
ウィキペディアへようこそ ウィキペディアは誰でも編集できるフリー百科事典です

東海地震の発生時期につきましては、「東海地震の予知について」 で検証しましたように、

今年（２０１５年）の末までに発生する可能性が非常に高く、遅くとも２０１７年末までには発生するのでは

ないかと思っています。

過去の東海地震（東南海と連動）の発生月を調べてみると、下表のようになります。

発生時期について

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Ｍ の発生の１年後にスマトラ沖近辺でＭ 、 年後にＭ 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Ｍ 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。

２０１４年１２月２１日 作成 からの抜粋

昨年の１２月末から、「東海地震が２０１５年８月から発生の可能性が急速に高まってゆく」と予想して、

警鐘活動を開始してきましたが、その根拠は、ホームページに掲載の項目に分散していますので、

各項目の要点をこの項目にまとめました。

ＮＯ－７の箱根山の火山性地震は、噴火があれば、前兆と考えられるのではないかと思っています。

２０１５年１月７日 作成 からの抜粋

年 月 日（ 月 日）（天武 年） 白鳳地震（天武地震）（東海東南海南海連動 ） 1
4

山崩れ、家屋、社寺の倒壊多数[18]。

『日本書紀』の土佐における地盤沈下や津波などの記録は南海地震を示唆するが、

諸国で郡官舍及百姓倉屋、寺塔、神社が多数倒壊したとも記録され、地質調査によると、

東海・東南海地震も同時期に発生したと考えられる[19]。

静岡市川合遺跡の 世紀後半の砂脈痕が東海地震震源域に相当する[20]。



年 月 日（ 月 日）（仁和 年）仁和地震（東海東南海南海連動 ）

京都で民家、官舎の倒壊による圧死者多数。特に摂津での被害が大きかった。

『日本三代実録』にある畿内の甚大な被害記録は南海地震を示唆するが、五畿七道諸国大震とも記録され、

地質調査によると、東海・東南海地震も同時期に発生したと考えられる。

静岡県富士市浮島ヶ原低地における断層活動による水位上昇痕が相当する[21]。

八ヶ岳の山麓が崩壊し大月川に堰止め湖（河道閉塞）が形成された。

堰止め湖は翌年 月に決壊し土石流を発生させ信濃の国千曲川流域に洪水を生じた痕跡が残っている。

年 月 日（ 月 日）（嘉保 年） 永長地震（東海東南海連動 ）

皇居の大極殿に被害があり、東大寺の巨鐘が落下、近江の勢田橋が落ちた。津波により駿河で民家、

社寺 余が流失。畿内、琵琶湖、および揖斐川付近の強震動および津や駿河の甚大な津波被害から

東海・東南海連動地震と推定[6][25]。

この地震の 年 ヶ月後に南海地震（康和地震）が発生した。

年 月 日（ 月 日）（明応 年）明応地震（東海東南海連動 ）

紀伊から房総にかけてと甲斐に大きな揺れがあり、鎌倉高徳院の大仏殿が押し流され、（間違いです。）

浜名湖が海と繋がった。震害よりむしろ津波の被害が大きく、伊勢大湊で家屋 戸、溺死者 人。

伊勢志摩で溺死者 人、『林叟院記録』・『志太郡誌』（静岡県）によれば溺死者 人などの被害。

地質調査によれば、ほぼ同時期に南海地震も発生したと考えられている。

年の日向灘地震がこれにあたるとの説もある。

年 月 日（宝永 年）宝永地震（東海東南海南海連動 ）

東海・東南海地震と南海地震が同時に発生した の地震とされてきた。

この地震の 日後に富士山が噴火し、宝永山（火口）が造られた（宝永大噴火）。

死者 万人余、倒壊家屋 万戸余、土佐を中心に大津波が襲った。

安政東海地震と同様の駿河湾へ震源域が入り込む地震ではないとする見解もある[26][27][28]。

年 月 日（嘉永 年）安政東海地震（東海東南海連動）

