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東シベリア
- ベールに包まれた物理探査の実際 -

　世界第一位の国土面積を誇る広大なロシア連邦のうち、ウラル山脈より東側に位置する領域が広義の
シベリアである。ロシアにはいくつかの地域区分の方法があるが、経済地区の区分では、エニセイ川よ
り東方、主にクラスノヤルスク地方やイルクーツク州を含むエリアを指して東シベリア経済地区と称す
る。本稿で取り扱う地域はこの東シベリア経済地区に概ね相当する。
　東シベリアでは1970年代から油ガス田の発見が相次ぎ、一部の規模の大きなフィールドは開発が進み、
商業生産に至っている。図1に東シベリアの主な油ガス田分布図を示す。
　機構と本地域の関わりの歴史は長く、石油公団時代から海外地質構造調査事業を通じてデータを収集
し、さまざまな技術的検討を行ってきた。2007年にはイルクーツク石油と共同で地質構造調査事業を
開始し、イルクーツク州において探鉱活動を行ってきた。さらに、2017年には隣接するクラスノヤル
スク地方において同社と共同探鉱事業が組成され、二次元地震探査などの調査を実施している。本稿は、
本邦ではあまり知られていない東シベリアの物理探査について、機構に蓄積された知見や国際学会で得
られた最新情報をまとめて報告するものである。

はじめに

JOGMEC
ロシアグループ 本田　史紀

東シベリアの主な油ガス田分布図図1

出所：Frolov （2015）に加筆および https://ja.wikipedia.org/wiki/ ロシアの経済地区
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1. 東シベリアにおける物理探査の歩み

（1）旧ソ連時代

　ロシアにおける石油天然ガス探鉱の歴史は古く、帝政
ロシア時代にさかのぼる。19世紀後半にバクー油田が発
見され、当時は世界でも有数の規模を誇った。20世紀と
なり、ソビエト連邦が成立する頃には他の地域でも探鉱
が進み、1930年代には、ボルガ=ウラル地域で地表地
質調査や電気探査、重力探査などが行われ、油ガス田が
発見されている（本村、1979）。西シベリアでは第二次
世界大戦前は探鉱があまり進まなかったが、戦後、1950
年代後半には反射法地震探査も行われるようになり、
1960年代から1970年代にかけて巨大油ガス田の発見が
相次いだ（本村、1979）。東シベリアでも第二次世界大
戦後に地表地質調査や物理探査が行われるようになった

（本村、1980）。1960年代にかけて重力探査や磁気探査
などが、1970年代になると地震探査が本格的に実施さ
れるようになる。これらを基に1970年代後半から油ガ
ス田が発見されるようになると、比例して物理探査も更
に活況を呈し、1980年代から1990年代初頭にかけて数
多くのデータが取得された。この時期は二次元地震探査
が主体であるが、あわせて電磁探査もよく行われた。

（2）ソ連崩壊～ 2000年代

　ところが、1991年にソビエト連邦が崩壊すると状況
は一変する。連邦予算による探鉱活動は激減、石油天然
ガス開発業界も大きな混乱に巻き込まれた。それまで連
邦の探鉱活動を牽引してきた大規模な組織でさえも存続

を図るのに精いっぱいという状況に陥いり、物理探査も
停滞を余儀なくされた。実際、1990年代半ばから10年
程度の間、新規に取得されたデータは極めて少ない。こ
の間、ロシアにおける探鉱活動は主に民間企業によるラ
イセンス制に移行し、オークションルールやガイドライ
ンの整備が行われた。2000年代半ば頃、こういった新
しい石油天然ガス探鉱の制度が整ってくるにつれて物理
探査も再び行われるようになり、新規の地震探査データ
取得に加えて旧ソ連時代に取得されたarchive dataの再
処理が進められた。

