
東海地震の予知について

明日香地震気象研究所の今の活動目標は、東海地震やＭ７以上の被害地震を予知して、

人命被害の減少に尽力することです。

しかし、私は、「一般の方々は、防災の備えを充分にしたうえで、日常の生活では地震の

ことは忘れて過ごすべきだ」と思っております。

「常に地震のことを思い浮かべることは、恐怖心をあおるばかりで、心身の健康にはマイ

ナスになる」との思いを持っています。

明日香地震気象研究所が発信する地震雲情報の予知精度が更に高まって、多くの方々が

地震雲情報を知ることになってからも、このことはお伝えしてゆくつもりです。

今の段階でも、「地震雲情報の警告なしに、大きな地震が発生することは、ほとんどあり

ません」と言えるほど、予知レベルは高まっています。

「大きな前兆が発生しない間は、地震のことは忘れて日常生活を楽しんでください」とお

伝えすることは、非常に大切なことだと思っております。

しかし、被災想定地域では、十分な防災訓練が非常に重要なことは確かなことです。

通常の場合、最初の大きな前兆は、６日～８日前に発生いたします。

そして、気象状況を分析することで、地震発生日を１日～２日の期間に絞り込むことがで

きます。 この１日～２日の期間だけ、防災に集中して地震に備えればよいのです。

気象による地震直前予知は、地震発生日を１～２日に絞りこめることが最大の利点です。

気象の専門家の方にアドバイスを受ければ、６時間～１２時間に絞り込めるようになって

ゆくと思っています。

発生場所の特定も、気象衛星画像を詳細に検証することや、多くの方々の地震雲報告を検

証することで、確実に精度が増しつつあります。

将来的には、気象の専門家の方々が、予知の検証をするようになれば、震源地特有の気象

状況の分析などから、震源地の特定の精度も増してゆくことでしょう。

現時点で、おおまかなのが地震規模の特定です。

地震雲や気象衛星画像の雲の形状と寒気の程度から地震規模を推定していますが、精度を

上げるには、更に多くの経験を積む必要があると思っています。

私は、東海地震は単独で、２０１５年末までに、遅くとも２０１７年までに発生するので

はないかと思っています。

その理由は「過去の研究履歴と今後の活動目標」にも書いていますので、抜粋します。

『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（１９４６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。』

