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研究成果の概要（和文）：水深7000mの水圧をナノ分解能で測定する水晶式圧力センサーを組み込んだ海底圧力
計10台を製作し、これらをアレーとして2014年5月から１年間青ヶ島東方沖の海底に、ついで場所を移し2015年5
月から１年間鳥島はるか東方沖の海底に設置した。また、新規に開発された水晶式加速度センサーを組み込んだ
海底３成分加速度計を宮城県沖海底に設置して試験観測を実施した（2013年5月から10か月間）。得られたデー
タを解析して、「日本海溝斜面を駆け上るボア」「火山性津波地震で励起された津波」「東青ヶ島海丘斜面を波
源とする内部潮汐波」「北小笠原海溝沿いの超低周波逆断層地震」など多くの新奇海底現象を検出した。

研究成果の概要（英文）：We constructed 10 sets of ocean bottom pressure gauges using quartz crystal 
resonator sensors which measure the ocean bottom pressure with a nano-resolution at a water depth of
 7000m.We deployed these pressure gauges as an array at the ocean bottom east off Aogashima for 1 
year period from May 2014, and then far east off Torishima for the next 1 year from May 2015. We 
also deployed the ocean bottom 3-component accelerometer off Miyagi, northern Honshu for 10 months 
from May 2013. This accelerometer was newly developped using a quartz resonator technique. We 
analyzed the retrieved data to detect hitheto unreported phenomena such as "Oceanic bores upsloping 
the Japan Trench slope", "Tsunamis generated by a volcanic tsunami earthquake", "Ocean internal 
tidal waves orinating from the eastern slope of the East Aogashima knoll" and "A group of 
ultra-low-frequency thrust earthquakes occurring along the northern Bonin trench".        

研究分野： 地震学

キーワード： 海底地震　津波　津波地震　海底圧力計　海底加速度計　海洋内部潮汐　海洋重力波　常時自由振動
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１． 研究開始当初の背景 
海底は、海洋変動と固体地球変動並びに両者
のカップリング現象が起こる場であるが、従
来の海底固体地球観測においては海洋変動
はノイズ源でしかなく、また従来の海洋観測
において固体地球変動現象は殆ど無視され
てきた。しかし、海洋潮汐と海底地形のカッ
プリングによる海洋内部潮汐波の励起、長周
期海洋重力波と海底地形のカップリングに
よる常時地球自由振動の励起、海洋波浪によ
る水中音波励起と海底での地震波への変換
（脈動）、海溝近傍プレート境界滑りに対す
る海洋＋固体地球システムの応答（水中音波
＋地震波＋海洋重力波（津波）の発生）など、
海底の上と下とを同時に見て初めて全体像
が見えて来る現象は数多いが、こうした視点
を前面に出した海底観測研究の例は未だな
い。本研究はこの視点に立った最初の研究例
と位置づけられる。 
 
２． 研究の目的 
周期数秒から１日程度にわたる広い帯域で
海洋変動と海底下固体地球変動を海底から
同時に見る 高分解能水圧計＋流速計アレー
観測システムを製作 し以下の観測を実施し
たする。(1)我々が内部潮汐波発生源である
と同定した小笠原海嶺の東側山腹にアレー
を展開し、潮汐スペクトルのアレー解析を行
って内部潮汐波をモード分離して抽出 する。
(2)低角逆断層地震活動の稀な小笠原海域に
おいて、北緯 31 度付近海溝ごく近傍にこう
した地震がよく起こる特異な場所がある。
ここにアレーを展開し地震より長い時定数
のプレート境界滑りを検出 する。(3)上記２
地域で得られたアレー記録から、常時地球自
由振動の励起源である 長周期海洋重力波の
相関解析を行いその発生源を特定 する。 
 
３． 研究の方法 
海底から上（海洋）と下（固体地球）とを同
時に見る視点に立った機動観測システムを
製作 しその特性を生かした以下の事例研究
を行いその有用性を示す。 
(1)内部潮汐波の発生域海底に観測アレーを
展開し地震学が得意とする水平波数／方位
解析を潮汐帯域の記録に適用することによ
り、発生源近傍における内部潮汐波のスペク
トル・モード構造を明らかにする。 
(2)小笠原海域では非地震性定常滑りによる
プレート沈み込みが支配的と考えられてい
るが、北緯 31 度の海溝付近には地震性滑り
が顕著に定常滑りと混在する場所がある。こ
こに観測アレーを展開し、記録から 地震に伴
わない（あるいは地震に伴い異常に励起され
た）海洋レーリー波エアリー相を探索し、発
生イベントのリストを作成する。特定イベン
トの更なる解析により地震より長い時定数
（10 秒以上）の滑りの存在について制約 を
与える。 
(3)2 つのアレーを用いて長周期重力波の発
生源を特定し、長周期重力波が太平洋深海域
で生まれうるか、海溝内側で生まれるのであ
ればどのような場所かについての解答を得
る。 
 
