-1.セミナーへの出席者が当初の
予想を上回る等の特筆すべき成果 

13-2.資源国からのセミナーの実施
について、特に高い評価を得る等
の特筆すべき成果 

13-3.セミナーの機会を利用しての
当該国の要人等とのバイ会談実施
など、更なる関係強化 

 
＜定性的指標及び評価の視点＞ 
【定性指標】 
11.資源国における共同研究の実施 
【評価の視点】 
11-1.プロジェクトの継続・撤退等の
判断に資する特筆すべき成果 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3.供給源の多角化に資する国・地域
との協力枠組みの締結 

4.政府の鉱種戦略へ貢献する情報の
獲得 

6.特筆すべき技術的成果 
7.相手国政府機関との協定書更新
等、関係強化 

8.我が国企業のプロジェクトが立ち
上がっていない地域あるいはこれ
まで未着手の鉱種等、特筆すべき
調査 

10.研修生の母国において新たなプ
ロジェクトが立ち上がる等の特筆
すべき成果 

（４）資源外交 
＜主要な業務実績＞ 
1,3. 在京大使館と共同で 4 件（カザフスタン、
ウズベキスタン、豪州、カナダ）、招聘事業と
して 1 件（フィリピン）の「鉱業投資セミナ
ー」を実施。Mining INDABA 2018（アフリ
カ）では INDABA 事務局とサイドイベントを
初共催。首相訪問時に署名した覚書に基づく
情報交換会の開催。我が国企業の技術を政府
系企業（チリ、ブラジル）に紹介。また、ボツ
ワナ・地質リモートセンシングセンター設立
10 周年となるタイミングで、SADC 諸国 11
カ国を対象に総括セミナー等を開催するな
ど、関係者と関係強化。 

 
1-3. カザフスタンでは同国からの代表団来日
の機会を捉えて実施。同国と日本企業との面
談に協力し、資源国と我が国企業との橋渡し
をした。 

 
1-3, 2-1. Mining INDABA 2018 では INDABA
事務局と共催でサイドイベントを開催。アフ
リカ重点 5 か国（ボツワナ、ザンビア、ナミ
ビア、ジンバブエ、マダガスカル）の鉱業担当
大臣等を招聘し、南アの鉱業担当大臣を加え
た 6 か国の鉱業政策や投資環境について講演
してもらうことで参加した日本企業のアフリ
カ進出の促進を図りつつ、ネットワーキング
の場も提供。 

フィリピンで鉱業に対する環境保護が叫ば
れる中、同国環境天然資源大臣の招聘による
セミナー開催等により関係強化を促進する予
定であったが、準備完了直後に来日できなく
なったため、同省幹部を日本に招聘し、鉱業
関係施設の視察等を通して日本の「環境に配
慮した鉱業」への理解を深めてもらい、鉱物
資源開発と環境保護政策の調和を働きかけ
た。 
有望な資源国の一つであるミャンマーに対

し、探査権申請等の我が国企業による同国に
おける活動を支援するため、天然資源環境保
全大臣を招聘する予定であったが、先方の国
内事情により急遽来日が中止され、招聘事業
を延期。 

 
1-2. COCHILCO との情報交換会は従来の銅
に、EV 増加に伴い需要増が予想されるリチウ
ムも検討の対象とし、内容を充実化。 

ブラジルで、ニオブ尾鉱に含まれるレアア
ース回収プロジェクトの経済性向上を図るた
め、実証試験を実施。製品レベルの品質のレ
アアースの産出を実現し、事業開始当初比で
約 40%のコスト削減を達成。 

 
1-1. Mining Indaba 2018 にて JOGMEC セミ
ナーを開催し、経済産業大臣政務官によるア
フリカ資源外交を支援。セミナーには資源重
点国（ボツワナ、南アフリカ、DR コンゴ、ザ

（４）資源外交：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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）：275% 
2.資源国鉱業関係機関等のトップ級との面談件数（定量）：

121% 
6.初期的な調査の実施（定量）：133% 
10.資源国における鉱物資源探査技術者の育成の実施（定
量）：319% 

12.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, 2-1.フィリピンでは、国内の鉱業に対する環境保護を重
視する政策が推進され、日本企業の鉱山等操業の不安要因と
なっている。同国に対して環境に配慮した我が国企業の活動
をアピールし、不安解消することが喫緊の課題。環境天然資
源省幹部を日本に招聘し、日本国内の関連施設視察により、
環境に配慮した日本企業の活動への理解を促進させ、セミナ
ー等を通じて鉱物資源開発と環境保護政策の調和について
働きかけを実施。 

Mining INDABA 2018 では INDABA 事務局と共催でサ

イドイベントを初開催。アフリカ重点 5 か国の鉱業担当大

臣等を招聘し、南アの鉱業担当大臣を加えた 6 か国の鉱業

政策や投資環境の講演により、参加した日本企業のアフリカ

進出の促進を図りつつ、我が国企業と各国の鉱山省や鉱業協

会等との関係構築の端緒としてのネットワーキングの場を

提供した点は特筆すべき成果。また、このサイドイベントに

合わせて実施した 7 か国の大臣級との面談を実施し、電動

自動車の生産拡大に伴い需要拡大が見込まれる重要鉱種で

あるコバルトなどを産出するザンビアや DR コンゴなどの

重要資源国との関係を強化。 

10 周年セミナーの各国代表者の講演において、各国参加

者からセンター事業によるリモートセンシング人材育成等

が高評価。 

 

1-2.ブラジルでは実証試験規模でも回収レアアースの高純

度化への見通しが立ち、事業開始当初比で約 40%のコスト

削減を達成。 
 

2-1.ミャンマーでは、5 年間滞っていた日本企業による鉱区

申請許可について、同国の天然資源環境保全大臣との面談の

場にて許可を促すよう働き掛けた結果、同省にて手続きが再

開。さらに当初受け入れ不可と言われていた JOGMEC の

広域調査結果を踏まえた新規鉱区申請についても働き掛け

の結果、日本企業から鉱区申請が受理されるなど、日本企業

の探鉱活動に大きく貢献。 
 
7.カンボジアでは良好な探鉱結果を取得し、相手国機関は
JOGMEC との JV 事業に対し、契約期間の延長等の柔軟な
対応を示す。 
 
10.ボツワナ・地質リモートセンシングセンター第二期事業

（４）資源外交 

 

＜評定に至った理由＞  

・目標を大きく上回る 11件の関係強化

に資する事業を実施した中で、特

に、ミャンマー政府要人への働きか

けを通して、鉱区許可申請の手続き

再開につなげるなど日本企業の探鉱

活動に貢献した点を評価する。 

 

・南アフリカにおける鉱業イベント

（Mining INDABA2018）に参加し、初

めてサイドイベントを共催し、アフ

リカの重点鉱業国の大臣級に積極的

にアプローチを行い、日本企業のビ

ジネスマッチングを支援するなど、

アフリカ進出のきっかけ作りに注力

した点を高く評価する。 

 

・目標を大きく上回る 12か国 239名

（対目標+319％）を対象に鉱物資源

探査技術者の育成を実施するととも

に、資源国での探査・環境セミナー

や日本での受入れ研修を実施するな

ど、資源国との関係強化に貢献して

いることは評価できる。 

 

 以上、アウトプットの面では計画

における定量的指標を十分上回って

おり、その内容も、将来のアウトカ

ムにつながることが期待されるもの

の、ミャンマーで日本企業の探鉱活

動に貢献したこと以外は、直接アウ

トカムにつながるものは無い。しか

しながら、南アフリカでのイベント

（Mining INDABA）の機会を通して

周辺主要鉱業国の大臣クラスとの交

流やボツワナ・地質リモートセンシ

ングセンターによる周辺国との協力

事業は（これら周辺国の大臣からも

支持）、今後コバルト等の資源確保に

力点を置く資源政策上、これらアフ

リカ資源諸国との関係強化に貢献し

ていることを鑑み評価する。 
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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。 

12. 共同研究の結果が供給源に多角
化に資するなど特筆すべき成果 

 

ンビア、ナミビア、ジンバブエ、マダガスカ
ル）の大臣級（大臣 6 名、次官 1 名）等、約
180 名が参加。 
同時、ナミビア鉱物資源担当大臣との面談

の機会を捉え、同国との MOU を延長。 
 
2-1.ミャンマーにて、5 年間滞っていた日本企業
による鉱区申請許可について、同国の天然資
源環境保全大臣との面談の場で許可を促すよ
う働き掛けたことにより、同省にて手続きが
再開。さらに当初申請受理は不可と言われて
いた新規の鉱区申請についても働き掛けの結
果、日本企業から鉱区申請が受理されるなど、
日本企業の探鉱活動に大きく貢献。 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Mining INDABA 2018 では 6
カ国の大臣（ボツワナ、DR コンゴ、南アフリ
カ、ザンビア、ナミビア、ジンバブエ）及び 1
カ国の次官（マダガスカル）との面談を実施
し、アフリカ重要国との関係を強化。 

 
6.ウズベキスタン（レアメタル・銅）、カザフス
タン（レアアース）、カンボジア（銅・亜鉛・
金）、ミャンマー（レアメタル・銅）の 4 件に
ついて、協力枠組みの上で、相手国機関との
初期的調査を実施。 

 
6-1.非鉄企業等を対象に、当該調査等の進捗を
報告し、関係企業とのコンタクトを取り、引
継ぎの端緒となるネットワークを構築・維持。 

- 一般向けの金属資源セミナー、非鉄企業及び
商社等と合同意見交換会を開催。 

 
7.カンボジア広域調査（ストゥントレン地域）に
て、土壌地化学調査により広範に異常域を抽
出。次年度のボーリング調査の成果に期待。 

 
8.ミャンマーでの広域調査結果から錫のポテン
シャルに関心を持った我が国企業により同国
鉱区申請され、受理。 

 
9. 我が国企業のプロジェクトの立ち上げがな
いミャンマーやウズベキスタンで調査を実施。 
 
10. アフリカの資源国 12 ヶ国のべ 239 名を対
象に鉱物資源探査技術者育成事業を実施。 

10-1.ボツワナ・地質リモートセンシングセンタ
ーにて 8 カ国（ボツワナ、ザンビア、モザン
ビーク、ナミビア、レソト、ジンバブエ、マダ
ガスカル、ケニア）で共同解析・現地調査を実
施。 

認定制度に基づき、レソト、スワジランド、
ジンバブエに対して指導者育成研修を実施。 

SADC セミナー、競技会及びワークショッ
プを開催し、ボツワナ等 13 ヶ国から延べ 130
名が参加。日本と JOGMEC、双方の南部ア
フリカにおけるプレゼンス向上に寄与。 

 
10-2.対象国から人材育成プログラムとして高
評価を獲得。Mining Indaba 2018 のサイドイ
ベントや重点国の 7 カ国の大臣級との個別面
談において、ボツワナ・地質リモートセンシ
ングセンター事業による人材育成、共同衛星
画像解析及び共同調査に対する高評価と同セ
ンターの活動の有用性を確認。 

ボツワナ・地質リモートセンシングセンタ
ー設立 10 周年のタイミングで総括するセミ
ナー等を開催。SADC 諸国 11 カ国が参加し、
関係者との関係を強化。 

 
12.ケニアとの覚書に則り、ケニア・ナイロビで
リモートセンシング技術に特化したセミナー
及びワークショップを開催。開催にあわせて、
鉱業大臣との面談を実施し、関係を強化。 

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
度に基づき 4 ヶ国 7 名が指導者育成研修を修了後、技能審
査試験に合格し、「リモートセンシング・インストラクター」
として認定。同国で自律的に移転技術が伝播する体制を構
築・強化。 

SADC 競技会は既研修生の衛星画像解析技術の維持向上
を自発的に促すものとして定着。 
 
12.ケニアのセミナーには、鉱業省技術者のほか、鉱業大臣、
在ケニア日本国大使、日本企業からの参加もあり、技術移転
のみならず、資源外交の観点からも有意な成果。 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況は平均して
120％を超える成果を挙げたほか、 
 

アフリカでは、Mining INDABA 2018 において INDABA
事務局と共催でサイドイベントを開催。アフリカ７か国の
大臣級に鉱業政策や投資環境について講演してもらい、日
本企業のアフリカ進出の促進を図るとともにネットワーキ
ングの場を提供。これら 7 か国の大臣級との面談を実施し、
電動自動車の生産拡大に伴い需要拡大が見込まれる重要鉱
種であるコバルトなどを産出するザンビアや DR コンゴな
どの重要資源国との関係を強化。 
 

環境規制が厳しくなりつつあるフィリピンに対して、政
府高官を日本へ招聘し、日本の環境に対する技術を示し、セ
ミナー等を通じて日本側の懸念をフィリピン側に伝え、投
資環境の改善を促進。 
 

ボツワナ・地質リモートセンシングセンター事業では、マ
ダガスカルとの共同解析結果から、JV を組成し、4 ヶ国 7
名を「リモートセンシング・インストラクター」に認定。対
象国が求める持続可能な開発や関係強化に資する成果。 
 

初期的な調査においては、カンボジアでは良好な探鉱結
果が得られ、契約期間の延長等の柔軟な対応を示している。
ミャンマーでは、停滞していた探査権の手続きを再開。ま
た、初期的調査の結果が日本企業の関心を引き、新たな関心
地域の構築から探査権の申請・受理に至ったことは特筆す
べき成果。 
これらを踏まえ、質的・量的な成果を勘案して当該事業の

評定を A とした。 
 
＜指摘事項等＞ 
・環境対策技術は日本の強みになるので、JOGMEC に技術
を蓄積させ、活用していくことが必要。 
・JOGMEC が南ア・ヨハネスブルグ事務所に新設し、先頭
に立ってアフリカ資源国との関係構築や情報を発信するな
ど、アフリカに注力していくことは評価できる。 
 
＜その他事項＞ 
なし 
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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
の実証試験を完了させ、
実用化に向けた課題を
抽出 
・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.バイオリーチング技術開発の実用
化に向けた課題の抽出 

【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 
金属探査用電磁探査装置（SQUITEM）3 号機

（3 成分同時測定）に係る特許を申請（1 件）。 
 
2.金属技術研究所における難処理鉱の選鉱技術
等に関する試験を 4 件実施。（①湿式製錬技術
開発、②銅-亜鉛分離に関する基礎浮選試験、
③現場ニーズ等の技術支援の鉄鉱石からの脱
リン、④海底熱水鉱床を対象とした選鉱技術） 

湿式製錬技術開発では、バイオリーチング
効果を検証するための補足試験を行い、実証
試験を実施した条件下では微生物の効果は限
定的であると示唆。バイオ以外の視点でリー
チング方法を検討し、銅鉱石から銅浸出速度
や浸出率を大幅に向上させる技術を見出す。 
上記に加え、銅原料中の不純物低減技術開

発において研究委託先との連携強化及び新規
浮選剤開発に関する共同研究を 2 件実施。 

 
3,3-1.オープンラボ化に関し、受け入れ体制の整
備を完了。平成 29 年 11 月に研究所でシンポ
ジウムを開催し、約 80 名の聴衆が参加する
中、最新の研究成果や今後の選鉱・製錬の展
望を紹介するとともに、オープンラボ化を進
めて行くことを発信。外部利用者の研究所設
備使用実績は 6 件（4 社、2 大学）。また、企
業・大学と共同研究等を実施。複数のヒ素鉱
物に特異的に吸着する薬品を新たに見出し、
銅鉱物とヒ素鉱物の混在する鉱石を効率的に
選鉱するための一助となる成果を取得。 

 

（５）技術開発・人材育成：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 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）：100% 
2. 金属資源研究所における難処理鉱の選鉱技術等に関する
試験（定量）：133% 

3. 金属資源技術研究所のオープンラボ化（定性）：100% 
①開発した探査技術（リモートセンシング・物理探査）の調
査への活用件数（定量）：150% 

②1. 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）：100% 
②2. 銅鉱石の選鉱工程における不純物除去技術開発事業の
立ち上げ（定性）：100% 

③1. リサイクル原料の前処理の技術開発事業や製錬プロセ
スに関する基礎研究の立ち上げ（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）：150% 

④2. 講座開設した大学数（定量）：125% 
 
内容面として、湿式製錬技術開発では、バイオ以外の視点

でリーチング方法の検討も行い、浸出速度・浸出率向上が見
込まれる技術を見出し、基礎試験を開始。 
オープンラボ化の受入れ体制の整備を完了し、これを機に

シンポジウムを開催し、オープンラボ化を推進することを発
信。外部利用者の研究所設備使用実績が 6 件（4 社、2 大学）
あったところ、今後の国内生産技術の課題解決に向けて、活
動の拡充を目指す。 
 
探査に必要となる技術では、我が国企業からのニーズに応

え、操業最適化等の検討に貢献。SQUITEM 技術が地熱探
査の有望地抽出や石油EORモニタリング技術への適用とい
った他分野で活用。携帯型鉱物同定装置が販売開始。 
 
採鉱・選鉱・製錬に必要となる技術では、チタンの新精錬・

精製法で、従来のクロール法に比べて高効率かつ低コストで
のチタン製造の可能性が示唆。鉄鉱石の脱リンでも、金属資
源技術研究所が中心となって分析・試験を実施し、磁選によ
る分離可能性が示唆。 
加えて、平成 28 年度から継続して実施したインドのレア

アース分離回収プラントにおける排水処理コスト削減では、
一部について実用化され、他も平成 30 年度以降の改修計画
に盛り込まれた。また、平成 27 年度に実施した微粒銅鉱物
を含む銅鉱石の浮選実収率向上のスタディが銅鉱山の権益
取得の判断材料の一つとなり、権益取得につながった。 
非鉄業界で最大の課題になっている銅鉱石中の不純物に

ついて、現地鉱山で分離・処分することが可能となるような
鉱石プロセスの確立を目指して、事業を開始。JOGMEC が
中核になることで垣根を無くし、本件に関わる民間企業や大
学等で知見を共有できるオールジャパンの研究開発体制を
国内で初構築。事業初年度として網羅的な要素研究を行った
結果、選鉱性評価を行う新たな分析機器の開発に向けた解析
手法等の検討や HPGR（高圧破砕ロール）による単体分離
性の向上などの有効性の高いプロセスを複数見出した。 

 
リサイクルに必要となる技術では、国内銅製錬所の競争力

強化及び持続可能な開発を最終目的とし、銅製錬原料中のリ
サイクル原料比率を向上させるための課題解決に向けた技
術開発事業を開始。事業の初年度として、低温焙焼と物理選
別により廃電子基板からアルミニウムを除去する方法にお
いて基礎試験レベルでは目標に近い成果を出すことができ、
目標達成に向けての見通しが立った。また、有識者による委
員会を立ち上げ、事業の助言などを行ってもらう体制で事業
を進めているが、現場導入される可能性のある国内銅製錬企
業委員を選出し、技術確立後導入し易くなるよう事前に課題
抽出を図れる体制を構築。今後はスケールアップ試験により
現場導入に向けた課題を検証することで目標達成を目指す。 

 
人材育成では、金属回収技術のシーズ創成と若手研究者の

育成を目的として実施している大学等を対象とした金属回
収技術に関する提案公募型基礎研究について、15 件の研究
を実施。このうちチタンに関して低コストでイルメナイトか
らルチル合成する研究や新しい吸着材により鉱石から溶か

（５）技術開発・人材育成 
 
＜評定に至った理由＞  
・開発した探査装置（SQUITEM3 号
機）の特許を申請したことに加え、
これを他分野（地熱・石油）で活用
した点を評価。また、物理探査結果
を、ＪＶ調査５件（対目標＋２
５％）に活用し、開発した鉱物同定
装置を市販化するなどの取組は評価
できる。 

・金属資源技術研究所を、民間・大学
等への開放し、連携して課題解決す
るオープンラボ化への体制整備が完
了し、実際に産官学で連携して研究
が始められた点は評価できる。 

・現場ニーズ等技術支援案件での共同
スタディ結果が、実際の権益取得の
判断材料として採用されたことは評
価できる。また、銅鉱石からの不純
物除去に関して共通する問題解決に
向けて、本邦鉱山企業や大学等が取
り組むオールジャパンの体制を構築
し開始された点は評価できる。 

・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１５
件（目標１０件）採択され、有識者
からも高く支持される研究成果が出
ている点を評価する。また、５大学
（東京大学、早稲田大学、秋田大
学、高知大学、九州大学）（対目標＋
２５％）での講座開設や、国際資源
大学校の「資源開発研修」に１０名
の職員を講師として派遣し、資源関
連企業の若手社員の人材育成を実施
したことは評価できる 。 

 
 以上、アウトプットの面では平成
２９年度計画における定量的指標を
上回っており、今後の課題解決に向
けた体制整備（金属資源技術研究所
のオープンラボ化）が整い、産官学
で解決に向けた取組が今後期待さ
れ、将来のアウトカムにつながるこ
とが期待できるものと評価する。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・資源の人材育成事業には、やや改善
の余地有り。大学や JICA、現地政府
等と連携がもっと進めば良いシナジー
が生まれると考える。 

  
     
 

 ①探査・鉱山操業（採
鉱・選鉱・鉱害防止）技
術 
・我が国の資源開発の
自由度を高める観点か
ら、我が国企業オペレ
ーターシップ取得推進
のため、資源権益確保
に必要な探査技術（リ
モートセンシング技術
や物理探査技術）、我が
国が技術的優位性を確
立すべき鉱山操業（採
鉱・選鉱・鉱害防止）に
係る技術の技術開発・
支援実施。 

①探査・鉱山操業（採鉱・
選鉱・鉱害防止）技術 
・資源遠隔化・深部化に
対応すべく最新技術情
報収集、国際的鉱山・探
査会社に対し優位性を
持ち実用的リモートセ
ンシング技術・物理探査
技術の開発。 
・知財関係の最新情報
収集・検討、効果的な特
許等の取得等活動。 
・我が国企業が鉱石低
品位化・難処理化等に対
応できる実用化に繋が
る技術課題を選別・検討
し現場ニーズ等技術支
援 15 件以上実施、実施
件数 50%以上の実用化。 

①探査技術 
・開発した探査技術の活
用を 4件以上実施し、探
査技術力の向上を図る。 
 

①探査技術 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量的指標】 
開発した探査技術（リモートセンシ
ング・物理探査）の調査への活用件数
（4 件） 
 
【評価の視点】 
新たな技術的知見を得ることができ
たか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
・新たな地域における地質解析に繋
がったか。 

・外部から高評価を得る等の特筆す
べき成果。 

 

①探査技術 
・高空間分解能衛星データ等を利用した解析・
現地調査として、 

- 資源探査部で実施中の 5 案件（ペルー、イラ
ン、ナミビア、豪州、ブラジル）にて適用し、
有望地の抽出に貢献。 

- 我が国企業からの依頼を受けて露天採掘鉱山
における変質区分を行い、湿式抽出後の残滓
のモニタリングや操業最適化の検討に貢献。 

 
・金属探査用電磁探査装置(SQUITEM3 号機)の
他分野での活用として 

- 国内地熱探査(北海道）におけるターゲットの
抽出に貢献。 

- タイ公社との EOR 事業における予察的に油
層モニタリングを実施し、良好な結果を取得。 

 
・現場での簡易分析手法の開発 
- 携帯型鉱物同定装置（POSAM-VS）について、
共同開発者が販売を開始。 

- レアアースの簡易分析手法の開発を行い、ブ
ラジル・ポソスデカルダス地域の現場に適用
し、効率的な有望地抽出を実現。 

 

 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。 

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

②採鉱・選鉱・製錬技術 
＜定量的指標及び評価の指標＞ 
【定量指標】 
1. 基礎段階の技術開発（レアメタル
等の高度分離・製錬技術支援）の採
択数（3件） 

2. 実証・実用化段階の技術開発・支
援（現場ニーズ等の技術支援）の採
択数（3件） 

4.低品位アノードの電解精製プロセ
スにおける使用電力低減率（80%） 

 
【評価の視点】 
1-1.実証試験の結果、当該技術開発
の継承又は撤退の判断材料が抽出

②採鉱・選鉱・製錬技術 
1,1-1,1-2,1-3.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 3 件を新規に採択。 

－チタンの新精錬技術開発 
－カセロネス鉱山二次富化帯品位モデルに係る
調査 

－鉄鉱石中のリンの存在形態の把握と基礎選鉱
試験 

 
  また、昨年度から継続したスタディ 3 件に
ついて、以下の結果を取得。 

－難処理鉱石中の有価金属の存在形態解明およ
び選鉱特性に関するスタディ 

－チリ・マリクンガ塩湖のかん水から炭酸リチ
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・企業ニーズに応じた
効率化技術開発・支援実
施。 

による電解精製プロセ
スにおける電力使用量
削減技術の実用化に向
けた研究を実施し、使用
電力量を 2,200kWh/t か
ら 80%低減する技術を確
立。 
・銅鉱石の選鉱工程にお
ける不純物除去技術を
確立するため、大学等と
の基礎研究テーマ数 10
件以上を実施し、基礎技
術を抽出。 

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 

4-1.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫がみられたか 

4-2.当初想定した不動態化が起こる
までの時間の改善幅を上回る延長
を実現したか 

4-3.当該技術が我が国企業内に水平
展開されるなど、実用化に繋がっ
たか 

 
＜定性的指標及び評価の指標＞ 
【定性指標】 
5. 銅鉱石の選鉱工程における不純
物除去技術に係る大学等との基礎
研究を通じた事業形成の実施 

【評価の視点】 
5-1.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫がみられたか 

 
＜アウトカムの視点＞ 
3.技術支援が実用化に繋がったか 

ウムを製造する溶媒抽出法の検証 
－レアアース分離回収プラントの排水処理コス
ト削減 

 
2 公募により委託先を選定。銅原料中の不純物
の存在形態を詳細に分析する装置の開発、単
体分離を促進する粉砕法の開発、新浮選剤の
開発及び浮選条件の検討、磁選よる分離の検
討、高不純物含有精鉱からの銅の浸出技術、
といった銅原料中の不純物低減に関する要素
技術を網羅。選鉱性評価を行う分析機器や
HPGR（高圧破砕ロール）による単体分離性
の向上などの成果。 

2-1.2-2.事業委託先には我が国銅製錬所へ銅精
鉱を供給する我が国鉱山会社が参加。また、
国内で選鉱を研究する大学等がほぼ全て関与
することで、オールジャパン体制での研究開
発体制を構築。 

 
3.「レアアース分離回収プラントの排水処理コ
スト削減」では、インドのレアアース分離回
収プラントにおける排水処理コスト削減によ
る価格競争力の向上及び事業収益性を高める
ことが目的。スタディの成果の一部は既に実
用化され、他も平成 30 年度以降の改修計画に
盛り込まれた。 

  さらに、平成 27 年度に実施された「微粒銅
鉱物を含む銅鉱石の浮選実収率向上」では、
平成 29 年 7 月のチリでの銅鉱山権益取得の
判断材料として使用され、権益取得につなが
った。 

 

した白金族を回収する研究については、特に将来的な技術確
立につながる可能性があると、有識者から高評価。 
大学での講座開設数について、アンケートの結果から、講

義前後で学生の資源開発分野への関心が高まった割合は平
成 28 年度の 79%よりも上昇し、資源開発分野の人材育成に
寄与度が増加。 
 
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、困難性の高い取組を実施
するなど、質的にも十分な成果が得られた。これらを踏まえ、
資源の安定供給の観点上、質的・量的な成果を勘案して、当
該事業の評定を A とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
・オールジャパンの研究体制を整え、銅精鉱中の不純物除去
技術開発を推進することに非常に期待。 

 
＜その他事項＞ 
なし 
 

 ③リサイクル技術 
・リサイクルに必要と
なる選別等を実施する
前処理技術や製錬技術
開発、支援の実施。 

③リサイクル技術 
・循環型社会形成に向
けた、廃小型家電製品等
からのレアメタルリサ
イクルを目的とする破
砕・分離・剥離・元素濃
集・回収の技術開発。 
・製錬副産物からのレ
アメタル、特に供給上特
定国に偏在しているア
ンチモン等の回収技術
の開発確立。 

③リサイクル技術 
・リサイクル原料を含ん
だ製錬副産物からのア
ンチモン等の回収技術
に関する試験を実施し、
アンチモン回収率を 30%
向上させる技術を確立。 

③リサイクル技術 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.我が国企業のリサイクル技術の向
上のため、製錬副産物からのアン
チモン回収増加率（30％） 

 
【評価の視点】 
1-1.オープンイノベーションの手法
を活用するなど、プロジェクトマ
ネジメントにおいて特筆すべき工
夫 

 
＜アウトカムの視点＞ 
2.当該技術が、我が国企業内に水平
展開されるなど、実用化に繋がっ
たか 

③リサイクル技術 
1.公募により委託先を選定。銅製錬に投入する
リサイクル原料の前処理について、低温焙焼
と物理選別等により、製錬忌避元素を低減す
ることを検討。製錬プロセスに関する基礎研
究については、既存銅製錬プロセスへの製錬
忌避元素の影響を平衡論・速度論の両論から
検討。 

 
1-1.製錬・リサイクルに関する知見を有する企
業や大学等研究機関がプロジェクトに参加す
る研究開発の実施体制を構築。事業の初年度
として、低温焙焼や物理選別により廃電子基
板からアルミニウムを除去するにおいて基礎
試験レベルでは目標に近い成果を出すことが
でき、目標達成に向けての見通しが立った。 

