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１．はじめに 

1914年桜島噴火にともなって、マグニチュード(M)7.1の地震（以後 1914年桜島の地震と呼ぶ）

が発生し、強い揺れが鹿児島市街地を襲った。この地震による死者数 29 は、桜島噴火時の全体の

死者数の半数を占めている。現在、桜島は噴火活動が活発になってきている。1914 年に匹敵する

噴火も予想され、それにともなう M7 級の地震も十分に起こり得る。その被害推定のために、地

震による強い揺れ（強震動）の予測は重要である。 
強震動予測には、震源断層、大規模地下構造（深い構造）、浅い地盤構造、の 3 つの要素が必要

になる。この研究では、このうち、浅い地盤構造を明らかにしたい。浅い地盤構造によって揺れ

の増幅率は大きく異なる。 

これまで全国規模では、微地形・地盤分類から地盤増幅率（工学的基盤から地表）が推定され、

ウェブサイト J-SHIS 地震ハザードステーション (http://www.j-shis.bosai.go.jp/) において公表

されてきた。これは経験式を基に推定されているもので、不確定さが大きい。この研究では地下

構造を推定し、そこから計算で増幅率を求める。同じ地形や地盤でも地下構造が異なれば、地盤

増幅率は異なる。 
地面は地震がなくても常に揺れており、それは微動と呼ばれている。本研究では、この微動を

測定して地下構造を推定する。複数の地震計を数 100 m の範囲に設置し、微動を測定することに

より浅い構造（地震波速度構造）を求めることができる。 
微動探査の手法は確立されており、大都市圏を中心に調査例が多い。しかし鹿児島市において

は、試験的に数点行われた例があるのみである。本研究では、1914 年桜島地震で被害の大きかっ

た市街地を中心に複数の点で微動探査を行い、被害との比較を行う。また得られた地下構造を使

い、強震動の予測をする。 
今年度は、3 つの予備調査を行った。まず、調査地点を絞り込むために、1914 年桜島地震での

鹿児島市街地の震度分布を再調査した。つぎに微動探査のための、観測機材のテストを行った。

さらに、断層が想定される場合における、地盤増幅率を用いて簡易的に面的な震度分布を推定す

る手法をまとめた。 
 

２．1914 年桜島地震の震度分布 

1914 年桜島の地震における市街地の震度分布は、

これまで今村 (1920) によって得られている。当時の

震度階級は現在と異なっている。これを今後の研究の

ために、現在の震度階級に変換する必要がある。なお、

現在の震度階級で表した震度分布は、一般の人の理解

にもつながりやすく、防災のアウトリーチとしても有

効である。 
現在の震度階級に変換する方法としては、まず当時

の震度階級から現在の震度階級への変遷から変換す

ることが考えられる。しかし、現在の震度階級は当時

よりも細かくなっており（武村, 2005）（図 1）、当時

の震度階級から直接変換することはできない。 
武村 (2003) は 1923 年関東地震について、住家全

潰率から震度を推定している。1914 年と 9 年の差を考えると、建築物の耐震性は大きく変わらな

 
 

図 1： 震度階級の変遷（武村, 2005）。 
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いと考え、この推定方法を適用した。その結果を図 2 に示す。 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

図 2：1914 年桜島の地震における鹿児島市街地の震度分布。(a)が汐見仮定、(b)が 1 棟仮

定に基づいて推定したもの。背景の地図の色は今村 (1920) の震度分布で、赤が震度 IV、

オレンジが III、緑が II、青が I。白抜きの数字が推定した震度階。ただし、全潰のない場

合は－で表す。 
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なお、今村 (1920) には各地区の全戸数は示されているが、全住家数は不明である。1 戸に複

