
   研究履歴と今後の活動目標

私は今年の２月に６８歳になりましたが、30 歳代の 10 年間 ほどを 東大阪

市で観賞海水魚店を経営しながら地震予知の研究に打ち込みました。

地震雲と気象観測による地震予知研究です。

ある日の新聞で、雲で地震を予知する 奈良市長 鍵田忠三郎先生 の特集記事

を見たのがきっかけでした。

その数週間後の晴れた日の夕方に、低空に高速道路を浮かべた様な、終わり

の見えない、特異な模様の雲を見つけました。

鍵田市長の特集記事の写真のように、天空高く一直線に伸びている雲ではな

く、低空でしたが、今まで見たこともない、特異な模様の迫力のある雲でした。

そして、その１日半後の朝に、その雲のほぼ延長方向の伊豆半島沖で大きな

地震が発生し、かなりの被害が出たことを知った時に、道路の様な雲と地震と

の関連性を確信しました。（１９８０年６月２９日 伊豆半島東方沖 Ｍ６．７）

それから３年間ほどは、地震雲による地震予知研究に没頭しました。

海水魚の飼育技術向上にも情熱を注いでいたのですが、地震予知研究も本業

に支障がでるほどに時間と熱意を注ぎました。

毎日、何度も海水魚店の２階の瓦屋根に上がって、雲を観察しました。

西の空（阪神大震災の震源地方向）からやって来て、大阪上空を通過して東

進してゆく、龍のような雲（龍雲）と地震との関係を見つけ夢中になりました。

龍雲の発生は数か月に１度ほどでしたが、大きな龍雲が通過してゆくと、必

ず１～２日以内に東海、関東、東北のどこかでＭ６以上の地震が発生しました。

そのころ、観天望気の先達の大津久雄氏と知り合って、震源地によって異な

る龍雲の通過コースを詳細に教えていただき、東海から東北の間の、おおよそ

の震源地方向が予測できるようになりました。

大津氏からは、龍雲以外の多様な地震雲や月、空の色、夕焼け、霞などの変

化と地震との関係も学びました。

台風の進路と地震の不思議な関係も教えていただきました。

地震雲の存在は、鍵田先生のマスコミ活動などで世の中に知られるようにな

っていましたが、当時の気象庁長官や多くの専門家に否定され続けていました。

大津久雄氏は、私が知り合う以前に、当時の京都大学 地震予知観測地域セン

ター教授の 三木 晴男 先生（評価の高い「京都大地震」の著者としても有名）

と交流があり、三木先生から「いくら地震が予知できても科学的な理論がなけ

れば、世の中には通用しないから、私たちの図書室で好きなだけ専門書を見て

科学的理論を構築してはどうか。」といった内容のことを好意的に言われて、



専門書を見せてもらったこともあったそうですが、科学的法則に反する  ②

ような、独自の地震発生理論を構築してしまわれました。                    

私も雲による予知にある程度の確信を持てた時に、様々な組織に通知しまし

たが、予知を聞いてくださる方がいても、そうした時に限って、龍雲以外の地

震雲を基に作成した予知しかできず、予知には失敗しました。

そして、海水魚の飼育技術は、鳥羽水族館にも認められ、下請けで百貨店で

のミニ水族館の設営管理をまかされるほどになっていたのですが、夏場のミニ

水族館のシーズンは黒字でも、１年を通じては赤字で、資金不足と衰弱で店舗

を知人に譲渡した後は、地震研究も止めました。

阪神大震災や新潟県中越地震の後は、地震研究を再開しましたが、余震の期

間も短く、２ヶ月ほどで研究を止めました。

しかし、今回の東日本大震災は阪神大震災の 350倍ほどの規模であり、余震

の期間も規模も回数も桁違いでした。

大震災後の３ヶ月間ほどは、本業の通信業の営業業務に支障がでるほど余震

予知に没頭しました。

私にとっては、東日本大震災を契機に再開した気象による地震予知研究は、

長期間中断していた地震予知法を急速に進化させるものでした。

大阪平野上空の龍雲の通過が、阪神大震災 以降 なくなってしまったようで、

震源地の方向を知ることが難しくなっていましたが、大きな余震が頻発し、濃

密な検証ができました。

大阪での地震雲発生パターンが、阪神大震災以降に変化したようでしたが、

