
長崎県地学会誌 第38号 (1983)

研 究 報 告

九州の中央部 を東西に横切る別府―島原地

濤帯は,種々の地学的特性をもった地域である。

地震活動については,ま ず気象庁のデータから,

1961年 以降の深さ40km以浅のマグニチュー ド

(M)3以 上の地震の震央位置を九州北部につい

て図化した結果を第 1図 に示す。

1961年以降のデータを選んだ理由としては,

この年から気象庁の地震観測精度がマグニチュ

ード3以止の地震の震源が精度よく決定できる

までに向上したからである。

第 1図からこの地域の地震活動は,別府一島

原地濤帯の中で特に活発であり,大分一熊本構造

線 (第 2図の重力異常図に見られる破線で示し

た重力異常値のコンターが混んだ所)の北側に

帯状に分布していることが判る。更に明治以降

の被害地震の震央位置を第 1図 に重ねてみると

(第 3図 ),こ れらの被害地震もまた大分一熊本

構造線の北側に並んで分布している。

長崎県下の地震活動を論ずる場合,地濤帯の

西端に位置する島原半島での地震活動が議論の

中心となる。

島原半島では,わが国で地震観測が開始され

島原地震 (1922年 12月 8日 )について

久保寺   章 (京都大学理学部)

On the Shilnabara iEarthquake of

Decelnber 8, 1922

Akira KuBoTERA

序
た1885年以降でも,1922年 12月 8日 01時50分 と

同日11時02分の 2回被害地震が発生している。

この 2個の地震の性格については疑問点が多く

残されている。しかし,地震観測が現在程精度

よく実施されていなかった時代であつたため,

観測データだけでは解明できない面があり,他

の側面からの資料もつけ加え,現代の地震学の

立場から島原地震の特性を論じてみる。

2。 1922年 (大正 11年 )12月 8日 に

島原半島 で発生 した地震の概要

1922年 12月 8日 01時 50分 と同日11時02分 の 2

回にわたり,島原半島を中心とした被害地震が

発生している。第 1回の激震では有家 。有馬
`

串山の諸村で被害が大きく,第 2回目の激震で

は主に小浜に被害が発生した。

気象庁はこの 2個の地震の発震時・震央・マ

グニチュード(M)を 下記の様に決めている。

a)01た50■ 32.7° N, 130。 1° E,M=6.5
b)11た02■ 32.8° N,130.1° E,M=5.9
しかし,特に最初に発生したa)の地震につい

ては,種々の問題点が提起されていて,通常の

地震と異る特性をもつ地震であることがわかる。
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図 1961年 以降の九州北部で発生 したM3以上の浅発地震の震央位置

(地震月報より)
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第 2図 九州中部地域の BOuguer異 常図 (久保寺他,1976よ り)

破線が大分一熊本構造線
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E132

及び阿部,1979)で は, a), b)の 地震のマグ

ニチュー ドは

a)7。 1(阿部)6.9(宇津 )

b) 6.5(宇津 )

