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世紀 年⽉⽇ 巨⼤ ⽇本 南北アメリカ 注記
1801年5⽉5⽇ メキシコ、オアハカ ＊死者7⼈

1801年5⽉27⽇ 上総地震 - 久留⾥城が破損

1802年12⽉9⽇ 佐渡⼩⽊地震 ・M6.5〜7.0 ＊死者37⼈

1804年7⽉10⽇  象潟地震 ・M7.0±0.1 ＊死者500〜550⼈。象潟で2mの地盤隆起と3〜4mの津波。

1804年6⽉16⽇ ？ コロンビア、トリマ県（1805年6⽉16⽇と同じか） ＊死者212⼈

1805年6⽉16⽇ コロンビア、トリマ県で地震 ・M6.0 ＊死者200⼈

1806年3⽉25⽇ メキシコ中南部で地震 ・M7.5 ＊ハリスコ州・ミチョアカン州などで死者2,000⼈。

1808年12⽉4⽇  紀伊半島沖で地震 ・M7.6
＊深夜に2度の強い揺れ。紀伊半島から四国にかけて弱い津波。2004年の地
震に類似

1810年9⽉25⽇  男⿅半島で地震 ・M6.5±1⁄4 ＊死者60⼈

1811年12⽉16⽇ ◎ ニューマドリッド地震 ・M8.0クラス
（USGSによればMw 7.7）の地震が2回発⽣。

1812年1⽉23⽇ ◎ ニューマドリッド地震・M8.0クラスの地震

1812年2⽉7⽇ ◎ ニューマドリッド地震・M8.0クラスの地震
＊（過去には500年頃、900年頃、1450年頃にも同様の地震があったと推定
されている）。

1812年  ？ ベネズエラ・（3⽉26⽇と同じか） ＊死者40,000⼈

1812年3⽉16⽇ ？ ベネズエラ・（3⽉26⽇と同じか） ＊死者12,000⼈

1812年3⽉26⽇  ベネズエラ、カラカスで地震 ・M6.3 ＊死者20,000⼈

1812年12⽉7⽇
 ⽂化神奈川地震 ・M6 1⁄4±1⁄4⼜はM 6.4
震源は東京湾

＊神奈川宿を中⼼に死者多数

1812年12⽉8⽇
アメリカ、カリフォルニア州南部、
サンワンキャピストラーノで地震 ・M 7.5

＊死者50⼈

1812年12⽉21⽇ サンフランシスコ・M7.0 ＊死者1⼈
1813年3⽉30⽇ ペルー、イカ ＊死者32⼈
1816年7⽉2２⽇ メキシコ、グアテマラ・M7.6 ＊死者23⼈
1816年7⽉23⽇ グアテマラ、サンペドロソロマで地震 ・M7.6 ＊死者23⼈