（3）2010年～現在

　2010年前後あたりから、新規のデータ取得の動きが加
速する。この時期になると、それまで各地に点在してい
た地元の小規模な物理探査企業の統合が進むとともに、
外資を呼び込んで西側の物理探査技術を導入する動きも
活発化する。三次元地震探査が活発に行われるようになっ
てきたのもこの頃からである。一方、電磁探査も継続的
に実施されており、学会では、これを三次元地震探査デー
タの補助として活用したスタディーをよく目にする。電磁
探査を積極的に活用することもロシア流物理探査の特徴
のひとつといえる。また、東シベリアにおいても近年は新
規の探鉱目的で行われる物理探査は減少してきており、
既発見フィールドの評価目的および生産フィールドのモ
ニタリング目的の調査が増加傾向となっている。図2に
東シベリアにおける物理探査の歴史をまとめる。

東シベリアにおける物理探査の歴史図2

出所：各種資料を基に筆者作成



17 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

東シベリア-ベールに包まれた物理探査の実際-

2. 東シベリアで育まれた技術

（1）古い地震探査データの抱える問題

　東シベリアは世界でも有数の寒冷地であり、永久凍土
が広く分布する。その厚さは一様ではなく、融解の仕方
にも地域差がある。また、地域によっては火山岩の貫入
が認められる場合もあり、表層地質は極めて不均質であ
る。地震探査データ処理においては表層不均質について
十分注意を払う必要があるのだが、旧ソ連時代はこの点
の認識が薄く、表層不均質の補正が甘い二次元地震探査
データが多く存在すると考えられている。旧ソ連時代に
取得されたデータで、2000年代以降に再処理された形
跡の確認できないものについては表
層不均質補正の適用不足を強く疑う
べきである。また、旧ソ連時代のデー
タは、ソ連崩壊による混乱のなかで
データ取得や処理に関する情報が散
逸していて、処理の詳細を確認でき
ないことが多い。この時代のデータ
を扱う場合は十分注意する必要があ
る。
　図3に示すように、時間断面図に
おいて凹凸構造が深部まで同じ厚さ
で規則的に見られるような場合は、
表層不均質の補正が不十分なために
時間断面図で見かけ上現れる、いわ
ゆる“false structure”の可能性が疑
われる。Kovyktaガス田では、探鉱
の初期段階において、二次元地震探
査データに基づいて解釈された図3
のような背斜構造を狙った試掘を実
施したものの、掘削してみると期待
していた構造がなく失敗に終わった
という事例が多くあった。Kovykta
ガス田を保有するGazpromは、古
いデータについては再処理を施して
表層不均質の補正を見直すととも
に、新規に三次元地震探査を積極的
に実施するなど、探鉱の精度を高め
る取り組みを行った。その結果、従
来の構造トラップから層位封鎖ト
ラップに狙いを修正し、大きな成果
をあげることに成功した。なお、
Kovyktaガス田は2023年に東アジ

ア向けのガスパイプライン「シベリアの力」への供給開始
を目標に生産井の開発が進められている。

（2）表層不均質に対する試み

　こうした表層不均質に対応するため、静補正に用いる
表層速度モデルの構築についてさまざまな工夫がなされ
ている。ここで、いくつかの例を紹介する。

①SWIやFWIを用いた表層速度モデル構築
　表面波は通常のデータ処理においてはノイズとして扱

永久凍土層による表層地質不均質の補正図3

出所：Shelokhov et al., （2018）に加筆
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われるが、一方で地表面を伝播するため地表付近の速度
情報を有している。低周波数ほど深く、速く伝わるとい
う性質を用いて深度毎の表面波速度を推定し、表層の速
度モデルを構築することができる（SWI ; Surface Wave 
Inversion, 図4参照）。表面波速度はS波速度とほぼ同等
であることから、得られたモデルをS波速度構造モデルと
近似し、更に坑井情報を用いてP波速度構造モデルに変
換し、静補正に活用する。有効深度は150m程度といわ
れており、不均質が認められるとされる領域はほぼカバー
される。
　また、FWI （Full Wave Inversion）を表層に特化して
適用し、速度モデルを構築、PSDM （Pre-Stack Depth 
Migration）に活用するという事例も報告されている。表
層不均質問題が付いて回る陸上データへのFWI適用は
一般に難しいとされる。しかし、従来の方法で構築した
速度モデルでは不均質を十分説明できなかったため、
Rosneftは2010年以降、イルクーツクにおいてFWIに
よる表層速度モデル構築の取り組みを進めてきた。彼ら
は表層の地質情報を分析して初期モデルを慎重に検討す
るなどした結果、観測データを説明することのできる、
通常の地震探査データより高分解能な速度モデルを得る
ことに成功した。図5に、観測されたseismic gatherと
モデルから導かれたseismic gatherの比較を示す。屈折

