
実際に東海地震の予知情報を検討される場合に、現在の時点で有効と思われる予知情報は３つあります。

① 国（気象庁）の「地震防災対策強化地域判定会」（東海地震の判定会）の予知情報

② 「地震解析ラボ」の電離層擾乱観測による短期直前予知情報

③ 明日香地震気象研究所の「地震雲情報」による直前予知情報

以上の３つの予知情報を統合して検討することで、最も正確な判断が出来ると思っています。

下記で、以上の３つの予知情報について、検証してみます。

最後の章で、３つの予知情報の長所を統合して検討することの利点を検証いたします。

また、関東大震災や２００９年駿河湾地震と台風の関係の検証も加えました。

地震防災対策強化地域判定会（判定会） （気象庁ホームページより）

気象庁では、東海地域で異常な現象が捉えられた場合「東海地震に関連する調査情報（臨時）」を、

その後異常な現象の程度が大きくなり、前兆現象である可能性が高まった場合には

「東海地震注意情報」を発表することとしています。 （「東海地震に関連する情報」の詳細）

このように東海地域で異常な現象が捉えられた場合には、それが大規模な地震に結びつく前兆現象

と関連するかどうかを緊急に判断するため、わが国の地震学研究の第一人者６名からなる。

地震防災対策強化地域判定会（以下、「判定会」。会長：阿部勝征東京大学名誉教授）を開催し、

データの検討を行うことにしています。

判定会が開催された場合は、「東海地震に関連する情報」のいずれかの情報の中でその事実を

すみやかにお知らせします。

判定会での検討結果を受け、気象庁長官が「もうすぐ東海地震が起きそうだ」と判断した場合、ただちに

気象庁長官はその旨を内閣総理大臣に「地震予知情報」として報告します。

判定会の委員に緊急にデータの異常を判断して頂くためには、普段からデータの変動状況を把握して

おいて頂く必要があります。「異常」とは、「平常」を知ったうえで初めて判断できるものだからです。

そのため気象庁では、原則毎月１回、定例の判定会を開催しています。その判定会（定例）で得られた

「最近の東海地域とその周辺の地震・地殻活動」の評価については、「東海地震に関連する調査情報

（定例）」として発表したり、ホームページに掲載したりするなどの方法により、

一般の方々にもお知らせしています。



〔講演の抄録 〕 第１ 回新三木会講演会

東日本大震災と今後懸念される巨大地震
阿部勝征 東京大学名誉教授

財団法人地震予知総合研究振興会理事・地震調査研究センター所長

年 月 日 （於如水会館）

前略

これまで前兆といわれたものは地震発生後に認定されたものばかりである。

現在では、地震の前に「これは前兆である」と判断できる客観的な基準というものを私ども研究者は

持ち合わせていない。

ということで、何か起きたとしてもそれが前兆であるということを断定する根拠がない。

従って地震の直前予知というものは、一般には難しいということになる。

よって東京直下型地震の予知も難しいことになる。

もう少し敷衍すると、唯一例外的に予知が可能かもしれないと言われている地震がある。

それは「想定東海地震」である。これが何故予知できる可能性があるかというと、「地震の規模が

マグニチュード クラス」の巨大であるということだ。

それから「震源域」といわれる地震を起こす場所の半分ほどが静岡県の中の直下にある。

陸の下にある。この二つが重要である。

まずマグニチュード クラスであるために、前兆と我々が認定できる現象がいくつかあるが、

そのうちの一つが「前兆すべり」というもので、ゆっくりと地下ですべりが始まる。

それを捉える可能性が出来るのはマグニチュード クラス以上である。

であるので、東京直下の地震はマグニチュード クラスで、小さくてその現象を捉えることはできない。

それから日本国内に活断層がいくつもあるが、その活断層が動いたとしても、マグニチュード 前後で

あり、前兆とおぼしき「前兆すべり」を捉えることはできないということになる。

それからもう一つの条件、「陸の下」で巨大な地震が起こるということである。

陸の下というのは、陸の上にいれば相当精確な精密な観測をすることが出来るということである。

ゆっくりした前兆すべりというのは本当に小さな動きであるが、それを観測することが出来る。

懸念されるマグニチュード クラスの地震というのは他にもある。

