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北海道地方とその周辺の地震活動（2008年5月～10月）
Seismic Activity in and around the Hokkaido District（May – October 2008）
気象庁 札幌管区気象台
Sapporo District Meteorological Observatory, JMA

今期間，北海道地方とその周辺でM4.0以上の地震は121回，M5.0以上は20回，M6.0以上は1回発生
した（下記（1）ウルップ島付近〔千島列島〕の地震M6.1は震央分布図外のため個数に含まず）．
このうち最大は，2008年9月11日に十勝沖で発生したM7.1の地震であった．2008年5月～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）ウルップ島付近〔千島列島〕の地震（M6.1，最大震度1，第2図）
2008年7月6日18時08分にウルップ島付近〔千島列島〕でM6.1（最大震度1）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，太平洋プレートと陸のプレー
トの境界で発生した地震と考えられる．今回の地震の震源付近では，2007年9月4日にM6.3の地震
が発生するなどM6.0以上の地震が時々発生している．
（2）雌阿寒岳付近で観測された深部低周波地震活動について（第3図）
2008年1月から，やや活発な状態で推移していた雌阿寒岳付近の深部低周波地震活動は，8月か
ら9月にかけてさらに活発化した．9月の地震多発時には，高周波成分の重畳した地震が観測され，
通常より浅い深部低周波地震も比較的多く観測された．浅い火山性地震の多発と火山性微動が観
測された9月末には深部低周波地震は観測されなかった．
（3）十勝沖の地震（M7.1，最大震度5弱）（本巻※１参照）
2008年9月11日09時20分に十勝沖の深さ31kmでM7.1（最大震度5弱）の地震が発生した．発震機
構（CMT解）は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で，太平洋プレートと陸のプレート
の境界で発生した地震である．11月末現在までの最大余震は同日9時32分のM5.7の地震（最大震
度2）で，活動は順調に減衰している．今回の地震は，「平成15年（2003年）十勝沖地震」（M8.0）
から南東に約10km程度離れ，「平成15年（2003年）十勝沖地震」の余震のあまり分布していない
場所で発生した．今回の地震により北海道，青森県及び岩手県の太平洋沿岸で津波を観測した．
（4）その他の主な地震活動（第4～8図）
発生年月日

震央地名

規模(M)

深さ(km)

最大震度

5月11日

根室半島付近

5.1

88

4

（第4図）

6月26日

浦河沖

5.4

55

4

（第5図）

8月14日

北海道東方沖

5.4

63

3

（第6図）

9月12日

釧路沖

5.2

42

3

（第7図）

留萌支庁中北部

3.5

10

4

（第8図）

2008年

10月 4日

※1: 「2008年9月11日十勝沖の地震（M7.1）について」（気象庁）
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北海道地方とその周辺の地震活動(2008年5月〜7月，M≧4.0)
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図中の吹き出しは，陸域M4.0以上・海域M4.5以上

╙1࿑(a) ർᶏᣇߣߘߩㄝߩ㔡ᵴേ㧔2008ᐕ5㨪7㧘M҈4.0㧘ᷓߐ҇700km㧕
Fig.1(a) Seismic activity in and around the Hokkaido district (May – July 2008, M҈4.0, depth҇700 km)
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北海道地方とその周辺の地震活動(2008年8月〜10月，M≧4.0)
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図中の吹き出しは，陸域M4.5以上・海域M5.0以上とその他の主な地震

╙1࿑(b) ߟߠ߈㧔2008ᐕ8㨪10㧘M҈4.0㧘ᷓߐ҇700km㧕
Fig.1(b) Continued (August – October 2008, M҈4.0, depth҇700 km)
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Fig.2 The earthquake near Urup Island on July 6 2008
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Fig.3 Activity of low frequency earthquakes around Meakandake Volcano
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Fig.4 The earthquake around the Nemuro Peninsula on May 11 2008
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Fig.5

The earthquake off Urakawa on June 26 2008
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Fig.6 The earthquake east off Hokkaido on Aug. 14 2008
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╙7࿑ 2008ᐕ912ᣣ ㊖〝ᴒߩ㔡
Fig.7 The earthquake off Kushiro on Sep. 12 2008
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Fig.8 The earthquake in the middle northern part of Rumoi Subprefecture on Oct. 4 2008
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