
配信：2022年5月30日

期限：～2022年6月7日

大地震発生前には、1〜6週間ほど前から通常とは異なる地殻変動や群発地震の増加が観測されます。

地震予兆解析レポートは、人工衛星から観測された最新の地殻変動値・方向と併せて、前週発生し

た地震震央地を表示することで地殻変動と地震の相関性をご理解いただくとともに、同様な地殻変

動や群発地震が観測された場合に、過去に発生している地震情報を「心構え情報」として皆様にお

伝えするものです。

併せて、動物や水位の変化を重ね合わせ、大地震の発生の可能性をお知らせしています。

レポートに関する皆様からのご意見・ご要望をお寄せください

投稿は下記リンクから

一般社団法人地震予兆研究センター 東京都中央区日本橋蛎殻町1-36-2 共和ビル4階 TEL：03-5847-1863

本レポートの著作権その他知的財産権は一般社団法人地震予兆研究センターに帰属しますので、転送、開示、流用等はご遠慮ください。

https://eprc.or.jp/dvuxkf/

https://eprc.or.jp/

本レポートに関してご不明点等がございましたら、 へお問い合わせください。report@eprc.or.jp

info@eprc.or.jp
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2
【再掲載】お知らせ

時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より当センターの研究開発にご支援くださり、厚く御礼申し上げます。

この度、延期となっておりました当センター主催のフォーラムの日程が決定いたしましたのでお知らせいたします。下記内容をご覧いただき、参

加ご希望の方は、URLよりお申し込みください。

会場の座席数の都合上、誠に勝手ながら1団体1名様とさせていただきます。また、講演終了後、YouTubeにてアーカイブ配信を予定しておりま

す。その際はレポート上でお知らせいたします。 お問い合わせはこちら（Mail: info@eprc.or.jp）

地震予兆研究フォーラム2022

巨大地震への準備

【日 時】 2022年7月27日（水） 13:30ー17:00

【場 所】 静岡商工会議所 4階401-402

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20番地の8

【参加費】 無料

昭和東南海地震（1944年）・昭和南海地震（1946年）の発生から既に

75年以上が経過し、安政東海地震（1854年）からは150年以上が経過し

ている。南海トラフ沿いの大規模地震（Ｍ8からＭ9クラス）は、今後30

年以内に発生する確率は70〜80％と予測されており、切迫性の高い状態

であるといわれている。当センターにおいてもこのような地域に対する防

災事業の一環として、地震予兆現象に関するフォーラムを開催する。短期

地震予知を取り巻く現状に関する情報とともに、地震や火山噴火の前兆と

して科学的に証明されつつあるものに関して、著名な科学者が最先端の研

究内容を紹介する。

【講演内容 登壇者】 ※予告なく変更する場合があります

・短期地震予知の現状と展望

長尾 年恭先生（東海大学海洋研究所客員教授）

・地震に先行する電磁気学的異常

服部 克己先生（千葉大学教授）

・地震発光／地震前兆現象の発生メカニズム

榎本 祐嗣先生（信州大学名誉教授）

・富士山噴火の可能性、予測と前兆

鴨川 仁先生（静岡県立大学特任准教授）

・地殻変動・生物学的変化等による地震前兆現象の研究

地震予兆研究センター 代表理事 太田 光明、主任研究員 山内 寛之

https://eprc.or.jp/forum2022/

お申込みはこちらから

mailto:info@eprc.or.jp
https://eprc.or.jp/forum2022/


P3

＊ 期間内に発生したM4.0以上の地震を表記しています。

【凡例】
◎：記載した地域で記載したMの地震が発生

地震発生の可能性を記載しなかったエリアでM5以上の地震が発生なし
〇：記載したエリアで、記載したM±1の地震が発生

記載した地域の近接エリアで記載したMの地震が発生
△：記載した地震が発生しなかったが、今後も注意が必要

記載した地域の近接エリアで記載したM±1の地震が発生
×：地震発生の可能性を記載しなかったエリアでM5以上の地震が発生

先週配信のレポートによる的中結果(5月23日～5月30日発生地震）P3

◎ 九州地方では

M5・最大震度5弱以上の地震発生なし

◎ 北海道では

M5・最大震度5弱以上の地震発生なし

△
奄美大島〜沖縄では

M6：石垣島近海〜台湾付近と記載したエリアで

「5月24日 与那国島近海 M4.4・最大震度0」が発生

◎ 近畿・中国・四国地方では

M5・最大震度5弱以上の地震発生なし

△

東北地方では
M5：青森県東方沖は現在までに発生なし
M6-7：岩手県沖〜福島県沖と記載したエリア近隣で
「5月29日 茨城県沖 M5.4・最大震度4」が発生

◎ 関東・中部地方では

M5・最大震度5弱以上の地震発生なし

2022/05/23 M4.3 SI3



気象庁が用いている震央地区分を基に作成
気象庁HP(https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/region/index.html)

