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1.　はじめに

　本報告では、鳥取県西部地震と芸予地震における木
造家屋の被害を調査した結果を報告するとともに、そ
の調査結果が示唆する地震防災上の課題についても記
述したい。鳥取県西部地震と芸予地震の調査結果や分
析は個別に行うが、両地震およびその被害の概要を表
１に示す。

2.鳥取県西部地震

2.1 調査の位置付けm
　1995年の兵庫県南部地震においては、建物被害集中
域である所謂「震災の帯」が形成され、震災の帯内で
は100cm/sを越える最大地動速度(図2参照)が推定され
た[1],[2]。兵庫県南部地震以来、整備されてきた強震観
測網(例えば、防災科学技術研究所のK-NET, KiK-net,
気象庁震度計)などによって、2000年鳥取県西部地震に
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おいても多数の観測記録が得られた。これにより広域
での地震動強さの分布を地震後2-3日で把握すること
ができた。しかしながら、震源極近傍の観測地点は数
少なく、最も近いKiK-netの日野(TTRH02)観測地点では
最大地動速度が100cm/sを越える記録が得られたが、そ
の他の地点では60cm/sを下回っており、震源付近でも
地震動強さレベルが大きくことなっていたとが推測さ
れた。さらに、建物被害が最も顕著であった地域(溝口
町南部・日野町)にあった観測記録はTTRH02地点だけ
で、地震動強さの定量的評価を1地点の観測記録だけか
ら行うことには無理があった。
　一方、地震直後に気象庁マグニチュードで7.3と、兵
庫県南部地震の7.2(改訂後7.3)を越えた値が公表さ
れ、それにも関わらず倒壊家屋が少なく、死者もでな
かったことから、相対的に地震動の破壊力が弱かった
のではないかとの推論が多くなされた。そのいわば直
感とも言える見解を否定するものではないが、建築物
の性能を考慮した設計法に移行しようとする現在、震
源域で地震動レベルがどの程度で、木造建物がどのよ
うに挙動し、どの程度の耐震性能を有していたのかを

鳥取県西部地震 芸予地震 阪神淡路大震災

気象庁マグニチュード 7.3 6.7 7.3

震源深さ 11km 51km 16km

死者数 0人 2人 6,432人

負傷者数 182人 289人 43,792人

住家全壊 433棟 69棟 104,906棟

住家全焼 － - 6,148棟

住家半壊 3,084棟 558棟 144,274棟

住家一部損壊 17,735棟 41,392棟 263,702棟

主な物的・人的被害内訳
参考資料

消防庁63報
（H13/7/31時点)

消防庁47報
（H13/6/4時点)

消防庁105報
(H12/12/27付)

地震保険支払い保険金* 31億円 160億円 780億円

地震保険支払い件数* 4100件 22,000件 66,000件

地震保険支払い見込み
参考資料

日本損害保険協会

表1: 鳥取県西部地震と芸予地震の被害の概要

Administrator
第12回 京都大学防災研究所公開講座, pp.29-36, 2001.11

Administrator



図1: 鳥取県西部地震における墓石の転倒率調査地点
と推定PGV分布(☆と実線は推定震源と断層線)

転倒率

図2: 兵庫県南部地震における推定最大地動速度分布[2]

定量的に明らかにしておくことは重要である。そして、
鳥取県西部地震に比べて倒壊家屋が格段に多かった兵
庫県南部地震と比較して、単に地震動強さ（破壊力）が
違っただけなのか、それとも両被災地で木造建物の耐
震性能自体にも差があったのかを明らかにしておく必
要がある。
　そこで筆者らは、鳥取県西部地震の震源域での最大
地動速度分布を、墓石の転倒率を基に推定するととも
に、木造建物の被害が多かった5地区の全数被害調査結
果に基づき、その最大地動速度レベルの割に鳥取県西
部地震で甚大な被害を被った木造家屋が少なかった原
因についての分析を行った。

2.2 墓石転倒率に基づく最大地動速度分布[3]

