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　独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）では、我が国周辺海域に賦存する石油・
天然ガス資源の精細なデータを効率的かつ機動的に収集することを目的に、国内石油・天然ガス基礎調
査事業（以下「基礎調査」という）の一環として、国が2007年度から運航してきた三次元物理探査船「資源」
の後継船として2019年度に三次元物理探査船「たんさ」（以下「たんさ」という）を導入し、今後10年間
で約5万平方キロメートルにわたり調査する計画である。
　物理探査船の切替時期ということにあわせて、ここでは「資源」にかかる基礎調査の歴史、「資源」と「た
んさ」の比較、「たんさ」を用いた調査計画について紹介する。

はじめに

三次元物理探査船「たんさ」
～�国内石油・天然ガス基礎調査と三次元物理探査の歴史、
　今後の調査計画～

JOGMEC国内探査部
探査推進課 池　俊宏

写1 「資源」2019年2月

出所：JOGMEC
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1.�基礎調査の歴史

（1）概要

①背景
　2015年に策定された長期エネルギー需要見通しでは、
石油・天然ガスは、2030年においても一次エネルギー
供給源の約5割（48％程度）を占めるとされており、今後
も重要なエネルギー資源の一つとして位置づけられる。
しかしながら、我が国は、国内資源に乏しいことから、
その供給源のほぼすべてを海外からの輸入に依存してい
る。資源の安定的かつ低廉な供給確保の観点から、資源
外交を含めた多方面の対応が不可欠である。その一環と
して、国は、民間企業の事業活動を補完し、国内におけ
る資源の探鉱、開発の促進、活性化を図るとともに、最も
安定的な供給源となり得る国産石油・天然ガス資源の確
保を目指す観点から、基礎調査を実施している。基礎調
査は、石油・天然ガスが胚胎する可能性のある地域や地
質構造を特定・評価するための基礎物理探査＊1 および
実際の掘削作業により石油・天然ガスの賦存状況を確認
するための基礎試錐＊2 から成り、基礎的な地質情報が
不足している未探鉱地域等を主な対象としている。近年

の海域基礎物理探査では、物理探査船により三次元デー
タの収録が進み、得られた成果等を民間企業に橋渡しす
ることにより、探鉱活動の推進を図っている。

②「資源」の実績

　経済産業省、資源エネルギー庁が保有した三次元物理
探査船「資源」による基礎物理探査の計画については、
2009年3月に経済産業省が策定した「海洋エネルギー・
鉱物資源開発計画」（2013年12月改定）に定められてお
り、我が国周辺海域における石油・天然ガスの賦存ポテ
ンシャルの高いエリアを対象に、「資源」を効率的、かつ
最大限活用することを基本とし、2007年度から2018
年度までに、6万2,175平方キロメートルをカバーする
海域において三次元物理探査を行った。二次元物理探査
については、三次元物理探査に向けた、事前の広域調査
として、測線長の合計約1万9,075キロメートルについ
て実施した。過去に石油・天然ガスの探鉱が行われたこ
とのある海域に加え未探鉱海域においても調査が実施さ
れ、得られたデータを分析した結果、90カ所以上の石油・

写2 「たんさ」2019年10月

出所：JOGMEC
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天然ガスポテンシャルがある地質構
造を発見した。
　「資源」による探査の結果、有望と
判断された海域においては、すでに
基礎試錐が3坑掘削された（平成23
年度～ 25年度「上越海丘」、平成26
年度～ 28年度「島根・山口沖」、平
成29年度～令和元年度「日高トラ
フ」）。このうち、基礎試錐「日高ト
ラフ」では、天然ガスが存在する徴
候が認められた地層に対し産出テ
ストを行った結果、一定量の天然ガ
スの産出が確認された。

（2）「たんさ」の導入

①経緯
　第3期「海洋基本計画」（2018年5
月15日閣議決定）および「海洋エネ
ルギー・鉱物資源開発計画」（2019
年2月改訂）に基づき、日本周辺の
海域における探鉱活動をさらに推進
するため、2019年度から三次元物
理探査船「たんさ」を使用し、国主導
で2028年度までにおおむね5万平

写3 基礎試錐「日高トラフ」天然ガスの産出を確認

出所：https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190802003/20190802003-1.pdf

図1 「資源」の2007～2018年度の調査実績

出所：https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1007679/1007886.html
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方キロメートル（平均約5,000平方キロ
メートル/年）の三次元物理探査を実施
する計画となった。なお、二次元物理探
査については、三次元物理探査に向けた、
事前の広域調査として、引き続き実施し
ていく予定である。
　「たんさ」は、経済産業省ではなく
JOGMECが保有することになり、10月
末には、東京港お台場ライナー埠頭にて
竣工記念式典を執り行った。その後テス
ト航海を兼ねて、11月からデータ収録
の運用を開始した。

