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海洋 CSEM 探査技術の国内内製化に向けた取り組み
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Technological development for the domestic insourcing of Marine CSEM survey
-A strategy for de-noising in 2020 Marine CSEM demonstration surveyYosuke Teranishi*, Taku Okamoto, Motonori Higashinaka (JGI), Katsumi Takai (JAPEX)
Takafumi Kasaya (JAMSTEC), Tada-nori Goto (Univ of Hyogo)
Abstract: Authors constituted a research consortium and advance the Marine CSEM technological
development based on the know-how cultivated at university and research institute. A Marine CSEM
demonstration survey using our MCSEM system was conducted offshore Japan in September 2020. In the
survey, we confirmed an enhancement of the SN ratio by improving the transmission source power, and we
introduced appropriate noise suppression processing techniques. Our results indicate that we constructed an
effective data preprocessing method for Marine CSEM surveys.
1. はじめに
海域での石油・ガスを対象にした資源探鉱において，
その探鉱リスクを軽減させる物理探査手法として人工
電流源を用いた海洋電磁（海洋 CSEM）探査技術が昨
今注目を集めてきた. しかし，海洋 CSEM 調査の適用
においては, 高額な調査費用やデータ取得・処理・解
析時の品質管理といった各種課題も存在している. そ
こで，著者らは共同研究コンソーシアムを組成し，国
内の大学および研究機関で培った海洋電磁探査技術の
知見をもとに，データ取得資機材および三次元解析ソ
フトウェアの技術開発を進め，データ取得から解析評
価に至る基盤技術の確立および国内内製化を目指して
いる.
2020 年度では, 開発を進めてきた海洋 CSEM システ
ムによる海底下比抵抗構造のイメージングを目的とし,
日本周辺海域において海洋CSEM 実証試験を実施した.
調査域における既存坑井では, 海底下浅部および深部
における高比抵抗層（約 10m）が確認されている. 本
実証試験ではこれらの高比抵抗層をターゲット層とし
て, 海洋 CSEM システムによる比抵抗構造推定精度を
検証するため三次元海洋 CSEM 調査を実施した.
当該海洋 CSEM システムの開発では, 国立研究開発
法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）における送信源送
電能力の改良, 株式会社地球科学総合研究所（JGI）に
おけるデータ処理技術の開発, 京都大学・兵庫県立大
学におけるインバージョン解析技術の開発などの各種
技術的課題を解決し, 海洋 CSEM 技術の可視化・高度
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化に取り組んでいる.
本稿では, 実施した海洋 CSEM 実証試験概要ならび
に, 海洋 CSEM 技術の高度化に向けたノイズ低減処理
に関して報告する.
2. 海洋 CSEM 実証試験概要
2020 年9 月に日本周辺海域に設定された調査域
（30
km×4 km）において, 5 送信測線によるデータ取得を 7
日間に渡り実施した（図 1）
．本実証試験では, 大電流
送電可能な ROV ウィンチケーブルを用いた送信曳航
体運用により, 送信出力の増強を実現した. 使用した
観測システムを図 2 に示すとともに, データ取得仕様
を以下にまとめる.
表 1 データ取得仕様
人工電流送信源
送信波形

MEMSYS
4 秒矩形波（基本周波数 0.25 Hz）
5 sec

送信間隔
送信電流値

110 A（最大約 150 A）

送信水平ダイポール長

200 m

送信源曳航速度

1 knot

送信源曳航高度

海底面上方約 50 m

海底電位計
観測成分
受信ダイポール長
サンプリングレート
記録長
受信点数
受信点間隔

OBE
電場三成分
水平 5.44 m, 鉛直 0.45 m
1 kHz
連続観測
13 点
1 km（標準）

で得られた観測記録（ChNo2 の電位電極記録）および
送信波形の時系列記録の一例を示す.

図 1 海洋 CSEM 実証試験測線図

図 2 観測システム. (a) 海洋 CSEM 実証試験模式図,
(b) 観測機材の構成模式図, (b) 観測機材写真
本実証試験は, 複数送信測線および直線状に配置し
た13 受信点からなる三次元海洋CSEM 調査である. 受
信機として自己浮上式海底電位計（OBE：Ocean Bottom
Electrometers）を使用しており, 調査船「よこすか」に
より海底面上方を一定高度（約 50 m）で曳航される送
信源にて励起された電場信号を観測する. 送信水平ダ
イポールは送信源の進行方向に設定され, 各受信点で
は 5 チャンネルの電位電極にて三成分電場信号が観測
された. 送信源ならびに OBE の位置に関しては, 「よ
こすか」の船底に装備された音響測位装置（SSBL,
Super Short Base Line）を用いた音響測距に基づく測位
を実施した. 図3 に調査域中央に位置するLINE02 測線

