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1. はじめに 
 化石燃料の燃焼その他で生成され、大気中に自然放散される CO2 を地下の帯水層その他

に圧入・固定する技術（Geologic sequestration）は、地球温暖化を抑制し、なおかつ持続可

能な開発を実現するという現実的な観点からは非常に重要である。一方でこの技術の実施

事例が、今のところ海外における事例（北海での Sleipner field 例、 Arts et al., 2002 他）が少

数あるのみで、手法として十分に確立されているわけではない。CO2 圧入後の地下における

流動状況は、地下構造の様々なスケールにおける複雑さに対応した浸透率の不均質性、異

方性等の影響をうける。本技術開発は、CO2 圧入による地下における状態の変化を、3 次元

地震探査を繰り返し実施し、人工地震応答の変化と圧入量および帯水層の厚み・広がりとの

関係を検討することを目指す。これは CO2 圧入・固定技術（あるいは CO2地中貯留技術）の

安全性への社会的合意形成確立に向けた安全性評価技術（モニタリング）の一環として位置

づけられる。石油天然ガス探査での適用事例から推し量られるように、地下に圧入した CO2 

の空間的時間的挙動を広域的かつ直接的に高分解能で可視化する方法としてこのような人

工地震探査手法は有効なものと考えられる。 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が新潟県長岡市岩野原で実施した帯水層

への圧入実証試験場を含む地域をモデル調査域として選び、振動振源を用いた 3次元地震

探査を平成 15 年ならびに 17年に実施した。これら 2回の 3次元地震探査データを用いて、

主として圧入流体に起因する帯水層での変化を地震探査応答の変化により検知し本手法の

有効性を検証する（Sakai, 2004）。 

 

 

2. 技術開発の概要  
2.1 地震探査データ収録 

 平成 15年 7月 28日から 8月 11日の期間、1 回目の 3 次元地震探査作業を実施し地震

探査データを取得した。さらに、平成 17年 7 月 17 日から  8 月 1 日の期間、2 回目の 3 次元

地震探査作業を実施し地震探査データを取得した。調査は、圧入坑井を含む約 2 x 2 km の

範囲で実施した。基本仕様は 2回の調査のいずれも、データサンプリング間隔 2 ミリ秒、デー

タ長 4 秒で、磁気データ収録を行った。また 1 回目ならびに 2 回目共、地震探査の人工振

源としては、道路幅、あるいは地下埋設物の有無等の地表条件により振動振源であるミニバ

イブロサイスと大型バイブロサイスの二種を使い分けた。 2 回目の調査時点で 1 回目に実施

可能であった一部の地点での発振点の配置がさまざまな理由でできなくなったが、 1 回目に

環境保全のため、国営越後丘陵公園内で選点が許可されなかった発振点および受振点を 2 

回目で新たに許可を得、それらの地点を追加し、さらに岩野原旧圧入敷地内に新たに地点

を追加しデータ品質の全体的な向上を図った。 
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2.2 地震探査データ解析 

人工地震波応答の変化により CO2 圧入の効果を検知するためには、反射振幅表示の忠

実度を高めることが求められる。そのため、個々の調査データに対するデータ処理手法が適

切であることはもちろん、地下での対象層準での目的とする本来的な状態変化に起因するも

の以外のものの影響（受発振点配置、静補正、環境雑音等）による両取得データ間の振幅、

周波数、位相、時間等の差異を最小化することを目指す必要がある。このデータ処理を比較

データ処理とよぶ。従来の反射法地震探査データ処理に加えこれらのデータ処理を両調査

データに対する並行処理として実施した。この比較データ処理と並行して、再現性指標によ

る品質管理を実施した。データ処理の各段階での再現性指標の向上は著しいことからその

手法全体の有効性の高さがはかられる。以上により求めた 3 次元地震探査データの組を用

い、検層データとの対比を行い対象層内で良好な一致を得た。 

 
2.3 地質データ解析 

地球物理検層データを用い、取得した地震探査記録解釈に必要なマーカーの設定を

行った。調査域周辺を含めた広域の坑井対比の結果、北東‐南西方向には、各 Unit（対

象区間を本技術開発の一環として新たに 5 Unitsに区分）とも層厚が安定しており、比

抵抗値（地層導電率）変化の類似性が高いことが分かった。これは、同様な岩相が同

程度の厚さで広がっていると解釈される。一方、北西‐南東方向の対比では、一部の

Unit で層厚の変化や、比抵抗値変化が異なる。つまり、同方向には層厚・岩相が変化

しやすいと解釈される。これは、3 次元探査データの反射層序対比のガイドとするこ

とができる。さらに、既往検層データを用い岩相の再評価を行った。また文献調査等

も含め調査地周辺の堆積環境の復元を試みた。これらの評価作業をベースとして地震

探査記録から地下の推定される物性値との対応を検討した。 

 
2.4 帯水層評価 

 坑井データの垂直分解能は非常に高いが、水平方向について精度高く議論することは困

難である。一方で地震探査データの垂直分解能はそれらより小さいが空間的データは連続

し、データの得られる空間領域を大きくすることは容易である。物理量の測定の多様性は坑

井データがまさり、地震探査データは直接的には弾性波速度に関連するものに限定される。

これらのデータを組み合わせることにより、様々の物理量（孔隙率、浸透率等）の空間分布を

推定することを検討した。周辺の坑井データ等を用いた地質拘束条件（層序区分、岩質等）

を与え、各物性値間の統計的関係を求める。調査域内で、ある往復時間深度での音響イン

ピーダンス（密度と縦波速度の積）その他と地震探査データを用い、同一深度での物理量を

目的関数として、両者の関係を非線形解析手法により推定した。インピーダンスの推定のた
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めに、時間断面図の高分解能化処理を行った。このようにして推定した孔隙率および浸透率

の空間分布は CO2 の流動方向を予測するものと考えられる。 

 
2.5 地震探査データの経時変化領域の検知 

 地震探査データを用いて 2 回の 3次元地震探査の間に圧入された CO2の分布に起因す

ると考えられる変化をいくつかの方法で空間分布として推定した。これらは異なる手法の結果

であり、結果が完全に一致することは先験的には求められない。解析の結果これらの独立し

た手法で推定した分布パターンにおおむね類似する傾向が認められた。この結果と、基準

地震探査で推定した物理量（孔隙率、浸透率）の分布の関係を検討し、坑井近傍の高孔隙

率あるいは高浸透率の領域と繰り返し地震探査データでの変化の領域が同様、類似傾向の

分布パターンを示すことが確認できた。CO2の分布を決定するものの主要な物理量が浸透率

の分布であるとすれば、基準状態のデータを適切に解析すれば、部分的にその将来分布予

測を可能にすることを示す。ただし、地震探査の手法で一義的に得られるのは、弾性波速度

に関わることであり、それ以外の物理量の分布については、それとは独立な何らかの観測、

例えば検層、あるいは物理量間の関係（統計的な関係）が対象地域で既知であることが求め

られる。また地震探査データの品質に大きく依存していることは留意しなければならない事項

である。 

 
 
3. 技術開発の内容  
3.1 3次元地震探査データ取得  

3.1.1 調査地域概要 

 調査対象地域は新潟県長岡市深沢町と親沢町にまたがり、財団法人地球環境産業技術

研究機構（RITE）が圧入実証試験を実施の岩野原圧入基地を中心とした半径約 1 km の地

域である。基地周辺を含む中央部はなだらかに南東に傾斜する段丘上の地形を呈し、その

下端部では 2 つの町の集落が北東から南東に並ぶ。これらの集落の南東部を結んで国道 

404 号線が北東から南西にほぼ直線上に走る。国道の南東側は渋海川まで平坦地で水田

が広がる。傾斜地の北西側は海抜 50m あたりより急な北西上がりの斜面をへて丘陵地となる。

この丘陵地は高さがおおむね 150m 以下で頂部は台地状の地形である。丘陵地の両翼には

急斜面をもつ小谷が発達し、小川として渋海川に注いでいる。丘陵地は落葉広葉樹を主とし

た樹林に覆われている。傾斜地は畑地、牧草地、ススキなどの生い茂る荒地、あるいは小規

模の樹林である。南西側では頂部付近が開墾された丘陵が集落と接している。圧入基地の

北側から北西側丘陵地のほとんどは国営越後丘陵公園、一部が地域整備公団所有地となっ

ている。道路については国道、県道等の主要幹線道路は舗装されているが、その他は自動
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車が通行可能のものも多くは未舗装である。また、圧入基地を含む南東側の 400m 四方程

度はほぼ格子状の道路網がはりめぐらされているが、その外側では自動車の運行可能な道

路そのものが非常に少なくなり、分布形状も不規則になる。丘陵地については、踏み分け道

があるのみである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 測線計画 

 地震探査とは、地表に、地下に向けて弾性波を発振する振源（人工地震源）と受振器（速度

型地震計）を設置し、地下を透過、屈折、反射、散乱あるいは回折して、地表にもどってくる

弾性波を受振器で観測し、観測したデータを用いて、地下の弾性波反射イメージ（理想的に

は弾性波速度分布）を復元することをめざす手法である。地下に伝搬する弾性波が対象深

度全体をカバーできるように発振点（振源位置）と受振点（受振器設置位置）を対象となる調

査域に広く配置する。3 次元地震探査とは、これら発振点ならびに受振点の配置が地表にお

いて面的（2 次元的）なものを指し、得られる地下情報は 3 次元的な広がりをもつ。一方、配

置が線的（1次元的）なものは 2 次元地震探査と呼び、得られる地下情報は基本的には 2 次

元的な広がりをもつものとするが、弾性波の伝搬が 3 次元的であることにより、3 次元的な地

下情報の影響を受けるため 2 次元情報を正確には表現しないという問題点がある。従って、

地震探査を厳密に実施するには 3 次元地震探査が求められる。 

陸上での 3 次元地震探査の測線配置法（受振点、発振点の地表での幾何学的配置パタ

ーン）は受振点ならびに発振点が規則的に配列する場合では、スワス法（受振測線と発振測

線を同一にし、単一の発振測線で複数の受振測線でデータ収録）、直交法（受振測線と発振

測線が直交）その他があり、いずれも広く使用されている。このような配置法が実施可能なた

めには地表に適当な間隔の格子状の道路あるいは発振点ならびに受振点の配置が自由に

Fig.3.1-1 Survey area 

map where green line 

shows the boundary of 

the national park and sky 

blue line encompasses 

Iwanohara injection test 

site. Red circle shows 

the injection well 

location. 
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とることができる土地があることが条件となる。今回の対象調査域は既に述べたような地勢で

ありこれらの代表的な調査方法を全域で適用することが困難と判断された。ただし、調査域の

中央部では格子状の道路を用いたスワス方式が近似的に実現可能で、またその周辺では不

規則な道路の配置により、反射点が 2 次元的に散布されるという効果があり、スワス法本来の

欠点である測線間での重合数の空間的な分布の欠損が一部で補われる。 

今回の調査域は狭いため、全域に受振点を設置した後、発振点の移動にあわせて一部の

受振器を移動すること（受振器個数が限られている場合の標準的方法）は行わず、調査期間

中、すべての受振器で受振可能な状態にしてデータ収録する方法を採用した。これにより調

査作業効率を保持しつつ、重合数を増すことが可能となる。一方このような調査法では多数

の受振器を常時保守するという条件が課せられる。そのためには QC 機能の充実した探鉱

機（磁気データ収録システム）が必要となる。今回 2 回の調査に用いた、有線テレメトリー式

探鉱機 JGI/JAPEX GDPS-4a システムの機能はそのような目的を満足するために開発したも

のである。この探鉱機では 6 受振点毎に設置された RSU（Remote Station Unit）で受振器が

とらえた地震波信号を  24 bit データに変換し、伝送ケーブルを経由して CRU（Central 

Recording Unit）と呼ぶデータ収録装置に収録する。探鉱機 GDPS-4a の仕様の詳細は 

Tables  3.1-1および 3.1-2 を参照されたい。 

 

 調査測線配置の最終的な選定は、 

・ 発振ならびに受振点選定可能地点の調査 

・ 国営公園、道路使用許可等の条件の確認 

・ 調査地地権者への周知および同意とりつけ 

・ 道路埋設物など、起振により破損する可能性のあるものの確認 

・ 雑音源の調査 

・ 調査能率、作業予算に適合させる等 

などの制約条件を現地に出向き調査する。これらに加え、 

・ 受振点間隔 

・ 発振点間隔 

・ 記録サンプリング間隔 

・ 収録記録長 

などを、調査対象にあわせ決定する。 

次に受振点、発振点の配置案を複数作成し、3 次元地震探査計画による 3 次元地震探査

のシミュレーションを行う。これにより重合数（発振点と受振点を結ぶ線分の中点位置の基本

格子内の個数）、オフセット分布（発振点と受振点の距離）、方位角分布（発振点と受振点を

結ぶ方位角）などの幾何学的指標を可視化し、試行錯誤的に改良して最適なものを最終的
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に決定する。これと並行して、モデリング（波線追跡、重合速度解析等）を実施し、測線配置

