
１０－１ 九州地方とその周辺の地震活動（2008年5月～10月） 

Seismic Activity in and around the Kyushu District (May – October 2008) 
 

気象庁 福岡管区気象台 
Fukuoka District Meteorological Observatory, JMA 

 
今期間，九州地方とその周辺でM4.0以上の地震は29回，M5.0以上は6回発生した．このうち最大

は，2008年7月8日に沖永良部島付近（沖縄本島近海）で発生したＭ6.1の地震であった． 
2008年5月～2008年10月のM4.0以上の地震の震央分布を第1図(a)及び(b)に示す． 
主な地震活動は以下のとおりである． 

 
（1）宮崎県南部山沿いの地震（M4.1，最大震度4，第2図） 

2008年5月11日04時19分に宮崎県南部山沿いの深さ8kmでM4.1（最大震度4）の地震が発生した．

発震機構は，南北方向に張力軸を持つ正断層型であり,地殻内で発生した地震である．余震活動は

地震発生から数日間やや活発であった．この付近は小規模な地震活動が度々見られる場所である． 
1923年8月以降，この地震の震央周辺では，1968年2月から8月頃にかけて，2月21日のM6.1の地

震（「えびの地震」，最大震度5）を最大とする活発な地震活動があった． 
 
（2）沖永良部島付近の地震（M6.1，最大震度5弱，第3図） 

2008年7月8日16時42分に，沖永良部島付近でM6.1（最大震度5弱）の地震が発生した．発震機

構（CMT解）は北西－南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で，フィリピン海プレートと陸のプレー

トの境界付近で発生した地震である．余震活動は比較的低調であったが，7月16日にM4.2（最大

震度2）の地震が発生した． 
1900年以降，この地震の震央周辺では，M6.0以上の地震が時折発生し，1911年6月15日にはM8.0

の地震が発生している． 
 

（3）奄美大島北東沖の地震（M5.1，最大震度3，第4図） 
2008年9月14日05時21分に奄美大島北東沖でM5.1（最大震度3）の地震が発生した．この地震の

震央付近には周辺よりも深い海底（トカラギャップと呼ばれることがある）が西北西－東南東方

向に続いている． 
1923年以降，今回の地震の震央周辺では，1923年11月6日のM6.9の地震など，時々M6.0以上の

地震が発生している． 



B1C(a)� ïð�Q��	
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Fig.1(a)  Seismic activity in and around the Kyushu district (May 2008 – July 2008, M74.0, depth8700 

km) 
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Fig.1(b)  Continued (August 2008– October 2008, M74.0, depth8700 km) 
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B2C� 2008�5�11� 7Â�d�*��	� 
Fig.2  The earthquake along southern Miyazaki Prefecture on May 11 2008 
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B3C� 2008�7�8� Yõö�§ÕÖ	� 
Fig.3  The earthquake near Okinoerabu Island on July 8 2008 
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Fig.4  The earthquake northeast of Amamiooshima Island on Oct. 14 2008 
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