波の初動走時を主に用いるトモグラフィーに対して、
FWIでは後続波も含めて観測データを説明できている
ことがわかる。得られた速度モデルには地表付近の細か
な性質の変化が表現されているため、データ処理のみな
らず、掘削リスクを軽減する対策にも役立てられている。

②電磁探査の活用
　表層不均質を招く主要な要因のひとつとして永久凍土
層を挙げたが、P波速度は凍土層で2,700-4,000m/s、未
凍結層で1,500-2,500m/sであり、両者の差は極めて大
きい。この永久凍土層による表層不均質の補正について
は、凍土層が高比抵抗という性質から電磁探査データを
活用した事例が報告されている（図6）。電磁探査データ
を用いたフォワードモデリング解析によって比抵抗と永
久凍土層の層厚を推定して表層の比抵抗モデルを構築
し、Faust（1953）による経験式（Vp＝ a×（Depth×
Resistivity）-b、a, b＝坑井データから求まる定数）から
坑井データを用いてP波速度構造モデルに変換する、と
いうものである。電磁探査は、浅部の地層境界に強いイ
ンピーダンスコントラストがあるために地震波が深部ま
で透過していかないような場合でも有効なのが長所であ
る。ただし、フォワードモデリング解析には初期モデル
依存性の問題が付いて回るため、できるだけ先験情報が

SWI （Surface Wave Inversion）概念図図4

出所：V.Korobkin （2018）に加筆
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電磁探査を用いた表層の比抵抗モデル図6

出所：Sharlov et al., （2017）に加筆
バックグラウンドの初期地質モデルに比抵抗モデリング結果を重ね合わせた。

観測されたseismic gatherとモデルから導かれたseismic gatherの比較図5

出所：Tverdokhlebov et al., （2019）に加筆
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ある状況で適用することが望ましい。永久凍土は融解す
ることでパイプラインなどの建造物の倒壊リスク要因と
もなっており、物理探査以外の見地からもその分布の解
明が期待されている。
　本邦含め、西側諸国の陸上電磁探査は Controlled 
Sourceで あ れ ば CSAMT （Controlled Source Audio-
frequency Magneto-Telluric）法が用いられることが多い
が、ロシアにおいてはTEM（Transient Electromagnetic 
Method）法が旧ソ連時代から行われてきた歴史的に一般
的な手法である。地盤に電流を流すCSAMT法に対して、
TEM法ではループコイルに送信した電流を急激に遮断
する。これによって、磁場がゼロになるのを妨げる誘導
電流が発生するが、この誘導電流も熱によって減衰し、
これに伴う磁場の減衰を妨げる誘導電流が発生する。こ
のように、磁場の減衰と誘導電流の発生を繰り返しなが
ら深部に伝わっていくが、この磁場の減衰を計測して比
抵抗を求めていく（図7）。電流を遮断するため測定中は
送電されておらず、一次磁場（送信源から直接発生し、
ノイズとされる磁場）が生じないという特徴がある。本
邦でも地下水探査などを目的として対象深度150m程度
のTEM調査が行われている。この場合、送信ループの

辺長は50m程度であるが、ロシアで行われる石油天然
ガス探査などを目的とした対象深度2,000m超の調査で
は辺長500m以上である。半島規模で調査されたことも
ある（物理探査ニュースNo.8（2010））というので、その
スケールの大きさには圧倒されるばかりである。

