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【2月の地震概況】 

この期間、青森県とその周辺を震源とする地震の回数は593回、県内の震度観測点で震度１以

上を観測した地震は６回であった。 

20日03時55分に十勝地方中部（図の範囲外）の深さ118kmでM4.9の地震が発生し、北海道で震

度３を観測したほか、北海道、青森県、岩手県および宮城県で震度２～１を観測した。県内では

八戸市、野辺地町、五戸町などで震度２を観測するなど、三八上北、下北、平内町で震度２～１

を観測した。この地震は太平洋プレート内部で発生した。 

25日22時27分に釧路沖（図の範囲外）の深さ63kmでM6.0の地震が発生し、北海道で震度５弱を

観測したほか、北海道、東北地方および関東地方で震度４～１を観測した。県内では、八戸市で

震度３を観測したほか、県内の広い範囲で震度２～１を観測した。この地震は太平洋プレート内

部で発生した。この地震に対して、気象庁は緊急地震速報（警報）を発表した。 

 

各地の震度の詳細については「青森県で震度１以上を観測した地震の表」を参照。 

地震の震源要素及び震度データは、再調査により変更することがある。 

震央：震源（地下の岩盤破壊が最初に始まった点）の真上に向かって地表に投影した点 
Ｍ（マグニチュード）：地震の規模 
 



断面図（震央分布図内の破線領域内のＡ点からＢ点の断面における震源の深さ）   

 

 

 

 

※太平洋プレート及び陸のプレートの位置は、地震発生状況を考慮して描いた大まかなも

のである。 

 ※       は陸地の大まかな位置を示している。 

 ※陸地から離れた海域（概ね陸地から 200km 以遠）ほど、震源の深さに関する精度は良く

ない。なお、沖合の地震の震源は、実際はより浅いところのものが多いと考えられる。 

 

 

陸のプレートの 

大まかな位置 

太平洋プレートの大まかな位置 

A   B 

 

  



 

(1/1) 

青森県で震度１以上を観測した地震の表 
※今後の精査により、震源や震度のデータが追加されることがある。 

期間 2023年2月1日～2023年2月28日 
発  震  時   震 央 地 名      北 緯    東 経   深さ  規模 

          各地の震度 

2023年02月09日19時23分 青森県東方沖             40ﾟ 57.3' N  142ﾟ 55.3' E  25km   M4.1 

青森県    震度１ ：青森南部町平＊ 

 

2023年02月10日03時30分 宗谷地方北部             45ﾟ 03.3' N  141ﾟ 43.7' E 287km   M4.7 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 八戸市南郷＊ 野辺地町野辺地＊ 階上町道仏＊ 

 

2023年02月13日03時44分 岩手県沿岸北部           40ﾟ 23.1' N  141ﾟ 43.9' E 107km   M4.0 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 青森南部町苫米地＊ 階上町道仏＊ 

 

2023年02月20日03時55分 十勝地方中部             42ﾟ 46.8' N  143ﾟ 11.7' E 118km   M4.9 

青森県    震度２ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 野辺地町田狭沢＊ 五戸町倉石中市＊ 階上町道仏＊ 

                    東通村砂子又沢内＊ 

          震度１ ：平内町小湊 八戸市南郷＊ 十和田市西十二番町＊ 十和田市奥瀬＊ 野辺地町野辺地＊ 

                    七戸町七戸＊ 七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 横浜町林ノ脇＊ 横浜町寺下＊ 

                    東北町上北南＊ 東北町塔ノ沢山＊ 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘 

                    青森南部町沖田面＊ 青森南部町苫米地＊ 青森南部町平＊ おいらせ町中下田＊ 

                    おいらせ町上明堂＊ むつ市金曲 むつ市金谷＊ むつ市大畑町中島＊ むつ市川内町＊ 

                    大間町大間＊ 東通村砂子又蒲谷地 風間浦村易国間＊ 

 

