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基準地震動Ｓｓの策定フロー

《基準地震動Ｓｓの策定》

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

震源パラメータの設定

基準地震動Ｓｓの策定

 宍道断層

 Ｆ-Ⅲ＋Ｆ-Ⅳ＋Ｆ-Ⅴ断層

地震動評価

 基本震源モデル

 不確かさを考慮したケース

 宍道断層

 Ｆ-Ⅲ＋Ｆ-Ⅳ＋Ｆ-Ⅴ断層

地下構造モデル（済）

検討用地震の選定

震源を特定せず策定する地震動 （済）
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審査会合における主な指摘事項

No. 主な指摘事項 審査会合

1
宍道断層の東端について，地震調査委員会（2016）の長期評価も踏まえ
て考え方を整理して説明すること。

第414回審査会合
（平成28年11月11日）

2
宍道断層の断層傾斜角について，地質調査結果の充足性，信頼性を踏
まえて再検討すること。

第414回審査会合
（平成28年11月11日）

3
地震発生層の下限深さについて，震源インバージョン解析結果や微小地
震の分布状況を踏まえて再検討すること。

第414回審査会合
（平成28年11月11日）

4
宍道断層による地震の地震動評価における不確かさの重畳について，断
層傾斜角の不確かさケースの地震動レベルが水平動で大きいことも踏ま
えて再検討すること。

第414回審査会合
（平成28年11月11日）



3
宍道断層の断層端部の設定 1/4

宍道断層による地震の断層モデル

 宍道断層の基本震源モデルにおける断層端部の設定について検討する。
○基本震源モデル

 宍道断層の地質調査結果等に基づき，後期更新世以降の断層活動を考慮し，断層端部としては西端を女島，
東端を下宇部尾東に設定（H28.1.29第324回審査会合による）し，断層長さは25kmとしている。

 一方，中国地域の長期評価（H28年7月）によると，宍道断層の長さは，「約21kmもしくはそれ以上」とされており，
その「約21km（赤線）」の東方延長に，「活断層の可能性のある構造（青線）」が記載されている。この「活断層の可能
性のある構造（青線）」については，活断層の可能性があるものの，活断層としての証拠が揃っていないことから評価
から外したとされている。また，中国地域の予測震度分布（H28年12月）によると，宍道断層による地震における予測
震度の評価では，その断層長さを21kmに設定している。

 また，東端の下宇部尾東以東における地質調査の結果，後期更新世以降の断層活動は認められない。

 従って，中国地域の長期評価（H28年7月）及び中国地域の予測震度分布（H28年12月）の評価を踏まえても，宍道断
層の断層端部の西端を女島，東端を下宇部尾東に設定し，基本震源モデルの断層長さを25kmとすることは妥当と考
えられる。
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＜中国地域の長期評価（H28年7月）＞

・中国地域の長期評価（H28年7月）において，当社が評価する宍道断層の東方延長に，活断層の可能性のある構造（P1）が記載されているが，
これは活断層の可能性があるものの，活断層としての証拠が揃っていないことから評価から外したとされている。

・活断層の可能性のある構造（P1）については，重力異常による構造不連続，島根半島東部の地形的特徴等により，東延長の海陸境界付近に
は，地質構造が連続する可能性があるものの，活断層としての活動性については詳細なデータが不足し判断できていないとされている。

宍道（鹿島）断層 活断層の特性（ ① ）

宍道（鹿島）断層 活断層の可能性のある構造（ Ｐ １ ）

宍道断層の断層端部の設定 2/4
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宍道断層の断層端部の設定 3/4

中国地域の予測震度分布（H28年12月）

＜中国地域の予測震度分布（H28年12月）＞

宍道（鹿島）断層の断層長さについては，地震調査研究推進本部事務局によると，21km（Ｍ7.0）に
設定している。
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宍道断層の断層端部の設定 4/4

○破壊伝播区間の不確かさ

 宍道断層の東端以東における重力異常による構造不連続の区間については，後期更新世以降の断層活動は認めら
れないものの，敷地近傍に宍道断層が位置することに鑑み，破壊伝播区間の不確かさとして，断層の東端を美保関町
東方沖合いに設定する（破壊伝播区間の不確かさ：39km）。

 また，前回会合（H28.11.11第414回審査会合）において設定していた63kmの断層モデルは，東西の重力異常による構
造不連続の区間は，後期更新世以降に活動した断層が要因ではないと考えられるため，活断層として考慮する必要
はないが，破壊伝播区間の中央部に位置する宍道断層の破壊に誘発され，その東西に位置する重力異常による構造
不連続の区間を含む延長部が個々に独立して破壊することを想定し，下図のとおり東側，中央，西側の３つのセグメン
トに区分して，個々のセグメントに対して相似則（スケーリング則）を適用するカスケードモデルにより評価していた。