数の住家があることもあり、全戸数が全住家数とは限らない。いくつかの地区では被害住家数を

全て足すと全戸数を上回る。汐見における全戸数に対する被害住家数が 1.69 で最も大きい。そこ

で 2 通りの仮定をおいて震度を推定した。 
1 つ目は、汐見ではすべての住家が被害を受け、かつ、汐見の 1 戸あたりの住家数が他の地区

でも同じである、と仮定した場合である（以降、汐見仮定と呼ぶ）。2 つ目は、1 戸あたりの住家

数を 1 棟と仮定したものである（以降、1 棟仮定と呼ぶ）。これらがそれぞれ推定震度の下限と上

限を与えると考えられる。 
図 2 に 2 通りの仮定で推定された震度を示す。汐見仮定の場合、震度 6 弱は今村 (1920) の震

度 IV のエリアに、震度 5 強は同じく震度 III、震度 5 弱は同じく震度 II に対応した。1 棟仮定の

場合、汐見仮定の場合に比べいくつかの地区で震度が 1 階級上がり、最大震度は 6 強となった。

しかし、全体的な傾向は変わっていない。 
震度の大きいところは海岸に沿っており、震度 6 強、6 弱は江戸時代以降に埋め立てられたと

ころである（大木・深見, 1998）。陸側に延びている震度 6 弱の地域も埋め立てられたところでは

あるが、その周りも埋め立てられたところであり、単純な関係ではない。今後、これらの震度の

大きなところ、およびその周りの震度の小さなところで微動探査を行うことによって、地下構造

が地震動に与える影響を調べたい。 
 

3. 微動探査の観測機材のテスト 

手元にある観測機器で実際に観測が可能かどうかを、実績のある機材を借りて検討した。借り

たのは防災科学技術研究所が所有している微動探査機器一式で、白山工業製JU215とLS-7000XT
で構成されている。 
手元にあるのはセンサーがミツトヨ製加速度計 JEP-6A3 で増幅器なしのタイプである。ロガー

は白山工業製地震・火山・振動計測ロガーLS-8000SHおよびT&D製電圧ロガーMCR-4Vである。

加速度計 JEP-6A3 は従来微動探査にも用いられてきているので、実績がある。しかし、強震動計

として用いる場合はそのままで良いが、微動計として用いるためにはプリアンプが必要となる。 
LS-8000SH も従来微動探査での実績はある。アンプも内蔵している。しかし、すでに販売終了

して 6 年過ぎ、サポートも終了している。そのため動作に不具合がある場合に解決が困難になる。

そこで、動作が確実かどうかをテストした。 
MCR-4V は微動探査での実績はない。アンプがないこと、および LS-7000XT や LS-8000SH

のように地震計測ロガーに標準的な機能である GPS による時刻校正もない。時刻校正に関しては、

微動探査は比較的短時間で終わることと、MCR-4V は複数台の時刻同期を取ることができること

から、問題はないと思われる。そこで、アンプがないことによって、データが十分な振幅分解能

を持つかどうかをテストした。 
微動探査の方法はいくつか種類があるが、今回は比較的多く実施されている SPAC 法で行った。

観測点アレイの点数は中心に 1 点と円周上に 3 点の合計 4 点である。防災科学技術研究所の観測

機器は 4 点すべてに置いた。JU215 のアンプは 2.5 倍（固定）、LS-7000XT のアンプは 10 倍と

設定した。中心の点にはこれに加え、JEP-6A3 と LS-8000SH の組み合わせ、および JEP-6A3
と MCR-4V の組み合わせの 2 つのセットでの観測も行った。LS-8000SH のアンプは 100 倍とし

た。 
場所は鹿児島大学郡元キャンパス内で、工学部電気電子工学科棟前で半径 10 m のアレイを、

農学部圃場で 30 m のアレイを展開した（図 3）。実施日は 2015 年 11 月 12 日である。それぞれ

日中 30 時間程度観測した。 
観測波形を図 4 に示す。防災科学技術研究所の観測機器では、波形振幅の分解能は十分であっ

た。また GPS による時刻校正も成功した。JEP-6A3 と LS-8000SH の組み合わせでは、振幅の

分解能は十分であったが、防災科学技術研究所の観測機器との波形を比べると、整合性がとれて

いない。また、GPS での時刻校正に失敗した。これらの原因はいくつか考えられるが、特定には

至っていない。MCR-4V ではアンプがないために振幅の分解能が低く、解析には使えないほどで

あった。 
以上から、LS-8000SH の不具合の原因を特定し、取り除く必要があるが、困難が予想される。

一方、MCR-4V では振幅の分解能が低かったが、入力の前にアンプを入れることによって解決で
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きる可能性がある。現在、アンプを自作または購入することを検討している。さらに、他のロガ

