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 本研究は震度7の大きな揺れが観測された熊本地震の強震記録の特徴を過去の強震動と比較して，その特徴を分析している．

熊本では震度相当値も含めて過去にない大きな地震動が計測されており，過去の震災時の記録と比較分析して特徴を知ること

は今後の防災に役立つと考える．分析方法として加速度波形を短い時間切り出して単振動で近似して，加速度振幅と周期を用

いて計算した変位振幅を計算している．加速度波形を振幅と周期が変化する単振動の変化として捉えることにより，強震動の

特徴を対比している． 

 
Key Words: 2016 Kumamoto Earthquake, strong ground motion, JMA Intensity 7  

 
 
 

1． はじめに 

1995年の兵庫県南部地震を契機に日本全国に強震

計の配備が進められた．気象庁の震度計ネットワー

クは行政区ごとの震度情報を得るために配置され，

また防災科学技術研究所はK-NET，KiK-netを全国に

配置した．その他にも鉄道会社，国土交通省，ガス

会社などの観測ネットワークも配置されている． 
 これらのネットワークは整備される前は数少ない

地震計の情報しか得られなかったのに対し，近年の

地震では高密度かつ高精度の地震計によって数多く

の強震記録が得られるようになった．その結果詳細

な地震動分布が得られることにより，強震に対する

理解が進み，災害の初期対応を効率的に進められる

ようになった．また構造物被害の分析においても入

力地震動を類推することが可能になり，耐震設計の

高度化に利用されている． 
 2016年4月に熊本地方は2度の大きな揺れに襲われ

た．震度7に達する2回の揺れは多くの被害をもたら

した．相次いだ余震は被害を拡大し，復旧作業を妨

げた．この地震では震度7の記録が2箇所で3回計測さ

れた．これまで震度7の揺れは国内で震度相当値も含

めて3回しか計測されておらず稀であったが，熊本地

震で6回となった．震度と地震被害の関連の分析は多

くの研究者が取り組んでいるテーマであるが，震源

近くにおいて得られた極めて大きな地震記録と被害

の分析を進めることにより，今後の防災に役立てて

いく必要がある． 

 

2. 過去の主な強震記録 

 強震記録の特徴を考察するために1995年兵庫県南

部地震から2016年熊本地震までの記録を用いる．表

-1に21年間の記録のうち主要なものを示している．

震度6強以上で建物被害等が顕著であった地点を中

心に代表的な記録を取り上げている． 
震度は気象庁の計算方法によって計算した結果の

小数第2位を切り捨てる前の数値としている．最大加

速度は3成分の観測記録のベクトル合成の最大値と

している．SI値は東京ガスの計算方式に従い，水平2
成分を8方向に投影して減衰定数0.2の速度応答スペ

クトルを計算し，それぞれで計算したSI値の最大と

している．表-1に計算結果を示しているが，強震動

データの蓄積が進んでいることがわかる． 
 1995年当時は地震計の記録可能な最大加速度は１

G程度であり，2004年と2007年の地震では2G程度と

なっていた．神戸において最大化速度が1Gを超えて

いないのは地震計の仕様の影響もあると思われる．

2008年以降の防災科学技術研究所の記録は4G仕様

となっており，高振動数成分がのった4ケタの加速度

は2011年東北地方太平洋沖地震でも数多く観測され

ている．最大加速度はばらつきが大きい尺度となっ

ている．上下動の影響が大きいデータであるが，最

大加速度は4Gに達している．計測震度は振幅調整を

した加速度波形から計算される．加速度振幅の対数

をとるためにばらつきは圧縮されて小さくなる． 
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 SI値は最大加速度に比べてばらつきが小さい．熊

本地震以前の最大は小千谷の167[kine]であり，次点

は鷹取の166[kine]となっている．計測震度を導入し

て初めて震度7となった川口も大きく155[kine]を記

録している．一方，最大加速度が最も大きい一関西

は81[kine]と小千谷や鷹取の半分程度の値となって

いる．また築館も109[kine]となっており，加速度に

比べて小さい．両観測点とも短周期の成分が卓越し

ているためである．一方2007年の新潟県中越沖地震

では比較的小さな加速度で震度6強となっており，地

震の特性と地盤の特性で強震動の様相が変化するこ

とがわかる． 
 地震観測ネットワークの拡充に伴って，高精度な

地震計が高密度に配置されるようになり，きわめて

大きな地震動が狭い範囲で起きていることがわかる．

2016年熊本地震で得られた強震記録をこれらの過去

の代表的なデータと比較することにより，熊本地震

の揺れの特徴を分析する． 

 
 