1819年4⽉4⽇ ？ チリ、コピアポ・M8.0 ＊死者10⼈

1819年4⽉11⽇ ◎ チリ、コピアポ沖で地震 ・Mw 8.6（M8.3）

1819年8⽉2⽇
 ⽂政近江地震 ・M7 1⁄4±1⁄4⼜はM 6.9
伊勢・美濃・近江で地震

＊死者多数

1821年7⽉10⽇ ◎ ペルー沖で地震 ・M8.2 ＊死者160⼈

1821年9⽉12⽇ ⻘森県（⼋⼾・⻘森）

1821年12⽉13⽇ 会津（⼤沼郡）・M5.8 ＊死者多数

1822年11⽉19⽇ ◎ チリ、バルパライソ沖で地震 ・Mw 8.6 死者2,000⼈

1822年11⽉19⽇ ？ チリ、バルパライソ・M8.0（11⽉20⽇と同じか） ＊死者72⼈

1822年11⽉20⽇ ◎ チリ、バルディビア・M8.5 ＊死者多数

1823年9⽉29⽇  陸中岩⼿⼭で地震 ・M5.8〜6.0 ＊⼭崩れあり、死者 69⼈、不明4⼈。

1826年1⽉  ⼩笠原諸島近海で地震  ＊⽗島⼆⾒湾で津波の⾼さ推定6m

1827年11⽉16⽇ ？ コロンビア、ボゴタ・ネイバ・ポパヤン（下記と同じか） ＊死者250⼈

1827年11⽉16⽇  コロンビア・M7.0 ＊死者250⼈

1827年12⽉31⽇ ？ コロンビア、ポパヤン・カウカ（同年11⽉16⽇と同じか）

1828年3⽉30⽇ ペルー、リマ・アレキパ ＊死者30⼈

1828年12⽉18⽇  三条地震（越後三条地震）・M6.9 ＊死者1,681⼈。

1830年8⽉19⽇  京都地震 ・M6.5±0.2 ＊死者280⼈。⼆条城など損壊。

1831年8⽉11⽇ ？ ジャマイカ、etc (暴⾵⾬か） ＊死者3,000⼈

1833年5⽉27⽇ 美濃⻄部で地震 ・M6 1⁄4（震源は根尾⾕断層付近） ＊死者11⼈

1833年9⽉18⽇ ペルー、アレキパ・チリ・アリカ・タルカ・M7.5 ＊死者18⼈

1833年11⽉7⽇ ？ 能登、信濃（12⽉7⽇と同じ地震か） ＊死者多数

1833年12⽉7⽇ ◎  庄内沖地震（出⽻・越後・佐渡地震、天保4年⽻
前沖地震）・M 7 1⁄2±1⁄4（Mw 8、Mt 8.1）

＊死者40〜130⼈。能登半島・東北・北陸の⽇本海沿岸に津波。1964年新潟
地震の津波よりも規模が⼤きい。

1834年1⽉20⽇ コロンビア・エクアドル・M7.0 ＊死者80⼈

1834年2⽉9⽇  ⽯狩地震 ・M6.4
＊旧暦の1⽉1⽇に発⽣、イシカリ場所を中⼼に81⼾全半壊。JR札幌駅以北の
複数個所で液状化の跡が⾒つかっているため、M 6.5〜6.6という説もある。

1834年8⽉12⽇ ベネズエラ、メリダ ＊死者多数

1835年2⽉20⽇ ◎  チリ、コンセプシオン沖で地震 ・M8.4 ＊死者500⼈

1835年2⽉20⽇ チリ、ファンフェルナンデス諸島（上記地震の津波か）＊死者多数

1835年7⽉20⽇  宮城県沖地震（仙台地震、天保⼤津波 ）・M7.0程度 ＊死者多数。仙台城損壊、津波あり

1836年8⽉7⽇ ？ 仙台（7⽉20⽇の誤記か） ＊死者多数

1836年9⽉5⽇ ？ 仙台（7⽉20⽇の誤記か） ＊死者多数

1837年9⽉10⽇ ベネズエラ、サンタテレサ・デル・トゥイ、サンタルシア ＊死者少数

1837年11⽉7⽇ ◎ チリ南部、バルディビア沖で地震
Mw 8.5（Ms 8.0、Mt 9 1/4）

＊死者65⼈

1839年4⽉12⽇ ベネズエラ、クマナ ＊死者少数

1839年5⽉1⽇  釧路・厚岸で地震 ・M7.0程度 ＊国泰寺⾨前の⽯灯籠⼤破。津軽で強い揺れ。

1842年5⽉8⽇  ハイチで地震 ・M7.7 死者5,000⼈

1843年2⽉8⽇ リーワード諸島で地震 ・M7.8 ＊死者5,000⼈

1843年3⽉9⽇ ⾜柄、御殿場、⼋王⼦・M6.5 ＊死者多数

19 1843年4⽉25⽇  天保⼗勝沖地震 ・M7.5〜8.0 ＊死者46⼈。厚岸に津波。

1847年5⽉8⽇  善光寺地震（弘化⼤地震）・M7.4

1847年5⽉13⽇
 越後頸城郡
（現在の新潟県上越市⾼⽥付近：⾼⽥平野東縁断層）
を震源とする地震 ・M6 1⁄2±1⁄4

＊死者20⼈以上。善光寺地震の誘発地震。
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1847年8⽉27⽇ ？ 陸前（地震の記事なし、⾵津波か） ＊死者335⼈