豊富なインターネットからの気象情報や投稿サイトの地震雲情報を加えること

ができて、今まで想像もしていなかった多くの経験則を知ることができました。

その結果、地震前兆雲の観察を重視していた昔とは異なり、インターネット

で知る気象の変化も重視するようになってゆきました。

しかし、気象学の基礎知識も学んでいない私には、気象の変化を予測するこ

とは困難でした。

地震が気象の変化と密接に係わって発生することは、多くの余震の検証の結

果 再確認できたのですが、低気圧、高気圧、寒冷前線、梅雨前線、気圧の谷、

などが織り成す、気象の変化の多様性には混乱いたしました。

３月４月に多かった、南下してくる強い寒気を帯びた寒冷前線の通過前後に

地震が発生していた時は、天気図を見るだけで地震発生時間を６～１２時間の

範囲に絞り込むこともできたのですが、５月になって寒冷前線の南下がなくな

り寒冷前線が東進してくるようになると、その経験則が通用しなくなりました。



天気予報で知る気圧の谷の通過時に、Ｍ５～Ｍ５.５クラスの地震が   ③

発生することが多いことも分かりました。

しかし、気象図を見ただけでは、気圧の谷の位置も分からないのです。

上空の寒気の強さも、気象図では分かりませんでした。

地震の発生前には、強い寒気の流入、寒冷前線の通過、気圧の谷の通過、低

気圧の通過などの気象の変化が生じていることが多いことを知りました。

気象状況に関係なく、「大地のひずみが臨界点にたっした時に地震が発生す

る」という、一般的に思われている科学的？な理由だけで大きな地震が発生す

るのならば、大雨や大雪や強風の最中に発生することもあるはずです。

通常の低気圧の通過中の降雨時に発生することもあるはずです。

しかし、そのような時にはＭ５.５以上の地震はほとんど発生しないのです。

低気圧に関しては、低気圧の通過直前か、通過後に北から寒気が入って発生

する、というのが基本パターンです。 通過中には発生いたしません。

なぜ、Ｍ５.５以上の地震の発生が、寒気の流入や、寒冷前線の通過中や低気

圧の通過前後に発生することが多いのかは、経験則では確かなことであっても、

科学的には謎でした。

しかし、２０１１年４月頃に、雷の発生の科学的理論を知って「上空に強い

寒気がある時、湿気と寒気の混合により、震源地の上空で発生する膨大な量の

静電気エネルギーが、静電誘導によって地表面に膨大な電気エネルギーを発生

させ、震源地に電気エネルギーを供給して地震の引き金になるのではないか」

と思うようになったのですが、科学的な証明などできる訳がないと思っていま

した。

しかし、２０１２年２月１０日にインターネットで読んだ、東京大学名誉教

授の上田誠也先生の講演記録 「地震予知研究の歴史と現状」 に、非常に興味

深い「電流による地震誘発実験」のことが紹介されていました。

ロシアの科学者が２.８キロアンペアの電流を地下に流し込む実験をしたと

ころ、２日ほど後に、流した電流の１００万倍ほどのエネルギーの地震が誘発

されたそうです。

百回以上の実験を重ね、「地下に流した電流が地震を誘発する何らかの仕組み

があるらしい」という結論になったそうです。

ロシアはソ連時代に、アメリカの人工衛星を打ち落とすために、強力な光弾

丸を発射させる目的で、高出力の発電機の開発を試み、その後、固体地球科学

の研究に活用されるようになったそうです。

この「電流による地震誘発実験」の情報は、私には衝撃的でした。

地震と気象の関係を科学的に解明するための重要な糸口だと思えたのです。



興味深いことに、噴火も地震と同様の気象状況の時に発生します。   ④

ロシアの科学者の実験のように、地下に流れた電流が、なぜ地震や噴火を引

き起こすのかは分かりませんが、地震や噴火の発生圧力が高まっている時、  

供給された電気エネルギーが地震や噴火の発生の引き金になることは確かなよ

うです。

今後、専門家の方が、キルギスのような実験をして、多くのデーターを検証

することを積み重ねてゆけば、更に詳しいことが分かるかもしれません。