　墓石の転倒率被害調査は、地震発生後 2日目の 10月
8,9日，および 14～ 16日の2回に分けて実施した．調
査地域は鳥取県の西部地域のうち、木造家屋の被害が
目立った地域を大略包含するように選んだ。調査地点
の殆どは米子市、境港市、日野町、溝口町、岸本町、西
伯町、会見町である。名前の不明な墓地も多かったの
で、GPSにより緯度・経度を計測して対象墓石数と転倒
墓石数の記録を行った。調査墓地数は、最終的に最大
地動速度の推定に用いなかった地点も含めて合計83箇
所である。なお、墓石の転倒率の算定を行う際には、地
盤変状を生じているような場合も多くあったので、明
らかに地盤の変状によって転倒したと考えられる墓石
を除いて算定を行った。
　次に、墓石の転倒率から最大地動速度の推定を行う
際には、墓石の竿石寸法が比較的小さかったので(平均
で幅24cm、高さ72cm)、墓石の寸法を考慮できる金子・
林の式を用いた[4]。なお、用いた推定式が、調査対象地
域内の強震観測点(KiK-net, K-NET, 計測震度観測点)
での最大地動速度と周辺墓地での転倒率と大凡対応し

ていることを別途確認している。ただし、転倒率から
推定される転倒率が 90%以上、推定最大地動速度では
100cm/s以上の場合には、100cm/s以上であろうことは
推定できても、墓石の転倒現象の性質上、それ以上の
分解能は小さいと考えている。
　図1には，最大地動速度の推定に用いた墓地の分布お
よび墓石転倒率を示す。墓石転倒率は●印で、10%未
満、10～ 50%、50～ 80%、80～ 90%、90%以上の 5段
階で示している。同図には、墓石転倒率から推定した
最大地動速度と本震地表観測記録の最大速度を基にし
て、最大地動速度分布をコンター図の形で示す。同図



より、震源域の最大地動速度は、80cm/s以上と推定さ
れ、部分的には100cm/sを越えた可能性もあると推定さ
れる。
　一方、比較のために、兵庫県南部地震における推定
最大地動速度の分布を図2に示す。「震災の帯」と呼ば
れる震度7地域では、最大地動速度は100～150cm/sに
達しており、明らかに鳥取県西部地震の被災地の最大
地動速度レベルを超えている。しかし、80～ 100cm/s
の最大地動速度レベルは、神戸市灘区や東灘区などの
「震災の帯」周辺の断層北側、あるいは液状化が発生し
たような臨海部の最大地動速度レベルと同等か、むし
ろ上回っている。即ち、決して低い地震動レベルであっ
たとは言い難い。

2.3 木造被害調査[3],[5]

　筆者等は、日本建築学会「木構造と木文化の再構築」
特別研究委員会(主査：京都大学防災研究所・教授、鈴
木祥之)の活動の一環として日野郡日野町の木造家屋の
被害調査を行った。調査内容としては、建物被害の統
計的資料収集を目的とした簡易調査と、被災地の木造
家屋の構造的特徴の把握と個別被害要因の解明を目的
とした詳細調査[7]の２種類を行った。ここでは簡易調
査結果を中心に、兵庫県南部地震における被害調査結
果との比較対照を行う。
　まず、調査地域は日野郡日野町の根雨、安原、下榎、
下黒坂、黒坂の5地区（図3参照）で、下黒坂を除き墓
石転倒率調査の後期日程と同時に調査を行った。調査
は2人一組の外観調査で地区内の木造建物のほぼ全数
を対象とした。そのうち、ここでの分析では木造住宅
のみに限定した。その結果、各地域の棟数は根雨287棟、
安原23棟下榎113棟、下黒坂72棟、黒坂275棟の合計
770棟である。調査建物の被災度は、無被害、軽微、小
破、中破、大破、倒壊と6段階に分類したが、その時の
架構、屋根、外壁、基礎の部分被害とは、概ね表2に示
す対応関係にある。
　図4には、墓石転倒率から推定した最大地動速度と各
地域の木造被害率の関係を、小破率(小破以上の割合)、
大破率(大破・倒壊の割合)の形でそれぞれ○印と●印
で示す。同図中には、兵庫県南部地震における神戸市
東灘区の木造被害率（小破率と倒壊率）と最大地動速
度の関係[6]を点線と実線で示す。
　まず、調査対象とした地域は、根雨で60cm/s程度と
推定されるが、他の4地区では100cm/s前後の最大地動
速度が推定されており、兵庫県南部地震における震災
の帯周辺に匹敵する値となっている。
　次に、図4より鳥取県西部地震と兵庫県南部地震と
は、小破率についてよい対応関係にある。これに対し
て、鳥取県西部地震における木造大破率は非常に小さ
く、兵庫県南部地震における倒壊率と比較しても約半
分以下になっている。即ち、鳥取県西部地震では、小
破以上の被害を被った建物のうち、大破・倒壊へ至っ
た建物の割合が兵庫県南部地震の際の建物被害と比べ
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図3: 建物被災度調査(日野郡日野町：鳥取県西部地震)
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図4: 推定最大地動速度と木造被害率の関係
　（鳥取県西部地震と兵庫県南部地震の比較）