４．研究成果 
(1) ParoScientific社の水深 7000m用水晶式
ナノレゾルーション水圧計 8B7000-I-005 と
塩原肇連携研究者開発のロガーとからなる
高感度海底水圧計を 10 組製作した。このシ
ステムに東大地震研のチタン製耐圧容器に

組み合わせ 2014年 5月から 2015年 6月まで
青ヶ島沖海底に設置（図１a）、引き続き 2015
年 6 月から 2016 年 6 月まで鳥島はるか沖海
底に設置し（図 3a）、何れも無事にデータを
回収した。圧力計のサンプリング速度は 4Hz、
カットオフ周波数は 0.7Hzに設定した。アレ
ーは観測点間隔を 10km とし、10 点で正三角
形を構成するように観測点を配置した。 
 
図１（a）        （b） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) ParoScientific社が新規に開発した水晶
式３成分加速度計を借り受け、宮城県沖海底
において 2013年 5月から 10か月間の試験観
測を行った。加速度計には３成分の直交性か
ら の わ ず か な ズ レ を 補 正 す る た め の
Alignment Matrixが工場側から提供されてお
り、これが測器の傾斜イベントを高信頼度で
検出するのにきわめて有用であることを示
した。この加速度計観測から特徴的な時間変
化を示す傾斜イベントを約 40 件検出した。
これらが海底流による測器の傾斜現象であ
り、海底は傾斜していないことを、併設して
いた超深度（7000m）流速計（海水温度計付
き）記録を用いて明らかにした（図２）。更
にこれらイベントが海溝斜面を駆け上る海
洋内部波の「ボア」と呼ばれる不安定現象に
由来することを明らかにし、 JGR-Oceans
（Fukao et al., 2016）に発表した。 
 
図２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(3)上記により、長期海底傾斜観測に流速計
（海水温度計付き）の併設が必須であること
が明らかになったので、既仕様のままでは２
週間しかもたない流速計を独自に１年間仕
様へと改造した。更に、この改造流速計（温
度計付き）に水晶式圧力計を併設して、宮城
県沖で 2015 年 9 月から１年間の海底観測を
実施し全ての機器とデータを無事回収した。
予想通り、ボア現象が数多く記録されており
（図３）、今後本格的な解析を実施する。な
おこの観測では、海底傾斜イベントの観測手
法の開発を目指して、広帯域海底地震計の速
度出力以外に傾斜２成分、パロ社の水晶式加
速度計３成分、パロ社新規開発の水晶式傾斜
計２成分の比較測定を行った。記録は解析中
であるが、海底傾斜変動イベントの検出と併
せて現在の計測技術の問題点が明らかにな
りつつある。 
 
図３． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4)青ヶ島沖海底圧力計アレーを回収する直
前（2015年 5月 2 日）に鳥島近海地震が発生
した。Mw5.7 という地震規模と比較して八丈
島で波高 50cmという大きな津波が観測され、
いわゆる津波地震として注目された。青ヶ島
沖アレーは震央からわずか 100km北北東に位
置し、全ての観測点で分散性の津波をきれい
に記録した。この地震に比較的近い海溝付近
に発生した Mw5.9のスラスト地震には津波が
全く記録されておらず（図 1b）、鳥島近海地
震が津波地震であることが明瞭に示された。
更に津波記録をアレー解析し、津波到達時刻
と入射方向を同時に満足する波源位置を求
め、それが鳥島近海のスミス海底カルデラ内
に決まることを明らかにした（図４）。これ
は地震波を用いて決めた震央位置よりもは
るかに精度が高い。また波源位置まで観測振
幅を戻して波源での海面波高を見積もると、
地震学的に決められたメカニズム（CLVD）か
ら推定される波源波高よりも５倍ほど大き
な値が得られる。これは、震源に地震波は励
起しないが津波は効率よく発生するメカニ
ズムが働いたことを意味する。我々は、基本
的地震波源である Shear fault, tensile 
fault, isotropic volume change の中で、ご
く浅部の Vertical opening of horizontal 
tensile crackだけがこのような特性を持ち、
これが火山性津波地震の本質であることを
明らかにした。これらの結果を２篇の論文と
して PAGEOPH（ Sandanbata et al.）及び
Science Advances (Fukao et al.)に投稿し
た。 
 