たとえば「東南海地震」「南海地震」と呼ばれるものがあるが、これらの震源域は殆どが海底である。

海底直下である。海底というのは厚い堆積物があるために現在の技術では精密な観測が困難である。

従ってマグニチュード クラスであっても予知できないということになる。

よってマグニチュード 以上で、かつ陸の下で起こるとされる「想定東海地震」のみが予知できる

可能性があるということになる。

それ以外は私どもから事前に起こりそうだという話が出ることはまずない。

東海・東南海・南海地震

今後も懸念される地震というものがある。 「東海地震」、「東南海地震」、「南海地震」である。

東南海地震というのは戦争末期の昭和 年にに起こった。

南海地震は、戦後まもなく昭和 年に発生したマグニチュード クラスの地震である。

現在これの見直しが始まった。

私はその会合の委員長を勤めているが、大変困難である。



要するに反省として「過去起こらないものは将来も起こらない」という考えを捨てて、考え得る可能性や

根拠ある限り、考え得る最大規模の地震を想定するということに至った。

実はこれがちょっと曲者であって「考え得る最大規模の地震」というが、上の天井が見えないのだ。

どこまで考えたらいいのか。

ある研究者は「今は何をいっても許される」といっている（笑）。 そいう時代になっている。

東海、東南海、南海地震もそうである。

これで西日本が動くだけでなく、これが動いたときに九州の日向灘が動いて、さらにもっと南に下って

沖縄の方まで一斉に動くのだ、ということを主張する人も現れてきた。

要するにどこまで大きくものを考えたらいいのか。

最大は環太平洋全部が一斉に動く、そして環太平洋の一周は 万 であるので、

（今次大地震）よりはるかに大きい。 そこまで考えるのか。

しかし防災対策のためにはどこかで切らなければいけないと思っている。

東海・東南海・南海地震発生の歴史

この東海、東南海、南海地震というのは年代で見てみると 年から 年の間隔で起きていることが

分かる。 「想定東海地震」というのは、その前は 年に安政東海地震というのが起きている。

であるので、もう 年間地震が起きていないのでいつ起きてもおかしくないといえる。

そう言っているうちに昭和の地震からもう 年が過ぎている。

過去 年から 年の間隔で起きてきたわけであるので、もう 年を超えたということは、

折り返し時点を越えてきたということである。

そのため次のこの東南海、南海地震という紀伊半島・四国沖の地震発生を視野に入れて防災対策を

しなければいけないという時期に来ている、という認識を持っている。

想定東海地震の震源域と常時観測網

まず想定東海地震の方は陸にかかっていることは既に述べた。

陸にかかっているために精密な観測がし易い。例えばその観測の代表例が地下の岩盤の歪みを測る

機械を置くことである。そのために地下 ～ ｍの深い井戸を掘る。

既に静岡県域に 箇所設置している。

その深い地下に歪み計を埋め込んで当該岩盤の歪みを測ろうとしている。

これは大変精度の高い機械である。数学の測りかたならば のマイナスの 乗という精度を持っている。

平たくいえば学校のプールに水を一杯貯めてそこにビー玉をぽつんと一つ落としたときに水面がどれだけ

上がるかというのを測定できるものである。

こういう精密な機械が海ではまだ造れない。

従って陸の上にしか設置できない。

陸は掘ればよいが、海となるとぜんぜんできない。

であるので、海で前兆が起こってもつかまらないということになる。

地震防災対策強化地域判定会

また最初にお話した「いつ」という判断をすることにも備えを行っている。

気象庁に「地震防災対策強化地域判定会」（東海地震の判定会）というものがあって、そこで先程の

精密に観測されたデータを見ながら、前兆かどうかを判断する。

これは 人のメンバーで判定することになっている。

気象庁は先程のデータの変化を 時間 日の体制で常時監視している。

そのとき異常が出た場合であるが、どんな異常が出るか私も見たことはない。

後略



私は今年の８月から東海地震の発生の可能性が一気に高まってゆくと判断しているのですが、

最初に前兆として発生してくるのが、静岡県や駿河湾近辺での微細地震ではないかと思っています。

気象庁が静岡県の２０ヵ所の深い地下に埋め込んでいる歪み計のデーターでも、微細な変化が観測