図5: 鳥取県西部地震の被災地（日野町黒坂地区)
の住宅と被害

て格段に少なかったと言えよう。
　この１つの原因として以下の事が考えられる。外壁
のひび割れや仕上げ剥落に代表されるように、小破は
構造体に大きな損傷を被っていないものの、例えば層
間変形角で1/50程度の比較的大きな変形を経験したこ
とを示す各部の痕跡を基にした被災度を表している。
しかし、必ずしも木造家屋の構造体の被災度・残存健
全性を表しているわけではいない。これに対して、大
破率、倒壊率は木造家屋の柱など主要な構造体の損傷
程度を直接表しており、対象地区の構造耐震性能の統
計的性質に関係する。この観点から図4を見ると、鳥取
県西部地震における被災木造建物の耐震性能は、兵庫
県南部地震で被災した建物に比べて高かった可能性が
ある。

2.4 木造家屋被害の特徴と地震防災上の課題
　この推論を支持する状況証拠を以下に記述する。図5
には、黒坂地区で比較的大きな被害を被った住宅の写
真であるが、最大残留せん断変形角で約1/7に達しなが
らも倒壊を免れている。変形性能の高さを示す良い例
であると考えられる。このような変形性能は、地域の
木構造の特徴および木造文化に支えられていると我々
は考えられる。現地の建物の特徴は、詳細調査結果を
まとめた文献[7]に詳しいが、それをまとめると以下の
ようになる。
　まず、　通し柱は檜材で135㎜×135㎜、管柱も檜材

で120㎜×120㎜を使用し、縁桁に象徴されるように木
材をふんだんに使い、施工も非常に丁寧に行われてい
る。住宅の基本モジュールは半間(柱芯)985㎜～990㎜
で、床面積も広く平均的には60坪から70坪程度で、100
坪を越すものがある。屋根は瓦葺き入母屋造りが多く、
外観目視では非常に重い印象がある。また、建築後100
年以上経過している住宅も多いが、比較的建築年代の
新しい住宅でも筋交いは施工されておらず、壁は3 段
貫に土壁という伝統的な構法が多数を占めている。
　この様な特徴のうち、

●　被災地は中山間地であって林業が古くから発達して
おり、使用木材の品質もよい。

●　断面寸法の大きな柱及び横架材の使用による骨太の
躯体と、技能の高い大工によって施工されており、
仕口・継手の加工精度が高いこと

などが特に住宅の耐震性能の高さに関係していると思
われる。このような特徴により、柱仕口部の断面欠損
が少なく、大きな変形に対しても柱が折れにくくなる。
また、ほぞを長くでき、大きな変形に対しても仕口部
で抜け落ちることがなく、崩壊に至りにくいと考えら
れる。
　一方、図7(a)には、調査対象とした5地区の建設年
代別被害を示している。ただし、全壊、半壊、一部損壊
の定義は罹災証明発行に関わる被災度である。図7(b)

架構 屋根 外壁 基礎

倒壊 層崩壊 － － －

大破 一部崩壊
傾斜大

小屋組
破損大

下地
剥落

基礎
崩壊

中破 傾斜小
～中 仕上げ脱落 ひび割れ

・ずれ

小破 傾斜小 ひび割れ
仕上げ剥落 ひび割れ

軽微 傾斜なし 屋根材
ずれ

無被害

屋根材
ずれ・
落下

外観上被害なし

軽微なひび割れ

表2: 木造家屋被災度と各部の損傷度の対応

図6: 大断面の横架材と仕口部(長ほぞ)の丁寧な仕事



図8: 観測地点周辺の広域被害調査地点
(()内は瓦屋根被災度DR値(図 9参照)で

1以上の場合について記入)
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図7: 建設年代別の被害率(罹災証明による)

