
龍雲について その２

１９７８年１月１４日 伊豆大島近海地震 Ｍ７．０
奈良盆地での龍雲の確認から２日後の発生

鍵田先生は、昭和２３年（１９４８年）６月２６日に、奈良市で黒ずんだ蛇のような異様な雲を見て、

大きな地震があると直感していた時に、病気の御見舞に来てくださった野村万作奈良県知事ご夫妻に

そのことを伝えました。そして、２日後の２８日に福井大地震（ Ｍ７．１ 死者３７６９人）が発生しました。

以降、地震雲の研究を始められ、奈良市長になられてからは、当時の奈良気象台長が投稿した記事で

ナマズ市長として有名になり、地震雲の存在が世の中に広まってゆくようになりました。

九州大学の真鍋大覚先生と２人３脚で、官・学のアカデミズムと対立しつつ地震雲研究の普及に奮闘

されましたが、アカデミズムに認められることはなく、阪神大震災の３ヵ月前に ご逝去されました。

私は１９８０年に、新聞で鍵田先生の「地震雲特集記事」を見て地震雲の存在を知り、

その後に、低空に道路を通したような黒ずんだ縞模様の雲を大阪平野で見て、その２日後に雲の延長

方向の伊豆半島近辺で大きな地震があったのがキッカケで地震雲研究に熱中するようになりました。

（１９８０年６月２９日 伊豆半島東方沖 Ｍ６．７） 鍵田先生には、奈良市役所へ一度会いに行った

ことがあり、その時に 『これが地震雲だ』の著書を頂きました。

大阪平野から奈良盆地に入り、東進している龍雲

元奈良市長 鍵田忠三郎先生の本の龍雲

『これが地震雲だ』 （３５ページ～４０ページ）

力強く輝く不気味な白帯雲は大地震を予告する

昭和５３年１月１４日の伊豆大島近海地震（マグニチュード７．０）は、私が直接たくさんの市民を前にして

予告した２度目の地震でした。 前々日の１２日に奈良市商工会議所の５階で、私の後援会である

忠山会の会合があり、壇上で閉会のあいさつをしていた時です。 午後５時ごろ、ふと見ると西の方の

窓ガラス越し、生駒山頂に、異常な色の夕焼けが見えた。 しかもその夕焼けの中に、

くっきり、力強い一条の筋雲が、白く輝きながら走っているではありませんか。 これはまちがいなく、

しかも力強い地震の前兆です。



低空には他の雲もあり、普通こんな時には力が弱まるんですが、他の雲を無視して現れた

ような強さでした。 ２５０人ぐらいの市民代表がいたが、私は思わず言いましたね。

「みなさん、あれをご覧ください。 あれが私のいう地震雲です。

よく見ておいてください。このような力強い地震雲に出会うことは、

一生のうちにそう何度もありません。 だいぶ力が強いから大きな地震が

起きます。 よく見ておかれたらよいでしょう」と。

私としては淡々といったつもりだが、みんなが窓際に走り、騒然としました。

このころには、雲の長さ（長いほど地震発生が確実）、現れている時間

（長いほど震源地が近い）などからだいたいの地震の発生方向、距離、

発生までの時間が推定できるようになっていた。 そこで「大きな地震の前兆

ではあるが、雲の延長方向である関東か九州方面でしょう。

あすになれば、だいたいの方向もわかります。

奈良では、あまり影響はないでしょう。」と付け加え、みんなに席にかえってもらった。

居合わせた市会議員が、市長がつまらんこといい出しよった。 市長という立場におって、なんたること。

あたらんかったら、どうするんや。 格好つかんやないか、と心配したり忠告してくれた。

急いで帰宅し、すぐ九州大学の真鍋先生に連絡をとり全国で異常に気温の高いところを調べてもらった。

このころには真鍋先生の研究でわかったのだが、全体の気象の流れの中で、そこだけが離れ島のよう

に異常に気温の高いところ、また不自然に低気圧が居座っているところ、地震はそんなところに

起きやすい。

大地震のあと雷雨や豪雨に見舞われたケースがあるが、地震の直前に大地と空とが非常な緊張状態

にあって、いわゆる「あらしの前の静けさ」を保ったあと地震発生により不調和の均衡が破れ低気圧に

よる豪雨となって、一挙に大地の調和動作がされるということでしょうか。 １３日朝も連絡をとり、

雨が降っておらずに気温の異常に高いところ伊豆あたりが該当した。 地震雲の力強さを考えると

マグニチュード７以上が想像されると、真鍋先生と話あっていた。 とろが伊豆大島近海では１３日夜

から群発地震に見舞われ、１４日朝には大島で震度４が３回もきた。 地震の強さ、真鍋先生の調べた

伊豆方面と周辺地との気温差から考えると、どうも、まだ大きなのがきそう。

そんな話を交わしていると午後零時２４分にどかんときた。 大島、横浜で震度５、東京、静岡が４、

