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―鹿児島地溝形成に伴う断層に沿った顕著な地震活動―
Hypocenter distribution and focal mechanism of earthquakes off the coast
of Kiire, Kagoshima Bay obtained from seismic observation in 2017:
Remarkable seismic activity along the faults that associated with the
formation of Kagoshima Rift
平野 舟一郎 1)・八木原 寛２）・仲谷 幸浩２）・後藤 和彦３）*
Shuichiro HIRANO1), Hiroshi YAKIWARA2) , Yukihiro NAKATANI2), Kazuhiko GOTO3)＊
1)

1) Technical

鹿児島大学大学院理工学研究科技術部

Support Division, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, Kagoshima 890-0065
2)

2) Nansei-Toko

鹿児島大学地震火山地域防災センター附属南西島弧地震火山観測所

Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Research and Education Center for Natural Hazards,
Kagoshima University, Kagoshima 892-0871
3)

3) Association

鹿児島大学名誉教授（地震予知総合研究振興会）

for the Development of Earthquake Prediction, Tokyo 101-0064
* 後藤 和彦 goto@adep.or.jp

Abstract: On July 11, 2017, a magnitude (M) 5.3 earthquake occurred off the coast of Kiire, Kagoshima which was
the largest crustal earthquake in and around Kagoshima Bay in the last 100 years. Kagoshima Bay is included in
Kagoshima Rift as formed by normal faults in its both eastern and western margins. The structure and tectonic process
of the rift have been considered to relate with the seismic phenomena in this region. Because major calderas and
active volcanoes, such as Sakurajima, also locate within Kagoshima Bay, local tectonics behind geophysical activity
is quite complicated. Therefore, to investigate the detailed hypocenter distribution and focal mechanism of the
remarkable M5-class event and its sequence is essential for understanding the crustal background stress and faulting
process.
Since 2005, Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes (NOEV), Kagoshima University have
installed five onshore offline seismic stations around Kagoshima Bay, which consist of 2-Hz velocity sensors and
data loggers. The M5.3 earthquake (hereafter, the mainshock) occurred in the immediate the vicinity of the last
installed station which had just started observation from March, 2017. We merged both five offline and eight realtime seismic station data from 03/29/2017 to 12/31/2017 and then finally determined 776 hypocenters before and
after the mainshock. Location method of this study is based on manual picking of arrival times of P- and S-phases
and the event list is obtained from NOEV routine earthquake catalog. In order to minimize travel time residuals in the
hypocenter determination, the station correction terms are applied to the procedure. Out of the final 776 events, we
obtained the focal mechanisms for the mainshock and 157 aftershocks in the period 07/11/2017 to 09/30/2017 using
P-wave first-motion polarities.
For the period before the mainshock, NOEV catalog data show that seismicity off Kiire region have started to
be active from 11/20/2015. The beginning of the active phase might be associated with the static stress change
triggered by the M7.1 earthquake off the west of Satsuma Peninsula on 11/14/2015. In a series of the preceding active
episodes of seismicity, the mainshock occurred in July, 2017. For the period including the mainshock-aftershock
sequence, the final hypocenter distribution of this study clearly indicates that most aftershocks are located along two
separate east-dipping planes aligned parallel to each other in the east-west direction. Both seismic planes have a
horizontal distance of approximately 1.7 km and dip angles of 53°. Because the up-dip extensions of the two seismic
planes correspond to the respective topographic features of Kagoshima Rift, both seismic planes can be explained as
the faults formed by Kagoshima Rift. On the other hand, approximately 90% of the focal mechanisms for the
mainshock and aftershocks determined by this study show strike-slip faulting with a NW-SE tension axis, which is
not the faulting type expected from the east-dipping fault planes but are in good agreement with the direction of
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principal stress estimated from shallow crustal earthquakes in southern Kyushu. Focusing on the day of the mainshock,
the subsequent aftershocks distributed nearly vertical at depths of about 9–11 km that corresponds to the dip angle
(86°) of the assumed fault plane of the mainshock. After two weeks from the mainshock, the aftershock areas
gradually expanded in the up-dip directions along both fault planes with the dip angles of 53°. This aftershock
migration might be caused by supply of fluids from the deep crust to the faults as preferential flow paths. In conclusion,
the occurrences of the mainshock and the subsequent aftershocks are constrained by the regional stress field and the
migration of the crustal fluids along the faults formed by rifting process of Kagoshima Rift, respectively.
Keywords: Kagoshima Rift，The M5.3 earthquake in Kagoshima bay，Temporary seismic observation.