には比較のために兵庫県南部地震における芦屋市の住
宅の建築年代別被害率[8]を示す。芦屋市では、建築年代
が古い住宅ほど被害率が高くなっており、特に1970年
以前では40%以上、1950年以前では70%以上が全壊に
なっており、1980年以降の数%に比べて格段に大きく
なっている。これに対して日野町では、建築年代の影
響は少なく、築100年を経過した住宅でも全壊率は20%
程度で、1980年以降の住宅の全壊率の2倍にはなって
いない。これは、日野町の木造住宅の耐震性が単に優
れていただけでなく、良質な住宅を地域に密着した大
工が長い間にわたって維持管理してきたためである。
このことは、地域の自然環境・風土やすまいに関する
文化によって、地域の住宅の耐震性能が関わってくる
ことを示唆している。
　また、以上の結果は、良質な木造住宅は、古くても
耐震性能が高いことを示したものであり、兵庫県南部
地震以来、瓦屋根の古い木造住宅を一律に危険視する
現在の風潮に一石を投げかけた結果であると言える。
さらに、自治体にとっても、被害想定、ひいては地震
防災対策への影響も大きいと考える。それは、木造家
屋の耐震性能が、その地域の木造家屋の生産・維持シ
ステム、気候・風土や住文化とも密接に関係するため、
地域の木造家屋の耐震性能、地震被害想定や地震防災
対策などについて議論を進めていく際に、これらにつ
いても併せて議論していく必要があると考えているか
らである。

3.芸予地震[9]

3.1 調査の位置付け
　2001年3月24日に発生した芸予地震では、計測震度
値で6.0を上回る地点こそ無かったものの、広島県、愛
媛県、山口県を中心とした広域かつ多地点で震度5以上
の地震動が観測された。震度5前後は、建物に被害が発
生し始める地震動レベルであると、定性的に認識され
ている。しかし、被害が発生し始めるレベルを把握す
るのに最も適した指標は何か、どの程度の地震動強さ
から被害が生ずるのか、さらにはどのような被害が生
ずるのか、等について実地震被害データと強震観測記
録を基に定量的に調べられた事例は殆ど見あたらない。
　そこで筆者等は、芸予地震で見られた木造家屋の被
害について、i)外観から目視できる瓦屋根の被害を中
心として、芸予地震におけるマクロな被害状況の把握
を目的とした地震観測地点周辺の広域簡易被害調査と、
ii)東広島市西条町、加茂郡黒瀬町に地域を限定し、そ
の地域に特徴的な在来軸組構法を有する木造建物を対
象とした詳細被害調査、を実施した。ここでは、広域
簡易被害調査の結果を中心に紹介し、被害発生と最も
強く関係付けられる地震動強さ指標、および、発生し
始める木造家屋の被害の特徴と耐震性能との関係につ
いて行った検討結果について報告する。
　なお、震度5前後の地震動レベルは発生頻度も高いた
め、自治体の地震防災対策策定や、地震直後の緊急対
応時に意志決定を行う上で、本研究の成果は重要と考
える。また、被害が発生し始める地震動レベルと被害
の程度や特徴に関する検討は、木造家屋の地震時機能
維持にも関係し、その耐震性能を考える上で重要であ
ると考えている。



(b) DR=2(被害率5～15%）

(c) DR=3(被害率15%以上：松山市下伊台町）
図9: 瓦屋根の被災度ランクDRの例

(a) DR=1  (被害率1～5%:
青色は元々青屋根の場合も多い)

図10: 呉市で被害が多かった地域

3.2 調査検討方法
　調査は、地震発生4日後の3月28～ 30日に行った。
地震調査内容は、観測点周辺の木造建物被害レベルの
記録と地盤の常時微動計測である。調査対象地域は今
回の地震で被害の大きかった地域のうち、日程内で調
査可能であった広島県南部、山口県東部、愛媛県北東
部とした。対象観測地点は震度5弱以上を記録した以下
の3種類の観測点である。
　・自治体設置の計測震度計観測点
　・気象庁設置の95型震度計観測点
　・防災科学技術研究所の強震ネットワーク（K-NET）
    基盤強震観測網（KiK-net）観測点