3。 マグニチ ュー ドと震度

地震のマグニチュードはGutenberg一 Richter

の定義に従つて,地震計記録の最大振幅から求

めることになっている。しかし,気象庁が決め

ているわが国及びその近傍で発生した地震のマ

グニチュードは,本来の決定方法で求めたもの

は1926年 以降の地震であって (気象庁 1958,

1966,1968),そ れ以前の地震については,理科

年表などにマグニチュードの記載があるが, こ

れは地震計の記録を用いないで推定 した,いわ

ゆる河角マグニチュードあって,震央距離100km

における,気象庁震度をもって規模 Mkと し,

マグニチュード(M)と Mkと の関係は

M=0.5Mk+4。 85

とし,マ グニチュードを求めたものである。

しかし,明治・大正期には,すでに日本各地

で地震計による観測が実施されていた。そこで,

これらの地震記録から,主な地震のマグニチュ

ードを本来の方法で求め直した研究 (宇津,1979

E130 E131

第 3図 第 1図 に,明治以降の被害地震の震央を重ねた図

となっていて,a)の地震はM=7ク ラスの大地

震であったことになる。これまでM=7ク ラス

の大地震は九州内陸部では発生していないと考

えられていたが,マ グニチュードの見直しが行

われた結果,M=7ク ラスの大地震が大正時代

に九州内陸部で発生していたことになる。九州

内陸部でのM=7ク ラスの大地震は,他 にも

1914年 (大正 3年)1月 12日 18時29分 に桜島の

大噴火の 8時間後に,桜島付近で発生したM=
7.1(宇津),M=7.0(阿部)があり,従来の河

角マグニチュー ドではM=6.1と されていた。

M=7。 1と M=6.1と ではエネルギーにして約30

倍の差がある。なお, この地震については Gu‐

tenberg― Richter(1954)に よってもM=7.0と 決

められている。

島原地震のマグニチュードが震度から決めた
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ものと実際の記録から決めたもの とに大差がで

てきたことについては,次の様な理由が考えら

れる。

ここで各地の震度
に)は気象要覧によれば

a)01時 50分の地震

強震 (弱 き方)Ⅳ :長崎・ 熊本 0鹿児島

Ⅲ ;福岡・厳原号弓展雲

弱震 (弱 き方)Ⅱ ;大分・下関

微震     I:和 歌山・広島・釜山

b)11時02分の地震

強震 (弱 き方)Ⅳ ;長崎・鹿児島

弱震     Ⅲ ;熊本

弱震 (弱 き方)Ⅱ :厳原

I:福岡・大分・岐阜・関微震

第 4図に示す様な分布をしていとなっており,

る。a)の地震はM=7ク ラスの大地震であった

(注 )震 度の表示方法 として,1922年 には1908～ 1935

年まで用いられた,微震・弱震 (震度弱キ方)・ 弱

震 0強震 (震度弱キ方)で書かれている。 I～Ⅳ

はこれに対応する1949年以降の震度表示である。

ノ

○ノ

にもかかわらず,震度分布の様子は,M=6。 5程

度の地震の震度分布しか示していない。

震度は地震の揺れに対しての人体感覚や家屋

等の被害の状況から決定される。

比較的短周期の震動に対して,人々は震動を

感じ易 く,ま た家屋等も被害を受ける。逆に長

周期の震動では人体感覚は鈍感 となり,家屋等

も共振周期から大きく外れるため被害も少なく

なる。実際に島原地震は,通常の地震に較べて

長周期の波が特に卓越した波動を放出している

長周期地震或いはVery Siow Earthquakeと 定

義される地震であった。

このため,マ グニチュードでは大きく,震度

はマグニチュードの割に小さくでていた。

この様な特徴は, この地震の発生機構 と結び

つけて考えることができる。すなわち,非常に

ゆっくりと地震断層が動いたことになる。内陸

で発生した長周期地震は火山の周辺に多く見ら

れ,火山の構造と密接な関係がありそうであり,

今後の研究課題 として重要である。

(a)                                                              (b)

第 4図 島原地震の震度分布,(a)01時 50分の地震,(b)H時 02分の地震

(九州・ 山口県付近の地震・津波の概要 ;気象技術報告 96号  1979よ り)
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第 5図 島原地震(192年 12月 8日 01850分 )震央位置
A(大森 )ヮ B(長崎測候所),C(今村 ),

D(中村), E(気象庁 )ヮ F(坂本 )

(図説 日本の地震1872年 -1972年 東京大
学地震研究所研究速報第9号 1973よ り)

4。 震央 は どこか

島原地震の震央については,気象庁では先に

述べた様に, a)と b)に ついて,ほ ぼ同一場所

(千々石湾)を指定している。しかし,初めに

発生した a)の地震については諸説がある。第 5

図にその位置を示す。

先ず大森 (1925,1928)は A点,西有家村付

近の半島内陸の南部に,長崎測候所 (1923)は

B点,今村 (1925,1928)は C点,中村 (1923)