（3）フラクチャー解析

　東シベリアでは、RipheanやCambrianなどの年代で
炭酸塩岩を貯留岩とする石油システムを持つ油ガス田が
よく見られる。Baykit-highに位置するKuyumbin field
やYurubcheno-Tokhom fieldはその典型例で、Riphean
のドロマイト層が貯留岩となっており、有効孔隙のほと
んどがフラクチャーである。Nepa-Botuoba anticlineに
おいてもCambrianの炭酸塩岩層が貯留岩となっている
油ガス田が複数存在し、フラクチャーと石油システムの
関係について調査が続けられている。
　Rosneftが 保 有 す る Yurubcheno-Tokhom fieldで は
2009年から散乱波を利用したフラクチャー解析の取り
組みが行われている。散乱波は断層やフラクチャーの情
報を持つが、地層境界で生じる反射波と比べてエネル
ギーが小さく、活用が難しかった。近年はdip angle 
gather上で両者を区別する技術が発展し、Rosneftはこ
の技術を利用してフラクチャー分布を解析し、坑井デー
タと合わせて貯留層性質を推定する試みを行っている。
図8に同社が実施した散乱波のエネルギー解析に基づく
Production Rateの推定結果を示す。散乱波解析から得
られたフラクチャー分布と坑井の生産テスト結果は相関
がよく、本解析による推定結果は、後に実施された掘削
結果ともよく一致したとのことである。
　本稿の主題とは少し離れるが、西シベリアにおいては
近年、シェール開発が進んできており、フラクチャー解
析の重要度が増してきている。このようなフィールドで
は、conventionalな油ガス田開発がすでに進んでおり、
三次元地震探査や生産井など多くのデータが利用可能な
状況であるため、より詳細なフラクチャー解析を目にす
ることができる。図9に西シベリアTomskにおけるフ
ラクチャー解析例を示す。三次元地震探査を用いて複数
のアトリビュートを作成し、RGBブレンド表示によっ
てフラクチャー分布の推定が見た目にもわかりやすくま
とめられている。この結果から推定されたフラクチャー
の方向が抽出され、一方で坑井データと比較して推定の
妥当性が検証されている。これらの解析結果は、別途行
われるSeismic Facies解析による岩相推定と合わせて今
後のシェール開発において重要な役割を果たすとされて
いる。

TEM法の概念図図7

出所：物理探査学会「物理探査ニュース No.8（2010）」
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 　フラクチャー解析においては、これまで紹介してき
た人工震源による調査のほかに、受動的な微小地震観測
を利用した試みも行われている。これは、クラックの形
成や開口、崩壊などの動きがあると微小地震が発生する
という前提に立ち、逆に微小地震を観測して分布を把握
することができれば、すなわちフラクチャー分布を推定

することになる、というものである。図10に本手法の
概念図を示す。坑井データなど別の先験情報から速度モ
デルを作成しておき、full-waveモデリングを用いて最
尤法によって微小地震の震源分布を推定し、その結果に
基づきフラクチャー分布を予測する。解析精度を疑問視
する向きもあり、一部の研究グループにとどまっている

散乱波を用いたフラクチャー解析に基づくProduction Rateの予測図図8

出所：D.A.Petrov（2018）に加筆

三次元地震探査データのアトリビュート解析によるフラクチャー分布の推定図9

出所：A.Iskhakova and （2018）に加筆
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感のある手法であるが、安価でオペレーションの難易度
の低い調査であるため、探鉱初期段階や難地域での探鉱
などで今後活用されていく可能性がある。

（4）電磁インパクター

　機構とイルクーツク石油が2017年から共同で探鉱活
動を行っているクラスノヤルスク地方は、
人跡未踏の森林地帯が広がるアクセス困難
地域が多い。このような地域で地震探査を
行うには、まず森林を伐採して測線を作る
必要があるのだが、近年の環境保護への意
識の高まりもあり、森林伐採量が少なくて
済む、小型で扱いやすい機材が求められて
きた。このような状況のなか、地元の物理
探査会社Yeniseigeofizika（現Geotech）な
どが中心となって研究・開発が進められて
きたのが、「電磁インパクター」と呼ばれる
震源である。バイブレータと比べると十分
に小型であることがわかる（図11）。
　インパクターは、地震探査に用いられる
人工震源のひとつで、錘を地面に落下させ
て打撃を与え、地震波を地下に伝えるもの
である。従来型インパクターは小型で機動
力に優れる反面、震源エネルギーが小さく、

