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関東・中部地方とその周辺の地震活動（2008年5月～10月）
Seismic Activity in and around the Kanto and Chubu Districts
(May – October 2008)
気象庁 地震予知情報課
Earthquake Prediction Information Division, JMA

今期間，関東・中部地方とその周辺でM4.0以上の地震は141回，M5.0以上は24回，M6.0以上は5
回であった．このうち最大は，2008年5月8日に茨城県沖で発生したM7.0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）5月8日 茨城県沖の地震（M7.0，最大震度5弱，前巻(第80巻)参照 1)，第2図）
2008年5月8日01時45分に茨城県沖でM7.0（最大震度5弱）の地震が発生した．この地震により
負傷者6名の被害があった（住家被害なし，総務省消防庁調べ，5月8日確定報）．この地震の発震
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．
この地震では本震発生の4日前から前震活動が発生していた．この地震の震源付近では，過去に
約15～20年毎に1回程度の割合でM7前後の地震が発生しており，数時間～2日間程度の前震活動を
伴う傾向が見られる 1)．
余震活動は当初，前震活動領域から本震発生領域にかけての地域で発生していたが，次第に周
囲に広がっていった．5月10日以後は本震発生領域で余震発生が少なくなった．5月31日にM5.1（最
大震度2）の地震が発生し，一時的にやや活発となる時期はあったが，徐々に減衰してきている．
6月10日09時03分のM4.5（最大震度1）の地震以降，M4.0以上の地震は11月末現在まで発生してい
ない（第2図）．
（2）7月5日 茨城県沖の地震（M5.2，最大震度5弱，第3図）
2008年7月5日16時49分に茨城県沖の深さ50kmでM5.2（最大震度5弱）の地震が発生した．発震
機構は西北西－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．この地震の震源付近では，2008年6月22日にもM4.2（最大震度３）の地震
が発生している．この地震の震央の南東約30km付近には地震活動が活発な領域があり，最近では
2005年10月19日にM6.3（最大震度5弱）の地震が発生している．
（3）その他の主な地震活動（第4～8図）
発生年月日
震央地名
2008年
5月 1日
千葉県東方沖
5月 9日
千葉県北西部
7月21日
小笠原諸島西方沖
8月 8日
神奈川県東部
10月14日
千葉県北東部

規模(M)
4.6
4.6
6.4
4.6
4.3

深さ(km)
36
74
492
30
27

最大震度
4
3
1
4
4

（第4図）
（第5図）
（第6図）
（第7図）
（第8図）
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関東・中部地方とその周辺の地震活動（2008年5月〜7月，Ｍ≧4.0）
2008年7月21日
28km M5.2 (CMT)

2008年7月19日
32km M6.9 (CMT)

2008年7月19日 2008年7月22日
19km M5.5 30km M5.5 (CMT)
2008年7月21日
27km M6.1 (CMT)

2008年5月2日
45km M5.1 (CMT)

2008年6月13日
13km M4.7

2008年5月16日
356km M5.0 (CMT)

2008年5月8日
01時02分 60km
M6.4
01時16分 18km
M6.3 (CMT)

2008年5月9日
74km M4.6

2008年5月1日 2008年7月5日
50km M5.2
36km M4.6

01時45分 51km
M7.0 (CMT)

5.0≦M＜6.0：9回
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࿑(a) 㑐᧲ਛㇱᣇߣߘߩㄝߩ㔡ᵴേ㧔2008ᐕ5㨪7㧘M҈4.0㧘ᷓߐ҇700km㧕
Fig.1(a) Seismic activity in and around the Kanto and Chubu districts (May – July 2008, M҈,
depth҇700 km)
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関東・中部地方とその周辺の地震活動（2008年8月〜10月，Ｍ≧4.0）

2008年9月21日 2008年10月8日
71km M4.8
63km M4.7

2008年8月20日
45km M4.6

2008年10月30日
86km M5.1 (CMT)
2008年8月22日
56km M5.2

2008年8月8日
30km M4.6

2008年10月25日
46km M5.0
2008年10月16日
28km M4.2

2008年10月14日
27km M4.3

2008年10月12日
26km M4.2

2008年9月6日
419km M5.6

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)

㪄㩷㪉㪏㪊㩷㪄

㧡㧤ᣣ ⨙ၔ⋵ᴒߩ㔡㧔㔡ᵴേ㧕
㔡ᵴേߪᓢߦޘᷫ
  ᐕ㧡㧤ᣣ  ᤨ  ಽߦ⨙ၔ⋵ᴒߢ⊒↢ߒߚ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧡ᒙ㧕ߩ㔡ߩ㔡ᵴേߪ㧘㧡
 ᣣߦ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧞㧕ߩ㔡߇⊒↢ߒ㧘৻ᤨ⊛ߦ߿߿ᵴ⊒ߣߥࠆᤨᦼߪߞߚ߇㧘ᓢߦޘᷫߒ
ߡ߈ߡࠆ㧚㧢  ᣣ  ᤨ  ಽߩ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧝㧕ߩ㔡એ㒠㧘/ એߩ㔡ߪ⊒↢ߒߡ
ߥ㧚
㔡ᄩಽᏓ࿑㧔 ᐕ  એ㒠㧘ᷓߐ 㨪MO㧘/҈㧕
㧔 ᐕ㧡એ㒠ߩ㔡ࠍỚߊ␜㧕