 上記に対して，今回の39kmの断層モデルは，
より保守的な評価になるように，区間全域に対して
相似則（スケーリング則）を適用するスケーリング
モデルにより評価する。この場合，西側の重力異
常は，女島（西端）よりも北側の海域に分布し，こ
の重力異常の更に北に位置する後期更新世以降
に活動していないF-①断層及びF-②断層に伴う
基盤の落差を反映したものと考えられることから，
スケーリングモデルの破壊伝播区間には含めず，
宍道断層の東側延長上に位置する重力異常によ
る構造不連続の区間のみ考慮して設定する。

破壊伝播区間の不確かさを考慮したケースの断層モデル
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宍道断層の断層傾斜角の設定 1/7

 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド(以下「審査ガイド」という。)において，「断層パラメータは，
活断層調査結果等に基づき，地震調査研究推進本部による「震源断層を特定した地震の強震動予測手法
(以下「レシピ」という。) 」等の最新の研究成果を考慮し設定されていることを確認する」とされている。

 断層傾斜角の設定については，以下のとおりレシピに記載されている。

◆断層傾斜角の設定に関するレシピの考え方

①対象とする断層についての反射法探査結果等，断層の傾斜角を推定する資料がある場合には

それを参照する。

②また，周辺にある同じタイプの断層から傾斜角が推定できる場合には，それを参照する。

③上記のような資料が得られない場合は，横ずれ断層の傾斜角は90°を基本とする。

 上記のレシピの考え方に基づき，宍道断層の断層傾斜角についての参照情報を整理し，宍道断層の断層
傾斜角の基本震源モデル及び不確かさを検討する。

○基本震源モデル

 参照情報①として，横ずれ断層の一般的な分布形態・性状や，鹿島断層を事例とした形態的特徴に係
わる文献調査結果及び，宍道断層における変動地形学的調査結果を踏まえて設定した断層傾斜角の
設定区間の地質調査結果によると，断層傾斜角は「南傾斜～ほぼ鉛直」である。

 参照情報②として，宍道断層の周辺で発生したＭ７クラスの大規模地震である1943年鳥取地震（Ｍ7.2）
及び2000年鳥取県西部地震（Ｍ7.3）については，佐藤ほか（1989）及び地震調査委員会（2002）により，
それぞれ「断層傾斜角90°の横ずれ断層」とされている。

 宍道断層の断層傾斜角に関するその他の情報として，中国地域の長期評価（H28年7月）では「ほぼ鉛
直」，産総研の活断層データベース（８）では「一般傾斜90°」とされている。

 以上より，基本震源モデルにおける断層傾斜角を90°に設定する。
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宍道断層の断層傾斜角の設定 2/7

＜参照情報①＞宍道断層における地質調査結果等

・文献調査の結果，横ずれ断層の一般的な分布形態・性状について，松田（1967）によると，断層線は逆断層より直線的で滑らか
であり，断層末端部は緩く湾曲していることが多く，垂直変位を考慮すると逆断層の性状を持っていると推定されるとしている。
また，島根半島の鹿島断層を事例に形態的特徴を検討している，佐藤・中田（2002）によると，鹿島断層の中央部はほぼ東西
走向であり，断層線の両端では分岐形態が認められ，西部では小さく分岐し，東部では大きく分岐するとしている。
・変動地形学的調査の結果，鹿島町古浦～福原町の間は，両端付近は分岐・雁行するものの，ほぼ東西走向であり，尾根・谷の
系統的かつ明瞭な右屈曲が認められるとともに，後期更新世以降の断層活動も認められる。また，谷の屈曲量・屈曲率は南講
武付近が大きい。
・以上のことから，宍道断層の断層傾斜角の設定に当たっては，（a）佐陀本郷廻谷～（h）上本庄を断層傾斜角の設定区間とし，
地質調査結果（露頭観察結果，トレンチ調査結果，ボーリング調査結果，反射法地震探査調査結果及び音波探査結果）によると，
断層傾斜角は「南傾斜～ほぼ鉛直」である。

島根原子力発電所

変位地形・リニアメント（Ａランク）

変位地形・リニアメント（Ｂランク）

変位地形・リニアメント（Ｃランク）

変位地形・リニアメント（Ｄランク）

(a)佐陀本郷廻谷 (f)南講武

(c)佐陀本郷

(e)南講武～尾坂間
の平野部

宍道断層の評価長さ：約25km

宍道断層の地質調査位置

(g)鹿島町七田南
方の沢

(h)上本庄(d)佐陀
宮内仲田

(i)枕木山東方
(k)下宇部尾

(m)森山北

(n)森山

(o)宇井

(j)中海

断層傾斜角の設定区間

(b)佐陀本郷
長廻池西方

(l)下宇部尾北

：後期更新世以降の断層活動が認められない

：後期更新世以降の断層活動が認められる

：後期更新世以降の断層活動が完全には否定できない

：不明

古
浦

福
原
町
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宍道断層の断層傾斜角の設定 3/7

調査地点
（調査方法）

(a) (b) (c) (d) ※１ (e) (f) (g) (h) ※１

佐陀本郷廻谷
ボーリング調査
反射法地震探査

長廻池西方
（露頭観察）

佐陀本郷
(ボーリング調査)

