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地震予知情報があれば人的被害軽減が可能！ 

2016/12/11 

NPO 法人環境防災技術研究所 

理事長 斉藤好晴 

１． はじめに 

本書は大地震による人的被害を軽減するためにどうしたらいいかを提案するものです。 

昔から様々な動物は地震前に何かを感じ異常行動をとることが知られています。更に 1970 年代から

植物からも異常を検知できることが分かってきました。 

動植物は主に震源からの電磁気を感じているのではと考えられており、電磁気をうまく観測すること

ができれば地震前兆を捉えられると考えます。 

地震前兆を捉えられれば地震発生予測はできます。この情報によりいろいろ備えることにより人的被

害の軽減を図ることができます。 

 

２． 事前に地震発生予測情報があると何ができる？ 

・心構えができ、火の用心、大地震発生時落ち着いて行動が可能 

・家具、テレビなどの固定を確認する、していなければすぐ行う 

・防災グッズ、3日間程度の緊急食料を準備する 

・家族間の緊急連絡先確認、安否確認サイトのチェック 

・なるべく外出は控える 

・やむを得ない場合は地下鉄を避け、地上の交通機関を利用する 

・出張はなるべく新幹線を避け、航空機にする 

・乳幼児、子供、高齢者、病弱者、妊婦、ペット等は自治体が準備する避難所等に避難する 

 

３． 日本の地震危険地帯はどこ？ 

 図-1 に近年世界中で起こった大地震の分布を示します。日本は世界の地震危険地帯の真っただ中

にあると言えます。 

図-2 に文部科学省地震調査研究推進本部が 2016 年に発表した日本の地震危険地帯を示します。赤

が濃いほど危険度が高いと言えます。主に日本列島の太平洋側、特に北海道南東部、宮城県沖、首都

圏直下、東海・東南海・南海、日向灘、南西諸島が危険と考えられます。 

しかし近年の大地震は阪神淡路大震災、熊本県、福岡県北西部、鳥取県沖、福井県、中越地震、等

地震学者・政府が危険と予測していなかったところでも大地震が発生しています。つまり日本中どこ

で大地震が発生するか分からないというのが現状です。 

従って、日本全土をカバーする地震前兆観測網があれば大地震に備えることができます。 
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図-1 世界の地震危険地帯 

 

 

図-1 日本の地震危険地帯 

 

４． 動・植物が地震を事前に感知した例はありますか？ 

過去に動・植物が地震を事前に感知した例はあります。図-3 に 1999/09/21 台湾チチ地震 M=7.6 の数

日前にある公園でミミズが一斉に同じ方向に移動した写真を示します。図-4 に中国での地震 2日前に大

量のカエルが路上に現れた写真を示します。 

図-5 に搾乳量が地震前に大きく変化し、地震と相関した例を示します。図-6 はスマトラ地震 M=9.1 

(2004/12/26)前の象の異常行動の例です。他にも犬、猫、ナマズ、などの例もあります。 

図-7 はオジギソウに手を触れるとしおれる様子を示します。樹木も地震前に前兆を感知します。詳細

を後述します。 
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図-3 ミミズが一斉に同じ方向に移動(© NPO e-PISCO) 図-4 大量のカエルが路上に(© NPO e-PISCO) 

 

   

図-5 搾乳量が地震前に大きく変化(出典：麻布大学獣医学研究科) 

 

 

図-6 スマトラ地震 M=9.1(2004/12/26)前の象の異常行動(© University of Virginia) 

 

        

図-7 オジギソウを手で触るとしおれる 

手で触る 
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５． ではどうしたら前兆を検出できるのでしょうか? 

 以下の方法で前兆を観測できます。地震により前兆現象が現れる時期が違い、また現れたり現れなか

ったりするので、多くの方式で常時観測することが重要です。 

(1) 植物生体電位観測 

(2) 大気イオン濃度観測 

(3) 多周波帯２周波同時観測 

(4) 中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱(じょうらん)観測 

(5) 潮位偏差観測 

震源から地電流、ラドン、イオン、電磁波等が放射されると考えられており、上記(1), (2), (3)

項はこれらを直接的に観測する方式で、日本全国に 100 ㎞間隔で待ち受け観測することが必要です。

（4)項は震源からの電磁気的異常が電離層にまで及びこの擾乱を間接的に観測する方法で、少ない観測

点で日本全国をカバーすることができます。（5)項は地殻の上下変動を潮位偏差にて観測する方式で

す。 

当法人では上記(1), (2), (3)項の方式を１カ所で観測するところを“地震前兆総合観測点”また

は略して“総合観測点”と呼びます。 

 

６． 各観測方式はどんなものですか？ 

６－１植物生体電位観測 

 この方式は 1970 年代東京女子大学鳥山英雄教授により発見されました。樹木の幹または枝につけた

電極とアース間の電位を測るもので、震源からの地電流を根から検知すると考えられています。図-8 に

電極の取付け方法を示します。 

        