②実施体制
　JOGMECは、株式会社オーシャン・
ジオフロンティア（以下、「OGF社」とい
う）と三次元物理探査船運航管理に関す
る業務委託契約および裸傭船契約を締結
している。
　今後、JOGMECがこれまでの国内基
礎調査で蓄積した三次元物理探査に関す
る知見を積極的に活用・社会還元しつつ、
民間企業による三次元物理探査船の積極
的な活用を促す仕組みを構築する。

③調査方法
　三次元物理探査（弾性波探査）は、震源

（複数のエアガンの組み合わせ）から発生
され、海底下の物性境界で反射した弾性
波を複数のケーブル（複数の受振器を内
蔵した数キロメートルにもわたるケーブ
ル、以下「ストリーマ」という）で検知し、
その振動を電気信号に換えて、探査船で
収録するものである。複数のストリーマ
を一度に曳航することで、短期間に広い
調査海域内を一定の海況条件下（天候、
水温、塩分濃度、潮等）でデータを収録
できるというメリットがある。また、デー
タの品質を維持するためには、探査船の
操船、震源と各受振器の位置および深度
を精度良く保つことが重要であり、「資
源」と比べて「たんさ」では、調査機器が
更新されたことから、波形の広帯域化が
実現される。

写4 「たんさ」竣工記念式典（2019年10月末）

出所：JOGMEC

図2 実施体制と役割

出所：JOGMEC 作成
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2.�「資源」と「たんさ」の比較

（1）主な諸元

　「資源」と「たんさ」の要目を次に示す。

　「たんさ」は、船尾側が広く設計されている点では「資
源」と共通するが、全長、全幅、総トン数は増えている。
このため、ストリーマをより多く格納できるようになり、
調査中はより多くのストリーマを同時に展開できるた
め、データ取得の効率性が高まった。
　「たんさ」の発電機は、「資源」と比べて発電容量が増え
たことで、一例として短期間に高圧縮空気をより多く作
り出せる。このため大容量の発震を短い間隔で起こすこ
とができ、取得データの水平分解能を向上させた。

①所属
「資源」 「たんさ」

国籍 日本 日本
船籍港 千葉県船橋市 東京都
船舶所有者 経済産業省 JOGMEC
運航管理者 JOGMEC OGF 社
定員 65 名 70 名

②寸法、重量
「資源」 「たんさ」

全長 86.2m 102.2m

全幅 39.6m 40m
喫水 7.3m 7.4m
総トン数 1 万 395 トン 1 万 3,782 トン
建造年 1999 年 2009 年

③推進機関
「資源」 「たんさ」

最大船速 13.5 ノット 18 ノット

主推進機関電気推進
機関

アジマス・スラスタ 
× 4 基

可変ピッチプロペラ
× 2 基

ディーゼル発電機 3,200kW × 4 基 4,320kW × 4 基
2,880kW × 2 基

図3 データ収録概略図

出所：JOGMEC



62020.3 Vol.54 No.2

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

（2）「たんさ」の特徴

①�デュアルセンサ・ストリーマの導入により波形の広帯
域化を実現

　震源で発生させた弾性波は、海底（下）のみを通って受
振される波（図5の青線）のみならず、海底（下）を通って、
一回海面で反射した後に受振される波（受振器側ゴース
ト波：図5の黄線）もある。一回以上海面で反射してか
ら受振される波は、海面で反射しない波に対して、受振
器の水深により特定の周波数（ノッチ周波数）を邪魔する
ことが知られており、これにより波形の周波数特性に制
限がかかるという問題が起きる。
　この問題を解決するため、従来はストリーマを海面に
近づけて曳航し、ノッチ周波数の影響を軽減させる措置
が取られていた。一方で、波浪によるノイズの影響を受
けやすくなるという問題が発生していた。これらのゴー
スト波の問題を低減するため、2000年代初頭に大別し
て3つのタイプが研究され、市場に投入された。 1）従
来からあるハイドロフォンのみで構成したケーブルを一
定深度で曳航するタイプ、2）ハイドロフォンのみで構成
したケーブルの曳航深度を工夫するタイプ、3）ストリー
マに複数のセンサ（ジオフォン、ハイドロフォン）を搭載