浅部を対象とした小規模探査が主な用途となっており、
石油天然ガス探鉱目的のような深部探査にはあまり用い
られてこなかった。これに対して、電磁インパクターは
弱点であるエネルギー面を補う工夫をすることで、森林
地帯でも扱いやすく、かつ深部探査にも使える品質の記
録を得ることを目指した震源である。工夫のひとつは、

微小地震観測を活用したフラクチャー分布の予測図10

出所：I.R.Sharapov （2018）に加筆

電磁インパクター震源とバイブレータ震源図11

出所：Bill P and Lee B （2011）
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駆動力として従来型インパクターと異なり、電磁力を用
いることである。これにより錘の動きに爆発的な加速度
が与えられ、従来型インパクターより大きなエネルギー
が生み出される（図12）。加えて、複数台の震源を無線
で制御して同期させることでエネルギーを確保する工夫
もなされている。複数台の同期はバイブレータ震源で用
いられる手法であり、インパクターが本来備える機動力
と合わせ、いわば両者の“良いとこ取り”を試みた震源と
とらえることもできる。図13に西側企業で作られた同

様の電磁インパクター震源とバイブレータの記録の比較
を示すが、バイブレータと比べてそん色ない記録が得ら
れていることがわかる。クラスノヤルスク地方において
も概ね良好な記録が得られているが、単体のエネルギー
はバイブレータなどに比べて劣るためノイズの影響を受
けやすい。そのため、データ取得現場ではノイズ対策に
相当の注意を払う必要がある。ただし、エネルギーが小
さいことは一方で、環境に与える影響も小さいというこ
とでもある（図14）。ロシアにおいても環境保護の流れ
は今後加速していくことが予想され、こういった面でも
電磁インパクター震源の動向が注目される。また、電磁
インパクターは河川や湖での利用も進んでおり、エアガ
ンより扱いやすく水深20cmまで使用可能なので、極め
て水深の浅い陸域との接合部でも利用可能な震源として
存在感を増してきている（図15）。
　ところで、東シベリアでは地震探査に用いられる震源
は地域によって特色がある。イルクーツク州では主にダ
イナマイト震源、ヤクーツク州ではバイブレータ震源、
前述のクラスノヤルスク地方は電磁インパクター、と
いった具合である。それぞれの地域特性から作業効率や
安全性の観点で選ばれているが、この棲み分けはそれぞ
れの地域で主に活動する石油会社に対しても当てはま
り、それぞれの地域の探鉱を主に行ってきた会社の好み
という側面もあるのかもしれない。

電磁インパクターとバイブレータの記録の比較図13

出所：Bill P and Lee B （2011）に加筆

Φ

電磁インパクター震源の原理図12

出所：Ivashin et al., （2012）に加筆

コイルに電流を流すことで生じる下向きの電磁力が側面を
通じてスラブアンテナに伝わり、地面が変形して地震波が
生成される。
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震源による振動の伝わり方の違い図14

出所：Bill P and Lee B （2011）に加筆

（上）河川での電磁インパクターを用いた発震作業、
（下）電磁インパクターとエアガンによる記録の比較図15

出所：V.M. Bolbat （2018）および Geotech 社資料に加筆
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3. 物理探査作業の流れ

　東シベリアに特徴的な地形として、これまで永久凍土
と森林地帯に触れてきたが、もうひとつ、広範囲に分布
する湿地帯を挙げたい。湿地帯は足場が悪く作業に適し
た環境ではないため、地震探査データ取得作業は地面が
凍結する冬季に行われるのが基本である。ただし、夏季
でも作業は不可能ではなく、実際に機構とイルクーツク
石油との共同調査において試験的に実施したことがある
が、作業効率が劣るのに加え、データ品質もノイズがち
であった。そのため、以降夏季に実施されたことはない。
　東シベリアでは森林地帯が多く分布するため、データ
取得作業に先立ち、計画された測線に沿って幅4m程度
の樹木伐採が行われる。伐採作業は通常夏から秋にかけ
て始められるが、この時期は森林火災が発生しやすく、
十分な備えが必要である。その後、11月から12月にか
けて地面が凍結すると発震作業が開始される。発震作業
開始までに伐採が終わらなければ、発震作業中も引き続
き行われる。発震作業は雪解けとなる3月から4月頃ま
で実施可能である。厳冬期は寒さが厳しく、気温がマイ
ナス40℃を下回ることもあり、マイナス50℃を下回ると、
法令にしたがって待機しなくてはならない。フィールド
内にノイズとなるような集落や人工的施設があることは
稀だが、風に伴う草木の揺れがノイズ源となる。そのた
め、風の状態によって待機となることがしばしば起こる。
目安として、氷点下一桁台の気温のときが、ノイズが少
なく作業効率もよい環境といわれており、3月頃が該当