3． 2016年熊本地震のデータ 

 2016年4月に熊本地震が発生した．震度7が計測さ

れ，兵庫県南部地震，新潟県中越地震，東北地方太

平洋沖地震に続くこととなった．20年余りで4回目で

あり，現在の日本では7年に1回の割合で計測震度6.5

以上の揺れが観測されていることになる．このこと

は日本が地震活動期に入ったことだけでなく，観測

網が充実し，計測装置が高性能になったことも影響

していると考える．観測レンジが広がれば最大加速

度も大きくなり，また観測点数が増加すればそれだ

け震源近傍でのデータが増加する．今後も大きな揺

れが観測されるのは間違いない． 
 表-1の下段に熊本地震の主な記録の地震動尺度の

計算値を示している．計算法はこれまでの記録の計

算法と同じである．震度が最も大きくなったのは益

城町役場の震度計であり，切捨て前の数値で6.76と
なり，新潟県中越地震の小千谷（K-NET）を上回り．

国内最高となっている．益城町では前震においても

6.5を超えており2回連続で襲われたことになる．さ

らに西原村役場でも6.5を超えており，断層に沿った

一体で震度7の大きな揺れが生じていたことが推測

される． 
 益城町役場の北側に防災科学技術研究所の

KiK-net観測点が置かれている．町役場に比べてやや

高台に位置するが，こちらの観測点は6.5を少しだけ

上回らず震度6強となっている．熊本市内は震度6弱
から6強の揺れとなっている． 
 SI値は計測震度と相関が高い尺度であるが，益城

町役場では210kineの計算結果となっており，この数

字も過去最大の揺れであったことを示している．神

戸地震の激震地にある鷹取では166kineであり，速度

で1.3倍の揺れとなっている．また前震時にも鷹取を

上回るSI値となっており，西原村も同様に鷹取を上

回っている．なお熊本市内では100kine以下となって

いる． 

表-1 主な強震記録リスト 

地震 観測点 配信元 震度計算値 最大加速度[Gal] SI値[kine] 

1995年兵庫県南部地震 鷹取 JR 6.48 746 166 

 神戸 JMA 6.41 890 125 

2004年新潟県中越地震 川口 JMA 6.51 1722 155 

 山古志 JMA 6.35 1132 124 

 小千谷 JMA 6.33 1722 108 

 小千谷 K-NET 6.73 1491 167 

2007年新潟県中越沖地震 柏崎 K-NET 6.36 811 130 

 刈羽 JMA 6.06 496 109 

2008年岩手宮城内陸地震 一関西 KiK-net 6.39 4015 81 

2011年東北地方太平洋沖地震 築館 K-NET 6.67 2958 109 

 仙台 K-NET 6.36 1812 130 

2016年熊本地震（4/14） 益城 JMA 6.61 817 173 

 益城 KiK-net 6.47 1586 129 

2016年熊本地震（4/16） 益城 JMA 6.76 899 210 

 西原 JMA 6.61 904 174 

 熊本 JMA 5.99 677 85 

 益城 KiK-net 6.49 1363 139 

 熊本 K-NET 6.08 843 92 



3 
 

 震度7と最大加速度とSI値の相関を分析してみる．

震度7の記録は計6点あり，震度6と震度7でマーカー

を変えて2次元プロットを作成したのが図-1である．

震度7の6点のうち，熊本地震の3点はマーカーを橙色

に塗りつぶしている．SI値とPGAがともに大きいこ

とが震度7の条件となっており，PGAが4000Galでも

SI値が100kine以下なら震度6強であり，またSI値が

160kineであっても1000Gal以下なら6強となってい

る．これまでの記録では最大加速度が1000Gal以下の

記録はなかったが，1000Gal以下で震度7となるはじ

めてのケースとなった． 
図-2に計測震度を計算するときの振幅調整のフィ

ルターを示している．周期1秒から2.5秒では1倍以上

となり，この範囲を外れると減衰させる計算となる．

図-1中に周期1秒に相当する線を示している．人が最

も揺れを感じやすく，また木造住宅が被害になりや

すい周期であり，この線の近くでは地盤で観測した

揺れが小さくても住宅被害が多く発生する．熊本地

震の3点は神戸の鷹取と同様に周期1秒以上の条件に

およそ該当している．一方2000Gal以上の2点は短周

期の揺れであり，地震動は大きいものの住宅被害は

顕著ではなかった． 

 
図-1 震度と加速度・SI値の関係 

 
図-2 計測震度の振幅調整フィルター 

 

