
Ｍ６クラス以上の大きな地震が発生する場合、

２～３日前から直前にかけて、必ず発生する気象状況が、上空の寒気の流入です。

そして、ほとんどのケースで、７日前から前日の間に、低気圧の弧状の雲の通過、 噴き出し雲、

大型台風からの帯電雲の通過、 などが確認されます。

寒気の流入と地震との関係 につきましては、ホームページの

２０１４年６月１５日作成の 『 地震雲の科学的考察 』 で

詳しく解説していますので、下記に要点を抜粋いたします。

私は３４歳の時に地震雲の研究を始めたのですが、それまでの私は、高校の理科で学んだ知識や

日常生活で吸収した知識で、空間や大気については明確に理解できていると思っていました。

大気には、空気があって風が吹く。 空間を様々な電波が飛び交い、空の雲は水滴や氷でできている。

雷雲には電気が溜っていて、限度を超すと雷が落ちる。 などの思いを何の疑問もなく持っていました。

しかし、地震雲の研究を始めてからは、私の常識的な科学観では理解のできない、雲の形成や動きを

観察するたびに、「大気には、今の科学では認識できていない、何らかのエネルギーが存在しているに

違いない。」との思いを強めてゆきました。

そして、５月２９日（２０１４年）に、下記の「ＦＮの高校物理」のホームページの「雷の科学」の説明で、

大気そのものが帯電していることを知り、大きなショックを受けました。

私の永年の地震雲研究では、常に気象学の様々なデーターや本を参考にしてきましたが、

大気が帯電していることは、どこにも見当たらず、このホームページで初めて知ったからです。

大気そのものが帯電していて、高度が高くなるほど地上との電位差（電圧）も高くなる。

（晴天時は１万ｍ上空では２０万ボルト）という、解説を知り、地震雲の発生の謎を解く糸口が

見つかったと思ったのです。

大気が帯電していることが、１７００年代後半（２百数十年前）から知られ、研究されてきて、

今では高校の授業の教材にまでなるケースが多くあるのに、私が知らなかったこともショックでした。

大気の現象に特化した学問であるはずの気象学ですが、大気の帯電のことは重要視されていない

のでしょうか。 それとも、「大気電気学」の研究項目とみなされているのでしょうか。

また、雷雲には１～２億Ｖの電圧があることにも驚きました。 なんと１～２億ボルトなのです。

後略

上空に強い寒気が入ってきた時、下層の湿気をおびた暖かい空気との激しい攪乱が生じて、

膨大な静電気が発生するそうです。

例えば、雷雲と地上との電位差は、１～２億ボルトにもなるそうです。

２０１４年６月１５日作成



地震学は大地にフォーカスし、気象学や大気電気学は、大気にフォーカスしていますが、

現実の地球の電気は、大地と大気で分断されているわけではありません。

物質的には大地と大気は明確に区別できますが、電気に関しては境界はありません。

地震の発生が電気と深く関わっていることは、昔から言われてきた地震前の発光現象や、

ＶＡＮ法の研究などで明かなことですが、その仕組みはほとんど分かっていないようです。

ここでは、地震が電気と深くかかわって発生するという興味深い実例を紹介いたします。

私が、地震が電気と関係して発生することを知り、大きなショックを受けたのは、２０１２年２月のことで、

東京大学名誉教授 上田誠也先生の講演記録 『地震予知研究の歴史と現状』 （ ２００７年３月９日

日本学士会 ） をインターネットで閲覧した時でした。

上田誠也先生の講演記録の最後のほうに、『ロシアの科学者が地下に強力な電流を流したところ、

２日ほど後に地震が誘発されて発生した』、という内容のことが載っていました。

アメリカとソ連の冷戦時代に、アメリカは、宇宙から戦争をする「スターウォーズ計画」を進めていたそうで、

それに対して、ロシアは、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。

ロシアの科学者がキルギスで、２ ８キロアンペアもの電流を地下に流し込む実験をしたところ、翌々日

くらいから地震が増え、数日のうちに収まったそうです。 そして、流した電流のエネルギーよりも、