1-1.,1-2.事業に対する助言などを行う委員会を
設置。委員には我が国銅製錬企業からも就任
し、技術確立後導入し易くなるよう事前に課
題抽出を図れる体制を構築。 

 

④人材育成 
・大学等を対象とした金
属回収技術に関する提
案公募型の基礎研究を 2
件程度実施 
・4 大学以上で講座を開
設し、資源開発分野に関
する講義を実施。 

④人材育成 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.大学等を対象とした金属回収技術
に関する提案公募型の基礎研究(2
件) 

2.講座開設した大学数(4大学) 
 
【評価の視点】 
2-1. 受講生からの高評価獲得 

④人材育成 
1.大学等を対象とした金属回収技術に関する提
案公募型の基礎研究について、今年度は 8 件
採択し、継続研究を含め 15 件実施。新規採択
案件は以下のとおり。 

・新規硫黄吸着材を用いた低濃度貴金属元素
（金、白金、パラジウム）の革新的分離・回収
プロセスの開発 

・炭酸ナトリウム溶融塩を用いたタングステン
のリサイクル法の開発 

・連続向流泡沫分離法による稀薄溶液からの希
少金属の選択分離回収 
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・希土類元素高純度化に向けたイオン液体系抽
出-電解技術の開発 

・アンチモンに選択性を発現する吸着分離剤の
開発 

・難抽出性白金族元素活性化による迅速溶媒抽
出技術の開発 

・アンモニウム塩を用いた低品位廃棄物からの
レアメタル選択回収 

・低品位鉱石の有用資源化に向けた高リスク素
材活用材料に関する研究 

 
2. 5 大学（東京大学、早稲田大学、秋田大学、高
知大学、九州大学）で講座を開設。人材育成事
業の拡充を見据えて、北海道大学や京都大学
についても試験的に講義を実施。 

国際資源大学校の「資源開発研修」に 10 名
の職員を講師として派遣し、資源関連企業の
若手社員の人材育成を実施。 

2-1.5 アンケートの結果、肯定的評価が 91%と
高評価。講義前に比べて資源開発に対する関
心が高まったと回答した受講生が全体の
84％を占め、資源開発分野の人材育成に寄与。 

 

 (4)情報収集・提供 
・我が国産業の重要資
源確保の効果的な進展
のため、必要なデータ
収集分析、政府や企業
に提供。特に、資源の
供給リスクを個別元素
毎にサプライチェーン
全体に認知できるよう
に、川下の需要変化に
機動的対処のための情
報提供及び人材育成と
機能強化。そのための
機構職員の専門性強
化。 
・情報の質、適時性等、
報告会参加者等に対す
るアンケート調査によ
る肯定的評価で平均
75%以上。 
・海外事務所等による
我が国企業、現地開発
企業、外国政府・国営
企業等との情報ネット
ワーク強化。 

(4)情報収集・提供 
・需給動向見通し、サプ
ライチェーン全体での
供給リスクに関し川下
産業も含めた我が国企
業との意見交換を実施、
情報収集・分析し、政府
へ元素別・国別資源確保
戦略策定の情報、特に戦
略的鉱物資源の情報提
供を実施。 
・機構職員の個別元素
毎の専門性を向上のた
め、関連企業へのヒアリ
ング、外部専門家の講演
会等実施、川下の需要変
化に機動的に対処する
情報提供・人材育成の機
能強化。 
・我が国企業の探鉱・開
発関連技術戦略の検討・
立案に対するレポート、
メール、セミナー等によ
るニーズに沿った情報
提供。 
・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 
・戦略的鉱物資源に関す
るマテリアルフロー調
査、自給率調査等を 2件
以上行い、これら調査に
より得られた情報を政
府へ提供。 
・定期的、定点的、継続
的に情報提供を実施し、
各種レポート並びにセ
ミナー等講演内容にお
ける情報の質や適時性
等については、アンケー
ト調査を実施し、平均
75％以上の肯定的評価
を確保する。 
・国際会議参加等を通じ
て、構築した情報ネット
ワークを機構内部や我
が国企業及び政府等に
繋げ、強化するため、コ
ンタクト先との意見交
換会等を本邦において
２回以上実施する。 

(4)情報収集・提供 
＜定量的指標及び評価の視点＞ 
【定量指標】 
1.政府の鉱種戦略に資する情報収
集・提供(2件) 

3.アンケート調査による利用者満足
度（75％以上） 

5. ネットワーク強化に資する本邦
での意見交換等（2 件） 

【評価の視点】 
1-1.個別元素毎の専門知識の習得促
進、安定供給上の課題抽出 

1-2.ヒアリング等を通じた関連企業
との人的ネットワーク構築 

3-1.企業ニーズに対応した情報提供
を行うとともに、企業等からの高
評価が得られたか 

5-1.機構や我が国企業のプロジェク
ト参画に資するような情報が入手
できたか 

5-2.招聘した資源国・外国企業の要人
等とのネットワーク構築の場にお
いて当初の予想を上回る新たな人
的繋がりができたか。 

 
＜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＞ 
1,2.3 鉱種を対象に鉱物資源マテリアルフロー
調査を実施。関係企業等への企業ヒアリング等
を行って取りまとめ、政府の鉱種略に資する情
報源として経済産業省に報告。HP 掲載時に新
たに HTML 形式を加え、タブレット端末でも見
易くなるよう工夫。 
自給率調査では 26 鉱種を対象として、我が国

の製錬所等における原料調達状況などについて
実態調査を行い、自給率を把握する唯一の情報
源として経済産業省に報告。 

2006 年に発行した「銅ビジネスの歴史」の続
編として「銅ビジネスの変遷—2000 年以降—」
を取りまとめ、HP 上で公開。合わせて、産銅企
業トップによる講演会を開催。このとき、同者
と政府関係者・JOGMEC 職員等で民間企業の
今後の銅案件形成の一助となる意見交換を実
施。 
 
1-1,1-2. ベースメタル産業や自動車産業に関
する鉱種のサプライチェーンや原料調達状況・
課題等に関する情報収集・分析を実施。両産業
に関する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。企業訪問等での意
見交換等を通じて川下産業との人的ネットワー
クを構築。 
特に、電動自動車の増産により需要急増が見

込まれるコバルト等の重要鉱種について、定期
的な意見交換を行い、安定供給に向けた対応を
検討。 
 
3.金属資源の需給動向、主要資源国の鉱業投資
環境、海外プロジェクト動向及び企業動向等に
ついて情報収集・分析を行い、以下 1）～9）の
発行物等を通じ情報提供を実施。 
 
1) ニュース・フラッシュ 
2) カレント・トピックス 
3) 金属資源レポート 
4) 非鉄金属市況と需給動向 
5) 定期刊行物等 

(a)『世界の鉱業の趨勢』 
(b)『資源メジャー・金属部門の動向調査
2017』 
(c)『メタルマイニング・データブック 2017』 
(d)資源国投資環境調査 

6) メールマガジン 
7) 金属資源セミナー 

（６）情報収集・提供：A 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 政府の鉱種戦略に資する情報収集・提供（定量）：150% 
3.アンケート調査による利用者満足度（定量）：131% 
5. ネットワーク強化に資する本邦での意見交換等（定量）：

150% 
 
内容面として、ベースメタルについては、「銅ビジネスの

変遷—2000 年以降—」を取りまとめ、産銅企業トップとの
意見交換の機会を設けたことで、JOGMEC 職員の意識を向
上させ、関係者等と情報共有し、今後の案件形成の一助とし
た。 
コバルト等の重要鉱種については、企業ヒアリング等で得

られた知見、問題意識、各部の案件情報などを共有し、総合
的に検討できる機会を設け、今後の鉱種戦略方針を策定。ザ
ンビアや DR コンゴなどの重要国との関係強化等に向けた
取組を開始。 
 
発信情報の利便性向上への取組として、ウェブサイトのリ

ニューアルが完了し運用を開始。使い勝手が向上したとの高
評価を得ることができ、より効率的かつ効果的な情報提供実
施を実現。 
これまで評価委員会から寄せられた意見に対応し情報の

質を更に向上。 
タイムリーな情報提供として、EV 化進展に伴う金属資源

の需要見通しや主要資源国の関連法規動向など、将来の各鉱
種の安定供給を見据えた上で課題となる内容についての情
報提供を実施。また、我が国ベースメタル安定供給に大きな
影響を与え需給実態把握が望まれる中国について、引き続き
北京事務所等と連携し現地情報収集等を行い、情報収集ネッ
トワークを構築・維持・強化するとともに、ネットワークを
活かした本邦での講演会の企画・準備を進め、企業ニーズに
対応した情報提供に取り組んだ。これら取組により、プロジ
ェクト参画の検討に資する情報提供を実施、高評価を獲得。 
なお、第三者評価委員会における評価に際しては、委員及

び一般ユーザーに対し行っているアンケート調査の結果等
を踏まえ意見を聴取し、翌年度事業の更なる改善に向けた取
組に反映。 
 
5. 国際会議等に参加し、情報ネットワークを強化。会議で
収集した情報は、我が国企業のプロジェクト参画の検討に資
する内容を含めてレポートとして発信。 
構築した情報ネットワークを本部に集約し、情報収集体制

の強化に繋げた。セミナーでの講演を通じて、我が国関係企
業にネットワーク構築の機会を提供。 
特に、南アフリカ/ウォーターバーグ・プロジェクトの新

規パートナーである Impala Platinum 社他による南アフリ
カ鉱業の最新動向に関するセミナー開催により、我が国企業

（６）情報収集・提供 
 
＜評定に至った理由＞  
・定点観測的な 2つの調査（マテリア
ルフロー・自給率）では、昨年度か
ら金を対象鉱種に加えるなど需要者
のニーズに応えていること、更に、
安定供給上の課題抽出を目的に、自
動車産業等に関する情報収集、分析
を通して、川下産業との人的ネット
ワーク構築した点を評価する。 

・我が国企業の関心のあるテーマを対
象に、海外事務所を積極的活用によ
る情報収集、情報発信目標以上（達
成率 131％）行われ、海外とのネッ
トワークを活かし、国内における海
外連携先とのセミナーを 3回開催
（達成率 150％）し本邦企業との意
見交換の機会を設けた点を評価す
る。 
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‐事業報告（資源探査、技術、鉱害防止等） 
‐ベースメタルの最新需給動向（JOGMEC 職
員による講演） 

‐主要国の最新鉱業事情（海外事務所長報告、
海外事務所副所長報告） 

‐国際金融公社の鉱業における取組 
‐CRU Briefing:New Energy Vehicle-Effects 

on Metals Markets（CRU アナリストによる
講演） 

‐Mining in South Africa（Impala Platinum 社
及び南アフリカ現地弁護士による講演） 

8)金属資源情報ホームページの運営・管理、リニ
ューアル完了、新サイト運用開始 

9)金属資源情報センター（図書館）の運営 
 
特に、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」を開催。前年度委員会で
出された情報発信の迅速性向上や情報の正確性
向上、JOGMEC の独自性発揮、ホームページの
検索機能の向上などの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%が肯定的評価を獲得。当該評価委員会で出
された意見は、次年度の調査事業内容に反映さ
せる予定。メールマガジン配信先に対するアン
ケートでは 96%が、金属資源セミナーでのアン
ケート調査では 98%が肯定的評価となった。 
ニーズに沿った情報提供への取組として、ア

ルゼンチンや DR コンゴの鉱業の現状につき情
報を発信。例年ニーズの高い技術動向情報につ
いては「金属生産技術等動向報告」と題したセ
ミナー開催や製錬・リサイクル技術最新動向に
係る情報を複数発信。利用者の要望に応え「イ
ンドネシア Batu Hijau 銅鉱山に参画して」と
題したレポートを連載で発行し、金属資源業界
へのノウハウ伝承にも資する情報発信を実施。 
昨年度に引き続き、ベースメタル需要の多く

を占め我が国ベースメタル安定供給に大きな影
響を与える中国について、日本メタル経済研究
所など関係機関と連携し現地での情報収集等を
行い、調査体制を構築・維持・拡充し、同国の非
鉄資源に関する海外活動がより活発に行われて
いる実態等を把握し、アフリカにおける中国資
源確保状況やアジアインフラニーズと中国の取
組等のレポートとして情報を発信。構築したネ
ットワークを活かし、中国におけるレアアース
及び銅鉱石の生産量第 1 位である内モンゴル自
治区より、鉱業関連専門家を招いての講演等実
施の調整を進め、併せて中国関係機関とのネッ
トワーク構築機会の提供準備を進め、企業ニー
ズに対応した情報提供に取り組んだ（講演予定
者急病により延期）。 
近年注目されている EV 化進展に伴い需要増

加が見込まれる鉱種の需給見通し等について、
海外コンサルタントよりリサーチャーを招いて
の講演を企画し、大勢の関係者の出席を得ると
ともに、ネットワーク構築の機会を提供。 
ホームページのリニューアルが完了し新サイ

トの運用を開始。検索機能拡充等によりユーザ
ーフレンドリーであるなど高評価を獲得。 
 
5.海外事務所と連携し、継続的に参加している
国際会議を含む 75 件の国際会議に参加し情報
収集を行い、レポートとして情報発信するとと
もに、情報ネットワークを構築。情報ネットワ
ークを活用し、本邦での講演会を開催し、ネッ
トワークを JOGMEC 内部や我が国企業及び政
府等につなげ、強化。 
 以下 3 回のセミナーを開催 
‐国際金融公社の鉱業における取組 
‐ CRU Briefing ： New Energy Vehicles －

Effects on Metals Markets 
‐Mining in South Africa 

の同プロジェクトへの理解を深める機会を提供。情報を提供
した複数の企業が入札プロセスに加わるなど同プロジェク
トの権益引継ぎに貢献。 
   
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況が平均し

て 120％を超える成果を上げたほか、内容面では、EV 化進
展に伴う金属資源の需要見通しや主要資源国の関連法規動
向、需給実態把握が望まれる中国について現地情報収集等の
ニーズの高い情報を発信するとともに、南アフリカ/ウォー
ターバーグ・プロジェクトの新規パートナーである Impala 
Platinum 社他による南アフリカ鉱業セミナー開催し、同プ
ロジェクトの権益引継ぎに貢献するといったアウトカムが
実現するなど、質的にも十分な成果を挙げたことから当該事
業の評定を A とした。 

 
＜指摘事項等＞ 
なし 
 
＜その他事項＞ 
なし 
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特に、南アフリカ/ウォーターバーグ・プロジ

ェクトの新規パートナーかつ白金メジャーであ
る Impala Platinum社他による南アフリカ鉱業
の最新動向に関するセミナーを開催し、同社の
安定し確実な生産体制を確認できるような情報
を提供するとともに、南アの鉱業規制の概要、
展望などの現状把握に資する情報を提供し、同
プロジェクトへの理解を深める機会を提供。 
 

 

 

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

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５． 資源備蓄 

業務に関連する
政策・施策 

・「エネルギー基本計画」第３章第７節（国内エネルギー供給網の強靭化） 
・「エネルギー基本計画」第３章第１節 安定的な資源確保のための総合的な政策の推進 ５．鉱物資源の安定供給確保に不可欠なリサイクル
の推進及び備蓄体制の強化等 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法 
第１１条第１項第１０号、第１１号、第１２号、第１３
号、第１９号 

当該項目の重要
度、難易度 

 
 
 

関連する政策評価・行政事
業レビュー 

石油の備蓄：0174、石油ガスの備蓄：0175、金属鉱産物の備
蓄：0151  ※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 28 件 8 件 予算額（千円） 1,089,536,437 1,050,785,312 1,079,204,098 591,989,795 482,143,898 

（実績値） － H25 より開始 10 件 8 件 12 件 28 件 8 件 決算額（千円） 903,856,327 902,067,069 942,356,006 588,292,288 408,036,407 

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100% 100% 経常費用（千円） 55,021,055 152,807,116 85,712,124 67,776,394 69,302,009 

(2)備蓄原油の放出訓練 
（計画値） 

各年度対計画実

施率（100%） 
－ 5 回 5 回 4 回 7 回 2 回 経常利益（千円） 5,318 －1,255 4,801 283,619 229,454 

（実績値） － 6 回 5 回 5 回 5 回 7 回 5 回 行政サービス実施コスト（千円）      

（達成度） － － 100% 100% 125％ 100％ 250% 従事人員数（人） 149.84 145.92 148.14 152.41 156.84 

(3)安全対策研修等の開催
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

  

（実績値） － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100％ 100% 

(4)ASEAN ＋ 3 石油備蓄
WS の開催（計画値） 

各年度１回 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － 1 回 1 回 
H27 年 5 月開

催へ延期 
1 回 1 回 2 回 

（達成度） － － 100% － 100％ 100％ 200% 

(5)ASEAN エネルギーセキ
ュリティ構築支援研修の
実施（計画値） 

各年度 1 回 － － － 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － H27 より実施 － － 2 回 1 回 2 回 

（達成度） － － － － 200％ 100％ 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 1 回 1 回 

（実績値） － H27 より実施 － － 1 回 1 回 1 回 

（達成度） - － － － 100％ 100％ 100% 

 
石 
油 
ガ 
ス 
の 
備 
蓄 

(1)緊急放出訓練 
（計画値） 

各年度 5 基地 － 5 基地 5 基地 5 基地 5 基地 5 基地 

（実績値） － 3 基地 3 基地 5 基地 5 基地 5 基地 5 基地 

（達成度） － － 60% 100% 100％ 100% 100% 

(2)災害時石油ガス供給連
携計画に関する訓練 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100% 100% 

(3)操業コスト検証 
（計画値） 

各年度 4 回 － 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

（実績値） － 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

（達成度）   100% 100% 100％ 100% 100% 

(4)国家備蓄石油ガス購入 
（計画値） 

中期計画中 

150 万トン 
－ 19.8 万トン 11.0 万トン 19.8 万トン 19.8 万トン 5.0 万トン 
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（実績値） － － 15.9 万トン 11.0 万トン 19.8 万トン 19.8 万トン 5.0 万トン 

（達成度） － － 80% 100% 100％ 100% 100% 

 
金 
属 
鉱 
産 
物 
の 
備 
蓄 

(1)延事業者数（計画値） 68 社 － 68 社 68 社 68 社 68 社 153 社 

  

（実績値） － 71 社 63 社 77 社 80 社 198 社 248 社 

（達成度） － － 93％ 113% 118％ 291％ 162％ 

(2)訓練の実施回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － － － － 1 回 1 回 

（実績値） － － － － H28 より開始 2 回 1 回 

（達成度） － － － － － 200％ 100％ 

(3)備蓄検討委員会開催数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 2 回 
4 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

（実績値） － 1 回 
5 回 

(小委員会含む) 

4 回 

(小委員会含む) 

3 回 

（委員見学会含

む） 

3 回 

（倉庫見学会含

む） 

2 回 

 

（達成度） － － 250% 100% 300％ 300％ 200％ 

(4)延ヒアリング社数 
（計画値） 

50 社 － 20 社 30 社 50 社 60 社 60 社 

（実績値） － 50 社 54 社 91 社 84 社 127 社 106 社 

（達成度） － － 270% 303% 168％ 212％ 177％ 

(5)情報交流回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － 1 回 2 回 1 回 
2 回 

（3 か国合同） 

2 回 

（3 か国合同） 

2 回 

（3 か国合同） 

（達成度） － － 200% 100% 200％ 200％ 200％ 

(6)防災訓練等実施回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － － 1 回 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － H26 より開始 － 1 回 3 回 3 回 2 回 

（達成度） － － － 100% 300％ 300％ 200％ 

(7)修繕計画見直し回数 
（計画値） 

各年度 1 回 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（実績値） － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

（達成度） － － 100% 100% 100％ 100％ 100％ 

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

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 ＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能
力の抜本的な
強化 

 
・地震・津波等の
防災対策を強
化、国家備蓄基
地の強靱化を
図る。 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜本的
な強化 

 
・地域防災計画の見直し結
果等を踏まえ、安全確保に
留意した防災対策（非常時
電源確保、老朽化設備改
良・更新等）の優先的実施。 

 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜
本的な強化 

 
・耐震・津波対策ロード
マップに基づき、地域
防災計画で示された
基地ごとの想定震度・
想定津波高等を前提
とした対策を実施す
る。 
－液状化対策 
－耐震対策 
－津波対策 

 
 

＜石油の備蓄＞ 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 国備基地の液状化等対策実施件数（28件） 
[評価の視点] 
1-1. 優れた工法等の採用 
1-2. 重大事故を起こさず対策実施 
1-3. 中小企業等も参入し易い入札条件となる
工夫 
＜アウトカムの視点＞ 
1-4. 国備基地の強靱化 
 

（１）石油の備蓄 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
＜主要な業務実績＞ 
1. 国備基地の耐震対策等の実施 
・耐震対策は、秋田基地の 7 棟（消火ポン
プ室、受変電所、用役二次変電所、燃料
ポンプ室、東基地 No.1、No.2 及び西基
地 No.1 二次変電所、）で実施した。 

・津波対策は、志布志基地で A 重油タン
ク基礎補強工事、築堤擁壁補強工事を
実施した。 

2. 備蓄原油の放出訓練の実施 
・苫小牧東部、白島（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、また北海道共同備蓄か
ら苫小牧東部基地までの間でパイプラ
インによる基地間転送時に地元関係各
所への対応も含め実技訓練を実施し、
上五島、串木野（2 基地）で代替訓練を
実施した。 

      評定   Ｂ 
資源備蓄における個別の評定結果では、石油、石油ガス、
金属鉱産物の備蓄全て所期の目標を達成しており、内容面
においても着実に成果を上げていることから、事業全体の
評定をＢとした。 
（１）石油の備蓄：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
平成 29 年度の主要なアウトプット指標に対する達成度は、 
1. 国備基地の耐震対策等実施件数（定量）：100% 
2. 備蓄原油の放出訓練の実施件数（定量）：250% 
3. 安全対策研修等の開催件数（定量）：100% 
4. 国家石油備蓄基地操業委託に関する次期入札の実施（定
性）：100% 

5. ASEAN＋3 石油備蓄ロードマップ WS 開催件数（定性）：
100% 

6. ASEAN エネルギーセキュリティ構築支援研修の実施件
数（定性）：100% 

7. 二国間協力による法令ニーズ調査の実施件数（定量）：
100% 

・主要なアウトプット指標は各項目で 1 
00％を達成しており、着実に事業を
実施した。 

・石油の備蓄、石油ガスの備蓄につい
ては、国家備蓄基地の強靱化や備蓄
の放出訓練なども的確に実施。ま
た、研修等の国際協力を行うこと
で、地域のエネルギー安全保障にも
貢献。特に石油備蓄については国家
備蓄基地操業会社の入札を実施し、
初めて複数者が応札した。 

・石油ガスの備蓄については、29 年度
中に地下備蓄 1 基地が満液を実施。  

・金属鉱産物備蓄では、昨年度策定し
た入替売却計画（5 鉱種）のうち、4
鉱種 4 品目の入替売却が、ユーザ
ー、メーカー等からの情報収集を基
に産業界のニーズを踏まえ、7 年振り 
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 ・国家備蓄基地
の放出能力向
上、平時の放出
シミュレーシ
ョン・訓練実
施。 

 

・全ての国備基地（石油 10
基地）の主要な地震・津波
対策（基地敷地内・護岸液
状化診断と対策）の中期
目標期間中の完了を目標
とした実施。 

・平時の放出シミュレーシ
ョン・訓練の適切な実施、
シーバース能力増強。 

 
 

・石油緊急時放出実技
訓練の実施では、緊急
時放出での初期対応
の位置付け、基地ごと
の訓練実施コスト・訓
練内容等の効率性を
考慮、検討。 

・各基地の特徴を生か
した訓練計画を策定・
実行（各種シミュレー
ター等の訓練設備や
訓練内容の効率性、訓
練実施コスト等勘案） 

 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2.備蓄原油の放出訓練の実施件数（7回） 
[評価の視点] 
2-1. 台風等の自然災害等不測の事態が発生し

た場合でも、スケジュール遅延等のロスを
最小限に留めることができたか。 

2-2. 機動的な放出のため、関係者を交えた訓
練となっている実態を踏まえ、放出能力の
向上のために油種入替に当たっての創意・
工夫を講じたか。 

2-3. 訓練から課題を見つけ、基地のマニュア
ルに反映することなどマニュアルの実行
性を高めたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 訓練の結果、緊急時を見据えた国備基地

からの原油放出能力の向上は図れたか。 
2-5. 地元との円滑な関係の維持・構築ができ

たか。 
 
 

②国家備蓄体制に係る安全管理と効率的
な運営の両立及び石油ガスの国家備蓄体
制の確立 
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「流出油事故
への対応～共通認識の確立へ～」と題
して、安全防災講演会を実施し、
JOGMEC 職員等へ安全等に関する知
見向上に寄与。 

・基地事務所が実施する安全性評価等を
活用し、安全環境査察（国家石油備蓄基
地 4 基地、国家石油ガス備蓄基地 1 基
地）を行い前回査察時に要求した事項
に対し改善を確認。また、安全環境専門
委員会（国家石油備蓄基地、国家石油ガ
ス備蓄基地、共同石油・石油ガス備蓄基
地合同）を 4 回開催して操業サービス
会社等の安全管理責任者とインシデン
ト情報の横展開等、安全・環境に関する
情報交換を行うこと等の活動により基
地の安全性維持・向上に大きく寄与。 

 
4．国家石油備蓄基地操業委託契約の次期
入札の実施 
・これまで 2 回の入札はいずれも 1 者応
札であったが、今回 3 回目の入札（対象
期間 2018～2022 年度）において初めて
複数応札が実現（※）。その結果、新規
事業者である東京電力 FPグループが 4
基地（苫小牧東部、秋田、福井、志布志）
を落札、安全性を確保しつつ、年間約 9
億円の操業経費の効率化を図った。国
の市場化テストプロセスを経て 4 月 3
日入札公告、入札説明会実施（東京 2 回、
札幌、仙台、名古屋、福岡、参加企業 16
社（前回 11 社））。さらに、6～8 月、全
基地を対象に、JOGMEC 東京本部での
説明会及び現地確認会を実施した結
果、既存 8 社の他、東京電力 FP グルー
プが応札。12 月 15 日開札。1 月 15 日
の開札結果公表後、4 基地において、業
務引継を開始し、3 月 31 日までに作業
を完了。東京電力 FP グループが 4 月か
ら、各旧操業サービス会社へ業務委託
を行う体制（6 月末を目途に旧操業サー
ビス会社の株式を取得し、子会社化の
計画）となったが、JOGMEC は幹部職
員を 4 基地が所在する各自治体、消防
等公設機関に派遣し、首長等と直接面
談、安定・安全操業、地元共生（地元雇
用、地場活等）の継続を約して操業委託
先変更に伴う懸念払拭・理解醸成に努
めた。 
（※）新規事業者の参入促進策：共同企
業体（JV）で参加可能、入札準備期間
拡大、入札対象金額の限定等 

 
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 
5. ASEAN+3 石油備蓄ロードマップ WS
の開催 
・ASEAN+3 石油備蓄ロードマップ WS
を共同事務局である ACE（ASEAN 
Center for Energy）とともに 5 月にフ
ィリピン・マニラ、3 月にタイ・バンコ
クで開催した。 

 
6. ASEAN 石油セキュリティ構築支援研
修の実施 
・昨年度に引き続き資源エネルギー庁と
協力し、8 月に ASEAN 各国政府の石油
政策担当課長級、3 月に局長級を対象と

 
内容面として、 
・安全環境査察、各種訓練、安全環境専門委員会などの実施
等の各種活動を通して、JOGMEC 本部から作業現場の最
前線に至るまでの安全意識の向上と具体的な対策の徹底
に注力した結果、年間を通じて重大災害の発生は無く、ま
た、労働災害についても死亡事故の発生は無く、具体的成
果を上げている。 

・陸上タンク保安検査周期の個別延長（8 年→13 年）につ
いて、苫小牧東部基地で 2 基を達成し、維持管理費の抑
制に成果を上げた。 

・ASEAN 各国の備蓄担当局長等を招いてセキュリティ構
築支援研修を実施し、石油備蓄体制整備への働きかけを
実施。 

・インドネシアに対して石油備蓄政策実務担当者研修を実
施。 

・中国国家石油備蓄センター（NORC）との意見交換によ
り、中国の石油備蓄整備に協力、アジア地域の石油備蓄体
制強化を通じた我が国のエネルギー安全保障の向上に貢
献。また、JOGMEC と NORC との研修を実施し、友好
的な信頼関係が構築された。 

などが挙げられる。 
 
・以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況は各項
目で 100％を達成しており、内容面においても着実に成
果を上げていることから、当該事業の評定を B とした。 

 
1. 国備基地の耐震対策、津波対策の実施 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
1-2. 重大事故を起こさず対策を実施した。 
・アウトカムの視点においては, 
1-4. 国備基地の強靭化に向けて着実に遂行した。 
 
2. 備蓄原油の放出訓練の実施 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は 250％となった。 
・評価の視点においては、 
2-1. 概ね予定どおり、スケジュールに遅れなく訓練が実施