２０１２年の３月１６日にインターネットで、気象庁の上空５，５００ｍ近

辺の高層天気図（５００hpa 天気図）の存在を知ってからは、―１８度～３６

度の上空の寒気層の動きに注目することで、大きな地震発生のタイミングをか

なり正確に予知できるようになりました。

上空５，５００ｍ近辺に、―１８度～３６度の強い寒気が流入している時に、

湿気を帯びた気流や気圧の谷などが通過する時、下層の湿気と上空の寒気が激

しく混合し、膨大な静電気エネルギーが発生することが分かったのです。

上空の寒気と下層の湿気が混合した時、豪雨や竜巻が発生することも多く、

２０１２年の５月には関東で竜巻被害も発生しました。

上空に寒気が侵入してきた時、大雪なのか、豪雨なのか、竜巻なのか、地震

なのか、などの判断は、気象の専門家の方が、検証を積み重ねてゆけば、解明

されてゆくと思っています。

発生したＭ５.５以上の地震を検証してゆくと、多くのケースで、強い寒気の

流入時か流入後１～３日以内に、発生していることが分かりました。

上空の寒気が強いほどマグニチュードも高くなる傾向がありました。

東日本大震災の時は、真冬並みの寒気の流入が２日～３日続き、－36度の寒

気線が震源地上空に侵入して発生していました。

（詳しいことは『上空の寒気と地震の関係』をお読みください。）

多様な気象の変化を分析し予報できる今の気象学のレベルの高さは素晴らし

いものです。

今のハイレベルな気象の観測と分析技術を駆使して本格的に地震の直前予知

に取組めば、何日何時頃にどの地域が、Ｍ５.５以上の地震が発生しやすい気象

状況になるのかならないのかを気象データを読み解くだけで判断できるように

なるのではないでしょうか。

更に経験を深めてゆけば、発生時間を３時間の中に絞り込んだり、発生場所

を５０Ｋｍ円内に絞り込める確率が次第に高まってゆくことを確信しています。

地震学、気象学という常識的な枠組みから飛び出して、「地震気象学」という

新分野を探求される気象の専門家や地震の専門家の方の出現を願っています。



２０１２年末頃から衛星写真の雲の形状の変化に注目した研究を    ⑤

始めるようになりました。      

衛星画像の特定の形状の雲の発生から震源地を特定できる可能性が高く、研

究を深めれば非常に有効な地震予知法となると思いました。

また、今年の４月から、過去の大きな地震の気象衛星画像からの検証をして

きましたが、特に台風と地震のミステリアスな関係性には、驚かされました。

１１月から５月までは、寒気層の南下が引き金となって大きな地震が発生し、

８月から１０月までは、大きな台風からの帯電雲の通過が引き金になって大き

な地震が発生することが多いことがわかりました。

（詳しいことは、『台風の雲と地震の関係』をお読みください。）

現在、地球上空で活動している気象衛星やＮＡＳＡ衛星の詳細なことは、私

には分かりませんが、専門家の方がその気になれば、日本上空の細密な雲の状

況をリアルタイムで写せるはずです。

衛星画像分析の専門家の方がその気になって地震予知に取り組めば、震源地

を特定したり、発生時間を絞りこめる可能性が非常に高いと確信しています。

「宇宙地震学」として本格的に研究をする方の出現も待ち望んでおります。

そして、今年の５月末に知った『ＦＮの高校物理』のホームページで学んだ

大気の電気についての真実は、私にとっては最も衝撃的でした。

このホームページのお蔭で、今まで私が研究してきた、地震雲、気象の変化、

電磁気現象などの研究分野を、統合した視点で考察できるようになったのです。

雲と大気と大地を、電気というキーワードで結ぶことができたのです。

（詳しくは、『地震雲の科学的考察』をお読みください。）

しかし、大気の電気については、まだまだ分かっていないことが多くあるのが

実情のようです。

近い将来に、大気や雲の電気についての研究が本格化してほしいものです。

「大気電気地震学」としての研究者の方が、現れてほしいものです。

地震雲観察と気象の変化と衛星写真分析と大気電気学による地震予知法こそ、