地震のエネルギーのほうが１００万倍も大きかったので、「流した電流の刺激で、溜まったストレスが

出るように地震が誘発される、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。

キルギスでの電流による地震誘発実験は、百回以上も実験しただけに、説得力があります。

以下は、上田 誠也 先生の講演（平成１９年３月９日）記録から抜粋させていただきます。

「地震予知研究の歴史と現状」 上田 誠也 ＜抜粋＞

（前略）

最後にちょっと面白いと思うことを一つ。

電磁気現象は単に前兆だけではなく、それ自体が地震を誘発しないのかということです。

もしそうだとしたら、それは地震制御につながるかもしれません。

昔の日本人はナマズを料亭にまねいてご馳走や美酒を振舞って暴れないようにさせるという賢明な？

ことをやっていた。 ロシア人も、そのようなことを考えました。

その当時はソ連領だったキルギスの天山山脈で２．８キロアンペアもの電流を地下に流し込む実験を

したのです。 日本では１００アンペアも地中に電流を流せば文句が出るでしょう。

幸い、人跡まれなところであったからできたのかもしれません。 百十何回も実験を重ねたのでかなり

信用できるのですが、翌々日くらいから地震が増え、数日のうちに収まる。

そして流した電流のエネルギーよりも地震のエネルギーのほうが１００万倍も大きかった。

ですから、電流が地震を起こしたのではなくて、電流が刺激して溜まったストレスが出るような仕掛けが

あるらしいという結論になりました。

（後略）

（日本学士院会員・東京大学名誉教授・東大・理・昭 ）

（本稿は平成 年３月９日夕食会における講演の要旨であります）



以上のように、大気や大地の電気をキーワードに地震や地震雲についての科学的アプローチ

を試みてきましたが、上記のキルギスの地震誘発実験のように、電気で地震が誘発されるのならば、

地震を誘発する電気はどこで発生するのか、という謎が浮かんできます。

上記に、大気の電気が変化する私の仮説を２つ述べましたが、私がかなりの確信を持っている理論が

上空への寒気の流入です。

私の３４年に及ぶ、地震検証の経験則からは、大きな地震の発生前には、必ずと言ってよいほど、

１日～３日前に強い寒気の流入があります。

多くの地震や噴火が、５０００ｍほどの上空に寒気が流入してから発生します。

低気圧や台風が通過して北から寒気が入って発生する場合や、

上空に強い寒気が入って大気の状態が不安定になって、１～３日後に発生する場合があります。

大雪の１～３日後に発生したりします。

観察事実としては、確信の持てる経験則だったのですが、なぜだかわかりませんでした。

２０１１年の４月頃に、インターネットで、雷発生の静電誘導の仕組み （寒気と暖気の混合で、雲中に

発生した膨大な静電気が静電誘導で地表に＋の電気を発生させる） を知り、寒気の流入によって、

上空で膨大な静電気が発生し、静電誘導で地表に＋の静電気が生じ、その電気が地下の電流となっ

て地震に影響をするのではないか、と考えていましたが、科学的に証明することなどできるわけがない

と思っていました。 そして、２０１２年２月１０日に上田誠也先生の講演記録でキルギスでの地震誘発

実験のことを知った時には、ほんとうにびっくりしました。

しかし、このたび、大気には常に空地電流が流れていることが分かったので、上空で発生した静電気

が直接、空地電流として地面へ流れて行くケースもあるのではないかと思っています。

単位面積当たりの空地電流が弱くとも、広大な地域の上空に寒気が流れ込み、広大な面積で

寒気と暖気の摩擦が生じ、広大な面積で空地電流が流れれば、流れる電気総量は膨大なものになる

のではないでしょうか。

以上の理論に関しては、あくまで仮説ですが、寒気の流入と地震との関係性 は、私にとっては、

数多くの検証を積み重ねてきた、ゆるぎのない真実です。

後略

以上が、上空の強い寒気の流入によって、広大な領域の空に、膨大な静電気が発生し、

その膨大な静電気が地震の引き金になるのではないか、

という仮説にいたった経緯です。

巨大台風の上空に噴き出た強い静電気を帯びた氷晶が、特異な雲を形成し、