できた。台風等の不測の事態が生じた場合でも、迅速に
計画を見直すこと等により、スケジュール遅延等のロ
スを最小限に留めることができた。 

2-3. 単にマニュアルの確認といった訓練内容から、基地ご
との課題、参加人員の能力に応じた訓練目標の策定及
び訓練を各基地が自ら実施できるようにシステムを構
築し評価方法も指導を行った。 

・アウトカムの視点においては、 
2-5. トラブルなく実施でき、かつ地元との円滑な関係の維

持・構築にも寄与した。 
 
3. 安全対策研修等の開催 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
3-2. JOGMEC 職員等の知見向上に寄与した。 
・アウトカムの視点においては、 
3-4. 国家備蓄基地における重大事故無発生の達成に寄与し

た。 
 
4．国家石油備蓄基地操業委託契約の次期入札の実施 
・定性的指標における設定としては、平成 29 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. アウトカムの視点においては、JOGMEC 内及び資源

エネルギー庁等との間での活発な意見交換や斬新なア
イデアの提案が行われ、入札方法の改善項目やコスト
低減の工夫に結実している。 

4-3. 安全性を確保しつつ、年間約 9 億円の操業経費の効率
化を図った。 

 
 
5. ASEAN+3 石油備蓄 WS の開催 

 
に円滑に実施し、登録事業者数を増
やし体制をレベルアップする等短期
供給リスクの備えを強化した。 
以上を踏まえ、資源備蓄分野につい
ては、所期の目標達成していると認
められるため、Ｂ評定とした。 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
①リスク対応能力の抜本的な強化 
○国家石油備蓄基地の強靭化： 
・事務棟やポンプ建屋などの重要な建
物の耐震化工事等を行い、基地が被
災した場合も事業継続性を確保。予
定通り、平成 29 年度をもって、第三
期中期目標期間中に計画した地震津
波対策を完了させた。 

 
○備蓄原油放出訓練： 
・地元や関係機関等の理解を得なが
ら、トラブルなく実技訓練、基地間
転送等を実施。費用対効果を意識し
つつ、各基地の緊急放出に備えた機
動性を維持・確保した。 

 
＜今後の課題＞ 
・引き続き、緊急時における備蓄放出
の機動性の維持・向上を図ることが
必要 
 

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 
 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
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： 
・安全環境査察、各種訓練、安全環境
専門委員会などの活動を通じて、安
全意識の向上と具体的な対策に注力
することにより、事故防止に努めて
いる。結果として、重大事故は０
件、その他トラブルは数件にとどま
っている。 

 
○効率的な運営： 
・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、基地操業に必要な
専門性を持った人員を確保しなけれ
ばならないこと、危険物の管理とい
うリスクの高い事業であること等に
より、新規事業者にとっては参入に
向けた課題が大きいが、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。市場化テストにお
けるプロセスを経て、企業グループ
での入札を可能とする、入札スケジ
ュールを拡大する、業務の実施に関
する開示情報を充実化する、基地の
管理コストに係る「トップランナー
方式」を導入するなど、競争性を向
上させるための入札方法の改善を行
った。 

平成 29 年度に入札を実施し、初め
て複数者が応札した。この結果、安
全性を確保しつつ、年間約９億円の
入札効果が得られ、国家備蓄基地管
理の効率化が図られたことを評価。 
４基地において新たな事業者が落

札した後、年度内に新旧事業者の引
継ぎを完了。その際、JOGMEC が翌
年度以降の操業体制の調整を行うと

③国際協力等の
推進による我
が国のエネル
ギー安全保障
の向上 

・石油備蓄の国
際協力、IEA・
諸外国の備蓄
実施機関等国
内外関係機関
との連携強化
等、アジア備
蓄体制を含む
セキュリティ
強化、関連情
報収集・提供。 

 
 
 
 

③国際協力等の推進による
我が国のエネルギー安全
保障の向上 

  
・平時における石油備蓄の
国際協力、諸外国備蓄実
施機関・国内関係機関間
での政策・技術動向に係
る情報交換・連携の強力
な推進。 

・「ASEAN＋3石油備蓄ロード
マップ（OSRM）策定ワーキ
ンググループ（WG）」への
ACE(ASEAN Center for 
Energy)との共同事務局
としての参加、専門家派
遣や基地視察受入れの充
実等による、IEAと連携し
ながら ASEAN 諸国備蓄体
制整備へ協力。 

③国際協力等の推進に
よる我が国のエネル
ギー安全保障の向上 

・国が進めるアジア備
蓄協力政策（ASEAN+3
における石油備蓄制
度構築作業）に関し、
各国の実務者間で検
討を進めるワーキン
ググループの原則年
1回の開催、運営につ
いて ASEAN エネルギ
ーセンター（ACE）へ
の支援業務の実施。 

・ASEAN諸国に対する石
油備蓄に係る研修、石
油備蓄に係るニーズ
調査による各国備蓄
推進に向けた具体的
協力方策の検討。 

③国際協力等の推進による我が国のエネルギ
ー安全保障の向上 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
 [定量的指標] 
4. ASEAN+3石油備蓄ロードマップ WS開催件数
（1回／年） 
[評価の視点] 
4-1. 共同事務局として貢献することにより日

本のアジアにおける石油備蓄協力活動の
プレゼンスの強化 

4-2. 参加国石油備蓄担当者との人脈構築・ネ
ットワーク強化 
4-3. 参加国の石油備蓄現況・石油備蓄政策等
の把握 
＜アウトカムの視点＞ 
4-4. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
 
[定量的指標] 
5. ASEAN エネルギーセキュリティ構築支援研
修の実施件数（1回／年） 
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[評価の視点] 
5-1. ASEAN 各国政府石油政策担当者との人脈

構築・ネットワーク強化 
5-2. 日本の石油・備蓄政策への理解及び知見・
技術の共有 
＜アウトカムの視点＞ 
5-3. アジア諸国の備蓄制度創成・改善寄与 
5-4. 当該国での我が国企業の製油所等インフ
ラ輸出 
 
[定量的指標] 
6. 二国間協力による法令ニーズ調査の実施件
数(1件／年) 
[評価の視点] 
6-1. 該当国における石油備蓄制度構築の推進 
6-2. 該当国との関係強化・ネットワーク強化 
6-3. 石油備蓄体制構築に向けた法令整備への
寄与 
＜アウトカムの視点＞ 
6-4. 当該国の備蓄制度整備・改善寄与 
6-5. 当該国での我が国企業の参画プロジェク

トの課題解決への寄与 
6-6. 政府レベル MOU等協力関係構築 
 
 
 
 

した石油セキュリティ構築支援研修を
日本で実施した。 

 
7. 二国間協力による法令ニーズ調査の実
施 
・二国間協力によるニーズ調査として、イ
ンドネシアに対する政府間のTOR締結
に向けた支援を実施（6 月）、10 月にジ
ャカルタにて石油備蓄に係るワークシ
ョップを開催した。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・老朽化対策として、むつ小川原基地にお
いて、海底原油配管(海浜部)のリプレー
ス工事施工設計、防油堤法面補強工事
を実施した。 

・防災船の老朽化に伴い、平成 25 年より
新造船への更新を実施中であり、平成
29 年度は上五島基地の防災船 3 隻を竣
工した。また、秋田基地の防災船の基本
設計を発注した。 

・油種入替事業として、重質原油約 33 万
kl の売却を実施し、国内需要に合うよ
う国備原油の再構成を進めた。また、油
種入替えの準備として重質原油の貯蔵
場所の変更（集約）や、産油国共同備蓄
増量への対応として、計約 56 万 kl の
基地間転送を実施した。 

・各基地の操業及び環境安全に関わる法
令改正情報等について、基地事務所や
操業サービス会社などの関係者に横展
開することにより基地の安全操業に寄
与。 

・石油の備蓄増強を図るため、石油貯蔵タ
ンクの浮屋根の耐震補強等の改修事業
を行う新潟石油共同備蓄(株)に対し、資
金需要等を踏まえ低利融資を実施。平
成 21年度より計画的に融資を実施した
結果、改修工事対象の石油貯蔵タンク
全 13 基の改修工事が平成 29 年度末ま
でに完了。 

・アジアにおける IEA 加盟国である
KNOC（韓国石油公社）と 11 月に東京
で定期協議、技術 WG を実施。日韓両
国の最新の石油備蓄動向、政策状況、技
術関連について意見・情報交換を行っ
た。 

・中国（NORC：国家石油備蓄センター）
に対する石油備蓄基地管理運営に係る
研修を実施。同国は既に世界第二位の
石油消費国となり、石油市場・世界の石
油備蓄で重要な位置を占める中、
NORC との連携強化、協力拡大は、両
国政府レベルのエネルギー対話に向け
た好事例であり、ひいてはアジア及び
世界のエネルギー安全保障向上に大き
く貢献。中国備蓄情報の入手にも努め
る。なお、本研修は平成 30 年度以降 3
年間継続して実施予定。ワークショッ
プも開催予定。 

・新規職員に対し石油備蓄技術、石油ガス
技術及び精製技術に係る講義を実施す
るとともに、志布志基地、JX 水島製油
所、倉敷石油ガス備蓄基地など備蓄施
設等での現場研修、更に神栖石油ガス
備蓄基地での現場実務研修を実施し
た。 

 
 

・定量的指標における設定としては、平成 29 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、以下のとおり。 
5-2. 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。 
5-3. 参加国の石油備蓄現況・石油備蓄政策等の把握。 
・アウトカムの視点においては、 
5-4. 中国、インドネシア、タイが IEA にアソシエーション
カントリーとして参加。90 日備蓄を目標に具体的な検討
が実施されている。 

・JOGMEC は平成 29 年度 ASEAN 石油セキュリティ研修
構築支援研修とニーズ調査についてプレゼンを実施。平
成 29 年度以降の事業展開につなげた。 

 
6. 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 29 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. 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。 
6-2. ASEAN 各国政府石油政策局長級クラスを日本へ招聘

し、 日本の石油・備蓄政策への理解及び知見・技術を
共有した。 

・アウトカムの視点においては、 
6-4. 研修に製油所やサービスステーション視察訪問を組み

込むことにより日本企業の技術や管理体制を紹介し、
我が国企業の製油所等の ASEAN での事業展開に向け
て寄与。また人材育成により ASEAN 諸国の石油備蓄
体制に協力。 

 
7. 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 29 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、 
7-2. インドネシア国家エネルギー評議会との関係強化・ネ

ットワーク強化に寄与した。 
7-3. インドネシアにおける石油備蓄体制構築に向けた法令

整備への協力としてニーズ調査を実施した。 
 
＜課題と対応＞ 
なし。 

ともに、関係自治体や地元消防等を
訪問し、安全操業や地元共生の継続
について説明することにより、操業
会社の交代に関する地元の懸念の払
しょくや理解の醸成に努めた。 

 
＜今後の課題＞ 
・国家石油備蓄基地の管理に関して、
中長期的に施設の管理に係るコスト
が最適化されるよう、よりコスト効
率的な操業体制を目指すことが重
要。 

 
・また、操業会社が交代しても、引き
続き安全管理を確保するよう、
JOGMEC が統合管理機能を十分に発
揮することが重要。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・JOGMEC がメンテナンスを行う中で
コスト削減を図り、また地元理解も
展開するなど、地道な活動を積み重
ねていることを評価。 

 
・国家備蓄の重要性をうまくアピール
し、国民理解を深めるべき。またそ
のための活動を何らかのアウトカム
として整理すべき。 

 
・入札の透明性の確保と安定操業の両
立は困難であるところ、JOGMEC が
工夫し、初めて一者応札が改善した
点を評価。 

 
＜評定に至った理由＞ 
 
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： 
・平成 29 年度においては、ASEAN＋
３石油備蓄ロードマップ（OSRM）
の具体化のため、インドネシアとの
TOR 締結に向けた意見交換を実施す
るなど、ASEAN 地域の石油備蓄制度
構築のための取組を実施。 

 
・中国国家石油備蓄センター
（NORC）向けに、石油備蓄の運
営・管理に関する研修を実施。石油
消費世界第２位である中国との連携
を強化していることは、アジアにお
けるエネルギー安全保障への貢献に
大きく期待できるもの。 

 
＜今後の課題＞ 
・JOGMEC の国家石油備蓄基地管理
の知見等を生かし、アジア地域にお
いて多国間・二国間で、石油備蓄体
制の構築支援を更に進めていくべ
き。 
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 ＜石油ガス備蓄
＞ 
①リスク対応能
力の抜本的な
強化 

・国家備蓄基地
の放出能力向
上、平時の放出
シミュレーシ
ョン・訓練実
施。 

 
 
 
 
 
 
 
・我が国におけ
る災害の発生
による国内の
特定の地域へ
の石油供給不
足に対し、複
数の石油精製
企業による災
害時石油供給
連携計画や石
油ガス輸入企
業による災害
時石油ガス供
給連携計画の
実 行 に 際 し
て、企業から
の要請に応じ
て人的・技術
的 援 助 を 行
う。 

 
 
②国家備蓄体制
に係る安全管
理と効率的な
運営の両立及
び石油ガスの
国家備蓄体制
の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・石油ガスの地
下備蓄基地へ
の段階的なガ
ス イ ン を 行
い、150万トン
の石油ガス国
家備蓄体制を
確立する。 

 
 
 
 

①リスク対応能力の抜本的
な強化 

・全ての国備基地（石油ガス
5 基地）の主要な地震・津
波対策（基地敷地内・護岸
液状化診断と対策）の中期
目標期間中の完了を目標
とした実施。 
・平時の放出シミュレーシ
ョン・訓練の適切な実施、
シーバース能力増強。 

 
 
 
 
 
・石油の備蓄の確保等に関
する法律に基づく災害時
石油供給連携計画又は災
害時石油ガス供給連携計
画の実施に関し、石油精製
業者等又は石油ガス輸入
業者等の要請に応じ、必要
な人的及び技術的援助を
行うとともに、国の指示が
あった場合には、速やかな
石油・石油ガスの国家備蓄
放出を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・国家石油ガス備蓄基地管
理については、地下備蓄
基地の安定的な操業に向
けて運転初期段階の設備
調整に対応しつつ、引き
続き、適正な業務運営を
推進し、コスト抑制に向
けて効率的な管理を実現
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・150万トンの石油ガス備蓄
体制の構築 

・国際市場から安定的かつ
効率的に石油ガスを購入
できるよう情報収集に努
めるとともに、安全性に
十分留意しつつ、段階的
なガスインを行う。 

 
・具体的には、石油ガスの市
場動向等を踏まえ、国の指
示を受けて、中期目標期間
終了時までに石油ガスの
地下備蓄基地へのガスイ
ンを完了し、150万トンの
石油ガス国家備蓄体制を
確立することを目標とし
て実施する（倉敷基地約40
万トン、波方基地約 45 万
トンのガスインを実施）。 

①リスク対応能力の抜
本的な強化 

・石油ガスの緊急時の
放出に関する地上基
地での３回の緊急放
出訓練、地下基地にお
ける２回の机上訓練
実施により、緊急放出
に備えた万全の体制
整備。 

 
 
 
 
 
 
・災害時石油供給連携
計画又は災害時石油
ガス供給連携計画の
実施に関し、計画の届
出業者等の要請に応
じ、必要な人的及び技
術的援助を行うとと
もに、国の指示があっ
た場合には、速やかに
石油・石油ガスの国家
備蓄放出を行う。ま
た、同計画に関する机
上訓練に１回以上参
加し、改善点等の把握
に努めるとともに、計
画の円滑な遂行に関
して必要な技術的検
討を行う。 

 
 
 
・地下 2基地（波方・倉
敷）については、本年度
から６カ年度計画で超
音波式探傷機器を用い
竪坑金属管（対象本数
37本、長さ 150～200ｍ）
法定非破壊検査を行う
が、本邦初かつ大規模検
査であり、安全の徹底を
図り、初年度として３本
を検査する。 
 
 
 
 
 
・隣接基地の補修工事、
シーバース・地上低温
タンクの民間側使用
スケジュールとの調
整、両立を図りなが
ら、安定的・効率的に
国家備蓄石油ガスを
購入する。 

 
 
 

①リスク対応能力の抜本的な強化 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 緊急放出訓練を実施した基地数（５件） 
[評価の視点] 
1-1. 地元自治体、漁協等関係者の理解の下で
のトラブルなく実施 
1-2. 適切な計画のもとでの効率的実施 
1-3. 第三者機関等による検証結果を踏まえた
改善努力 
＜アウトカムの視点＞ 
1-4. 隣接会社の備蓄放出能力向上 
1-5. 地元との円滑な関係の構築 
1-6. 備蓄政策への国民理解の深化 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練
の実施（1回） 

[評価の視点] 
2-1. 災害時の JOGMEC 内の体制整備に活かす
ことができたか。 

2-2. 訓練の結果、計画発動時の円滑な遂行に
関する技能向上は図れたか。  

2-3. 災害時の体制について、関係団体等に助
言を言えたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
2-4. 隣接会社からの備蓄放出能力の向上 
2-5. 地元との円滑な関係の構築 
2-6. 備蓄政策への国民理解の深化 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 竪坑金属管非破壊検査 
[評価の視点] 
3-1. 長期的なコストを削減できる視点が盛り

込まれているか。 
3-2. 課題を抽出し、今後の対応策の検討・措

置につなげたか。 
3-3. 海外の専門的な知見を取り入れているか 
＜アウトカムの視点＞ 
3-4. 国家備蓄基地における重大事故の無発生 
3-5. 隣接操業方式による国備基地の安全管理
及び災害対応能力を効率的に維持・向上 

 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 石油ガス購入実施数量（2基地） 
[[評価の視点] 
4-1. 各種工事等のスケジュールと調整しなが

ら、効率的な受け入れができたか。 
4-2. 調達国の多角化に貢献できたか。 
4-3. 各基地の状況に応じた入札条件を検討
し、確実に受け入れを行うことができたか。 

＜アウトカムの視点＞ 
4-4. 石油ガス備蓄目標量の確保 
 
 

（２）石油ガスの備蓄＜主要な業務実績
＞ 
1. 緊急放出訓練 
・東日本大震災をはじめとする大地震や
豪雨などの自然災害に見舞われた被災
地において、備蓄用エネルギーとして
多くの実績を有する石油ガスを、機動
的かつ効率的に放出を行うべく、備蓄
放出能力の維持・向上に図るため、全 5
基地において実ガスを用いた放出訓練
を実施した。 

・各訓練においては、アニメーション化し
たタンク・配管図を大画面に投影し、LP
ガスの動きを解説するとともに、訓練
従事者が役割別に色分けしたビブスを
着用する「見える化」訓練を継続実施し
た。 

・福島基地で実施した外航船訓練におい
ては、移送配管の予冷等事前準備を含
めた一連の作業も含めた訓練の実効性
につき、第三者機関（日本 LP ガス協会）
による検証を受け、高いレベルである
との評価を得た。また、本訓練において
新たな取組として、税関との間で外国
貨物運送申告（模擬申告）も実施し、緊
急放出時に必要な手続きを確認した。 

 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する
訓練 

・災害時石油ガス供給連携計画における
実地訓練に JOGMEC として初めて参
加した。 第八地域（九州）の実地訓練
会場であるホームエネルギー㈱九州佐
賀センターに、災害が発生して約 1 週
間後に隣接タンクから国家備蓄由来の
ガスが届く、というシナリオを訓練事
務局である佐賀県 LP ガス協会と協働
して作成し、国備由来のガスを搭載し
たと想定のタンクローリーを訓練会場
に搬送。国備基地の存在意義を地域住
民に対し、再アピールする良い機会と
なった。 

・これにより、資源エネルギー庁、
JOGMEC、日本 LP ガス協会、全国 LP
ガス協会、元売り会社、隣接基地等の計
画発動時における指揮命令系統の流れ
を確認・強化するだけでなく、訓練参加
について全国 LP ガス協会主催の中核
充填所委員会で紹介し、普段あまり業
務上の接点がない中下流事業者に対し
ても国家備蓄事業への理解を促進させ
た。 

 
3. 竪坑金属管非破壊検査 
・地下 2 基地（波方、倉敷）において、自
動超音波式探傷検査機器 (Automatic 
Ultra sonic Test)を用いた配管竪坑金
属管（波方基地 24 本、倉敷基地 13 本、
1 本当たり約 150ｍ）の非破壊検査を行
い、金属管が健全な状態（問題となる欠
陥なし）であることを確認した。 

・なお、検査では常に効率性の向上を目指
し、基地の安全かつ効率的管理の維持・
向上に努めた。6 カ年計画のうち、今年
度が 2 年目であり、平成 29 年度中に 8
本検査計画のところ、工程調整等を行
い、倉敷は 5～6 月に 4 本、波方は 10
～12 月で 6 本、計 10 本の検査完了（通
算、波方 8 本、倉敷 5 本）。 

 
4.国家備蓄石油ガス購入 
・平成 29 年度中に国家石油ガス備蓄目標
である「輸入量の 50 日程度分に相当す

（２）石油ガスの備蓄：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
・平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 緊急放出訓練を実施した基地数（定量）：100% 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練を実施した

回数（定量）：100% 
3. 竪坑金属管非破壊検査（定量）：125% 
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、「全 5 基地において実ガスを用いた放
出訓練を実施。緊急放出訓練において第三者機関による
検証を受け高評価を得、実際の緊急放出に向けた改善点
を抽出」、「災害時石油ガス供給連携計画における実地訓
練に JOGMEC として初めて参加し、佐賀県 LP ガス協
会と協同して国備由来のガスを搭載したと想定のタンク
ローリーを訓練会場に搬送」、「地下基地配管竪坑金属管
非破壊検査を周到な準備の上安全かつ効率的に実施」、
「国家石油ガス備蓄目標である「輸入量の 50 日程度分に
相当する量（約 140 万トン）」を達成」「業界の悲願であ
った民間備蓄基準量の引き下げ（輸入量の 50日分から 40
日分）が、その条件であった国家備蓄目標達成を受けて行
われた」などが挙げられる。 

 
・以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況は各項
目で 100％を達成しており、内容面においても着実に成
果を上げていることから、当該事業の評定を B 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 29 年度目標に対
する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
1-1. 地元自治体等の関係者の理解の下、トラブルなく実施

した。 
1-3. 5 基地全ての訓練において日本 LP ガス協会へ検証を

委託し、訓練の実効性について高評価を得た。 
・アウトカムの視点においては、 
1-4. 「見える化」において放出訓練の一層の実践化が図ら

れ、隣接会社からの備蓄放出能力の向上に寄与。 
 
2. 災害時石油ガス供給連携計画に関する訓練 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は、100％となった。 

・評価の視点においては、 
2-1. 計画発動時の指揮命令系統の流れを確認し、災害時に

向けた準備体制を強化できた  
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。 
・アウトカムの視点においては、 
2-6. 中核充填所委員会に出席して訓練結果や国備ガス放出

の流れについての理解促進につなげた。 
 
3. 竪坑金属管非破壊検査 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
3-1. 予定を前倒しして当初計画より 2 本多く検査を実施。 
3-2. 次年度以降の検査コスト削減について検討しつつ推

進。 
3-3. 課題を抽出しより効率的な検査を検討。 
・アウトカムの視点においては 
3-5. 検査実績の創出により、国備基地の安定操業に寄与。 
 
4. 国家備蓄石油ガス購入 
・定量的指標における設定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は 100％となった。 

・評価の視点においては、 
4-1. ガスイン関連設備使用不可工事・検査とのスケジュー

ルと調整しつつ、効率的な受入れを行った。 
4-2. 国際石油ガス市況の動向に係る情報収集を行い当該情

報の活用を通じて安定的・効率的な石油ガス購入計画
案を策定 

4-3. 倉敷基地の条件に応じた入札条件を検討し、確実に受
入れを行った。 

＜評定に至った理由＞ 
平成 29 年度は、年度計画に対する達
成度は、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 
〇国備備蓄基地の強靭化 
 石油ガス地上 3 基地（七尾・福島・
神栖）における設備の耐震性能診断
を 7 件実施するとともに、東日本大
震災を踏まえ策定された地域防災計
画に対応した七尾基地管理棟の補強
工事を完了し、その他の診断結果と
しても問題のないことを確認したこ
とにより、国備 5 基地の強靭化を推
進した点を評価。 

 
〇放出訓練 
 全ての国家備蓄基地にて緊急時放出
訓練を実施し、新たな取り組みとし
て、福島基地における外航船訓練で
は税関との間で外国貨物運送申告
（模擬申告）を実施することにより
緊急放出時に必要な手続きの確認を
行い、第三者専門機関による立会検
査も受け、高い評価を得たことは評
価できる。 

 また、災害時石油ガス供給連携計画
における実地訓練に JOGMEC とし
て初めて参加し、関係機関の計画発
動時における指揮命令系統の流れを
確認・強化するだけでなく、訓練参
加について全国 LP ガス協会主催の中
核充填所委員会で紹介し、普段あま
り業務上の接点がない中下流事業者
に対しても国家備蓄事業への理解を
促進させたことは評価できる。 

 
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 
 昨年度に引き続き、地下 2 基地（波
方、倉敷）において配管竪坑金属管
（波方 24 本、倉敷 13 本、金属管の
長さ 1 本当たり約 150ｍ、検査費用 1
本当たり約 2 億円）の非破壊検査を
行い、金属管が健全な状態であるこ
とを確認したが、昨年度の知見を基
に工程調整等を行い、平成 29 年度中
に当初 8 本の検査計画のところ 10 本
の検査を完了したことにより次年度
以降の検査コスト削減に寄与してい
ることは高く評価できる。 

 
〇石油ガス備蓄体制の構築 
 倉敷基地への 5.0 万トンのガスインの
実施により、平成 17 年度より開始さ
れた全 5 基地でのガスインが終了
し、国家備蓄目標が達成され、それ
により国家石油ガス備蓄体制が確立
したこと、また、その結果、民間備
蓄基準量の引き下げ（輸入量の 50 日
分から 40 日分）が行われたことで民
間石油ガス輸入業者の調達環境の緩
和や財務状況の向上に繋がったこと
は非常に高く評価できる。 
他方、29 年度の 5.0 万トンのガスイ
ンについては国からの指示どおり実
施した結果であることを考慮すると
特段の評価材料とまでは認めがた
い。 
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る量（約 140 万トン）※」を達成するた
め、ガスインの制約条件となっている
民間企業との共用施設、桟橋及び地上
低温タンクの利用につき、綿密に調整
の上、倉敷基地への 5.0 万トンのガスイ
ンを実施した。 

・これで平成 17 年より開始した国家備蓄
石油ガスの受入を全基地において完
了。石油ガス国家備蓄制度の創設提言
からおよそ四半世紀をもって全 5 基地
による国家石油ガス備蓄体制を確立す
ることができた。 

・業界の悲願であった民間備蓄基準量の
引き下げ（輸入量の 50 日分から 40 日
分）が、その条件であった国家備蓄目標
達成を受けて行われたことで、民間石
油ガス輸入業者は引き下げ分のタンク
スペースが活用でき、調達環境の緩和
や財務状況の向上につながった。  

 ※備蓄目標は平成 29 年 7 月に 150 万
トン程度から、本目標へ変更 

 
＜その他の業務実績＞ 
・国土強靭化に向けた対策として、地上 3
基地（七尾・福島・神栖）における設備
の耐震性能診断を 7 件実施した。平成
29 年度中に七尾基地管理棟の補強工事
を完了し、その他の診断結果としても、
いずれも問題のないことを確認するこ
とができている。 

・世界最大規模の地下石油ガス備蓄基地
（波方、倉敷）の強靭化を徹底すべく、
両基地において、平成 28 年度に実施し
た災害復旧訓練の結果をもとに地震・
津波による万一の電源喪失に対して
も、確実に非常用発電に切替できる体
制を整備すべく要領の見直しを実施し
た。 

・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）に対し
検査を行い、操業コストが適正に算出、
執行管理されていることを検証。 

 
 

・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、5 基地操業体制

を確立した。 
 
＜課題と対応＞ 
なし。 

 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、韓国石
油公社（KNOC）に神栖基地に訪問
頂き、技術的な協議を実施した。こ
れにより協力関係を強化するととも
に、JOGMEC の備蓄事業の一層の効
率化に寄与したことは評価できる。 
 

＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・他のセグメントに比べて備蓄が B 評
定の場合その重要性が乏しいと一般
に認識されてしまう恐れがあるた
め、国内に備蓄があることの重要性
を上手にアピールし国民理解を深め
る必要がある。 

・LPG は満液を達成し、その結果とし
て民備量が減ったという実体的なア
ウトカムが達成されたため、このタ
イミングでしか A 評定を付けられな
いのではないか。 

 ＜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 

 
・備蓄対象として選定
された鉱種について、
必要に応じ、迅速かつ
的確に機動的・弾力的
な積み増し、売却・放
出を実施できるよう、
体制整備するととも
に、積み増し等の判断
に資するネットワー
クを維持・強化するた
め、具体的に以下の業
務を実施する。 

 
・備蓄対象鉱種となり
得る全てのレアメタ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 積み増し・売却・放出の登録事業者数（延