北海道から四国まで揺れ、被害は伊豆半島を中心に２０数人の死者を出した。

鉱さい堆積場のえん堤が崩れてシアンを含む泥流が狩野川へ流れ出るなどの災害も誘発した。

『決定版 これが地震雲だ』 （３１ページ～３３ページ）

「地震雲」ということばが初めて世に出たのは、『現代の怪奇』（大陸書房）という本です。 この本の中の

「地震を予知する奈良市長」－－－これが文章になって、雲によって地震を予知するということが、

発表された最初のものです。 これは堀清一という奈良の気象台長（当時大阪気象台課長）が書かれた

ものです。私は昭和４２年に奈良市長になりましたが、当時金曜会という奈良市の長だけで組織する会

がありました。 その会で食事中に隣に座ったのが堀気象台長、しかし何の話も話題もないものだから、

雲で地震を予知する方法でも教えましょうかと言えば、それをぜひ教えてくれ、といわれたものだから

教えてあげた。 それで３度ほど「地震がどこに起こりますよ」と知らせてあげた。 その時分はもう地震

発生の時期も力もわかるようになっていたし、どこで起こるというのもわかりますから、地震がどこで、

震度が何で、何日におこりますと言えば、そうしたら必ず起こった。
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訃報 剣禅一如の武人市長 鍵田忠三郎氏逝く 剣道時代1995．1月号

元奈良市長、元衆議院議員、奈良県剣道連盟会長、奈良県なぎなた連盟会長、勲三等瑞宝章

鍵田忠三郎氏（かぎた・ちゅうざぶろう）が去る10月26日、心不全のため奈良県天理市の天理よろづ

相談所病院で亡くなった。 享年72歳。

告別式は29日午後2時から奈良市北御門町の五劫院でとりおこなわれた。

喪主は二男、忠兵衛氏（奈良市大宮町6の9の1）、葬儀委員長は大川靖則奈良市長。

『決定版 これが地震雲だ』 鍵田市長の大きな地震の予知例の要約

◎ 昭和５３年（１９７８）６月１２日 宮城県沖地震 Ｍ７．４ （死者２８名 負傷者１万人ほど）

２日前に、西南西から東北東に伸びる長大な白帯雲を見て、水道局の予算査定で集まっていた

３０人ほどの水道局幹部を前にして、「大きな地震雲が出ている。 みんなも見ておきなさい。

これは東北地方の地震だと思う。 ２日以内に起こる大きな地震だよ。」 と予告する。

◎ 昭和５７年（１９８２）３月２１日 北海道 浦河沖地震 Ｍ７．３ （負傷者１６８人）

２日前に、奈良市の北空に、力のある４～５条の雲が平衡して出ているのを見て、過去の経験から

直角方向の北海道が震源だと判断し、市役所の事務所の人たちに「２日後に北海道で大きな地震

があるぞ」 と伝える。

◎ 昭和５８年（１９８３）５月２６日 日本海中部（秋田沖）地震 Ｍ７．７ （１０ｍ津波 死者１０４人）

６日前の２０日に、黒灰色の帯状雲が奈良の南北方向に出る。 市役所の１４～５人の人に

「５月末までに東北でマグニチュード７以上の地震が起こる」 と伝える。

３日前の２３日に、断層状の地震雲が東西にも、南北にも出る。 大安寺の遍路会で、２２０人の

人々の前で「満月の２７日前後に、マグニチュード７以上の地震が東北か北陸で起こると思う。」

と伝える。 河野清晃大安寺住職が「そんなことを言って当たらなければどうするのか」と心配

されるが、地震後に市役所まで来て、「言われた通り起こりました。 すみませんでした」とお詫びを

言われる。

そういうことを、私に言わないで『現代の怪奇』という本に書かれたのです。

この本は昭和４５年（１９７０）３月２９日発行ですが、その当時私は市長をしていたものですから、

「ナマズ市長」として評判になってしまったのです。

その後、地震を予知する市長というので、今から１０年ほど前に九州朝日放送（ＫＢＣ）から出演依頼が

ありました。 ぜひテレビに出演してほしいということでしたが、私は市長をしていたので断りました。

そうしたら電話で出演してほしいということになり、承諾しました。 そのとき電話で対談したのが、

九州大学の真鍋大覚先生でした。 それが真鍋先生との地震雲研究を通じてのおつきあいの始まり

だったし、地震雲がテレビで報道された始めだったのです。

それから真鍋先生が訪ねて来られて御縁ができて、今日までずっと真鍋先生との友情も続くし、

雲による地震予知の共同研究も続けているわけです。
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葬儀には鍵田氏の数々の功績と人柄をしのび、政財界をはじめ武道関係者、