3. データ処理
CSEM 観測記録には, 送信源起因の電磁場信号に加
え, 機器ノイズおよび環境ノイズが認められ, これら
は主にランダムノイズ, 周期的ノイズ, 非周期的ノイ
ズの 3 種類に分類される. 高ノイズ環境下にさらされ
る陸上 CSEM 調査においては観測記録の SN 比改善の
ため, これまでに種々のノイズ抑制手法が開発されて
きた. 例えば, 重合処理時の重み付け最適化処理
（Streich et al. , 2013）, 最小二乗インバージョン解析に
基づく非周期的ノイズ抑制処理（Yang et al., 2018）, 修
正経験的モード分解に基づくベースラインドリフト抑
制処理（Liu et al., 2019）である. また, Reninger et al.
(2011) では, 空中 TEM 観測記録に対して特異値分解
に基づくランダムノイズ抑制処理が提案されている.
これらのノイズ抑制処理は観測記録の品質改善に大き
く貢献している.
一方で海洋 CSEM 調査においてはこのようなノイズ
抑制処理に関する報告はあまりなされていない. 著者
らは，インバージョン解析における解探索の安定性向
上ならびに可探深度の増加を目的として, 海洋 CSEM
観測記録に含まれるノイズに対して各種手法を複合的
に組み合わせた複合型ノイズ抑制処理を適用し，イン
バージョン解析に用いる入力データの SN 比改善を図
ることとした.
海洋 CSEM 調査では, 送信測線区間において連続し
た電流送信を実施するため, 各受信点にて大量の観測
波形が記録される. この長大な時系列記録を送信時刻
で切り出し, 電位電極毎に共通チャネル記録を構築す
ることで, 一次元領域（時間）に加えて二次元領域（時
間-空間）におけるノイズ抑制処理が可能となり, 観測
記録に対するより効果的なノイズ低減処理の実現が可
能となる. さらに, 長大な時系列記録と比べ, 共通チ
ャネル記録上ではデータ QC がより簡便となる副次的
な利点も存在する.
図 4 に本調査で実施した一連のデータ処理フローを
示す.
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図 3 LINE02 測線で得られた観測記録（ChNo2 の電位電極記録）および送信波形の時系列記録の一例.
(a) SPNO 1～8000 における電位電極記録, (b)～(g) SPNO 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 の各送信時刻で切り出した
10 送信点分の電位電極記録および送信電流波形
における処理概要を以下に示す.
 ランダムノイズ抑制処理
離散ウェーブレット変換を用いたウェーブレット
縮退処理の実施
 線形ノイズ抑制処理
周波数-波数（F-K）フィルター処理の実施
線形ラドンフィルター処理の実施
 信号の周波数および波数帯域外ノイズ抑制処理
周波数帯域および波数帯域を制限する帯域通過フ
ィルター処理の実施
図 4 データ処理フロー
電磁場信号の SN 比を改善するため, 上述処理の適
用後に残存するノイズ（線形ノイズ, ランダムノイズ）
 時系列領域ノイズ抑制処理（一次元処理）
に対して, 周波数-空間領域（F-X）経験的モード分解処
観測記録（時系列記録）には長周期トレンドノイズ
理を適用した. 図 5(a)および(b)に本処理適用前後の観
およびインパルス性ノイズが認められ, 長周期トレン
測記録（共通受信点記録）, 図 5(c)に本処理適用前後の
ドノイズは電極ドリフト, 一部の OBE に認められたイ
周波数振幅スペクトル（Amplitude vs Offset）, 図 5(d)
ンパルス性ノイズは観測機器に起因すると考えられた.
に本処理適用前後の観測記録（時系列記録）を示す. 同
時系列領域における処理概要を以下に示す.
図から観測記録上のノイズ成分が効果的に抑制され，
 長周期トレンド抑制処理
特にファーオフセット領域における周波数振幅スペク
線形トレンド除去および Low Cut Filter 処理の実
トルの品質が改善したことが分かる．
施
 インパルス性ノイズ抑制処理
4. おわりに
独立成分分析によるノイズ推定・除去処理の実施
著者らは海洋CSEM 調査技術に関する共同研究コン
 共通チャネル領域ノイズ抑制処理（二次元処理）
ソーシアムを組成し, 海洋 CSEM 技術の可視化・高度
観測記録（共通チャネル記録）にはランダムノイズ,
化に取り組んでいる. 2020 年度では, 開発を進めてき
空間的に局在する線形ノイズ（電位電極揺動に起因す
た海洋CSEM システムを用いた実証試験を日本周辺海
る低周波数ノイズ）が認められた. 共通チャネル領域
域において実施した. 実証試験では, 送信源の改良・改
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修による送信出力増強の効果を確認するとともに, 得
られた観測記録に対して適切なノイズ抑制処理を導入
し, 観測記録品質の向上を図った. 本稿の結果は, 送
信出力増強による SN 比改善に加えて, 複数領域およ
び複数手法によるノイズ抑制処理を適用することで,
ノイズ卓越が顕著なファーオフセット領域でも電磁場
信号が抽出可能であることを示唆しており, 海洋
CSEM 調査における有効なノイズ低減処理手法を構築
できたと考えている.
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図 5 共通チャネル領域ノイズ抑制処理適用例. (a) 長周期トレンド抑制処理後の観測記録（共通チャネル
記録） (b) 複合型ノイズ抑制処理後の観測記録（共通チャネル記録）, (c) 本処理適用前後の周波数振幅ス
ペクトル, (d) 本処理適用前後の観測記録（時系列記録）
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