また、２０１２年９月に開催された、『地震予知研究国際フォーラム』での尾池和夫先生

（（財）国際高等研究所所長、京都大学名誉教授）の講演『東日本の巨大地震に学ぶ』にも

南海地震の発生時期の予測に関しての項目がありますので、抜粋させていただきます。

『 南海トラフ地震の予測

次に南海トラフ巨大地震が起こった場合、東北ではプレートがだんだん沈降していって

地震のときにポンと隆起するという現象が海底で起こりましたが、室戸岬ではプレート境界

が非常に陸地に近いので、その様子が見られるわけです。 現在プレートは沈んでいます。

そして巨大地震とともにはね上がるので、室戸岬にある室津港は浅くなります。

すると漁船が出入りできなくなるので、江戸時代からずっと漁師が海の深さを港で測って

います。 このデータは非常に有効に使えます。

１７０７年、宝永の大地震でポンとはね上がりました。

そして再び沈んでいって、安政の地震のときに 1.3ｍ上がりました。

そしてまた沈んでいって昭和の地震のときに 1.15ｍ上がったことがわかっています。

同じように沈んではね上がるとすれば、次は２０３８年という答えが出てくる、という

データです。

地震は活動期と静穏期を繰り返すので、統計モデルをつくって現在起こっている小さい地

震を全部入れて分析すると、図７のグラフのように今の統計モデルに当てはまります。

ここから次の南海地震を予測しても２０４０年ぐらいになります。

独立したデータからから出てくる予測が合うわけなので、これはコンセンサスが得られて

いるので、２０４０年ごろに次のプレート境界大地震が起こるであろうと考えられます。 』

２０４０年は、昭和の南海地震からは９４年後になります。

南海地震が１００年から１５０年周期で発生してきたことからも整合性があります。

以上のような情報からも、東海地震は、単独発生の可能性が高いと判断しています。

東日本大震災の発生までは、南海地震の発生の緊迫性を唱える専門家がいなかった

という事実にも着眼するべきです。



平成１４年７月に、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が制

定され、予防対策から発災時の応急対策、復旧・復興対策までを視野に入れた東南海・南海

地震防災対策のマスタープランとして、「東南海・南海地震対策大綱」が平成１５年１２月

に中央防災会議で決定されました。

東日本大震災の発生までは、内閣府も東南海・南海地震は東海地震とは区別して考ていて、

東海地震ほどの緊迫性をもって対策されていなかったのです。

東日本大震災の発生後に、南海トラフ大地震に対する専門家の研究が本格化し、新たな発

見を基に、２０１３年に、南海・東南海・東海が連動したＭ9.1の「南海トラフ大地震」と

いう最悪のケースを想定した国の内閣府の予想と防災対策が公表され、マスコミが大きく報

道する風潮が続きました。

東日本大震災が、過去数千年の期間での最悪のケースのひとつであっただけに、内閣府は

被害の及ぶ県市町村や集客の多い施設などに、最悪のケースを想定した防災対策を、最悪の

ケースであることを強調せずに、いつ発生してもおかしくない緊急課題のように、早急に講

じてゆくように要請してゆきました。

しかし、内閣府が昨年に発表した、

『平成２５年３月１８日 内閣府（防災担当）南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次報

告）のポイント ～施設等の被害及び経済的な被害～』

の資料の中には下記の注釈が入っています。

『 ３．今回の被害想定の性格（巨大地震・津波と被害想定をどう捉えるべきか）

（１）モデル検討会で想定された南海トラフ巨大地震は、最新の科学的知見に基づく最大

クラスの地震である。

明確な記録が残る時代の中ではその発生が確認されていない地震であることから、

一般的に言われている「百年に一度」というような発生頻度や発生確率は算定できず、

千年に一度あるいはそれよりもっと低い頻度で発生する地震である。

（２）このように発生頻度が極めて低い地震ではあるが、東日本大震災の教訓を踏まえ、

「何としても命を守る」ことを主眼として、防災・減災対策を検討するために想定し

たものである。 』

しかし、この注釈の項目は、まったく注目されなかったようです。

そのため、今では、一般のほとんどの人々や多くの知識人までもが、Ｍ9.1の南海トラフ

大地震は、いつ発生してもおかしくない、という思い込みを持ってしまっているのです。

想定外の大きさの東日本大震災の被害の大きさから、過度に南海トラフ大地震の脅威を

喧伝した内閣府の政策が、日本国民に与えた心理的被害は甚大です。

確かに、Ｍ9.1という最悪のケースの想定は、最新の科学技術を用いて、海底地層の痕跡

の分析などから導き出した科学的なデータに基づいたものです。 過去数千年の多くの南海

トラフ大地震の中の最大のケースのデータであることは事実だと思います。