4. 強震動のグラフ分析 

(1)作成方法 

 大きな揺れを単一尺度で測ってもその特徴を知る

ことはできない．表-1に示した数字の定義を知らな

い人には震度の数字がわかりやすい．地震データは3
成分の加速度波形が基本になり，積分計算して速度

波形，変位波形に変換できる．ノイズ成分を適切に

処理すれば，加速度よりもわかりやすいデータに変

換できる．また周波数成分に注目すればフーリエス

ペクトルが便利であり，設計的には応答スペクトル

にするのが便利である．しかし元の波形の情報はわ

からなくなる． 
 複数の尺度を組み合わせれば情報量は増すが，波

形の情報をすべて表すことはできない．図-1は過去

に震度分析を行ったことの繰り返しであるが，熊本

地震は過去の地震の中でも平均的に1秒よりも少し

大きい周期の揺れであったことを示しているに過ぎ

ない．平均的な地震動の特徴を分析するならばここ

までの検討でよい．しかしながら波形の特徴まで知

ろうとするならばもう一工夫が期待される． 
 筆者は地震動の特徴を簡単に表すことのできる図

形がないか研究してきた．これまでに提案した手法

は加速度振幅と推定変位振幅を時間の経過とともに

計算して連続プロットした図形である．この計算方

法は液状化をした地震記録を判別するために，加速

度が大きい時間帯に周期が長くなることを図化する

ためにつくった方法である．過去の研究では液状化

時には，大きな加速度が加わったときに周期が伸び

て三角形状のグラフになることから液状化の判断が

可能になることを示している．東北地方太平洋沖地

震の観測データのほか，多くの地震記録で液状化し

た地盤の記録が同様のグラフになることを指摘して

いる． 
計算の原理は，波形を短い時間で切り出して単振

動で近似をして理解し易くすることにある．単振動

ならば振幅と振動数あるいは周期の2つのパラメー

タとなる．2種類の計算値を視覚化するために加速度

振幅と変位振幅に置き換える．周期が短ければ単振

動の変位振幅は小さくなり，逆に周期が長ければ変

位振幅が大きくなる．加速度振幅と変位振幅の時間

変化を追跡することにより強震波形の特徴を抽出で

きる．計算手順を以下に説明する． 
 

① 水平2成分をタイムウィンドウで切り出してフ

ーリエスペクトルを計算し，平均スペクトルか

ら当該時刻の卓越振動数を決める． 
② 同じウィンドウ内での最大加速度を決める． 
③ 表層地盤の振動を単振動で近似して卓越振動数

を使って変位振幅を推定する． 
④ タイムウィンドウを移動して同じ計算を繰り返

す． 

SI=PGA/2π 
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⑤ 推定変位振幅を横軸，最大加速度を縦軸にして

連続プロットする． 
 

 以上の計算により，加速度振幅と変位振幅の時間

変化を表すグラフが得られる．グラフの傾きは振動

数の2乗に比例する．加速度振幅と変位振幅の位置の

変化により，揺れの大きさと振動数の変化を読み取

ることができる． 
 今回の研究はこの計算方法を震源地域の地震動の

適用したときにどのような結果になるかを分析して

いる．液状化した地盤の地震動の分析に比べ，加速

度も推定変位も大きくなるが，震源地域の地震動の

特徴を捉えることができる期待される． 
 

(2)熊本地震の揺れの特徴 

 前述の計算法により熊本地震の水平 2 成分を加速度振

幅と変位振幅のグラフにした結果を図-3 と図-4 に示す．

図-3 は気象庁データであり，図-4 は防災科研のデータで

ある．なお図中の点線は周期1秒に相当する線であり，こ

の線の少し下の領域が震度計算において加速度を増幅さ

せる計算を行うことになる． 
図-3(a)の益城町役場は前震のはじめは周期0.5秒ほどの

震動となっているが，加速度振幅が 400Gal を越えるあた

りから長周期化して1秒を超える周期となっている．同図

(b)の本震でははじめから1秒の周期で揺れ始め，さらに長

周期の揺れを生じて収束している．同図(c)の西原村は益城

町に比べて短周期成分が卓越しており，同じ震度7の揺れ

でも様相が異なっている． 
図-4 は防災科研のデータであるが，町役場に比べてや

や短周期になっているものの傾向はよく似ている．同図(a)
の前震のデータは短周期の揺れが継続している．一方本震

では，加速度振幅が 400Gal を越えるあたりから周期が長

くなり1秒をやや下回る周期となっている． 
家屋被害が顕著であった益城町の中心部では 1 秒前後

で最大 800Gal の揺れが生じていた．この周期に住宅が共

振してさらに大きく揺れて倒壊に至る住宅が多くなった

と考えられる． 
 

 

 
(a)熊本地震益城町役場・前震 

 

 
(b)熊本地震益城町役場・本震 

 

 
(c)熊本地震西原村役場・本震 

図-3 気象庁データの分析グラフ 

 

 
(a)熊本地震KiK-net益城・前震 

 

 
(b)熊本地震KiK-net益城・本震 

図-4 防災科研データの分析グラフ 

 