ーの利用も検討している。 
 

 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 
 

図 3：微動探査の観測機材のテスト。(a) 鹿児島大学工学部電子工学科棟前での半径 10 m
のアレイ。(b) 鹿児島大学農学部圃場での半径 30 m のアレイ。赤い丸出囲んだ半透明の

白いボックスに防災科学技術研究所の観測機材が入っている。 
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4. 簡易的に面的な震度分布の推定する方法の検討 

地下構造を求めたあと、そのデータを使って想定地震における震度分布の推定を行う。震度分

布の推定には詳細法と簡便法とがある。詳細法は、断層モデル、地下構造モデル、地盤モデルを

それぞれ詳細に設定し、長周期側の地震動を有限差分法により、短周期側の地震動を統計的グリ

ーン関数法により計算して合成する。 
一方簡便法では簡単な断層モデルと地盤増幅率のデータから距離減衰式を用いて最大速度・加

速度・震度を求める。詳細法は現実に近い地震動が得られるが、モデルの設定に多くの情報が必

要で、計算時間もかかる。簡易法はモデルの設定は簡単で計算時間もかからないが、やや現実に

即していない部分がある。 
今回は、まず簡便法による地震動予測を実施する。その結果、必要があれば、将来詳細法を適

用したい。距離減衰式は森川他 (2010) のものを用いることにした。試験的に鹿児島県が 1914
年桜島の地震の再来と想定している鹿児島湾直下地震 (M7.1) の断層モデルを使い、J-SHIS 地震

ハザードステーションで公表されている Vs30（地表から深さ 30 m までの平均 S 波速度）のデー

タから 2 章で震度が得られた地点での震度を計算した。すると、距離減衰式で推定した震度のほ

うが大きく上回っていた。距離減衰式や Vs30 は多くのデータから経験的に導かれており、信頼

性は一定程度ある。したがって、もっとも不確定さの大きい鹿児島湾直下地震の断層モデルに原

因があると考えられる。マグニチュードが大きすぎるか市街地に近すぎるかのどちらか、あるい

は両方であろう。特にマグニチュードに関しては、初期に震度から推定されたマグニチュードが

6.2 であったこと、そのほかのマグニチュードは比較的遠い観測点の地震波形から求めていること

から、震度に影響する短周期の波の放射が少なかったのではないかと考えられる。断層の位置に

ついても、震源の決定精度の問題と、断層の走向・傾斜、および震源が断層面のどこに位置する

のかも情報がなく、その不確定性も非常に大きい。 
 

5. まとめ 

1914 年桜島の地震の震度分布を現在の震度階級に推定した。仮定によっては最大で震度 6 強と

なった。江戸時代以降の埋め立て地において震度が大きくなっている傾向があるが、それだけで

は説明できない。今後、微動探査を行い、地下構造を調査する必要がある。観測機材については、

ロガーLS-8000SH を使うのは困難であり、MCR-4V 電圧ロガーにアンプをつけて観測するか、

他のロガーを検討することになった。将来の地震における地震動予測については、まずは距離減

衰式を用いる簡便法により推定することにした。1914 年桜島の地震の再来と想定されている鹿児

島湾直下地震について適用したところ、大きめに見積もられた。断層モデルのマグニチュードが

 
図 4：微動観測の例。鹿児島大学工学部電子工学科棟前で実施した半径 10 m のアレイの中

心点の波形記録で 10:48 から 1 分間分。防災科学技術研究所の機材で記録したもの。上から

上下動、南北動、東西動。 
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大きすぎるか、断層が近すぎるかのどちらか、あるいは両方が原因と考えられる。 
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