しかし、私は、次の南海地震に限っていえば、２０４０年頃に、Ｍ8.0前後の南海地震が

発生する可能性が最も高い、と 尾池和夫先生の講演内容などを参考にして判断しています。

１８５４年の安政南海地震はＭ8.4で、１９４６年の昭和南海地震はＭ8.0です。

東南海地震が南海地震と同時発生するのか、それとも、南海地震に前後して発生するのか

は、定かでありませんが、２０４０年前後の発生になる可能性は高いと思います。

前回は南海地震の２年前の１９４４年に単独発生（Ｍ7.9）しています。

Ｍ9.1 の最悪のケースを想定した、「南海・東南海・東海が連動した南海トラフ大地震」

の脅威がマスコミを通じて何度も報道されてゆくうちに、四国沖の南海大地震の脅威がクロ

ーズアップされすぎて、東日本大震災の発生までは、最も発生の可能性が高いとされてきた、

東海地震の単独発生の脅威に対する世の中の注目が薄らいでいるようです。

東海地震の最悪のケースを考えることが、最も現実的なことではないでしょうか。

２０１５年は東日本大震災から４年目になります。

２００４年のスマトラ沖大地震Ｍ9.1の発生の１年後に、スマトラ沖近辺でＭ8.6、3年後

にＭ8.5の大地震が発生したように、東日本大震災の影響で、数年後に大きな地震が発生す

る可能性が高まったことは、多くの地震の専門家が大震災直後から警鐘してきています。

房総半島沖大地震、富士山噴火、東海地震 などの発生が危惧されてきました。

今年になって、「糸魚川―静岡構造線断層帯」周辺の噴火や地震が発生してきました。

９月２７日には、「糸魚川―静岡構造線断層帯」の西方の御嶽山が噴火し、１１月２２日

には、「糸魚川―静岡構造線断層帯」の北側の神城断層が動き、長野県北部地震Ｍ6.8 が

発生しました。

「糸魚川―静岡構造線断層帯」の南側近辺には、富士山、駿河湾 があるのです。

以上の様な、地震歴史や近年の地震噴火状況から最悪のケースを考えると、東海地震は

単独で、２０１５年末までに、発生する可能性が高い と思っています。

私が東海地震に特に注目するのは、震度６弱から６強の強震域が非常に広範囲に及ぶこと

と、大きな津波を発生させる可能性もあるからです。

大きな津波による人命被害が恐ろしいことは、誰もが知っています。

しかし、たとえ東海地震の予知ができたとしても、多くの方々に有効に予知情報をお伝え

することができる仕組みが創れていなければ、人命被害の減少に尽力することができません。

気象による地震予知法は、科学的な推論に基づいているのですが、公の科学者の方々や公

の組織の賛同は得ていません。

これまで、多くの知識人や科学者や公の主要なポストにおられる方々に、私の研究内容を



お知らせしてきましたが、好意的なお返事を頂いた方々はおられますが、私の研究を

「肯定している」と表明して下さった方が、一人もおられないのが実情です。

故 奈良市長 鍵田忠三郎先生が始められた「地震雲研究」は、過去約４０年間、地震学者

の方々や気象庁の方々から批判され続けてきました。（「龍雲について その２」参考）

過去４０年間で、官学のアカデミズムで「地震雲」を肯定すると表明された方は、非常に

少ないのではないでしょうか。

官学のアカデミズムに在席する方々にとっては、例え「地震雲」の可能性を感じていても、

そのことを公表することはアカデミズムからの批判という非常に大きなリスクと向き合う

ことになることでしょう。

しかし実際に雲を観察している地震雲研究家やマニアの方には、そのリスクはありません。

最初は思い込みが先行し、的外れな判断をすることはあっても、観天望気の経験を積むほど

地震雲の識別眼を高めてゆくようです。

なぜなら、実際に、永年 観天望気をして、雲と発生地震との関係を検証していると、

自然界の真実の法則性が垣間見えてくるからです。

最も多い地震雲批判派の方々の意見は、「地震雲らしきものを見て、その後に、日本の

どこかで地震が発生しても、日本では毎日のように地震が発生しているのだから、当たった

ことにはならない」という批判のようです。

しかし、多くの地震雲研究家は、毎日のように発生している小さな地震は予知の対象にし

ていないのです。

机上の地震雲批判家の方が、どれほど科学的な識別眼をお持ちであろうとも、どれほど

気象学に精通しておられようとも、実際の観天望気をされない方の批判は的を外れています。

現場に行って見ることが真実を知るための基本であることは、優れた企業経営者の方々が

実践しておられることでもあると思います。

地震雲に関して、気象庁のホームページのＱ&Ａでは、

地震雲はあるのですか？ という問いに、下記のように答えています。

『 雲は大気の現象であり、地震は大地の現象で、両者は全く別の現象です。

雲のたなびく向きは、上空の気流によって支配されています。

気流が地形の影響を受けることはありますが、地震の影響を受ける科学的なメカニズムは