（３）金属鉱産物の備蓄＜主要な業務実
績＞ 
1.備蓄対象鉱種に係る買入元、売却対象と
なる登録事業者数の維持・管理 

・機動的な備蓄買入、放出・売却が行える
よう、備蓄対象となり得る全ての鉱種
を対象に、調達、放出･売却の対象とな
り得る企業に対し、常時公募を行うと
ともに登録の促進を図り、申請に対し
ては速やかに審査、登録をするなどの
管理を行い、登録亊業者延 248 社
(162%)を確保し、買入、放出・売却の際
の入札が円滑かつ迅速に実施できる体
制を構築した。 

・これらの登録企業を対象とした指名競
争入札により入替売却 2 鉱種と買入 2
鉱種を円滑に実施した。また、1 鉱種の
需給逼迫要請を受けて METI と協議(そ
の後需給逼迫状況沈静化により要請取
下げ)した機会に、売却同意要件等につ
いて確認し、短期供給リスクへの備え
を強化し、前進させた。 

 
2. 放出・売却訓練の実施 
・１鉱種について売却訓練を民間備蓄協
力企業や METI とともに実施し、手順･
手続を確認した。 

・また、需給逼迫時売却要請 1 回（その

（３）金属鉱産物の備蓄：Ａ 
＜評定と根拠＞ 
・金属鉱産物の備蓄については、成果実現の困難性として、
備蓄対象が 34 鉱種・55 元素と数多い上に品目も多種多
様であるため、的確な情報収集を基に中長期的な国内ニ
ーズに合致する品目を見極め、需要見通しを分析・検討す
る必要があることが挙げられる。 

 
・平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は、 
1. 積み増し・売却・放出の登録事業者数：162% 
2. 放出・売却訓練の実施回数：100% 
3. レアメタル備蓄検討委員会開催回数：200% 
4. 個別企業へのヒアリング調査実施社数：177% 
5. 海外備蓄機関との情報交流回数：200% 
6. 防災訓練の実施回数：200% 
7. 修繕計画の見直し回数：100% 
 となった。 
 
 内容面としては、 
・入替売却は、市況･需給動向から好機と判断し、平成 22 年

3 月以来 7 年ぶりに実施し、この売却収入(5.7 億円)は、
買入資金残と併せて借換時の償還に充て借入金を減額し
た。 

 入札は事前登録企業を対象に指名競争方式で実施し、買
入では企業ヒアリング等による収集情報を基に、市況と
簿価単価を勘案し、市場・市況影響回避のため買入入札を
複数回に分割するなど細心の注意を払って時期を見定め
て実行、1 鉱種は簿価単価を低減、1 鉱種は現状とほぼ同

 
（３）金属鉱産物の備蓄 
＜評定と根拠＞ 
１．備蓄の積み増し、売却・放出への
機動的な取組 

・昨年度策定した入替売却計画（5 鉱
種）のうち、４鉱種４品目（売却２
鉱種２品目、買入２鉱種２品目）に
ついて入替売却が 7 年振りに円滑に
行われた点を評価する。 

・当該入替売却について、ユーザー、
メーカー等からの情報収集を基に、
産業界のニーズを的確に踏まえ、ま
た適時的確に市況を捉え、2 鉱種２品
目の買入が平均で簿価単価を低減す
る形で行われた点、さらに２鉱種２
品目の売却について、売却益を借入
金の返済に充てて経理面での健全化
に寄与した点を評価する。 

・主要アウトプット指標である、登録
事業者数延 248 社（目標達成率
162%）や、（放出・売却が要請され
るような状況に備えた）訓練回数を 1
回（達成率 100％）行い、緊急時の
備えに向けマニュアルを改定するな
ど、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
化した点を評価する。 
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ルについて、最新のサ
プライチェーンを踏
まえ、制度に適合した
調達が可能な企業を
常時公募、審査、登録、
管理し、積み増し・売
却・放出の相手方とな
る登録事業者を最低
延べ６８社以上確保
することにより、機動
的な備蓄積み増しに
備える。 

 
 
・備蓄対象レアメタル
の使用実態把握、必要
に応じた業務マニュ
アルの見直し、関係機
関との連携体制整備
等により、緊急時の放
出要請等を受理した
日から、放出・売却に
係る入札までの期間
を１２日以内とする
体制を整備・維持す
る。また、入替え売却
を行った場合には、市
場への影響を最小限
に抑えるよう努める。 

 
・動的な放出・売却を可
能とする体制の整備・
維持のため、実際の放
出・売却を想定した放
出・売却訓練を年１回
以上実施すると共に、
民間倉庫の活用等に
よる機動性向上可能
性について検討する。 

 

68社以上） 
[評価の視点] 
1-1. 最新のサプライチェーンを踏まえて、追

加・入れ替えを行うなど、登録事業者の
維持・管理に創意・工夫を講じ、登録の
促進を図ったか。 

＜アウトカムの視点＞ 
1-2. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか。 
1-3. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持・改善されて
いるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 放出・売却訓練の実施回数（年１回以上） 
[評価の視点] 
2-1. 実際の放出･売却を想定し、実際の手順に
即して訓練を実施し、実行上の問題点を抽出
し、体制をレベルアップしたか 

＜アウトカムの視点＞ 
2-2. 把握された問題点に対応し、機動的な放
出・売却を可能とする体制を向上できたか 
 

後、状況緩和により売却要請取下げ）
と、7 年ぶりとなる売却実行 2 回におい
ても、売却要件の確認や売却手順･手続
について関係企業や METI と確認し、
これら 3 回についても実戦的な売却訓
練と位置づけて実施した。 

・これら売却訓練に加えて入替売却の実
行と需給逼迫時売却要請対応を基に、
現在の売却入札手順、売却条件･要件等
における課題と改善策を取りまとめて
METI と共有した。 

 
3.レアメタル備蓄検討委員会の開催 
・民間備蓄協力企業関係者や学識経験者
により構成するレアメタル備蓄検討委
員会の効果的・効率的な開催・運営を図
り、本委員会及び需給動向調査小委員
会を 1 回、計 2 回（200％）を開催した。 

・これにより、最新の需給動向を把握する
とともに、供給リスクを見直してレア
メタル需給動向報告書に取りまとめ、
買入計画や入替売却計画立案のための
基礎資料とした。 

 
4.個別企業へのヒアリング調査 
・延 106 社（177％）の企業ヒアリング調
査を実施した。 

 調査は、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
対象とし、企業の把握する最新の需給
動向や備蓄ニーズを的確に把握すると
ともに、備蓄物資の入替売却 2 鉱種と
買入 2 鉱種の実行につなげた。また、こ
の結果は METI と共有し鉱業政策の検
討に資した。 

・ヒアリング結果等を基に買入 2 鉱種(入
札 4 回)を高騰前のタイミングで実施
し、簿価単価の低減及びほぼ同水準で
の調達を達成し、今後の放出・売却のた
めの体制強化を図った。また、売却にお
いては個別企業ヒアリングにおいて登
録申請促進を呼掛け、充分な企業数を
確保するとともに入札条件･手続等に
ついて周知し、入札の円滑を図った。 

 
5.海外備蓄機関との情報交流 
・JOGMEC 主導により平成 27 年度に開
始した日米韓 3 か国合同情報交換会（米
国 DLA,USGS、韓国 PPS,KORES）は、
第３回を韓国側主催の計画であった
が、国際情勢を受けて米国側より延期
が提案され、韓国開催は 2019 年に延期
として 2018年に JOGMECが主催する
こととなった。 

・したがって当年度は、米韓の備蓄当局機
関とＥメールベースによる情報交換を
実施(2 か国 3 機関)し、クリティカルマ
テリアルのリスク評価や国家備蓄物資
の活用について情報収集し、当方事業
改善検討に供した。 

 
6.防災訓練の実施 
・備蓄物資の安全かつ効率的な管理のた

水準に維持した 
・年度当初に増床の詳細設計を行い、年度内に売却･買入に
伴う搬入出に支障を生じないよう調整しつつ第 10・11・
12 倉庫建設を完工。 これにより買入備蓄物資の円滑な
搬入・段積と安全・効率的な売却時搬出のためのスペース
を建蔽率上限を念頭に確保した。（→機動的な備蓄体制強
化） 

 
・以上の結果、所期の目標を上回る成果が上がっていたと
評価できること及び、上記 1 に記載した成果実現の困難
性を考慮し評定を A とした。 

 
・定量的指標、評価の視点及びアウトカムの視点を勘案し
各業務の評定は A もしくは B とした。 

 
1. 備蓄対象鉱種に係る買入元、売却対象となる登録事業者

数の維持・管理 
・定量的指標における目標達成度は 162％となった。 
・評価の視点においては、 
1-1. 目標を充分に上回る数の登録事業者を確保し入札を有

利に実行可能な体制を構築。さらに、この体制により具
体的な需給逼迫情報を入手でき、短期供給リスクへの
体制が整備・維持できていることが確認された。 

・アウトカムの視点においては、 
1-2. 入替売却 2 鉱種と買入 2 鉱種を実施し、短期供給リス

クへの対応体制を強化。 
1-3. 充分な数の登録事業者を確保することで、円滑な売却･

買入のための指名競争入札を実施可能な状態とした。 
1-4. 登録事業者から詳細な需給動向情報をリアルタイムに

入手できるネットワークを増強し、入替売却と買入計
画の立案と実行に繋げた。 

 
2. 放出・売却訓練の実施回数 
・定量的指標における達成度は 100％となった。 
・評価の視点においては、 
2-1. 訓練の結果から問題点を抽出し、結果を基に実際の売

却･放出の改善案を取りまとめた。 
2-2. 放出･売却先である企業の意見を徴し、意見を反映させ

て内部体制をレベルアップした。 
・アウトカムの視点においては、 
2-3. 問題点の抽出と改善により、機動的な放出･売却の体制

構築に資した。 
 
3. レアメタル備蓄検討委員会の開催 
・定量的指標における平成 29 年度目標に対する達成度は

200％となった。（Ａ評定） 
・評価の視点においては、 
3-1. 委員会を通じて鉱種毎の現状の需給動向や供給リスク

を評価して取りまとめた結果を備蓄計画の検討に活
用した。 

3-2. 委員会にはMETIからのオブザーバー参加を得て政府
の鉱種戦略を踏まえた備蓄となっているかを確認。 

・アウトカムの視点においては、 
3-3. 効率的・効果的な委員会開催、市場動向モニタリング

委員会参加により備蓄対象鉱種の買入、入替売却の計
画立案と実施方法や時期の適切な判断のためのネッ
トワークを維持した。 

 
4. 個別企業へのヒアリング調査 
・定量的指標における平成 29 年度目標に対する達成度は、

177％（Ａ評定）となった。 
・評価の視点においては 
4-1. ヒアリング結果を踏まえ既存の備蓄鉱種・形態・量が

事業者ニーズに合致しているか再確認し入替売却の

 
２．機動的な備蓄推進に資する情報収  
集 
 
・短期供給リスク対策に向けて、レア
メタルの生産、流通、消費、市場動
向の詳細情報把握のため延べ 106 社
（達成率 177%）よりヒアリング調査
を行い、レアメタル備蓄検討委員会
を 2 回実施（達成率 200%）のうえ、
1．の入替売却と買入の取り組みにつ
なげた点を評価する。 

 
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、全ての倉庫
内の屋根補修を第３期中期目標期間
内に完了させ、消防避難訓練を計 2
回実施し、マニュアルを改定するな
ど、安全・防災体制を強化した点を
評価する。 

 
以上、アウトプットの面では定量的
指標を十分上回っていることやその
内容も将来、放出のタイミングが訪
れた際の円滑かつ機動的に対応でき
ること（アウトカム）に繋がること
が期待できるものであること、ま
た、備蓄対象が 34 鉱種・55 元素と
数多い上、品目も多種多様のため、
的確な情報収集はもちろんのこと、
中長期的な需要見通しや備蓄ニー
ズ、さらには買入時や売却時には市
況等を的確に見極めた上で行う必要
があること等の困難性があるが、情
報把握のためのヒアリング調査を積
極的に行う等困難性の克服に対処を
行ったこと、東日本大震災の教訓を
活かしつつ長期修繕計画を見直し、
今年度中に基地内倉庫の屋根補修を
完了させ、機能維持対策等、備蓄物
資の安全かつ効率的な管理体制を作
り上げたこと、売却益を借入金の返
済に充てて事業の健全化に寄与した
ことを勘案し、評価する。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・金属は、多様な鉱種を情報収集しな
がら適切な形で活動出来ているため、
高く評価する。多様な鉱種で時々刻々
と変化する情報を踏まえて対応するこ
とが求められるので、しっかり活動し
てアピールしてほしい。 

 
 

 ②機動的な備蓄推進に資す
る情報収集 

・タイムリーな需給動向把
握のため、レアメタルユー
ザー企業等とのネットワ
ーク構築、連携強化を図
り、一次情報を収集。 

②機動的な備蓄推進に
資する情報収集 

・レアメタル備蓄検討
委員会（委員：いずれ
もユーザー企業関係
者等）を年１回以上開
催し、政府の方針を踏
まえた備蓄を実施す
るとともに、各委員と
の個別会議による情
報収集により、タイム
リーなレアメタル需
給動向を把握し、政策
立案に資するため政
策当局と情報共有す
る。また、対象鉱種に
ついて効率的な（無駄
な備蓄をせず、真に必
要な鉱種・量の備蓄が
できる）備蓄体制につ
ながる事業者とのネ
ットワークを構築す
る。 

 

②機動的な備蓄推進に資する情報収集 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
3. レアメタル備蓄検討委員会の開催回数（年
1回） 
[評価の視点] 
3-1. 政府の鉱種戦略を踏まえた備蓄となって
いるか 
3-2. 委員会や各委員との個別会議等を通じ

て、備蓄対象鉱種の状況を把握し、効率的
な（無駄な備蓄をせず、真に必要な鉱種・
量の備蓄ができる）備蓄体制に繋がる事業
者等とのネットワーク構築できたか 

＜アウトカムの視点＞ 
3-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
3-4. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持できたか 
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 ・円滑かつ迅速な積増、売
却・放出オペレーション
に資する、レアメタル生
産動向及び流通・消費動
向の詳細情報を把握・更
新。 

・個別企業延６０社以
上のヒアリング調査の
実施、ユーザー企業に
よる市場動向モニタリ
ング委員会への参加、
個別テーマの調査機関
への委託調査実施など
により、レアメタルの
生産、流通、消費等の
市場動向の詳細情報把
握に努めるとともに、
備蓄鉱種の備蓄ニーズ
についての把握・評価
を行い、効率的な備蓄
体制の構築につなげ
る。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
4. 個別企業へのヒアリング実施社数（60社） 
[評価の視点] 
4-1. 既存の備蓄鉱種及び新規に追加すべき鉱

種に関して、ヒアリングを行い、その結
果が鉱物資源課と速やかに共有されたか 

4-2. ヒアリング結果を踏まえて、既存の備蓄
鉱種・形態・量が事業者ニーズに合致し
ているかのレビューを行い、効率的な備
蓄体制の見直しに繋がったか 

4-3. ヒアリング結果、新たに追加すべき鉱種
の整理・検討に活かされたか 

＜アウトカムの視点＞ 
4-4. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
4-5. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワーク維持 

め、①夜間停電を想定した非常用発電
機の作動･太陽光発電システムへの切
替作動訓練、②地元警察署の立会･指導
下での防犯訓練と計 2 回（200％）の防
災訓練等を実施した。 

・防犯訓練は、地元警察署の立会・指導を
得て、職員と警備員全員を対象にして
実施し、具体的な不審者への対応や、防
犯器具の使用方法等の指導を受け、防
犯対応能力の向上を図った。 

 
＜その他の業務実績＞ 
・国家備蓄のランニングコスト低減に関
し、借入金利の将来的な上昇可能性に
対する対応策について再検討を行い、
入替売却による売却収入を借入金の償
還あるいは買入資金に充当し新規借入
を抑制することで借入金を極力低減す
ることを基本方針とした。 

・また、備蓄制度の改善可能性について、
民間企業ニーズ把握のためのアンケー
ト調査も含め外部委託調査〔希少金属
備蓄事業制度改善可能性調査：㈱三菱
ケミカルリサーチ〕を実施し、物資の新
旧入替等手段としての物資レンタル制
度等について検討し、取りまとめた。 

・入替売約 2 鉱種（入札 2 回）、買入 2 鉱
種（入札計 4 回）を実施し、これらによ
り備蓄目標の達成に向けて前進させ
た。 

・市場影響回避のため、買入入札は複数回
に分割して実施した。また、ばら積物資
の売却･搬出にあたっては、事前に酸性
雨をも考慮した溶出試験を実施した上
で、排水の発生に備えた対処設備の準
備、搬出作業前後･作業中の排水の水質
モニタリングを行うなど環境対策を入
念に実施し、円滑かつ安全･迅速に物資
の引渡を完了した。 

・業界団体と民間備蓄協力会社からなる
市場動向モニタリング委員会に延 4 回
参加し民間在庫状況、消費動向等を把握
したほか、ミニマム在庫の適否の検討を
引き続き行った。 

・外部委託調査〔電子系レアメタルの需要
予測調査：㈱矢野経済研究所〕を実施
し、需給動向の把握とサプライチェー
ンや需給見通しの検討を行い、備蓄計
画立案に供した。 

・売却 2 鉱種に伴う搬出作業及び、買入 2
鉱種に伴う搬入･検量を、増床工事や第
3･6 ヤード棟の補修工事に支障を及ぼ
さないように計画し、また、環境への影
響回避のため排水の水質モニタリング
と汚濁防止に万全な対策を講じて安全
かつ効率的に実行した。 

・買入物資の円滑な搬入・段積、今後の機
動的な売却のため、国家備蓄倉庫用地
内に、自己資金にて建ぺい率上限まで
倉庫を増床した。 

  工事にあたっては、年度当初に詳細
設計を行い、年度内に買入・売却に伴う
搬入出に支障を生じないように調整し
つつ完了させた。この増床は平成 9 年
以来 20 年ぶりとなる倉庫建設であり、
これにより機動的な備蓄体制のための
備蓄物資管理スペースを確保した。 

・東日本大震災時の 3 日間停電の経験を
基に、平成 25･27 年度に整備した電源
重層化の通年運用は 2 か年度目となり、
太陽光発電のモニタリングを継続しつ
つ、夜間停電を想定した電源切替訓練

方法検討など効率的な備蓄体制見直しに活用し、2 鉱
種の売却につなげた。 

4-2. ヒアリング結果を基に備蓄計画を立案し入替売却２鉱
種と買入 2 鉱種につなげ、短期供給リスクへの備えを
強化。 

4-3. ヒアリング結果は速やかに METI と情報共有を図っ
た。 

・アウトカムの視点においては、 
4-4. ヒアリングにより、入札の円滑を図り、円滑に売却･買

入を実施し、短期供給リスクへの体制を強化させた。 
4-5. 個別企業ヒアリングや民間在庫状況、消費動向等を把

握し、備蓄対象鉱種の買入、放出・売却のネットワー
クを維持し、売却･買入を実行した。 

 
5. 海外備蓄機関との情報交流 
・国際情勢という外的要因により韓国側主催による 3 か国
合同情報交流会議開催は 2019 年に延期（2018 年は
JOGMEC が主催）となったが、Ｅメールベースで米韓２
か国の備蓄当局との情報交流を実施し、達成度は 200%と
評価できる。（Ａ評定） 

・評価の視点においては、 
5-1. 韓国からは備蓄物資レンタル制度の詳細についての情

報を入手。 
5-2. 米国からはクリティカルマテリアルのリスク分析につ

いての情報を入手。 
・アウトカムの視点においては、 
5-3. 入手情報を活用し、我が国の備蓄事業制度改善可能性

の検討に供した。 
5-4. 外的要因による韓国側主催の交流会議は中止となった

が、E メールベースでの情報収集を行い備蓄制度改善
策の検討に活用した。また、次年度に第 3 回会合を
JOGMEC 主催方針として、緊密な国際ネットワーク
を維持した。 

 
6. 防災訓練等の実施 
・定量的指標における評定としては、平成 29 年度目標に対
する達成度は、200％となった。（Ａ評定） 

・評価の視点においては、 
6-1. 地元の警察署の指導を受け、実戦的な防犯訓練を実施。 
6-2. 電源の重層化を完成した後、訓練により運用の円滑化

を達成。 
・アウトカムの視点においては、 
6-3. 防災意識向上とともに、不法侵入者への対処法を確認

した。 
6-4. 防犯訓練と電源重層化の適正運用により緊急時を見据

えた設備・施設・体制を維持・強化。 
 
＜課題と対応＞ 
なし。 
 

＜指摘事項等(石油･石油ガス･金属鉱産物備蓄共通）＞ 
（１）資源備蓄専門部会（6 月 7 日開催） 
・「石油の備蓄」に関しては､平成 29 年度も国家備蓄基地の
強靭化を進め､年間を通じて重大事故を発生させること
なく、基地間転送などを通じて緊急時対応体制の整備を
進めていることは評価できる。国家備蓄基地操業委託に
ついての一般競争入札で複数応札を実現し、操業経費の
効率化を図ったことは、新規落札者による今後の安定・安
全操業の継続などの課題はあるものの、平成 29 年度の特
筆すべき成果である。 

 
・「石油ガスの備蓄」に関しても、「石油の備蓄」と同様に、
緊急放出訓練の実施を通して機動的かつ効率的な備蓄放
出に向けた体制強化を進めることなど、着実な成果をあ
げている点は評価できる。さらに、平成 29 年度に 5 万ト
ンの備蓄の積み増しを行い、国家備蓄目標達成を成し遂
げたことと、それにより民間備蓄基準量の引き下げが行
われたことに限って言えば、Ａ評価に値するという意見
があった。 

 
・｢金属鉱産物の備蓄｣に関しては、入替売却着手、売却収入
を償還に充当し借入金を低減、簿価単価と同水準あるい

 ・諸外国の備蓄動向を把握
するため、海外備蓄関連機
関との情報交流推進。 

・海外備蓄関連機関と、
年１回以上、備蓄政
策、備蓄実施状況、備
蓄重点鉱種選定の考
え方等につき意見交
換を行い、海外当局の
鉱種ごとのリスク分
析や海外当局から見
た需給見通し等の情
報を入手し、備蓄対象
鉱種の検討に活用す
る。 

 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
5. 海外備蓄機関との情報交流回数（1回） 
[評価の視点] 
5-1. 海外当局の備蓄手法（鉱種毎の備蓄形態

等）等で、我が国の備蓄制度の効率化に繋
がるような手法等の情報入手を入手し、参
考になる点があった場合に活用できたか 

5-2. 海外当局から鉱種毎のリスク分析や海外
当局から見た需給見通し等の情報入手し、
備蓄対象鉱種の検討に活かされたか 

＜アウトカムの視点＞ 
5-3. 短期供給リスクへの体制整備・維持でき
たか 
5-4. 備蓄対象鉱種の買入、放出・売却の判断

に資するネットワークを維持できたか 
 ③東日本大震災の教訓を活

かした国家備蓄の安全か
つ効率的な管理 

・緊急時の機動的な備蓄物
資の放出のため、倉庫内
の整理継続実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・震災時の経験を踏まえ、荷
崩れ等被害の防止を図
り、備蓄倉庫の立地する
地域の特性を踏まえた防
災計画の見直し実施、非
常時の電源確保のための
対策や安全管理マニュア
ル適宜見直し。 

③東日本大震災の教訓
を活かした国家備蓄
の安全かつ効率的な
管理 

・備蓄物資を緊急時に
機動的に放出できる
よう、倉庫内の整理を
継続して実施すると
ともに、円滑・効率的
な体制を常時、整備・
維持する。 

・備蓄目標達成のため
の積み増しに備えた
国家備蓄倉庫の機能
拡充や環境整備を図
る。 

 
・重層化した電源設備
を適切かつ効果的に
運用し非常用電源を
維持すると共に、日中
の常用電源としても
活用することにより
電力費支出の抑制を
図る。 

 
・地方自治体、警察・消
防関係者等との連携
の下、非常時を想定し
た防災訓練等を年１
回以上実施し、防災計
画や安全マニュアル
について適宜見直し
を行う。 

 

③東日本大震災の教訓を活かした国家備蓄の
安全かつ効率的な管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
6. 防災訓練等の実施回数（1回） 
[評価の視点] 
6-1. 地方自治体、警察・消防関係者等との連

携の下、防災訓練実施等、より効果的・実
戦的な緊急時対応訓練が実施されたか。 

6-2. 緊急事態に備え、電源重層化の効果的な
運用と非常電源としての使用体制の整備
を行ったか 

＜アウトカムの視点＞ 
6-3. 職員・警備員の高い安全・防災意識を維

持できたか 
6-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制を維
持できたか 
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 ・備蓄倉庫老朽化について、
修繕等計画に基づく的確
な対応、必要に応じた計
画見直し。 

・修繕計画（１０年間）
に基づき、震災時や備
蓄対象鉱種の長期間
保管にも耐えうるよ
う、予算額に応じた効
率的な修繕及び倉庫
機能拡充や環境整備
等を着実に図るとと
もに、必要に応じ修繕
計画の見直しを行う。 

＜主な定量的指標及び評価の視点＞ 
[定量的指標] 
7. 修繕計画の見直し回数（1回） 
[評価の視点] 
7-1. 定期的な備蓄倉庫確認し、より効率的な

修繕が行えるよう、長期修繕計画の見直
しを定期的に行ったか 

7-2. 備蓄倉庫が備蓄対象物の長期保管にも耐
えうる設備となっているか、創意・工夫を
講じた見直しを行ったか 

＜アウトカムの視点＞ 
7-3. 職員及び警備員の高い安全・防災意識維

を維持できたか 
7-4. 緊急時も見据えた設備・施設・体制を維
持できたか 

を実施するなどして運用の慣熟を図っ
た。 

・太陽光発電電力は昼間の常用電力とし
て活用することにより、消費電力及び
電力代を見掛上 5 割削減できることを
確認した。・長期修繕計画に基づいて次
の工事を完成させた。 
① 増床工事 

  年度当初に詳細設計を実施［建ぺい
率上限を念頭に 3 棟、2,156m2］を行
い、年度内に無事故で安全に建設工
事を実施して完成させた。 

② 修繕工事 
  第 3、第 6 ヤード棟の屋根塗装等補修

工事を完了し、これにより第 3 期中
期目標期間内に全倉庫建屋の屋根補
修を完了させた。 

  そのほか、平成 30 年度以降の修繕工
事･機能強化を念頭に詳細設計を行
い、今後の補修工事の円滑実施に備
えた。 

 
 
 

は低減した買入の実施は大変有意義。そのための 100 社
超個別企業ヒアリング等による精力的情報収集や倉庫増
床等の保管管理体制の前進は高く評価できＡ評価に違和
感無い。今後の入替売却においては、簿価単価に過度に拘
泥せず、優先度やニーズがより高い鉱種・品目に柔軟に修
正を図ることが重要。 

 
 
（２）業務評価委員会（6 月 15 日開催） 
・ 
 
 

 

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

６．鉱害防止支援 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６． 鉱害防止支援 

業務に関連する政策・施策 ・金属鉱業等鉱害対策特別措置法第４条 
（基本方針の対象鉱山・鉱害防止事業実施者への技術的支援や情報提供及
び鉱害防止対策の費用低減等に資する技術開発を行う。） 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第４条に基づく第５次基本方針 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第１１条第１項第十七号、第十八号、第十九号 

当該項目の重要度、難易度  

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

０４０２  

※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 7.5 7.5 予算額（千円） 1,634,898 2,035,028 1,734,782 1,796,183 2,215,155 

（実績値）   － 9.3 10 9 10       

（達成度）   － 124% 133% 120% 133％       

(2)調査設計満足度

（計画値） 
7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 － 決算額（千円） 1,247,479 1,756,909 1,426,119 1,441,948 1,990,543 

（実績値）   － 9 10 10        

（達成度）   － 120% 133% 133%        

(3)工事支援満足度

（計画値） 
7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 7.5 経常費用（千円）  1,288,671   1,264,776 1,219,563 1,286,207  

（実績値）   － 9.3 8.7 9 9       

（達成度）   － 124% 116% 120% 120％       

(4)松尾満足度 

（計画値） 
7.5(10 段階)  

 

－ 7.5 7.5 7.5 7.5 経常利益（千円）    -45,142     -1,961 7,874 55,469  

（実績値）  － 10 10 10 10       

（達成度）   － 133% 133% 133% 133%       

(5)松尾大規模災害

訓練実施回数 

（計画値） 

各年度 

1 回 

 

 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

行政サービス実

施コスト（千円） 

     

（実績値）  

前中期目標期間 

最終年度実績 

1 回 

1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
従事人員数（人） 37.91 38.59 37.41 36.20 39.37 

（達成度）   100% 100% 100% 100% 100%       

(6)技術シーズ提案

公募件数 

（計画値） 

各年度 

4 件 
 － － 4 件 4 件 4 件 

      

（実績値）   － － 6 件 5 件 7 件       

（達成度）   － － 150% 125％ 175％       

(7)学会等での情報

収集回数（計画値） 
4 回/年  － － 4 回 4 回 4 回       

（実績値）   － － 6 回 7 回 6 回       

（達成度）   － － 150% 175％ 150％       
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(8)情報交換会開催