はD点,気象庁はE点 と何れも千々石湾内に震

央を求めている。更に後年坂本 (1963)は ,地

震計記録の見直しをして,再び半島南部のF点

を震央と定めている。

この様に種々の震央位置が決定された理由と

しては,地震記録からの初期微動継続時間 (P

～S time)の 読み取 り値に諸説があったためで

あるはヽ

(注)現 在ではP波初動の到達時刻を多 くの観測点で

求めて震源を決定しているが,1922年 当時は各観

測点で時計が独立にあり,そ の精度が悪いために,

P～ S時間で震源を決める方法がとられた。

はマルチプルショックである

島原地震には, もう一つ特異な性格がある。

すなわち, 1回の単純な断層辻 りで地震が起 こ

るのではなく,時間空間的に接近 した 2つ以上

の断層運動が生 じた地震をマルチプルシ ョック

(muitiple shock)と 名づけている。

a)の 地震はこのマルチプルショックであっ

た。 このことについては,すでに今村 (1925,

1928)が双生地震 (twin earthquake)と 呼んで

いる。従って, 2つの地震の P波,S波 が記録

上に夫々出て来 るので,ど の範囲 を初期微動

継続時間 と取るかで諸説が出て来たわけである。

マグニチュー ド7ク ラスの地震で生ずる断層

の長 さは,20～30km程 度
に)と

推定される。従って

震央は 1点で表現されるものではない。

島原地震の場合,地震記録上は振幅の小 さい

短周期の P波 (p)と ,そ れに続 く大振幅で長周

期の P波 (P)が見 られ,S波 についてもP波 と

同様の位相が見 られる(今村 1925,1928)。 この

ことは,最初に小規模の地殻の破壊が生 じ,比

較的短い地震断層が生じ,引続いてこの小破壊

が引金 となって,大 きな断層が緩慢な運動を生

じたと考えてよかろう。前者の急激な小破壊は,

(注 )マ グニチュード(M)7ク ラ.ス の地震断層の長さ

(L)及び幅(W)を 金森・阿部・安藤等の研究結果

から選び出してみると

地震名 ML× W(km2)

西 埼 玉(1931)7.0 20× 10

鳥   取(1943)7.4 33× 13

三   河 (194) 7.1 12× 11

福   井(1948)7.3 30× 13

北 美 濃 (1961)7.0 12× 10

越 前 岬 沖(1963)6.9 20× 8

男鹿半島沖(1964)6.9 50× 20

岩 手 県 沖(1968)7.2 80× 30

岐阜県中部 (1969)6.6 18× 10

などとなり, Lは 一定していない。また,断層の長さ

(L km)と 地震のマグニチュー ドとの関係式が出

ている。

M=0.98 1ogL+5.65   Tocher
logL=1.32M-7.99   飯田

(宇津徳治著「地震学」 (共立全書)よ り)
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家屋の倒壊などの被害を起こす短周期の震動を