時計回りに進行していって、はるか離れた震源地上空を、数時間通過してゆくことを確認したのは、

新潟県中越地震の検証をしていた時でした。

その検証をまとめたものが、２０１４年６月１５日作成の『台風の雲と地震の関係 その１』 です。

下記に、その一部を抜粋いたします。

２００４年１０月２３日発生の新潟県中越地震の７日前に、巨大台風からの帯電雲が

震源地上空を１４時間通過してゆきました。



広大な台風２３号の雲の全様
台風上空からの雲の流れ

善光寺平ライブカメラ から写した、台風２３号からの帯電雲

１６日１５時 可視

善光寺平ライブカメラ

１０月１６日１７時１０分 横浜ＢＫ 湘南から キレイナな空 チョット不気味です

ＫＳ ＳＫＹ ＲＥＰＯＲＴの「宏観現象画像掲示板」



台風の上空から噴き出た、膨大な氷晶や帯電雲が北上し、その一部が弧状を描きつつ、

震源地上空を１４時間も通過し続けた事実は、特異なことと思います。

異様なほどの真赤な夕焼けが生じるほど、この弧状の雲は帯電量が多かったのではないでしょうか。

自然現象には、必ず何らかの訳があり、何らかの法則が伴います。

この弧状の雲が、震源地上空を通過して行く時に、何らかの方法で、震源地に膨大な電気エネルギー

を供給したのではないでしょうか。

そのために、１４時間もの間、弧状の雲のルートが変わらなかったのではないでしょうか。

私はそう推察していますが、事実はどうなのでしょうか。

中越地震は、地震規模は Ｍ６．８とされていますが、大きな余震が頻発した大地震でした。

月 日 時 分 最大震度 強 時 分 最大震度 強

時 分 最大震度 強 時 分 最大震度 強

時 分 最大震度 強 時 分 最大震度 弱

時 分 最大震度 強 時 分 最大震度 弱

時 分 最大震度 弱 時 分 最大震度 弱

超大型台風２３号で発電された多量の帯電雲が、１０月１６日に震源地上空を１４時間も通過して

いったことは、確かな確認事実ですが、地震との関連性を証明する方法はありません。

寒冷前線の通過後、

北からの強い寒気の流入

１７時５６分

新潟県中越地震の発生

寒冷前線が北日本を通過

北日本に強い寒気が入る。

北海道門別町では竜巻

台風２３号から変わった

低気圧の通過後、

北から寒気が入ってきて

富士山では初冠雪

下の天気図は、２００４年１０月２３日の新潟県中越地震発生までの３日間のものです。

強い寒気が入ってきて、地震が発生しています。



次に、強い寒気が入ってきて、大きな地震が発生した実例として、東日本大震災 をとりあげます。

２０１１年５月と６月に作成した検証資料 が、データーでありますので、下に貼り付けます。

雪は止むが、気温は太平洋
側でも平年を下回る

三陸沖でＭ７．３発生
各地で強風
長岡市で３１．５ｍ/秒
金沢で２８．４ｍ/秒
この強風も大震災の前兆現象

強い寒気の流入
釧路上空で－４４．７℃
本州付近も真冬並の寒気

東日本大震災Ｍ９発生
当日の更に詳しい気象状況
を知りたいものです。

大きな地震の引き金になるのは、強い寒気の流入です。
Ｍ９の大地震には、その大きさに見合う異常な気象条件が発生していたはずだと
思い、当時の気象図を基に、素人ながら考察してみました。
気象の専門家の方ならば、更に詳細なデーターを基に意義深い分析ができると思います。

やはり、台風並の強風や真冬並の強い寒気など、地震の大きさに見合った異常な
気象状況が発生していました。

冬型の気圧配置で大雪
気温は真冬並の寒さに



気象予報士 松田 功 氏 の 高層気温解析図

３月９日１７時１分 山中湖

検証①で３月１０日の気象図に、強い寒気の流入のことが記されていましたが、
大震災発生日の、上空５，５００ｍの高層気温解析図が見つかりました。
３月１１日AM ９時には、上空の－３６℃の寒気が震源地上空まで南下していました。
この事実は 大きな地震と強い寒気の流入の関係 を証明するものと言えるでしょう。
東北には過去の映像を記録しているライブカメラがほとんどなく、過去の雲の記録を
確認できるインターネット自然研究所のライブカメラの多くが、３月は設備の交換期で
休止していたことが悔やまれます。