回数（計画値） 2 回/年 

2 回 

前中期目標期間

最終年度実績 

2 回 
 

2 回 
2 回 2 回 2 回 

 

 

 

 

 

 

      

（実績値） －  2 回 2 回 2 回 2 回 3 回       

（達成度） － － 100% 100% 100% 100％ 150％       

(9)情報交換会肯定

的評価（計画値） 
75% 

他業務並び 
－ 75% 75% 75％ 75％       

（実績値） － － 99% 97% 100％ 98％       

（達成度） － － － 132% 129% 133％ 131％       

(10)基礎研修開催回

数（計画値） 2 回/年 
2 回 

前中期目標期間

最終年度実績 
2 回 2 回 2 回 1 回 1 回       

（実績値） －  2 回 2 回 2 回 1 回 1 回       

（達成度） － － 100% 100% 100% 100％ 100％       

(11)基礎研修肯定的

評価（計画値） 
75% 

他業務並び 
－ 75% 75% 75％ 75％       

（実績値） － － 99% 95% 95％ 95％       

（達成度） － － － 132% 127% 127％ 127％       

(12) アンケート調

査・コンサルテーシ

ョン実施回数【融資】

（計画値） 

4 回 
4 回 

前中期目標期間

最終年度実績 
4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

      

（実績値）  
 

4 回 4 回 5 回 5 回 5 回       

（達成度）   100％ 100％ 125％ 125％ 125％       

(13)採択決定までの

期間（計画値） 
4 週間以内  4 週間以内 4 週間以内 4 週間以内 4 週間以内 4 週間以内 

      

（実績値）  前中期目標期間

最終年度： 

 
2.90 週 

2.46 週 2.64 週 1.86 週 1.79 週 2.26 週       

（達成度）  163% 152% 215% 223% 177%       

(14)ペルーへのアド

バイザー派遣満足

度（計画値） 

7.5(10 段階)  － 7.5 7.5 7.5 7.5 

      

（実績値）  新設 － 8 9 10 8       

（達成度）   － 107% 120% 133% 107%       

(15)その他資源国で

のセミナー・研修件

数（計画値[中期全

体]） 

5 件 

中期目標期間中 

 

 
1 件 1 件 1 件 2 件 2 件 

      

（実績値）   9 件[9 件] 6 件[15 件] 4 件[19 件] 4 件[23 件] 5 件       

（達成度）   900%[180%] 600%[300%] 400%[380%件] 200%[460％] 250％       

              

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）)鉱害防止事
業実施者等への技
術的支援 
・金属鉱業等鉱害対
策特別措置法の規
定で経産大臣が定
める「特定施設に係
る鉱害防止事業の
実施に関する基本
方針」（以下「第 5 次
基本方針」）に基づ
く、鉱害防止事業実
施者の鉱害防止事
業の着実計画的実
施のため、最新鉱害
防止技術の蓄積、鉱
害防止事業実施者
等ニーズに適切に
対応した技術支援
を効率的効果的に
実施。坑廃水処理コ
ストの大幅な削減
等を目指し新規鉱
害防止技術開発の
実施 
 

（１）鉱害防止事業実
施者等への技術的支
援 
・第 5 次基本方針に基
づき、鉱害防止事業の
着実かつ円滑な実施
が図られるよう、継続
的に鉱害防止事業の
現況や技術的課題等
の情報把握、地方公共
団体等からの要請に
応じ、以下の技術支援
業務を実施。 
―地方公共団体等が
定める鉱害防止対策
の基本方針（東日本大
震災を踏まえた「集積
場に係る技術指針」の
改正を受けた対応を
含む）に関する調査指
導 
―鉱害防止施設の設
計等を行う調査設計 
―鉱害防止工事現場
での技術的助言等を
行う工事支援 

（１）)鉱害防止事業実
施者等への技術的支援 

・第 5次基本方針に基づ

き、鉱害防止事業の着

実かつ円滑な実施が

図られるよう、最新の

鉱害防止技術の蓄積

や地方公共団体等か

らの要請に応じ、以下

の業務を実施する。 
・調査指導については、
地方公共団体からの
依頼に対して、採択基
準に合致するあるい
は緊急対応が必要な
案件について調査、解
析、基本方針提言等の
技術支援を行い、地方
公共団体へのアンケ
ート調査により一定
の満足度（10 段階評
価の 7.5 以上）を得
る。その際、当該鉱山
が抱える固有の問題
解決に資するような
技術支援に努める。。 

 
・調査設計及び工事支
援については、鉱害防
止事業実施者からの
委託により、鉱害防止
事業実施者が行う鉱
害防止工事に関する
コンサルティングや
助言等の技術支援を
行い、地方公共団体へ
のアンケート調査に
より一定の満足度（10
段階評価の 7.5以上）
を得る。その際、当該
鉱山が抱える固有の
問題に配慮した技術
支援を行う。 

 

（１）鉱害防止事業実施者等
への技術的支援 
(1)地方公共団体への技術支
援 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（調査指導） 
[定量的指標] 
1. 要請に基づき実施した調
査指導への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
1-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
1-2 コスト面配慮の適切な提
言等、当該地方公共団体鉱害
防止事業の実施・進展への貢
献 
（調査設計） 
[定量的指標] 
2. 要請に基づき実施した調
査設計への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
2-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
2-2 コスト面配慮の適切な提
言等、当該地方公共団体鉱害
防止事業の実施・進展への貢
献 
（工事支援） 
[定量的指標] 
3. 要請に基づき実施した工
事支援への地方公共団体満
足度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
3-1 当該鉱山、周辺・下流域
固有の問題解決 
＜アウトカムの視点＞ 
・地方公共団体で問題解決さ
れたか、または対策ステージ
の進展 

（１）鉱害防止事業実施者等への技術的支援 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 地方公共団体への技術支援 

1. 調査指導 
・地方公共団体からの要請に基づいて 2 件を実施した結果、
それぞれアンケートで極めて高い満足度（10 段階評価の
10）を得た。 

・岩手県の松尾鉱山では、最下底に位置する 3m 坑へのプラ
グによって採掘空洞内に貯水されている大量（350 万㎥）
の強酸性水が坑道崩落に伴って外部に突出するリスクへの
対処に係る検討の実施を経済産業省と連携して岩手県に働
きかけ、同県からの依頼を受けて外部有識者から成る委員
会での審議を経て安全対策案を取りまとめた報告書を提
出。これを受けて県は平成 30 年度に対策工事の設計を行う
こととなり、事業主体も定まらず、長年かつ最大の懸案で
あった問題の解決に向けて鉱害防止対策のステージが進
展。 

・京都府亀岡市の大谷鉱山では、坑廃水処理の合理化策検討
について、必要な水量・水質データを 2 年間蓄積するとと
もに、パッシブトリートメントの適用可能性も追加検討し、
報告書を平成 30 年度に提出予定。 

3. 工事支援 
・地方公共団体からの要請に基づいて 4 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 9）を得た。 

・北海道、岩手県、山形県、高千穂町の 4 地方公共団体から
の委託を受けて、8 鉱山に関する鉱害防止対策工事等への
技術的助言や、鉱山周辺の水量・水質変動の確認などの支
援を実施し、結果を報告書にとりまとめて各地方公共団体
に提出。 

・宮崎県高千穂町の土呂久鉱山では、大切坑の保坑工事が高
千穂町により実施されたが、施工中に生じた坑道の天盤崩
落に際して、更なる崩落に伴う土砂流出を未然に防ぐ対処
方法について迅速な助言を行い、崩落によって貯留された
坑内水の安全な排出方法に対する助言等を与え、工事の着
実かつ円滑な実施に貢献。鉱害防止工事の終了に向けて工
事が進展した。 

 
 

 評定 Ａ 
（１）鉱害防止事業実施者等への技術的支援：Ａ 

(1) 地方公共団体への技術支援：A 評定 

平成 29 年度実績の指標に対する達成度 
1. 調査指導への地方公共団体満足度（定量）：133％ 
松尾鉱山については、岩手県及び産業保安監督部東北
支部と緊密に連携し、十分な意思疎通を図りつつ調査
を実施し、長らく懸案事項とされてきた 3m 坑道の安
全対策をとりまとめた報告書を提出。これを受けて岩
手県は平成 30 年度に本件の対策工事の設計を実施す
る計画であり、同県の鉱害防止事業の対策ステージが
進展した。 
 
 
 
 
 
 
 
3. 工事支援への地方公共団体満足度（定量）：120％ 
地方公共団体が行う対策工事等に対する助言等によ
り、鉱害防止事業が円滑に実施されるよう支援した。土
呂久鉱山では、施工中に生じた天盤崩落に伴うさらな
る土砂流出を未然に防ぐ対処方法について迅速な助言
を行い、工事の着実かつ円滑な実施に貢献し、鉱害防止
工事の終了に向けて工事が進展した。 
 
 
 
 
 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況が平
均して 120％を超える成果を上げたほか、松尾鉱山で
は調査指導の結果を受けて工事実施に向けた詳細設計
が計画されるなど、地方公共団体による鉱害防止事業
の対策ステージが進展したことから、量的・質的に実績
を勘案して、地方公共団体への技術支援業務の評定を
A とした。 
 

 

・鉱害防止事業者等への技術的支援につい
ては、松尾鉱山の 3m 坑に対する安全対
策を取りまとめ、それを受けた県が対策
工事の詳細設計を行うこととしており、
長年にわたり最大の懸案であった問題の
解決に向けて鉱害防止対策のステージが
進展したことは高く評価できる。 

 
・資源保有国への技術・情報協力では、目
標を上回る５件のセミナー・研修等の実
施を通して、鉱山環境分野の課題解決に
資する情報提供を実施し、併せて実施し
た相手国政府要人とのバイ会談のアレン
ジ等を通して両国政府関係者・民間関係
者間のネットワーク構築に貢献した点を
評価 

 
以上を踏まえ、鉱害防止支援分野につい
ては、所期の目標を上回る成果が得られ
ていると認められるため、Ａ評定とし
た。 

 
＜評定に至った理由＞ 
・松尾鉱山の 3ｍ坑に対する安全対策を取り
まとめた報告書を受けた県が、対策工事
に向けて詳細設計を行うこととしてお
り、長年にわたり最大の懸案であった問
題の解決に向けて鉱害防止対策のステー
ジが進展した点を高く評価。 

 
・松尾鉱山新中和処理施設は 36 年以上、年
間事故発生「ゼロ」を継続し、北上川の
清流確保による生活環境の保全に貢献し
た点を評価。 

 
・実証試験により、重金属を高性能かつ低
コストで除去できる技術の開発に目途が
たち、今後、実規模にスケールアップし
た試験につなげた点を評価。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・松尾鉱山の 3ｍ坑の案件はアウトカムとし
て高く評価できる。 

（地方公共団体からの意見） 
・鉱山ごとの現状や水質の変化などについ
て報告を受け、状況に応じた助言を受け
ている。また、事業実施に当たり相談に
応じてもらい、次年度の対策方針を検討
する上で大変参考になっている。 
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・岩手県から委託を受
けて実施する旧松尾
鉱山新中和処理施設
の運営管理では、24 時
間体制で着実かつ安
全な施設運営、委託契
約に基づく水質基準
を年間通し遵守し年
間事故発生「ゼ 
ロ」を目指す。 
また、大規模災害等想
定した訓練を定期的
実施、自然災害等への
対処法を点検、必要に
応じ災害・事故マニュ
アルを改訂。 

・岩手県からの委託を
受け、旧松尾鉱山新中和
処理施設の運営管理を
実施し、放流水質を委託
契約に基づく水質基準
値内に維持することに
より年間事故発生「ゼ
ロ」を目指す。。 
・大規模災害等を想定
し、不断の工夫を行っ
た訓練を 1回実施し、
対処法を点検すると
ともに、必要に応じて
災害・事故マニュアル
を改訂する。 

・また、運営管理を確実
に実施しながら、災害
時の被害を最小化す
るための日常的訓練
を実施するとともに、
老朽化設備の計画的
な更新・補修を実施す
るなど、運営管理の効
率化にも取組む。 

・岩手県へのアンケー
ト調査により一定の
満足度（10段階評価の
7.5以上）を得る。 

(2)旧松尾鉱山新中和処理施
設の運営管理 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（運営管理） 
[定量的指標] 
4. 岩手県から委託実施した
運営管理への岩手県の満足
度(10 段階評価の 7.5) 
[評価の視点] 
4-1 施設運営管理において特
筆すべき工夫がな 
されたか 
（災害訓練） 
[定量的指標] 
5. 大規模災害等想定した訓
練実施（1 回） 
[評価の視点] 
5-1 厳しい状況を設定した訓
練実施 
5-2 必要に応じた災害事故マ
ニュアル改訂 
5-3 災害時被害最小化のため
の日常的訓練実施 
＜アウトカムの視点＞ 
・北上川の清流確保による環
境保全 
・計画的老朽化設備更新によ
る運営管理効率化 
・リスク低減に向けた事前予
防の施設改善策 
・大規模災害発生時の的確な
対応 

(2) 旧松尾鉱山新中和施設の運営管理 
4. 旧松尾鉱山新中和処理施設の運営管理 
・岩手県からの委託による旧松尾鉱山新中和処理施設の運営
管理について、365 日 24 時間体制で安全かつ確実に操業し
た結果、アンケートで極めて高い満足度（10 段階評価の 10）
を得た。 

・建設から 36 年以上が経過し、老朽化が進む新中和処理施設
の設備更新を計画的に行いつつ、将来に亘り運営管理を安
全かつ確実に実施するため、新たに採用した若手職員への
教育とノウハウ継承を実施。 

・近年頻発する落雷への対策として通信制御回路等へ雷保護
装置を設置し、運転停止のリスクを低減。 

・設備機器等の点検整備・補修サイクルの洗い出しを実施し、
部品の材質変更や定期交換のとり止め、交換頻度の見直し
延長等による年換算で約 190 万円の費用を削減。さらに、
施設内照明の LED 化を促進（約 15 万円／年の削減効果）
するなど、一層の効率化によって運転コストの削減を達成。 

・施設の運転開始以来、年間事故発生「ゼロ」を継続し、北
上川の清流確保による生活環境の保全に大きく貢献した。 

 
 
 
5. 大規模災害等を想定した初動対応訓練を実施 
・震度 6 弱の地震により一時的に電源が喪失し、施設が運転
停止する過酷な事態を想定して緊急対応能力の向上を図る
訓練を、岩手県を始めとする関係機関と協力して実施。 
訓練によって抽出された改善点を反映させる「災害・事故
等対応マニュアル」の改訂を実施。 
また、応急時の炭カル河道投入の際に不可欠となる下流河
川の水質分析を迅速に行うための訓練も実施。 

 

(2) 旧松尾鉱山新中和施設の運営管理：A 評定 
平成 29 年度実績の指標に対する達成度 
4. 運営管理への岩手県の満足度（定量）：133％ 

建設から 36 年以上が経過し、老朽化が進む新中和処
理施設の設備更新を計画的に行うとともに、新たに
採用した若手職員への教育とノウハウ継承を実施し
つつ、365 日 24 時間体制で安全かつ確実に処理施設
の運営管理を実施。 
さらに事故・災害への備えをより万全なものにする
ため近年頻発する落雷への対策として通信制御回路
等へ雷保護装置を設置するとともに、設備機器等の
点検整備・補修サイクルの洗い出しを実施し、運転
停止のリスクを低減する取組を実施した。 
また、更なる効率化による運転コスト削減を図りつ
つ年間事故発生「ゼロ」を継続し、北上川の清流確
保による生活環境保全に大きく貢献した。 

 
 
 
 
5. 大規模災害等想定した訓練実施（定量）：100％ 
震度 6 弱の直下型地震により電源が一時的に消失する
という、厳しい状況を想定した訓練によって緊急時の
対応力や意識を向上させたほか、訓練の結果を受けて
『災害・事故等対応マニュアル』の改訂を実施した。 
さらには、応急時の炭カル河道投入の際に不可欠な下
流河川の水質分析を迅速に行うための訓練も行った。 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況が

平均して 100％を超える成果を上げたほか、中期計画
等に掲げられた究極目標ともいえる『年間事故発生「ゼ
ロ」』を達成し、「北上川の清流確保」による環境保全に
貢献する成果を上げたことを踏まえ、旧松尾鉱山新中
和処理施設の運営管理業務の評定を A とした。 
 

 

 ・坑廃水処理コスト削
減等を目指し、効率
化・費用低減化等に資
する普及効果の高い
新たな鉱害防止技術
（特にパッシブトリ
ートメント技術等に
着目）の開発を実施。 

・坑廃水処理コストの
削減等を目指し、モデル
鉱山で年間を通して実
証試験を行い、硫酸還元
菌による最適な重金属
除去プロセスの確立に
向け、自然力活用型坑廃
水処理（パッシブトリー
トメント）調査研究に注
力する。その際、プロセ
ス改善など新たな知見
の取得に努める。 
・国が定めた類型区分
に基づき、「パッシブ
トリートメント等の
導入により人為的処
理の終結を目指すべ
き」鉱山における科学
的データ蓄積のため
の水系調査を国と連
携して実施する。その
際、国による地方公共
団体へのはたらきか
けが地元住民の理解
促進につながるよう
支援する。 

・坑廃水処理コストの
削減に寄与する新たな
技術開発シーズに取り
組むため、坑廃水の水質
改善、殿物の減容化、水
質予測精度の向上等の
効果が期待される先導
的調査研究（共同研究）
を提案公募によって 4
件程度実施し、新たな知

(3)技術開発 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（自然力活用型坑廃水処理
調査研究） 
[評価の視点] 
6-1 モデル鉱山での実証試
験、安定的な金属除去性能獲
得 
6-2 自然力活用型坑廃水処理
適用可能性を明らかにする
知見獲得 
6-3 自然力活用型坑廃水処理
実証試験結果から改善点等
抽出、プロセス改善など知見
の蓄積・反映 
6-4 最適な重金属除去プロセ
ス確立に向けた新たな発明
やノウハウ取得 
（国との共同水系調査） 
[評価の視点] 
7-1 国との連携による水系調
査の実施 
7-2 人為的処理終結に向け、
国による地方公共団体への
はたらきかけを支援 
（先導的調査研究） 
[定量的指標] 
8. 技術開発シーズに係る提
案公募件数（4 件) 
[評価の視点] 
8-1 新たな知見の獲得 
（情報収集） 
[定量的指標] 
9. 国内外の学会出席回数（4
回) 

(3) 技術開発 

6. 自然力活用型坑廃水処理（パッシブトリートメント）調査

研究 
・微生物を活用する”JOGMECプロセス”技術の実証試験を 2
箇所のサイトで実施し、秋田県北部の A 鉱山ではパイロッ
ト（1/100 規模）試験を継続し、処理性能維持の鍵となる技
術（前処理工程における良好な鉄酸化・除去、嫌気反応工
程における重金属固定と透水性確保）について顕著な成果
を得て、排水基準の規制強化が進む亜鉛やカドミウムなど
の重金属を高性能かつ低コストで除去できる技術の開発に
目処が立ち、平成 30 年度からはスケールアップした実規模
試験を新たに開始する予定。 

・民間企業に技術支援を行う共同スタディ（現地調査＠福島
県）で厳冬季においても処理可能な見通しを得、実操業へ
の適用を念頭に置いた本試験研究の鉱業発展に貢献する功
績で「日本鉱業協会賞」を授与されるなど、本技術の有用
性を外部も高く評価。これにより、事業者等の管理する坑
廃水処理場への技術導入（実用化）に向けて前進。 

・JOGMEC プロセスに関し、硫酸還元菌の栄養源に米ぬかを
使用する「米ぬか特許」について、米国特許を 1 件取得し
た（平成 29 年 9 月 12 日）。日本国内では特許 3 件（米ぬ
か供給方法、pH の事前調整、通水馴養）が審査中。 

・国の委託を受け、休廃止鉱山における地下水制御・管理対
策の調査研究事業を開始し、委員会運営を含む統括業務を
実施。松尾鉱山における地表水・地下水統合解析のベース
モデルを構築するとともに、本庫鉱山（北海道）において、
パッシブトリートメントの効果検証モデルを構築した。 

 

7. 国との共同水系調査 
・秋田県 B 鉱山の周辺から下流域での水量・水質調査を国と
共同で秋季に実施。 

・同鉱山を管理する地方公共団体に対し共同水系調査への参
加を声がけし、同調査の意味や同鉱山でのパッシブトリー
トメント実証試験について説明し、地元関係者の理解が深
まるよう支援。 

(3) 技術開発：A 評定 

6. 自然力活用型坑廃水処理調査研究 
”JOGMECプロセス”技術の実証試験を 2 箇所のサ
イトで実施し、秋田県北部の鉱山ではパイロット
（1/100 規模）試験を継続し、排水基準の規制強化
が進む重金属を高性能かつ低コストで除去できる技
術の開発に目処が立ち、スケールアップした実規模
試験を新たに開始する予定。 
民間企業に技術支援を行う共同スタディで福島県中
部の鉱山において、実操業への適用を念頭に置いた
本試験研究に対して鉱業の発展に貢献する功績とし
て「日本鉱業協会賞」を授与されるなど、本技術の
有用性が外部から高く評価された。 
これによって、事業者等の管理する坑廃水処理場へ
の技術導入（実用化）に向けて前進した。 
また、最適な金属除去プロセスの確立に向け、米国
で出願した「米ぬか特許」を取得した（平成 29 年
9 月 12 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

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国と共同で実施

するとともに、地方公共団体に対し、人為的処理終結に
向けての理解が深まるよう、国の地方公共団体への働
きかけを適切に支援した。 
 

 

8. 先導的調査研究 
平成 29 年度実績の目標に対する達成度 
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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。 
 

[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 

 

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、重金属耐性を持つ植物及び土
壌微生物を利用した鉱山跡地緑化技術の開発に関する計 7
件の提案を採択して共同研究を実施し、新たな知見を獲得。 

・平成 27-28 年度に実施した中和殿物を用いた脱硫化水素材
の開発について、共同研究相手先が事業化の検討に着手し、
特許出願の準備を行った。 

 

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、米国鉱山修復学会 ASMR2017（米国）に参加し、
パッシブトリートメントによる坑廃水処理やその地球化学
計算コードを用いたモデル化、処理槽内の透水性評価に関
する情報収集や意見交換を行ったほか、国際坑廃水学会
IMWA2017（フィンランド）に参加し、パッシブトリート
メント研究開発の取組を発表して低温環境や短い滞留時間
での処理に関心を集めるとともに、意見交換や情報収集を
実施。 

・国内では、資源・素材学会秋季大会（札幌）で自然力活用
型坑廃水処理に係る企画セッションを 4 年連続で開催した
他、全国鉱山等現場担当者会議、学術振興会会議、資源・
素材学会春季大会に参加し、それぞれ技術開発成果の発表・
情報収集を計 4 回実施した。 

・日本鉱業協会との意見交換会を 3 回実施し、JOGMEC プ
ロセスのパイロットスケール実証試験現場を見学してもら
うなど、今後の展開等に生かす取組を行ったほか、鉱害防
止事業者である 11 社と個別に意見交換を実施。 

 

 

提案公募件数（定量）：175％ 
技術開発シーズへの取組として実施した提案公募に

より、水質予測モデルや特定の植物が持つ卓越した金
属除去能力、殿物の減容化等に関する新たな知見を得
た。 
 
 

 

 

 

9. 情報収集 
平成 29 年度実績の目標に対する達成度 
学会出席回数（定量）：150％ 
海外では米国鉱山修復学会 ASMR2017（米国）や

IMWA2017（フィンランド）に参加。国内では資源・
素材学会秋季大会（札幌）で自然力活用型坑廃水処理に
係る企画セッションを 4 年連続で開催。 
さらに全国鉱山等現場担当者会議、学術振興会会議、

資源・素材学会春季大会に参加し、それぞれ技術開発成
果の発表・情報収集を計 4 回実施し最新情報を収集し
た。 
 
 
以上の結果、 
自然力活用型坑廃水処理調査研究では、JOGMEC プ

ロセスについて、パイロットスケール実証試験により
30年度に予定している実規模試験へのスケールアップ
の見通しを得たことに加え、新たに技術導入支援共同
スタディ案件を開始するなど、『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』につなが
る特筆すべき成果を上げたことを踏まえ、所期の目標
を上回ったとして技術開発業務の評定を A とした。 

 

 

 ・全国の鉱害防止対策
に関する自治体・企業
関係者等を対象に鉱
害環境情報交換会等
研修会を年2回以上開
催、鉱害防止技術等関
連の知見・ノウハウ提
供、国内の人材育成・
確保。 
研修会実施に必要な
技術マニュアル、鉱害
防止技術に関する教
育用映像等の教材を
整備・改訂。 
・鉱害防止事業実施者
等を対象にアンケー
ト調査を毎年度実施、
技術支援ニーズ、技術
課題を把握し、満足
度、貢献度等調査し業
務改善に役立てる。 

・鉱害防止事業関係者
への技術情報の提供
や、地方公共団体に対
する安全管理の啓発
と先進事例の相互学
習のため、鉱害環境情
報交換会を 2回開催す
る。特に、鉱害防止技
術の導入・普及につな
がる情報提供を意識
して実施するよう努
める。参加者へのアン
ケ ー ト調 査に よ り
75％から肯定的な評
価を得るとともに、技
術支援等の満足度、貢
献度、ニーズを調査
し、業務の改善・重点
化を図る。 

 
 
・鉱害防止義務者の現
場技術者育成に資す
るよう鉱害防止技術
基礎研修会を 1 回開
催する。また、参加者
へのアンケート調査
により 75％から肯定
的な評価を得る。ま
た、研修受講者や関係
者からのニーズに応
じた研修プログラム、
教材等の整備・改訂及
び教育用映像等の制
作を行う。 

 
・エコツアーの開催及

(4)研修・人材育成 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（鉱害環境情報交換会） 
[定量的指標] 
10.①  鉱害環境情報交換会
（「情報交換会」）実施回数（2
回/年） 
10.② 情報交換会での高い満
足度獲得(肯定的評価 75%) 
[評価の視点] 
10-1 地方公共団体への安全
管理啓発 
 
 
 
 
 
 
 
（基礎研修会） 
[定量的指標] 
11.① 鉱害防止技術基礎研修
会（「基礎研修会」）実施回数
（1 回/年） 
11.② 基礎研修会での高い満
足度獲得(肯定的評価 75%) 
[評価の視点] 
11-1 鉱害防止現場管理技術
者育成への寄与 
11-2 教育用映像の制作 
 
 
 
（鉱害防止に係る啓発活動） 
[評価の視点] 
12-1 エコツアーの開催 

(4) 研修・人材育成 

10. 鉱害環境情報交換会 
・「坑廃水の発生源対策に関する取組み」をテーマとする情報
交換会を 1 回、「パッシブトリートメントの実導入に向けた
取組み」をテーマとする自治体担当者会議を 1 回、鉱害防
止技術の基礎知識を普及するための「自治体向け講習会」
を東北にて 1 回開催。 

・情報交換会には 86 名が参加し、アンケートで回答者の 98％
から肯定的な評価を獲得。 

・自治体担当者会議には 8 地方公共団体から 10 名が参加し、
出席者の 100％から肯定的な評価を獲得。 

・山形市で開催した「自治体向け講習会」には、東北の地方
公共団体から 7 名が参加し、坑廃水処理における基礎知識
や補助金業務に関する講習を行い、出席者の 100%から肯
定的な評価を得た。 

・上記の他、北海道の精進川鉱山をテーマに関係者間でのセ
ミナーを実施し、当該鉱山におけるこれまでの鉱害対策を
総括し、今後の対策に係る問題意識の共有が図られた。 

 

11. 鉱害防止技術基礎研修会 
・基礎研修会を 1 回開催し、アンケート結果や関係者からの
意見などを踏まえて研修用教材を改訂するなど改善を図っ
た結果、アンケートで回答者の 100％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座学及び実習
からなる研修を実施し、専門的知識の習得を促進。 

・教育用映像として「鉱害防止技術教育用映像シリーズの紹
介」を制作し、鉱害防止事業に携わる現場管理者等への技
術の浸透に貢献。 

 

 

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
要性や地域への理解について啓発。 

・旧松尾鉱山新中和処理施設に岩手県内外から 818 名の見学

(4) 研修・人材育成：B 評定 

10. 鉱害環境情報交換会 
平成 29 年度実績の目標に対する達成度 
実施回数（定量）：150％ 
肯定的評価（定量）：132％ 
情報交換会、自治体担当者会議に加え新たに東北地

方の地方公共団体を対象とした自治体向け講習会を開
催し、鉱害防止に係る基礎知識等の普及に貢献した。 
また、北海道の精進川鉱山をテーマとしたセミナーを
実施し、当該鉱山の今後の対策に係る問題意識の共有
化を図ること等により、国が進める第 5 次基本方針達
成に向けた取組みを支援した 

 
 
 
 
 
11. 鉱害防止技術基礎研修会 
平成 29 年度実績の目標に対する達成度 
実施回数（定量）：100％ 
肯定的評価（定量）：133％（肯定的評価） 
鉱害防止義務者に対する唯一の研修プログラムとし

て日本鉱業協会と連携して実施、坑廃水処理場の現場
技術者の人材育成に貢献した。 
また、教育用映像を制作し、技術知識の浸透を図っ

た。 

 