震源域は駿河湾奥から陸域に達したと推定され、著しい激震域と富士川河口付近に地震山と称する断層が

出現した[29]。死者 人余、倒壊及び焼失家屋 万戸余、津波多数発生。掛川城が倒壊。

駿河湾周辺の地殻変動や、駿河湾内で海面が盛上がる津波の発生が目撃されていることから、

駿河湾にも断層モデルが仮定されている[6][7][8]。

この地震の 時間後に安政南海地震が発生した。

上の表のように、８月、９月、１０月、１１月は１回、１２月は２回、と、８月から１２月の間に発生しています。

巨大津波が発生した明応地震は、９月１１日に発生しています。

２００９年の駿河湾地震Ｍ６．６ も８月１１日でした。（「台風の雲と地震の関係その２」をお読みください。）

以上の統計や気象的見地からも、今年の８月から東海地震発生の可能性が高まってゆくと思われます。
東北の巨大地震は３月から６月にかけて発生することが多いようです。

１８９６年６月１５日 明治三陸地震 Ｍ８．５

１９３３年３月 ３日 昭和三陸地震 Ｍ８．１

２００８年６月１４日 岩手・宮城内陸地震 Ｍ７．２

２０１１年３月１１日 東日本大震災 Ｍ９．０

（このことは偶然ではなく、東北北部と東海地方の気象状況の違いが深く関わっていると思っています。

また、これらのことは、その可能性が高いということであって、絶対的なものではありません。）

東海地震に関しては、遅くとも今年の７月末までに最悪の事態を想定した準備を完了させておくべきです。



①・②ページで検証しましたように、過去の歴史から東海地震は８月から１２月の間に発生していることが

明らかになっています。

最も大きな津波が発生した明応の東海地震は９月１１日でした。

私は、気象学的見地から、東海地震は８月から発生の可能性が急速に高まってゆくと思っています。

なぜなら、８月から大きな台風が日本に近づいたり、上陸したりする可能性が非常に高まるからです。

８月・９月・１０月の大きな地震は台風の雲と密接に関係して発生することが多いのです。

「台風の雲と地震の関係 その１・その２・その３」はぜひお読みください。

近年では、 ２００３年 ９月２６日 十勝沖地震 Ｍ８．０ （その３）

２００４年１０月２３日 新潟県中越地震 Ｍ６．８ （その１）

２００９年 ８月１１日 駿河湾地震 Ｍ６．６ （その２）

以上の３つの地震が台風と密接にかかわって発生しています。

９月１１日発生の明応の東海地震も台風と関係して発生したのかもしれません。

東海地域は、日本にくる台風の雲の影響を受けやすい地域なので、８月に大きな台風が東海地域に

近づくか上陸することになれば、東海地震の発生の可能性が高まるので、今年の８月の台風シーズン

までに観測体制を万全にしておきたいと思っています。

２０１５年１月２１日 作成 からの抜粋

１ 今年の２月頃から相模湾・駿河湾近辺で比較的大きな地震が発生してくるかもしれません。

２ ６月・７月頃から、駿河湾や静岡県で小さな地震や歪み計の変化が発生してきて、

「東海地震に関連する調査情報（臨時）」が発表される可能性があると思います。

１ ２ の前兆がいつ頃から発生してくるかは分かりませんが、これらの前兆が発生しだした時点で、

「ラボ予想」と「地震雲情報」は入手しておくことをお勧めいたします。

３ 「ラボ予想」は本震の５～１０日ほど前に出され、予想期間は約１０日間ほどの間です。

４ 「地震雲情報」は本震の６～８日ほど前に出し、「直前警報」は本震の１～２日前に出します。

５ 国からの「注意情報」や「警戒宣言」がどの時点で出されるのか、出されないのかは、未定です。

前すべりの期間が短く、警戒宣言を出す前に地震が発生する可能性もあります。

以上のようなシナりオで、①②③の予知情報の長所を統合して検証することによって、

１～２ヶ月前からの、より正確な本震発生までの予想が可能になります。

