
2018年4月9日島根県西部の地震 

に関する調査報告

【鳥取大学による現地調査】 

4月10日(火) 香川・野口・吉田(D3)・山口(B4) 
　　　　　　被害調査，余震観測点設置，微動観測 
4月11日(水) 向坊　被害調査 
4月25日(水) 野口・吉田(D3)・山口(B4)・篠原(B4) 
　　　　　　余震観測記録回収，微動観測 
5月15日(火) 香川・野口・吉田(D3)・山口(B4) 
　　　　　　余震観測記録回収・新設，微動観測



2018年4月9日島根県西部の地震に関する調査報告会

次第 

14:45〜15:15 地震の概要,被害状況について 香川敬生　 

15:15〜15:45 地震活動について　　　　　　西田良平　 

15:45〜16:15 地盤震動,地盤構造について　 野口竜也　

日時：平成30年6月7日(木) 14:45〜16:15 
場所：工学部23講義室（G棟2階）

主催：鳥取大学工学部附属地域安全工学センター

趣旨 
島根県西部の地震では，鳥取大学工学部の教員・学生が発生翌日から

現地調査をおこない，余震観測を継続しております。現在までに分かっ
てきた事柄について共有する機会を持ちたいと思います。



2018年4月9日島根県西部の地震 

地震の概要



気象庁震度分布（観測値）

気象庁

M6.1 
深さ12km

震度５強： 
　大田市 
震度５弱： 
　出雲市，雲南市， 
　川本町，美郷町



緊急地震速報の発表状況

気象庁

第１報 01:32:37.3（地震発生6.5秒）
から主要動到達までの猶予時間

警報(第３報) 01:32:40.2（地震発生9.4秒）
から主要動到達までの猶予時間

地震発生 01:32:30.8



防災科学技術研究所（K=NET, KiK-net）

(国研)防災科学技術研究所

最大加速度 計測震度



防災科学技術研究所（K=NET, KiK-net）

(国研)防災科学技術研究所



気象庁推計震度分布

気象庁

震源ッ付近よりも，
大田市の広範囲で
震度５強，市街域
で震度６弱が推定
されている。

揺れ易さを考慮して観測値を補間



2018年4月9日の地震活動 長さ５kmほどの領域に
余震が集中している

東京大学地震研究所「地震活動解析システム」(鶴岡, 1998)で作成

気象庁 
Ｐ波初動解



防災科学技術研究所F-netによるメカニズム解

西北西-東南東(N85W)に圧縮軸を持つ横ずれ断層

→　　　　　　←

→　　　　　　←

2016年鳥取県中部の地震(右：N75W)
よりも東西に近い軸を持つ
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地震発生の背景



Kawanishi et al.(2009)

中国地方の広域応力場

W1の領域のみ，最大圧縮応力軸の方向が異なる。



下部地殻のすべりによる圧縮軸方向の回転

飯尾(2009)

地震帯直下の深部延長すべりが
地殻上部の地震発生に影響して
おり，そのすべりによって北部
の主応力方向が回転する。

山陰地域は内陸地震発生を研究するためのモデル地域と言える。



GEONETによるベクトル図 (2005-2009)

西村(2014)私信



該当地域におけるここ20年ほどの地震活動



該当地域におけるここ100年ほどの地震活動



地震調査研究推進本部　2016年７月１日17時公開



中国地域の活断層の長期評価 

M6.8以上の地震発生確率（今後30年）

北部：40％

東部：2〜3％ 
　　　（2%）

西部：14〜20% 
　　　（17%）

全体：50％

地震調査研究推進本部(2016)

地域確率



中国地域の活断層の長期評価１：活断層の発生確率

地震調査研究推進本部(2016)

北部は西部よりも小
さい。



中国地域の活断層の長期評価２：最近の地震活動から評価

通常は，活断層＞地震活動（活断層の数ほ
ど地震は発生していない）だが， 
北部は「逆」

地震調査研究推進本部(2016)

統計解析からは，
M6.8が93年間に1.63
個発生。確かにM7以
上が２個発生してい
る。



2018年4月9日島根県西部の地震 

被害状況（大田市街）



(国研)産業技術総合研究所

地域の地質
新第三紀中新世の 

珪長質火山岩(88)， 
苦鉄質火山岩(104) 

とそれらの岩屑(78)， 

および 

中新世の堆積岩(7,8) 

で形成される 
山地に囲まれた 

完新世海成堆積層(1) 

が分布する。

大田市街

久手地区

波根地区

大田市震度計 
K-NET大田(SMN006)

強震観測点はやや内
陸の大田市街の火山
岩台地の裾に立地し
ている。 
一方で，被害の見ら
れた久手地区，波根
地区には日本海に近
い完新世の堆積層が
分布している。



大田市街の強震観測点の様子

地理院地図（国土地理院）

大田市震度計

K-NET大田(SMN006)

大田市震度計

K-NET大田(SMN006)

K-NET大田(SMN006)