 

 

12. 鉱害防止に係る啓発活動 
エコツアーの開催や旧松尾鉱山新中和処理施設への

見学者の受入など、鉱害防止事業の重要性や地域保全
への貢献について参加者の啓発を図った。 

 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況が

平均して 120％を超える成果を上げ、所期の目標を達
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び旧松尾鉱山新中和
処理施設の見学者の
受入れを通じ、鉱害防
止の重要性や地域保
全への貢献に関する
啓発を図る。 

 

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 

者を受入れ、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、35 年以上に亘る施設運営の知見紹介
の場として活用。 

 

 

成したことを踏まえ、人材育成業務の評定を B とした。 
 
 

 
 
 

〈委員からのコメント〉 

・旧松尾鉱山 3m 坑道の対策工事について長年懸念さ

れていた問題の対策ステージを進展させたことは大

きい成果でリスクマネージメントが素晴らしい。 

・全体として事故なくて当たり前とみられがちである

が、やっていることはもっと高く評価されていい。 

 （２）鉱害防止事業
実施者等への融資 
・第５次基本方針等
に基づく鉱害防止
事業の着実計画的
実施のため、迅速厳
格な審査に基づく
鉱害防止事業実施
者等のニーズに適
切に対応した融資。 
・融資採択は申請受
付後採択決定まで 4
週間以内（国との協
議期間除く）。 
 

（２）鉱害防止事業実
施者等への融資 
・鉱害防止事業融資で
は、事業計画の妥当
性、業務実施者要件、
財務状況・経営内容、
徴収担保等につき技
術面のノウハウを十
分活用した審査を実
施、迅速かつ企業ニー
ズに則した融資を行
う。 
・融資は申請受付後採
択決定まで4週間以内
（国との協議がある
場合はこのための期
間を除く）。 
・東日本大震災の教訓
を活かし、緊急時災害
復旧事業の突発的資
金需要に円滑迅速に
対応。資金需要対応で
は融資総額増大しな
いよう融資条件等を
真に必要なもののみ
に限定。 
・融資案件は、当該年
度事業完了後２か月
以内に貸付先から完
了報告書を入手、資金
使用状況等の審査実
施、必要に応じ現地調
査で事業実施状況等
を調査。 
・貸付先の債権管理上
必要な財務評価、担保
評価を毎年度実施。 
・継続的な企業ヒアリ
ング、アンケート調査
等の実施、鉱害防止事
業の特性を勘案し利
用者の視点に立ち運
用改善を図る。 

（２）鉱害防止事業実施
者等への融資 
・第5次基本方針等に基
づく鉱害防止事業の着
実かつ計画的な実施を
図るため、鉱害防止事業
実施者等のニーズに対
応した融資を行う。 
・鉱害防止義務者等に
対し、アンケート調査又
はコンサルテーション
を４回行い、鉱害防止事
業計画及び所要額等を
的確に把握し、具体的な
貸付計画を策定するな
ど、鉱害防止事業の特性
を勘案しつつ、企業ニー
ズを踏まえた金融支援
を実施する。  
・鉱害防止事業への融
資に当たっては、鉱害防
止事業計画の妥当性等
について、金属環境事業
部等の技術的な知見の
活用を得た審査を行い、
確実な鉱害防止事業の
実施を支援する。 
・厳格な審査を確保し
つつ、事業者の希望する
タイミングで採択・資金
供給ができるよう、迅速
な審査を行い、申請受付
後、採択決定までの期間
を 4 週間以内とする。 
・災害発生地の情報収
集・分析等を行い、緊急
時災害復旧事業に必要
な資金需要に円滑かつ
迅速に対応する。 
・平成 27 年度事業完了
後 2 か月以内に貸付先
から完了報告書を入手
し、資金の使用状況につ
いて審査を実施する。ま
た、延べ年 4 回以上の現
地調査を実施する。 
・貸付先の債権管理上
必要な財務評価及び担
保評価並びに自己査定
については、各々の規定
に則り定期的に実施し、
事業の進捗・実績及び返
済・回収状況を把握する
とともに、返済に係るリ
スクを分析する。 

（２）鉱害防止事業実施者等
への融資 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
1. 企業へのアンケート調査・
コンサルテーションの実施
回数（年 4 回） 
[評価の視点] 
1-1 事業計画及び所要額を的
確に把握できたか 
1-2 事業者の資金ニーズを満
たす予算規模を確保できた
か 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
2. 迅速な採択（申請受付後４
週間以内） 
[評価の視点] 
2-1 鉱害防止事業計画の妥当
性等について、金属環境事業
部等の技術的な知見の活用
を得た審査が行えたか 
2-2 事業者が希望したタイミ
ングで採択・資金供給が行え
たか 
 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
[定量的指標] 
3. 現地調査の実施回数（年 4
回） 
[評価の視点] 
3-1 適切な時期に、事業実施
状況等に関する現地調査が
行えたか 
 
＜定性的指標＞ 
・適切な案件管理 
 
＜アウトカムの視点＞ 
・鉱害防止事業の特性を勘案
しつつ、企業ニーズを踏まえ
た金融支援を実施 
 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資 

＜主要な業務実績＞ 

1. 企業ニーズの把握・鉱害防止融資の実施 
・鉱害防止義務者等に対し、アンケート調査を 4 回実施した
ことに加え、直接面談することによるコンサルテーション
を実施し、企業ニーズを把握。この結果、鉱害防止義務者
等へのアンケート調査・コンサルテーションは、年 5 回実
施。 

1-1)アンケート調査等を実施することにより、企業の事業計
画及び所要額を的確に把握。平成 29 年度は、鉱害防止資金
貸付（3 企業 8 鉱山）、鉱害負担金資金貸付（1 企業 1 地域）
を行い、融資金額としては、合計 807 百万円の融資を実行。
これにより、平成 29 年度末における融資残高は 2,685 百
万円となった。 

1-2)平成 29 年度は、事業者の資金ニーズを考慮して前年度比
倍増の 10 億円の予算を確保（緊急時災害復旧事業の 1 億
円を含む）。また、平成 30 年度に関するアンケート調査結
果は、平成 30 年度予算要求に反映。 

 

2. 迅速な採択 
・6 件の申請書を受理した後、平均して 2.26 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実行。 

2-1)採択にあたっては、鉱害防止事業計画の妥当性等につい
て、JOGMEC の技術的な知見を活用した審査を実施。審査
に必要な提出資料については、審査上の必要性を考慮した
上で資料を限定し、簡略化を図った。 

2-2)事業者に対しヒアリングを行い、希望したタイミングで
採択・資金供給を実施。 

 

3. 適切な案件管理 
・貸付先の財務評価及び自己査定を実施し、問題がないこと
を確認。また、担保評価を実施し、十分な担保余力がある
ことを確認するとともに、担保不足が生じた場合には、追
加担保を徴求。 

・さらに、総務部金融資産課と共同で、融資案件に係る組織
横断的な点検を実施し、返済に係るリスクを分析。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。 

・事業の進捗・実績を把握し、貸借契約に基づき、貸付金
（380,922 千円）及び利息（24,108 千円）を回収。また、
財政融資借入金（388,179 千円）及び利息（18,225 千円）
を償還。 

・平成 29 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。 

・平成 28 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、貸付先から事業完了後 2 か月以内
に完了報告書を入手。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。また、延べ
4 回の現地調査を行い、鉱害防止事業が確実に行われてお
り、資金が適正に使用されていることを確認。 

・平成 29 年度新規融資案件（2 件）については、各々採択前
に現地の状況について調査を実施。 

 
・以上の取組により、国の技術指針の改正や企業の資金ニー
ズに的確に応え、鉱害防止融資を行うとともに、既存案件
についても適切に点検を行うことにより、貸借契約に基づ
いた資金の回収を実施。 

 

（２）鉱害防止事業実施者等への融資：B 

＜評定と根拠＞ 

＜各アウトプットによる評価指標に基づく達成状況＞ 

1. 企業へのアンケート調査又はコンサルテーション

の実施回数（定量）： 

・指標に対する達成度は 125％。企業ニーズを把握し、

調査結果は平成 30 年度予算要求等へ反映。 

2. 迅速な採択（定量）： 

・指標に対する達成度は 177％。厳正な審査を確保し

つつ、申請書を受付後、2.26 週間（6 件の平均）で採択

を決定。 

3. 適切な案件管理（定性）：100％ 

・財務評価、担保評価等を実施し、規程に従って貸付先

の債権管理を行い、総務部金融資産課と共同で融資返

済に係るリスク分析を実施。これにより、貸借契約に基

づき貸付金（380,922 千円）及び利息（24,108 千円）

を回収。 
 

以上の結果、アウトプット指標に対する達成状況は
平均して 130％を超える成果を上げ、定量的指標・定
性的指標に基づく評定は A となった。 

 

＜内容面での特筆すべき成果＞ 
・平成 28 年度に引続き、企業ニーズを把握し、鉱害防
止資金貸付（3 企業 8 鉱山、うち 2 企業 2 鉱山は新
規）、鉱害負担金資金貸付（1 企業 1 地域）を行い、企
業からの要請に対し、切れ目のない支援を実施し、集
積場における新たな安定化対策工事実施等に係る資
金ニーズにも対応した。 

 
・このうち、C 鉱山（秋田県）の集積場（集積量 461
千㎥）では、平成 24 年度に改正された国の技術指針
に則り、レベル 2 地震動（現在から将来にわたって考
えられる最大級の強さの地震動）に対し集積物の流出
を防止する安定化対策工事の実施を決定。具体的に
は、集積場の崩落防止及び液状化の可能性のあるスラ
イム等の流出抑止のため、抑止効果の大きい格子式改
良による固結方法（スラリー撹拌工法及び高圧噴射撹
拌工法）を選定し、液状化により鉱さいの強度が低下
した場合でも、集積場場外への流出を防止するものと
した。この集積場の下側には民家が点在しており、早
期に対策を講ずる必要があり、緊急性の高い工事実施
にあたり、鉱害防止融資制度の申請があり、JOGMEC
は技術的な知見を活用した審査を行い融資を実行、工
事の完成に JOGMEC が資金面で大きく貢献した。 

 
・秋田県が実施する D 地域の農用地土壌汚染対策事業
（特定有害物質：カドミウム）の汚染原因事業者負担
金について、鉱害負担金資金融資により平成 29 年度
は 71 百万円の金融支援を実行。全対策事業期間 9 年
間（平成 21 年度～平成 29 年度）で計 4.2 億円の融資
を実行し、117.6ha の農用地整備が完了する予定（全
事業の完了は平成 31 年度を予定）。なお、本事業の完
了により、昭和 50 年以降 43 年間に渡り全国 26 地域
において実施された農用地土壌汚染対策事業が完了

＜評定に至った理由＞ 
・融資先の集積場の集積物流出防止の安定
化対策工事が完了したこと、また、県が
実施する農用地整備事業の完了に目途が
ついた点を評価。 

 
＜その他事項＞ 
（事業者からの意見） 
・民間金融機関では収益を生まない資金使
途への融資はできなく、本融資制度の有
益性は十分ある。 
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する。 
 
・制度面では、昨今の低金利情勢に鑑み、坑廃水処理
貸付金利（5 年返済）に関し、0.3％で固定となってい
たスプレッド金利について、財融金利が極めて低い水
準（0.3％未満）にあるときは 0～0.15％へ低減できる
よう予算要求を行い、認可を受け平成 29 年度から貸
付金利の引下げを行った。これにより、鉱害防止事業
が確実に実施されることを制度面で改善を行い、資金
が円滑に活用できるようにした。 

 
・以上の実績は、C 鉱山及び他鉱山において、アウト
カムである将来の集積場等の鉱害防止工事の完了に
つながる金融面での支援を実施し、また、制度面の改
善により坑廃水処理事業の効率化を推進させるもの
であり、ひいては国民の健康保護並びに生活環境の保
全に寄与するもの。 

 
以上の結果を踏まえ、定量的指標・定性的指標及び

アウトカムを総合的に判断し、鉱害防止事業実施者等
への融資事業の評定を B 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。 
・重要な資源供給国で
あるペルーとの一層
の関係強化を図るた
め、同国エネルギー・
鉱山省の要請により
締結した合意書に基
づき、同国における閉
山後の鉱害防止対策
の立案遂行を支援す
るための鉱害政策ア
ドバイザーを派遣し
て鉱害防止技術の移
転を図ることを目的
とした協力を行うこ
とによって、派遣先へ
のアンケート調査に
より一定の満足度（10
段階評価の 7.5以上）
を得る。 

・その他資源国におけ
る金属資源開発支援で
の関係強化に寄与する
よう、当該国の課題であ
る環境対策技術の移転
を図ることを目的とし
たセミナー等を 2 件以
上実施する。また、セミ
ナー等の機会を利用し
て、当該国の要人等との
バイ会談を実施するな
ど、更なる関係強化に努
める。 

（３）資源保有国への技術・
情報協力 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
（ペルーへの鉱害政策アド
バイザー派遣） 
[定量的指標] 
1. 鉱害政策アドバイザー派
遣を通じた技術協力へのペ
ルー政府満足度（10 段階評価
の 7.5） 
[評価の視点] 
1-1 要請を受けペルー側と協
力内容の合意書を結びアド
バイザー派遣実施 
1-2 地域固有の環境保全問題
解決のため鉱害防止対策立
案・遂行のための適切な技術
支援実施 
1-3 セミナー実施における特
に高い評価獲得等の特筆す
べき成果 
1-4 セミナーの機会を利用し
た当該国要人等とのバイ会
談実施等更なる関係強化 
（セミナー・研修等） 
[定量的指標] 
2. 鉱害環境対策に関するセ
ミナーや研修の実施件数（2
件） 
[評価の視点] 
2-1 当初予想以上のセミナー
出席者等の特筆すべき成果 
2-2 資源国からセミナー実施
に特に高い評価獲得等の特
筆すべき成果 
2-3 セミナーの機会を利用し
た当該国要人等とのバイ会
談実施等更なる関係強化 
2-4 OJT 研修での鉱害防止技
術の技術移転 
＜アウトカムの視点＞ 
・鉱害防止対策立案・遂行・
推進 
・日本企業の権益確保・課題
解決促進に資する取組み 
 

（３）資源保有国への技術・情報協力 

＜主要な業務実績＞ 

1. ペルーへの鉱害政策アドバイザー派遣 
・鉱害政策アドバイザーをエネルギー鉱山省（MEM）に派遣
し、鉱害防止協力を実施した結果、アンケートで計画値を
上回る満足度（10 段階評価の 8）を得た。 

・先方からの要請の高まりに応えるためアドバイザーを常駐
させ、現場を中心とした技術的アドバイス（鉱害状況調査、
モニタリング調査等）などの支援を実施。 

・優先的な鉱害防止対策が求められているワンカベリカ州パ
ココチャ湖周辺鉱山跡地における現況把握調査を実施し、
休廃止鉱山鉱害（PAM）リストの更新、対策案の提案を行
った他、鉱害防止対策工事を進めているカハマルカ州エル・
ドラド地区における現地調査を実施し、MEM 及び工事を
監督するコンサルタント会社に対して改善すべき点を具体
的に提示。 

・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 85 名が参加。日本の政
策や、新たな鉱害防止対策の推進、JOGMEC の最新調査研
究結果などの技術情報を提供。 

・MEM 職員等 13 名を対象として、鉱害防止対策の現場で
OJT を実施し、鉱害防止対策の立案・評価・遂行に必要な
技術を移転。 

・MEM 等から 3 名を研修員として日本に受け入れ、日本の
政策や鉱害防止対策の取組等に関する研修を実施。 

・ペルー政府が国際協力機構（JICA）と実施する協力準備調
査の結果に関して、アドバイザーが MEM に対して各種の
助言を実施。 

 

2. その他資源国でのセミナー・研修等 
・フィリピンの政府要人を招聘して実施された投資促進セミ
ナーにおいて、鉱害防止分野における JOGMEC の役割や
日本の鉱害防止技術及び制度についての紹介を行い、同国
の鉱山環境分野の課題の解決に資する情報を提供。 

・セミナーに際して、相手国政府要人と JOGMEC 役員との
バイ会談を実施し、同国の持続可能な資源開発の実現に向
けた協力内容について先方の要請を確認。 

・セミナーには、同国の鉱業分野に関心をもつ日系企業も多
数参加し、同国の政府関係者・民間関係者双方のネットワ
ーキングを促進。 

・その他資源保有国（モザンビーク、PNG、インドネシア、
セルビア）の政府職員等に対しても、持続可能な資源開発
に資する鉱害防止対策技術の情報提供を実施。 

・JICA のパプアニューギニアを対象とする技術協力プロジ
ェクトにおいて、日本で実施する受入研修で、鉱害問題と
鉱害防止に関する講義を実施し、同国の鉱業及び環境保全
に係る行政能力向上を支援。 

・環境省によるインドネシアを対象とした日本への受入研修
において、鉱害問題と鉱害防止に関する講義を実施し、同
国の鉱業及び環境保全に係る行政能力向上を支援。 

（３）資源保有国への技術・情報協力：B 

＜評定と根拠＞ 

1. ペルー政府へのアドバイザー派遣 
平成 29 年度実績の指標に対する達成度 
ペルー政府の満足度（定量）：107％ 

 
鉱害の現況把握やモニタリング調査、対策工の仕様

や施工に対する評価などについて現地調査の機会を捉
えて技術移転を図った。さらに、鉱害発生状況等の観点
から優先的に対策が求められている地域で現況把握調
査を実施し、対策工事を行った現場で実態評価を実施
した上で具体的な改善案を提示した。また、セミナーや
OJT、日本研修など実施し、これらの技術支援に対して
ペルー側から高い評価を受け、先方からの要請により
アドバイザーの派遣期間を延長するに至ったことは、
日本にとって重要な資源保有国との関係強化に寄与し
た成果である。 

 

 

 

 

 

 

 

2. その他資源国でのセミナー・研修等 
平成 29 年度実績の指標に対する達成度 
実施件数（定量）：250％ 

 
5 か国の政府関係者に対し、セミナーまたは日本での

研修の際に、相手国における持続可能な資源開発に資
する鉱害防止対策技術の情報提供したことに加えて、
相手国政府要人とのバイ会談により、関係強化を促進
することができた。さらに、官民のネットワーキングが
図られ、日系企業によるこれらの国々での鉱業分野参
入への足掛かりとなり、権益確保への側面支援として
貢献した。 
 
 
 
以上の結果、アウトプット指標に基づく達成状況、ペ

ルーとのアドバイザー協力の期間延長、ペルー以外で
もセミナー開催やバイ会談、官民ネットワーキングの
実施により、資源国との関係強化が促進された。 
これらを踏まえ、資源国との関係強化に資する着実

な成果を上げていることから評定を B とした。 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 
１．これまでのアドバイザーの活動を高く
評価され、ペルー政府（MEM 副大臣）か
らは、アドバイザー派遣延長を含む
JOGMEC の協力継続を要請されている点
を評価。 

 
２．目標を上回る５件のセミナー・研修等
の実施を通して、鉱山環境分野の課題解
決に資する情報提供を実施し、併せて実
施した相手国政府要人とのバイ会談のア
レンジ等を通して両国政府関係者・民間
関係者間のネットワーク構築に貢献した
点を評価。 

 
 以上から、目標値を達成したことに加
え、ペルー政府側からの要請により鉱害
政策アドバイザーの派遣期間延長に至っ
ており、一定の評価を受けていると理
解。 

 次期中期目標期間では、ペルーでの取り
組み・ノウハウが、その他資源国へ広く
展開し、一層の技術協力等で活かされる
ことを期待する。 
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・JOGMEC 石炭開発部によるモザンビークを対象とした坑
廃水処理に関する講義を実施し、同国の環境保全に係る行
政能力向上を支援。 

・JICA の SATREPS 事業で来日したセルビア研修員（鉱山・
エネルギー省鉱山局長及び環境保護省次官）に対し、日本
の鉱害問題と鉱害防止に関する講義を実施し、同国の鉱業
及び環境保全に係る行政能力向上を支援。 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

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 

 

当該項目の重要度、 

難易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 参考 
（前中期目標期間最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1)①運営費交付金を充当して行う
業務に係る一般管理費及び業務
経費の合計（年度計画値：千円） 

－  
18,687,482 

 
18,748,207 

 
20,070,922 

 
19,705,250 

 
17,489,695 

 
23,597,099 

－ 

②上記より新規に追加されるも
のや拡充される分を除いたもの 

－ 
18,687,482 18,248,207 18,683,216 

19,625,250 17,489,695 16,654,099 － 

効率化率（単年度） 
－ 

－ 2.35％ 0.35％ 
2.22％ 11.24％ 4.78％ ※効率化率（単年度）は当年度②と

前年度①の比較により算出。 

平均効率化率 
毎年度平均 1.13%以上
効率化 － 2.35％ 1.35％ 

1.64％ 4.04％ 4.19％ － 

(2-1)随意契約等見直し計画 
（随契比率） 

件数ベース 15.7%以下、
金額ベース 18.0%以下
の達成 

― ％ 
（件数）11.8％ 
（金額）12.0％ 

％ 
（件数）11.1％ 
（金額）14.2％ 

― ― ― （平成 26 年度まで) 

（達成度） 
－ － （件数）133％ 

（金額）150％ 
（件数）141％ 
（金額）127％ 

― ― ―  

(2-2)調達等合理化計画 
 
 
 
 

①入札予定案件の電子
メールによる情報発信
（発信率 80％以上） 
②入札等のアンケート
調査（過半数以上が適
切） 
③契約監視委員会の事
前点検（年４回） 
④内部統制の確立 
⑤不祥事の未然防止・
再発防止の取組 

― ― ― ① 100％ 
② 適切であったとの回答
率 95.9％ 
③5 回（実地調査を含む） 
④調達等合理化検討会の設
置・開催 
⑤コンプライアンス研修等
の実施 

① 100％ 

② 適切であったとの回

答率 96.1％ 

③5 回 

（現地調査を含む） 

④調達等合理化検討会の

開催 
⑤コンプライアンス研修
等の実施 

① 100％ 

②適切であったとの回答

率 95.5％ 

③5 回 

（現地調査を含む） 

④調達等合理化検討会の

開催 
⑤コンプライアンス研修
等の実施 

（平成 27 年度から） 

（達成度） 
― ― ― ― ①125％、②192％  

③125％、④100％ 
⑤100％ 

①125％、②192％  
③125％、④100％ 
⑤100％ 

①125％、②191％  
③125％、④100％ 
⑤100％ 

 

(3)リスクマネー供給業務における
開発・生産案件の事業健全性に
関する評価の回数 

（計画値） 

年 1 回以上 ― 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 

 

（実績値） ― ― 1 回 1 回 3 回 2 回 2 回  

（達成度） ― ― 100％ 100％ 150％ 100％ 100％  
(4)ホームページアクセス数 
（計画値） 

今次中期計画期間末に
平成 24 年度比 1.5 倍 

6,322PV/D － － － － 9,483PV/D 
中期期間中に 1.5 倍達成 

（実績値） － － 6,833PV/D 7,426PV/D 7,222PV/D 6,091PV/D 6,576PV/D 最高値：7,426PV/D（平成 26 年度） 

（達成度） － － 
 

（対前年+8.1％） 
 

（対 H24 年+17.5％） （対 H24 年+14.56%） （対 H24 年-3.56%） （対 H24 年+4.02％） 
最高値：対 H24 年+17.5％（平成 26 年度） 

(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 

（計画値） 

展示会２件/年の企画、
または実施 

（平成 28 年以降） 
対外イベント、市場動
向分析等による技ソ型
新規事業検討 6 件/年 

 

― ― 
2 件 
1 件 

2 件 
1 件 

6 件 
2 件 

6 件 
2 件 
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技術開発テーマ組成の

年１件以上検討 
（平成 28 年度以降） 
技ソ型新規事業実施に
むけた外部発信・調整

2 件/年 

（実績値） ― ―  ― 
3 件 
1 件 

3 件 
6 件 

6 件 
4 件 

6 件 
4 件 

 

（達成率） ― ―  ― 
 150％ 
100％ 

150％ 
600％ 

100％ 
200％ 

100％ 
200％ 

 

         

 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．経費・業務運営の
効率化 

・運営費交付金を充
当して行う業務に
係る経費（一般管理
費及び業務経費）毎
年度平均で前年度
比 1.13%以上の効
率化 

・役職員給与水準の
適正化に向けた計
画的な取組み、及び
検証結果・取組状況
の公表 

・政府における総人
件費削減取組を踏
まえた必要な人件
費削減に向けた取
組み 

・「調達等合理化計
画」の着実な実施 

・保有資産の不断の
見直しの実施 

・情報セキュリティ
対策の推進 

・業務の電子化によ
る効率化 

１．経費・業務運営の
効率化 

・運営費交付金を充
当して行う業務に
係る経費（一般管理
費及び業務経費）毎
年度平均で前年度
比 1.13%以上の効
率化 

・役職員給与水準の
適正化に向けた計
画的な取組み、及び
検証結果・取組状況
の公表 

・政府における総人
件費削減取組を踏
まえた必要な人件
費削減に向けた取
組み 

・「調達等合理化計
画」の着実な実施 

・保有資産の不断の
見直しの実施 

・情報セキュリティ
対策の推進 

・業務の電子化によ
る効率化 

１．経費・業務運営の効
率化 

・運営費交付金を充当

して行う業務につい

ては、中期目標期間

中、一般管理費（退職

手当を除く。）及び業

務経費（特殊要因を

除く。）の合計につい

て、新規に追加され

るものや拡充される

分を除き、毎年度平

均で前年度比１．１

３％以上の効率化を

行う。 

・業務のパフォーマン

ス向上・効率化を図

るため、組織の改編、

分担等の不断の見直

しを行う。また、パフ

ォーマンスを考慮し

た管理費の効率的な

執行を図る。 

・ホームページサーバ

等の一般向け外部公

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。 

・次期中期計画に向け、

情報技術を活用した

事務の効率化の具体

策を策定する。 

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％） 

 
【評価の視点】 
1-1 効率化目標値を達成で
きたか。 

 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
2. 組織の改編、人員配置・
分担等に関して不断の見
直しを行う 

3. 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
の継続実施（外部利用者
の安全性の担保） 

4. 事務効率化の具体策の
策定 

 
【評価の視点】 
3-1 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。 

4-1 事務効率化の具体策を
策定したか。 

 
 

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）の効率化について、中期目標期間中の目標
である毎年度平均で 1.13％以上の効率化を上回る 4.19％
の効率化を達成している。 

 

（２）業務に係る適正化・効率化 
2. 組織の改編、人員配置・分担等の見直しとして、以下を実
施した。 

・理事長のイニシアティブの下、組織の抱える現状の課題等
について論点を組織横断的に整理した上で、第 4 期中期計
画を策定。 

・第 4 期中期計画に向けた効率的な組織運営体制を構築する
ため、各階層での議論を重ね、組織改正の具体策を検討し
た。（例えば、石油技術支援に係る戦略的調整機能、地熱部
内での戦略的調整機能の設置等） 

・「旅費業務見直し検討タスクフォース」を設置し、役職員か
らの改善要望等を踏まえ、旅費の規程やマニュアルを見直
し、更なる旅費業務等の合理化・効率化を図った。 

・特命チーム「旅費チーム」を経理部に設置（平成 29 年 7 月
1 日）し、適切な出張手続きや旅費支給の効率化・迅速化
を図った。 

・平成 31 年度以降の国内探査事業継続に向け、新規物理探
査船の調達、運航管理、民間委託スキーム構築等を所掌す
るため、物理探査船グループに特命チーム「新規物理探査
船運用検討チーム」を設置（平成 29 年 7 月 1 日）。 

・我が国企業がアブダビに有する油田権益の維持等に必要な
業務を実施するため、技術部に特命チーム「アブダビチー
ム」を設置（平成 29 年 8 月 14 日）。アブダビ国営石油会
社（ADNOC）主催イベントの実施協力や ADNOC・経済
産業省・JOGMEC の三者間での協力覚書締結等の技術を
中心とした取組を効率的・効果的に行った。 

・資金の調達、支払及び運用等を一元的に管理し業務の効率
化を図るため、経理部経理課の一部業務（出納業務）と経
理部資金課業務を統合し、経理部に「資金管理課」を設置
（平成 29 年 9 月 1 日）。 

 

（３）業務の電子化の推進 
3. 外部公開サーバに対してセキュリティ専門会社による

24 時間 365 日の不正アクセス監視を継続実施するととも
に第三者脆弱性検査を継続実施、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。 

 
4. 認証システム（シングルサインオン）、ペーパーレス会議
システムの導入計画を策定した 

各評価単位での評定を踏まえ「II 業務運営の効
率化に関する事項」の評定をＢとした。 

 
１．経費・業務運営の効率化：Ａ 
＜評定と根拠＞ 
（１）経費の効率化 
1. 運営費交付金充当業務の経費削減率（1.13％）
（定量）：371％ 
運営費交付金を充当して行う業務に係る経費

の効率化について、平成 29 年度実績のアウト
プット指標に対する達成度は 371%と、中期目
標期間中の目標である毎年度平均 1.13％以上
を達成している。また、アウトプットの内容面
についても、経費効 ima 率化に資する取組も着
実に行っている。また、運営費交付金の控除す
べき自己収入の算定及び予算の配賦について
も適宜見直しを行っている。 