1. はじめに
2017 年 7 月 11 日 11 時 56 分に，鹿児島市
喜入町沖約 7 km の鹿児島湾で MJMA5.3（気象
庁マグニチュード 5.3）の地震が発生した（図
１）。この地震は，深さ 10.2 km（気象庁一元
化震源）の地殻内地震であった。この地震に
より，鹿児島市喜入町で震度 5 強，鹿児島市
下福元，指宿市十町，南九州市頴娃町牧之内，
南九州市知覧町郡で震度 5 弱が観測されたほ
か，薩摩半島を中心に九州中南部の広範囲で
有感であった。
図１に，鹿児島湾およびその周辺で過去に
発生した記録のある M≧5.0 の震央分布（深
さ 50 km 以浅）を示す。この領域内で発生し
た顕著な地殻内地震は，1893 年 9 月に当時の
鹿児島県知覧村付近で発生した M5.3 と 1894
年 1 月の M6.3，1913 年 6 月に鹿児島県串木
野の南方と鹿児島県西方の吹上沖で発生し
た M5.7 と M5.9，その約半年後の 1914 年 1 月 図１ 鹿児島湾およびその周辺で過去に発生した記録の
12 日（桜島の大正噴火開始当日）に鹿児島市 ある M≧5.0 の震央分布（深さ 50 km 以浅）．2017 年 7 月
付近で発生した M7.1 のみであり，M≧5.0 の 11 日に鹿児島湾で発生した地震（MJMA5.3（赤丸））を除き，
地殻内地震の発生は約 103 年ぶりであった。 日本被害地震総覧 599-2012［1］より引用した．海底の等
深線間隔は 25 m である．
鹿児島湾が位置する鹿児島地溝は，幅 20
km ～ 30 km で，屈曲しながらもほぼ南北方向に延び，東西両縁が正断層によって形成された溝状の陥
没地形である［2，3］。鹿児島湾の中央部においては，海底下に地溝の中心に向かって落ち込む階段状
の断層が推定されている［4］
。更に，湾奥部の姶良カルデラ，湾中央部から湾口部にかけての阿多北カ
ルデラと阿多南カルデラが存在するほか活火山（霧島山，桜島，開聞岳，池田山川）が位置する鹿児島
湾周辺では，地質学的な時間スケールにおいて，地溝の拡大とカルデラ等の火山活動とが複合したテ
クトニクスが示唆される。
鹿児島大学地震火山地域防災センター附属南西島弧地震火山観測所（NOEV）では，九州南部から南西
諸島にかけての領域に，中長期に維持されている高感度地震観測点（鹿児島大学の他，九州大学，気象
庁，防災科学技術研究所の観測点（以下，テレメータ観測点と記す）
）のデータをリアルタイムで受信
処理し，ルーチン的に震源決定を行っている（これにより作成された震源リストを以下では NOEV 震源
カタログと記す）
。図２は，NOEV 震源カタログによる 2017 年 7 月の震央分布，および本観測研究で用
いた地震観測点の配置を示す。2017 年 7 月の MJMA5.3 とその余震の活動域（喜入沖）とは別に，喜入沖
の南に位置する指宿市周辺においても震央の集中域が認められる。この付近では，NOEV のテレメータ
観測網が構築された 1990 年代以降，たびたび浅発地震活動が発生してきた。NOEV では 2005 年頃より
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順次，オフラインの臨時地震観測点（以下，臨時観測点）を展開し，観測体制を強化していた（図２の
MATY，CRIN，ONK2，MAIM）
。そのような状況下で，2015 年 11 月頃から喜入沖において地震が発生する
ようになった（図３）
。その後，地震活動は 2016 年 11 月頃から有意に活発化し，2016 年 12 月 20 日に
MJMA3.0，2017 年 3 月 11 日に MJMA3.9 の地震が発生した。このため，NOEV では，2017 年 7 月の MJMA5.3 が
発生する約 3 ヶ月以上前の 3 月 29 日に，地震活動域に最も近接した鹿児島市喜入町に地震観測点を新
設した（図２の KIRE）。以上の観測体制強化の下で 2017 年 7 月の MJMA5.3 が発生した。約 103 年ぶりの
規模であるこの M≧5.0 の地殻内地震とその余震が，どのような断層運動や起震応力で発生したのかを
詳細に調べることは，鹿児島地溝の活動との関係や，マグマ蓄積が進行する桜島の火山活動との関係
を考察する上で不可欠である。そこで著者らは，図２の地震観測点のデータを解析し，この地震活動に
ついて考察したので報告する。なお，本論では 2017 年 7 月の MJMA5.3 を本震と記すことにする。

