
I． は じ めに

　銅・亜鉛等の非鉄金属資源は世界的規模で消費

量が増大してきており，国内ではほとんど調達で

きない我が国は非鉄金属資源の供給を海外に依存

している。我が国経済の維持・発展のためには，

安定的にこれら資源を確保する必要があり，海外

での非鉄金属資源探査が長年にわたり実施されて

きている。

　非鉄金属鉱床はその周辺に変質帯を伴うことが

多く，この変質帯を安価かつ迅速にマッピングす

る方法について長年研究・開発が続けられてきた。

変質帯とは，ある種の変質作用が及んだ範囲を指

し，鉱床を中心にいくつかの変質帯が累帯配列を

示すことが多い。斑岩銅鉱床に伴われる変質帯の

例を図 1に示す。我が国の銅鉱石の輸入は約 120

万 t（金属量）であり，そのうち自主開発・融資買

鉱鉱石（鉱石総輸入量の 70％に相当）の 90％は

斑岩銅鉱床から生産されたものである。

　衛星リモートセンシングの特徴は，広域データ

が瞬時に取得できること，自由にどの地域でも観

測できること，データが繰り返し取得できること

にある。この特徴を生かした変質帯マッピングに

ついてその開発の歴史を概観し，最新のマッピン

グ手法について述べる。さらに，近年注目されて

いる衛星 DEMの利用について述べる。

II．衛星データ利用方法の変遷

　民間で資源探査を目的として衛星データが利用

できるようになったのは 1980年代である。1980

年代にはLandsat MSSが利用された（衛星搭載セ

ンサ略号の意味，センサの観測波長域等は http:// 

www. restec.or.jp/ や http://www.ersdac.or.jp/ を

参照されたい）。このセンサは可視域から近赤外域

にのみ複数の観測波長域（以下，バンドと呼ぶ）

を持つ設計であったため，変質帯抽出における利

用は限られたものであった。利用例としては，斑

岩銅鉱床に伴われる黄鉄鉱帯（図 1：地表付近で

は風化し鉄酸化物となっている）を抽出するにと

どまった。

　1990年代には，Landsat TMが利用できるよ

うになった。このセンサは可視域～近赤外域に加

え短波長赤外域（波長域は 1.5～ 2.5 μ m）に複数

のバンドを持っていたので，粘土化変質帯やフィ

リック変質帯を抽出することが可能となった。た

だし，両者を識別することは困難であった。

　2000年代に入り短波長赤外域に設定されたバ

ンド数が飛躍的に増え，ASTERでは 6バンドを

持つようになった。ASTERデータを利用すると，

フィリック変質帯，粘土化変質帯やプロピライト
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変質帯を分帯することが可能となり，さらに変質