 

（２）業務に係る適正化・効率化 
2. 各業務の効率的な実施とパフォーマンスの向

上を目的に行った組織の改編、人員配置・分担
等の見直しはそれぞれ以下のとおり効果が見
られている。 

・組織の抱える現状の課題等を踏まえた上での第
4 期中期計画の策定等、業務の更なる適正化・
効率化に向けた各種取組がなされている。 

・「旅費チーム」設置により、出張手続き及び旅費
精算の見直しが進展。平成 30 年 4 月に旅費規
程等の改正を行い、より合理的な旅費の執行や
手続きの迅速化を図った。 

・「新規物理探査船運用検討チーム」設置により、
新規物理探査船の調達に係る検討が進み、平成
30 年 2 月より公募を開始。 

・「アブダビチーム」設置により、アブダビ国営石
油会社・経済産業省・JOGMEC の三者間で協
力覚書を締結する等の取組を実施し、我が国企
業が保有するアブダビ油田権益の延長に貢献。 

 

（３）業務の電子化の推進 
3. 外部からの不正アクセス監視、第三者脆弱性検
査等により、外部利用者の安全性を担保するな
どの取組を着実に実施している。 

 
4．事務効率化の具体策として、認証システム（シ
ングルサインオン）、ペーパーレス会議システ
ムの導入計画を策定した。 

 

評定           Ｂ 

・特に、経費・業務運営の効率化の取組みついて
は、着実に行われていると評価できる。運営費
交付金を充当して行う業務に係る経費につい
て、中期目標（年度平均 1.13%以上の効率化）
を大幅に上回る 4.19%の効率化を引き続き達成
する等、定量面においても実績を上げている。 

・また、業務運営等についても、おおむね着実に
成果を上げている。 
以上を踏まえ、業務運営の効率化に関する事項
については、所期の目標を達成していると認め
られるため、Ｂ評定とした。 

 
＜評定に至った理由＞ 
・経費の効率化については、運営費交付金を充当
して行う業務に係る経費の効率化について、中期
目標（年度平均 1.13%以上の効率化）を大幅に上
回る年度平均 4.19％を達成したことは評価でき
る。 

・業務に係る適正化・効率化については、組織の
改編、人員配置・分担等の見直しを行い、第４
期中期目標計画の策定やその具体策の検討、更
には、必要に応じて特命チーム（旅費チーム
等）を設置するなど、業務の合理化・効率化に
資する取り組みを進めたことも評価できる。 

・業務の電子化の推進については、情報セキュリ
ティ対策とし、引き続き 24 時間 365 日の不正ア
クセス禁止を継続するとともに、第三者機関に
よる脆弱性検査を実施し、指摘された脆弱性に
迅速に対応していることや、認証システム（シ
ングルサインオン）、ペーパーレス会議のシステ
ムの導入計画を策定するなど、着実に取組をす
すめていることは評価できる。 

 
＜今後の課題＞ 
・第４期中期計画に向けた効率的な組織運営体制
を構築するための組織改正については、機構全体
の機能強化・業務効率化につながっているかにつ
いて、不断の見直しを行い、引き続き検証してい
くべき。 
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 ２．適正な業務運営及
び業務の透明性の
確保 

・内部統制の更なる
充実 

・リスクマネー供給
業務全体のリスク
管理体制の充実 

・支援プロジェクト
に対する機動的か
つ適切な意思決定
を行うマネジメン
ト確保 

・有識者、専門家から
構成される外部委
員会からの専門的
意見聴取、事業運営
への反映 

・国民への説明責任
を果たす迅速で分
かりやすい情報開
示 

・コンプライアンス
強化の取組（全役職
員を対象とした研
修の定期開催） 

２．適正な業務運営及
び業務の透明性の
確保 

・内部統制の更なる
充実 

・リスクマネー供給
業務については、エ
グジットを含むポ
ートフォリオ管理
体制を機構全体と
して整備、強化する
等、引き続き取組を
充実。 

・支援プロジェクト
に対する機動的か
つ適切な意思決定
を行うマネジメン
ト確保 

・有識者、専門家から
構成される外部委
員会からの専門的
意見聴取、事業運営
への反映 

・国民への説明責任
を果たす迅速で分
かりやすい情報開
示 

・コンプライアンス
強化の取組（全役職
員を対象とした研
修の定期開催） 

２．適正な業務運営及
び業務の透明性の確
保 

（１）内部統制の充実

等 

・機構が行っている全

出資・債務保証案件

を対象とする定期点

検を年 4 回実施し、

理事長及び関係部署

に報告することによ

り、リスク状況をモ

ニタリングし案件管

理に役立てる。 

・パフォーマンスレビ

ューを年１回実施

し、理事長及び事業

部門と協議を行うこ

とで、リスクマネー

供給業務全体での管

理体制強化を図る。 

・法改正により支援形

態が拡充され複雑さ

の高まるリスクマネ

ー供給事業の案件管

理において組織的に

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。 

・機構が年 1 回行うパ

フォーマンスレビュ

ーにおいて、部門横

断的なリスクカテゴ

リーや作業段階等に

応じた定性的及び定

量的なリスク分析を

行い、機構がプロジ

ェクトを支援するこ

とで晒されているリ

スクを組織全体で統

合して把握できる体

制を整える。 

・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。業務評価委員

会及び専門部会にお

いては、機構が実施

する自己評価におけ

る評定の妥当性につ

いても審議を行う。 

・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。 

２．適正な業務運営及び業
務の透明性の確保 

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定量的指標】 
1. 全出資・債務保証案件点
検回数（4 回） 
 
【評価の視点】 
1-1 全出資・債務保証案件
点検を規程に定められる方
法で適正に定期的に実施し
たか。点検方法や内容の改
善は行ったか。関係部局で
課題を協議したか。 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
2.内部統制・リスク管理の
環境整備 

 
【評価の視点】 
2-1 内部統制及びリスク管
理委員会を開催し、内部
統制においては統制環境
を整備するため方針等を
制定できているか、リス
ク管理においては、統一
的なリスク管理手法や対
応方法を整理し、リスク
の抽出及び対応方針の整
理、BCP の見直しができ
ているか。。 

 
＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定量的指標】 
3. 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】 
3-1 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】 
4. 業務評価委員会等の専
門家委員会開催 

 
【評価の視点】 
4-1 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。 

 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
5. 分かりやすい情報開示。 
6.従来の広報媒体に加え、
映像媒体等を通じた情報
発信の強化。 

 
【評価の視点】 
6-1 広報誌等コンテンツを

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）内部統制の充実等 
1. 全出資・債務保証案件を対象とした進捗状況に関する点

検を年 4 回実施。特に開発／生産案件については、
JOGMEC が有するリスク種別毎の現状分析を行い、役
員･事業部門と共有した。また、事業部門のリスク把握と
その対応をより明確にし、主要なリスクの把握が可能と
なるよう点検フォームの見直しを行った。 

 
2. 平成 29 年度内部統制活動として以下を実施した。 
・「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構反社会的勢
力対応方針」を策定（平成 29 年 4 月 1 日施行）。 

・内部統制に関する重要事項を審議するため、役員を構成員
とする内部統制委員会を平成 30 年 3 月に１回開催。平成
29 年度の内部統制活動について報告するとともに、第 4 期
中期計画や平成 30 年度計画における内部統制の取組につ
いて審議した。また、JOGMEC が有するリスクを審議・
検討するリスク管理委員会を平成 30 年 2 月に 1 回開催
し、平成 29 年度の取組内容の報告及び平成 30 年度の取組
計画の審議を実施した。 

・リスク管理では、特定のリスクを有する 5 つの事業・業務
については、リスク管理のための専門委員会を設置し、各
専門委員会とも第 1 回目の委員会を開催した。 

・JOGMEC の事業継続計画（BCP）を平成 29 年 4 月に改
訂（東京本部と TRC の地震版 BCP 更新、九州支部 BCP
地震版策定、東京本部・TRC・九州支部 BCP 新型インフ
ルエンザ版策定）。そのうち、東京本部の地震版 BCP につ
いては、平成 30 年 1 月～2 月にかけて緊急時に主要な対
応者となる管理部門を中心に、ウォークスルー訓練を実
施。BCP の更なる見直しが必要な点を抽出した。 

 

（２）支援プロジェクトのマネジメントの確保 

3．組織横断的なリスク分析に基づくプロジェクトパフォー

マンスレビューを年 1 回実施（平成 29 年 12 月）。石油・

金属・地熱の支援プロジェクトを作業ステージ毎に分類し

個別に評価するとともに、ステージ特有のリスク及びエク

スポージャー（出資及び債務保証額）に応じた評価を勘案

することで、全案件を統一的に評価し、役員･事業部門によ

るリスクの所在把握に貢献した。 

 

（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 

4. 業務実績自己評価（平成 28 年度事業実績及び第三期中
期実績見込みの評価）について、その妥当性が業務評価委
員会、各専門部会の有識者により十分に審議され、主務大
臣からの適切な評価（平成 28 年度事業実績及び第三期中
期実績見込みの評価で、それぞれ機構総合評定で A 評価）
につながった。 

   
  海底熱水鉱床開発委員会及び当該委員会直轄の 4分野の
専門ワーキンググループを適時・適切なタイミングで開催
し、PDCA サイクルの下、有効な意見等を事業運営に適時
反映し、海底熱水鉱床の実海域での採鉱・揚鉱パイロット
試験に向けた各種準備作業を適切に進められた結果、世界
で初となる新海域からの採鉱・揚鉱パイロット試験の成功
につながった。 

 

（４）積極的な情報公開・広報活動・情報提供の実施 
5. ニュースリリース等の各種情報発信のほか、Youtube、

twitter等でビジュアルを多く含んだ情報発信を行うなど、
分かりやすい情報発信を行った。広報誌「JOGMEC News」
では引き続き年 4 号発刊し、資源エネルギー情報や
JOGMEC 業務を視覚的かつ平易に理解しやすいように取
り組んでいる。また、JOGMEC パンフレットについて最
新情報に更新を行うとともにデザインを一新し、より業務
内容の理解が深められるようリニューアルを実施した。こ
のような取組によって分かりやすい情報開示に努めてい

２．適正な業務運営及び業務の透明性の確保：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 

（１）内部統制の充実等  

・平成 29 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% 

 

また、アウトプットの内容面として、平成 27-

28年度にかけて整備した JOGMECの内部統制

の体制や統一的な仕組みの運用を開始、具体的

な取組に着手した。特に特定リスクの管理につ

いては、専門委員会で管理する仕組みが構築さ

れた。 

さらに、リスクマネーに係る定期点検の評価

対象の見直しや点検フォームの改善等を実施す

るとともに JOGMEC が有するリスクを事業部

門横断的に分析･評価を実施することで組織一

体的なリスク把握を行う等の特筆すべき成果を

上げた。 

 

（２）支援プロジェクトのマネジメントの確保  

・平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度

は 

3.プロジェクトパフォーマンスレビュー実施回数

（定量）：100%  

 
（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 

4. 業務評価委員会、各外部委員会が定期的に開催
され、専門的見地からの意見を聴取し事業運営
に反映させている。 

 

（４）積極的な情報公開・広報活動・情報提供の

実施   

5.6.広報活動については、紙媒体（JOGMEC パン

フレット、広報誌等）のみならず、ホームペー

ジや動画コンテンツ（機構 PR ビデオ、広報誌

連動型動画、Youtube 動画等）といった多様な

ビジュアルを多く含んだ分かりやすい広報媒

体の拡充を通じ、積極的な情報発信を行ってい

る。加えて、イベント・展示会への出展等、

JOGMEC 業務の理解について裾野を広げる活

動も実施した。また、年間 100 件を超えるニュ

ースリリース件数（累計 121 件、対平成 24 年

度で 59.2%増加）の充実等は広報活動強化を裏

付けるものとなっている。 
 

（５）コンプライアンスの徹底 

7.全役職員を対象としたコンプライアンス研修を
実施。受講率 99％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上げ
ている。 

 

＜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） 

・今まで検討してきたＪＯＧＭＥＣにおけるリス
ク管理にかかる統一的な仕組みの運用を開始。
特に 5 事業の特定リスクについて、専門の委員
会で管理する仕組みを構築したこと、事業継続
計画（ＢＣＰ）を改訂するのみならず地震 BCP
については訓練も実施したことは、リスク管理
体制の強化という意味で評価できる。 

・情報公開や広報活動、情報発信については、ホ
ームページ・動画コンテンツ等の充実など媒体
の多角化のみならず、イベント・展示会への出
展など、ＪＯＧＭＥＣの活動等の理解を進める
努力を行っていることは評価できる。 

・コンプライアンスの徹底については、有識者か
らの意見もあった研修受講率の上昇について
は、昨年より改善し、99％となっていること
は、一定の評価ができる。 

 
 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
・「業務運営効率化」の中に、後方支援的な取り組
みと、BCP やリスクマネジメントといったミド
ルな取り組みが混在して評価されている。それ
ぞれファクターに分けて評価しないと、すべて
同等程度に業務効率化として取り組んでいる
と、大きな事故が起きた際問題になるのではな
いか。 
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・広報誌や PR 映像等

の各種広報媒体を通

じた機構の業務内容

及び支援案件の概要

等の情報発信に努め

るとともに、メディ

ア社会に対応したコ

ンテンツ制作・更新

等を検討しつつ広報

活動を順次拡充して

いく。 

・全役職員を対象とし

たコンプライアンス

研修を開催し、職員

の意識向上を図る。 

拡充するなど改善を実施
したか。ニュースリリー
ス等を積極的に発信した
か。イベントへの参加や
展示会への出展等を積極
的に行ったか。 

 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
7. コンプライアンスの徹
底実施 

 
【評価の視点】 
7-1 コンプライアンス研修
を行ったか。全役職員が
受講したか。新規・中途採
用者へのコンプライアン
ス研修を行っているか。
研修については、受講者
の理解度、受講率等から
研修の評価し、より実行
性のある研修へ改善した
か。 

 

る。 
 
6. 従来の広報媒体に加え、広報誌連動型動画コンテンツ等の
拡充を行った。また、累計 121 件（対平成 24 年度 59.2％
増）のニュースリリースを発信し、積極的な情報発信に努
めた。加えて、小中学生を対象としたイベント（仙台学都
サイエンスデイや経済産業省子どもデイ）への出展を通
じ、JOGMEC の活動やエネルギー資源の理解を深められ
るよう取組強化を行った。 

 

（５）コンプライアンスの徹底 
7.全役職員を対象に、映像視聴と確認テストによるコンプラ
イアンス研修を実施した（受講率 99％）。内容としては、
過年度の研修内容も踏まえつつ、JOGMEC の役職員が日
頃の業務で注意しておくべき基礎的な内容（安全保障貿易
管理や外国公務員との関係等）を取り上げた。 

 

 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 

・時代のニーズや環

境の変化へ対応す

るため、適切な時期

に最適な組織の見

直しを行い、必要に

応じて特命チーム、

タスクフォース等

を設置するなど、組

織横断的な業務へ

の機動的対応に向

けた取組みを実施

するなどのほか、以

下の取組を行う。 

―業務部門にまたが

る共通の問題点に

つき、部門別の枠を

超えた対策を検討

するために関係部

課の連携を強化す

る。 

・次期中期に向けた課

題解決を図る組織の

在り方について検討

を行い、具体策を策

定する。 

 

・資源国において複数

の資源エネルギー開

発分野にまたがる技

術的課題の解決に応

える技術ソリューシ

ョン型事業の組成並

びに部門の垣根を越

えて相互協力した技

術開発を推進すべく

以下の施策を実施す

る。 

－複数部門が参加する

３．横断的なシナジー効果
の創出 

＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
1. 時代のニーズや環境の
変化に対応するため、適
切な時期に適切な組織の
見直しと人員配置を行
い、必要に応じて特命チ
ーム、タスクフォース等
を設置するなど、組織横
断的な業務への機動的対
応に向けた取組を実施し
たか。 

 
【主な定量的指標】 

2. 対外イベントや市場・技

術動向分析等等を通じた

技術ソリューション型新

規事業の検討案件数（6

件） 

3. 技術ソリューション型

新規事業の実施等に向け

た各部門等への提案・調

整及び外部発信・調整案

件数（2 件） 

 

【評価の視点】 

2-1 対外イベントにおいて

技術の横展開に資する企

画を行ったか。JOGMEC

幹部/METI や資源国ニー

ズに即した市場・技術動

向分析等を行ったか。 

3-1 各部門それぞれで開発

された技術のうち他の部

門でも利用し得る技術が

ある場合、各部門への提

案・調整を行ったか。 

3-2 各部門における事業組

成につながる外部発信等

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. 時代のニーズや環境の変化に応じ、以下の取組を実施し
た。 

・産油国のニーズ変化へ的確に対応するため、特命チーム「ア
ブダビチーム」を設置（平成 29 年 8 月 14 日）。 

 

・気候変動問題や環境・社会問題については、組織として一

体となった対応をする必要があるため、部門を超えた専門

知見及び人的リソースの柔軟な活用を目的として、戦略企

画室内に環境・社会問題検討チームを組成(平成 29 年 5 月

22 日)。環境・社会問題（気候変動問題含む）に係る国内

外の資源開発業界における動向情報を収集、特に

JOGMEC 事業に影響を与え得る環境・社会問題のリスク・

機会を洗出し、第 4 期中期目標期間中に JOGMEC 全体で

取り組むべき優先テーマを、JOGMEC 内部ヒアリング/委

託調査/気候変動に関する本邦資源開発関連企業とのワー

クショップ開催等を通じて、抽出。また、試験的に実施し

た「気候変動ワークショップ～資源会社の事業戦略と情報

開示～」では、「上流会社が気候変動リスクという切り口で

情報共有する場が過去に無く、とても良い機会であった」

等の想定以上の高評価を得た。 
 
・第 4 期中期目標期間において業務を効率的に実施するとと
もに、資源確保に向けた取組の成果を最大化するため、組
織改正を検討し、平成 30 年 7 月 1 日に実施する改正の具
体策を策定（平成 30 年 1 月）。 

 

（３）技術ソリューション事業を核としたアプローチ 

2. 対外イベントや市場・技術動向分析等を通じた技術ソリュ

ーション型新規事業検討について、目標 6 件に対し 6 件実

施。（①②METI-LNG 市場戦略と連携した調査 2 件(1)仕向

地条項等以外で LNG 取引容易性を阻害する規制・課題の

把握(2)欧州における LNG・ガス価格見直し条項に関する

調査、③石油部門開発技術である音響トモグラフィーの現

場実証試験による地下備蓄基地管理への適用可能性調査、

④北米シェール・タイトオイル産業の持続可能性に関する

調査、⑤テクノフォーラム 2017 での JOGMEC 開発技術

展示企画、⑥OTO18(Oceans&テクノオーシャン 2018)企

画） 

３．横断的なシナジー効果の創出：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 
 
（２）シナジー発揮を促す組織改革  
1. 「アブダビチーム」の設置により、産油国のニ

ーズに的確且つ機動的に対応できるようにな
り、アブダビ国営石油会社・経済産業省と三者
間で協力覚書を締結する等、我が国企業が保有
するアブダビ油田権益の延長に貢献した。 

 
 国内外で急速に進展する低炭素社会実現に向

けた動きや国連 SDGs 採択等の環境・社会影響
に係る問題が、JOGMEC 事業にどのような影
響を及ぼし得るかについて、またそれに対する
組織横断的な中長期的スタンスについて、第 4
期中期目標期間において検討するため、総務部
戦略企画室にて優先テーマの選出等の環境整
備等を実施した。具体的には、総務部内に環境
社会問題検討チームを設置し、平成 29 年度は
気候変動問題をテーマとして、資源開発事業者
等の対応戦略の動向調査や気候変動に関する
ワークショップを通じて、JOGMEC の気候変
動対応方針案を検討した。 

 
 成果を最大限発揮するために望ましい組織の

検討により、第 4 期中期目標期間にアウトカム
を創出する体制案が策定できた。 

 

（３）技術ソリューション事業を核としたアプロ

ーチ 

平成 29年度アウトプット指標に対する達成度は、 

2 .対外イベントや市場・技術動向分析等を通じた

技術ソリューション型新規事業検討案件数（6

件）（定量）:100％ 

3. 技術ソリューション型新規事業実施等に向け

た各部門等への提案・調整及び外部発信・調整

案件数（4 件）（定量）：200％ 

 

  定量的なアウトプット指標はいずれも 100％

を超えている。 

また、アウトプットの内容面についても、METI

ニーズに即した LNG に関する調査では、その

成果を資源エネルギー庁国際課の要望により

＜評定に至った理由＞ 
・技術ソリューション型事業について着実に実績
を上げている（目標達成） 
・組織面において、組織横断的に構成される特命
チーム（アブダビチーム、環境・社旗問題検討
チーム）の設置等の取り組みは、時代のニーズ
や環境変化に機動的、効率的に対応することが
期待でき、評価できる。また、第４期中期目標
計画に掲げた業務効率化、資源確保に向けた取
り組みの最大化を目指した組織改正の具体策を
策定するなど、着実に前進していることも評価
できる、 
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対外イベントや市

場・技術動向分析等

を通じた技術ソリュ

ーション型新規事業

の検討や分析を 6 件

以上実施し、その結

果を踏まえた各部門

への新規事業の提案

や外部発信も含めた

知見共有等を 2 件以

上実施する。 

 

・各部門横断的でかつ

専門性が求められる

業務について、ファ

イナンス関係業務研

修､契約業務研修、プ

ロジェクト管理業務

研修、知的財産関連

業務研修を引き続き

実施することとし、

各部門で蓄積された

知見・ノウハウを組

織横断的に共有する

内部研修、業務にお

ける機構内の底上げ

を図る外部研修を実

施する。国内外の現

場への派遣により実

践経験を積ませるこ

とにより、専門人材

の育成を図る。 

・各部門で蓄積された

知見・ノウハウを組

織横断的に共有し、

組織全体の運営強

化・効率化を図るた

め、部門を超えた人

材活用を引き続き実

施する。 

を行ったか。 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
4. 内部研修・外部研修・現
場派遣、部門を越えた人
材活用 

 
【評価の視点】 
4-1 （ファイナンス関連業
務、契約業務、プロジェク
ト管理業務、知的財産関
連業務研修など）実効性
のある研修とするための
研修内容の評価・改善を
実施しているか。研修の
参加人数は適正か、対象
者は全て受講している
か。JOGMEC 職員として
必要な専門知識・技術を
向上させるため、現場へ
の派遣、留学派遣に適正
な職員を派遣している
か。 

 

・上記①②においては、METI 石油天然ガス課のニーズを抽

出し、METI-LNG 市場戦略の一環である、流動性のある

LNG 市場の形成を通じた天然ガスの需要拡大及び上流事

業投資の促進を図ることを目的に調査を実施。 

・上記③においては、石油開発技術本部、資源備蓄本部及び

備蓄基地事務所、備蓄基地操業会社と連携して現場実証試

験を行い、JOGMEC 内技術転用の可能性を提示、並びに

内外組織におけるシナジー効果の促進に貢献。 

・上記④においては、JOGMEC 幹部のニーズに基づき、低

油価環境下において北米シェール・タイトオイルの生産拡

大を可能とした技術的要因を抽出し、同資源の持続可能性

を評価。 

・上記⑤⑥においては、JOGMEC 事業の対外的 PR のみな

らず、企画を通じた複数部門間の相互理解及び人的交流の

促進に貢献。 

 

3. 技術ソリューション型新規事業実施等に向けた各部門等

への提案・調整及び外部発信・調整を、目標 2 件に対し 4

件実施。 

 

・①METI-LNG 市場戦略と連携した調査(1)仕向地条項等以

外で LNG 取引容易性を阻害する規制・課題の把握」の調

査成果を、ASEAN+3 Business Dialogue において外部発

表。 

・②石油部門開発技術である音響トモグラフィーの地下備蓄

管理への適用可能性調査については、現場実証試験結果を

日本地下石油備蓄㈱が主催する岩盤技術会議にて外部発

表、また、当該技術の地下備蓄業務適用について、備蓄部

門に提案・判断を求めた(現時点、採用せず)。 

・③北米シェール・タイトオイル産業の持続可能性に関する

調査に関して、調査報告会アンケートにおいてリクエスト

のあった我が国企業 6 社に個別フォローアップを行い、各

社のシェール・タイトオイルに対する戦略、JOGMEC に

対する要望を聴取。各社においては自社の事業戦略の再確

認、JOGMEC においては我が国企業の事業支援の方向性

確認に貢献。 

・④テクノフォーラム 2017 において JOGMEC 開発技術を

国内外資源開発関連企業に対して PR し、技術ソリューシ

ョン型事業の創出に貢献。 
 

（４）専門人材育成・活用を通じたアプローチ 
4.  主要な業務実績は以下の通り。 
 現場経験や専門性を高めるため、中堅・若手職員を民間企

業や海外事務所等へ新規に 7 名派遣（計 19 名が派遣中）。 
 部門を超えた人事ローテーションを実施。 
 組織横断的かつ機動的なチーム運営（海洋資源開発検討チ

ーム、Techno Ocean 2018 推進チーム、職員育成タスクフ
ォース等）。 

国際会議の場で発表を行ったほか、JOGMEC

幹部のニーズに基づき、北米シェール・タイト

オイル資源の油価耐性を調査し、調査後の民間

企業への個別フォローアップでは民間企業の

事業戦略方向性確認に貢献するなど、特筆すべ

き成果を上げている。また、石油部門で開発し

た技術の地下備蓄基地管理業務適用の検討実

施(実証及び備蓄部門提言)、及び外部発表によ

り、組織横断的なシナジー効果創出に向けた特

筆すべき成果も出した。 
 
（４）専門人材育成・活用を通じたアプローチ  
4. 事業部門で蓄積されてきた知見やノウハウ、各
職員の専門分野・得意分野を組織横断的に共
有・活用し組織全体の運営強化・効率化を図る
ため、部門を超えた人事ローテーションを実施
し、部門間での人事交流が定着。 
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 ４．人事に関する計画 
・業務の実情及び重
点化等に即した人
員確保、人員の最適
配置、弾力的な組織
改編及び新卒採用
等により一層の効
率的な業務実施体
制の構築 

・国内外の現場や大
学院等への派遣を
含む研修体系を充
実 

・専門的人材の活用
による人的リソー
スの一層のパフォ
ーマンス向上 

・能力及び実績を公
正かつ適正に評価
する人事制度の運
用 

４．人事に関する計画 
・業務の実情及び重
点化等に即した人
員確保、人員の最適
配置、弾力的な組織
改編及び新卒採用
等により一層の効
率的な業務実施体
制の構築 

・国内外の現場や大
学院等への派遣を
含む研修体系を充
実 

・専門的人材の活用
による人的リソー
スの一層のパフォ
ーマンス向上 

・能力及び実績を公
正かつ適正に評価
する人事制度の運
用 

４．人事に関する計画 

・業務の実情及び重点

化すべき部分を把握

し、組織横断的な人

材活用と組み合わせ

て、必要な人員の確

保、人員の最適配置

を図る。 

・機構職員としての必

要な専門知識・技術

を向上させる研修を

実施するとともに、

国内外への現場へ職

員の派遣を実施す

る。留学・学費助成公

募制度及び選考委員

会により、意欲ある

職員を大学院等に派

遣・支援する。 

・マネジメント能力を

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、

より高度な知識や豊

富な経験を有した人

材の確保に努め、引

き続き人的リソース

の一層のパフォーマ

ンス向上を図る。 

４．人事に関する計画 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 

【主な定性的指標】 
1. 組織横断的な人材活用、
必要な人材の確保、人員
最適配置 

2. 各種研修の実施、国内外
の現場への職員派遣 

3. 豊富な経験を有した人
材確保 

4. マネジメント能力向上
のための施策 

 
【評価の視点】 
2-1 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。 

3-1 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 
・業務上求められるファイナンス・エンジニアリング系等の
優秀な人材を中途採用等で確保。 

・任期付職員の無期雇用が規定された労働契約法の平成 30
年 4 月施行を前に無期雇用職員の制度を創設し、平成 29
年度に引き続き、特定スキルを有し優秀な任期付職員につ
いて選考プロセスを経て無期雇用職員に転換。 

 
2. 主要な業務実績は以下の通り  
 公募を実施し、国内外の大学院へ新たに 3 名を派遣（計 6

名が研修中）。 
 現場経験や専門性を高めるため、中堅・若手職員を民間企

業や海外事務所等へ新規に 7 名派遣（計 19 名が派遣中）。 
 技術系新入職員向け研修として、業界と協力した研修を実

施（INPEX、鉱山会社等との合同研修）。 
 
3. 主要な業務実績は以下の通り 
 中途正規職員採用に係る公募を実施し、エンジニアリング
系人材 2 名及びプロジェクトマネージメント系人材 1 名
の採用を決定。 

 
4．主要な業務実績は以下の通り 
 階層別研修としてリーダーシップ・チームビルディング・

コーチング等の効果的な組織運営に求められるマネジメ
ント能力向上のため、民間企業が参加する外部講座に本部
ごとに選考された計 173 名が参加し、延べ 222 回の講義
を受講。 