の不具合を検討する。調査期間の上限（予算）は大きな制約条件ではあるが、もっとも支配的

なのは、調査域での所与の地表条件である。今回の調査では、北側から北西側に国営公園

があり、発振点および受振点の設置が困難であった。これにより、幾何学的指標のうち方位

角分布に偏りがもたらされた。2 回目に北西側で追加した発振点はそれを改良するのに役立

ったが、均一なオフセット分布という観点では依然必ずしも十分ではない。  

 調査地内の国営公園での作業については、公園管理者より、自然環境保全を強く求めら

れた。そのため 1 回目調査においては当初の測線計画の大幅変更を余儀なくした。公園内

での一部の実施箇所について、第三者機関により貴重植物種に関わる環境影響調査を実

施した。2 回目調査時点では、国営公園内で大規模な道路つけかえ工事などが進行してい

て、当初の環境に大きな変化がもたらされていた。それに伴い作業実施条件も若干緩和し一

部地点での発振点追加も許可された。環境影響調査を 2 回目も同じように実施し、それぞれ

の時点での調査結果による探査作業への指針に従い、いずれの地震探査も実施することが

できた。 
 
Table 3.1-1     Specifications of CRU of  JGI/JAPEX GDAPS-4a system 
 

Line Capacity 512 lines × 2 

Channel Capacity 2034 channels / line 

Master Unit VME Bus system 
Processor: SPARC VME board/Sun SOLARIS 2.x 
Multi-line Controller 
Auxiliary Channel Controller 
Source Controller 
Rasterizer 
DSP  

Tape Drive 1/2’’ Cartridge Tape Drive 
9-track, 8mm Tape Drive(optional) 

Plotter 12-24’’ Thermal Plotter 

Operator Interface 17-24’’LCD Color Monitor with Keyboard and Mouse 
Printer Compact Printer 
Management Software Complete control over GDAPS-4A devices for efficient field 

operation. 
2D/3D survey design 
Seismic Data Recording 
Quality control 

Seismic data analysis 
Trace display on screen 
Real time noise monitoring 
Complete Field Unit tests 

Parameter and status logging/report 
Other utility function 
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Table 3.1-2     Specifications of  RSU of JGI/JAPEX GDAPS-4a system 
 

A/D converter 24-bit (23+Sign) Δ-Σ 
Digital Filter Linear, Minimum Phase (Built-in Time Zero) 
Data Channel/RSU 6 
Sample Interval 0.5,1, 2, 4 ms 
Maximum Record Length 32,768 samples 
Frequency Response DC to 822 Hz at 0.5ms samples interval 
Cross-feed Isolation <-100 dB 
Pre-amp Gain 6, 18, 30 dB 
Dynamic Range 120 dB 
Distortion 0.0005 % 
Common Mode Rejection >100 dB at 30 dB ore-amp gain 
Maximum Input Signal 1.6 Vrms at 6 dB pre-amp gain 
Equivalent Input Noise <1.48 µVrms at 6 dB pre-amp gain  

(2 ms sample interval) 
Power Consumption 2.52W (0.42 W/ch×6 channels) 
Weight <6 kg 
Size 304 mm(W)×264 mm(D)×170 mm(H) 

 
 
3.1.3 発振機器 

 3 次元地震探査の振源は、同一仕様で複数回の調査を行うには、調査記録の再現性の確

保が重要である。対象深度が 1000 – 1500m 程度で、指定の調査期間内に国内で調達可能

な機器候補のうち、一定の継続時間に周波数を連続的に変化させた信号波を地表から地下

に送り込むシステムであるバイブレータ（バイブロサイス）を最適なものとして選択した。バイブ

レータは発振点（人工起振点）を同一にすれば、再現性をほぼ確保できること、振源波形の

周波数帯域の制御が容易であること、さらに、移動型のため、作業効率の点で有利である。こ

れに比べて、今回の目的に従えば、爆薬型振源は広帯域の波形が確保できる可能性がある

という点（浅層部の構造に依存して必ずしも満足されない場合もある）を除くといずれの点で

も劣る。 バイブレータ振源は 2 種（Y-2400、MiniVib）用いた。測線計画で発振点として選定

したもののうち、道路の幅員が狭いものならびに地下埋設物がある場合については、

MiniVib（ミニバイブレータ）、広いものについては Y-2400（大型バイブレータ）とした（バイブ

レータの仕様は Table 3.1-3 を参照）。実際には、屈曲する道路に追随して移動することが可

能かについては現地踏査により確認することを要する。調査そのものはこの 2 種の振源の運

行計画を綿密に立案して、実施することとした。 

 このように選択したバイブレータ振源の振源強度は、地表ならびに地表付近の条件にも依

存して場所毎に異なる。例えば両振源の比較地点での一つの例では速度振幅で約 5 倍で

あり、データ解析の段階で、これらの強度のさまざまの地点での差異を補償した。このように

異種振源データは、データ解析段階で両者のデータの振幅、位相を適正に補償することが
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必要となる。振源を空間的にできるだけ均一に配置するという目的では、複数の振源をそれ

ぞれ最適な地点で用いることは、3 次元調査方法としてはむしろ求められるものである。これ

らの効用については、調査後、定量評価し、適切であったという結論を得ている。 

 
Table 3.1-3    Specifications of Vibrators in use 

 
 
Table 3.1-4 Specifications of geophone Table 3.1-5  Specifications of 3x3 strings 

geophone set 
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Fig.3.1-2   Y-2400 Vibrators at Iwanohara site          Fig.3.1-3  MiniVib on the farm road 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.1-4  RSU of JGI/JAPEX GDAPS-4a system      Fig.3.1-5 SM-7 geophone system 

 
3.1.4 データ取得仕様 

3 次元地震探査の主な調査仕様は以下の通りである。 

 

振源仕様 

スウィープ周波数 10-120Hz 

スウィープ長 12 sec 

バイブレータ台数 2（Y-2400）、1（MiniVib） 

振源間隔 20 m（隣接する受振点間の中点で発振を原則） 

受振系仕様 

固有周波数 10 Hz 

受振器数/点 9 

受振器間隔 20 m 

記録系仕様 

記録長 4 sec 

サンプリング間隔 2 msec 
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記録様式 SEGY format 

 

調査工程（1 回目） 

測量作業 7 月 25 日 ‒ 8 月 6 日（13 日間） 

測定作業 7 月 28 日 ‒ 8 月 11 日（15 日間） 

 

調査工程（2 回目） 

測量作業 7 月 9 日 ‒ 7 月 21 日（13 日間） 

測定作業 7 月 17 日 ‒ 8 月 1 日（16 日間） 

 

3.1.5 品質管理 

 1 回目の本調査収録作業に先行して、振源仕様のための現場データ収録テストを実施した。

これは現場作業効率と取得データ品質のトレードオフを検討することを目的とする。一般に、

同一地点でのバイブレータの発振回数を増加すると加算された地下への透過エネルギーを

増大化することは可能である。もちろん道路の損傷などを考慮すると限度があるし、事前の調

査日数の制約がある。取得データの品質を支配するものとしては、バイブレータの加算回数

に加えて、スウィープ周波数、スウィープ長、スウィープ波形の選択および整形などがある。こ

れらのいくつかの組み合わせについて、大型バイブレータとミニバイブレータについて、デー

タ取得を行い、記録比較を現場で行い最終仕様を決定した。あわせて両振源の比較記録を

収録した。これは異種振源間の振幅位相補償をデータ解析段階で実施する際に用いる。2

回目の 3 次元地震探査では 1 回目と同一の仕様でデータ取得を行った。現場状況（民家に

近接など）と作業効率を勘案して、事前に決定した仕様のうち、バイブレータの加算回数なら

びに使用のバイブレータの台数を適宜変更する場合もあった。 

 データ収録を実施中は、毎日測定開始前と測定終了後に、すべての受振点への信号を一

定時間収録した。その目的はすべての受振系の機器が正常に動作していることの確認と、受

振点近傍の周辺雑音（バックグラウンドノイズ）を収録することである。周辺雑音は必要に応じ

随時収録し、収録した通常記録の S/N の確認などの品質管理に用いた。国道、県道等の主

要幹線道での運行車両、砂利採石場、国営公園内道路工事（2 回目のみ）などに起因するさ

まざまな雑音が観測された。前二者は雑音源から特定の距離に入る受振点で 2 回の調査に

わたって観測された。週末には車両雑音は緩和する傾向にあったが、雑音源としてかなり恒

常的なもので、抑制は困難であった。2 回の調査時で、測定記録で大きな雑音を伴うものは、

現場段階では原則として再測定、それでも改善できなかったものはデータ解析段階で無効

データとして処理した。 
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3.2 3次元地震探査データ解析 

3.2.1 基礎データ解析 

 地震探査により測定したデータより以下のようなフローに従い、可視化断面（重合断面ならび

にマイグレーション断面）を作成した。 

 
3.2.1.1 基礎データ解析の方法の概要 

(1)  発振記録より CMP 記録の構成および CMP 重合記録について 

発振点毎にすべての受振点で収録した磁気データを発振記録と呼ぶ。発振記録より発振

点と受振点が同一地点となる地表での仮想的な点での観測記録系データ（ＣＤＰ重合記録）

に変換する計算操作を行う。CDP重合記録を CDP重合断面とも呼ぶ。重合断面とは地下へ

伝搬した弾性波が特定の反射点あるいは反射面より反射、散乱、回折したもので、もとの発

振点位置にもどる波群（さまざまの波を加算する）を往復時間の関数（反射時系列と呼ぶ）と

して処理し表示したものである。 

CDP 重合記録は無次元の垂直入射反射係数に比例する量で表される信号とそれ以外の

雑音成分が加算されたもので表示される。この雑音成分は例えば、残存表面波あるいは屈

折波成分、横波成分、横波あるいは縦波間の変換波、多重散乱波、回折波、境界波、振源

には係わらない諸雑音その他である。なお、地下構造が並行多層である場合は、上記の仮

想的点は発振点と受振点の結ぶ線分の中点位置 CMP（Common-midpoint）で表される。こ

れに従い、仮想的点を CMP で近似する。地下構造の複雑さが著しくない場合にはこの近似

は十分な精度で満たされる。反射面が傾斜している場合へ対応する標準的な方法（Dip 

Moveout、Prestack Migration 他）も知られており、比較データ解析の段階で評価試験を行っ

た上で実施した。以下では、CDP 重合のかわりに CMP 重合という用語を用いる。 

非常に多くの発振記録から、CMP 重合記録に関わる地表での発振点と受振点を結ぶ線

分の中点位置を共通とするデータを取りだし、編集したものを CMP 記録あるいは CMP トレ

ースと呼ぶ。今回の調査のように地表での受振点および発振点の配置が複雑であれば、中

点位置がすべての組み合わせで厳密に一致することはまれであるが、調査域を一定パター

ンの格子（ビンと呼ぶ）で分割し、その特定のビン内に入るものを取りだせば、ビンの幅の精

度で中点位置が共通となる。本調査では受振点間隔が標準で 20m であることからこのビンの

サイズを  10m x 10m と定義した。従って、 CMP 記録は、そのビンに中点位置

（Common-midpoint）が入るような発振点および受振点を定めすべての発振記録より選択的

に取り出したトレース群より構成される。ビン内の CMP トレースの数をそのビンでの重合数と

呼ぶ。なお、地下構造が複雑であると、ビン内での CMP の散布による解析結果への影響は、

ビンのサイズが大きくなると無視できなくなる。この点については評価試験により検討し、比較

データ解析段階でその補償処理を実施した。 

 

(2) 振幅補正および動補正（NMO補正）について 
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CMP 記録を構成する各トレースは発振点と受振点間の距離が様々なため、反射点（反射

面）までの往復走時はまちまちである。これらの往復走時の違いを補正（動補正あるいは 

NMO 補正と呼ぶ）したうえで加算（重合と呼ぶ）することにより、CMP 重合記録が作成される。

重合の操作は、信号に対してはその振幅を強調し、各トレースに含まれる信号に非相関の雑

音を抑制するという効用がある。一方で、個々の波線の経路が違う（例えば反射面への入射

角ならびに反射角が異なる）ことによる波形の変化が考慮されずに加算されるという不都合も

ある。CMP 重合をする前段階の CMP トレースを用いたものを AVO（Amplitude versus 

Offset）解析と呼ぶ。発振記録は伝搬することによる幾何学的な広がりの効果で振幅が小さく

なる。CMP重合記録では、この幾何伝搬効果を補償して、基本的には 1次元的な透過反射

効果に帰着させる。 

1次元的な伝搬による垂直入射反射率は音響インピーダンス Iの垂直方向の変化として以

下のように表される。  

 