 

 



5 
 

(3)過去の記録との比較 

 熊本地震のいくつかの記録をみてきたが，次に過去の強

震記録と対比して特長を分析する．図-5に主な記録の分

析図を示している． 

同図(a)は兵庫県南部地震の鷹取の結果である．

200Galを越えるあたりで周期が長くなり，600Gal付近

でほぼ水平になりさらに長周期になっているのがわかる．

加速度が頭打ちになった結果，震度6.5に達さない計算

結果となっている．この地点では液状化の発生も疑われる

が，周期1秒前後の大きな加速度が作用して構造物が被害

に及んだことが示されている．鷹取は平坦地に位置するが，

山の手にある神戸海洋気象台の分析図を同図(b)に示す．

鷹取に比べて振動数が高く，600Galを超えたところで周

期が長くなっているが1秒には達していない． 

 同図(c)は新潟県中越地震の川口町の分析結果である．

最大加速度が大きく，加速度が小さい部分は判読が難しい

が，振幅の大きな揺れは1秒付近にあり，住宅被害を増大

させたと考えられる．熊本地震の益城町，兵庫県南部地震

の鷹取とよく似た結果になっているが，加速度が大きいの

が特徴である．中越地震で震度7となったK-NET小千谷

の分析結果を同図(d)に示す．1秒よりも短周期の揺れと

なっており，川口町に比べて住宅被害もやや少なかった．

揺れの周期が影響していると考えられる．震源に近い山古

志村の分析結果を同図(e)に示す．村役場は山の斜面に造

成されたところに位置する．結果を見ると600Galを超え

たところで急激に長周期化しており，グラフがほぼ水平に

なっている．造成地の揺れであり，盛土が緩んだ影響と考

えられるがグラフ分析により，地盤応答のイメージを直感

的に理解できる．地盤の軟化がなければ大きな加速度を生

じていたと推定される． 

 長周期の揺れになった例と短周期の揺れになった例を

示す．同図(e)は新潟県中越沖地震のK-NET柏崎の分析

結果である．揺れはじめから周期の長い揺れが繰り返され，

変位振幅の計算結果が1mに近くなっている．砂丘の上の

観測点であり，地形・地盤の影響のほか，断層運動もゆっ

くりであった可能性がある．同図(f)は東北地方太平洋沖

地震で震度7となったK-NET築館の分析結果である．非

常に短周期の揺れであり，家屋被害はほとんど発生してい

ない．図中で横方向に伸びている部分は加速度が小さく周

期の長い揺れを表しており，表面波の通過に伴うものと考

えられる． 

 最後に東北地方太平洋沖地震のK-NET仙台の分析結果

を同図(g)に示す．大きな揺れが2回繰り返しているのが

確認でき，2回目の大きな揺れでは1000Galを越えたあ

たりで急に長周期化している．地震計が設置されている消

防署内のコンクリート舗装が割れており，地震計がずれた

可能性がある． 

 グラフ分析により，熊本地震の益城町の揺れは，兵庫県

南部地震や新潟県中越地震の激震地の揺れに近いことが

明らかになった．地震動を波形にして眺めることから分析

が始まるが，加速度振幅と変位振幅の情報を取り出して，

図形に変換することにより，地震動の特徴を理解すること

ができる．よく似た揺れを分類するのに図形化する方法は

有効であると考える．また家屋被害が多く発生した地域の

揺れでも揺れの特性に違いがあることが確認された． 
 

 

5． おわりに 

本報告は最近の地震で観測されたきわめて大きな

揺れについて検討した結果を述べている．熊本地震

では震度7の揺れが2箇所で3回観測された．加速度波

形から単振動成分を抽出して時間変化を調べる方法

で分析した結果，益城町の揺れは神戸の鷹取，新潟

の川口町のゆれによく似ており，被害集中地域の揺

れの特徴を明確にできた．また過去の地震記録を整

理したところいくつかのパターンに分類できること

が示唆された． 
震度7およびそれに近い大きな揺れが頻繁に観測

されるようになり，従来以上に揺れの特性分析が望

まれている．揺れの特性と被害との関連について研

究を進める予定である． 
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(a)兵庫県南部地震・鷹取 

 

 
(b)兵庫県南部地震・神戸気象台 

 

 
(c)新潟県中越地震・川口町 

 

 
(d)新潟県中越地震・K-NET小千谷 

 

 
(e)新潟県中越地震・山古志 

 

 
(f)新潟県中越沖地震・K-NET柏崎 

 

 
(g)東北地方太平洋沖地震・K-NET築館 

 

 
(h) 東北地方太平洋沖地震・K-NET仙台 

図-5 過去の地震の分析グラフ 

 

 
 

 


