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Abstract: Tsunami of the East Japan great earthquake had caused the greatest damage to Japan. As one of the reason, we have 

thought that the information only from P-waves of earthquake could not give the magnitude of Tsunami immediately. We think 

possible to presume the magnitude of Tsunami by the T-wave generated from breaking the sea bottom. We consider the traveling 

model of acoustic wave from T-wave received at Aleutian Islands, and estimate the propagation loss. We guess that the great tsunami, 

happened in a neighborhood of Japan, shall generate the sound which is 8dB greater than the level received at Aleutian Islands. 

 

1. まえがき 

 東日本大震災では、地震の大きさも然ることながら、

それに続く大規模な津波により、多くの人命や設備、

財産に多大な喪失させた。地震や津波の発生をこと前

に予測する技術を得ることの難しさは想像に余りある

が、責めて、地震発生時の津波の規模が検出できれば、

これに対処する術もたてられると思われる。 

 日本近海で発生する大規模津波は海底で生じる地震

によるので岩盤の破壊による音を捕えることができれ

ば、津波の規模についての情報が得られるのではない

かと考えた。このようなことから、本稿では大規模津

波の発生に係る岩盤の破壊音の検出について検討した。 
 

２．岩盤の破壊による海中音波 

去る3月11日の東北地方太平洋沖地震において気象

庁は、Mw9.0、断層の長さ 450km、幅 200km、最大の

ずれ20m～30m、破壊の継続時間約3分と発表した [1]
 。 

 この大地震発生時の地殻変動による岩盤の破壊音を、

米シアトルの太平洋海洋環境研究所(NOAA)が公表し

た[2]。測定地点は震源から約 1500km 離れたアラスカ・

アリューシャン列島で、SOSUS と呼ばれる音響監視シ

ステムによって海底の破壊音が取得されていた。 

 アリューシャン列島で観測された音波波形は、地殻

内部を表面波として伝搬した地震波(P 波)群と地殻変

動によって生じた岩盤の破壊音が海中を伝搬したこと

による T(Teriary)波の群よりなっていた。T 波は地鳴り

のような低周波数帯の音で、マイクの音が割れるほど

大きい値となっていた。 
 

３．T 波の伝搬モデル 

この T 波により、津波の規模を予測できないかと考

え、T 波の伝搬モデルを推定し、日本沿岸近傍で受信

することを検討した。 

先ず、東北地方太平洋沖地震における震源地-アリュ

ーシャン列島間の伝搬モデルを推定した。海中音波の

伝搬速度は、Leroyによって次式で示されている[3]。 
 

                               

                             

                               (1) 

C;音速[m/s], T;水温[℃], S;塩分濃度[%], Z;深度[m]  
 

式(1)から、T 波の音速は海中温度・深度・塩分濃度に

依存し、伝搬経路の垂直方向における水温プロファイ 

Table 1 The parameter of a perpendicular profile of ocean 

 

 
Figure 1 underwater acoustic wave speed vs. the depth 

 

ルデータが必要になる。 

 震源地と同緯度程度の地点における水温プロファイ

ルから伝搬速度を推定した。表 1 のパラメータを用い

て算出した音波の伝搬速度の特性を図 1 に示す [4]
 。 

このパラメータにおける音速は、深度 1kmの範囲に

最低速の層があると確認できる。音波の伝搬は音速が

遅い層に屈折して進む性質がある為、海底または海上

に向かう伝搬は屈折することが予測される。 

図 1 から、海中の音速は一定間隔の深さに対応する音

速の層があるとみなせる。音源は海底(-5367m)にあり、

海底面よりの放射角(垂直方向が90deg)に対して伝搬モ

デルをスネルの法則を利用して算出した。 

図 2 に計算結果を示す。なお、この計算では、伝搬

経路のパラメータを表 1 の値で一定であるとし､海

面・海底によって全反射されるとした。 

この図から、放射角が大きくなる程伝搬距離が延びる

ことが確認された。ここでは 0.1 度の放射角を持つ経

路を最短の伝搬モデルと推定し、震源地-アリューシャ

ン列島に対する直線距離Rと伝搬距離R’の差を算出し

た。結果は、 R=1500km、R’= 1532.29km と直線距離

に比べて約 2%大きい値となっている。この距離差は、 
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Figure2. The traveling underwater acoustic wave model 