説明できていません。 「地震雲」が無いと言いきるのは難しいですが、仮に「地震雲」が

あるとしても、「地震雲」とはどのような雲で、地震とどのような関係であらわれるのかが

科学的な説明がなされていない状態です。 』

現在の気象学では、全ての雲の形状は、湿気、温度の変化、地形などの要因が絡み合って

空気の流れ（気流）の変化で形成されてゆく、という科学的理論で推察しています。

しかし、実際に永年、観天望気をしていると、この「気流の変化」という推論が通用しな

いと思われる雲の模様の変化になんども遭遇します。（「地震雲の観察事実 その１」参考）



私は、地震雲発生の科学的な仕組みについては、大気が帯電していることが、解明の糸口

なると思っております。

上空１００ｍの大気では、地上との電位差が約１万ボルトあり、上空１万ｍでは、

約２０万ボルト（間違いではありません、２０万ボルトです）に帯電していて、電気が多様

に変動していることが、地震雲の発生と関係しているのではないかと思っています。

（大気の電気の計算式は積分なので、１００ｍで１万Ｖ、１万ｍで２０万Ｖになります。）

「ＦＮの高校物理」ホームページの「雷の科学」 及び 「ファインマン物理学」岩波書店

第９章「空中電気」から学ばせていただきました。

詳しいことは、「地震雲の科学的考察」をお読みください。

ここでは、大気の電気の測定実験の実例を紹介いたします。

『 「ＦＮの高校物理」ホームページの「雷の科学」よりの抜粋

宇田道隆編著「科学者寺田寅彦」日本放送出版協会(1976年刊)
P130－気球に集まる電荷の測定－より  

飛行船の胴体に静電荷が集まる原因を考えればいくつかあった。

そして、電荷が集まった証拠は時々見られた。 飛行船は着陸する時、水素を抜いて、

ドシンと地面にぶつかることはしない。

徐々に下降して来て、４～５０ｍの高度で着陸索というロープを先ず落す。

それを下で待っている兵隊が掴んで、ゆっくり引き降すのである。 こんな時、

どうかすると、最初にロープを掴んだ兵隊か電撃を受けてひっくり返ることがある。  

これは飛行船に電荷が溜っている証拠である。 中略

一体これ等がどの位になるのか誰も測った人がなかったので、その測定をやって見るこ

とにした。 万一のことがあってはならないので、飛行船は使わないで繋留気球を使うこ

とにした。    中略

実験の当目は晴天で、時々雲が地面に影を落して流れていった。

抜山先生は当然であったが、寺田先生までおいでいただいたのには感激した。

計器の接続が終り、気球隊長の号令一下繋留索はするすると伸ばされて気球は中空に浮

んだ。 すると、電位計の瓢箪形の針は左右にゆれながら上って行った。

索の長さは１００ｍのマークの処でひと先ず止められた。

気球は尾部を左右に振りながら浮んでいる。

電位計の指度は８０００ボルから１００００ボルト（正確に覚えていない）位の間を往

復している。 計器の尖っているところからジージーと放電する音が気味が悪かった。

私の予想以上の高電圧だった。 寺田先生が握り拳を導線に近づけられた。

パチと音がして細長い火花が先生の拳に飛んだ。 先生はいたずらを見付けられた子供

の様なばつの悪い顔を我々の方に向けられニヤリとされた。 』

  以上のように、大気が帯電していて、雲も帯電しているという事実から、地震雲の科学

的な解明は、将来の「大気電気学」の専門家の方の研究に期待いたしております。



私は地震発生の引き金を引くのも、大気の電気だと推論しています。

詳しくは「上空の寒気と地震の関係」に書いていますが、要点を抜粋いたします。

『 私は東日本大震災後、頻繁に発生したＭ５以上の余震を数多く検証してきました。

そして、寒気を帯びた寒冷前線や気圧の谷の通過前後に、Ｍ５.５以上の地震が発生する

ケースが非常に多いことに気づきました。湿気と寒気が混合し、上空に帯電雲が多い気象状

況の後に、Ｍ５.５以上の地震が発生する場合が多いことにも気づきました。

３０年ほど前に、地震予知に没頭していた時にも、寒気が充分に入ってから地震が発生す

ることは経験的に知っていました。

そして、平成 23年 4月頃に、雷発生の仕組みをインターネットで検索して「寒気と湿気

の混合摩擦により、雲の底部にマイナスの静電気が発生し、静電誘導で地表面近くにプラス

の静電気を発生させる」ことを知りました。

そこで、「湿気と寒気が混合し、震源地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近くに多量の電気エネルギーを発生させ、地下の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。」のではないかと思いついたのですが（平成２３年４

月１８日作成「観察日記作成の目的とお願い」参考）、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、東京大学名誉教授の上田誠也先生