２. 臨時観測および震源決定
前述した指宿市付近の地震活動や薩
摩半島東岸付近の地震活動を詳細に把
握するためには，テレメータ観測点（図
２の◇および◆）の数や空間密度が十分
でない。5 点の臨時観測点（図２の□お
よび■）が設置されたことにより，検知
能力と震源精度の向上が期待される。震
源域に最も近い KIRE には，固有周波数
2.0 Hz の速度型 3 成分地震計，分解能 24
ビットのデータロガーを設置し，サンプ
リング周波数を 100 Hz として連続波形
データを CF カードに収録する。データ
ロガーの内部時計は，GPS による時刻較
正が 3 時間毎に施される設定とし，10
msec 未満（サンプリング間隔未満）の時
刻精度を確保した。電源は，単一アルカ
リ乾電池の 8 本直列を 4 並列接続するこ
とで供給され，10 ヶ月程度の連続収録が
可能である。データ回収では，収録メデ
ィア及び電源の交換，機器の動作チェッ
ク等，必要な保守作業を行う。臨時観測 図２ 2017 年 7 月の震央分布（NOEV 震源カタログによる），
および本観測研究で用いた地震観測点（13 観測点）の配置．解
点の座標及び解析期間（2017/03/29 ～
析対象領域を赤枠で囲んだ．赤枠内の大きな丸は 2017 年 7 月 11
2017/12/31）中の機器構成等について表 日に発生した M 5.3 の震央である．◇と◆はテレメータ観測点
JMA
１にまとめた。観測点の違いにより，使 （NOEV，気象庁，防災科学技術研究所），および□と■は NOEV
用する機種の組み合わせは異なるが，速 の臨時観測点である．また，■と◆は P 波と S 波の初動到達時
度型地震計，データロガー，電源といっ 刻を検測した観測点を，□と◇は P 波のみの初動到達時刻を検
測した観測点を示す．
た基本構成は共通する。
本論文では NOEV 震源カタログと今回の震源決定により得られた高精度の震源カタログを用いてい
る。後者は，求める震源の相対的精度を向上させるため，震源域に対する空間的配置を検討し，固定し
た 13 観測点のデータを用いた（図２）。震源決定の方法であるが，臨時観測点及びテレメータ観測点
のデータによって決定された震源を一次震源とし，これより，以下，① ～ ③の条件を満たす地震を
抜き出した。①期間を 2017 年 3 月 29 日（KIRE 観測点の設置日） ～ 2017 年 12 月 31 日とする。②領
域を概ね 31.35°N ～ 31.43°N，130.58°E ～ 130.66°E（図２の赤枠内），深さ 15 km 以浅とする。
③検測では，13 観測点の P 波と，13 観測点のうち決められた 4 観測点（KIRE・MATY・TKAK・KYAH）の
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S 波について，明瞭に初動到達時刻が読み取れることとする。以上の条件を満たした地震について，観
測点補正値を考慮し，震源決定を行った。結果，抽出された地震は 776 個である。
適用した 1 次元速度構造と真の速度分布には差があるほか，地殻の 3 次元的な不均質により観測走
時と理論走時には差異が生じる。この差異が震源決定に及ぼす影響を低減するために施す観測点補正
値を次のようにして求めた。先ず，NOEV 震源カタログより決定された本震の震源要素に対して理論走
時を計算し，実際の観測走時との差を各観測点の観測点補正値の初期値とした。その初期値を用い 776
個の地震の震源決定を行い，各観測点の P 波と S 波の走時残差（＝観測走時－理論走時）の平均値を
初期値に加えることで観測点補正値を修正した。これを 13 観測点の走時残差が小さくなるまで繰り返
し計算し，その総和を観測点補正値とした。このようにして得られた観測点補正値を適用して震源再
計算を行い，最終的な震源分布を得た。このうち決定された地震の最小マグニチュードは 0.4 である。
この一方で，テレメータ観測点のデータは，地震観測で標準的に用いられている WIN フォーマット
形式［5］で収録される。このため，臨時観測点のデータを回収した後は WIN フォーマット形式に変換
し，テレメータ観測点のデータと併合処理を行った。
併合処理では NOEV の地震トリガー情報を用いて，
検測の為のデータファイルを生成した。尚，データの検測には地震波形検測支援システム WIN［6］を
使用した。速度構造には，九州南部の広域地震データから推定された 1 次元速度構造［7］を用いた。
表１ 臨時観測点（2017/03/29 ～ 2017/12/31）
観測点名