私の永年の地震予知研究の核心とも言えるものです。

しかし、「地震気象学」も「宇宙地震学」も「大気電気地震学」も、科学的証

明が困難なため、常識的な科学世界の認知を得ることは難しいことでしょう。

私は科学者としての地位や名分に関係のない所に居ますので、「科学的証明が

困難なこと」がどれだけの制約になるのかは、実感できませんが、社会的な地

位をお持ちの研究者の方には、非常に大きな制約になるのではないかと思って

おります。 しかし、繰り返し応用可能な法則性の発見過程は、科学的手法な

ので、いずれは世の中に認知されてゆくものと思います。                                 



電磁気学的地震予知法も、科学的説明は困難のようですが、      ⑥

「繰り返し応用可能な法則性」があり、今や地球規模で研究者が増えつつある

ようです。

日本は電磁気学的地震予知研究のパイオニアですが、最近では国家が支援す

る諸外国でも、多様な電磁気学的地震予知の研究が進んでいるようです。

数値やグラフでデーター化できる「電磁気による地震予知法」は、今後、地震

予知法の中心的なものの一つになってゆくことは確かなことでしょう。

国家としての充分な研究費を有力な「電磁気による地震予知法」に注ぎ込め

ば、更に精度の高い地震予知が可能になることでしょう。

今の地震学からは異分野の研究であり、科学的裏付けが乏しくとも、実用性

を重視して評価すべきではないでしょうか。

電磁気の発生に関して、「地震の前の圧力のかかった岩石の微細破壊によって

電磁気が発生し、様々な前兆現象を発生させる。」という科学的説明をされる方

が多いようですが、私は納得していません。

「地震発生時の大量の岩石破壊の直前や瞬間に、明確な電流や電磁波の発生

が検知されないことが、複数の権威ある組織の研究で明らかになっていること」

の事実を「岩石の微細破壊 説」では説明することができないからです。

５~７日ほど前だけに、電離層擾乱が発生することの説明もできません。

（私は、電離層下部の下にある大気の導電層の電気変化が電離層擾乱を引き

起こしているのではないかと思っているのですが、どうでしょうか。）

しかし、地震と電磁気との間に「繰り返し応用可能な法則性」 があることは

確かな事実です。

多くの研究者の方々の情熱と巨額の予算が注ぎ込まれた日本の地震の基礎研

究は、多様な分野で驚異的な成果を積み上げてきています。

ＧＰＳなどの観測による地震予知研究も非常に優れたものです。

地震の長中期予想も様々な方法で研究されていますし、地震発生後の速報シ

ステムは素晴らしく実用的なものです。         

東日本大震災を契機に、多様な研究が飛躍的に高まったようです。

しかし、地震の直前予知に関しては地震学では成果がでていません。

地震電磁気学による地震直前予知法の進歩は目覚ましいもので、すでに実用

段階に入っていますが、国からの支援はほとんどありません。                                 

今こそ、「地震の直前予知は不可能」という言葉の呪縛を解き、国家としての

地震予知研究の分野を、地下の研究以外へと広げる時期にきているのではない

でしょうか。



いつ発生するかもしれない東海地震は待ってはくれません。      ⑦

過去の歴史や地質の研究から南海・東南海・東海地震は１００年～１５０年

周期で連動して発生してきたことが分かっています。

１８５４年の江戸時代末期にも、東南海と東海が同時に発生し、３２時間後

に南海地震も発生しました。（安政の大地震）

しかし、太平洋戦争の終戦前後に 東南海地震（１９４４年）と南海地震（１

９４６年） は２年の間隔をおいて発生しましたが、東海地震だけが発生しませ

んでした。

１９７６年に、当時の東大地震研究所の石橋克彦先生（神戸大学名誉教授）

が「駿河湾地震説」を発表して東海地震の単独発生を警鐘し、官民での大規模

な防災対策が実施されるようになりました。

終戦前後の発生から、南海地震は６８年、東南海地震は７０年、しか経って

いませんが、東海地震は安政の大地震から １６０年 も経過しています。

