
青森県月間地震概況 
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青森地方気象台 

震央分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６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548回、県内の震度観測点で震度１以

上を観測した地震は11回であった。 

10日11時14分に浦河沖の深さ67km（図の範囲外）でM4.9の地震が発生し、北海道、青森県で震

度３を観測したほか、北海道、青森県、岩手県で震度２～１を観測した。県内では階上町で震度

３を観測したほか、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と陸のプレー

トの境界で発生した。 

12日21時45分に福島県沖の深さ54km（図の範囲外）でM5.1の地震が発生し、福島県、宮城県で

震度３を観測したほか、東北地方、関東地方及び新潟県で震度２～１を観測した。県内では階上

町で震度２を観測したほか、三八上北の一部で震度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。 

14日21時08分に青森県東方沖の深さ81kmでM3.7の地震が発生し、青森県で震度２を観測したほ

か、青森県、岩手県で震度１を観測した。県内では階上町で震度２を観測したほか、三八上北及

び下北の一部で震度１を観測した。 

 

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。 
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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。 
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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 2022年６月１日～2022年６月30日 
発  震  時   震 央 地 名      北 緯    東 経   深さ  規模 

          各地の震度 

2022年06月01日10時19分 日高地方西部             42ﾟ 36.4' N  142ﾟ 11.3' E 102km   M4.3 

青森県    震度１ ：むつ市大畑町中島＊ 

 

2022年06月09日02時26分 宮城県沖                 38ﾟ 31.8' N  141ﾟ 49.6' E  50km   M4.4 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 

 

2022年06月10日11時14分 浦河沖                   41ﾟ 49.9' N  142ﾟ 12.1' E  67km   M4.9 

青森県    震度３ ：階上町道仏＊ 

          震度２ ：八戸市湊町 八戸市南郷＊ 三沢市桜町＊ 野辺地町田狭沢＊ 野辺地町野辺地＊ 

                    七戸町森ノ上＊ 五戸町古舘 五戸町倉石中市＊ 青森南部町苫米地＊ むつ市金曲 

                    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 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田＊ 藤崎町西豊田＊ 八戸市島守 

                    八戸市内丸＊ 十和田市西二番町＊ 十和田市西十二番町＊ 十和田市奥瀬＊ 

                    七戸町七戸＊ 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 六ヶ所村出戸 三戸町在府小路町＊ 

                    青森南部町沖田面＊ 青森南部町平＊ おいらせ町中下田＊ おいらせ町上明堂＊ 

                    むつ市金谷＊ むつ市川内町＊ 東通村尻屋＊ 東通村白糠＊ 佐井村佐井＊ 

 

2022年06月12日21時45分 福島県沖                 37ﾟ 38.2' N  141ﾟ 35.3' E  54km   M5.1 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊ 五戸町古舘 

                    青森南部町苫米地＊ おいらせ町中下田＊ おいらせ町上明堂＊ 

 

2022年06月14日21時08分 青森県東方沖             41ﾟ 04.8' N  141ﾟ 34.5' E  81km   M3.7 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 六ヶ所村尾駮 五戸町倉石中市＊ 東通村白糠＊ 

                    東通村砂子又沢内＊ 

 

2022年06月14日21時58分 青森県東方沖             41ﾟ 04.7' N  141ﾟ 34.8' E  81km   M3.3 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 東通村白糠＊ 

 

2022年06月18日04時05分 青森県東方沖             40ﾟ 53.3' N  142ﾟ 48.3' E  48km   M3.9 

青森県    震度１ ：五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 青森南部町平＊ 

 

2022年06月19日22時22分 青森県東方沖             40ﾟ 54.4' N  142ﾟ 06.7' E  55km   M3.5 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 階上町道仏＊ 

 

2022年06月19日23時09分 岩手県沿岸北部           39ﾟ 30.0' N  141ﾟ 36.2' E  72km   M3.5 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 

 

2022年06月23日09時15分 岩手県沖                 40ﾟ 20.8' N  142ﾟ 02.1' E  52km   M3.7 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 階上町道仏＊ 

 

2022年06月28日05時03分 宮城県沖                 38ﾟ 28.0' N  142ﾟ 07.6' E  42km   M4.9 

青森県    震度１ ：八戸市南郷＊ 五戸町古舘 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）、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。 



異常震域とは 
 
2022年７月２日10時59分に宗谷海峡の深さ

324 ㎞で M5.9 の地震（最大震度３）が発生し

ました。震央付近でも揺れを観測したほか、震

央から離れた北海道の太平洋側や青森県を含

めた東北地方の太平洋側でも揺れを観測しま

した（図１）。                  

この現象は、「異常震域」という名称で知

られています。原因は、地球内部の岩盤の

性質の違いによるものです。大陸プレート

の地下深くまで太平洋プレートなどの海洋

プレートが潜り込んで（沈み込んで）いま

す(図２の震央分布図からも示唆)。通常、

地震波は震源から遠くになるほど減衰する

ものですが、この海洋プレートは地震波が

あまり減衰せずに伝わる性質を持っています。このため、沈み込んだ海洋プレートのかなり深

い場所で地震（深発地震）が発生すると、真上には地震波がそれ程伝わらないにもかかわらず、

海洋プレートでは地震波はあまり減衰せずに伝わり太平洋側に揺れを伝えます。その結果、震

源直上の地表での揺れ（震度）が小さくても、太平洋側で震度が大きくなります（図３）。 

 

 

 

防災メモ 

震央 

図３ 海洋プレートの深い場所で地震が発生したときの地震波の伝わり方 

図１ ７月2日の宗谷海峡の地震の震度分布図 

図２．６月１日から７月１０日までの M２以上の震央の分

布図。海溝軸から遠ざかる（暖色系）ほど深い場所で地震

が発生しており、７月２日の地震はその中でも海溝軸から

遠く離れた深い場所で発生していることがわかる。 