この建物が大田市役所

圓應寺



K-NET大田(SMN006)の観測記録(水平動)
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1995年兵庫県南部地震 
JR鷹取NS成分

震度6弱(5.5)， 
最大加速度676gal 
(三成分合成) 
が観測されているが，
既往被害地震の記録
に比べて，短周期(約
0.2秒,0.5秒)が大き
いものの周期1〜2秒
の帯域が小さい。

2016年鳥取県中部の地震 
倉吉市役所EW成分



大田市震度計とK-NET大田(SMN006)の記録

高周波数
では震度
計が大き
いが，建
物に影響
する1-数Hz
ではK-NET
が大きい

京都大学防災研究所 
浅野博士私信

2018年
以前の10
地震



K-NET大田(SMN006)のボーリング 表層４ｍほどにやや
締まった堆積層があ
り，それ以深は岩盤
（地質図からは珪長
質火山岩）



K-NET大田(SMN006)北側の墓地
太田市役所とほぼ同じ標
高からK-NETの台地まで
段々に墓地があり，大半
の墓石が時計回りに回転
している。灯籠など一部
は転倒している。 

周囲の住家に目立った被
害は見られない。

SMN006の粒子軌跡 
(変位：周期1〜10秒)

記録の19秒から21秒
で大きな時計回りの
回転運動が見える。 

南東に大きく移動し
て戻る傾向も見える。

N



向坊博士提供資料
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被害状況（久手，波根地区）



Kunijiban（国土交通省）

５ｍほど 
の砂

８ｍほど 
のシルト

４ｍほど 
の腐植土

硬岩

被害の大きかった久手地区の地盤

久手地区の
被害集中域

波根地区の
被害集中域



波根湖と久手干拓地

おおだwebミュージアム

最終氷期以降の海面上
昇によって谷が海没し
て湾が形成された。 
海面上昇と同時に湾の
入口部分には砂州が発
達し，波根湖は形成初
期からほぼ閉ざされた
潟湖であった。 

14世紀に有馬氏２代に
よる掛戸開削があり，
1948年から1951年の干
拓工事で水田として利
用されるようになった。



久手地区の様子

地理院地図（国土地理院）

この辺りに
被害集中

鳥居が倒れた苅田神社

階段上の敷地内には被害無し 
（鳥居の材質は凝灰岩） 
隣接する住家も被害無し

被害集中域

神社の鳥居より南東に一段下
がった辺りに被害が集中 
震動というよりも，地盤の沈
下・流動による被害に見える

ブロック塀の倒壊



造成地？に亀裂

亀裂から一段下
がった領域に，
沈下による被害

亀裂より上段
の家は無被害

倒れた鳥居



一段上の
神社階段

屋根の接触 
ブロック塀転倒

一段下がった領域での沈下による被害

水路



久手地区での余震観測点設置

地理院地図（国土地理院）

鳥居が倒れた苅田神社

化粧壁の亀裂，煉瓦塀の倒壊 

周辺の被害

久手地区まち
づくりセンター

地震計の設置

白山工業JU410 
AC電源，GPS時計 
100Hz常時記録 
最大1G



地理院地図（国土地理院）

波根地区の様子(1)

この辺りに
被害集中

立善寺の鐘楼と隣家の棟瓦

ビニールシートの家屋

瓦のずれやビニールシートが
散見され，地盤変状が見られ
ないため，震動による影響が
大きいと思われる。

ローソンポプラ大田波根店 
は地盤変状による被害



地理院地図（国土地理院）

波根地区の様子(2)

この辺りに
被害集中

ビニールシートの家屋

壁の剥離

長福寺

老朽家屋



地理院地図（国土地理院）

波根地区の様子(3)

この辺りに
被害集中

灯籠が倒れている（震動被害）

ビニールシートの家屋

長福寺

地盤被害 が主たるものという印象



地理院地図（国土地理院）

波根地区での余震観測点設置

朝波小学校

地震計の設置
白山工業JU410 
AC電源，GPS時計 
100Hz常時記録 
最大1G

校内被害

体育館
の窓が
落下

基礎部の
被害多数

立善寺
(5/15-)
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被害状況（調査範囲外）



土木工学講座向坊博士（建築学）の調査行程(4月11日)

向坊博士提供資料

震度５弱を観測した，出雲市多岐町・湖陵町， 
雲南市三刀屋・木次町・大東町 周辺に目立った被害無し。



 美郷町邑智 

その他，被害が報告されている地区

地理院地図（国土地理院）

（帰路，瓦の被害が見られた）

 富山町才坂

波根東漁港

  美郷町小松地 
(明光寺石垣崩壊)

 三瓶山周回道路 
(直径約1ｍの落石)

☆ 震央

鳥取市から日帰り調査のため，周りきれていません。 
愛媛大・松江高専の調査報告が，土木学会地震工学委員会
地震被害調査小委員会のHPに掲載されています。

   石見銀山遺跡 
(大安寺跡石垣崩壊)

鳥井漁港 
和江漁港

 三瓶町志学 
 (三瓶温泉)