　図8に調査した観測点位置を示す。調査地点のうち、
観測記録が得られている地点については、最大地動加
速度PGAと最大地動速度PGV、SI値、計測震度IJMAを算
出した。また、自治体の計測震度観測点については、記
録紙に出力された計測震度と水平2方向成分の最大加
速度の大きい値を採用した。さらに計測震度計観測地
点では、最大地動加速度PGAの記録値と計測震度IJMAを
用いて、翠川等[10]による次式を用いて最大地動速度PGV
を算定している。
　IJMA=1.32+log(PGA・PGV)    (IJMA=4～ 7) (1)
　一方、周辺建物被害の状況調査は外観調査であるが、
外壁にひび割れが見られた観測地点が少なかったため、
瓦屋根にずれが生じている木造家屋の割合を4種類の
被災度ランク(DR：以下、瓦屋根の被災度と呼ぶ)に分
類して記録した(図9参照)。DR=0は1%以下で、被害が
見つけられなかった場合に相当する。DR=1は 5%未満、
DR=2は5%以上15%未満、DR=3は15%以上である。瓦屋
根の被災度DRは、屋根にかけられたブルーシートの割
合で視覚的・直感的に対応づけられる。DR=0の場合に
は、目視においてブルーシートを確認できない。DR=1
では極わずかに見られる程度である。DR=2では10件中
1件程度ブルーシートがかかる程度である。DR=3では
ブルーシートのかかる家屋が連続して見られる。

3.3 瓦屋根被害の分析
　図11に3種類の地震動強さ指標と瓦屋根被災度の関
係を示す。図11(a)は計測震度IJMAと瓦屋根被災度ラン
クDRの関係を示したものである。計測震度が5.0以上
（震度:5強）になるとDR=1以上の被害が生じ始めてい
るし、HRS017地点（三原）を除けば計測震度が5.5以
上（震度階：6弱）でDR=2程度の被害が生じはじめて
いる。そして、計測震度5.5未満ではDR=1の地点とDR=0
の地点が混在していたが、計測震度が5.5以上の地点で
はDR=1以下の瓦屋根被害で済んだ地点は存在しなくな
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図 11: 地震動強さ指標と瓦屋根被災度の関係
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る。なお、計測震度5.5未満で、DR=1とDR=0の地点が
十分に分離できないことは、以下の様に解釈できる。観
測点周辺の外観調査では、数十棟の建物を外観調査し
ているが、DR=1は 1～ 3棟程度の木造家屋で瓦屋根が
ずれている場合に相当する。従って、例えば非常に屋
根瓦がずれやすい状態の建物が存在していた場合には、
本来ならDR=0でも不思議でない地震動強さであっても
DR=1の状態に変化してしまう場合がある。即ち、DR=0
とDR=1との差は極めて微妙で（被害率のばらつきが大
きく）、元々区別しにくいと言えよう。
　次に、図11(b)は最大地動加速度PGAと DRの関係で
ある。最も大きい最大地動加速度を記録したのは賀茂
郡河内町で926cm/s2であった。河内町は計測震度も5.9
で、最大地動加速度とともに大きな値を記録した。観
測地点は、浄化槽に近接して設置されており、周辺で
は地盤沈下が著しく、震度計が設置されていた基礎も
傾斜するなど観測条件が悪く、観測記録の信頼性が高
いとは言えない。しかし、瓦屋根被災度との対応関係
で見る限り、他の観測記録と比較して整合性を失して
いる様には見えない。一方、DR=1の被害が生じ始めて
いるのは最大地動加速度が200cm/s2以上であり、400　
cm/s2以上になると、殆どの観測点でDR=2以上の被害と
なっている。
　図11(c)には最大地動速度PGVとDRの関係を示す。PGV
値が約10cm/sでDR=1、2程度の瓦屋根被害が生じ始め
ている。しかし、最大地動加速度PGAに比べて最大地動
速度PGV は DR との相関は良くない様に見える。特に、
HRS017(三原)や熊野町では、最大地動速度が20cm/s以
下であるにも関わらずDR=2となっている。両地点に特
徴的な事は、最大地動速度に比べて最大地動加速度が
大きいことであり、この事からも瓦屋根の被害には、瓦
屋根に作用する慣性力の影響が強かったことを再認識
することができる。