 

ここで、音響インピーダンス I = ρ V (ρ :密度、V:縦波速度)で、I-th  層の音響インピーダン

スを Ii と表示した。このように観測される垂直入射反射率（単に垂直反射係数）は、2 つの物

理量で表される。 

 

(3) 時間マイグレーションについて 

CMP 重合断面図を構成するトレース群（CMP 重合記録）が示すものはそのまま地表での 

CMP の直下の構造を示すものでない。地下の速度の空間的変化に従い、屈曲して伝搬し、

CMP 位置で観測される。伝搬経路に従いもとの反射点位置に戻す操作をマイグレーション

（Migration）と呼び、時間マイグレーションと深度マイグレーションの 2 つに大別される。本調

査ではこのうち時間マイグレーションを重合後に実施した。さらに比較データ解析においては

重合前の段階で CMP記録を用い、評価試験の後に実施した。 

 

3.2.1.2 基礎データ解析 

データ解析のフロー評価試験の後、以下の解析フローに従い基礎データ解析を実施し

た。 

（1）  Ｔrace Edit（不良トレース除去および受発振点情報の書き込み他） 

全ての観測記録を表示して、記録品質の検証を行った。さらに基本データである受振点

および発振点の位置データおよび発振毎の受発振の関係ならびに位置リストの内容を点検

したうえで、各発振記録ヘッダーにセットする。これらの情報は CMP 編集、重合等のための

基本データとして用いられる。 

   !I
2 I

=
I i – I j

I i + I j
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（2）   Minimum Phase Conversion（最小位相変換） 

 2種のバイブレータ （Y-2400 と MiniVib）の実データ記録からゼロ位相基本波形を抽出し、

これをゼロ位相から最小位相遅れに変換する演算子を設計し記録トレースに適用した。 

（3）  FX Autoedit（異常トレース抑制） 

 振源近傍の強振幅ノイズや時間的、空間的に局在するノイズを除去する目的で FX予測フ

ィルタを用いた本手法を適用した。これは周波数領域における振幅の比較により不良トレー

スを検出し、空間ゲート内の正常なデータを用いて設計した予測フィルタで不良箇所を復元

する方法である。 

（4）    Surface Consistent Corrections（受発振点応答補正） 

 本調査のように地表起伏がある程度あり、表層付近の変化が予想される発振点および受振

点直下に固有の振幅特性を解析し、表層付近に起因する振幅、位相の変化を除去する手

法である。 

 発振点と受振点の各組の波形振幅 dijは 4 種の周波数応答が重畳したものであると仮定

できる。 

 
ここで si   :  i-th 位置での振源応答 

       gj   :  j-th 位置での受振点応答 

       hk   :  k-th CMP位置の地下での応答 

       yl   : オフセットに関係する応答 

yl は例えば距離が離れていることによる伝搬波形の広がり（幾何発散）による振幅の減少の

効果などを表す。この処理の目的は観測された dij より 4 種の応答を求めることである。上記

の関係式の自然対数をとり加算関係に変換した後、観測値とモデル値の最小二乗和が小さ

くなるように共役勾配法で各応答を算出した。一般に位相応答を求めるのは困難であるため、

最小位相遅れ（Minimum phase delay）の仮定をおき解の一義性を確保した。この後、周波数

応答を時間応答に変換し、Levinsonの方法（Levinson, 1960他）により各応答を除く。 

 これらの振幅応答を調査地点データの特性の判定に用いることができる。 
（5）    Amplitude Recovery（振幅補償） 

振源から放出される弾性波は、3 次元的に伝播することによる幾何学的発散効果などによ

り振幅が減衰する。これらの効果を補償するために、水平成層で成立する以下の式を用い振

幅補償を行った。これに必要な NMO速度 VNMOとして初期重合記録断面図の作成に用いた

速度解析の重合速度を用いた。 

   dij = si (!) g j(!) hk (!) yl (!)

k = (i + j) / 2, l = j– i
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（6）    CMP Sort（CMP 編集） 

 発振記録より CMP記録を作成する操作である。 

（7）    Static Correction to Floating Datum（浮動基準面補正） 

地表近傍では地下水位面の空間的な変動があり、それ以深に比べてこの低速度層による

観測時間の遅れへの影響は大きい。この低速度層をそれ以深の直近の速度（表層基底層速

度と呼ぶ）に置き換えて表層の不均質さの効果を補正するため、低速度層での補正値（表層

補正値と呼ぶ）を求めた。これには3次元2層セル構造を仮定した3次元タイムターム法によ

り初動走時解析を行いタイムターム値および表層基底層速度（Vsw）のインバージョンを行い、

これに基づく表層補正を実施した。 

 基礎関係式は以下の通り。 

 

ここで、 

        Tij : i-th 発振点と j-th 受振点間の走時 

       Si : i-th 発振点での発振点タイムターム値 

                  Rj : j-th 受振点での受振点タイムターム値 

       Dijk : i-th 発振点と j-th 受振点を結ぶ波線のセル内での長さ 
       Vk : k-th セルの基底層速度 

表層の厚みの推定に用いた表層速度（Vw）は 800 m/sec で、標高補正値を計算する際の

標高補正速度は、CMP 内の Vsw の平均を用いている。また、この段階で CMP 毎に浮動基

準面（Floating Datum）を設定し静補正を行った。 
（8）    Velocity Analysis（速度解析） 

地表から個々の解析深度までの間を一定速度と仮定し、次の式で表示される関係（双曲線

近似と呼ぶ）で NMO 補正と重合を施し、最適な CMP 重合が得られるように速度を定める。

そのように定めた速度を重合速度と呼ぶ。ここでの近似は、深度方向の速度分散が大きくな

るあるいは水平方向の速度変化が大きくなるなどの条件でない場合には必要な精度が確保

される。これらの条件が満たされない場合の厳密な取り扱いでいくつかの条件下での評価試

験を実施し、本調査では必要な精度であることを確認した。 

 

 

  
t

s
(x) = t

s

2(0) +
x2

Vs

2

 
ここで、 

   Tij = Si + R j + ! ijk / Vk"
k

  
R =

t
0

V
NMO

2

V
1
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 ts (x) : オフセット距離 x での反射走時 

 ts (0) : 零オフセットでの反射走時 

 Vs  : 重合速度 

 

（9）    NMO Correction（動補正） 

 速度解析で求めた速度関数を用いて、各オフセット距離をもつ CMPの各トレースに対して

NMO補正を行った。 

（10） Residual Static Correction（残差静補正） 

 屈折波を用いた静補正(7)では比較的長周期の走時異常は精度良く補正されるが、短周期

の受振点・発振点固有の補正には不十分である。本補正では、NMO 補正後のデータに見ら

れる連続性の良い反射波を利用して、各トレースでの反射波走時の異常を相互相関演算に

よって見積もり、これより補正する時間シフト量を各発振点・受振点で統計的に評価・推定し

た。 

 基礎関係式は以下の通り。 

 

 
ここで、 

     Tij : i-th 振源と j-th 受振点間の走時補正量 

     Si : i-th 振源から基準面までの走時補正量 

     Gj : j-th 受振点から基準面までの走時補正量 

     Hk : k-th CMP での基準面から参照反射面までの走時補正量 

     Mk : k-th CMP での NMO の残差補正量 

     Xij : i-th 発振点と j-th 受振点の間の距離 

 

観測値 Tij（隣接トレースの相互相関値を求めて偏差を算出）とモデル値の残差を小さくすると

いう条件を与え、モデル値を算出する。 

（11）  Inverse NMO Correction（逆動補正） 

 最初の速度解析で求めた速度関数を用いて、逆 NMO補正を行った。 

（12）  Velocity Analysis（速度解析） 

 再度の速度解析を実施した。 

（13）   NMO Correction（動補正） 

 再度求めた速度関数を用いて、NMO補正を行った。 

（14）  CMP Stack（共通反射点 重合、あるいは CMP重合） 

  NMO補正後の CMP毎にトレースの加算（重合と呼ぶ）を行った。i-th トレースの信号レベ

  Tij = Si + G j + Hk + Mk Xij

2
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ル Siおよび雑音レベル Ni
 とすると重合後の S/N 比を最大にするスケール値 Ci は以下の量

に比例する。ただしこの関係が成立するためには各トレースの信号波形が同じで雑音成分が

他のトレースと統計的に独立および期待値が零であることが仮定される。一般にこのような関

係は成立しないが、そのためこれらの量の推定は、時間方向である程度の長さのゲートをとり

それをスライドさせることにより時間内挿するようにしている。今回の事例では 400msec長のゲ

ートを 200ms ずつスライドさせて推定した。 

 

重合後の信号振幅を全トレースの信号振幅の平均値となるようにすると、 

 

ここで、M は全トレース数である。信号レベルおよび雑音レベルは信号と雑音に関する自己

相関および相互相関より求める。 

重合による品質向上にはある程度以上の重合数がなければ、手法のいかんにかかわらず

有効とはならないが、今回のデータでは各 CMP での重合数は十分確保されている。 
(15)   Data Adaptive Time Variant Filter（異常振幅補正） 

  トレースを時間ゲートで振幅スペクトルを計算し、注目する帯域の平均振幅が一定レベルを

超えるものについて、そのレベルまでスペクトルのスケーリングを適用する。 
(16)    Static Correction to Datum（基準面補正） 

 浮動基準面から基準面への補正を行った。基準面は、平均海水面（Mean Sea Level：MSL）

とした。 

 

3.2.2 雑音抑制全般 

強い表面波、周辺雑音などは振幅補正その他への影響は大きい。従って何らかの方法で

抑制する必要がある。今回の処理では、従来同様の、処理の初期の段階で、すべての記録

を表示し、人間の目で判断してそれらのトレースを選び出す方法に加え FX タイプの異常トレ

ースの抑制処理を追加して行った。視認する方法では調査規模が大きくなると手間が膨大に

なり、しかも一貫した条件での選択が難しくなるし、またその条件の再現性もあいまいになりが

ちである。そのため、このような自動化手法が求められる。これを基礎データ解析の初期段階

に実施し、効果をあげた。また、今回新たに開発し適用した処理の重合トレースで適用した

周波数領域毎に強振幅成分を抑制する方法であるData Adaptive Time Variant Filter法およ

  S
i

N
i

2

   
C

i
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S
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び重合トレースの振幅規格化は有効に機能した。 

 

3.2.3 表面波抑制 

表面波抑制のためのいくつかの方法をテストした。 

不規則ジオメトリーの取り扱いが可能でなおかつ相対振幅の保存が可能な以下の手法に

ついて、効果を比較するためのテストを行った。 

・ F-X速度フィルタ 

・ 線形ラドンフィルタ 

・ 帯域通過フィルタ 

・  F-X トレースエディット 
全ての手法で表面波の抑制効果がそれぞれ認められるが、帯域通過フィルタが Inline デ

ータの深部において S/Nの点で比較的良好な結果を示している。ただし、対象深度ならびに

それ以浅においてはその他のものとで大きな差は認められない。一般に帯域通過フィルタは

反射波の成分も抑制される点が問題となる。今回、試験適用したデータでは、表面波が存在

する部分を選定してフィルタを適用するため、反射波が相対的に優勢となるオフセット範囲で

は帯域制限を受けることなく、有効帯域を維持することができた。いずれにしても低周波成分

が抑制されることになり、重合記録で反射波の低周波成分が失われる可能性に留意しなけ

ればならない。 

 

3.2.4 傾斜補正およびビンセンタリング 

重合速度は、観測方向が構造の傾斜方向となす角度に依存する。従って、様々な方向で

観測されたトレースが同じビン内に存在する場合、NMO 補正後の反射波は水平にそろわな

い（本データでは数 msec - 10msec 程度の走時残差が予測）。一般には、DMO（Dip 

Moveout）処理により解消するとされるが、ここではそれ以外の方法で構造傾斜の影響を補正

することを検討した。CMP ごとに見積られた反射面の 3 次元傾斜情報に基づき各トレースの

時間補正量を計算、適用する傾斜補正の方法をテストした。 

 

S Rh M Z

Q

d d0

! !