（以下、「マルチセンサ」という）して曳航深度を一定にす
るタイプである。それぞれの長所と短所の一例を紹介す
る（図6）。「たんさ」が採用しているGeoStreamerは、前
述の3）のタイプに相当する。
　2007年頃PGS社＊3 が市場に登場させたGeoStreamer
は、ハイドロフォンとジオフォンを搭載したデュアルセ

ンサ・ストリーマの構成であり、2010年頃には競合他社
も参入している。例えばWesternGeco社からDISCover
としてOver-Under収録、CGG社からBroadSeisとして
Slant Streamer収録等、また2013年にSercel社からも
マルチセンサ・ストリーマが登場する。これらの技術を
用いて収録される弾性波の周波数が広帯域化されたこと
により、地質構造に対する分解能が向上するのみならず、
低周波域が広がったことにより、波の透過力が上がるた
め深い地質構造にも対応できる。データ収録手法の技術
は日進月歩で進んでおり、今後の競争に注目したい。

図4 「たんさ」の形状を示す平面図

出所：JOGMEC 作成

図5 震源から受振器に伝搬する弾性波の波線

出所：JOGMEC 作成
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②ケーブル位置の制御装置が向上
　前述のようなデータ処理のみならず、ハードウエアの
面から弾性波の広帯域化が実現できると、現場で調査す
る上で、ストリーマの曳航深度を深くできるため、波浪
ノイズを軽減できるという利点がある。深い曳航深度が
採用できると、従来の浅い曳航深度を選択した調査では、
荒天のためにノイズレベルが上がり、調査を中断するよ
うな多少の天候の悪化に対しても調査を継続することが
できる。
　また、曳航ケーブル深度を制御する際に活躍するケー
ブル深度の可変機（Streamer Depth Control、以下、

「SDC」）についても述べたい。SDCは海面に浮かぶ機器
であり、中に搭載されたウインチからロープが出され、
ケーブルとつながっている。これまでは調査の途中でス
トリーマ深度を変更したい場合、調査機器を一度揚収し
て、ストリーマとフロートをつなぐケーブルの長さを変
えた後に再び調査機器を展開する必要があった。それに
比べると、SDCを導入した場合、ケーブルの長さを操
作一つで変えられるため、調査効率が格段に向上する。
　次に、「たんさ」を用いた調査では、eBird（図7）を導
入したことにより、ファンモードシューティング（Monk 

2010）が適用できる。ファンモードは、複数曳航してい
るストリーマの間隔を後方になるに従い広く設定するこ
とで、海流の影響や障害物をよけたときに発生するデー
タ未収録面積、いわゆるデータ収録の穴を軽減する。ファ
ンモードを適用することで、調査効率を数％向上するこ
とが期待される。

③発震あたりのエアガン容量
　1回の発震に用いるエアガンの容量は、調査対象にも
よるがおよそ3千から8千立方インチといわれている。
震源はエアガンの総容量だけではなく、1回の発震に大
小さまざまな容量からなる複数のエアガンを組み合わせ
ることで、分解能の高い（ピークの立った）弾性波を発生
させることができる。これまで「資源」は、データ取得仕
様により、エアガンの組み合わせをシングルソース（震
源が1つ）とデュアルソース（震源が2つ）に分けて調査を
行ってきた。一方、「たんさ」の場合、エアガンの総容量
が「資源」のそれと比べて約30％増加したデュアルソー
スを選択した場合、「資源」のときと比べてより深部から
くる反射波を得られることが期待される。

図6 受振波の広帯域化を実現するゴースト波抑制方法

出所：JOGMEC がデータ収録会社の資料を基に模式図を作成

特　徴

1）（従来型）
　ハイドロフォン・ストリーマ、曳航深度一定

・�データ処理で対応できるため、新たなデー
タ収録を必要としない

・低周波側の回復にも対応可
・�しかし、データ処理における仮定が多い
ため、場合により効果が限定的

2）ハイドロフォン・ストリーマ、傾斜した曳航深度 ・ノッチ周波数の多様性を利用した技術
・�曳航深度が増すセクションにより波浪ノ
イズの影響を軽減

・しかし、水平海面の仮定が残る

3）ハイドロフォン・ジオフォン・ストリーマ、曳航深度一定 ・水平海面の仮定がない
・曳航深度に左右されない
・追加のホワイトニング処理がいらない
・データ量がシングルセンサと比べて倍増
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3.�「たんさ」の調査計画

（1）今後の調査海域

　国内石油・天然ガス基礎物理探査では、調査候補地の
提案募集を適宜実施している。提案募集の対象者は、我
が国周辺海域において（在来型の）石油・天然ガスの探鉱・
開発を計画する法人および探鉱・開発の促進を計画する
公的機関である。