発生させ,後者の緩慢な断層運動が長周期地震

を発生させたものと理解できる。

地震記録の最大振幅から求めたマグニチュー

ド6.9～ 7.1は,後者の緩慢な大振幅の断層運動

の波動から求まったものであり,一方,従前の

マグニチュー ド6.5は前者の短周期震動による

｀
震度

″から求まったものと解釈できる。

6.島原地震 の発生経過

a)の 01時50分 に発生した地震断層の大きさ

や変位の量などについての研究 (地震波形や地

殻変動の測量結果を基にして,計算から推定す

る)は出ておらず,ま た, このような研究が可

能な地震記録や測量結果も残されていない。従っ

て,こ の地震が,Multiple Shockで あり,Very

Slow Earthquakeで あるとの特徴を基にして,

地震の発生経過を考察してみる。

8日 01時50分の被害地震が発生する前日の12

月 7日 から前震と見られる有感地震 2回,無感

地震 9回を,15時頃から記録している。

地殻の微小破壊は, 7日 15時頃から始まって

いた。

8日 01時50分 に激震が起こった。この激震の

最初に被害を発生する短周期成分を多く含む普

通の型の地震が発生した。この地震のマグニチ

ュードは,被害の状況からみて6.5程度であつた

であろう。

発生地点はどの辺になるか。まず,被害の分

布状況を見るため,大森 (1925)の被害の表か

ら,家屋の倒壊率について図化した結果,第 6

図が得られる。被害が大きかった地域は北有馬

であり,更に北有馬を細かく見ると第 7図 とな

る。被害の状況から見ると,地震による最初の

破壊は北有馬付近から始まったものと第一近似

的には考えられる。

次に地域によって,特に地震の揺れを強 く感

第 6図 島原地震 (1922年 12月 8日 01時50分 )

による家屋倒壊率 (島原半島全域 )

西有 家

南有 馬

t

第 7図 島原地震 (1922年 12月 8日 01時50分 )

による家屋倒壊率 (北有馬)

ずる所がある。 このような場所を異常震域 と呼

んでいる。北有馬が異常震域か否かは,地震の

震度調査 (久保寺 e宮崎,1983)の結果から判

断できる。第 8図は震度分布の一例であり, こ

れを見ると北有馬が特に周辺 と比べて震度値は

大 きくない。従つて,北有馬が異常震域でない

ことが推論できる。

13010

3250

13020

常
中
中
中
中
中
●

誕

誕
％
％
∝
％
に

■

０

ｏ

ノ

与
〔
ノ
ム

（
く
）

３

５
７

‐０
‐５
２０
『

一-13-―



330

第 8図 島原半島における震度分布

(1981年 1月 30日 6時 19分 M=5。 2

牛深沖地震の例 )

N3240

巨130 0

次のステップとして,緩慢な断層運動のため,

長周期地震 (Very Slow Earthquake)が 発生

したはヽ 長さ約20kmと 推定される地震断層は何

処に存在するか ?一般に地震断層の存在は測地

測量 (上下変動は水準点の高さの再測で,水平

変動は三角点の位置の再測で求める)の成果か

ら判断できる。今村 (1925,1928)の 論文によ

れば,水準測量は島原半島の東海岸に沿って実

施されており,北有馬付近で特に大きな上下変

動は見当らない。三角点の再測が実施された記

載はない。半島の中央部や西側での測地測量は

勿論実施されていない。この様な事情から,断

層位置を測地測量結果から推定する方法は断念

せざるを得ない。

(注)今 村 (1925,1928)が地震記録を験測した結果

では, pと Pと の時間差は3.3秒である。

この結果から推定すると,3.3秒お くれて,長
周期地震が発生したことになる。

20

第 9図 島原半島の重力異常図 (久保寺,1975)

|○ 高QI
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第10図 島原地震 (1922年 12月 8日 11時 02分 )

による家屋倒壊率 (島原半島全域)

第 9図に示す島原半島の重力異常図 (久保寺 ,

1975)に見 られる半島南部の北有馬付近か ら

千々石湾にぬける重力異常値のコンターが密に

なった部分が有力 と考えられる。重力異常値が

急変する部分は一般に基盤面の深度が急変する

場所を意味する。

駒田 (1924)は 島原地震を地質学的に考察 し

て,地震は半島南部の弱線に沿つて発生 し千々

石湾に及んでいると述べている。

断層位置の推定手法 として残された方法は,

地質学的な現地調査が最も有力 と考えられる。

長崎県地学会の諸氏の御調査を期待する次第で

ある。

なお 8日 11時02分の地震は小浜に被害が集中

し(第 10図),震央は小浜付近 と見倣すことがで

きる。
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第 1表 島原地震の発生経過
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