観測開始

ONK2

座標（WGS84）

速度型3成分地震計（固有周波数）

緯度（N）

経度（E）

標高（m）

2005/10/14

31.2739°

130.5667°

168

KVS-300（2 Hz）

MATY

2007/11/14

31.4119°

130.4598°

308

L-22D-3DL（2 Hz）

CRIN

2011/05/17

31.2735°

130.6749°

25

CDJ-S2C-2（2 Hz）

MAIM

2012/01/11

31.2035°

130.7571°

140

L-22D-3DL（2 Hz）

KIRE

2017/03/29

31.3763°

130.5453°

2

KVS-300（2 Hz）

データロガー
（分解能，サンプリング周波数）
EDR-7700
（24 bit，100 Hz）
DAT-4
（16 bit，100 Hz）
EDR-7700
（24 bit，100 Hz）
EDR-7700
（24 bit，100 Hz）
EDR-7700
（24 bit，100 Hz）

３. 本震発生までの地震活動
本震とその余震の震源域においては，地震活動が本震発生の 1 年半以上前から始まり，その一連の
活動の中で本震が発生した。図３は，NOEV 震源カタログによる，2015 年 ～ 2017 年の期間における地
震発生数とマグニチュードの時間変化を示す。本震とその余震の震源域では，2015 年 11 月 20 日頃よ
り，継続的な地震活動が認められるようになった。図示されていないが，2001 年と 2008 年の一時的な
活動を除き，1995 年 ～ 2014 年の地震活動は低調である。2015 年 11 月頃 ～ 2016 年 11 月頃の期間
は消長を繰り返していたが，2016 年 11 月中旬からは一段と活動的になり，
2016 年 12 月 20 日に MJMA3.0，
2017 年 3 月 11 日に MJMA3.9 の地震が発生した。その後，5 月中旬頃からは地震回数が明瞭に減少し，
相対的に規模の大きな地震が起こらなくなってきた過程で 7 月 11 日に本震が発生した。尚，NOEV は
2017 年 3 月 11 日に MJMA3.9 の地震が発生したことを受け，3 月 29 日に臨時観測点の KIRE を設置した。
2015 年 11 月 20 日頃の地震活動の開始時期は，2015 年 11 月 14 日に発生した薩摩半島西方沖の地震
（MJMA7.1）とほぼ一致する。1 つの可能性として，この地震活動の開始は，薩摩半島西方沖の地震で生
じた静的応力の変化が関係することが示唆される。この一方で，2016 年 4 月の熊本地震（MJMA7.3）に
同期する明瞭な変化は無い。さらに，2016 年 11 月中旬に始まった地震活動の明瞭な活発化に対応した
南九州周辺域に於ける顕著な地震や地殻変動活動は生じていない。
活動の詳細を見ると，震源域での活動は時間経過とともに僅かに変化している。図４は，NOEV 震源
カタログによる，2016 年 11 月以降の時空間分布であるが，震源の深さは本震発生までの期間，徐々に
深くなる傾向が認められ（図４（左下図））
，本震は震源域の最深部付近で発生している。
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図３ NOEV 震源カタログによる地震発生数とマグニチュードの時間変化（2015 年 1 月 1 日 ～ 2017 年 12
月 31 日）．今回の震源域の活動をピンク色で示している．