佐陀宮内仲田
（トレンチ調査）

南講武～尾坂間
の平野部

ボーリング調査
反射法地震探査

南講武
ボーリング調査
反射法地震探査

七田南方の沢
（露頭観察）

上本庄
（トレンチ調査）

断層傾斜角
及び傾斜方向

約66°
南東傾斜

約54°
南傾斜

ほぼ鉛直
ほぼ鉛直
(文献読取値)

約70°
南傾斜

約65°
南傾斜

約78°
南傾斜

約87°
北西傾斜
（文献値）

変位地形・
リニアメント※２ Ａランク Ａランク Ａランク Ａランク Ｂランク Ａランク Ａランク Ｂランク

後期更新世以降
の断層活動

認められる － 認められない 認められる 認められる 認められる － 認められる

宍道断層における地質調査結果（断層傾斜角及び傾斜方向）

さ だ ほんごう
さ だ ほん ごう さこ や

みなみこうぶ おさか
みなみこうぶ

なが さこ いけ さ だ みや うち なか だ しち で

断層傾斜角の設定区間

※１ 文献調査による

※２ 調査地点通過位置もしくはその延長位置の変位地形・リニアメントのランク

調査地点
（調査方法）

(i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

枕木山東方
（露頭観察）

中海
（音波探査）

下宇部尾
(ボーリング調査)

下宇部尾北
（トレンチ調査）

森山北
(ボーリング調査)

森山
（ボーリング調査）

宇井
（露頭観察）

断層傾斜角
及び傾斜方向

ほぼ鉛直
（約76°北～
約73°南傾斜）

北傾斜
約60～65°
北西傾斜

約60°
北西傾斜

ほぼ鉛直
約70°西～
ほぼ鉛直

約75°
南傾斜

変位地形・
リニアメント※２ Ｃランク － Ｃランク － Ｄランク － Ｄランク

後期更新世以降
の断層活動

認められない
認められない
（Ｆ－Ｃ断層，
Ｆ－Ｂ断層）

認められない
完全には否定
できない

認められない 認められない 認められない

[西端]
女島

宍道断層の評価長さ：約25km

しも う べ おまくら ぎ さん もり やまもり やま う いなかうみ しも う べ お

[東端]
下宇部尾東

かみほんじょう
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1943年鳥取地震 ［佐藤ほか（1989）］ 2000年鳥取県西部地震 ［地震調査委員会（2002)］

宍道断層の断層傾斜角の設定 4/7

＜参照情報②＞ 宍道断層の周辺で発生したＭ７クラスの大規模地震

佐藤ほか（1989）及び地震調査委員会（2002）によると，1943年鳥取地震（Ｍ7.2）及び2000年鳥取県西部地
震（Ｍ7.3）は，それぞれ「断層傾斜角90°の横ずれ断層」とされている。



11
宍道断層の断層傾斜角の設定 5/7

中国地域の長期評価(H28年7月)における宍道断層のパラメータ

産総研の活断層データベースにおける宍道断層のパラメータ

＜その他の情報＞ 中国地域の長期評価（H28年7月），産総研の活断層データベース

地震調査委員会（2016.7月）の長期評価では「ほぼ鉛直」，産総研の活断層データベースでは「一般傾斜
90°」とされている。
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131ﾟ

131ﾟ

132ﾟ

132ﾟ

133ﾟ

133ﾟ

134ﾟ

134ﾟ

135ﾟ

135ﾟ

34ﾟ 34ﾟ

35ﾟ 35ﾟ

36ﾟ 36ﾟ

0 50 100 km

No.2

No.4

No.7

No.8

No.9

132° 133° 134°

敷地周辺の横ずれ断層の主な地震の震央分布

島根原子力発電所

132° 133° 134°131° 135°

No.5

No.10

No.1

No.3

No.6

敷地周辺の横ずれ断層の主な地震の断層傾斜角

※１ 気象庁地震カタログ
※２ No.1～3 ：佐藤ほか（1989）

No.4，5，7～10： 防災科学技術研究所の広帯域地震観測網 （F-net），余震分布
より断層面に対応する節面を特定できる場合はその傾斜角を記載

No.6 ： 地震調査委員会(2002)