 昨今、従業員による私的利用で社会的に問題となっている
ソーシャルメディア利用について、全職員に対し、E ラー
ニングによる研修を実施。  

  
 

４．人事に関する計画：Ｂ 
＜評定と根拠＞ 

平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は 
 

1. 組織横断的な人材活用、必要な人材の確保、人
員最適配置（定性）：100% 

2. 各種研修の実施、国内外の現場への職員派遣
（定性） ：100%  

3. 豊富な経験を有した人材確保（定性）：100%  
 
  アウトプットの内容面において、左記の通り

着実な成果を上げたことに加え、以下に記載
の新たな取組等を実施。 

 
１. 組織横断的な人事ローテーションを行うとと
もに、適切な選考プロセスを経た優秀な任期付
職員の無期雇用職員に転換により、業務上必要
な人材を確保。 

 
2. 現場経験や専門性を高めるため、中堅・若手職

員を民間企業や海外事務所等へ新規に 7 名派
遣（計 18 名が派遣中）するとともに、職員研
修体系を見直し、より業務上で効果を出すた
めの新体系・制度の改善を実施。 

 
3. 業務上求められる優秀な人材を中途採用や出
向受入等で確保。 

 
4. 階層別研修としてリーダーシップ・チームビル

ディング・コーチング等の効果的な組織運営
に求められるマネジメント能力向上のため、
民間企業が参加する外部講座に本部ごとに選
考された計 173 名が延べ 222 回の講義を受
講。また、ライン管理職に対して昨今の働き
方改革・労働法改正等の動きを踏まえた労務
管理研修を実施しマネジメント力強化に努め
た。 

 
 
【新たな取組】 
・新卒採用活動として、大学やイベント会社主催
の企業合同説明会等に参加するとともに一日
インターンシップを開催し組織認知度向上に
努めた。 

・職員研修体系を見直し効果測定が可能な仕組
みを構築した。 

・マネジメント能力向上のため、階層別研修とし
て本部別に選考された職員に民間企業が参加
する外部講座へ参加させることにより企業ベ
ースのマネジメントスキルの習得に努めた。 

・昨今厳格化する適切な労務管理やハラスメン
ト対応、SNS 利用のための研修を実施した。 

 

 
＜評定に至った理由＞ 
 
・任期付職員の無期雇用が規定された動労契約法
施行の前に、特定スキルを保有する優秀な任期
付職員を、選考プロセス経て無期雇用職員へ転
換する雇用制度を創設したことは、一定の評価
ができる。 

・機構職員の人材育成については、国内外への大
学院留学、民間企業や海外事務所等への新規派
遣を実施するなど中堅・若手職員の育成に貢献
した取り組みは一定の評価ができる。 

・また、職員研修体系の見直しを行い、研修効果
の測定が可能な仕組みの構築やマネジメント能
力向上のために民間企業が参加する外部講座へ
の参加など階層別研修といった取り組みは、新
たな取り組みとして重要。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、 

難易度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 参考 
（前中期目標期間最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1)自己収入額（千円） 
 
－ 

 
－ 

 
12,989,894 

 
15,827,922 

 
13,516,234 

 
11,663,162 

 
18,249,909 

 
（72,247,122） 

(2)金融協定に基づく回収計画額
（百万円） 

計画どおり 1,070 1,086 1,086 1,086 1,086 340 （平成 26 年度まで) 

 （実績額）（百万円） 
－ 1,134 1,139 1,308 1,170 2,702 1,261 7,580 

 （達成度） 
－ 105％ 104％ 120％ 108％ 249％ 371％ 162％ 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第 4 財務内容の改善
に関する事項 
・自己収入拡大のた
め、①特許等知的財産
権の取得・活用、②出
版物、セミナー・講演
会等有料化、③保有資
産の効率的活用等を
継続実施、財務内容健
全性を維持。 
・リスクマネー供給
機能を一層強化する
一方で、同機能を財政
制約も踏まえ持続的
に実施していくため、
株式の適正な価格に
よる売却、政府保証付
き借入れの活用、ポー
トフォリオ管理の徹
底などの推進により、
資金の確保及び財務
内容の健全性を維持。
また、国庫納付を含め
た株式売却収入や配
当金の扱いについて
は、資金の確保及び財
務内容の健全性の維
持を前提として、適切
なあり方を検討。な
お、事業の成否が明ら
かでない段階の探鉱
出資株式については、
「独立行政法人会計
基準」に該当がないた

IV.財務内容の改善に
関する事項 
・自己収入増加に向け
た取組で①特許等知
的財産権取得・活用、
②出版物、セミナー・
講演会等有料化、③保
有資産の効率的活用
等を継続実施、財務内
容健全性の確保に努
める。 
・リスクマネー供給機
能を一層強化する一
方で、同機能を持続的
に実施していくため、
株式の適正な価格に
よる売却、政府保証付
き借入れの活用、ポー
トフォリオ管理の徹
底などの推進より、資
金の確保及び財務内
容の健全性を維持。ま
た、国庫納付を含めた
株式売却収入や配当
金の扱いについては、
資金の確保及び財務
内容の健全性の維持
を前提として、適切な
あり方を検討。 
・事業の成否が明らか
でない段階の探鉱出
資株式については、
「独立行政法人会計
基準」に該当がないた

Ⅳ．財務内容の改善に関

する事項 
・財務内容の改善に資
する以下の取組を行
う。 
―自己収入（受取配当
金、債務保証料収入、
貸付金利息、実施許
諾料収入等）の確保
に向けた取組を継続
する。このうち、実施
許諾料収入について
は、新規の獲得を目
指し、発明発掘活動、
知財関連規程の見直
し、総合的な発明評
価を通じ、質の高い
特許申請に向けた取
組を促す。 

―リスクマネー供給機
能を強化する一方
で、同機能を持続的
に実施していくた
め、株式の売却、配当
金、貸付金の回収等
による資金の確保に
努める。 

―民間備蓄融資事業等
に係る資金調達を行
う場合には、引き続
き入札等を行うこと
によって、借入コス
トの抑制に努める。 

＜主な定量的指標及び評価
の視点＞ 
【主な定量的指標】 
1. 自己収入の確保 
 
【評価の視点】 
1-1 目標値（年度計画額）に
対する達成率。また、自己収
入を確保したか。実施許諾
契約の増加に向けた取り組
みを実施したか。 
 
＜主な定性的指標及び評価
の視点＞ 
【主な定性的指標】 
2. リスクマネー供給業務
の持続的実施のための資金
確保 
3. 民間備蓄融資事業等の
資金調達における借入コス
ト抑制 
4. 運営費交付金残高の解
消に向けた執行状況の把握
及び配賦予算の見直し 
5. 財務構造、欠損金の発生
要因の分析・検証 
 
 
【評価の視点】 
2-1 資金の確保に向けた取
り組みを実施したか。 
3-1 資金調達に係る入札等
を行ったか。 
4-1 運営費交付金債務残高

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 
・平成 29 年度自己収入の実績額は、182.5 億円となってお
り、計画額 118.4 億円に対し、64.1 億円を上回る収入を確
保。（達成率 154％） 

・自己収入の確保への取組として以下を実施。 
①関係会社からの受取配当金 
配当金獲得に係る取組として、事業部門において昨今の

市況低迷による無配を回避すべく関係会社との 
交渉を実施し、石油部門 5 社、金属部門 1 社において計

39 億円の受取配当金を確保。 
②債務保証料収入 
債務保証先 22 社から計 73 億円の保証料による収入を確

保。 
③関係会社株式売却益 

インドネシア LNG 案件に係る JOGMEC が保有する株
式の売却につき、株式等評価委員会を開催。当該案件に
ついて一般競争入札により売却を実施したこと等によ
り計 59 億円の関係会社株式売却益を計上。 

④地位譲渡による収入 
金属資源開発に係る共同調査実施契約について外国企
業に対して一部地位譲渡（権益の売却）を行い、当該収
入を計上。 

⑤探鉱資金貸付金利息 
金属資源開発に係る探鉱資金貸付金（国内、海外）によ

る利息収入を計上。 
⑥知的財産権に係る実施許諾料収入 
知財研修の実施や発明発掘等による JOGMEC 職員の発

明奨励により、7 件の新規技術の特許を出願。 
知的財産活動の一層の強化に向け、知財に関する基本的

考え方をまとめた「知的財産ポリシー」の策定作 
業を実施（平成 30 年 4 月 1 日制定）。 
実施許諾料収入の獲得に向け、実施許諾することが可能

 評定    Ｂ 
 各評価単位での評定を踏まえ、「Ⅳ 財務内容の改善に関する
事項」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 29 年度実績のアウトプット指標に対する達成度は、 
1.自己収入の確保の取組継続（定量）：154% 
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.財務構造、欠損金の発生要因の 
  分析・検証等（定性）           ：100% 
 
であった。以上、アウトプット指標に基づく達成状況が概ね
100％であるので当該業務の評定を B とした。 
 
＜課題と対応＞ 
・平成 29 年度決算を踏まえ、財務構造及び繰越欠損金の発生
要因を分析し、出資・債務保証案件の管理に活用することと
している。 

・財務内容の改善に関する事項につ
いてはおおむね着実に業務が行わ
れた。また、石炭経過業務につい
ては、計画を上回る額の貸付金の
回収が実施されるとともに、坑排
水改善対策関係業務も予定どおり
実施されたことは評価できる。 

・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の
削減や石炭経過業務の貸付金償還
業務においては引き続き、中長期
的な努力が必要である。 
以上を踏まえ、財務内容の改善に
関する事項については、所期の目
標を達成していると認められるた
め、Ｂ評定とした。 

 
＜評定に至った理由＞ 
・自己収入の確保については、株式
等評価委員会を開催した上で機構
が保有する株式を売却し売却収入
を得るなど、計画額を上回る収入
を確保したことは、評価できる。
（１５４％以上の目標達成） 

・財務構造、繰越欠損金等の分析は
重要であり、引き続き適切に行っ
ていくことを期待。一方、第 4 期
中期目標における実施事項の前倒
しで、将来見込まれる利益の考え
方等の検討などを実施したことは
一定の評価はできる。 
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め、公認会計士協会に
よる「金融商品会計基
準の実務指針」を準用
し、出資額の１／２の
評価損を計上してお
り、探鉱事業の終結に
伴う損失計上と合わ
せ、当期損失が不可避
的に生じやすい構造
にあるが、こうした当
該リスクマネー供給
に係る経理の特殊性
に十分に配慮しつつ、
当該評価損の内容・背
景について十分に説
明を行い、資源・エネ
ルギーの安定的かつ
低廉な供給の確保と
いう政策目的の実現
に向けて、適切なリス
クマネーの供給に努
める。 
・民間備蓄融資事業
等の資金調達の場合、
入札等を継続実施、借
入コスト抑制に努め
る。 

め、公認会計士協会に
よる「金融商品会計基
準の実務指針」を準用
し、出資額の１／２の
評価損を計上してお
り、探鉱事業の終結に
伴う損失計上と合わ
せ、当期損失が不可避
的に生じやすい構造
にあるが、こうした当
該リスクマネー供給
に係る経理の特殊性
に十分に配慮しつつ、
当該評価損の内容・背
景について十分に説
明を行い、資源・エネ
ルギーの安定的かつ
低廉な供給の確保と
いう政策目的の実現
に向けて、適切なリス
クマネーの供給に努
める。 
・民間備蓄融資事業等
の資金調達では、入札
等を継続実施、借入コ
スト抑制に努める。 

―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。 

 

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。 

な JOGMEC 保有特許権の「開放特許データベー 
ス」などを通じた情報発信の検討を今後進める。 

⑦運用収入 
主な資金運用の取組として、各勘定の基金や積立金、石

炭経過勘定の金融資産について元本の安全性を図 
りつつ、厳格な資金管理の下で効率的な運用を実施。 

⑧その他収入 
出版物、セミナー・講演会等の実施による収入を計上。 

 
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 
①関係会社からの受取配当金 
配当金獲得に係る取組として、事業部門において昨今の

市況低迷による無配を回避すべく関係会社との 
交渉を実施し、石油部門 5 社、金属部門 1 社において受

取配当金を確保。 
②関係会社株式売却益 
インドネシア LNG 案件に係る JOGMEC が保有する株

式の売却につき、株式等評価委員会を開催。当該 
案件について一般競争入札により売却を実施したこと等

により計 59 億円の関係会社株式売却益を計上。 
③今後の見通し 
・探鉱中の出資案件のうち、複数の案件が既に商業規模の
発見により現在開発準備中。 
・今後、開発段階に移行する場合には、既計上済の関係会
社株式評価損の戻入益が生じる見通し。 
・その後の生産段階にあっては、配当収入、株式売却によ
る収入等による資金確保が期待される。 

 
3. 財務構造、欠損金の発生要因の分析 
・繰越欠損金の太宗を占めるリスクマネー供給業務につい
て、繰越欠損金の発生要因等の分析を実施し、主務省等に
対して適切な説明を実施。また、将来見込まれる利益の考
え方等の検討やリスクマネー関係資産を評価・レビューし、
案件組成に反映していく体制整備等、第 4 期中期目標にお
ける実施事項の前倒しでの実施。 

 

＜今後の課題＞ 
・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、財務面からは引
き続き中長期的な解消が求められ
る。 
業務の特殊性から、リスクマネー
供給に伴う繰越欠損金の増加をマ
イナスに評価することとはしない
が、29 年度決算踏まえ、財務構造
及び繰越欠損金の発生要因を分析
し、適切に説明できることや、更
なる適正かつ厳格な案件審査・案
件管理に活用していくことが望ま
れる。 
 

・将来見込まれる利益の考え方等の
検討について、今後さらに検討を
進めるにあたっては、バランスよ
く各方面から検討するべき。 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見） 
 
・将来見込まれる利益の考え方等の
検討が進められているが、その指
標もあくまで一つのメジャーを通
して機構の姿を見ているものにす
ぎず、今後は更に多面的に見てい
くべき。 

 第 2. 国民に対して提
供するサービスその
他の業務の質の向上
に関する事項 
7.石炭経過業務 
(1)貸付金償還業務 
・回収額最大化に向
け個別債務者の状況
に応じた計画的な貸
付金回収。 
(2)旧鉱区管理等業務 
・「災害時における石
油の供給不足への対
処等のための石油の
備蓄の確保等に関す
る法律等の一部を改
正する法律」に基づく
承継された旧鉱区等
管理等の適切な実施、
鉱害未然防止等。 

Ⅰ．国民に対して提供
するサービスその他
の業務の質の向上に
関する目標を達成す
るためとるべき措置 
7.石炭経過業務 
(1)貸付金償還業務 
・回収額最大化に向け
管理コスト等を勘案
し個別債務者状況に
応じた適切な措置を
講じた計画的な貸付
金回収。 
(2)旧鉱区管理等業務 
・「災害時における石
油の供給不足への対
処等のための石油の
備蓄の確保等に関す
る法律等の一部を改
正する法律」に基づく
承継旧鉱区等の管理
等を適切に実施、鉱害
の未然防止等を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．国民に対して提供

するサービスその他の

業務の質の向上に関す

る目標を達成するため

とるべき措置 

7.石炭経過業務 

(1)貸付金償還業務 
・貸付金回収額の最大
化に向け、管理コスト
等を勘案しつつ、個別
債務者の状況に応じ
た適切な措置を講じ、
計画的に償還予定額
を回収する。 

・また、総務部金融資産
課と共同で、機構が保
有する石炭経過事業
債権に係る組織横断
的な点検を少なくと
も年１回実施し、事業
の進捗・実績及び返
済・回収状況を把握す
るとともに、返済に係
るリスクを分析する。 

(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

 
＜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 

２．石炭経過業務の実施 
＜主要な業務実績＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1.貸付金回収は計画額 340 百万円を大きく上回る 1,261 百
万円を回収した。 
内訳は、元本債権 1,044 百万円（一般債権 733 百万円、破産
更生債権 311 百万円）、利息債権 212 百万円、違約金債権 5
百万円である。 
平成 29 年度の貸付金回収により 1 社の債権を全額回収し、 
残る債権は破産更生債権である１社の債権だけとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ぼた山・坑口関係】 
2.管理対象施設について、管理ぼた山 39 箇所（本部 13 箇所、
支部 26 箇所）、坑口 1 箇所（本部 1 箇所）を調査した。 
 また、平成 27 年度に実施した坑口閉そく工事の工事完了後
調査（本部 1 箇所）を実施した。 
・管理対象施設について、1 件（本部 1 件）の坑口閉そく工
事を実施した。 
 
 

２．石炭経過業務の実施：Ａ 
＜評定と根拠＞ 
・平成 29 年度アウトプット指標に対する達成度は 
（1）金融協定に基づく回収計画額（定量）：計画額の 371％ 
（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％ 
 
1-1. 平成 29 年度の貸付金回収は、回収計画額に対し達成度
371%となった。債務者をとりまく環境は、地方の土地価格が長
期にわたり下落傾向にあり債務者の返済原資となる担保物件
の売却が困難であることや、事業の業績がふるわない等により
厳しい状況にある。このような状況下においても債務者の管理
コストを把握した上で債務者に対し担保物件の売却促進を粘
り強く要請したことにより、平成 29 年度の貸付金の回収は、
債務者による大型担保物件の売却もあり回収計画額を大きく
上回る 1,261 百万円の回収を達成した。 
 
 
2.管理対象施設調査を適切に実施するとともに、調査の結果を
踏まえ施設の健全性を確認し、これら鉱業施設に対し特段の対
策工事を実施する必要の無いことを確認した。 
・坑口閉そく工事については、無事故かつ適切に実施した。 
 
 
3.旧松岡炭鉱坑廃水処理施設建設工事は、工程管理及び安全管
理を適切に行い現場状況に迅速に対応した監督業務により着
実に工事を実施した。また、工事進捗に合わせて地元関係者に
対し工事内容の説明を行うとともに、地元要望事項（学童の安
全確保、防音、防塵等）にも適切に対応し、計画どおりに無事
故・無災害で工事を実施した。 
・旧正栄炭鉱坑廃水処理施設の運転管理において、管理会社と
の連携を密に行うことにより、異常発生時に速やかに対策を講
じ、運転の支障となるトラブルを回避した。 
坑廃水の水量に応じてパッシブトリートメント方式（人工湿地
を活用した自然力活用型坑廃水処理方式）とアクティブトリー

２．石炭経過業務の適切な実施 
 
・貸付金償還については、回収計画
額を大きく上回る貸付金を回収。 

 
・旧正栄炭鉱及び旧新屋敷炭鉱の坑
廃水処理施設においては、処理水
の排水基準クリアと低コスト化を
達成し関係者からも高い評価を得
ている。 

 
・鉱害賠償・復旧工事については、
関係者へ適切かつ丁寧な対応を行
い、無事故で迅速かつ適切に復旧
工事、金銭賠償が行われている。 

 
 
 
＜評定に至った理由＞  
・貸付金償還については、回収計画
額を上回る貸付金の回収を行って
おり（達成率：371％）、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（自然力活用型坑
廃水処理）方式を採用し、処理水
の排水基準クリアと低コスト化を
達成。の技術をペルー政府職員受
入研修及び鉱害防止自治体担当者
会議において参加者に共有し、坑
廃水処理として早急に検討したい
との反応があったことは、今後の
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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。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
【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。 

 
【坑廃水改善対策関係】 
3.旧松岡炭鉱（福岡県）の坑廃水処理施設については、平成 27
年度から実施している坑廃水改善対策工事を継続し、監督業
務及び安全管理を着実に行った。また、関係自治体及び地元
関係者に対し、工事進捗に合わせて事前に工事内容の説明を
行うとともに、協力を依頼し了解を得た上で工事を実施した。 
・旧正栄炭鉱（福岡県）坑廃水処理施設は、人工湿地の植生
管理を行うとともに、監視システムによりポンプの運転等の
異常を確認した場合は速やかに原因究明、対策を講ずるなど、
適切に運転管理を行った。定期的に水質を分析し、年間を通
じて排水基準をクリアした。 
・金属環境事業部が実施した鉱害防止自治体担当者会議に積
極的に協力し、パッシブトリートメント方式坑廃水処理施設
における JOGMEC の実績及び知見を対外的にアピールし
た。 
・旧新屋敷炭鉱（佐賀県）坑廃水処理施設は、人工湿地の植
生管理及び導水路の清掃を定期的に行い施設の適切な稼働を
図った。定期的に水質を分析し、年間を通じて排水基準をク
リアした。 
・旧富士炭鉱（長野県）及び旧鎮西炭鉱（福岡県）の坑廃水
については、水質調査計画に基づき定期的に調査を行い、水
質に変化がないことを確認し、調査終了後、河川管理者に調
査結果を適切に報告した。 
 
 
 
【鉱害賠償関係】 
4.特定鉱害応急の申出に関しては、申出 50 件（本部 5 件、支
部 45 件）に対し 22 件（本部 4 件、支部 18 件）を採択した。
当該業務に対しては優先的に人員を配置し現地調査を実施す
るとともに、採択した案件に対し必要に応じて緊急の二次被
害防止工事を講じた。特定鉱害応急工事は前年度採択分も含
め 21 件（本部 3 件、支部 18 件）の応急対策工事を完了した。 
・特定鉱害復旧の申出に関しては、申出 376 件（本部 0 件、
支部 376 件）に対して 210 件の処理（採択、不採択、返送等
の処理）を行った。申出件数の詳細は、前年度までの申し出
分 160 件（本部 0 件、支部 160 件）、平成 29 年度の申出 216
件（本部 0 件、支部 216 件）である。 
・特定鉱害の賠償（復旧工事・金銭賠償）は、前年度からの
継続工事 4 件（本部 0 件、支部 4 件）を実施するとともに、
平成 29 年度新規賠償として、22 件（本部 0 件、支部 22 件）
の特定鉱害賠償契約を被害者と締結し、10 件（本部 0 件、支
部 10 件）の復旧工事を完了し、12 件（本部 0 件、支部 12
件）の金銭賠償を完了した。 
 
 
＜その他事項＞ 
なし 

トメント方式（曝気等による坑廃水処理方式）を切り替えて施
設を稼働することにより低コストの運転を維持した。 
・金属環境事業部が九州支部で実施した平成 29 年度鉱害防止
自治体担当者会議に積極的に協力し、過去に行ったパッシブト
リートメント方式の実証試験の結果、並びに旧正栄炭鉱におけ
る当該方式の運用実績に基づいた水質改善の有効性及び管理
コスト等の優位性を自治体の廃水処理業務に関わる職員に説
明し、自治体職員の知見の向上に寄与するとともに、当該廃水
処理分野における JOGMECの実績及び知見を対外的にアピー
ルした。 
・旧新屋敷炭鉱坑廃水処理施設の運転管理において、定期的か
つ適切なメンテナンスを行うことにより運転の支障となるト
ラブルを回避した。年間を通じてパッシブトリートメント方式
による低コストの運転を維持した。 
 
4.特定鉱害応急の申し出に関しては、地域内の生活環境への影
響に配慮しつつ、二次被害の防止の観点から迅速に調査に着手
し採否を決定し、無事故かつ適正に応急工事を実施した。 
・特定鉱害復旧の申し出に関しては、被害確認を迅速に行い、
前年度同等の迅速な採否処理期間（24 か月から 12 か月へ短
縮）を維持した。採否処理については、申出物件が現地調査の
対象か否かの判断として、申出箇所の過去の石炭採掘状況、管
理鉱区の有無等の確認を行うとともに、必要に応じて試錐調査
を実施し、その結果をもとに申出者及び関係者に丁寧な説明を
行い、不要なトラブルを回避した。 
・特定鉱害賠償については、採択物件の権利者が鉱害申出時の
物件所有者と異なる等の支障により、当方の賠償業務を進める
ことができない案件に対し、採択物件の権利関係や正式な相続
者等を特定するため個別に指導や助言を行い支障の解消を図
り、賠償業務の適切な実施を図った。 
復旧工事及び金銭賠償の実施段階においては採択物件の権利
者及び関係者の理解と協力を得るため丁寧な説明を重ね、業務
の適切な実施を図った。 
 
 
以上のように、平成 29 年度実績のアウトプット指標に対する
達成度は貸付金償還業務における定量的指標で 371％、全体で
も 100％を超える成果を達成した。これにより石炭経過業務に
必要な資金を確保した。 
坑廃水改善対策については旧松岡炭鉱坑廃水処理施設の工事
を無事故で実施した。 
旧正栄炭鉱及び旧新屋敷炭鉱の坑廃水処理施設の運転管理を
適正に行い処理水の水質基準を厳格に順守するとともに、施設
の管理経験を十分に活かし、人工湿地の植生の管理等を適切に
行いながら、パッシブトリートメント方式の効果を最大限活用
し、低コストの運転に寄与した。 
金属環境事業部が実施した平成 29 年度鉱害防止自治体担当者
会議において、旧正栄炭鉱のパッシブトリートメント方式に関
する運転管理等のノウハウを自治体職員に共有した。参加者か
らは当該方式を県内の坑廃水処理として早急に検討したいと
の反応があった。 
鉱害賠償については、緊急の対応が必要となる特定鉱害応急工
事を迅速かつ無事故で実施した。特定鉱害復旧の申出について
は、前年度からの迅速な採否処理期間（24 か月から 12 か月へ
短縮）を維持し処理を行った。 
以上により、質・量的な結果を勘案して評定をＡとした。 

技術活用を図る上で大きな成果で
ある。 
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４．その他参考情報 

 

 

【法人単位】 （単位：百万円、％） 【金属鉱業等鉱害防止積立金勘定】 （単位：百万円、％）

平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末

（初年度） （最終年度） （初年度） （最終年度）

前中期目標期間繰越積立金 2,183 2,131 2,121 2,120 2,117 前中期目標期間繰越積立金 43 34 24 23 20

目的積立金 － － － － － 目的積立金 － － － － －

積立金 － 2,744 3,721 2,984 3,637 積立金 － － － － －

うち経営努力認定相当額 － うち経営努力認定相当額 －

その他の積立金等 － － － － － その他の積立金等 － － － － －

運営費交付金債務 4,501 7,486 8,442 5,434 － 運営費交付金債務 － － － － －

当期の運営費交付金交付額（a） 19,580 20,057 19,713 17,860 23,920 当期の運営費交付金交付額（a） － － － － －

うち年度末残高（b） 4,501 7,486 8,442 5,434 － うち年度末残高（b） － － － － －

当期運営費交付金残存率（b÷a） 23.0% 37.3% 42.8% 30.4% 0.0% 当期運営費交付金残存率（b÷a） － － － － －

【石油天然ガス等勘定】 （単位：百万円、％） 【金属鉱業等鉱害防止事業基金勘定】 （単位：百万円、％）

平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末

（初年度） （最終年度） （初年度） （最終年度）

前中期目標期間繰越積立金 － － － － － 前中期目標期間繰越積立金 172 129 129 129 129

目的積立金 － － － － － 目的積立金 － － － － －

積立金 － － － － － 積立金 － － 1 4 9

うち経営努力認定相当額 － うち経営努力認定相当額 －

その他の積立金等 － － － － － その他の積立金等 － － － － －

運営費交付金債務 3,970 6,450 7,444 4,955 － 運営費交付金債務 － － － － －

当期の運営費交付金交付額（a） 16,012 16,476 16,096 14,154 20,245 当期の運営費交付金交付額（a） － － － － －

うち年度末残高（b） 3,970 6,450 7,444 4,955 － うち年度末残高（b） － － － － －

当期運営費交付金残存率（b÷a） 24.8% 39.1% 46.2% 35.0% 0.0% 当期運営費交付金残存率（b÷a） － － － － －

【投融資等・金属鉱産物備蓄勘定】 （単位：百万円、％） 【石炭経過勘定】 （単位：百万円、％）

平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末

（初年度） （最終年度） （初年度） （最終年度）

前中期目標期間繰越積立金 574 574 574 574 574 前中期目標期間繰越積立金 － － － － －

目的積立金 － － － － － 目的積立金 － － － － －

積立金 － 653 1,079 － － 積立金 － － － － －

うち経営努力認定相当額 － うち経営努力認定相当額 －

その他の積立金等 － － － － － その他の積立金等 － － － － －

運営費交付金債務 11 19 27 28 － 運営費交付金債務 － － － － －

当期の運営費交付金交付額（a） 76 80 81 81 82 当期の運営費交付金交付額（a） － － － － －

うち年度末残高（b） 11 19 27 28 － うち年度末残高（b） － － － － －

当期運営費交付金残存率（b÷a） 14.5% 23.8% 33.3% 34.6% 0.0% 当期運営費交付金残存率（b÷a） － － － － －

【金属鉱業一般勘定】 （単位：百万円、％） 　※　四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないことがある。

平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末

（初年度） （最終年度）

前中期目標期間繰越積立金 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394

目的積立金 － － － － －

積立金 － 2,091 2,640 2,980 3,628

うち経営努力認定相当額 －

その他の積立金等 － － － － －

運営費交付金債務 520 1,017 972 451 －

当期の運営費交付金交付額（a） 3,492 3,501 3,536 3,626 3,594

うち年度末残高（b） 520 1,017 972 451 －

当期運営費交付金残存率（b÷a） 14.9% 29.0% 27.5% 12.4% 0.0%


