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動物は地震前兆をとらえる本能を持つ？

ミミズが一斉に同じ方向に移動
（台湾チチ地震 M=7.6 1999/09/21)

© NPO e-PISCO
大量のカエルが路上に現れる
（中国での地震2日前)

© NPO e-PISCO

犬、猫、ナマズ、などの例もある

地震前の小動物の異常行動
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2004/12/26 スマトラ地震
M=9.1前の象の異常行動
© University of Virginia

動物は地震前兆をとらえる本能を持つ？
地震前の大動物の異常行動

出典：麻布大学獣医学研究科 山内寛之研究員

15～20日前



では植物は？

・東京女子大学 鳥山英雄教授が1970年代に発見した方式
・オジギソウは触るとしおれる。台風や地震前も同様
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植物は地震前兆を外的刺激として感ずる

植物も地震前兆を感ずる本能を持つ

手で触る
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なぜ動植物は地震前兆を感ずるのか？

・震源から岩石に加わる圧力によりラドン、イオン等が発生
し、電磁気となり、本能的に感ずるセンサーを持ち合わせる
・影響は地中から電離層まで届く

どうすれば地震前兆をとらえられる？
以下の方式で総合地震前兆観測システムを構成し、

多方式・多点観測にて総合的に判断する
植物生体電位観測

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

潮位偏差観測
大気ラドン、イオン濃度観測

動物異常行動観測
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・過去約1兆円もの予算を使い、不可能と結論付けした
・地震が起き始めてからの地殻変動観測のみでは不可能
・今更予知は可能といわれてはメンツ丸つぶれになる

科学に不可能はない！

・鉄でできた船が浮かぶはずがない、人間が空を飛べるはず
がないと言われた時代があった
・地震予知は不可能という科学者はエセ科学者だ！

・一部の地震学者と文部官僚のメンツか、地震による人的被
害軽減のどっちが大事か？
・地震前兆はある、課題はどうとらえるか、どう予測するかだ

なぜ国は地震予知は不可能といい、
地震予知研究をやらないのか？

地震予知は可能か？
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東日本大震災直後の被災者の
生の声は？

・1週間前に大地震が起こるかも知れないということを
知っていたかった
・1日でも1時間前でもいい

事前に予知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
・出張はなるべく航空機にする

・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



大地震の前兆を捉えた例はある？
大気重力波観測
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2016/11/22 福島県沖M7.3前

2日前

ひまわり画像
2016/11/20 10:00 (気象庁)

11/21予測情報発信：
1週間以内三陸沖M=5級



大地震の前兆を捉えた例はある？
中波帯AM放送波活用電離層擾乱観測
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2016/10/21 鳥取県中部 M6.6前

4日前

10/7頃から朝夕のσが徐々に大きくなり、
10/17に最大の2.7になり、10/18から
静穏になり、10/21大地震が発生した

予測情報発信：なし



大地震の前兆を捉えた例はある？
植物生体電位観測

10

2016/09/23 関東東方沖M6.7前

1日前

八街観測点キンモクセイで約1か月前から徐々に電位が下がり、2日前から上昇に転じた

9/12予測情報発信：
八街観測点キンモクセイで最近1か月異常を観測しています。関東地方での大
きな地震前兆の可能性があり、様子見をしています



大地震の前兆を捉えた例はある？
大気重力波観測
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2016/04/14 熊本地方 M6.4前

10日前

ひまわり画像
2016/4/4 10:00 (気象庁)

4/8予測情報発信：

1週間以内日向灘M=5級



大地震の前兆を捉えた例はある？
植物生体電位観測
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2011/3/11東北地方太平洋沖地震M=9.0前
(東日本大震災)

1か月前

3/5予測情報発信：

1週間以内三陸沖M5級
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2003/5/26 宮城県沖M=7.0前