（プレートテクトニクス研究の第一人者で、プレートテクトニクス及び動的地球観を世に

広めたことで知られています。その後、ギリシャのＶＡＮ法や電磁気による地震予知法の

普及に努められています。）の日本学士院での講演記録を読んで驚きました。

『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。

以上のように、「強い寒気の流入により、広大な地域の上空で発生した電気エネルギーが、

静電誘導により、広大な地域の地表面に、膨大な電気エネルギーを発生させ、地下の震源域

に影響を与え、地震を誘発する」、と考えていました。

しかし、今年の（２０１４年）５月末に大気電気について多くのこと学び、今では「大気

を流れる空地電流によって、上空の電気エネルギーが地表に流れる」のではないかと思って

います。 』

「地震予知研究の歴史と現状」上田誠也先生 から抜粋させていただきます。

『  （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 』

強い寒気の流入によって、上空で寒気と暖気の湿気が混ざり合い、爆弾低気圧が日本の上

空で発生して、雷や竜巻や豪雨や豪雪を発生させてきました。

雷雲は、１～2億ボルトに帯電しています。 １～２億ボルトです。

同様に強い寒気の流入によって、寒気と暖気が混ざり合い、上空で発生した電気が静電

誘導や空地電流によって地表や地下に流れ、地震の引き金になるというのが私の推論です。

現在の地震学で解明されている、プレートテクトニクス理論やアスペリティー理論や

地下の断層の歪が、地震発生の根本原因なのですが、それらの歪が臨界点まできている時

に、引き金を引くのが、広大な地表面から地下に流れた電気だと思えるのです。

阪神大震災も、その冬一番の寒気の流入後に発生していますし、東日本大震災も 3 月な

のに、真冬並みの寒気の流入後に発生しています。

地震も噴火も地震雲も大気の電気と密接に関係して発生すると思っています。

電離層下部の電磁気的現象も、大気の電気の変化が関与しているのではないでしょうか。

私の研究内容をより効率的に多くの人に伝えるために、今年の４月にホームページを作成

し、研究内容のエッセンスを掲載することにいたしました。

掲載件数を増やしてきて、今ではご覧のようなボリウムになっています。

私の友人、知人にも、ホームページを閲覧してもらいました。

私の研究は学問的な科学法則を基本にした研究なのですが、あまりにも常識的な科学観か

ら逸脱しているように思える内容なので、理性がついてゆけなかったのか、それとも地震に

関心が薄かったのか、完読されなかった方が多かったようです。

そのことは残念ではありましたが、無理もないことだと思っております。

永年 地震雲を研究してきた私でさえ、気象衛星画像の「台風や低気圧の弧状雲と地震と

のスケールの大きな関係」を知った時には、理性がついてゆけず戸惑いました。

そして、多くの事例を検証して、やっと確信することができたのですから。

詳しいことは「台風の雲と地震の関係」をお読みください。



「最高レベルの地震の専門家が、多くの国家予算を使って地震予知の研究をしているのだ

から、素人の研究は趣味の範囲を越えない方がよい」と言う忠告を、好意的にしてくださる

友人・知人もおられました。

日本では、地震の直前予知は不可能と判断していて、地震の短期直前予知研究の国家予算

も微々たるもので、地震の直前予知研究の国家予算がゼロということは、一般の人には伝わ

っていないのです。（２０１２年度の短期直前予知研究の国家予算は１８９８万円です。）

今は、このホームページ存在を知っている方は、非常に少ないと思います。

しかし、このホームページの存在が広まるにつれて、地震被害を切実に心配しておられる

方や地震被害の減少に尽力するご意志のある方の中から、私の予知方法の可能性を感じ、

賛同してくださる方が増えてゆくだろうことは確信いたしております。

２０１５年末までに東海地震が発生する可能性が高いと思っているだけに、東海地震の発

生までに、どのような直前予知情報の伝達の仕組みを構築できるかは、私の緊急課題です。

地震や火山や気象の専門家の方以外でも、東海地震や首都地震の被害を切実にご心配して

おられる方や、地震災害の減少に貢献したいとのお志を持っておられる方 にも、是非、

このホームページを詳細に閲覧していただきたいと思っております。

そして、納得していただければ、地震雲情報を無料で受け取り、ご検証していただきたい

と願っております。

地震雲情報の送信は、支援金の寄付が交換条件ではございません。

地震雲情報の送信は、地震の直前予知を切実に必要としておられる企業や、強震地域や

海岸沿いにお住いの方々などに、有効に直前予知情報を発信するための準備でもあるのです。

気象の専門家の方のアドバイス受けて、予知精度を高めてゆくことも急がねばなりません。

出来るだけ多くの時間を観天望気や前兆情報の入手に当てる必要もあります。

静岡県の要所に、高性能のライブカメラの設置も必要です。

２名ほどのスタッフの採用も必要です。

出来るだけ早く本格的な観測体制や組織作りを

進めてゆきたいと願っていますので、

私の活動に対して、支援のお気持ちが生じ、

お心に戸惑いが生じなければ、支援金のご寄附も

よろしくお願い申しあげます。

しかし、その前に地震雲情報を無料で受け取り、

ご検証くださるようお願い申しあげます。

２０１４年１２月２１日 明日香地震気象研究所

           代表者 松本 安生