図４ NOEV 震源カタログによる震源の時空間分布（2016 年 11 月 1 日 ～ 2017 年 7 月 31
日）．震央分布（中上図）は縦軸の方位が N3°W-S3°E である．垂直断面（中下図）は S87°WN87°E 方向に投影されている．また，MJMA≧3.5 の地震を太線丸で示す．
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４. 本震-余震の震源分布
今回の震源決定により求められた 776 個の震源分
布を図５に示す。この震央分布（上図）の縦軸の方位
は N3°W-S3°E である。従って，垂直断面（下図）
は，S87°W–N87°E 方向に投影されている。この方位
は，余震分布が面状であると仮定し，震源分布の垂直
断面投影において，余震の並びが最もシャープな線
状になる方位とした。垂直断面では，余震域の西側と
東側に分離した 2 枚の地震面が認められる。このこ
とから，図５では西側の地震面，東側の地震面に属す
る地震をそれぞれ，赤丸，青丸でプロットした。本震
の震源は，31.3980°N，130.6272°E，深さ 11.3 km
に決定され，東側地震面の中心付近よりやや北側下
の，最深部付近に位置する。東側地震面の震央分布
は，概ね長さ 6.0 km，幅 2.5 km であり，南北に拡が
る震央分布北側の 31.395°N 付近より 2 つに分かれ，
南方向に延びる 2 列の地震列が認められる。深さの
上限が 6.7 km，下限が 11.5 km であり，地震面の中
心を通るように引いた破線の傾斜角は 53°である。
一方，西側地震面の震央分布は，概ね長さ 2.5 km，
幅 1.5 km でほぼ円形に拡がっている。深さの上限が
7.7 km，下限が 10.9 km で，地震面の中心を通るよ
うに描かれた破線の傾斜角は東側地震面と同じく
53°である。これより，東西 2 つの地震面は，水平
図５ 震源決定により求められた 776 個の震
間隔約 1.7 km（破線の間隔）で東側に傾斜した，平
源分布（2017 年 3 月 29 日（KIRE 観測点の設
行な面的形状を明瞭に呈することが特徴的である。
置日）～ 2017 年 12 月 31 日）．震央分布（上
解析期間のうち，2017 年 7 月 1 日 ～ 2017 年 12
図）の縦軸の方位は N3°W-S3°E で，垂直断
面（下図）は S87°W-N87°E 方向に投影され
月 31 日までの震源の時空間分布を図６に示す。いず
ている．赤丸と青丸はそれぞれ，西側の地震面，
れかの地震面の余震活動が卓越した，あるいは，双方
東側の地震面に属する地震を示す．西側地震面
の地震面の余震活動の変化に基づき，本震発生日以
と東側地震面の傾斜（破線）角は 53°，海底地
降を（A）～ （C）の 3 つに期間分けした。また，
（A）
形断面は震央分布図の破線に沿ったものであ
については図６を拡大して示した（図７）。図８は， る．また，海底地形断面の深さ方向のスケール
（A）～（C）ごとの震源分布を示す。それぞれの期間
は 5 倍に拡大されている．
の余震活動の特徴は次の通りである。
（A）2017 年 7 月 11 日 ～ 7 月 24 日：この期間においては，本震直後を除いて余震域の明瞭な拡大
や移動は認められない。また，東側地震面での余震活動が卓越した。この本震直後の余震活動が生じた
範囲から，地震面の大きさは，長さ（南北方向）約 5.5 km，幅（深さ方向）約 4 km と推定される（図
８，
（A）の Y 軸方向垂直断面図の破線の範囲）。さらに，この地震の破壊は西側地震面下部延長上の深
さ 11.3 km で開始し，余震は本震発生当日のうちに垂直に近く浅い方向に深さ約 9.3 km まで達したの
ち，東側地震面の傾斜角を示した破線の浅部側，すなわち，西方に余震活動域が拡大した（図７）
。
（B）2017 年 7 月 25 日 ～ 8 月 6 日：余震活動の様相が変化した。（A）で活動が低調であった X 軸
1.5 km ～ 3.0 km 付近，Y 軸 3.0 km ～ 4.0 km 付近で西側地震面の活動がやや活発になり，東側地
震面とほぼ平行な，東傾斜の面的構造が見え始める（図８，
（B）の下図）。
（C）2017 年 8 月 7 日 ～ 12 月 31 日：東側地震面に於いて深さ 9.0 km 以浅では，やや西側の余震
活動が顕著となり，その活動域の中で，MJMA4.4 の最大余震が 8 月 24 日に発生した。また，
（A）の震源
域の浅部である深さ 7.0 km ～ 8.0 km 付近の活動も活発となる。一方，西側地震面の活動は（B）の
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図６ 決定された震源の時空間分布（2017 年 7 月 1 日 ～ 2017 年 12 月 31 日）．本震発生日
（2017 年 7 月 11 日）以降の期間を（A）～（C）に分けた．震央分布（左上図）の Y 軸の方位は
N3°W-S3°E である．震央分布の X 軸方向の垂直断面（左中図）は S87°W-N87°E 方向に投
影されている。地震の赤丸と青丸のプロット及び X 軸方向の垂直断面（左中図）に引かれた破線
は図５と同一である．なお，MJMA≧4.0 の地震を太線丸で囲んだ．
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図７ 図６の期間（A）を拡大した時空間分布．Y 軸の方位と X 軸の投影方位は図６と同一である．
地震の赤丸と青丸のプロット及び X 軸方向の垂直断面（左中図）に引かれた破線は図５と同一で
ある．なお，MJMA≧4.0 の地震を太線丸で囲んだ．
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傾斜の浅部延長線上の活動が目立つようになり，東側地震面の余震域とほぼ平行な東傾斜の面的構造
がより鮮明となっている（図８，（C）の下図）。
期間全体を通して見ると，東側地震面の活動に於ける震央の配列方向が時間とともに少しずつ変化
した。すなわち，震央の配列方向は，
（A）では N7°W 程度であるが，その後，N5°W（（B）
），N3°W（（C））
とわずかながら変化した（図８，
（A） ～ （C）の震央分布（上図）
）。更に，本震発生以降，8 月 24 日
に発生した最大余震（MJMA4.4）の前後まで余震活動域の上限は徐々に浅くなった（図６（右中図）
）。一
方，10 月以降は北側の活動が顕著に低下しているように見受けられる（図６（右上図））
。