（募集の一例） http://www.jogmec.go.jp/news/release/
news_15_000001_00009.html

　2019年度以降の石油・天然ガスの探査海域に関する
検討対象として、次の2点が国から示されている。

　1） 水深2,000m以下、堆積物厚2,000m以上等の要件
を満たす堆積盆地

　　（これまでの評価方法に基づく優先海域）
　2） 新たな知見や最新の技術も踏まえ、新たに設定する

海域
　　（これまでの評価方法に基づく優先順位が低い海域）
　　・ データ量が少なく詳細が評価されていない厚い堆

積盆地
　　・ 民間企業の新たな知見等から提案されている堆積

盆地
　　・南海トラフ陸域側の付加体を有する堆積盆地
　　・浅海域（水深20 ～ 50m）
　　・大水深（水深2,000 ～ 3,000m）

図7 DigiBird,�DigiFin:�ION�Geophysical 社製、eBird:�Kongsberg社製

出所：Geospace 社および ION 社のカタログより引用

「資源」 「たんさ」

深
度
方
向

DigiBird eBird

水
平
方
向

DigiFin
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（2）データの活用

　JOGMECは、「たんさ」の調査により得られた成果も、
国に帰属する資産として管理代行するとともに、本邦石
油開発会社等による、利用申請の窓口業務を行っている。
過去、「資源」で得られた成果は、基礎試錐の掘削位置を

決定する際にも利用され、有望な構造の発見に寄与した
実績がある。また、石油・天然ガスの探鉱に活用する主
目的の他に、防災等公共の利益に適したものにも利用し
てもらえるよう、申請による許可の手続きを経て、利用
できる体制である。

4.�おわりに

　三次元物理探査船「資源」により取得したデータを用い
て、石油・天然ガスの賦存が期待される地下構造が抽出
されてきた。その後、国による基礎試錐（平成23年度～
25年度「上越海丘」、平成26年度～ 28年度「島根・山口沖」、
平成29年度～令和元年度「日高トラフ」）が実施され、一
定の成果を得ることができた。同データの解析結果から、
有望な海域も発見され始めていることから、民間による
試掘等により商業化のための経済性評価が行われ、開発

へ進んでいくことが期待される。
　今後、JOGMECは「たんさ」を活用し、日本周辺海域
に新たな探鉱ポテンシャルを求めて、安全かつ効率的な
調査に取り組んでいきたい。こうした取組が、現在は開
発フロンティアといえる日本周辺海域の石油・天然ガス
の開発を後押しし、将来的に石油・天然ガスの国内生産
量の増加、ひいては我が国のエネルギー資源の安定供給
確保に資することが期待される。

図8 経済産業省（2017年2月）石油・天然ガスの探査海域に関する検討状況

（注）丸印は調査海域の大まかな位置を示したもの
出所： https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/shigen_kaihatsu/pdf/003_03_02.pdf をもとに 

JOGMEC が加筆



102020.3 Vol.54 No.2

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

執筆者紹介

池　俊宏（いけ　としひろ）
学　歴：2007年　ハワイ大学大学院博士課程修了
職　歴： 2008年JOGMEC入構　物理探査船グループおよび技術部等を経て民間企業へ出向も経験　2019年4月より現職
趣　味：ウォーキング、水泳、スキー、折り紙、包丁研ぎ
近　況： 高い番手の仕上げ砥石を使うよりも少年雑誌等に使われる印刷せんか紙を使い包丁の切れ味を出せたときに喜ぶ。

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は
本稿に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本稿は読者への一般的な情報提供を目的と
したものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本稿に依拠し
て行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本稿の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨
を明示してくださいますようお願い申し上げます。

<注釈>
1： 基礎物理探査：国が行う物理探査。本稿では、人工的に発生させた音波が地層の境界面に反射して戻ってきたも

の（反射波）を受振機でとらえる探査を指す。三次元物理探査は、その地質構造を空間的に把握することが可能な
高精度音波探査のことを指す。

2： 基礎試錐：石油・天然ガスに関して国が行う試掘。さまざまなデータを基に地質解釈を行った結果、集油・集ガ
スの可能性が高いとして選定された地域において、地下の地質構造を直接的に把握するため、大型掘削装置等を
用いて実際に掘削を行う。

3： PGS社：ノルウェーのPetroleum Geo-Services ASAは海底下の石油や天然ガスにかかる地質情報を調査する大
手資源探査会社。地質情報を正確かつ効率的に収集するために同社が開発したラムフォーム（Ramform）型と呼ば
れる独特な船型の探査船をこれまで欧州造船所で複数隻建造し、運航してきている。
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