そして氏を慕う市民など3千名を越える人々がかけつけ、涙ながらにそのひつぎを見送った。

その葬儀風景は、剣と禅で練り上げた高邁な人柄と果敢な行動力をもって奈良に一時代を画した

″真の武人〃を送るにふさわしいものであった。

鍵田氏は大正11年、奈良市北御門町に生まれた。父親とは早くに死に別れ、

育ての親は県議会議長を務めた祖父・忠次郎氏。 学徒出陣し海軍中尉で終戦を迎えたが、

戦火に散った友人や仲間を思い、終生剃髪姿で通した。

27歳で県議会議員に当選。一期務めた後、実業家になり奈良の東山に全国初の有料道路を開設する

など開発事業を次々に手がけた。 44歳で第十七代奈良市長に就任。 4期12年にわたり市政を担当。

58年から一期、衆議院議員。 政治家、実業家として独創性を発揮。

「個性」 「アイデア」 「実行」 の人であった。 人口流入で破たん寸前にあった水道供給の課題解決

に全国で初めての新住民の入市制限を断行。 「し尿」「ごみ」「火葬場」といった最大の懸案を解決。

10年間にわたり赤字だった市の財政を3年で黒字に転換。

健康増進と古米処理のため「みそづくり」を奨励。 「やすらぎの道」を整備。

全国に先がけて奈良市の「福祉都市」宣言。 「新平城京」のまちづくりを目指して新庁舎の移転

建替えを実行し、平城京の千分の1の復元模型を完成・展示。国際文化都市をめざして韓国・慶州市、

スペイン・トレド市、中国・西安市など海外歴史都市と友好姉妹都市提携。

地震雲による地震予知等々、並の行政マン、政治家では思いもつかない先駆的な創意を駆使

してユニークな施策を次々と打ち出し、活力を失っていた奈良を見事によみがえらせた。

武道に関しては、中央武道場を建設。 この武道場は、次代を背負う青少年たちに心身を大いに

鍛練させ、武道の心を体して国のために斥くす勇気と思いやりのある立派な日本人になってもらおう

という願いを込めて計画された。 柳生の正木坂道場が芳徳寺の橋本定芳老師の力で再建されていた

ので、宝蔵院槍術の道場の生まれ変わりとし、宝蔵院の精神とともに一剣興国の武道の隆盛をこの地

によみがえらせんとの思いもあった。

武道場開きには当時の全日本剣道連盟名誉会長木村篤太郎、同会長石田和外両先生も来賓として

出席し、木村先生は居合、石田先生は宝蔵院槍術の型を披露した。

こうして政治家、実業家として次々に独創性を発揮した氏は、「信念の人」「庶民派」「アイデアの人」

として市民から絶大な人気を集めた。

しかし「人の道を盛んにすること」「虚栄を排し正しい人間社会をつくる」「いっさいの詐謀のない

言いわけのない行政」を市政の目標に置き、不正を断固として許さず、正義を貫いた氏のやり方

に対して、敵意をむき出しにしたのが暴力組織であった。 暴力追放を口にし、敢然と暴力と対決

姿勢を見せた氏を暴漢が襲ったのである。

ある朝、市役所に到着した氏をめがけて、階段の踊り場から一人の大男が木刀を振りかざして

せまった。その瞬間、氏の頭にひらめくものがあった。 それは、眼前の男の腕前は初段ぐらいで

たいしたことはない、ということと、「突きには出よ」という剣道の教え。 そのひらめきにしたがって、

とっさに逃げずに階投を二段ほどかけ上がった瞬間、頭上に打下ろされた木刀を左手の上膊部で

受け止め、相手の胸ぐらをつかんで階段の下に引きずり下ろした。

その時、剣道の心得がなく、相手の攻撃に対してひるんで後ずさりでもしていたら、もっと大きなケガ

をしていただろうし、場合によっては生命も危なかっただろう。

まさに「突きには出よ」「絶体絶命のときには前に出よ」の教訓の正しさを身をもって体得したのである。

（中 略）
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死を覚悟の乞食行脚

鍵田氏は38歳の時、医者から死の宣告を受けた。

若くして患った胸の病が軍隊から復員してから悪化し、死を待つ以外にない状態となった。

医者は本人には2年の命と告げたが、実際には2ケ月ももたないと見られていた。

氏は中学時代から禅寺に通って坐禅を続けていたが、死ぬ時には、托鉢をしながら人知れず異郷の

山河で死にたいとの希望をもっていた。

丁度、その時が来たと四国遍路を決意し、まだ寒い3月のお水取りの日、死の旅に出発した。

遍路の最初は阿波の国。 ここが発心道場。 次の土佐は修行道場。 その次の伊予は菩提道場。