SM = MR = h

ZQ =  d0

N
MN = d

MZ = " y

NQ = " L

#

   

Fig. 3.2-1   Reflection point dispersal (M to 

Z or N to Q); 

S: source, R: receiver, Q: reflection point, 

M: CMP, N: common depth point 
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一方、重合前イメージング処理では、CMP ビンの中心にトレースが存在することを前提に

オペレータを設計し、適用する。トレースがビンの中心から偏倚すると、水平な構造の場合で

もオペレータの染み出しによる影響が生じる。本調査では CMP ビンが 10×10m と小さく、想

定されるのは 1msec 程度の走時残差で、この問題はそれほど深刻ではないが、上述の構造

傾斜の影響と併せて対処を検討した。 

CMP トレースの、ビンの中心からのずれを補正する処理（ビンセンタリング）には、 

・ モデルベースの時間シフトによる補正 

・ 領域変換によるデータ再構築（フーリエ領域再構築、ラドン変換など） 

・ イメージング・オペレータ（DMO/PSTM 等）を用いた内挿 

・ モデルベースの内挿 
等の方法があるが、今回の検討では、上述の傾斜補正を同時に行うことができるモデルベ

ースの時間シフトによる補正をテストした。 

検討の結果、本調査において傾斜補正とビンセンタリングが重合記録の品質向上に寄与

することが確認できた。なお、この手法はガイドとするホライゾンから離れるに従って誤差が増

す。今回のテストデータでは構造が比較的単純であり、対象となる深度区間が限定されること

から、単一のホライゾンに対する補正を行ったが、より複雑な構造、より広い深度区間で高い

精度が求められる場合には、複数のホライゾンに対し補正量を計算し、静補正ではなくホライ

ゾン間を内挿する動的な補正を行う必要があり、手順は格段に複雑になる。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.2-2 Dip and azimuth effects in CMP Fig.3.2-3 Mid-point deviation from 

bin-center 

 
 

Δt 

bin-center midpoint 

 
CMP receiver 
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3.3 比較データ解析 

3.3.1 データ解析概要 

本格的な二酸化炭素の圧入作業の期間（2003年 8月から 2005年 1月）をはさみ、2 回の

3 次元地震探査を実施した。この期間での二酸化炭素の圧入の効果を検知することを目的と

して、これら 2回の繰り返し 3次元地震探査を用いたデータ解析を行った。これらの調査のデ

ータ取得条件が同じで、両調査での変化は地下の二酸化炭素に起因するということが、基本

的な仮定ではあるが、実際には、種々の点で、データ取得条件に変化が生じている。例えば、

発振点として用いた地点が、二回目では使えなくなるということ、あるいはデータ取得時での

周辺の環境雑音に変化が生じるなどである。このような、制御できない取得条件の変化の影

響をできるだけ小さくし、地下の変化を検知することをめざす必要がある。2 回の地震探査デ

ータの個々の制御できない要素の影響をできるだけ小さくするような並行処理を比較データ

処理（cross-equalization processing）と呼ぶ。制御できない要素による繰り返し地震探査デー

タへの直接的な影響は、振幅、周波数帯域、位相、時間などの差異として現れる。従って、

対象層準相当の位置、時間帯域を除いた部分において、これらの差異ができるだけ小さくな

るようにする。そのような条件下で、対象区間内での変化をとらえることをめざす。例えば雑音

に関して、時空間で、両調査間に同じように発現しているわけではないし、また調査において

はデータそのものも空間で一様に取得されているわけではないので、多数のデータの加算

により、雑音を抑制することも理想的に実施できるわけではない。対象層準以外での取得デ

ータの再現性をある程度の指標として、データを評価しながら、結果を解釈することが求めら

れる。 

 

3.3.2 非再現性雑音 

繰り返し 3 次元地震探査（あるいは 2次元地震探査）の非再現性の原因については、それ

ぞれの調査実施時点での以下の事項が考えられる。 

・ 地下の対象となる層準、空間範囲での物性の変化（本来の目的） 

・ 発振点、受振点配置の変化（測線変更等） 

・ 広義の現場測定条件の変化（振源、受振器アレイの変更等） 

・ 外部要因、例えば周辺の環境雑音の記録系への混入の程度の変化 

・ 測定条件を保持する調査クルーのそれぞれの調査における制御できないあるいは錯誤

による人為的な変化（追跡可能とそうでない場合の両者がありうる） 

 

これらの変動要因は一般に複合して現れるので、変化を各要素に分離して議論することは容

易ではない。変化の原因が同一であれば、もたらされる結果は同一である。従って結果が異

なれば、その変化の要因は同じではない。 
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3.3.3 再現性指標 

繰り返し 3次元地震探査において全く同一作業仕様でデータ取得が行われたとしても、実

際には、データ取得時の天候や、地表条件、周辺の環境雑音等の影響、あるいはデータ処

理時の処理パラメタの違いによっても、2 つの調査の現場記録や最終断面には、対象層での

変動以外の変化も生じうる。繰り返し反射法地震探査で、２つあるいはそれ以上の調査の最

終断面を比較する際には、対象層以外の領域での地震記録の差をできるだけ小さくする目

的で、比較データ処理を行う必要がある。また一般的な地震探査処理では最終断面として重

合処理が行われるため、個々の発振記録の変化がある程度平均化されてしまう。したがって

比較データ処理を行う際には、重合断面だけでなく、発振記録や CMP 記録に現れる差異を

検出するような処理手法も有効と考えられる。今回はあくまで、雑音の抑制による記録品質の

向上を目指すことを第一義として、重合前トレースすべてを用いての比較データ処理は参考

に止めた。 

2 回のデータ取得による地震探鉱断面の再現性を評価するために、2 つの指標が提案さ

れている（Kragh & Christie, 2001）。1つは 2つのトレース間の normalized RMS difference 

（NRMS）であり、もう１つは predictability（PRED）である。今、繰り返し地震探査のそれぞれに

対応する 2つのトレース
ii
ba , が与えられた場合、時間ウィンドウ

21
tt ! の間での NRMSは次

の式で定義される。 
 

ここで RMS 振幅(root mean squared amplitude)は次の式で表される。 

 

 

Nは時間ウィンドウ
21
tt ! 間のサンプル数を示す。 

 

繰り返し地震探査で完全な再現性が実現されたとすれば NRMS 値は 0 となる。が、もし 2

つのトレースの振幅レベルが同一でも位相差が例えばランダムな場合、NRMS 値は 141%

（= 2 ）となる。また 2 つのトレースの位相が 180°ずれている、あるいは片方のトレースがゼ

ロトレースである場合には、NRMS値は 200%となり、NRMS値の最大値を示す。もし片方のト

レースがもう１つのトレースの半分の振幅しかなかった場合には、NRMS値は 66.7%となる。 

もう 1 つの指標の PRED は、ある時間ゲート範囲での繰り返し地震探査データの対応する
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2つのトレースの相互相関の 2乗和をそれぞれの自己相関で割ったものとして、次のように定

義される。 

 

ここで ab
! は 2つのトレース

ii
ba , の、時間ウィンドウ

21
tt ! で定義された相互相関を示す。

PRED 値は 0～100%の範囲で定義される。PRED 値は時間ウィンドウの選択に敏感であるた

め、その絶対値を議論する場合には注意が必要である。もし 2 つのトレース間で全く相関が

なければ PRED 値は 0 である。また 2つのトレースが正あるいは逆相関の場合、PRED 値は

100%である。この場合、仮に片方のトレースがもう１つのトレースの半分の振幅しかなかった

場合でも、PRED値は 100%となる。 

 

2 本の同一なトレースに対して、時間シフトや振幅・位相のずれ、ランダムノイズの足し合わ

せ等を行ったモデルトレースを作成し、NRMS 値と PRED 値を計算した例によると、時間シフ

トや振幅・位相のずれを加えても PRED 値はほぼ 100%のままであり、これらの変化は PRED

値に鈍感であることがわかる。一方、ランダムノイズの付加に対しても、NRMS 値が時間シフト

や振幅・位相等の変化に非常に敏感であることがわかる。ランダムノイズの割合を多くしてい

くと、NRMS値が大きくなるとともに、PRED値がどんどん小さくなり、最後には PRED値がゼロ、

すなわち全く相関がない状態となる（Fig.3.3-1参照）。 

このようにランダムノイズを変量として与えると一般に、NRMS 値が小さく、PRED 値が大き

いことが再現性を判断する目安とされる。時間シフトや振幅・位相のずれに対しては、PRED

値はあまり変化しないので、評価指標として、それほど有効ではない。 
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Fig.3.3-1  NRMS vs. PRED crossplot. 

Two equal traces are perturbed in  

amplitude, static and phase by adding 

increasing amounts of random noise to 

traces. The amplitude, static and phase 

perturbations result in the expected 

straight line. Predictability is not 

sensitive to these changes. 

（after Kragh & Christie, 2001） 
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3.3.4 比較データ解析について 

比較データ処理では、異なる時期で取得された繰り返し地震探査データを比較するのに

それぞれ対応するトレースの振幅、周波数帯域、位相、時間などが対象層以外の領域での

地震記録の差をできるだけ小さくするようなフィルタ操作を行う。 

比較データ処理後のトレースは次のように表現できる。 

 

 

ここで t は入力トレース，*はコンボリューション、 corrcorrcorrcorr
pmrmss ,, ,  

はそれぞれ時間、振幅、周波数帯域、位相に関する比較データ処理の要素、 f は応答関

数である。 

 
3.3.5 データ解析概要 

2 回の取得データの並行処理を実施し、重合後に時間、位相、振幅の補償処理を実施し

た。この 2つの処理をあわせたものを比較データ処理とここで呼ぶ。並行処理での解析パラメ

タは原則的には両者で同一のものを選択する。引き続く補償処理は、以下の処理フローの

（20） および（21）がそれに相当する。 

 

(1)  Trace Edit（受発振点情報の書き込み） 

(2)  Spherical Divergence Correction（振幅補償） 

(3)  Amplitude Compensation of Sources (振源振幅補償) 

(4)  Static Correction（現場静補正量推定および適用） 

(5)  FX Auto Noise Attenuation（雑音抑制） 

(6)  Radon Transform and Ground Roll Suppression（表面波抑制） 

(7)  Dephasing by Estimated Wavelets（位相補償） 

(8)  Surface Consistent Corrections（受発振点応答補正） 

(9)  Amplitude Recovery（振幅補償） 

(10)  CMP Sort（共通反射点編集、あるいは CMP 編集） 

(11)  Velocity Analysis（速度解析） 

(12)  NMO Correction（動補正） 

(13)  Residual Static Correction（残差静補正） 

(14)  Inverse NMO Correction（逆動補正） 

(15)  DMO Velocity Analysis（速度解析） 

(16)  NMO Correction（動補正） 

( )corrcorrcorrcorrXEQ pmrmssftt ,,,!=
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(17)  FX Auto noise attenuation（雑音抑制） 

(18)  CMP Stack（共通反射点 重合、あるいは CMP重合） 

(19)  Kirchhoff time migration（マイグレーション処理） 

(20)  Matching operator application（位相、時間、振幅補償演算子適用） 

(21)  Well matching operator application（坑井補償演算子適用） 

  

3.3.6 データ解析内容について 

多くの解析は基礎データ解析におけるものと基本的に同等である。追加、変更したもので

主要なものは、以下である。 

・ 速度解析 

・ Matching filter 

 

 (1) 速度解析 

速度解析は解析点近傍で DMO 処理を施し、それらのトレースを用いた速度解析を実施し

た。DMO（dip moveoutの略、offset continuationあるいは partial prestack migration とも呼ば

れる。Deregowski & Rocca, 1981、Bolondi et al., 1982他） とはオフセット記録をゼロオフセット

記録に変換する操作で、単傾斜での反射点の移動（reflection point dispersal）を補償する。

これによって、重合速度の反射面の傾斜角依存性を理論上なくすという手法である。圧入井

位置近傍 (Inline82、Crossline107)およびそれを囲む 5点（点/100x100m）の速度解析結果を 

Fig.3.3-2に示す。これより区間速度を推定し、往復走時と深度の関係を求めることができる。 
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(2) Matching filter 

振幅、時間補正（静補正）を個々の調査において実施しているが、それぞれの調査間の変

Fig.3.3-2 Stacking velocities 

around the intersecting point of 

Inline 82 and Crossline 107. 