できるのではないかと思っています。

地下の広大なプレートがずれ動くＭ８以上の巨大地震なので、１～２ヵ月前から微細地震や

歪み計のデーターの変化が現れてくる可能性が高いのではないかと思っています。

判定会では、歪み計のデーターだけで、東海地震の発生を判断する計画ですが、

前すべりの前例が１回しかなく、歪み計の経験則のない状態で、「調査情報」「注意情報」

「予知情報（警戒宣言）」を出す判断をしてゆかねばならないのです。

それらの情報を出す基準は、経験則に基づいたものではないのですが、下記のように定められています。

東海地震に関連する調査情報（臨時）

１カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の複数の観測点でもそれに関係すると思われる

変化を観測している場合

その他、ひずみ計で東海地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測した場合

東海地域においてマグニチュード 以上の（或いは震度５弱以上を観測した）地震が発生した場合で、

ひずみ計で当該地震に対応するステップ状の変化以外の特異な変化を観測した場合

東海地域においてマグニチュード 以上の低角逆断層型の地震（プレート境界の地震）が発生した場合、

マグニチュード 以上の（或いは震度４以上を観測した）地震が短時間で複数発生した場合または

プレート境界のすべりによると考えられる顕著な地震活動を観測した場合などにおいて、東海地震との関連性

の検討が必要と認められる場合

東海地震注意情報

２カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の観測点でもそれに関係すると思われる変化を

観測した場合であって、判定会において、その変化が前兆すべり（プレスリップ）である可能性が高まったと

判定された場合

３カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、東海地震の発生のおそれについて検討が必要と判断した

場合（急激な変化が観測され、「判定会」の開催が間に合わない場合の基準）

東海地震予知情報

３カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、判定会において、その変化が前兆すべり（プレスリップ）による

ものであると判定された場合

５カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測（或いはそれに相当する現象を観測）し、かつその変化を基に

推定した前兆すべり（プレスリップ）の発生場所が、東海地震の想定震源域内に求まった場合（急激な変化が

観測され、「判定会」の開催が間に合わない場合の基準）

歪み計の変化と前兆すべり（プレスリップ）の関係の経験則がないだけに、「注意情報」や

「予知情報（警戒宣言）」を出す判断の基準を、判定会の方々はどのようにされるのでしょうか。

定められたマニアルを基にして判定を下すのでしょうか。

経験則がないだけに、マニアルが正解しているかどうかも定かではなく、前兆すべり（プレスリップ）の

時間の長さも不明確なだけに、正確な決断をすることは容易ではなさそうです。

唯一、前すべりが計測された昭和の東南海地震の場合、前すべりは地震の１日前に発生しました。

「予知情報（警戒宣言）」の発表が日本や世界に与えるインパクトの大きさは絶大で、

経済面の影響だけでも、１日約７千億円の経済損失というシンクタンクの試算があるほどです。

しかし、警戒宣言を出せずに東海地震が発生した場合の人命被害の大きさも計り知れません。



「地震解析ラボ」は、今や非常に有名で、その情報を入手しておられる企業も多いことと思いますので、

ここでは、その説明の詳細は、省かせていただきます。

まだ、ご存じのない方は、ホームページを閲覧されて下記の運営会社に連絡して、お問い合わせください。

個人向けサービスと法人向けサービスがあります。

実際の観測や予想の作成は、早川正士先生の株式会社早川地震電磁気研究所が実施していますので、

ここのホームページもご閲覧ください。

「ラボ予想」は、震源地上空の電離層擾乱を観測して予知する手法で、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。