10時間前

大地震の前兆を捉えた例はある？
植物生体電位観測

予測情報発信：なし



中波帯AM放送波活用電離層擾乱観測で
前兆を捉えた例はある？

141414

2016/11/17 01:02 千葉県
北西部震度2 M4.1

標準偏差σが4日間
2をオーバー

5～3日前

11/14予測情報発信：
1週間以内 首都圏 M=4級



事前予測を発信したことは？

151515

2016/11/19 11:48 和歌山県
南部震度4 M5.4 速報値

標準偏差σが4日間
2をオーバー

7～3日前

中波帯AM放送波活用電離層擾乱観測

11/14予測情報発信：
1週間以内高知、徳島、和歌山
県M=4級
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2012/09/14 02:22 
千葉県北東部 M5.1

1 週間前
厚木 MF 帯

1 週間前
厚木 LF 帯

多周波帯2周波同時観測で前兆を捉えた例はある？

1週間前

予測情報発信：なし
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複数の周波数帯、観測
点で同期が見られる

1 週間前
横浜観測点
MF 帯

1 週間前
相模原観測点
MF 帯

多周波帯2周波同時観測で前兆を捉えた例はある？

1週間前

予測情報発信：なし
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潮位偏差観測で前兆を捉えた得た例はある？

2007/07/16 M=6.8 

新潟県沖

佐渡における潮位偏差

±2 か月

±1週間

1 日前の異常

1日前

予測情報発信：なし
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大気イオン濃度観測で前兆を捉えた例はある？

2013/8/4 12:28 宮城県沖 震度5強 M6.0 深さ58km

10～1日前

予測情報発信：なし
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電離層擾乱観測とは何？

1. 電気通信大学 早川正士教授が阪神淡路大震災時発見した方式

2. 震源で発生した電磁気的現象が地上約数10㎞～100㎞の電離層に擾乱
をもたらし、電波の伝搬に異常が現れる現象

1995/01/17 阪神淡路 M7.4前異常
3～1日前



21

中波帯AM放送波活用電離層擾乱観測とは？

中波帯AM放送波の電波伝搬図

中波帯AM放送波の1日の電界強度グラフ

観測設備コストが最低！



稚内、八丈・青ヶ島、
輪島、鹿児島の4観

測点でほぼ全国をカ
バーできる
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中波帯AM放送波活用電離層擾乱観測はどうする？

樺太、択捉島、台湾、
マニラで北海道、沖
縄の空白地域を埋
められる

伊豆諸島、小笠原、
南・北大東島は多方
式観測でカバー
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学会、マスコミ掲載など実績はあるか？

2014/12 米国NASAにて 2015/9 ドイツ ドレスデンにて

国内では主に日本地震予知学会で発表、国外ではアメリカ、
ドイツの学会で講演、フランス ル・モンド紙に掲載



いま日本の地震危険地帯はどこ？

日本全国どこでも地震の
危険性はある。

太平洋側、沖縄が危険

首都圏直下、東海・東南
海・南海地震が最も危険



観測装置はどうする？

・すべての観測装置はNPO法人環境防災技術研究所
が独自に開発・設計・製造する
・ローコストでできる
・理事長がNECエンジニアリングでの通信機器開発、宇
宙開発の経験を基に観測機器の開発・設計を実施

最優先でやるべきことは何？

・2020オリンピック・パラリンピックに向け首都圏直下地
震予測情報発信準備
・八丈島～青ヶ島に中波帯AM放送波活用電離層擾乱
観測装置を設置
・首都圏数カ所に総合地震前兆観測システムを設置
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いま必要な地震予知情報は？

・学術的地震予知はメカニズムの解明、再現性の証明に100年
以上かかる

・学術的地震予知では見逃しはしょうがない、空振りはダメ
→学術研究者はいつまでたっても地震予知情報は発信できない

民間にお任せを！
・民間なら実用的地震予測情報として発信可能

→空振りはありうる、見逃しはしない
・予知するアンテナ（電通大）、DuMA（東海大）、JESEA

（東大）、くるかも、当法人（NECエンジニア）の5者が予測
情報発信中！



お願いしたいこと
クラウドファンディングJapanGiving経由の
ご寄付のお願い

ジャパンギビング 地震予知

“地震予知で多くの人命を救いたい！ ”をクリック

NPO法人環境防災技術研究所 入会のお願い

jepcoc.jp

“入会案内”をクリック