Blue line is the 3rd order 

polynomical fitting to scattered 

stacking velocities.  
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化を議論するためには両者のデータ間の偏倚に対して補償処理(Matching filter)を適切に

行う必要がある。そのため、最初に検層データをガイドとしてそれとの時間差、位相差の補償

の検討を各年度の調査データについて行った。まず、2003 年調査について、圧入井の音波

検層データを用い reflectivity 法により理論反射地震記録を作成した。 

理論地震反射記録の wavelet として、Ricker wavelets で作成したものを参照した。Ricker 

wavelets と抽出した wavelet で作成したものでの結果の差異は小さい。標準処理フローに従

って得られた Migration 処理データに対する位相補償演算子を 2003 年調査データについ

て 1000-1500msecの時間ゲートで推定し、それを 2003年および 2005 年調査データに適用

する。2003 年調査データと理論反射地震記録の一致は全般的に良好であるが、2005 年調

査データとでは、対象層の上位近傍ではその一致はよくない。この傾向は、対象層上位での

二酸化炭素の圧入に関わる速度変化に対応していると考えられる。 

実データに対し次の手順に従い変換断面図を作成した。 

1) 2005 年調査の位相、あるいは位相および振幅を 2003 年調査のそれに一致させる

ような変換演算子を時間ゲート 500-1000msecで求め 2005年調査の Migrationデ

ータに適用する。 

2) さらに 2003 年および 2005 年調査について、圧入坑井での応答と一致するように変

換演算子を、設計時間ゲートをそれぞれに定め適用する。 

 

1) の段階は、両調査での静補正の長波長成分の差異を補償するということが含まれる。    

繰り返し 3D 地震探査間のデータの位相、振幅あるいは両者の補償は、次の式において、

Inline 方向座標 x および Crossline 方向座標  y と時系列としてのそれぞれの年度の地震探

査データ u(t) および v(t) を用い、最小二乗法により、変換フィルタを各 (x, y) 点毎に算出す

る。 

 
   !x, y

vx, y – ux, y * f
2

!
t  

 

演算の不安定さを解消するため、その点の周辺で求められた値を平均化することにより各

点において変換演算子を定める。 
 

3.3.7 Angle stacks 

オフセット方向の反射振幅の変化は、Poisson 比 ν  の変化を知るのに役に立つ。二酸化炭

素の圧入により、縦波速度の変化が期待されているので、Poisson 比が変化することが予測さ

れる。これらの検討のための資料として、一定の入射角範囲の CMP トレースを用いた重合断

面（Ａngle stacks）を作成した。  
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平面境界への平面入射波の反射、透過に関わる Zoeppritz (1919) の厳密な表現式より、

Bortfeld (1961)、Aki & Richards (1980) 、Shuey(1985) 、Hilterman(1989) などがそれぞれの

目的に従い入射角の狭い範囲で成立する各種の近似式を導出している。 

 

例えば、Bortfeld (1961) によれば、1  層と 2 層の密度、縦波速度（P 波速度）、横波速度（S 

波速度）および入射角、透過角をそれぞれ ρ1、ρ2、Vp1、Vp2、Vs1、Vs2 および θ1、θ2 で示すと、 

 

 

   
Rp p (!1) = 1

2
ln (

VP 2 "2cos (!1)

VP 1 "1cos (!2)
) + (

sin (!1)

VP 1

)
2

(VS 1

2 – VS 2

2 ) (2 +
ln ("2 "1

"2 "1)

ln (VS 2 VS 1
VS 2 VS 1)

)
 

 

Shuey (1985) は次のような近似式を与えている。 

 

   
Rp p (!1) = RP 0 + (E R" 0 + # $

(1 – $2)
) sin2!1 + 1

2

# VP

VP

(tan2!1 – sin2!1)

RP 0 = 1
2

(
# VP

VP

+
# "
" )

E = F – 2 (1 + F) (1 – 2 $
1 – $

)

F =

# VP

VP

# VP

VP

+
# "
"  

 

3.3.8 重合前時間マイグレーション 

今回の 3 次元地震探査は受振点、発振点配置がかなり不規則に配列していて、標準的 3

次元データ解析の仮定からかなりはずれた条件で実施されている。そのため CMP ビン内の

反射点分布およびオフセットトレース分布の不均質さへの対処、不規則構造の 3D イメージ

ング精度の向上等をめざした。 

データ処理フローの決定のため以下の処理の検討を行い、3)  の方法を採用した。 

1) DMO および重合後時間 Migration 

2) DMO なしの重合前時間 Migration 

3) DMO+ 逆 DMO（Data reconstruction）および重合前時間 Migration 

 

3) の処理は、まず DMO により、不規則なオフセット分布をしていた CMP トレースを零オフ

セットトレースに変換する。これにより、理想的には方位角ならび傾斜角に依存しない零トレ

ースが得られる。その後に、任意の発振、受振点の組み合わせをもつトレースを生成し（Data 

reconstruction）、時間 Migration を実施する。 
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以上の手順を簡単のため 2 次元面に投影した受振、発振点位置を仮定し説明する。 

P0 を零オフセット データ、Pn を NMO 後のデータとすると、次の関係が成立する。これより、

NMO+DMO 後のトレースを用いて、NMO 後の オフセットトレースが算出される。 

 

 

   
P

n
(!

n
, k

h
) = ei (!n tn – k h h ) P

n
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n
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dh
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0

d
0

– h
0
sin !

d
0

2
– h

0
sin !

t
n

2 = 4
d

0

v2

1

1 – 2
h

0

d
0

sin !
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sin !
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J(t

n
, h; t0, h0 ) =

!(t
n
, h)

!(t0, h0)
=

2 l (1 – 2 l)2
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なお、tn は NMO 後の往復反射時間で、反射面と波線の幾何学的関係より次の式が成立す

る（Fig.3.3-3参照）。 

 

   
t

n

2 = t
2 –

h
2

v2 =
4 sin 2(!)

v2 (
d0

sin (!)
– h0) (

d0

sin (!)
– h0 + h)

 
 

このトレースの逆 NMO したものを重合前時間 Migration したものが 3) のデータ処理の内容

である。 

 

標準処理データと同じように検層データを用いた、調査間の時間および位相差の補償を行

った。さらに、これで補償しきれない残差位相あるいは振幅の補償を標準処理で用いたのと

同様な方法で実施した。 
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!

"

d0
ds

h0O S R

Q

Z

SR = h

SZ = h0

QZ = d0 = vt0 /2

SQR= vt

"

 
 

Fig.3.3-3 Dipping reflector with dip angle b in a constant medium of velocity v where S and 

R is a source and receiver location and t is two-way-time of a SQR reflection 

 
3.3.9 再現性指標による品質管理 

比較データ処理の品質を判断する材料の一つとして、再現性指標（NRMS、PRED）がある。

完全な再現性が得られた場合には NRMS = 0 および PRED = 1 となる。数値実験の結果を

参照すると、ランダムノイズを変化させた場合に NRMS が正の値でできるだけ零に近い、お

よび PRED が最大値の 1 に近いというのが再現性の良さの目安となる。PRED そのものは、

時間、位相、および振幅の変化に対してはあまり鋭敏ではないので、これのみを用いた検討

は適当でない。この再現性指標の算出のために、次の 2 つの算出時間ゲートを指定した。1) 

500-900msec、および 2) 500-1200msec 。前者は圧入対象層準を含まないもの、後者はそれ

らを含むものと特徴づけられる。ただし、対象層準そのものは極薄層であり、その影響はある

にしても小さく、むしろ時間ゲートの位置と長さの違いが算出される値に関係する。 

標準処理において、 
1) Stack と Migration 後（ゲート 1 および 2） 

2) Migration と Migration 後に位相補償した場合（ゲート 1 および 2） 

3) Migration 後に坑井データによる位相補償した場合（ゲート 1 および 2） 

重合前時間マイグレーションにおいて、 

4) Migration と Migration後に位相補償した場合の比較（ゲート 1 および 2） 

5) Migration 後に位相および振幅補償した場合（ゲート 1 および 2） 

 

これらについて再現性指標、特に NRMS値の改善が認められ、比較データ処理の効果な

らびに有効性の高さが確認できた。特に時間前 Migration 処理結果の再現性指標の向上

は標準処理結果に比べて著しい（Ｆig.3.3-4 参照）。従って、これらの指標に従えば、今回
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の比較データ解析は望ましい結果を出していると評価できる。PRED 値 については、最終

段階（4） および (5)での変化は小さい。この段階では、雑音の寄与より位相、振幅あるいは

時間遅れに関する感度の低さが反映したものと考えられる。とはいえ、調査域の縁辺部に

おいては、必ずしも再現性は高くないので、次の段階での解析において仮に広域的な議

論を行う場合は注意が必要で、坑井周辺を含む範囲に議論を限定するのが安全である。 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3-4 Normalized RMS values on the 3D survey area and the histograms after migration and 

matching filter of phase&amplitude in the second gate case (left box: before application of 

matching filter, right box: after application of matching filter)   

 
3.4 帯水層評価 

3.4.1  岩石学的モデルについて 

岩石中に圧入した二酸化炭素の胚胎量を推定するためには、与えられた温度圧力条件下

での二酸化炭素の密度ならびに弾性的性質と、多孔質な岩石に流体が存在する場合の弾

性的性質を表す法則の両者について知ることが必要である。二酸化炭素の密度および弾性

的性質については、流体の状態方程式から理論的に導出する立場と実験的に測定して求め

る立場がある。二酸化炭素は臨界点 31.06 degC、7.38 MPa であり、これより高温で気相、こ

れより低温かつ高圧では液相として挙動する。臨界圧より大きいと圧力上昇に従い弾性波速

度は増加する。臨界圧より小さい場合は圧力増加に伴い密度が上昇するため、速度は減少

する。今回の圧入実験では、対象となる帯水層の深度は約 1100m とほぼ同一であるため、

温度圧力条件は、大きく変わらず、臨界条件を満足する状態を仮定すればよい。 

 

3.4.2 帯水層の岩質推定 

岩石の弾性的性質は孔隙率、鉱物組成、鉱物の幾何学的配置、胚胎する流体の組成ある

いは飽和率、流体圧等で定まる。帯水層の岩質については、コアデータを参照し、物理検層

データを用いて推定した。その方法を要約すると以下の通りである。 

1) GR (Gamma Ray) 値と CMR (Combinable Magnetic Resonance) より推定される結合水値

より、砂質、泥質、凝灰質、石灰質セメント等の岩質（あるいは鉱物組成）の配分を半定量

的に推定 
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2) 密度検層値、総孔隙率および CMR より推定される結合水値より、岩質（あるいは鉱物組

成）および総孔隙率を推定 

 

1) において、岩質評価で通常使われる密度検層と中性子検層のセパレーションを使わな

いのは、各岩相のマトリックス値に大きく影響されるため、その影響評価のための岩石分析が

不可欠になるためである。 

2) においては以下の仮定をおいて解析した。 

・ 泥質のみ結合水を持つ 

・ 結合水量と泥質の量との比率は一定である 

・ 各岩相ともマトリックス密度値は一定である 

なお総孔隙率および有効孔隙率は CMR より推定した値を用いた。 

 

その関係は次のようになる。 

   M + !t = 1

M = Mu + Ss + Tf

!t = Bw + !e

Bw =" Mu  

     B
w

=! (1 – "
t
) V

sh  
    !b = !Mu Mu + !Ss Ss + !Tf Tf + !w "t  
 
ここで、 

 M: マトリックス比率（Mu: 泥質比率、Ss: 砂質比率、Tf: 凝灰質比率） 

 φt :  総孔隙率 

 φe :  有効孔隙率 

 Bw : 結合水比率 

 Vsh : マトリックスにおける泥岩比率 

 ρb : 密度（bulk density） 

ρΜu : 泥質マトリックス密度 

ρSs : 砂質マトリックス密度 

ρΤf : 凝灰質マトリックス密度 

ρw : 地層水密度 

 α : 定数  

結合水、総孔隙率、αの各値より Vsh および砂岩比率が推定可能となる。 

なお、1) で岩質として分類した石灰質セメントについては 2) では含めなかった。主な理由
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は、該当する箇所の検層データの品質が坑径変化などから必ずしもよくないと判断される区

間があるためである。ただし、1) における解析結果を参照し、一部の区間で組成を追加し定

量評価に用いた。 

これらの解析の結果、砂質マトリックス密度、泥質マトリックス密度、凝灰質マトリックス密度

はそれぞれ 2.65、2.45、および 2.40 g/cc となる。以上により深度毎の岩相（あるいは鉱物組

成）分布を推定した。 

 

3.4.3 帯水層の弾性波速度解析 

岩石の骨格を形成する組成について検層データを使い推定した。組成を与えた場合にど

のような弾性的性質を示すかについて、次に検討した。このような構成的モデルはこれまでも

いくつか提案されている。Eshelby (1957)につながる Effective medium theories と呼ばれる系

譜のものがあり、 Self-consistent approximations、Differential Effective medium models その

他が知られる。一方、弾性球の Heltz-Mindlin 弾性接触理論を発展させた Dvorkin & Nur 

(1996) の‘stiff sand’ および ‘soft sand’ model は北海で測定された対照的な 2種の坑井デー

タをこのモデルで統一的に説明した。その後、さらに初期の定式に改良を加え、ガスハイドレ

ートの胚胎モデルその他多くの事例に適用されその有効性が確認された（Sakai, 1999a,b 、

Dvorkin et al., 1999 等）。このモデルでは、Hashin-Shtrikman Bound 理論と弾性接触理論を

用いて 骨格弾性率を構成する。この結果と Gassmann (1951) を用い水飽和の岩石の弾性波

速度を与える。 

臨界孔隙率を φc  、孔隙率 φ とすると、骨格弾性率は、 

φ  <  φc   では、 
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φ  >  φc   では、 
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となる。 
 ここで、KHM および GHM は弾性球の接触理論で求められる弾性率である。 
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 K、G、ν、P、および n は固体の体積弾性率、剛性率、Poisson 比、有効圧および弾性球の

平均弾性接触数（coordination number）である。ここで取り上げた岩石モデルを Compaction 

model と呼ぶ（Sakai, 1999a,b、2005b参照）。 

‘stiff model’ の発展型として、岩石粒上の膠結量が大きい場合について、Effective 

medium  理論と組み合わせた拡張を行い、同じように定式化した。これを Cementation 

model と呼ぶ（Sakai, 1999a,b, 2005b 参照）。 
 

3.4.4 二酸化炭素胚胎効果 

完全水飽和の岩石の一部が二酸化炭素で置換された場合の弾性波速度の変化をモデ

ルならびに実データで検討した。二酸化炭素が均一に流体内に分布する場合

（Homogeneous model と呼ぶ） と不均一に分布する場合（Pachy model あるいは 
Inhomogeneous modelと呼ぶ）では、その効果が異なる。それぞれの条件下で、二酸化

炭素飽和率、孔隙率を変化させた場合の縦波および横波速度を算出したものを Fig. 

