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上 段 左：秋田県にて作業中の陸域地震探査用震源のバイブレーター（㈱地球科学総合研究所提供）
上段右上：陸域用 3 成分地震探査データ収録システム・フィールドユニット（㈱地球科学総合研究所提供）
上段右下：3 成分陸域用デジタル MEMS 受振器（㈱地球科学総合研究所提供）
下 段 右：三次元物理探査船「資源」【所管】経済産業省：エアガンおよび複数のストリーマーケーブルを用いた反射法地震探査により，地下の地質構
造を立体的に把握する。
下段左上：浅海域用 4 成分地震探査データ収録システム・フィールドユニット（㈱地球科学総合研究所提供）
下段左下：S/N 比向上処理（CRS,MDRS）による地震探査記録例（㈱地球科学総合研究所提供）
Upper left：Vibrator of onshore seismic source operating in Akita（Provided by JGI）
Upper right top：Field unit of 3 components seismic data aquisition system for land（Provided by JGI）
Upper right bottom：3 component digital MEMS receiver for land（Provided by JGI）
Lower right： 3D seismic vessel "Shigen" [owner] METI : executes three-dimensional surveys of underground geological structure by seismic reflection method with
air gun and streamer cables
Lower left top：Field unit of 4 components seismic data aquisition system for shallowmarine（Provided by JGI）
Lower left bottom：Improvement of seismic S/N ratio by CRS and MDRS method（Provided by JGI）