1849年2⽉26⽇ コロンビア・ベネズエラ、タチラ州・M6.0 ＊死者40⼈

1849年5⽉3⽇ ベネズエラ、マラカイボ ＊死者少数

1851年2⽉2⽇ コロンビア、カルタヘナ ＊死者⼀部

1851年2⽉7⽇ コロンビア、カルタヘナ ＊死者多数

1851年4⽉2⽇ チリ、バルパライソ・カサブランカ・M7.2 ＊死者少数

1853年3⽉11⽇ ⼩⽥原地震（嘉永⼩⽥原地震）・M6.7±0.1 ＊死者約20〜100⼈

1853年7⽉15⽇ ベネズエラ、クマナ・M6.7 ＊死者800⼈

1854年7⽉9⽇  伊賀上野地震（伊賀・伊勢・⼤和地震）・M 7 1⁄4±1⁄4 ＊死者約1,800⼈

1854年10⽉11⽇ ？ 伊勢 ＊死者70⼈

1854年12⽉23⽇ ◎  安政東海地震（東海道沖の巨⼤地震）
 M8.4 (Mw 8.6）

＊死者2,000〜3,000⼈。房総半島から四国に津波、特に伊⾖から熊野にかけ
て⼤きな被害。ロシア船ディアナ号（プチャーチン提督来航）沈没。

1854年12⽉24⽇ ◎  安政南海地震（南海道沖の巨⼤地震）
 M8.4 (Mw 8.7）

＊死者1,000〜3,000⼈。紀伊・⼟佐などで津波により⼤きな被害（串本で最
⼤波⾼11m）。⼤坂湾に注ぐいくつかの川が逆流。道後温泉の湧出が数か⽉
間⽌まる。稲むらの⽕のモデルとなった津波。
安政東海・南海地震は32時間の時間差で発⽣した。両地震による死者の合計
は約3万⼈との説もある。余震とみられる地震は9年間で2,979回記録（『真
覚寺⽇記』）。

1854年12⽉26⽇  豊予海峡地震 ・M7.3〜7.5 ＊12⽉24⽇の地震の約40時間後に発⽣、スラブ内地震とされている。

1854年
富⼠⼭の噴⽕？ 安政東海地震発⽣直後、富⼠の⼭頂に異様な⿊雲がかかり、
8合⽬付近に多数の⽕が上がる様が眺められたという

1855年3⽉18⽇  ⾶騨地震 ・M6 3⁄4±1⁄4⼜はM 6.9 ＊死者少なくとも203⼈。⾦沢などでも被害。

1855年8⽉15⽇ 仙台（8⽉3⽇と同じか）

1855年9⽉13⽇  陸前で地震 ・M7 1⁄4±1⁄4

1855年11⽉7⽇
 遠州灘で地震 ・M7.0〜7.5
安政東海地震の余震。津波有り。

1855年11⽉11⽇  安政江⼾地震（安政の⼤地震） ・M7.0〜7.1 ＊死者4,700〜1万1,000⼈

1856年8⽉23⽇ ◎  安政⼋⼾沖地震 ・M7.5〜8.0（Mw 8.3） ＊三陸および北海道に津波。死者29⼈。三陸沖北部の固有地震

1857年1⽉9⽇ アメリカ、フォート・テジョン ＊死者1⼈

1857年1⽉10⽇ ◎ アメリカ、カリフォルニア州南部、
フォートテフォンで地震 ・M8.3（Mw 7.9）

＊死者3⼈。

1857年7⽉8⽇ 萩・M6.0

1857年7⽉14⽇ 駿河・M6.3 ＊死者9⼈

1857年10⽉12⽇  伊予・安芸で地震 ・M7 1⁄4±0.5 ＊今治で城内破損、死者5⼈。

1858年4⽉9⽇  ⾶越地震 ・M7.0〜7.1⼜はM7.3〜7.6
＊地震による直接の死者数百⼈、常願寺川がせき⽌められ後⽇決壊、それに
よる死者140⼈。

1858年7⽉8⽇ 東北地⽅太平洋側で地震 ・M7.0〜7.5

1859年3⽉22⽇ エクアドルで地震 ・M6.3 ＊死者5,000⼈。

1859年10⽉5⽇ ◎ チリ沖で地震 ・M8.0

1861年2⽉14⽇  ⽂久⻄尾地震 ・M6.0
＊愛知県⻄尾市から岡崎市にかけて最⼤震度 5強。内陸直下型地震、震源位
置が三河地震とほぼ同じで、安政東海地震の誘発地震。建築研究所特別客員
研究員の都司嘉宣が提唱。