Ｍ８以上の内陸近くの大地震が、①②③の前兆なしに発生することは有りえません。



１０月１６日夕 板橋区ぜ この写真より真赤でした

１７時８分 アウトドア＠横浜鶴見 湘南から

東京台場 りょう

２００４年１０月１６日（中越地震の７日前）の写真を掲載させていただきました。

台風２３号からの

帯電雲の流れ

台風の渦とは逆に

時計回りに進行

台風２３号の

全様

震源地

「東海地震の被害について」で検証しましたように、今年の８月から東海地震の発生の可能性が

急速に高まってゆくと予想しています。

８月から１０月にかけての大地震の発生の引き金を引くのは、多くの場合が大型台風です。

大型台風の内部の攪乱によって高圧の帯電雲が発生し、台風の上空に噴き出て、時計回りに進行して

ゆき、震源地上空に達します。 （詳しいことは「台風の雲と地震の関係」をお読みください。）



２００９年８月１１日の駿河湾地震Ｍ６．６は、台風８号・９号と密接に関係して発生しています。

７日前に８号からの帯電雲が震源地を通過し、９号の接近で発生しています。

（詳しくは「台風と地震の関係その２」をお読み下さい。）

台風９号経路図

駿河湾地震発生時（８月１１日５時７分）の

台風９号の雲

地震発生の７日前

台風８号の上空から震源地に

進行していく帯電雲の流れ
（気象衛星写真をコマ送りで

確認すると、雲の流れが

よく分かります。）

以上の様に、８月から１０月にかけての大きな地震は、台風と密接に関係して発生する場合が多いよう

ですが、特に８月の地震は、台風と密接に関係して発生するようです。



５月１０日作成

雲と気象の変化から推察する地震直前予知情報 ２０１５年

２０１５年 ５月 １０日２２時１０分 作成

４月２６日から箱根山の火山活動が活発になってきています。

今日５月１０日も神奈川県東部で有感地震が群発しています。

箱根山はフィリピン海プレートの最北端に位置しています。

東海地震の最初の前兆の可能性があるのでしょうか。

私は、専門家ではないので、まったく判断することができません。

箱根山の噴火の有無は、今後の前兆に注目してゆきたいと思っています。

明日香地震気象研究所

平成２７年０５月１０日１９時４３分 １０日１９時３９分頃 神奈川県西部 Ｍ２．３震度１

平成２７年０５月１０日１８時２６分 １０日１８時２２分頃 神奈川県西部 Ｍ１．４震度１

平成２７年０５月１０日１８時１９分 １０日１８時１５分頃 神奈川県西部 Ｍ１．９震度１

平成２７年０５月１０日１８時１１分 １０日１８時０７分頃 神奈川県西部 Ｍ３．１震度２

平成２７年０５月１０日１７時５８分 １０日１７時５３分頃 神奈川県西部 Ｍ２．０震度１

平成２７年０５月１０日１７時０３分 １０日１７時００分頃 神奈川県西部 Ｍ２．２震度１

平成２７年０５月０５日２１時１６分 ５日２１時１３分頃 神奈川県西部 Ｍ２．６震度１

平成２７年０５月０５日０７時００分 ５日０６時５６分頃 静岡県東部 Ｍ２．４震度１

平成２７年０５月０５日０６時２７分 ５日０６時２２分頃 静岡県東部 Ｍ２．０震度１

箱根山で火山性の有感地震６回、震度２も初観測 読売新聞 月 日 日 時 分配信

噴火警戒レベルが引き上げられた箱根山（神奈川・静岡県境）で１０日、体に揺れを感じる有感地震が６回発生した。

気象庁によると、このうち午後６時７分頃に起きた地震は神奈川県箱根町で震度２を観測。マグニチュード（Ｍ）は

３・１と推定される。火山活動が活発化した４月２６日以降、震度２を観測したのは初めて。１０日は午後８時までに、

体に感じないものも含め、計２２１回の火山性地震を観測し、１日としては観測史上最多となった。

有感地震は深さ３キロ程度を震源とする火山性地震とみられ、午後５時から同７時４０分頃にかけて推定Ｍ１・４～

３・１の有感地震が６度にわたって発生した。気象庁は「詳細は調査中だが、震源はこれまでも地震が多発している