3.4-1 に示す。有効圧は 10MPa とした。二酸化炭素の密度および弾性係数は、温度 31 
degC、圧力 11 MPa の値で 0.49 g/cc、0.022 GPa である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.4-1 Relations of porosity(Phi), carbon dioxide saturation(Sg) and elastic wave 

velocity(km/s) (Left figures: P-wave velocity, Right figure: S-wave velocity) 

Model parameters are 100% quartz sand of coordination number 8, critical porosity 0.4, and 

effective pressure 10MPa under both homogeneous and pachy saturation models 
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均一な分布の場合は、二酸化炭素の増加が縦波速度の大きな減少をもたらす。孔隙

率の増加は密度の減少をもたらすので弾性波速度は緩く増加していく。これに比べ、

不均質な分布の場合は、二酸化炭素を増加させると縦波速度は緩やかに減少していく。

不均質な分布のモデルであれば、二酸化炭素の飽和率を縦波速度の変化から推定する

には有利であるが、均一な分布のモデルの場合は、二酸化炭素の比較的小さな変化の

部分で大きな縦波速度の変化が起きるので、飽和率の変化を高い精度でとらえるのは

難しい。速度の変化の大きい部分はその後の飽和率の増加で非常にわずかであるが、

速度増加がもたらされる。そのような時空間での速度変化が実際にとらえられるかど

うかは興味深い点である。つまり、速度減少の前線が通過した後で速度の増加傾向が

ありうる。また、縦波速度が二酸化炭素の飽和に非常に鋭敏に応答するので圧入によ

り二酸化炭素が空間的に広がっていくことは、速度の変化としてとらえることができ

る。不均質なモデルの場合は、そのような二酸化炭素の広がりの前線というものは明

瞭でなく縦波速度の漸移的な変化をとらえる必要がある。 
 

3.4.5 有効圧の効果 

弾性波速度の変化をもたらすものとして、間隙水圧の変化がある。二酸化炭素が圧

入されることにより間隙水圧が上昇することは今回の圧入実験でも確認されている。

封圧から間隙水圧を引いたものは差圧（differential pressure）と呼ばれる。有効圧

（effective pressure）はこの差圧で近似される。 
有効圧 Pe は、Pc を封圧、Pp を間隙水圧とすると、有効圧係数 n を導入して次の式

で表される。  

            Pe = Pc – n P p 

 
  n = 1 –

K

K
s  

K は骨格の体積弾性率、Ks は岩石粒の体積弾性率である。一般に K < Ks あるいは 
K= Ksであるので、n は 1 以下の非負値をとる。 
差圧 Pd は、次の式で定義する。 

   Pd = Pc – Pp  
 
有効圧と二酸化炭素飽和率を変化させた場合の弾性波速度の変化を Fig. 3.4-2 に示
す。有効圧が増加するに従い、弾性波速度は増加する。二酸化炭素飽和率が 0.2 の場
合の、有効圧、孔隙率と弾性波速度の関係を Fig. 3.4-3に示す。同様に、有効圧と二
酸化炭素飽和率を変化させた場合の Poisson 比の変化を算出した。有効圧が減少、ある
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いは間隙水圧が増加すると Poisson 比は増加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二酸化炭素の圧入によって、間隙水圧の上昇と二酸化炭素飽和率の増加がもたらさ

れる。これらの変化に伴いそれぞれ Poisson 比の増加、および減少という相反する変
化を示す。これらの 2 つの変化を定量的にとらえるためには、弾性波速度の変化に関
わる測定データが必要となる。二酸化炭素が均一に分布するモデル（Homogeneous 
model）について、Poisson 比の有効応力および二酸化炭素飽和率の感度曲線（Poisson 
比の各変数による偏微係数）を算出した。間隙水圧が高いほどあるいは二酸化炭素飽

和率が小さい範囲であるほど、感度（変化率）が高いことが認められる。同様に縦波

速度の感度曲線（縦波速度の各変数の偏微係数）を算出した。この関数のうち飽和率

の感度は、有効圧と飽和率の範囲で符号が変わる。これは密度の効果で縦波速度が飽

和率の高い領域で増加することに対応した変化である。この境界線（縦波速度の最小

線あるいは変化の停留線）を有効応力と飽和率の関係で示す（Fig. 3.4-4  参照）。 
 
 
 

Fig. 3.4-2 Relation of effective pressure(P [MPa]), carbon 

dioxide saturation(Sg) and elastic wave velocity (km/s). 

(Upper to lower: Vp of pachy model, Vp of homogeneous 

model, and Vs of both models)  See captions of Fig. 3.4-1 for 

model parameters  

Fig. 3.4-3 Relation of effective pressure(P 

[MPa]), porosity(Phi) and elastic wave velocity 

(km/s); carbon dioxide saturation 0.2 under both 

homogeneous and pachy saturation models.   See 

captions of Fig. 3.4-1 for  other parameters  

 (Upper to lower: Vp of pachy model, Vp of 

homogeneous model, and Vs of both models) 
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3.4.6 実データへの適用 

モデルを圧入坑井および 3 本の坑井のベースライン検層データ（弾性波速度）に適用した。

解析区間は各坑井の対象帯水層 Ic 層である（Ｔable 3.4-1 参照）。データは Schlumberger 

社の DSI (Dipole sonic imager) tool で測定されたものを用いた。孔隙率は CMR tool で推定

されたもの、骨格についての密度、岩相比率は前項で推定したものを用いた。弾性係数（体

積弾性率、剛性率）は、砂岩（quartz）、泥岩（clay）、石灰岩（calcite）についてそれぞれ 36、

45 GPa、20.9、6.85 GPa、および 76.8、32 GPa を仮定した。なお凝灰岩の弾性係数は砂岩と

同一の値を仮定した。有効圧は差圧で近似し、被り圧は密度検層が浅部より取得されている

坑井データを周辺地域も含めて編集した値を用い、間隙水圧は間隙水が地表から導通して

いるという仮定をもうけそれぞれ算出した（Sakai, 2005b）。 

DSI データは  0.5ft 間隔で  測定されたデータを受振データ  8 点間で  STC 

(slowness-time-coherence  processing)で処理された結果であり、空間平均されているものと考

えられる。そのため 1) データの粗視化（upscaling）、2) 自由パラメタを空間的に密に変動さ

せ観測データとの一致を図るという 2 種の方法を試みた。2) の方法によって、実際に弾性波

速度の測定分解能以上の精度でパラメタが同定できるということではなく、その後で適当な間

隔で粗視化してデータを切り出すことが必要となる。モデルのあてはめの操作順序が違うの

で、結果は同一とはならない。ここでは coordination number と臨界孔隙率を自由パラメタとし

て選び、inversion で同定した（Fig. 3.4-5 参照）。実際は、それ以外に仮定した物理パラメタ

の空間的誤差も重畳していると考えられるが、直接、物理的測定が困難なパラメタを自由パ

ラメタとした。構成モデルと測定データとの一致は良好であり、自由パラメタにより微細なレベ

ルでの不均質さを見かけ上表現することが可能となる。 
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captions of Fig. 3.4-1 for  other parameters. 
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Marker CO2-1 CO2-2 CO2-3 CO2-4 

Unit5(Top) 1029.4 1038.5 1012.5 1021.4 

Ic_top  1090.0 1103.5 1069.5 1079.2 

Ic_2a  1093.0 1107.0 1073.0 1084.0 

Ic_2b  1099.0 1113.5 1078.0 1088.5 

Ic_3a  1105.0 1120.2 1085.0 1093.0 

Ic_3b  1118.0 1133.0 1097.0 1107.2 

Ic_4  1125.0 1141.5 1105.0 1113.5 

Ic_5a  1131.0 1149.0 1111.0 1119.0 

Ic_5b  1138.5 1157.0 1119.0 1124.3 

Ic_base 1150.0 1169.5 1129.0 1135.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4-5 Velocity matching by Compaction model for wells in Ic layer by inversion (Thick 

red curve: 0bserved, thin blue curves: inversion) 
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Table 3.4-1  

Measured depths of markers in the 

target aquifer zone Ic of Iwanohara 

wells – CO2-1, CO2-2, CO2-3, and 

CO2-4 
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3.5 物性解析 

3.5.1 はじめに 

地震探査データから直接的に得られる情報は弾性波速度に関わるものである。これを用

いて様々の物理量を推定するためには、調査域で得られる様々の情報を総合する必要があ

る。まず、二回にわたる 3 次元地震探査データの比較データ解析の結果、推定される 3 次元

地震探査データの変化について検討する。この変化を検討するためには、両データに残る

非再現性雑音を評価あるいは抑制することが必要である。ここでは、もとの地震探査データか

ら算出する属性値も考慮し、データから推定される変化が存在するための蓋然性を確率情

報として評価した。このようなデータと岩野原圧入実証試験で掘削された圧入井および 3 つ

のモニター坑井で得られた検層データおよび、周辺域で得られた同様の坑井データ、地質

情報を参照することにより、空間的に広がる物性量の分布の変化を推定した。物性量の分布

を 1 回目の 3 次元地震探査データを用いて孔隙率および浸透率の分布として推定した。繰

り返し地震探査により検知した変化とこれらの推定した各種の物理量との関係を検討した。 

 

3.5.2 坑井データとの対比 

地震探査データの垂直分解能の向上をめざし、検層データから算出される理論反射地震

記録の周波数帯域と適合するようにした。地震探査データより、基本ウェーブレットを抽出し、

これを用いて検層データから理論反射地震記録（垂直入射反射記録）を作成し、3 次元地震

探査データと対比して、深度-往復走時関数の妥当性を検討した。対象帯水層 Ic 層での理

論反射地震記録と観測した地震探査データとの一致は良好である。 

 

3.5.3 音響インピーダンスインバージョン 

音響インピーダンス（Acoustic impedance）は、3次元解釈断面（Ic層 上面、Ic層下面、他）

を用い、検層データ（縦波速度、密度）を内外挿し初期モデルを作成し、インバージョンを実

施して求めた。 

 

3.5.4 弾性インピーダンスインバージョン 

反射波振幅の入射角依存性を用いて反射面での弾性波速度の変化を検討する方法は 

AVO （Amplitude versus offset）と呼ばれる手法で、石油探査の分野では  DHI（Direct 

Hydrocarbon Index）として実データの解析に広く適用されている。個々の CMP でのオフセッ

ト方向でのトレース振幅の変化を調べるのが通常の AVO 解析であるが、弾性インピーダンス

を導入し、特定の入射角範囲での振幅を議論する方法を今回は適用した（Connolly, 1998、

Mukerji et al. 1998）。 
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入射角が零である反射波の反射振幅は音響インピーダンスで表示される。逆にそのような

反射振幅から音響インピーダンスが表される。このように反射振幅 R(0) から音響インピーダ

ンス AIを推定することが前項で述べた音響インピーダンスインバージョンである。次の式はそ

のような解の表現の一例である。 

 
  

AI = exp (2 R (0) dt)
 

 

上の式の類推から、入射角 θ の関数である、Angle stacksから次の式を定義する。この式を

弾性インピーダンス（Elastic impedance）と呼ぶ。 

 

 
   

EI (! ) = exp (2 R (!) dt)
 

 

この式に例えば Aki&Richards(1980)などから得られる次の反射振幅 R(θ) の近似式を代入

する。  

 

 

   R(!) = R(0) + A sin 2! + B tan 2!

R(0) = 1
2

"V p

V p

+
"#
#

 
 

 

   
A = – 2

VS

V
P

2

2 !VS

V
S

+
!"
"

 

 

   
B =

1

2

!V p

V p  
ここで、  

ΔVp  : 1 層と 2 層の P 波速度（縦波速度）差 

 ΔVs : 1 層と 2 層の S 波速度（横波速度）差 

 Δρ  :  1 層と 2 層の 密度差 

 

上記より P 波入射、P 波反射の場合に次の式が得られる。  

 
   

EI (! ) = V
P

(1 + tan2!) " (1 – 4
VS

VP

2

sin
2
! ) V

S

– 8
VS

VP

2

sin
2
!