3.4 被害の特徴と必要となる地震防災対策
　芸予地震は、表1に示した様に、気象庁マグニチュー
ドでみれば、鳥取県西部地震の7.3に比べて小さかった
ものの、震源の深さは鳥取県西部地震の約11kmに対し
て51kmとかなり深かったことが、被害を広域にしたこ
との主な原因であるとされている。計測震度値でみる
と、震度4.5以上(震度階では5弱以上)を記録した地域
は鳥取県西部地震に比べてかなり広いものの、逆に計
測震度値6.0以上(震度6強)の地点はなかった。観測さ
れた地震動も比較的高振動数成分が卓越していて、最
大地動加速度が大きいので、瞬間的な慣性力として構
造物に大きな力は作用するが、最大地動速度は概ね
30cm/s程度以下であり、兵庫県南部地震や鳥取県西部
地震との比較から、層間変形を大きくして破壊を進展
させるエネルギーとして見ると決して大きくはなかっ
たと言えよう。
　このような地震動の特徴は、構造物被害をも特徴付
けている。すなわち、比較的被害程度は小さいものが

多く、もろい壊れ方をしやすい箇所で被害に至ってい
る。
　一方、木造家屋の全半壊率としては小さかった。し
かし、被災した地域が広く、被災建物の棟数も多かっ
たので、地震動や地盤の特性、建物の特性やメンテナ
ンスの状態など、不利な条件が重なった場合に選択的
に全半壊などの大きな建物被害が発生しまっている様
である。
　また、人的被害については、2名の死者が出ている。
ただし、建築物の主構造体の破壊によるものではない。
隣接建物の外壁が屋根を突き破って下敷きとなってし
まった場合と、自宅ベランダが落下して下敷きとなっ
てしまった場合で、いずれも脆性的破壊に原因がある。
芸予地震では、この他にもコンクリートブロックの転
倒やシステム天井の落下など、非構造部材の損傷が多



く報告されているが、最も目立ったのは、前述のよう
な木造住宅の屋根瓦のずれであった。瓦屋根の被害は
計測震度値と非常に良い相関を示し、5.0(震度5強)以
上から確認できるようになり、5.5以上(震度6弱)を越
えると 5% 以上の家屋でずれが明瞭に見られた様にな
る。公的機関が、地震時の緊急対応の目安とする地震
動強さの指標としては、計測震度値は適切であり、上
記のような値が目安となる。ただし、震度6を越え、木
造家屋の倒壊を含む大きな被害が生ずるようなレベル
になると最大地動加速度や計測震度よりも、建築物の
大きな被害を表す地震動強さ指標としては最大地動速
度の方が適切であり、地震動強さ指標の使い方には十
分注意する必要がある[11]。
　それでは、芸予地震の様な地震に対する地震防災対
策はどのように考えればよいだろうか。この程度の破
壊力を持った地震動を経験する事は、構造物の供用期
間中に2～3度経験しても不思議ではない。しかし、兵
庫県南部地震や鳥取県西部地震などの場合とは明らか
に異なり、破壊力そのものはそれ程大きくなく、技術
的な観点からは十分に対処可能な場合が殆どで、弱点
をなくせば、機能上支障がない程度の被害に低減でき
るから、地震対策が実施された場合の実効性は高い。土
木構造物に代表される様に公共性の高い構造物の場合
には、管理者の責任において安全性・機能性が維持・確
保される様に対処されるべきである。
　一方、建築物の場合には、被災地を広域にまわって
見ると、

●　防災上の弱点は分かっていても耐震技術以外の問題
で対策が難しい場合(急傾斜地被害(図10)など)

●　弱点が住民も分かっているはずで、対策も容易なの
に放置されている場合

●　対策は容易ではあるが、住民が危険性を認知してい
ない、あるいは関心がないとしか思えない場合など

状況は様々であった。しかし、耐震技術的な対応が実
施可能な場合には、個人(所有者/管理者)の責任で防災
対策が実施されるべきである。問題は、どの様な対策
を個人で行っておくべきなのか、行わなくても良いの
はどの様な場合か、もし必要な対策を実施していな
かった場合に第三者を傷付けてしまった場合に、どの
様な責任が発生するのか、等を明確にしておき、社会
的なコンセンサスを得て制度化・義務化していくこと
も必要なのではないだろうか。
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