することが多い。また、フィールドにはスーパーバイザー
を外注し、常駐させてスケジュールやデータ品質の管理
を行うことが多い。近年は温暖化の影響で冬の作業が可
能な期間が短くなる傾向にある。そのため、ケーブルレ
スシステムの導入など作業効率化への取り組みが加速し
ている。
　データ取得作業が4月頃に終了すると、引き続き5月
頃からデータ処理および解釈作業が始められる。データ
処理結果は9月頃に上がってくるが、処理後のデータを
用いた地質解釈作業も引き続き処理を実施した業者が担
うのが特徴的である。業者による解釈結果は翌年2月頃
にはまとまり、石油会社はその解釈結果を基にポテン
シャル評価を行い、その後の作業計画検討などにつな
がっていく。図16にデータ取得からデータ処理・解釈
までの一連の流れを示す。発震作業時期が冬季に限られ
るため、東シベリアにおける地震探査関連作業は、ほぼ
例外なくこのスケジュールに沿って行われている。 
　一方、電磁探査は季節を問わず実施可能である。しか
し、地震探査データと合わせて解析に用いることを見越
して、地表条件が地震探査データ取得時と同じ冬季に
データ取得作業が行われることが多い。その場合、先行
して準備される地震探査測線を利用することができるた
め、オペレーションの効率も良い。データ取得作業は地
震探査と同様4月頃まで行われ、処理結果は7月頃には
まとまってくる。

地震探査データ取得からデータ処理・解釈までの流れ。発震作業は冬季に限定。図16

出所：各種資料を基に筆者作成
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4. ロシアの物理探査関連会社

　1節でも少し触れたが、ロシアでは元々中小規模の物
理探査関連会社が各地に存在し、それらが各地域の地質
的特性に合った技術を磨き、地元との関係を維持しなが
ら活動してきた。しかし、ソビエト連邦崩壊後は次第に
ロシア国内の探鉱活動が減少し、中小の物理探査関連会
社は経営が厳しくなっていく。2010年前後になると、
西側の技術を取り入れる流れのなか、西側の大手企業資
本の入った大きな企業体にこれら地元の会社は次々と吸
収されていった。現在は、もともと地元で長く存続して
きた会社が、そういった大きな企業体の傘下で活動する

ケースが多くなっている。例えば、クラスノヤルスク地
方で電磁インパクターの研究・開発を行ってきた
YeniseigeofizikaはGeotechの、イルクーツクで豊富な
調 査 実 績 を 有 し、 機 構 と も 親 交 の あ っ た Irkutsk 
Geofizikaは Rosgeologiaの傘下となっている。一方、
Gazpromなど大手石油ガス会社が新たに物理探査など
のサービス会社を傘下に組織するケースも出てきてい
る。表1に、これまで機構が情報を得ることができた物
理探査関連会社を示す。

表1 ロシアの物理探査関連会社の例

出所：各種資料を基に筆者作成

会社名 本拠地 特徴 ウェブサイト

地震探査データ取得

Geotech Tyumen 2006 年設立。実態は吸収された地元企業。外資資本の導入。 http://gseis.ru/

Krasnoyarskgazprom 
neftegaz proekt Krasnoyarsk 2001 年、Gazprom 傘下の施設系サービス会社として設立。2011 年、