 

弾性インピーダンスは、P波速度と S波速度の比 VP/VS と入射角に依存する量である。次

元そのものが入射角他に依存するということで、通常の意味での物理量とは異なる。一方で



 38 

音響インピーダンスは密度 ρ と P 波速度 Vp に依存する物理量である。弾性インピーダンス

は、入射角の値によって、その値も変化する。弾性インピーダンスのべき乗にあたる各量を無

次元化してこのような不都合を回避する試みもあるが、新たに導入するパラメタの任意性が残

るという問題もあり、今回は旧来の定義に従うものを用いた。弾性インピーダンスはその定義

から、音響インピーダンスを零オフセットあるいは重合地震断面からインバージョンで推定す

るのと同等の手法で Angle stacksから推定することが可能となる。 

弾性インピーダンスは音響インピーダンスを入射角が大きくなった場合に拡張したものであ

り、地震探査データとの対比をオフセットが大きい（入射角が大きい）場合にも適用可能なよう

にしたものである。通常の AVO がオフセット方向の複数のトレースを議論しなければならな

いのに比して、特定の Angle stacks と擬似物理量（弾性インピーダンス）との対比という、より

手続きが少なくてすむ方法であるといえる。 

 
3.5.5 物性量の推定 

3.5.5.1 解析法 

ここでは、垂直分解能の高い検層データ（物性量）と空間的に均一にとられた 3 次元地震

探査データのそれぞれの特徴をいかした解析を行う。 

1) 周辺の地質情報と検層データを用い、坑井位置での地質層序区分、岩質等の地質的拘

束条件を与える。 

2) 検層データより物性量の間の統計的関係を求める。 

3) 地質的拘束条件と物性量間の統計的関係を満足するモデル坑井を多数生成する。ただ

し、各層厚については指定した範囲での正規分布で与え、坑井位置は特定しない。これを

モデルデータと呼称する。 

4) 地震探査データとの関係を推定するため、物性量のうち、音響インピーダンスより、理論地

震記録（垂直入射反射時系列）を作成し、特定の物性量（往復時間の関数に変換した検層

データ）を目的関数として、ある時間での音響インピーダンスとその時間を含むある幅（基

本ウェーブレット幅、基本ウェーブレットとは振源、受振、観測機器、地中の伝搬特性の応

答で分解能の一つの指標）の理論反射記録との関係を非線形解析により求める。この関係

の推定のため、モデル坑井データとその検証のため、実坑井データを用いる。 

 

モデルデータから算出した理論反射記録、音響インピーダンスと実際に観測された 3 次元

地震探査データならびにそれより推定した音響インピーダンス間の値の較正を行い、モデル

データで推定した関係を用い、目的とする物性量を推定する。なお、4) の段階で、地震探査

データとして通常の CMP 重合データあるいは Angle stacks を選択し、入力する音響インピ

ーダンスに対応する時間深度を含むある時間ゲートで与える、音響インピーダンス、弾性イン
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ピーダンスの両者あるいはいずれかを入力にする、推定した物理量をさらに入力とし、それ

以外の物理量の推定に用いる等の様々の組み合わせについても検討したが、結果としてこ

れらによる差異は小さい。以下では初期の定式によるものに従う。 

 
3.5.5.2 地質モデルの作成 

CO2 圧入井、モニター坑井および周辺坑井の解析より地質層序を、帯水層を含む深度を

含み新たに Unit 1、Unit 2、Unit 3、Unit 4、および Unit 5 に区分した。これらの Unit のうち、

本解析のために、各層序を細分化しその上限を Unit 4、Unit 5、Unit 5_Zone1、Unit5_Zone2、

Unit5_Zone3、Unit5_below と呼称する。このうち Unit5_Zone2 は圧入層準の上限である

（Table 3.5-1 参照）。 

 
Table 3.5-1 Stratigraphic Units in MD(m) 

 

Units  CO2-1  CO2-2  CO2-3  CO2-4 

Unit4  906.7  908.8  890.0  902.1     

Unit5  1029.4  1038.5  1012.5  1021.4 

Unit5_Zone1 1056.6  1067.8  1037.8  1047.6 

Unit5_Zone2 1090  1103.5  1069.5  1079.2 

Unit5_Zone3 1150  1169.5  1129  1135.8 

Unit5_below 1198  1223.2  1177  1182.7 

 
坑井毎に各層準で、構成する各岩質の割合を推定した。これらは、砂質(sand)、カルサイト

セメント化した砂質(cement)、タフ(tuff)、および泥質(shale)で、Vsand、Vcem、Vtuff、および

Vshale でその割合を表示する。物性量間の相関関係と岩質の組み合わせをより簡明に表示

するため、坑井の各深度で、これらの岩質のいずれかで代表させた。そのため、自己組織化

マッピッング（Kohonen, T., 1990）と類似の方法によった。これにより各深度の岩質の構成割合 

(Vsand, Vcem, Vtuff, Vshale) より、sand、cement、tuff、あるいは shale  のいずれかに区分す

る。 

これにより、各坑井で、深度毎に層序ならびに岩質を定める。このように区分化した岩質デ

ータより、各岩質での物性量間の統計的関係を求める。測定ないしは観測した検層データと

統計的に同等である仮想的なモデルデータを生成する。これらのデータ群での検層データ

間の統計的関係についてクロスプロットなどを用い、モデルデータと実データの統計的な関

係の類似性を確認する。 
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3.5.5.3 解析結果 

上記の手法で推定した圧入井位置での有効孔隙率および浸透率を検層データと比較した

ものを作成した（Ｆig.3.5-1 参照）。この場合の入力データは検層から算出したものである。両

者の一致は良好である。さらにＦig.3.5-2 にモデルデータで得られた関係を 1 回目の 3 次元

地震探査データに適用し、孔隙率および浸透率を推定したものを示す（Sakai, 2005a,c）。 

 

 
 
Fig.3.5-1 Porosity and permeability estimates for the real wells, using well synthetics as input. 

The predicted porosity and permeability curves are in red and the time domain porosity and 

permeability logs are in blue. (Left panel: porosity, right panel: permeability; Porosity is in 

fraction and permeability is in natural logarithm of mD. Time zero is the top of Ic layer.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.5-2 Porosity and permeability estimates in Ic Zone 2, using 3D seismic data as input. 

(Left panel: Porosity, right panel: permeability; Porosity is in fraction and permeability is in 

mD). Well trajectories are projected as gray lines on maps (Wells CO2-3, CO2-4, CO2-1 and 

CO2-2 from left to right). Maps are in the range of 320m (SW-NE direction) and 370m 

(NW-SE direction) .  
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3.6 3次元地震探査データの経時変化 

3.6.1 解析法 

2 回の 3次元地震探査の前後での変化（4D異常と仮に呼ぶ）を推定するため、それらの対

応するデータを用いた以下の手法を検討した。 

1) 2 調査の地震探査データより差異データを算出する。 

2) 地震探査データより属性値を算出し、これらの差異データを算出し、個別に検討する。 

3) 複数の属性値に対する多次元計量空間を定義し、この計量空間内での距離を 2 調査

間で算出する。 

4) 事前情報（4D 異常が認められる確かな位置とそうでない位置を複数点）を与え、与えら

れた異常域の特徴パラメタを複数の属性値群に対して求め、それによりそれ以外の異常域

を同定する。この演算により、4 D 異常の検知に有効な属性値についてのデータもえられ

る。 

5) 2 回の地震探査データより物理量（インピーダンス）を推定し、それらの変化量を算出す

る。 

 

1) の方法は、非再現性雑音がいずれかの時点での 3 次元地震探査データに含まれた場

合には、これらの単一データの差異をとることにより、異常に起因するかそれ以外かの判断が

非常に難しくなる。従って、非再現性雑音が非常に小さい場合にのみ適用可能な手法である。

もちろん差異データは 4D 異常の参考点の検出には有効であるので、元のデータを参照し、

解釈を加えて検討することで、利用可能である。いずれにしても、このデータのみでの解釈は

注意が必要である。 

3 次元地震探査データからの差異データの例を Fig.3.6-1 に示す。この図は 2回目の 3次

元地震探査の処理後のデータから 1回目の 3次元地震探査の対応するデータを引いたもの

であり、黄色あるいは赤色の部分で振幅が減少していることを示す。まず、二酸化炭素は地

下に圧入後、空間的に広がっていくわけであるが、その広がり方は垂直方向では非常に小さ

く、横への広がり方が大きいということがモニター坑井のデータから観測されている。このよう

な面を 3 次元地震探査データの上で追跡し、一つの面（仮に圧入層準と呼ぶ）として同定す

る。この図は 2 回の 3 次元地震探査データの差異をこの面上にマッピングしたものである。こ

の図には、圧入井（CO2-1）と 3 本のモニター坑井（CO2-2、CO2-3、および CO2-4）の坑跡と

それに沿った音波検層データ（Time-lapse データ）を示す。坑井は左から CO2-3、CO2-4、

CO2-1（圧入井） および CO2-2 であり、検層データの繰り返し測定からは、CO2-2 と CO2-4 

の位置へ二酸化炭素が到達したことが確認されている。従って、この図において、坑井 

CO2-3 が 4 D 異常域からはずれた位置にあるのは、観測された検層データとは調和的であ
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る。この坑井 CO2-1 を中心とした大きな異常域のかたまりの外側でいくつか小さな振幅の異

常域が認められるが、これに意味があるかどうかについては検討が必要となる。これまでのデ

ータ解析からは調査域の縁辺部では非再現性の雑音が残っているという結論なので残存す

る非再現性雑音が発現した可能性が高いと判断される。 

 

 

 

                                                                              

Fig. 3.6-1  4D anomaly of 3D seismic data on the estimated carbon dioxide injection layer 

from 3D view point. 3D seismic data is simply subtracted between 2005 and 2003 survey data 

for 4D anomaly estimates.  Wells CO2-3, CO2-4, CO2-1 and CO2-2 (aligned from left to 

right) are stuck on the surface. Three monitor wells are located on the 4D anomaly portion, 

which is consistent with the logging data observation. The injection horizon interpretation is 

more reliable close to wells. 

 

3) の方法は、一つの 3 次元地震探査データから複数の属性値（Attribute）を算出し、3次

元空間の各点の接平面上のこれらの属性値の組（多次元ベクトル）に計量（metric）を定義し、

計量空間（multi-dimensional metric space）を形成する。計量としては通常の  Euclidean 

metric を用いる。距離を個別に単一属性値で判定するのが、2) の方法であり、非再現性雑

音が特定の属性値で抑制、あるいは差異量がある属性値で強調されることを期待する。 

4) の方法は、3) においては各属性値間の距離を、個々の属性値の重みが同一であるとい

う仮定で表現していたのに対し、これらの重みをデータの解釈と組み合わせることで最適化

することを目指す。3次元地震探査データを用いた解析の目的となるのは 4D の異常域の検

知である。従って、データの解釈により、この異常域とそうでない箇所の “確かな領域” という 

2 値情報（=知識）を与え、解析で用いる属性値データより、これらの点での重みを推定（=学

習）し、これらの重みで全体領域での属性値間距離を算出する。さらに最初に与えた学習情

  

CO2-3  CO2-4  CO2-1  CO2-2 
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報の一部を用い、同じ操作を実施し、最初に与えた知識への依存度が高すぎなかったかを

検証する。この依存度が過度であると、所与の知識情報に推論そのものが支配され、得られ

た結論の妥当性に疑問が残ることになる。属性値間距離を 0 と 1 に規格化することにより、2 

値による区分化（パターン認識）に確率の意味づけを行う。最終的にはこのように規格化した

距離空間あるいはもっと簡単に各項に与えた線形の重みで、4 D 異常域が確率情報として

推定できる。このような推定は既に知られる特別の法則に基づいて演算するわけでなく、あく

まで、与えられた属性値データと解釈による 2 値点の分布情報から、重みを最適に推定する。

このように法則が未知であり、2 値観測データが所与という条件で重みを推定する方法は、一

般には極めて複雑な非線形の手順が必要となる。今回は、このような問題に対して人工神経

回路網理論を適用した。 
 

3.6.2 神経回路網理論の応用 

多段階層構造の人工神経回路網（Multi-layer perceptron）の模式図を Fig. 3.6-2 に示す。

入力段の入力 yi  、重み wi、活性化関数（Activation function） A  を与えた場合の出力応答

は A(W) となる。応答の非線形性は A の関数型に依存する。 

 

   
W(y) = wk!

k = 1

N

yk

x = A(W)  

