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【８月の地震概況】 

この期間、青森県内の震度観測点で震度１以上を観測した地震は12回であった。 

４日09時48分に福島県沖の深さ57km（図の範囲外）でM5.6の地震が発生し、宮城県と福島県

で震度４を観測したほか、東北地方、関東地方及び新潟県で震度３～１を観測した。県内では八

戸市、階上町、おいらせ町で震度２を観測したほか、三八上北で震度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。 

８日09時46分に岩手県沖の深さ49km（図の範囲外）でM4.1の地震が発生し、岩手県で震度３を

観測したほか、青森県、岩手県、宮城県で震度２～１を観測した。県内では八戸市で震度１を観

測するなど、三八上北で震度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。 

18日14時46分に福島県沖の深さ56km（図の範囲外）でM5.2の地震が発生し、宮城県と福島県

で震度４を観測したほか、東北地方、関東地方、新潟県、静岡県で震度３～１を観測した。県内

では八戸市と階上町で震度２を観測したほか、三八上北で震度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。 

 

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。 

海
溝
軸 

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 
2022 年 9 月 27 日現在、2022 年８月１日以降の地震について、暫定的に震源精査の基準を変更して
いるため，それより前と比較して微小な地震での震源決定数に変化（増減）がみられる。そのため、
図中の震源数については記載を省略している。 
 



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８月１日～2022年８月31日 
発  震  時   震 央 地 名      北 緯    東 経   深さ  規模 

          各地の震度 

2022年08月04日09時48分 福島県沖                 37ﾟ 36.7' N  141ﾟ 37.1' E  57km   M5.6 

青森県    震度２ ：八戸市南郷＊ 階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 十和田市西十二番町＊ 七戸町七戸＊ 七戸町森ノ上＊ 

                    六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊ 五戸町古舘 田子町田子＊ 青森南部町苫米地＊ 

                    青森南部町平＊ おいらせ町上明堂＊ 

 

2022年08月04日18時58分 岩手県沿岸北部           39ﾟ 45.4' N  141ﾟ 50.5' E  58km   M3.5 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 

 

2022年08月07日22時40分 北海道東方沖             43ﾟ 43.8' N  147ﾟ 44.0' E   0km   M6.0 

青森県    震度２ ：平内町小湊 八戸市南郷＊ 野辺地町野辺地＊ 七戸町森ノ上＊ 東北町上北南＊ 

                    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＊ 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 青森市中央＊ 青森市浪岡＊ 平内町東田沢＊ 板柳町板柳＊ 

                    つがる市稲垣町＊ 外ヶ浜町蟹田＊ 中泊町中里＊ 藤崎町西豊田＊ 藤崎町水木＊ 

                    田舎館村田舎館＊ 八戸市湊町 八戸市内丸＊ 十和田市西二番町＊ 

                    十和田市西十二番町＊ 三沢市桜町＊ 七戸町七戸＊ 六戸町犬落瀬＊ 

                    横浜町林ノ脇＊ 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＊ おいらせ町上明堂＊ むつ市川内町＊ 

 

2022年08月08日09時46分 岩手県沖                 39ﾟ 38.0' N  142ﾟ 06.4' E  49km   M4.1 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 

                    階上町道仏＊ 

 

2022年08月08日09時47分 岩手県沖                 39ﾟ 38.3' N  142ﾟ 06.4' E  48km   M4.0 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 

                    階上町道仏＊ 

 

2022年08月10日00時48分 岩手県沿岸北部           39ﾟ 45.5' N  141ﾟ 50.0' E  59km   M4.1 

青森県    震度２ ：青森南部町苫米地＊ 階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市島守 八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 五戸町古舘 

 

2022年08月12日08時46分 青森県東方沖             40ﾟ 59.1' N  142ﾟ 00.4' E  58km   M3.2 

青森県    震度１ ：八戸市湊町 

 

2022年08月12日09時48分 宮城県沖                 38ﾟ 33.0' N  141ﾟ 50.0' E  53km   M4.4 

青森県    震度１ ：階上町道仏＊ 

 

2022年08月14日04時25分 オホーツク海南部         46ﾟ 35.0' N  144ﾟ 48.0' E 414km   M5.5 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 五戸町古舘 むつ市大畑町中島＊ 

                    東通村砂子又沢内＊ 

 

2022年08月16日01時29分 岩手県沿岸北部           39ﾟ 50.7' N  141ﾟ 42.4' E  69km   M3.9 

青森県    震度２ ：階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷＊ 五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 

 

2022年08月18日14時46分 福島県沖                 37ﾟ 36.1' N  141ﾟ 35.1' E  56km   M5.2 

青森県    震度２ ：八戸市南郷＊ 階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市湊町 八戸市内丸＊ 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＊ 青森南部町平＊ おいらせ町中下田＊ おいらせ町上明堂＊ 
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発  震  時   震 央 地 名      北 緯    東 経   深さ  規模 

          各地の震度 

2022年08月28日12時04分 岩手県沿岸北部           39ﾟ 48.2' N  141ﾟ 56.7' E  56km   M4.2 

青森県    震度２ ：八戸市湊町 八戸市南郷＊ 階上町道仏＊ 

          震度１ ：八戸市島守 八戸市内丸＊ 三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘 青森南部町苫米地＊ 

                    青森南部町平＊ 

 

 

（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。 



陸域の浅い地震 
 

地球の表面は十数枚の巨大な板状の岩盤

（プレート）で覆われており、それぞれが

別々の方向に年間数 cm の速度で移動してい

ます（プレート運動）。日本列島周辺では、

複数のプレートがぶつかりあっており、岩盤

の中に大きなひずみが蓄えられています。そ

のため、海のプレート境界やプレート内のほ

か、陸域の浅い所（深さ約 20kmより浅い所）

でも多くの地震が発生します。これを「陸域

の浅い地震」と呼びます。 
 

図 1 日本付近のプレート 
 

 
図 2 陸域の浅い地震の発生の仕組み 

 

地震はひずみの力で地下の「断層」を境に岩盤が動くことで発生します（図 2参照）。 

過去に繰り返し地震を起こし、将来も地震を起こすと考えられている断層は「活断層」と呼

ばれ、このうち主要な活断層は、政府の地震調査研究推進本部で将来の地震発生予測や規模の

長期評価が行われています。

（https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/major_active_fault/） 

陸域の浅い地震は、現在確認されている活断層だけで起こるとは限りません。断層のずれが

地表に現れていなかったり、地表に現れていたが浸食や土壌の堆積により、その痕跡が不明瞭

になっていたりするなど、確認されていない断層が多数存在すると言われています。陸域の浅

い地震は日本中のどこで発生しても不思議ではありません。 

また、陸域の浅い地震は海域の地震と比べて、震源と居住地との距離が近いため被害が大き

くなりやすいという特徴があります。 

震源に近い地域では緊急地震速報が間に合わず、発表前に強い揺れに見舞われることもあり

ます。 

これらのことから、陸域の浅い地震に対しては日頃からの備えが重要です。食器棚などの家

具が倒れないように固定したり、自分が住んでいる地域で危険な場所（ビルの看板や窓ガラス、

ブロック塀や自動販売機、急斜面や崖など）を把握しておくことが大切です。 

防災メモ 

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/major_active_fault/