 

図４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5)周期 100 秒付近にピークを持つ海底ノイ
ズは海洋長周期重力波（Infra Gravity Wave 
以下 IG 波）によるものである。青ヶ島沖ア
レーに入射してくる IG 波の group slowness 
vector を波形干渉法により周波数の関数と
して求めた。図５上図は抽出した IG 波のス
ペクトログラムである（北半球の夏 50日間）。
特に強い（赤色）信号は日本付近を通過する
台風によるものであるが、それ以外に黒線の
ような顕著な分散性を示す IG 波が５件ほど
検出された。これらの IG 波の波源を探索す
るため、太平洋の海底地形を IG 波の周波数
毎の位相速度分布に置き換え、太平洋を渡っ
て青ヶ島沖アレーへ入射する波線を計算し
た。更に、IG 波ピークは波線に沿って群速度
で伝播するとして、観測ピークの振幅をアレ
ーから太平洋側に逆伝播させた。その結果、
波はチリ近海域でほぼ収束しここが IR 波の
波源であると推測できた（図５下図）。この
IR 波は冬季に東進する南極洋の強い勢力の
波浪が南米海岸に斜めから衝突して生まれ
たと考えられる。 
 
図５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(6)青ヶ島沖の海底圧力記録から Slant 
stacking法により常時励起されている M２内
部潮汐波（最低次モード）を検出し、西から
東に 1m/s の速度でアレーを通過することを
明らかにした。そのパワースペクトル密度
（PSD）は外部 M2 潮汐 PSD の約 0.03%で、両
者 PSDの間に著しい正の相関が見られること
か ら 、 内 部 潮 汐 波 は外 部 潮 汐 と East 
Aogashima Knoll の斜面の相互作用によって
生れたと考えられる。一方、最新の海洋循環
モデル（JCOPE-T）は海洋潮汐と海底との相
互作用も取り込んだシミュレーションを行
っている。そこで JCOPE-Tグループと共同で
実際の観測と同じ期間、同じ位置での海底圧
力を計算し、同じ slant stacking 解析を行
った。観測に基づく解析結果と計算に基づく
解析結果とを比較したのが図６である。図の
各点は slowness vectorの大きさと方向を表
し 、 色 は 信 号 の 強 度 を 表 す 。 観 測 と
simulationの一致は著しい。この一致は、実
際の内部潮汐波の波源域にまで計算結果を
使って迫ることが可能であることを示す。 
 
図６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図７上は海洋循環モデルに潮汐帯域のフィ
ルターをかけて内部潮汐による温度擾乱場
（アレーを通過する東西断面）を抽出したも
のである。内部潮汐の最低次モードに対応す
る大きなセル構造と、外部潮汐と East 
Aogashima Knoll 斜面とが相互作用し内部潮
汐波が生じている波源域がイメージされて
いる。2008 年には全く同じ測線で大規模な
MCS(Multi-channel-seismic)調査が行われ
ている。我々はこの legacy dataを再解析し、
海洋内の音波反射構造を求めた（図７中）。
反射層が多数見られるが、これら（鉛直波長
約 30m）は高モード内部波により形成された
音波インピーダンスコントラストの高い面
を表す。温度擾乱場のパターンと音波反射層
の分布のパターンには著しい相関が見られ
る。この相関を強調するために、両者を重ね
合わせてみたのが図７下である。この高い相
関は、内部波が低モードから高モードへと変

換される非線形プロセスのあることを示唆
する。 
 
図７． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(7)鳥島はるか沖海底の海底圧力計記録の解
析を開始した。手始めにアレー（図８a）の
すぐ近くで 2015 年 9 月に発生した伊豆小笠
原海溝沿いのプレート境界地震（赤い星印）
の記録を解析する。図 8bは本震（Mj6.1）及
び余震の１つ(Mj4.3)のスペクトルで、低周
波領域（0.02Hz から 0.04Hz の範囲）では余
震の方が振幅が大きい。これは余震がいわゆ
る超低周波地震であることを示唆する。こう
した余震が多数発生しており、これらの地震
の解析から今後は巨大地震が起こらない小
笠原海溝におけるプレート沈み込みのメカ
ニズムに迫る。 
 
図 8a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



図 8b. 
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