浅い場所で、他に顕著な変化は見られない」としている。 最終更新 月 日 日 時 分

５月３日～５月１０日



２０１５年５月１８日 明日香地震気象研究所

以上の資料が、今年の８月から東海地震の発生の可能性が急速に高まってくると予想した根拠です。

台風が大きな地震の引き金になることは、このホームページで詳しく検証しています。

「台風と地震の関係その１・その２・その３」をお読みください。

今年は太平洋の海水温が高く、５月から６号・７号と大型台風が発生しています。

８月からの台風シーズンには、超大型台風が日本に接近・上陸する可能性が高いのではないでしょうか。

今年の台風の発生状況からは、東海地震の発生の可能性が、８月頃から更に高まると考えられます。

５月１０日作成の『地震雲情報 ＮＯ－７』でも検証いたしまいたが、

箱根山がフィリッピン海プレートの最北端に位置するだけに、

箱根山が噴火するようであれば、東海地震の前兆と考えられるのではないかと思っているのですが、

専門家の方々は、どのような判断をされておられるのでしょうか。

箱根山噴火の前兆を確認いたしましたら、『ＮＯ－７ 追加作成①』を作成する予定です。

２０１５年６月２５日 追加作成①

２０１５年５月３０日に、小笠原諸島西方沖 Ｍ８．１ 震度５強 が発生いたしました。

この地域では過去最大の深発地震だったそうです。

震源地は、フィリピン海プレート内の海底下６８２ｋｍの太平洋プレートあったため、

その影響がフィリピン海プレートの北側へも広がっていっています。

専門家の方のご意見をお聞きしたいものです。

下図は、ハイネットの５月２５日～６月２４日の期間の震源図です。

深発地震が、遠州灘まで、北上していっています。

東海地震との関連の可能性があるのではないでしょうか。

５月２５日～６月２４日



２０１５年７月５日 追加作成②

６月２９日～３０日

３０日１０時５２分頃 神奈川県西部 Ｍ３．０ 震度２

３０日１０時４５分頃 静岡県東部 Ｍ２．５ 震度１

３０日１０時３２分頃 静岡県東部 Ｍ３．２ 震度３

３０日０９時５４分頃 神奈川県西部 Ｍ１．９ 震度１

３０日０９時２５分頃 神奈川県西部 Ｍ１．９ 震度１

３０日０９時１２分頃 神奈川県西部 Ｍ２．４ 震度２

３０日０８時３９分頃 神奈川県西部 Ｍ１．６ 震度１

３０日０６時５６分頃 神奈川県西部 Ｍ３．３ 震度３

３０日０６時１４分頃 神奈川県西部 Ｍ２．０ 震度１

３０日０６時０４分頃 神奈川県西部 Ｍ２．６ 震度２

２９日２１時１０分頃 神奈川県西部 Ｍ１．５ 震度１

２９日１２時０７分頃 神奈川県西部 Ｍ１．３ 震度１

２９日０９時０４分頃 静岡県東部 Ｍ１．８ 震度１

箱根山大涌谷水蒸気噴火を裏付ける映像 月 日 時 分

先月、ごく小規模な噴火が確認された神奈川県の箱根山の大涌谷で、噴き出た蒸気が冷やされ土砂と

混ざって流れ出る小規模な火山泥流とみられる現象など、水蒸気噴火が発生したことを裏付ける映像が

記録されていたことが分かりました。

映像は、箱根山の火山活動を２４時間体制で監視している神奈川県温泉地学研究所が大涌谷に設置した

定点カメラなどに記録されていました。

このうち定点カメラの映像には、先月２９日の午後０時半ごろ、水滴のようなものが付着し始めた様子が

写っています。水滴は雨粒のようにすぐに流れ落ちず粘着性があったことから、研究所は水蒸気噴火に伴う

火山灰を含んだものであると分析しています。

気象庁は最初の噴火について「２９日夜から３０日にかけて発生したとみられる」と発表していますが、

この映像は、それよりも半日ほど早く噴火が起きていた可能性を示しています。

６月２９日から３０日にかけて、箱根山で微小な水蒸気噴火を含む、１３の群発地震が発生しました。

５月１０日の群発地震よりも、頻度が激しくなっています。

東海地震の前兆の可能性が高まってきている、と判断しています。