３月９日７時２６分 金沢市 （地震情報サイトＪＩＳ より）

東日本大震災は３月だというのに、真冬並みの気象状況が続いてから発生しています。

松田 功氏の上空５００ の高層気温解析図 は、３月１１日９時のものですが、

宮城県沖の震源地の近くまでー３６度の等温線が南下してきています。

－３６度線が震源地上空を通過してから、午後２時４６分に大地震が発生したものと思われます。



東日本大震災の４日前には、巨大な低気圧の弧状の雲が発生していました。

この弧状の雲の大きさは、他に類例がありません。

また、東日本大震災の最大余震の弧状の雲も、明確でスケールの大きなものでした。

ホームページの２０１４年１１月１日作成の 『東日本大震災の前兆現象』 から抜粋いたします。

東日本大震災ほどの巨大な地震の前兆現象が非常に少ないのは、不思議なことです。

私も地震雲研究を中断していましたので、全く雲を観察していませんでした。

震災後、地震雲研究を再開して前兆現象の投稿やライブカメラの記録を調べてみました。

しかし、動物の異常行動の報告は数多くありましたが、地震雲などの明確なものは

少ないものでした。

鮮明な映像の記録が残っている、インターネット自然研究所の東北のライブカメラの

ほとんどが、２０１１年３月は、機器の交換のため休止していたのは、悔やまれました。

地震雲の投稿写真も、震災前は非常に少ないものでした。

また、海域地震は、内陸地震に比べて、前兆現象が少ないものです。

しかし、今年の４月から始めた、気象衛星画像の記録庫からの検証で、

東日本大震災の４日前の画像に、他に類例のない巨大な弧状の雲を見つけました。

東日本大震災の４日前の弧状の雲 ３月７日に日本を横断していった低気圧の巨大な雲の縁に、

スケールの大きな弧状の雲 が震源地から吹き出るように発生していきました。

可視 赤外線

３月７日１７時 ３月７日１８時

２０１４年１１月１日 作成



東日本大震災 最大余震

平成２３年４月７日２３時３２分

地震発生の５日前の４月２日の赤外線画像。

震源地から吹き出るように発達していき、

７時～２０時までの１３時間ほどの間、存在していた長大な弧状の雲

弧状の雲も、内陸に近い地震ほど、明確に出るようです。

７日後の４月１１日には、

福島県浜通り Ｍ７．０ 震度６弱 も発生しています。

赤外線

阪神大震災 の場合は、気象衛星画像や前兆雲写真などは、ありませんでしたが、

気象図がありましたので、 『阪神大震災と新潟県中越地震の気象状況』 で検証しています。

強い冬型気圧配置が続き、 東京・大阪では今冬初の冬日、高層気温は稚内でー４８．１度

という気象状況の後に発生しています。

大雪の期間の終盤に発生 という、冬場に多い発生パターンでした。

２００３年 十勝沖地震 Ｍ８．０ は、『台風の雲と地震の関係 その３』 で詳しく検証しています。

２００８年 岩手・宮城内陸地震 は、『２００８年 岩手・宮城内陸地震の検証』 で詳しく検証しています。



２０１６年１１月１２日 明日香地震気象研究所 松本安生

地震発生時の気象状況で、最も多いのが、低気圧の通過後、１日以内に発生 というパターンです。

低気圧の通過後に、北から寒気が入ってきて、発生するのです。

東日本大震災 後の、数多くの余震を検証していると、

低気圧の通過直前に発生 というパターンが時々発生したのには驚きました。

その理由が分かるまで、時間がかかりました。

低気圧の通過直前に発生 というパターンが発生するのは、東日本の地震ばかりだったので、

上空の寒気が強い地域では、低気圧の接近によって、南から湿気を帯びた大気が、震源地に流入して

暖気と冷気が撹拌して、膨大な静電気が発生するからに違いない、と思い至ったのです。

同じ原理で、東日本の地震に多かったのが、気圧の谷の通過が引き金になって発生するという

パターンでした。

低気圧の通過後に寒気が入ってから地震が発生するのも、

低気圧の通過後に湿気を帯びた大気が存在している時に寒気が入ってきて、

寒気と暖気が撹拌し、膨大な静電気が震源地上空に発生して地震が発生するのだと思います。

冬場に多いのが、阪神大震災のような、降雪期間の終盤に発生 というパターンです。

西高東低（西に高気圧、東に低気圧）の冬型気圧配置が続き、北から寒気が入り続いて雪が降り、

降雪の終盤に発生するのです。

２～３回ほど冬型気圧配置が続いた後の発生、というパターンもあります。

北海道や東北北部の地震にあるパターンで、上空に強い寒気を帯びた低気圧の、通過直後に発生する

というパターンもありました。 北からの強い寒冷前線の接近で発生というパターンもあります。

以上の理論に関してましては、あくまで私の仮説ですが、

上記の低気圧の通過後１日以内に地震が発生する という現象などは、

非常に多くの地震と気象の関係を検証してきた結果の、確かな確認事実なのです。

低気圧の通過中、降雨のさなかには、ほとんどと言っていいほど大きな地震が発生しないことは、

多くの方々が経験的に知っておられるでしょうが、

このことも、地震が気象状況と深く関わっていることを、証明してるのではないでしょうか。

２００８年 岩手・宮城内陸地震 の吹き出し雲

地震３日前の「吹き出し雲」

広大なスケールの雲の吹き出しでした。

６月１１日７時から１２時まで、

吹き出しは５時間、続きました。

２００８年６月１４日８時４３分

岩手・宮城内陸地震 Ｍ７．２ 震度６強


