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別紙-1 

 

〔1〕 沿革 

2003/6/14 任意団体環境防災研究会を立上げ植物生体電位観測を開始 

2003 MF 帯電磁気観測、大気イオン濃度観測等他方式グループとの交流開始 

2005 植物生体電位、電磁気観測装置開発開始 

2007/6/3 スペイン人との交流を基に地震発生予測実験活動開始 

平成 27 年(2015)1 月 7 日 NPO 法人地震前兆総合観測センター設立 

平成 27 年(2015)12 月 17 日定款変更、NPO 法人環境防災技術研究所に改称 

2016 多方式・多点観測、中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱観測装置開発を完了 

 

〔2〕 会員数 

H28.12.31 現在で 44 名 

 

〔3〕 事業内容詳細 

① 受賞 

    ・一般財団法人ＷＮＩ気象文化創造センターより気象大賞を受賞 

    ・副賞 30 万円 

    ・茨城県鉾田市、静岡県沼津市に観測点を設置した 

 

② 全国観測計画実現のため民間助成金申請 

    ・LUSH チャリティバンク(140 万円、不採用決定) 

    ・地球倫理推進賞(138 万円、不採用決定) 

    ・日興 AM 従業員チャリティプログラム(100 万円、不採用決定) 

    ・Yahoo!基金(100 万円、決定時期 2017/2 月下旬) 

    ・日本財団(150 万円、決定時期 2017/3 月下旬) 

    ・トヨタ財団助成金(400 万円、決定時期 2017/4 月上旬) 

 

③ 人脈を頼っての観測点設置、資金提供協力者を探した 

    ・都内会社社長：AI 関連 Big Data Project 

    ・都内一般社団法人理事長：東京都オリンピック組織 

    ・都内会社社長：小池都知事 

    ・大磯町内会社社長：都内財団法人 

    ・厚木市内会社社長：国土交通省、生命保険会社 

    ・部長級国家公務員：防衛省 

    ・高知県内エンジニア：高知県内大学 

    ・準備した観測計画書を別紙-2 に、予算書を別紙-3 に示す 

 

④ この分野に助成意思のある個人にアプローチ 

    ・サッカー本田圭佑選手がインターネットで意思表明していることを知った 

“地震予測マシン”が必要だと語るミラン本田「世界のエンジニアの方々、僕に接

触して」 

2016/8/26(金) 16:30 配信 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00010012-theworld-socc 

      →Letter を送った、現在返事待ち 

 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

①  再生可能エネルギーに関するシステムの研究開発に関する事業 

・再生可能エネルギーに関して基礎的研究を行い、実施可能な太陽光、水力、風力発

電機の機種選択を行った。 

②  家庭、産業廃棄物再利用に関するシステムの研究開発に関する事業 
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・廃棄物再利用に関してはバイオ処理、マイナスイオン、水素水の基礎研究を行った。 

 

③  地震前兆観測システムの研究開発に関する事業 

装置名 開発項目 

データ処理装置  

改修 
中波帯 AM 放送波活用電離層

擾乱観測対応処理 

完了 A/D コンバータ使用前処理部 

電離層擾乱観測装置  

完成 
中波帯 AM 放送波活用電離層

擾乱観測装置 

完成 周波数無変換増幅部 

 

④  地震前兆観測及び予測実験に関する事業 

 