図-8 植物生体電位観測電極の取付け方法 

 

６－２大気イオン濃度観測 

この方式は阪神淡路大震災後岡山理科大学弘原海(わだつみ)清教授により発見されました。従来の大

気イオン濃度観測装置は非常に高価なため、地震前兆観測専用に廉価な米国製 Ion Counter を改造して

使用します。図-9 に大気イオン濃度観測装置外観、図-10a に大気イオン濃度観測装置屋外収納箱外観、

図-10b に屋内設置例を示します。 
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図-9 大気イオン濃度観測装置外観   図-10a 屋外収納箱外観        図-10b 屋内設置例 

 

６－３多周波帯２周波同時観測 

 この方式は当法人独自の発想で観測しています。地震性の電磁波は 1Hz 以下の低周波から GHz 帯の高

周波まで発生していることが証明されており、地震ごとに発生周波数が異なります。どの周波数帯で発

生してもある程度の周波数の幅を持っていると考えられます。その周波数スペクトラムを図-11 に示し

ます。従って色々な周波数帯において近傍の 2周波を同時に観測すれば地震性電磁波をとらえることが

できると考えられます。現在 20kHz、100kHz、800kHz、70MHz、500MHz 帯において観測をしています。 

 

図-11 多周波帯２周波同時観測の周波数スペクトラム 

 

６－４中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測 

この方式は阪神淡路大震災後電気通信大学早川正士教授により発見されました。図-12 に中波帯放送波

の伝搬の様子を示します。電離層 D層は 60km～90km に昼間のみ存在する。VLF/LF 帯電磁波は反射し、MF

帯以上の電磁波に対しては減衰させる。E層は 90km～130km にあり昼夜を問わず存在する。従って夜間の

み MF 帯の電磁波を反射し遠距離に到達します。 

電波の減衰から考えると、中波帯放送波の伝搬は大電力出力放送局であれば 2000km 程度が限度で、

電離層で 1回しか反射しないと考えられます。実際には相模原では約 1000 ㎞の中出力の札幌、釧路、

熊本、鹿児島の局をかろうじて受信できるレベルです。このことから中波帯の AM 放送波を活用すれば

震源領域の特定がしやすいと言えます。 

日本及び近隣諸国の送信局の識別は容易に周波数帳で確認でき、音声の確認も容易で時折のコールサ

イン、交通情報、地方ニュース、音楽番組のリクエスト者の住所等で確認できます。 

 図-13 に電離層擾乱観測による伝搬経路と震源予想図を示します。 
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図-12 中波帯AM放送波の電波伝搬       図-13 電離層擾乱観測による伝搬経路と震源予想図 

 

６－５潮位偏差観測 

図-14a に全国の気象庁潮位観測点、図-14b に関東地方の潮位観測点を示します。もし地殻の上下変

動が生じた場合、気象庁が計算した干満に対応した潮位との差が出ます。この差を基に標準偏差(σ：

シグマ)を求めσが 2を超えたら地震性地殻変動と判断します。 

   

図-14a 全国の気象庁潮位観測点          図-14b 関東地方の潮位観測点 

 

７． このシステムにどんな有意性がありますか？ 

１）多方式・多点観測 

  ・地震前兆としてのシグナルは各種あり、いろいろな方式で観測することが重要である 

  ・地震によりある方式では前兆があるが、別の方式では出ないことがありうる 

２）多周波での待ち受け観測 
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  ・地震性電磁波はいつも同じ周波数帯で発生するとは限らない 

  ・低周波から高周波にていつも同時観測する必要がある 

  ・多周波帯での同期性を見ることにより精度向上が図れる 

  ・全国規模で多点観測をすれば、震源への方向探査が可能になり、より広範囲且つ予測精度が向上

する 

 

３）同一周波数帯内 2周波同時電界強度観測 

  ・地震性の電磁波はある程度周波数の幅があると考えられ、近傍の 2つの周波数で同時に異常を観

測すれば地震性と判断できる 

  ・1 つの周波数でのみ異常を観測したときは人工性信号と判断できる 

  ・広島市立大学吉田彰顕教授の論文による 

 

８． 各観測方式による前兆例はありますか？ 

８－１植物生体電位観測 

 図-15a に 2012/11/16 千葉県東方沖 M5.5 前 1 週間前の八街観測点における植物生体電位異常と実地震

の関係を示します。 

 

図-15a 八街観測点における植物生体電位異常と実地震の関係 

 

 図-15b に 2011/3/11 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)M=9.0 前半年間の八街観測点における植物

生体電位異常と実地震の関係を示します。3/5 1 週間以内 三陸沖 M5 級との予測情報を発信しました。 

 

図-15b 八街観測点における植物生体電位異常と実地震の関係 
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８－２大気イオン濃度観測 