地震探査のライセンス取得。
http://krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru/

TNG Group Bugulma 旧 Tatneftegeophysica の流れを汲み、60 年以上の歴史を有する。
地震探査データ処理やVSP、Non-seismic調査も提供。海外でも実績。

http://www.tng.ru/

地震探査データ処理・解釈

Rosgeologia Moscow
1918 年設立の 100% 連邦資本の地質研究機関。近年は地元企業が
加わる動きが多く、機構と親交のあった Irkutsk Geofizika も傘下に
入っている。

https://www.rosgeo.com/ru

VNIGNI Moscow 1951 年頃、連邦の石油地質研究機関として設立。企業戦略のコン
サルや企業から出された計画書の審査なども行う。

http://www.vnigni.ru/

SNIIGGiMS Novosibirsk 1957 年、連邦地質鉱物資源省の政令に基づき、シベリアにおける
地質調査のために組織された。地質系の研究機能が充実。

http://www.sniiggims.ru/
default.aspx

Geostra Ufa 80 年超の歴史を持つ Bashneftegeofizika グループのデータ処理・解
釈部門。グループにはデータ取得部門もある。

https://www.eng.bngf.ru/

PetroTrace Moscow 2010 年設立。グプキン大学出身者が多く、データ処理が強い。前
身は Paradigm Moscow。ロンドンとカイロにもオフィスがある。

https://better-imaging.
ptgeos.com/

電磁探査

IERP Irkutsk
2007 年設立。イルクーツクなど東シベリアで豊富な調査経験を持
つ電磁探査専門会社。EAGE 系の学会「GeoBaikal」でホストを務
める。

http://www.ierp.ru/

SIGMA-GEO Irkutsk 2011 年設立。IERP 出身者で立ち上げられた。 http://sigma-geo.ru/

Severo-Zapad Moscow
1995 年設立。モスクワ大学をルーツに持ち、連邦の調査で長大測
線を請け負った。2006 年頃からカナダ・フランスの技術を取り入れ、
国内外問わず活動する。

http://nw-geo.ru/
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おわりに

　ロシアでは、地質や測量に関する情報を国外に持ち出
すことは原則的に禁じられている。そのため、本邦から
ロシアの地質・物理探査情報へのアクセスは極めて限定
的であり、機構とイルクーツク石油との共同調査におい
ても地質・物理探査に関するデータを見るためには現地
まで足を運ばなくてはならなかった。公開文献へのアク
セスも限定的であるが、いくつか手段がある。オンライ
ンでは、地質・物理探査含め、ロシアの科学的な公開文
献を広く取り揃えた検索サイト https://elibrary.ru/
query_results.aspが有用である。学会関係では、オラン
ダ本拠の地質・物理探査系国際学会EAGE （European 
Association of Geoscientists & Engineers）がロシアにお
いて定期的に国際学会を開催しており、ロシアの地質・
物理探査情報に接する貴重な機会となっている。ロシア
全体の地質・物理探査に関する研究を取り扱う大規模な
イベントがサンクトペテルブルグにおいて2年に1度開
催されるのに加え、それぞれの地域に特化したセッショ
ンが毎年いずれかの地域で開かれている。筆者は何度か
このような国際学会に足を運ぶ機会を得たが、内容的に
もよくまとまった講演が多く、ここで得られた情報はそ

の後の業務に大いに貢献した。また、ロシアの地質・物
理探査は旧ソ連時代から西側諸国の流れとは別に独自に
発展してきた色合いが強かったが、近年は西側の技術を
取り入れながらソ連崩壊に伴って遅れをとった約10年
を埋めるべく、研究活動が活発に行われているという印
象を受けた。しかし、本稿を執筆している2019年は米
国による制裁が西側技術の利用に影を落とし始め、ロシ
ア企業が再び自国製の機材を用いて地震探査を計画して
いる、といったニュースを目にするようになった。来る
2020年代、ロシアの物理探査が制裁の行方とともにど
のような変化を見せていくのか注目である。
　ロシアは世界的に有数の産油・産ガス国であるにも関
わらず、上述のように地質・物理探査情報を取り巻く環
境は極めて閉鎖的である。しかし、ロシアでは物理探査
の調査や研究が盛んに行われ、独自の技術も含め多くの
知見を有しており、本邦の物理探査技術者にとってもそ
れらに接することは極めて有益であると確信している。
本稿がロシアの物理探査に触れる機会として少しでも貢
献できれば幸いである。
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