 

深度と放射角に依存する値であり、本稿で利用した放

射角・表 1 のパラメータによって比率は 2%で一定にな

ると推測される。 
 

４．伝搬損失 

 上記の伝搬距離 R’の値を利用して、伝搬経路によっ

て生じる損失量を推定した。海中における音波の伝搬

損失は、拡散損失と吸収損失の二つに分けられる[3]。 

 拡散損失では、音源で発生した音響パワーP は全て

の方向に均一に放出される。R が深度に対して非常に

大きい為、伝搬経路は海面と海底に蓋をされた円筒形

とみなした。このことから、伝搬距離 r[m]における拡

散損失は、音源からの距離 r0=1m を基準として次式で

示される。 
 

      ･            [dB] (2) 
 

吸収損失は海中に溶けているイオンの緩和現象によ

って音圧レベルが減少することを意味し、Thorp によれ

ば海水の吸収損失αは次式のように表せる [5]
 。 

 

               
    

       
 

     

    
       [dB/m] 

但し、f は音波の周波数[kHz]   (3) 
 

アリューシャン列島で取得された音波は低周波数帯

にあったことより、一例として f=20Hz として吸収損失

αを推定した。 

表 2 にアリューシャン列島で取得された音波の伝搬

損失を見積もった結果を示す。取得された音波の損失

は拡散損失が支配的であると考えられる。 

同様に、東北地方太平洋沖地震の津波被害を受けた

場所の一例について検討した。なお、震源地に対する

直線距離･津波の第一波の到達時間は気象庁発表の値

を利用した。それぞれの直線距離から、伝搬損失と音

波の推定到達時間を算出した結果を表 3 に示す。 

表 3 から、日本沿岸の音圧レベルはアリューシャン

列島に比べ約 10dB 大きい値であると推定できる。また、

相馬市と宮古市は、震源地との距離差が小さいが、津

波と音波の到達時間差が大きいことがわかる。これは、

音速は深さに依存して変化するが、図 1 よりその変化

は少なく､ほぼ 1.5km/s と見なせるのに対して、津波の

伝搬速度は経路の深度に大きく依存する [7]。 

Table2. The propagation loss of T-wave received at Aleutian 

Islands 

propagation 

range[km] 

diffuse 

loss[dB] 

absorption 

loss[dB] 

propagation 

loss[dB] 

1532 61.8 0.07 61.9 
 

Table3.  Various parameters at the tsunami arrival places 

Place Souma Miyakojima 

Distance* [km] 110 130 

Loss [dB] 50 51 

Ttsuna* [minute] 4 15 

TTW [minute] 1.2 1.5 

Place 
Fukushima Daiichi 

Nuclear Power Plant 
Aleutian Islands 

Distance [km] 210 1500 

Loss [dB] 53 61 

Ttsuna [minute] 41 180 

TTW [minute] 2.3 10 

*気象庁発表の値を用いた[6]
,  

Loss: propagation loss, Ttsuna: arrival time of tsunami,  

Ttw: presumed arrival time of T-waves 
 

つまり､宮古市へ向かう津波は伝搬経路の深度が浅い

部分が多く、到達時間が比較的に遅いと推測される。 

日本近海に巨大津波を発生させる海底地震が発生す

るならば、プレート境界面の範囲から日本周辺 200 海

里(370km)以内である。この距離について伝搬損失を算

出すると、日本沿岸ではアリューシャン列島で取得さ

れた音圧レベルより 8dB 以上大きい値を検出可能であ

ると推定できる。 
 

５．まとめ 

アリューシャン列島の例から、震源地の岩盤破壊音

の伝搬モデルを作成し、最短の伝搬距離における音波

の減衰量を推定した。巨大津波発生時に日本沿岸近傍

では、アリューシャン列島に比べ 8dB 以上大きい音圧

レベルを取得可能であると推定される。 

今後は音波取得のための構成と、震源地の検出法に

ついて検討する予定である。 
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