その次の讃岐は捏磐道場。 その4つの道場を巡拝した。

氏の身体は、医者が医学的にはもうだめだという状態であったので、全体にだるく、呼吸困斡で心臓

の動悸は激しく、一里の道も歩ける状態ではなかった。

しかし多い日は一日9里も歩いたが、なかなか死は訪れない。

そして途中、土佐の二十七番神峰山にて休んで座っていると、そのまますうっと暗い世界に入った。

その時、これで死ぬんだなと思ったという。

その暗い世界の中で、氏は、いかなるものも犯すことのできない大きな生命に出会った。

それを見て、このような大生命がある限り、自分が勝手に死ぬの生きるのと言っているのは僭越至極

である。 全てこの大生命におまかせするべきだと直感した。

それで眼が覚めた。 極限の仮死状態から生き返ったのである。 それからは、夜が明けたように

目の前が一度に明るくなって、いくらでも歩ける。

大生命に出会い、生きる喜びを感じ、病気もいっペんに治ってしまったのである。

（中 略）

般若心経百方巻読誦

氏は若い時に禅寺で「一度死んでこい。大死一番せんと、本当のいのちと本性は見えないぞ」と、

宇宙を貫く大きな「いのち」 に徹見することを教えられたが、四国遍路で一度甦ったおかげで、

生病老死の四つの大病もすっかり治ってしまった。

その御縁として般若心経百万巻読誦を決心した。

（中 略）

こうしてついに昭和57年8月、南都大安寺で遍路会、参禅会、武道関係の人々等、九十九万九千

九百九十巻からあとの十巻を一緒に読誦し、百万巻の功徳を分かちあった。

22年6ケ月かけて百万巻の峠を越えた氏は、新たにもう一度、10年から20年かけてもう百万巻、

合せて二百万巻という前人未踏の目標に向かって、急がず、あせらず、一歩一歩、心静かに歩みたい

との誓いを立てた。 だが残念ながらその目標は、達成を目前にして病に倒れ、完遂ならず。

倒れる前日までに百九十八万三千五百五巻を読誦し、あと一万六千四百九十五巻を残すのみ

であった。 剣禅一如の修行により体得した武の精神をもって事業と行政に命をかけ、

われわれに真の人の道を示してくれた鍵田氏の死は、惜しみても余りあるものといえるだろう。

合唱
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地震雲研究の創始者 鍵田忠三郎先生 のこと

私は地震雲研究を始めた当初に、鍵田先生にお会いしてからは、観察した雲のことで鍵田先生に

電話で見解をお聞きすることを続けていましたが、大津氏と知り合ってからは、鍵田先生との交流を

しなくなりました。 しかし、このホームページ用の資料作りで、鍵田先生の信条や実績や生き様を

詳しく知ることができました。

死を宣告されていた病が遍路の旅で完治したことも奇跡的ですが、死を宣告されていた病の身で

遍路の旅に行かれた精神力も驚異的です。

そして、鍵田先生が、市政、武道、禅、読経、地震雲研究、などの全ての活動に、全身全霊で取り

組まれたことには、心から敬服いたしました。

鍵田先生は、地震雲日記を書きながら、地震雲研究を４０年以上も続けられました。

鍵田先生の本は、１９８０年と１９８３年に出版されました。 現在、数多くいる地震雲研究者や

地震雲マニアの多くの方が、鍵田先生の影響を間接的に受けていると言えるでしょう。

地震や気象学の専門家の方から見れば、鍵田先生の地震理論は科学性が希薄だと思われる

かもしれませんが、熱意をこめて実際の観天望気を４０年以上も続けられた経験則の中には、

自然界の真実の描写が数多く含まれています。

実際に何年も観天望気を続けていると、書物や観測機器データーによる学問では分からない、

自然の変化の不思議で神秘的な現象に遭遇し、この自然界には今の科学では未解明な現象が

あることが実感できます。

鍵田先生は、良かれと確信したことは必ずやり遂げた、信念の人でした。

奈良市政においても、他の市町村で前例のないことでも、数多く実行されています。

鍵田先生の地震雲研究は、当時の気象庁長官が、『地震雲は存在しない。 国際的にも地震雲は

認定されていない。』 と公に発表されたことが、マスコミで大きく報道されることなどもありましたが、

反面、多くの地震雲研究者や地震雲マニアの増加をもたらしました。

この、専門家の否定、マニアの増加、という図式は現在まで続いているようです。
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