












【震度0】
人は揺れを感じませんが、地震計には記録されます。

【震度1】
屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じます。

【震度2】
屋内にいる人の多くが揺れを感じます。つり下がっている電灯
などがわずかに揺れる程度です。

【震度3】
屋内にいるほとんどの人が揺れを感じます。歩いている人の
中には、揺れを感じる人もいます。棚の食器が音を立てること
があります。

【震度4】
ほとんどの人が驚きます。歩いている人のほとんどが揺れを
感じます。座りの悪い置物が倒れることもあります。

【震度5弱】
大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じます。家具
の移動や、食器や本の落下、窓ガラスが割れて落ちることがあ
ります。

【震度5強】
物につかまらないと歩くことが難しくなります。かなり激しく
揺れ、固定していない家具が移動することがあります。ブロッ
ク塀が崩れることがあります。

【震度6弱】
立っていることが困難になります。固定していない家具の大半
が移動し、倒れたり、ドアが開かなくなることがあります。建物
で壁のタイルや窓ガラスが破損し、落下することがあります。

【震度6強】
立っていることができず、這わないと動くことができません。固
定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなり
ます。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れます。

【震度7】
立っていることができず、這わないと動くことができません。
固定していない家具のほとんどが移動し、倒れたり、飛ぶこと
もあります。建物の崩壊が起こります。
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