図８ 期間ごとの震源分布（2017 年 7 月 11 日（本震発生日） ～ 2017 年 12 月 31 日））．（A）～（C）の
期間及び各期間の Y 軸の方位と X 軸の投影方位は図６と同一である．期間（A）のみ Y 軸方向の垂直断面を示
した．地震の赤丸と青丸のプロット及び X 軸方向の垂直断面（各期間の下図）に引かれた破線は図５と同一で
ある．なお，MJMA≧4.0 の地震を太線丸で囲んだ．

５. 発震機構
震源決定を行った 776 個の地震のうち，本震が発生し
た 2017 年 7 月 11 日 ～ 2017 年 9 月 30 日の期間につい
て比較的規模の大きい地震を抽出し，P 波初動の押し引
き分布から発震機構解を求めた。得られた発震機構解は
158 個であった。尚，発震機構解が求められた地震の最
小マグニチュードは 1.2（気象庁マグニチュード）であ
る。P 波初動の押し引き分布には，震源決定に用いた 13
観測点以外に九州中南部のテレメータ観測点で観測さ
れた波形データも用いた。本震の発震機構解を図９に示
す。主張力軸を NW-SE 方向，主圧力軸を NE-SW 方向に持
ち，2 枚の節面がそれぞれ，NS 方向，EW 方向から反時計
回りに約 10°回転した横ずれ断層型に求まった。
158 個の発震機構解は 6 グループに分けられた。結果
を図１０に示す。個々のグループに属する全ての地震の
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図９ 本震の発震機構解（下半球等積投影）．
黒小丸と白小丸はそれぞれ，P 波初動が押し
と引きの観測点を示す．P と T は主圧力軸と
主張力軸を示す．
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P 波初動の押し引き分布を重ねてプロットし
た。発震機構解のうち 142 個（約 90 %）の地
震が本震同様，主張力軸を NW-SE 方向，主圧
力軸を NE-SW 方向に持つ横ずれ断層型である
（グループ A～E）
。残り 16 個（約 10 %）の解
は，NNE-SSW 方向の ESE 方向に傾斜した節面を
持つ正断層型である（グループ F）
。正断層型
の発震機構解が得られた地震は，比較的狭い
領域に発生した特徴が認められた。図１１は
発震機構解の空間分布とその時間変化を示
す。X 軸方向の垂直断面（図１１（左下図）
）
では，正断層型が西側地震面で相対的に多く
発生した。また，Y 軸方向の時空間分布（図１
１（右上図）
）によると，正断層型は本震発生
後から 8 月中旬頃までの間，Y 軸 3 km 付近に
集中して発生していることが特徴的である。

６. 考察

図１０ 本震及び 157 個の余震の発震機構解（下半球等積
投影）
．発震機構解はグループ A～F にまとめた．括弧内に
は該当する地震数を示した．ピンク色と水色はそれぞれ
Frohlich（1992）[8]の分類に基づき，横ずれ断層型，正断層
型のグループであることを示す．なお，本震及び最大余震
は，グループ A に含まれる．黒小丸と白小丸は図９と同じ
で，グループに含まれる地震のものを重ね合わせてプロッ
トされている．