応答の非線形性を前提としない階層モデルは単なる線形結合モデルで多段階であっても

簡単な構造に帰着される。ここで出力階層に解釈により与えた既知データ、今の場合であれ

ば、4 D異常とそうでない点に対応する 2 値情報を与える。このような解法設定を教師付き学

習（supervised learning）と呼ぶ。上記と同様、s-1 層への入力データを p = 1, …, M とし、それ

に対応する出力および既知データをそれぞれ xip および dip とする。各入力に対する既知デ

ータとの誤差を Ep とし、誤差を小さくするように wik を逆誤差伝搬法で求める（Haykin, 1999 

他）。 

 

   
W(y) = wi k!

k = 1

N

yk p

xi p = A(W)  

 
   E p(W) = 1

2
(xi p – di p )2!

i  

 
   E(W) = E p!

p   

これは手法としては、勾配ベクトル方向に最急降下法（steepest descend method）で逐次的

に解に収束させていく局所的な解法である。解の各段階で誤差を評価しこの誤差を解のアッ
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プデートベクトルの推定に用いることからこのような名称がついた。繰り返し演算により収束す

る局所解が大域的な解であることを期待して演算を進める。場合によっては、真の最小値に

収束しない場合もありえる。これは局所的方法に共通の問題である。演算効率という観点から

は共役勾配法、大域的な解への収束を目指すため、Newton 法あるいは Gauss-Newton 法、

Monte-Carlo 法、Genetic algorithm 法などと局所解法との組み合わせ等、様々の工夫が提

案されている。今回のデータ解析では、3 階層のパーセプトロンをモデルとして与え、解法と

して基本になる逆誤差伝搬法を、共役勾配法を用いて適用した。既知データをすべて用い

た場合と既知データの一部の場合を比較し、データの依存性が少ないものを解として採用し

た。 

 

このような 2 値化パターン認識のもとになる問題に立ち返ってみよう。個別に、因果的な方

程式を用いてそれぞれの精度の範囲で推定することは原理的には可能であるかもしれない。

しかし多くの未知量を求めることに実際的な非常な困難さがある場合に、神経回路網理論を

ブラックボックス的に用いることにより困難さに対処する。4 D 異常域の検知はこのような問題

の一例となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.6.3 解析結果 

解析方法のうち 4) を用いたものについてその結果を示す。この方法では、最初に教師デ

ータとしての事前情報を与える必要がある。4 D 異常域とそうでない地点の位置情報である。

このような情報としては、検層データが有効である。ただし検層データそのものは 1次元デー

タで、ここで求められる 3 次元的な情報たりえない。従って、坑井 CO2-1、CO2-2、および 

CO2-4 で CO2 が確認されているので、坑井 CO2-1 と CO2-2 および CO2-4 の CO2 が確認さ

れている 3本の坑井の対象深度区間を結ぶ地点を含む近傍で CO2 が存在すると仮定した。

Fig.3.6-2 Schematic representation of a 

feed-forward layered neural network 

(Multi-layer perceptron) 
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近傍の幅の取り方の感度について別途検証を行った。 

入力層として取り上げた属性値は、各調査における CMP重合および Angle stacksについ

て Energy 、Frequency spectrum、Similarity などである。これらの属性値と、教師値情報を用

いた学習を行う。学習過程の検証のため、教師値情報の 一部を用いさらに学習を行い、両

者の比較より、学習が適正であったかの判断をする。そのほかに入力データとして、高分解

能化したもの、両年度の差異データの属性値を用いたもの、さらにそれらの高分解能化した

ものも参考のため算出した。このような演算の妥当性の判断材料となるのは、学習過程で収

束する量の比較、すべての教師データを用いた場合とテストデータのみを用いた場合の収束

値の差である。後者は、学習が適正であったかの判定で、もし両者の差が大きい場合は、教

師データによる過学習の可能性が高い。演算上の妥当性の検討に加え、観測データ、すな

わち圧入井、あるいはモニター坑井（CO2-2、CO2-4）で現に二酸化炭素が存在し、あるいは

到達しているという事実と調和していることも重要な判断材料となる（Sakai, 2006）。 

この方法で 4D 異常をマッピングしたものの例を Fig. 3.6-3 に示す。右の図で、緑の点は、

4D異常があると仮定した領域で圧入坑井 CO2-1および検層で二酸化炭素の到達が確認さ

れている CO2-2および CO2-4の 3本の坑井の確認深度に指定している。このような 4D異常

の描像は教師点の与え方により、少しずつではあるが変化するが、示す範囲から大きく逸脱

しない限り、あるいは、坑井近傍という現に得られている二酸化炭素の分布の知識に、より遠

方の分布というかなり不確実な仮説を置かない限り、得られる結果の変化は小さいことが数値

実験で確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.6-3 4 dimensional anomaly estimated by supervised clustering method. 

Left panel: anomaly map with index between 0(blue) and 1(red) on Ic Zone 2. Red shows high 

probability of 4 dimensional anomaly. Right panel: points for clustering training. Green dots 

indicate anomaly points and red dots are not in anomaly taken in advance displayed with the 

injection layer.  Well trajectories are vertically projected on maps. 
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4. 技術開発成果について  
4.1 3 次元地震探査の実施 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が新潟県長岡市郊外の岩野原地区で先駆

的な試みとして二酸化炭素圧入実験を 2003年 7 月から 2005年 1 月の期間行っており、こ

の場所を本技術開発の現場として選択した。同地域は、国内有数の石油天然ガス開発が行

われている地域であり、周辺地域での地表調査等による地質データ、掘削による坑井データ

の蓄積は大きい。さらに、二酸化炭素圧入実験による新規の坑井データ、およびモニタリング

データ（検層、坑井間トモグラフィ）の追加など、技術開発のための関連データは豊富である。

一方で、同地域は、環境保全地区（国営越後丘陵公園）を背後に控え、計画する 3次元地震

探査の範囲での地形変化が大きく、地震探査そのものの実施には不利な条件にあった。対

象層準 Ic層は深度約 1100mで、約 60m 層厚の帯水層であり、その Zone2に圧入層準があ

る。実際に二酸化炭素が胚胎した層厚は 6 m たらずということが検層によるモニタリングデー

タにより徐々に明らかとなった。 

とはいっても今回の 3次元地震探査調査域は国内で同様の目的を持って実施する場合に

陸域で想定される地域類別のうちのひとつとしてとりあげられる可能性の高いものとして位置

づけられる。陸域では 1) （平坦であるという意味での）地形条件のよい都市部、2) 今回のよう

な都市近郊の里山と呼べるような丘陵、山間部、耕作地その他を含み全体として土地の利用

法も多様で地勢変化が大きい地域、3) 農地あるいは大規模干拓による耕作地などの広大な

平坦地域、4) 孤立する深い山間部のもの等に類別される。これらのうち、地震探査の実施の

難度は細かい条件により順位は変わりうるが大略 4) 、1) 、2) 、3) となる。国内の陸域での 3 

次元地震探査はほぼ 3) の地勢条件のものがほとんどである。今のところ都市部での 3 次元

地震探査の事例は発達する交通環境が災いして少なくとも国内においては非常に小規模な

試験的な事例のみである。将来の二酸化炭素圧入地として選定されるのは、必ずしも 3) のよ

うな地勢条件の場所のみならず、国内では極ありふれた地域である 2) の条件の地域が選ば

れる可能性も高いと考えられる。石油天然ガス開発もそのような地勢の地域でも進められて

おり、地下情報に関わるデータの蓄積も大きい。 

今回対象となる層準は極薄層でありその点においては、石油鉱業における本手法に関わ

る経験がこれまで海域の巨大なもの（広がり、厚み）を対象としてきたのでその経験がそのま

ま適用できるというわけではない。 

 

本技術開発で実施した 3 次元地震探査は国内という枠で考えると、 

・ 2) の地勢で類別される地域での本格的 3 次元地震探査 

・ 国内で初めての繰り返し 3 次元地震探査 

さらに、陸域帯水層での二酸化炭素圧入に関連したものとしては世界で初めての 3 次元
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地震探査となる。 

従って、この場所で 2回の 3次元地震探査を成功裡に実現したことそのものも大きな成果と

評価する。 

 

4.2 3 次元地震探査データ解析 

データ解析作業における困難さは、   

1) 雑音成分抑制 

2) 3次元的静補正解析 

3) 異振源間の振源、位相補正、受発振点振幅補正 

4) 不規則に分布する発振点、受振点に起因するさまざまの問題 

5) 高分解能化、他 

いずれも、データの収録が発振点、受振点間がかなり不規則に分布する 3 次元調査であ

ることから派生する問題であり、通常の規則配列の 2 次元あるいは 3 次元調査で開発された

方法はそのままでは適用できない。今回、所与の条件に最適化するように既存手法を改良し

実データに適用した。精度の高い振幅情報を利用できるように多くの方法を適用し、重合段

階での異常振幅の抑制と、S/N 比向上の効果を上げることができた。しかし、方位角あるいは

オフセット分布が不均質な地点での重合前のデータ解析のための品質改善のために、これ

らの手法に改良の余地は残る。適用そのものはかなり試行錯誤的なものであり、新規の調査

地においてはそれにあわせパラメタを最適化するようにさらなる開発を継続する必要はある。

汎用性を有する手法であっても、今後も個々の事例に従って最適なものを開発あるいはその

ものを工夫しながら適用しなければならない。 

比較データ解析においては、基礎解析におけると同様の手法を吟味しながら適用し、さら

に、両調査間の振幅、周波数帯域、位相、時間などの差異を補償するフィルタ処理を施した。

これらと同時に、重合前時間マイグレーションを実施し、不規則に分布する発振点、受振点

に起因する問題の解決をはかった。これらの既存手法の改良ならびに新規の開発と試行錯

誤を交えた手法適用の試みは成功したと評価する。 

 
4.3 4 次元異常域の同定 

以上により求められた 3 次元地震探査データの組を用いて、検層データとの対比を行い良

好な一致を得た。二酸化炭素含有岩石学的モデルの作成および地震応答算出および実デ

ータとの比較を行い、さらに、音響ならびに弾性インピーダンスインバージョンを実施した。こ

れらのデータを用いて 2 回の 3 次元地震探査の間に圧入された二酸化炭素の分布に起因

すると考えられる変化をいくつかの方法で空間分布として検討した。これらが示す指標はい

ずれも類似するパターンを示すことが確認できた。細部を除けば、方法に依存しない結果と
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考える。1 回目の 3 次元地震探査データを用いて推定した物理量（孔隙率、浸透率）の分布

域とを比較し、おおむね上記で推定した異常域パターンと類似パターンを示すことが認めら

れた。 

本来的には、地震探査で一義的に推定できるのは、音響的な量であり、孔隙率、浸透率等

の物理量の分布については、それとは独立な何らかの観測、例えば検層、あるいは物理量

間の関係（統計的な関係）が対象地域で既知であることが求められる。また地震探査データ

の品質に大きく依存していることは留意しなければならない。すなわち、連続的かつ広域的

な 3次元地震探査データおよび高分解能で多様性を有する坑井データを総合しこれらの結

果が導かれた。 

 

5. 最後に  
技術開発の目標として当初設定した、 

・ 地下に圧入した二酸化炭素の挙動の変化を広域的かつ直接的に高分解能で可視化する 

・ 地震応答の変化と圧入量および帯水層の厚み・広がりとの関係を検討する 

のうち、二酸化炭素の圧入が 4D 異常域の存在の動因であり、可視化したものがその存在を

示すものであるが、胚胎量の定量的検討については、今後これまでに開発した方法をさらに

発展させ継続して技術開発をすすめる必要があるという現時点での結論となる。困難さの主

因は対象層の層厚が非常に薄いためということであるが、一方、二酸化炭素胚胎モデルとし

て均一モデル（Homogeneous model）を仮定する場合は、空間分布の詳細な定量評価は一

般に容易ではない。二酸化炭素の伝搬のフロントの把握とその背後の掃引された領域での

平均的な胚胎量の推定が現実的なものとなろう。 

 

二酸化炭素圧入の安全性評価法の一つである繰り返し 3次元地震探査によるモニタリング

手法に関わる技術開発をこの 3 カ年実施した。技術開発の現場として選定したのは、標準的

な規則的配列の 3 次元地震探査の実施が複雑な地表条件のため、その適用が非常に困難

と想定される地域である。ただし、国内での二酸化炭素圧入地としては、選定される可能性も

高い地勢を有する場所であり、事前に想定された困難さをいかに克服し、よりよいデータを取

得するかは技術開発の中で重要な位置を占めていた。これまでの石油鉱業での経験を背景

としてこれらの基礎的検討を開始し、新しい要素技術開発も含め作業をすすめた。研究期間

の制約もあり既にふれたような継続事項も残ったがほとんどの課題について検討を深めること

ができたと評価する。残された課題についても、継続して技術開発をすすめ今後の二酸化炭

素圧入・固定（あるいは地中貯留）事業のこの分野での貢献をめざしている。 

 

（文責 酒井明男） 
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