私は、上記の情報や様々な情報から判断して、２０１５年末までに、遅くと

も２０１７年末までに、東海地震が単独で発生する可能性が高い、のではない

かと思っています。

発生すれば、巨大な津波が発生する可能性があります。

明日香地震気象研究所は今後、東海地震の予知に目標をおいて、「地震気象学」

「大気電気地震学」「宇宙地震学」に情熱を持って取り組んで下さる研究者の

方々を捜してゆきたいと思っております。

東海地震の被害を懸念されている方々が、常識的には考えられない地震予知

手法であっても、私の活動や「地震気象学」や「宇宙地震学」「大気電気地震学」

の研究者の育成に、資金面でのご協力をしてくださることを願っております。

そして、東海地震予知のための活動実績が、その後の大きな被害地震の予知

にも生かせると思っております。

また、富士山の小噴火か中噴火が、東海地震より早く発生する可能性もある、

とも思っております。

富士山噴火の短期予知は、専門家の方々の観測で確実に発表されるでしょう

から、その後の直前予知は、私の研究体制が整えば十分可能です。

私は、南海地震の発生は、約２５年後の２０４０年頃（＋－５年）になるの

ではないかと思っています。 （２０１２年９月２８日『地震予知研究国際フォ

ーラム』での（財）国際高等研究所所長 尾池 和夫 先生の講演『東日本の巨

大地震に学ぶ』から判断させていただきました。）

東南海地震も南海地震と同時か、前後して発生するのではないでしょうか。



「仕事との掛け持ちで、地震予知活動に充分な時間がとれないこと」や ⑧

「気象の変化の重要さを認識しながらも、気象学をほとんど知らないこと」

などから、最初の頃は満足のゆく「地震予知情報」を作成することができなか

ったのですが、２０１２年の３月１６日に高層天気図の情報を知り、２０１２

年の１０月末頃から、気象衛星写真や NASA 衛星写真の分析を始めたりして、

予知精度を高めてまいりました。

観天望気の時間が限られてはいましたが、地震雲の見方も、更に向上してま

いりました。

今年の４月１日に、高知大学 気象情報頁の気象衛星画像記録書庫を知り、

５月末に「ＦＮの高校物理」で大気電気を学び、更に信頼性のある予知情報を

作成できるようになったと思いましたので、当面の活動目標を 「地震雲情報」

の送信先を増やすこと と ホームページを充実してゆくことにいたしました。

「地震雲情報」は、無料で、送信先を伏せてＢｃｃでメール送信しています。

「地震雲情報」は、研究体制が十分になるまでは、一般の方々やマスコミに

配信してゆくことは考えておりません。

一般の方々には、防災の備えを充分にしておいて、地震のことは忘れて、有

意義な日常生活をおくっていただくことのほうが大切だと思っております。

「地震雲情報」は、今までどおり、地震・気象・大気電気・宇宙・防災の専

門家の方々に配信すると共に、東海地震の被害を懸念されている法人や一般の

方々や、地震予知に関心の強い方々にも、ご希望があれば配信してゆきたいと

思っております。

しかし、「地震雲情報」は予知精度を高めることと、私の研究を理解していた

だくことを目的とした実験的な試みであり、実際的な避難や防災活動を呼びか

けるものではないことをご了承ください。

しかし、十分な研究体制さえできれば、かなり実用的な地震直前予知が直ち

にできるだけの基礎研究はすでに積み重ねてきております。

最後に、未知なる分野の研究に、強い関心を持つことのできる若い高校生や

大学生の方々には、ぜひこのホームページを見ていただきたいと思っています。

このホームページは、今後も新しい研究項目を追加してゆくつもりです。

私の研究に関心を持たれた方が、私の研究を足掛かりに、想像力を駆使して、

大気電気や大地の電気などの自然科学の未知なる分野の研究を目指してくださ

ればと願っています。

しかし、多くの研究者の方々の努力の結晶である最先端の科学を充分に学ぶ

ことが大切なことは言うまでもありません。

平成２６年７月１日 明日香地震気象研究所