６.１. 地震面の浅部側延長と地形断面と
の比較
震源決定に用いる観測点の P 波と S 波の組
合せを固定し，776 個の地震全てを解析した結
果，南北走向の本震とその余震はほぼ東西に
平行に並ぶ 2 枚の地震面上に分布することが
分かった。これらの地震面と地形断面との比
較を図５に示す。なお，この地形断面は垂直方
向に拡大（図５（下図）の右縦軸を参照）して
描画されているため，注意が必要である。
鹿児島地溝の縁について，太田（1964）[9]
は大隅半島と薩摩半島の鹿児島湾に面する海
岸線が陥没地帯の東西両縁の構造線にほぼ相
当するとした[10]。その一方で内村・他（2014）
[11]は，鹿児島リフトが外側にくらべて内側
に急傾斜する稜線によって区切られるとし
た。内村・他（2014）[11]に従えば，薩摩半島
側においては西方（外側）に比べて東方（内側）
に急傾斜する稜線が鹿児島リフトを区切るこ
とになる（内村・他（2014）[11]の Fig.2 に
示された Linear ridge with scarp）
。本観測
研究で明らかになった東側地震面の浅部側延
長上には海岸線が，また西側地震面の延長上
には内村・他（2014）[11]の言う稜線が位置す
る（図５（下図））
。以上のことから，本震とそ
の余震が発生した震源域付近には，鹿児島地
溝の形成に伴う断層の存在が示唆される。

図１１ 発震機構解の空間分布とその時間変化
（2017/07/11 ～ 2017/09/30）
．Y 軸の方位と X 軸の投
影方位は図６と同一である．また，発震機構解のカラー
は図１０と同じである．黒の小丸は発震機構解が求まっ
ていない震源である．
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鹿児島湾で実施された音波探査[4]のプロファイルには，地溝の中央側が落ち込む階段状の構造が認
められる。2017 年の本震とその余震が鹿児島地溝の拡大（リフティング）に伴って発生したのであれ
ば，東側に傾斜した節面をもつ正断層型の発震機構解が卓越するであろう。しかしながら，本震と最大
余震の発震機構解は正断層成分をほとんど含まない横ずれ型であるだけでなく，余震の大部分（約９
割）の発震機構解も横ずれ型である（図１０と図１１）。また，東側地震面の走向（N3°W）を参照すれ
ば，本震の発震機構解の 2 枚の節面のうち傾斜方向が ENE に近く傾斜角が 86°の節面が，本震の断層
面の走向及び傾斜角に対応すると考えられる。この傾斜角は，本震付近からほぼ垂直真上に深さ 9.3
km まで延びる余震分布（図６（左中図））と調和的である。
一方，本震と横ずれ型の発震機構解が得られた余震の起震応力軸の方位に着目すると，主張力軸の
方位が NW-SE，主圧力軸の方位が NE-SW と推定された（図１０，図１１のピンク色の解）
。これらの方
位は，九州南部の浅発内陸地震について解析された主応力軸の方位[12]と一致する。以上のことから，
本震は鹿児島地溝のリフティングに伴って発生したのではなく，鹿児島地溝の形成に伴う断層付近に
おいて広域応力場に従い発生したものと考えられる。

６.２. 浅部・西方に拡大した余震活動
本震とその余震が分布する，ほぼ東西に平行に並ぶ 2 枚の地震面の傾斜角は 53°である。この傾斜
角は，本震の発震機構解で断層に対応すると考えられる節面の傾斜角（86°）とは一致しない。この節
面に調和的な余震は，本震発生当日のうちに本震付近からほぼ垂直真上に深さ 9.3 km まで延びる活動
（図６（左中図および右中図））のみで，本震発生 2 週間以降においては，余震活動が時間とともに西
側かつ浅部に拡大する傾向が認められる（図６，図８の（B）と（C））
。特に東側地震面の余震の上限の
深さが対数関数的に浅くなったことは興味深い（図６（右中図））
。
松本・他（2019）[13]は，本震の余震活動を詳細に研究し，地殻流体の拡散現象が大きく関与したと
結論づけた。一つの可能性として，地殻深部からの流体の供給に伴い間隙水圧が上昇することにより
摩擦強度が低下して断層すべり（本震）が発生した後，鹿児島地溝形成に伴う断層，すなわち周囲より
も破砕された場を地殻流体が選択的に上昇したことにより地震活動が浅部や西方に拡大したことが考
えられる。この広域応力場の下での本震発生とその後の地殻流体の選択的な移動に伴う余震活動域の
拡大により，本震の発震機構解から推定される断層面の傾斜角と地震面の傾斜角が異なるのかも知れ
ない。