観測点名 観測状況 観測項目 

仙台 
休止中（Windows98 PC 故障、

代替え機ないため） 

大気イオン濃度、アナログトリフィー

ルド、ディジタルトリフィールド 

鉾田 新設 
中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱 

MF 帯電磁気 

八街 稼働中 植物生体電位 

文京 
休止中（Windows98 PC 故障、

代替え機ないため） 
MF 帯電磁気 

調布 
休止中（受信局選択技術検討

中のため） 
LF 帯電離層擾乱 

横浜 稼働中 MF、VHF 帯電磁気 

相模原 稼働中 
植物生体電位、MF, VHF 帯電磁気、中波

帯 AM 放送波活用電離層擾乱 

厚木 

休止中（Windows98 PC 故障、

代替え LINUX 機設定できない

ため） 

LF, MF, VHF 帯電磁気、電離層擾乱 

厚木実験局 廃止 電離層擾乱 

函南 稼働中 植物生体電位、LF, MF, VHF 帯電磁気 

沼津 新設 中波帯 AM 放送波活用電離層擾乱 

浜松 稼働中 LF, MF, VHF 電磁気 

美和 稼働中 植物生体電位 

京都 
休止中（植物生体電位観測機

器製作中のため） 
植物生体電位、MF 帯電磁気 

広島 
休止中（Windows98 PC 故障、

代替え機ないため） 
VHF 帯電磁気 

 

⑤  観測データのオンライン収集・処理・配信に関する事業 

      予測情報発信回数 

H27 発行日 
Sandra の地

震予報 No. 

1 月 2 日 629 

↓   
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12 月 30 日 732 

年間発行回数 104 

 

最新情報更新回数 

年 366 回 

 

予測評価 

評価 

'07/06 

～ 

12 月 16 日 

累計 

件数 ％ 

◎○ 
835 49% 

的中率 

△ 
722 42% 

準的中率 

◎○△ 
1,557 92% 

相関率 

× 
101 5% 

空振り率 

×× 
28 1% 

見逃し率 

合計 1,686 100% 

 

ホームページ閲覧数 

  
月間アク

セス数 

年間訪問人数 

(Top Page  

Access 

Counter) 

1 日当たり

平均 

訪問者数 

2016 年 1 月 4,255 13,402   

2016 年 2 月 3,844     

2016 年 3 月 3,654     

2016 年 4 月 4,623     

2016 年 5 月 5,581     

2016 年 6 月 7,322     

2016 年 7 月 7,794     

2016 年 8 月 6,637     

2016 年 9 月 6,127     

2016 年 10 月 5,444     

2016 年 11 月 5,791     
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2016 年 12 月 6,350 31,500   

年間合計 67,422 18,098 37 

 

⑥  地震前兆現象研究に関する普及啓発に関する事業 

    下記学会にて発表をした。プレゼン資料、講演音声をホームページに掲載 

     1. 国内学会 

  日本地震予知学会 

・於 東京都調布市 電気通信大学 2016/12/21～22 

・2016/10/21 鳥取県中部 M6.6 前の AM 放送波活用電離層擾乱観測での異常 

・AM 放送波活用電離層擾乱観測・大気イオン濃度観測装置開発について 

 

2. マスコミ 

・ 出演インターネットテレビ ニューズ・オプエド「地震予知は可能になった！」

2016/11/30 

 

 

⑦ 新方式に関して 

・AM 放送波活用電離層擾乱観測方式 

 →電気通信大学、㈱早川地震電磁気研究所の方式で、VLF/LF を MF 帯において実

験 

 

・FM 放送波見通し内電界強度観測方式 

→群馬大学本島教授が実験中 

 

・空間線量異常観測方式(ガンマ線) 

 →富士防災警備㈱山口弘輝氏が発見した方式(日本地震予知学会で発表) 

 →原子力規制委員会が Real Time に全国約 3000 カ所の Data を公開している 

 →当研究所で取扱うのは困難なため山口氏を㈱オーパス鈴木社長に紹介 

 

（２） その他の事業 

①  発電機器製造販売に関する事業 

・特になし 

②  環境機器製造販売に関する事業 

・特になし 

③  売電に関する事業 

・特になし 

④  防災関連機器、商品の製造販売に関する事業 

・特になし 

⑤  不動産賃貸に関する事業 

・特になし 
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鉾田観測点                沼津観測点 

 

 

インターネットテレビオプエド出演中 

 

 