 図-16 に 2013/8/4 宮城県沖 M6.0 前 11 か月前の仙台観測点における大気イオン濃度異常と実地震の関

係を示します。 

 

図-16 仙台観測点における大気イオン濃度異常と実地震の関係例 

 

８－３多周波帯２周波同時観測 

 図-17 に 2012/09/14 02:22 千葉県北東部 M5.1 の 1 週間前に横浜、相模原、厚木観測点において中波

帯で同期した前兆観測例があります。 

 

図-17a 中波帯 2周波同時観測前兆観測例 

 

 

図-17b 中波帯 2周波同時観測前兆観測例 

 

1 週間前 
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図-17c 中波帯 2周波同時観測前兆観測例 

 

８－４中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測 

 図-18a に 2016/11/17 01:02 千葉県北西部 震度 2 M4.1 の 1 週間前の異常を、図-18ｂに 11/14 発表

の予測震源領域(甲府→鉾田 1 週間以内 首都圏 M=4 級)、図-18c に気象庁発表震度分布を示します。 

 

図-18a 中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測前兆観測例 

  

    

図-18b 11/14 発表の予測震源領域          図-18c 気象庁発表震度分布 

標準偏差 σ が 4 日間 2 をオーバー 
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８－５潮位偏差観測 

図-19 に 2007/7/16 新潟県沖 M=6.8 前の前兆観測例を示します。 

 

図-19 潮位偏差前兆観測例 

 

９． 観測領域と必要な観測点はどこに設置したらいいですか？ 

図‐20a に総合観測点の観測領域、図-20b に中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測領域を示します。

総合観測では M=5 級以上の地震は観測点から概ね半径 100 ㎞であり、中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱

観測では稚内、八丈島～青ヶ島、能登半島、鹿児島の 4カ所の観測点で日本全土をほぼカバーできま

す。 

  

図-20a 総合観測点観測領域        図-20b 中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測領域 

図-21a に総合観測点最少 33 か所の設置場所、図-21b に総合観測点理想 72 か所の設置場所を示しま

す。 

   

図-21a 総合観測点最少設置場所            図-21b 総合観測点理想設置場所 

1 日前 

2007/07/16 M=6.8 新潟県沖 

佐渡における潮位偏差 
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 中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測により全国を離島を含め隙間なくカバーするには樺太、択捉

島、沖縄、小笠原、台北、マニラ、サイパンに観測点を設置する必要があります。 

各観測点と各地放送局間の伝搬経路と震源予想域をそれぞれ図-22a～図-22f に示します。 

  

図-22a 樺太-各地伝搬経路と予測震源領域      図-22b 択捉島-各地間伝搬経路と予測震源領域 

 

  

図-22c 沖縄-各地伝搬経路と予測震源領域   図-22d 台北、マニラ-各地間伝搬経路と予測震源領域 

   

図-22e 小笠原-各地伝搬経路と予測震源領域      図-22f サイパン-各地間伝搬経路と予測震源領域 

 

１０． どんなシステムになるのですか？ 

 総合観測システム(植物生体電位、大気イオン濃度、多周波帯２周波同時観測)、中波帯 AM 放送波活

用電離層擾乱観測システム系統図を図-23a～図-23c に示します。 
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図-23a 総合観測システム系統図 

 

 

図-23b 10 台までの中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測システム系統図 

 

 

図-23c 11～20 台までの中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測システム系統図 
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１１． 初年度と次年度以降の予算は？ 

以下に項目ごとの小計を示します。詳細は別紙をご参照願います。 

(１)-1 基本システム：国内４カ所における中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測 

￥6,988,520（税含まず） 

(１)-2 基本システム：初年度年間運営(研究業務、電気代、通信費等)・保守費 

￥25,903,200（税含まず） 

   基本システム分合計： \32,891,720 

 

(２)-1 オプション-1：国内外７カ所における中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測 

 \13,450,000（税含まず） 

(２)-2 オプション-1：初年度年間運営(研究業務、電気代、通信費等)・保守費 

 \54,000,000（税含まず） 

  オプション-1 分合計： \67,450,000 

 

(３)-1 オプション-2：国内 33 カ所における総合地震前兆観測 

 \64,350,000（税含まず） 

(３)-2 オプション-2：初年度年間運営(研究業務、電気代、通信費等)・保守費 

 \31,560,000（税含まず） 

   オプション-2 分合計： \95,910,000 

 

(４)-1 オプション-3：国内 39 カ所における総合地震前兆観測 

 \76,050,000（税含まず） 

(４)-2 オプション-3：初年度年間運営(研究業務、電気代、通信費等)・保守費 

 \35,880,000（税含まず） 

   オプション-3 分合計： \111,930,000 

 

(５) 初年度に基本部, オプション-1,2,3 をすべて設置した場合の総合計 

 \308,181,720（税含まず） 

 

(６) 次年度以降年間運営(研究業務、電気代、通信費等)・保守費合計 

 \120,756,000（税含まず） 

 