おおよその震源地域と地震規模が推定されています。

数多くの経験則の検証の積み重ねで、予知精度を高めてこられました。

今後、観測施設の増加があれば、予知精度も更に上昇してゆくものと思っています。

「地震解析ラボ」の予知手法に対して、地震の専門家の方々の多くが、客観的で適切な評価をされて

いないように思っています。

国家からの支援も有りません。

② 「地震解析ラボ」の電離層擾乱観測による短期直前予知情報

ラボ概要

「 地震予測情報」は地震解析ラボが、実用配信を開始して既に 年が経過しました。

世界の大学院・研究所が長年研究を続け、早川正士電通大名誉教授が名実ともにトップとしてリードしてきた

研究データを基にした、世界初の実用「地震予測情報サービス」です。

「地震予測は可能か？」の問いは過去のものです。

「地震予測」は、既に稼働し機能しております。

地震災害の減災対策としましては、地震予測情報を活用して、防災の備えを強化することと、同時により速やかな

復旧に対応する備えを準備することが、減災に直結する具体的な対策の一つと考えております。

また地震解析ラボの地震予測解析システムは、地震に脅かされている多くの国々に対して、現在日本だけが

提供できる大きな国際貢献であります。

電磁気による地震の前兆現象の科学的解明は、多くの研究所そして先生方が研究を継続中です。

しかし研究結果に未解明な部分がありましても、医薬品と同様、研究データ結果を基にした疫学的なデータ解析

により、地震を予測するという実際の運用は可能なことであります。

地震解析ラボは絶え間なく、より地震予測精度を高めるため、新しい観測機器・解析プログラムの開発および

観測システムの充実を鋭意図っております。

併せて、より広く地震予測情報を認知、利用していただく機会を増大させていくことが重要と考え、微力ながら

全力で様々な活動を展開しております。

地震解析ラボ

〒 － 東京都港区北青山 秀和北青山

運営会社＝インフォメーションシステムズ株式会社

弊社へのお問合せは、

サービス紹介ページ内の「法人向けサービス問合せ・郵送申込み」メールフォームより、お願いいたします。



地震解析ラボ ホームページ 地震予測情報アーカイブ より



③ 明日香地震気象研究所の「地震雲情報」による直前予知情報

このホームページをお読みくだされば、私の予知手法の概要がつかめると思いますが、

あまりにも、今の科学的常識思考から逸脱した手法なので、戸惑われる方が多いことと思います。

しかし、私の手法は、「地震は地下の現象、雲は大気の現象、だから地震と雲の変化には関連性が

あるわけがない」といった常識的な科学的思考から逸脱しているのであって、学問的な科学法則を基礎

にして研究していることは、詳しくご検証下さればお分かりになることと思います。

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。

私の手法の要点は、地震の６～８日前に大きな地震雲を観察してから、「地震雲情報」を作成し、

様々な前兆や気象状況から発生日、発生場所、地震規模を推察してゆき、

直前前兆雲を確認して、地震の１～２日前に「地震警報」を出すのが標準的な手順です。

「地震雲情報 ＮＯ－４０」を参考にして下さい。

「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。）



積乱雲の内部攪乱によって発生する電圧は約２億ボルトもあり、雷となります。

台風の上空から噴き出る帯電雲がどの程度の電気を帯びているのかは研究した人がいないので

分かりませんが、新潟県中越地震の７日前に震源地上空を通過していった帯電雲は異様な夕焼け

雲となりました。（下写真）（ 「新潟中越地震の前兆雲」 「台風の雲と地震の関係その１」より ）

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



ちょっと専門的な台風の話＋
年 月 日

関東大震災と台風

今から９０年以上前の１９２３年９月１日の関東大震災。

正午直前に起きた関東地震による震災だが台風も深く関係している。 当日６時の天気図を見ると

能登半島付近に台風が解析されていて関東地方でもかなりの強風が吹いていた。

火を多く使う時間帯、木造家屋が多い時代等の悪条件も重なり東京や横浜などを中心に火災が発生し、

台風による強風が重なって大火災となり完全に鎮火するのに丸二日かかった。

この大震災の死者行方不明は１０５３８５人とされているが、火災による死者行方不明は９１７８１人と

され約８７％が火災によるものとなっている。

台風がなければ関東大震災による死者行方不明はずっと少なかったと思われ、地震災害であると同時

に台風災害であるとも言える。

なお、現代のように台風に番号が付けられているのは１９４０年以降の台風なので能登半島付近の

この台風には台風番号はない。

１９２３年９月１日６時

この台風の規模・経路や、帯電雲の発生状況などを確認することはできません。

台風の影響で、南から湿気が流れ込んでの発生のケースと思われます。

低気圧（台風）の通過後に、北から寒気が入って地震が発生する場合がいちばん多いのですが、

低気圧（台風）の接近で地震が発生する場合もかなり多くあります。

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。

現在では、ＧＰＳ・ 駿河湾の海底地震計・ 静岡県の地下の歪み計・ 高感度地震観測網（Ｈｉ ｎｅｔ）などの

多様な観測網が設置されています。

東海地震の前兆がいつ頃から発生してくるのかは分かりませんが、地震の専門家の方々も注意深く

監視して下さることを願っております。