0 50 100km

No 発生年月日 地 震 Ｍｊ※１ 傾斜角※２

1 1943．19．10 鳥取地震 7.2 90°

2 1983．10．31 鳥取中部の地震 6.2 85°

3 1984．15．30 山崎断層の地震 5.6 90°

4 1997．16．25 山口・島根県境の地震 6.6 76°

5 1999．17．16 広島県南東部の地震 4.5 83° 71°

6 2000．10．16 鳥取県西部地震 7.3 90°

7 2011．14．29 隠岐島近海の地震 4.0 80° 76°

8 2011．16．14 島根県東部の地震 5.2 87°

9 2011．11．21 広島県北部の地震 5.4 80°

10 2016．10．21 鳥取県中部の地震 6.6 88°

宍道断層の断層傾斜角の設定 6/7

○不確かさ

 敷地周辺の横ずれ断層の主な地震の断層傾斜角（情報①）について整理すると，以下に示すとおり平均的には
80°程度であり，最も傾斜しているもので71°である。

 中国地域の予測震度分布（H28年12月）（情報②）では，宍道（鹿島）断層の断層傾斜角を，宍道断層沿いではほ
ぼ垂直の断層が観察されること及び鳥取沖の構造探査等に基づき大局的な地質構造が北傾斜であることから，
「北傾斜70°」としている。
当社の基本震源モデルでは，データの充足性・信頼性の高い宍道断層沿いの調査結果等に基づいて90°に設定
しており，上記の中国地域の予測震度分布（H28年12月)における「北傾斜」については，その根拠が宍道断層
25km区間から離れた鳥取沖での宍道褶曲帯の調査結果（田中・小草（1981）） であることを踏まえて不確かさとし
て考慮する。

 以上より，断層傾斜角の不確かさとしては70°北傾斜に設定する。

＜情報①：敷地周辺の横ずれ断層の主な地震の断層傾斜角＞
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中国地域の予測震度分布（H28年12月）

＜情報②：中国地域の予測震度分布（H28年12月）＞

宍道（鹿島）断層の断層傾斜角については，地震調査研究推進本部事務局によると，「宍道断層沿いのト
レンチではほぼ垂直の断層が観察されること及び鳥取沖の構造探査の図等を参照し，この地域の大局的な
地質構造が北傾斜であることから，今回の簡便法では70°北傾斜に仮置きした」とされている。
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 前回審査会合の指摘事項を反映した宍道断層による地震の地震動評価ケースを以下に示す。なお，各不確
かさケースの地震動評価結果を比較し，周期毎の地震動レベルの傾向を考慮して，影響が大きいと考えら
れるケースを組合せ，不確かさの組合せケースとして設定する（下表には一例のみ記載）。

〔参考〕 宍道断層による地震の地震動評価ケース

No. 評価ケース
断層
長さ

断層
傾斜角

破壊
伝播速度

ｱｽﾍﾟﾘﾃｨ
短周期
レベル

すべり角

① 基本震源モデル 25km 90° 0.72Vs
敷地近傍
（2個） レシピ 180°

② 破壊開始点の不確かさを考慮したケース 25km 90° 0.72Vs
敷地近傍
（2個） レシピ 180°

③ 断層傾斜角の不確かさを考慮したケース 25km 70° 0.72Vs
敷地近傍
（2個） レシピ 180°

④ 破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース 25km 90° 0.87Vs
敷地近傍
（2個） レシピ 180°

⑤ すべり角の不確かさを考慮したケース 25km 90° 0.72Vs
敷地近傍
（2個） レシピ 150°

⑥
アスペリティの不確かさを考慮したケース
（正方形） 25km 90° 0.72Vs

敷地近傍
（1個） レシピ 180°

⑦
アスペリティの不確かさを考慮したケース
（縦長） 25km 90° 0.72Vs

敷地近傍
（1個） レシピ 180°

⑧
中越沖地震の短周期レベルの不確かさを
考慮したケース 25km 90° 0.72Vs

敷地近傍
（2個）

レシピ
×1.5 180°

⑨ 破壊伝播区間の不確かさを考慮したケース 39km 90° 0.72Vs
敷地近傍
（2個）

レシピ 180°

⑩
【不確かさの組合せケース】
（例）破壊伝播速度と横ずれ断層の短周期
レベルの不確かさの組合せケース

25km 90° 0.87Vs
敷地近傍
（2個）

レシピ
×1.25 180°

：不確かさを考慮した断層パラメータ（認識論的不確かさ）赤字：前回審査会合における指摘事項を踏まえて設定したパラメータ

宍道断層による地震の地震動評価ケース（基本震源モデル，不確かさを考慮したケース）