2023年02月25日22時27分 釧路沖                   42ﾟ 45.3' N  145ﾟ 04.5' E  63km   M6.0 

青森県    震度３ ：八戸市南郷＊ 

          震度２ ：平内町小湊 八戸市湊町 八戸市内丸＊ 三沢市桜町＊ 野辺地町田狭沢＊ 

                    野辺地町野辺地＊ 七戸町七戸＊ 七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊ 

                    東北町塔ノ沢山＊ 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘 五戸町倉石中市＊ 

                    青森南部町苫米地＊ 青森南部町平＊ 階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊ 

                    おいらせ町上明堂＊ むつ市金曲 むつ市金谷＊ むつ市大畑町中島＊ 

                    東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内＊ 

          震度１ ：青森市花園 青森市中央＊ 青森市浪岡＊ 五所川原市相内＊ 五所川原市金木町＊ 

                    平内町東田沢＊ 今別町今別＊ 蓬田村蓬田＊ 鶴田町鶴田＊ つがる市柏＊ 

                    つがる市森田町＊ つがる市稲垣町＊ 外ヶ浜町平舘＊ 中泊町中里＊ 黒石市市ノ町＊ 

                    藤崎町西豊田＊ 藤崎町水木＊ 田舎館村田舎館＊ 平川市猿賀＊ 八戸市島守 

                    十和田市西二番町＊ 十和田市西十二番町＊ 十和田市奥瀬＊ 横浜町林ノ脇＊ 

                    横浜町寺下＊ 六ヶ所村出戸 田子町田子＊ 青森南部町沖田面＊ むつ市大畑町奥薬研 

                    むつ市川内町＊ むつ市脇野沢＊ 大間町大間＊ 東通村尻屋＊ 東通村白糠＊ 

                    風間浦村易国間＊ 佐井村長後＊ 

 

2023年02月28日03時56分 宮城県沖                 38ﾟ 28.0' N  142ﾟ 06.2' E  42km   M4.3 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 

 

 

（注）地震の震源要素等は、再調査により変更することがある。 

   各地の震度は青森県のみを示し、＊は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点である。 

 

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、

高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機

構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用い

て作成している。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島にお

ける合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合

（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成している。 



長周期地震動に関する観測情報 
 

○長周期地震動に関する観測情報 

気象庁では、地震発生後に震度情報を発表し 

ていますが、震度は地表面付近の比較的短い 

周期の揺れを対象とした指標で、高層階の 

揺れの大きさを表現するのに十分ではありま 

せん。このため、高層ビル内での的確な防災 

対応に資することを目的に、概ね14、15階 

建て以上の高層ビルを対象として長周期地震動 

に関する観測情報をホームページで公開して 

います（図１）。また、この情報には、揺れの 

大きさの指標として長周期地震動階級を用い 

ています（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長周期地震動とは？ 

規模の大きな地震が発生したときに生じるゆっく 

りとした大きな揺れを長周期地震動といいます。 

長周期地震動の特徴として、高いビルを長時間に 

わたり大きく揺らすということが挙げられます。 

また、長周期地震動は遠くまで伝わりやすい性質 

があります。そのため、地震が発生した場所から 

数百km離れた所でも、高層ビルでは長時間にわた 

って大きく揺れることがあります（図３）。 

 

防災メモ 

図１ 2022 年 3 月 16 日に発生した福島県沖の地震での

発表例 

図２ 長周期地震動の階級（想定される状況） 

図３ 長周期地震動の特徴 



 

○どのような被害か？ 

長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れると、エレベータ停止による閉じ込め事故 
などの被害が生じます。「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震」の際、東京都 
内の高層ビルでは低層階に比べて高層階で大きな揺れとなりました（図４）。 

 
 
 

○長周期地震動への備え 

では、長周期地震動による揺れに対し、事前に 

どのような対策を講じれば良いでしょうか。 

図４のような被害が出ないためにも、背の高 

い家具やオフィス用コピー機など大きく重い 

機器については、倒れたり移動したりしない 

ように固定しましょう（図５）。また、棚は本 

体を固定しても、中の食器や本が落下、飛散す 

る可能性があるので、扉開放防止器具など併用 

するとより良いでしょう。できれば、物を余り 

置かない安全な部屋をあらかじめ決めておき、 

地震が来たらそこに逃げ込むこと、寝室は安全 

にしておくことなど、日頃から家庭や職場で地 

震が起きた時の対応を考えておくことが大切です。 

（参照：東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」） 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/index.html 

 

気象庁ホームページ 

・長周期地震動に関する観測情報について（解説） 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/choshuki/index.html  

・長周期地震動に関する観測情報（最新の情報） 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=ltpgm 

 

 

図４ 東京都内の同じビル内での被害の違い（工学院大学提供） 

図５ 家具の固定 
（図は東京消防庁から引用） 