1861年3⽉20⽇ アルゼンチンで地震・M6.8 ＊死者1万8,000⼈

1861年10⽉21⽇  宮城県沖地震 ・M6.4⼜はM7.2程度 ＊津波、家屋倒壊、死者あり。

1864年1⽉12⽇ チリ、コピアポ・ティエラ・アラリージャ ＊死者多数

1864年10⽉3⽇ メキシコ、ベラクルス・ソレダ・テワカン・オリサバ・M7.3 ＊死者20⼈

1868年4⽉2⽇ ◎  ハワイ諸島で地震 ・M8.0 ＊死者77⼈

1868年8⽉13⽇ ◎ ペルー、チリ北部沖、アリカ地震
Mw 8.9 - Mw 9.1（Mt 9.0）

＊津波による死者2万。⽇本・三陸に遠地津波の記録あり。

1868年8⽉14⽇ チリ、アリカ・M8.5（8⽉13⽇と同じか） ＊死者多数

1868年8⽉15⽇ コロンビア・エクアドル・M7.0（8⽉16⽇と同じか） ＊死者多数

1868年8⽉16⽇  エクアドル・コロンビアで地震 ・M7.7 ＊死者5万5,000⼈。

1868年8⽉17⽇ ？ エクアドル、イバラ(8⽉16⽇と同じか） ＊死者15,000⼈

1868年10⽉21⽇ アメリカ、カルフォルニア州ヘイワード・M6.8 ＊死者3⼈

1868年12⽉20⽇ メキシコ、コリマ・マンサ⼆ヨ ＊死者20⼈

1869年2⽉17⽇ ベネズエラ、サン・クリストバル・タチラ州 ＊死者少数

1869年3⽉6⽇ コロンビア・ベネズエラ、ボゴダ ＊死者少数

1869年8⽉15⽇ エクアドル、イバラ ＊死者32⼈

1870年6⽉26⽇ ベネズエラ、バルキシメト ＊死者3⼈

1870年5⽉11⽇ メキシコ、プエブラ・オアハカ・M7.9 ＊死者24⼈

1870年5⽉17⽇ メキシコ、オアハカ・オユトラン他 ＊死者102⼈

1872年1⽉27⽇ ？ 福島県相⾺

1872年3⽉14⽇  浜⽥地震 ・M7.1±0.2 ＊死者552⼈

1872年3⽉26⽇ ？ アメリカ、オーエンズバレイ・M8.0 ＊死者50⼈

1872年3⽉26⽇  アメリカ、ローンパイン ＊死者27⼈

1872年秋頃 ⼩笠原諸島近海で地震 ＊⽗島⼆⾒湾で津波の⾼さ推定3m

1873年11⽉22⽇ アメリカ、デルノース ＊死者27⼈

1875年2⽉11⽇
メキシコ、ハリスコ・
サン・クリストバル・デ・ラ・バランカ・M7.5

＊死者70⼈

1875年5⽉16⽇ ？ ベネズエラ、コロンビア（5⽉18⽇含む？） ＊死者16,000⼈

1875年5⽉18⽇ ？ コロンビア（下記5⽉18⽇と同じか） ＊死者461⼈

1875年5⽉18⽇ ベネズエラ・コロンビアで地震 ・M7.0 ＊死者1万6,000⼈



1877年5⽉9⽇ ◎ チリ北部沖、イキケ地震
Mw 8.6 - Mw 9.0（Mt 9.0）

＊死者2,000⼈?、最⼤波⾼24m。⽇本・三陸に遠地津波の記録あり（房総半
島で死者を含む被害）。

1877年5⽉9⽇ ？
チリ、ペルー・イロ・アリカ・モエンド・M8.0
（5⽉10⽇と同じか）

＊死者33⼈

1877年5⽉9⽇ ？ チリ、イキケ・タラパカ（5⽉10⽇と同じか） ＊死者多数

1877年5⽉10⽇ ◎ チリ、イキケ・タラパカ・M8.3 ＊死者多数

1877年5⽉11⽇ ＊北海道から房総の太平洋側（チリ地震津波）

1878年4⽉13⽇ ベネズエラ、クア・カラカス・M5.9（4⽉14⽇と同じか） ＊死者300⼈

1878年4⽉14⽇ ベネズエラ、クア ＊死者300⼈

1880年2⽉22⽇ 横浜で地震 ・M5.5〜6.0 ＊煙突多数倒壊。地震学会（現在の⽇本地震学会。世界初の地震学会）が
結成されるきっかけになる。

1881年10⽉25⽇  国後島で地震 ・M7.0 ＊津軽でも揺れる。

1882年7⽉19⽇
メキシコ、プエブラ・メキシコシティ・