鉱物の量比まで推定できるようになった。その例

を次章に述べる。

III．変質鉱物同定手法とその解析事例

　岩石の反射スペクトルからその岩石の構成鉱物

比を精度よく求めるモデルとして等粒子モデル

（Hiroi and Pieters, 1992）がある。このモデルは，

粘土鉱物のように反射スペクトルが強い吸収を示

す鉱物の混合においてその反射率変化をうまく説

明できる。ASTERデータを適切に反射率へ変換

できれば，等粒子モデルから構成鉱物量比を推定

できる。

　ASTERは可視域～短波長赤外域に 9バンドを

有している。9バンドの反射率が利用できれば，

同時に 10鉱物の含有量が推定可能である。地表に

分布する鉱物の種類は多岐にわたるが，主要鉱物

の数はそれほど多くはない。現在，含有量を同定

可能な鉱物として 13種類を準備している。ただ

し，いずれの鉱物も特有の反射スペクトルパター

ンを有するものでなければならない。これらの鉱

物に加えて，ほぼ一様な反射率を有する鉱物を同

定鉱物として加える必要があり，現実には 8～ 9

変質鉱物が同定可能となっている。

　ここで述べた変質鉱物同定手法を用いて変質帯

の分帯を行った例を図 2に示す。対象地域（面積

15　km× 20　km）は南米チリ共和国北部の山岳地

帯に位置する。本地域には世界最大級の斑岩銅鉱

床である Escondida鉱床や Zaldivar鉱床が位置

し，露天掘りで鉱石生産を行っている。さらに未

開発のEscondida Norte鉱床も両鉱床に隣接して

いる。変質鉱物同定結果を見ると，鉱床位置と変

質分帯結果とが良い対応を示している。

IV．衛星 DEMの利用

　前記したチリ共和国北部のように乾燥地域であ

れば，衛星データから地質・構造に関する多様な

情報を引き出せ非鉄金属鉱床探査に活用できる。

しかし，日本のように植生が繁茂する地域では衛

星データの資源探査への利用は限られたものとな

る。これは地表が植生に覆われ地表に分布する岩
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図 1　斑岩銅鉱床に伴われる変質帯模式断面図
（Lowell and Guilbert, 1970 を改変）．

図 2　チリEscondida斑岩銅鉱床周辺の変質帯
分布図

図 3　SRTM DEM 陰影図（チリ共和国北部海
岸山脈の一部，面積約 50　km× 50　km）．



石・土壌の情報を直接把握できないことによる。

　前記 ASTERは地表の標高情報を提供してくれ

る。また，2002年に実施された SRTM（Shuttle 

Radar Topographic Mission）により作成された

90m DEM（Digital Elevation Model）が公開さ

れ，インターネット経由で入手可能である。この

DEMから作成した陰影図例を図 3に示す。この陰

影図から断層が読み取れ，山地の形状も多様であ

ることがわかる。

　このような地形情報を地質・構造解釈に生かせ

ないか検討を行っているので以下に紹介する。

　まず岩相区分やリニアメント抽出への応用であ

る。起伏量と高度分散量との間に正の相関がある

（Ohmori, 1978）。これを利用し，標高と高度分散

量との間の関係を求めると両者は指数関数で近似

できる。この回帰式からの乖離度合を高度分散量

異常と定義すると，図 4のような結果が得られる。

この図では北海道釧路炭田付近の約 4　km× 5　km

の範囲を対象に高度分散量異常を明暗の違いとし

て表現している。同図右側に示した地質図と比較

すると，断層が高度分散量異常図では明暗境界と

して表され，また，岩相の違いが明暗の違いとなっ
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図 4　国土地理院 50　m メッシュ DEM から求めた高度分散量異常．

図 5　ASTER DEM を用いたリニアメント自動抽出結果．



て現れてきている。

　次に DEMを利用したリニアメント自動抽出例

を紹介する。リニアメント判読は航空写真や衛星

画像を用いて実施されてきたが，判読者の技量に

より結果が大きく異なることや光源（太陽）位置

により判読結果が異なってくるなどの問題点が

あった。ここで目指すリニアメント自動抽出は常

に一定の抽出結果が得られ，かつ，他地域との比

較が可能となるものである。

　リニアメントを抽出するために利用する地形特

徴は，①直線的な流路，②直線的に配列する傾斜

変換点，および③直線的な山地 /平野境界である。

これらの要素からリニアメントを自動抽出し，そ

の位置と標高（DEMの値）を追跡し両者に一定の

傾向が認められる場合にその傾斜を推定する。対

象地域は阿武隈山地東縁部分である。この地域に

は NNW-SSE系の双葉断層や畑川断層の存在が

知られている。使用したデータはASTER DEMで

ある（図 5）。

 

V． お わ りに

　今回ご紹介した解析技術は日鉱探開（株）の技

術陣が開発した成果の一部である。

　衛星リモートセンシングは資源探査において未

だメジャーな技術とはなっていないが，今後，解

析技術のさらなる向上を図ることにより達成可能

な目標と考える。これまで日鉱探開（株）の衛星

データ解析技術開発にご協力いただいた皆様に厚

くお礼申し上げる。
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