ᧄ㔡

㗔ၞ㨍ౝߩᤨⓨ㑆ಽᏓ࿑㧔᧲ᣇะᛩᓇ㧕
㧔 ᐕ㧡એ㒠㧘/҈㧕
᧲


㧡
㗔ၞ㨍

⊒㔡ᯏ᭴⸃ߪోߡ %/6 ⸃

㗔ၞ㨍ౝߩ㔡ᵴേ⚻ㆊ࿑㧘࿁ᢙⓍ▚࿑

㧢

㧔 ᐕ㧡એ㒠㧘
   /҈㧕

╙2࿑ 2008ᐕ58ᣣ ⨙ၔ⋵ᴒߩ㔡㧔㔡ᵴേ㧕
Fig.2 Seismic activity of aftershocks for the earthquake off Ibaraki Prefecture on May 8 2008
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Fig.3 The earthquake off Ibaraki Prefecture on July 5 2008
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Fig.4 The earthquake east of Chiba Prefecture on May 1 2008

㪄㩷㪉㪏㪍㩷㪄

㧡㧥ᣣ ජ⪲⋵ർㇱߩ㔡
 ᐕ㧣  ᣣ / ߩ㔡㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧡ᒝ㧕ઃㄭ㧘/
㔡ᄩಽᏓ࿑㧔 ᐕ  એ㒠㧘ᷓߐ 㨪MO㧘/҈㧕
㧔 ᐕ㧡એ㒠ߩ㔡ࠍỚߊ␜㧕

࿁ߩ㔡

㗔ၞ㨍

  ᐕ㧡㧥ᣣ  ᤨ  ಽߦජ⪲⋵ർ
ㇱߩᷓߐ MO ߢ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧟㧕ߩ
㔡߇⊒↢ߒߚ㧚ߎߩ㔡ߪࡈࠖࡇࡦᶏࡊ
࠻ߣᄥᐔᵗࡊ࠻ߩႺ⇇ઃㄭߢ⊒↢
ߒߚ㔡ߢࠆ㧚⊒㔡ᯏ᭴ߪർ㧙ධ᧲ᣇ
ะߦജゲࠍᜬߟဳߢߞߚ㧚
࿁ߩ㔡ߩ㔡Ḯઃㄭ㧔㗔ၞ㨎㧕ߪ㧘/
એߩ㔡߇ᤨߤߥࠆߔ↢⊒ޘ㧘㔡ᵴേ
߇ᵴ⊒ߥ㗔ၞߢ㧘ᦨㄭߢߪ  ᐕ㧣 
ᣣߦ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧡ᒝ㧕ߩ㔡߇⊒↢ߒ
ߡࠆ㧚
㗔ၞ㨎ౝߩ㔡ᵴേ⚻ㆊ࿑㧘࿁ᢙⓍ▚࿑

㗔ၞ㨍ౝߩᢿ㕙࿑㧔᧲ᣇะᛩᓇ㧕
㗔ၞ㨎

㧔 ᐕ㧝એ㒠㧘/҈㧕

࿁ߩ㔡

㔡ᄩಽᏓ࿑㧔 ᐕ㧤એ㒠㧘ᷓߐ 㨪MO㧘/҈㧕

࿁ߩ㔡

  ᐕ㧤એ㒠ߩᵴേࠍࠆߣ㧘࿁ߩ
㔡ߩ㔡ᄩઃㄭ㧔㗔ၞ㨏㧕ߢߪ㧘/ એ
ߩ㔡߇㧢࿁⊒↢ߒߡࠆ㧚ᦨᄢߩ㔡ߪ
 ᐕ㧥  ᣣߩ /㧔ᦨᄢ㔡ᐲ㧡㧕ߩ
㔡ߢࠆ㧚
㗔ၞ㨏ౝߩ㔡ᵴേ⚻ㆊ࿑

㗔ၞ㨏

╙5࿑ 2008ᐕ59ᣣ ජ⪲⋵ർㇱߩ㔡
Fig.5 The earthquake northwestern part of Chiba Prefecture on May 9 2008
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Fig.6 The earthquake west of the Ogasawara Islands on July 21 2008
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Fig.7 The earthquake east part of Kanagawa Prefecture on Aug. 8
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Fig.8 The earthquake northeastern part of Chiba Prefecture on Oct. 14 2008
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