オアハカ・ベラクルス・M7.5

＊死者7⼈

1882年9⽉7⽇ コロンビア・パナマ・グアテマラ・M6.5 ＊死者多数

★⽇本で地震観測網整備（１８８５年 観測所による地震報告開始）

1886年8⽉31⽇ チャールストン地震 ・M7.5 ＊死者約60⼈。

1887年5⽉3⽇ アメリカ、メキシコ・M7.4 ＊死者多数

1889年7⽉28⽇ 7⽉28⽇ 熊本地震 ・M6.3 ＊死者20⼈

1891年10⽉28⽇ ◎  濃尾地震 ・M8.0、
濃尾平野北⻄部などで最⼤震度7相当と推定

＊死者・⾏⽅不明者7,273⼈。根尾⾕断層の発⽣

1892年4⽉19⽇ アメリカ、バカビル・M6.4 ＊死者1⼈

1892年12⽉9.11⽇ ⽯川県・富⼭県で地震 ・M6.4（9⽇） ＊弱い津波。死者計2⼈。

1893年6⽉4⽇ ⾊丹島沖地震 ・M7.7 ＊⾊丹島で2m〜3mの津波

1894年3⽉22⽇ ◎  根室半島沖地震 ・M7.9 - 8.2（Mt 8.2） ＊死者1⼈。北海道・東北に津波。

1894年4⽉29⽇ ベネズエラ、メリダ・M7.1 ＊死者400⼈

1894年6⽉20⽇  明治東京地震 ・M7.0 ＊死者31⼈。

1894年10⽉22⽇
 庄内地震 ・M7.0、
⼭形県庄内地⽅の⼀部で最⼤震度7相当と推定

＊死者726⼈

1895年1⽉18⽇ 霞ヶ浦付近で地震 ・M7.2 ＊死者6⼈

1896年1⽉9⽇  茨城県沖で地震 ・M7.3

1896年6⽉15⽇ ◎  明治三陸地震（三陸沖地震）・M8.2〜8.5
（Ms 7.2〜7.9、Mw 8.5、Mt 8.6）

＊津波地震、死者・⾏⽅不明者2万1,959⼈

1896年6⽉16⽇ 三陸沖で地震 ・M7.5 の地震が2回発⽣ ＊明治三陸地震の最⼤余震

1896年8⽉31⽇  陸⽻地震 ・M7.2、⼀部地域で震度7相当と推定 ＊死者209⼈

1897年2⽉20⽇  宮城県沖地震（仙台沖地震）・M7.4 ＊地割れや液状化、家屋に被害。

1897年8⽉5⽇ 三陸沖で地震 ・M7.7（Mw 7.8） ＊宮城県や岩⼿県で津波により浸⽔被害。

1898年4⽉23⽇ 宮城県沖で地震 ・M7.2 ＊北海道から近畿にかけて有感、岩⼿県と宮城県の県境付近で被害。

1898年9⽉1⽇ ⽯垣島東⽅沖（多良間島沖）で地震 ・M7.0。

1899年3⽉7⽇  紀伊⼤和地震 ・M7.0⼜はM6.9
＊⽊ノ本・尾鷲で死者7名、三重県を中⼼に近畿地⽅南部で被害。
深さ40〜50kmのフィリピン海プレート内の地震

1899年9⽉10⽇ ◎ アラスカ州で地震 ・Mw 8.3（M 8.0）

1899年11⽉25⽇ ⽇向灘で地震 ・3時34分にM7.1、3時55分にM6.9

1899年12⽉25⽇ アメリカ、サンジャッキント・ヘミト ＊死者6⼈

1900年5⽉12⽇ 宮城県北部で地震 ・M7.0 ＊死傷者17⼈、家屋などに被害。

＊⾚⾊の太⽂字は、M8以上の「巨⼤地震」もしくは、M9以上の「超巨⼤地震」を指す。

（出典）Wikipedia より。 https://ja.wikipedia.org/wiki/地震の年表_(⽇本)
（出典）宇津徳治⽒「世界の被害地震の表」 より。 http://iisee.kenken.go.jp/utsu/
（出典）被害地震年代表(PDF版) より。 http://niigatanosora.web.fc2.com/kindle-hon/higaizishin.pdf
（出典）JICE・ 国⼟技術研究センター より。 http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary12
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