
 

 

要 約 

 
資源エネルギー開発分野の地震探査で既に実用化されているOBC(Ocean Bottom Cable)

システムを基に、地中貯留における CO2 挙動モニタリングに適した海底常設型受振システ

ム構築に必要な計測機器開発の基礎的研究を行っている。平成 19 年度では CO2挙動モニタ

リングの 適化に必要 小限のシステムが導入し、湖沼底に約 1 ヶ月 OBC を敷設して連続

観測実験を実施した。本研究で得られた主な研究成果及び知見を以下に要約した。 
 
1) 常設型モニタリングシステムとしての基本性能の確認 
高精度の GPS 時計と同期して連続的なデータサンプリングができるようになっており、

長期的な測定システムとして適していること、デジタルレコーディングの基本性能が地震

探鉱の国際標準レベルに達していることを確認した。また、現在の測定システムでは再現

性の高い観測データが取得できており、常設型の繰り返し三次元地震探査システムの利点

が確認できた。 
2) 現場への敷設条件の把握 
湖沼底に敷設した現場評価試験により、海域地中貯留の実サイトへの適用に際し必要と

なる様々な条件を把握することができた。すなわち、陸上設置に比べ水底下は格段に周辺

ノイズに対して有利であるが、環境ノイズに対し、十分な設置深度やセンサーのアンカー

措置が重要であることも分かった。 
3) 二次元反射法データの取得 
取得データについて、反射法データ処理を行った。その結果によると、現在の測定シス

テムでは、地上設置の受振器に比べて優れた解析結果が得られており、埋設せず単に湖底

に沈めただけの設置状態でも、良好な品質のデータが得られることが確認された。８個と

いう少ない受振器にもかかわらず、発震点を密に取ることでこのような構造把握に資する

処理結果が得られ、この手法の有効性が確認できた。 
4) 自然地震データの取得 
約 1 ヶ月の連続観測で近地地震から遠地地震まで数多くの自然地震を収録することがで

きた。これは、常設型システムの特徴である。受振器は、仕様上固有周波数が 15Hz で、自

然地震の観測用としてはやや高いことが懸念されたが、自然地震も微小地震レベルから取

得されている。このような自然地震は、非定常かつ不均一な発震源であるが、長期間に多

数のデータを収録することで、モニタリングデータとして有効利用が可能と思われ、今後

の研究課題ではあるが興味ある成果である。 
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Summary 
 

The fundamental study on the permanent subsea seismic acquisition system 
construction was conducted based on OBC (Ocean Bottom Cable) system which already 
becomes commercially practical for seismic survey in the field of energy resource 
development. In FY 2007, a prototype system was manufactured and installed at the 
bottom of a lake, to optimize the monitoring of CO2 in geological sequestration. The 
continuous observation experiment was conducted for about one month with this 
prototype system.  Results and findings are summarised below.  

 
1) Confirmation of basic performance as permanent monitoring system 

The system is suitable for long term monitoring and the continuous data sampling 
synchronized with precise GPS clock is available. The basic performance for digital 
recording reached the international standard level of seismic exploration. Furthermore, 
the highly-reproducible observation data can be acquired by the current system and 
advantages of a permanent seismic survey system were also confirmed in this study. 

 
2) Ascertainment of the assemble requirements in the field 

Applications of offshore CO2 geological storage at a practical site are ascertained by 
the field test of the system. The system assembled under the water is significantly more 
favourable than that assembled on the land. It is also important to install the system at 
adequate depth and anchor the sensors properly for environmental noise control. 

 
3) Data acquisition by 2D seismic reflection method 

Acquired data was processed by seismic reflection method. The results showed that 
current measurement system gives more favourable analytical results than geophones 
on the land, and it was also confirmed that favourable data could be acquired by 
submerged geophones (not buried) at the bottom of a lake. Despite a low geophone 
counts (eight geophones), the availability of this method was confirmed because the 
processing result conducive to ascertain structures could be acquired by recording 
source points densely. 

 
4) Acquisition of natural earthquake data 

Many natural earthquake data from near earthquake to distant earthquake could be 
recorded for about a month. There is a concern that the intrinsic frequency of geophone 
in the specifications (15 Hz) was a little too high for seismic observation. However, 
natural earthquake could be recorded at a level of microearthquake. Such natural 
earthquakes are non-steady and non-uniform source, it is thought to become possible its 
effective utilization as monitoring data by recording many data over the long term. This 
is an interesting result, though further research is required. 
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