６.３. 桜島のマグマ蓄積との関係
鹿児島湾およびその周辺では，M≧5.0 の地震が桜島大正噴火当日の M7.1 以降，約 103 年間発生しな
かった。また，M7.1 以前で顕著な地震は，桜島大正噴火前年の 1913 年に薩摩半島西岸付近で発生した
2 個と，その約 20 年前の 1893 年 ～ 1894 年の知覧村付近の 2 個のみ（図１）で，桜島の大正噴火期
と時間的に近接する。また，鹿児島湾奥部下に推定された桜島の主マグマ溜まり[14]からの水平距離
は，M7.1 以外の 4 個の地震と本震とで概ね等しい（図１）。さらに，桜島で長期・継続的に実施されて
きた水準測量では，大正噴火発生で減少したと推定された主マグマ溜まり[15]の体積変化量の約 90 ％
が回復したと推定されている[16]。以上のことから，2017 年に発生した本震が，桜島で進行するマグ
マ蓄積に起因して発生した可能性も考えられる。
６.１.で前述したように，本震の主圧力軸の方位は NE-SW 方向で九州南部の浅発内陸地震から求め
られた主圧力軸と一致する。一方，本震に対して主マグマ溜まり[14]は，ほぼ北方向に位置する。桜島
の主マグマ溜まりへのマグマ蓄積が本震発生の主たる原因であれば，本震の主圧力軸はほぼ N-S 方向
を向くと期待される。しかしながら，観測データから求められた本震の主圧力軸の方位は，九州南部の
浅発内陸地震で広域に共通して認められる主圧力軸の方位と一致していることから，桜島の主マグマ
溜まりへのマグマ蓄積の影響は受けていない，もしくは極めて限定的であると考えられる。
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７. まとめ
2017 年 7 月 11 日に鹿児島湾で MJMA5.3 の地震が発生した。鹿児島湾で M5 クラスの地震が発生したの
は，桜島の大正大噴火開始当日の 1914 年 1 月 12 日に発生した M7.1 の地震以来，約 103 年ぶりであっ
た。NOEV では本震発生前から臨時観測点を震源域周辺に展開していた。これらの臨時観測点のデータ
およびテレメータ観測点のデータを用いて解析を行うことにより，以下のことが明らかになった。
①
②

③

④

地震活動は本震発生の約 1 年半以上前（2015 年 11 月 20 日頃）から始まり，その一連の活動の
中で本震が発生した。
検測条件を固定した 776 個の地震の震源決定の結果，余震はほぼ平行に並ぶ東西 2 枚の地震面
上に分布することが分かった。この 2 つの地震面は，水平間隔約 1.7 km で東側に傾斜（傾斜角
53°）した面的形状を呈する。東側地震面の浅部側延長上には薩摩半島東側の海岸線が，西側地
震面の浅部側延長上には鹿児島リフトの Linear ridge with scarp[11]が位置する．このこと
から，2 つの地震面は鹿児島地溝形成に伴う断層であることが示唆される。
776 個の地震のうち 158 個の地震の発震機構解が得られた。本震を含め約 9 割が，主張力軸を
NW-SE 方向，主圧力軸を NE-SW 方向に持つ横ずれ断層型に求められた（残りの約 1 割は正断層
型）。これらの方位は，九州南部の浅発内陸地震について解析された主応力軸の方位[12]と一致
する。以上のことから，本震は鹿児島地溝の拡大により発生したのではなく，広域応力場に従い
発生したものと考えられる。さらに，桜島の主マグマ溜まりへのマグマ蓄積の影響は受けてな
いか，極めて限定的であると推測される。
本震発生当日中の震源は，本震付近からほぼ垂直に深さ 9.3 km まで達した。これは，本震の発
震機構解から推定される断層面の傾斜角（86°）と調和的である。一方，ほぼ東西平行に並ぶ 2
つの地震面の傾斜角は 53°であり，86°とは異なる。本震発生後，地殻流体が地溝形成に伴う
断層（破砕帯）を選択的に上昇し，浅部・西方に地震活動が拡大したと考えられる。
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