P4P4

6月7日までに発生が予測される「M5・最大震度5弱以上の地震」発生の予兆が観測された地域

… 5倍～

… 2～5倍

… ～2倍

確率利得※

※地震発生の可能性が基準の確率に比べて何

倍高くなっているかを示す値
M6 最大震度2 石垣島近海～台湾付近



2022/05/27 M4.2 SI-

朝日

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 170 34085 km

最新週の観測データ：北海道

オホーツクプレート

P5

太平洋プレート

① 先週配信したレポートにおいて、青森県東方沖の地震活動から青森県東方沖でM5クラスの地震発生の可能性を記載し

ましたが現在までにそのような地震は発生しておりません。過去の類似事例後に発生した地震は1週間以内の発生が多

く、このような地震発生の可能性は低減したと考えられます。

② 北海道北広島の牧場において約1週間前に顕著な搾乳量の減少が観測されております。しかしその他の周辺の観測デー

タに異常は観測されておらず、今後の周辺の観測データに注視致します。

①

M5・最大震度5弱以上の地震

発生につながる予兆は観測さ

れていません

牧場

②



2022/05/29 M4.2 SI1

朝日

檜枝岐

2022/05/29 M5.4 SI4

2022/05/27 M4.7 SI3

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 130 26065 km

オーツクプレート
太平洋プレート

日本海溝

最新週の観測データ：東北P6

①

① 先週配信したレポートにおいて、日高地方東部〜茨城県沖の地震活動と岩手県沖で微弱地震が多発していること、宮

城県内の牧場の乳量データから岩手県沖〜福島県沖でM6-7クラスの地震発生の可能性を記載しましたが、「05月29

日 茨城県沖 M5.4・最大震度4」の地震にとどまっています。過去の類似事例後に発生した地震は1週間以内の発生が

多く、岩手県沖の微弱地震は減少傾向にあり（2週間前21回→先週9回）このような地震発生の可能性は低減したと考

えられます。

② 秋田県沖で微弱地震が多発しています（2週間前4回→先週12回）。過去、このエリアで微弱地震が多発した後には

「(7日後)2019年08月04日 福島県沖 M6.4・最大震度5弱」のような地震が発生した事例がありますが、事例数が少

ないためこのような地震発生に繋がる可能性は低いと考えられます。

②

M5・最大震度5弱以上の地震

発生につながる予兆は観測さ

れていません



2022/05/28 M4.2 SI-

2022/05/28 M4.4 SI-

檜枝岐

2022/05/29 M5.4 SI4

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 90 18045 km

オホーツクプレート

アムールプレート

駿河トラフ

フィリピン海プレート

P6
最新週の観測データ：関東・中部・東海

① 茨城県沖で「05月29日 M5.4・最大震度4」の地震が発生しました。過去、このエリアで類似する地震は88回発生し

ており、類似地震が発生した後には、「(7日後)2020年05月11日 茨城県沖 M5.8・最大震度3」の地震が発生した事

例がありますが、事例数が少ないためこのような地震に繋がる可能性は低いと考えられます。

② 新島・神津島近海で微弱地震が増加しています（2週間前4回→先週22回）。発生回数はまだ通常範囲に収まる程度で

すが、このエリアで微弱地震が多発した後には「(3日後)2003年11月23日 千葉県東方沖 M5.1・最大震度4」のよう

な地震が発生した事例がありますので、今後の地震発生状況に注視致します。

③ 静岡県中部で微弱地震が多発しています（2週間前9回→先週25回）。過去、このエリアで微弱地震が多発した後には

「(当日)2009年08月11日 駿河湾 M6.6・最大震度6弱」のような地震が発生した事例がありますが、事例数が少なく

このような地震発生の可能性が高まっているとはいえない状況です。今後の周辺の観測データに注視致します。

P7

相模トラフ

①

③

②

M5・最大震度5弱以上の地震

発生につながる予兆は観測さ

れていません



須佐

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 80 16040 km

最新週の観測データ：近畿、中国、四国

アムールプレート

P8

① 先々週まで滋賀県南部で増加していた微弱地震は減少傾向にあります（2週間前13回→先週3回）。

② 和歌山県北部で微弱地震が多発しています（2週間前68回→先週69回）。過去、このエリアで微弱地震が多発した後

には「(4日後)1999年08月21日 和歌山県北部 M5.6・最大震度5弱」や「(7日後)2001年08月25日 京都府南部

M5.4・最大震度4」のような地震が発生した事例がありますが、事例数が少なくこのような地震発生の可能性が高

まっているとはいえない状況です。今後の周辺の観測データに注視致します。

M5・最大震度5弱以上の地震

発生につながる予兆は観測さ

れていません

②

①



Sources: Esri, USGS, NOAA

0 110 22055 km

沖縄プレート

アムールプレート

沖縄トラフ

最新週の観測データ：九州

南海トラフ

揚子江プレート

① 薩摩半島西方沖で「05月24日 M3.7・最大震度0」の地震が発生しました。過去、このエリアで類似する地震は243回

発生しており、類似地震が発生した後には、「(翌日)1938年04月23日 奄美大島北西沖 M6・最大震度3」の地震が発

生した事例がありますが、事例数が少ないためこのような地震に繋がる可能性は低いと考えられます。

P8

M5・最大震度5弱以上の地震

発生につながる予兆は観測さ

れていません

①



2022/05/26 M4.2 SI-

2022/05/24 M4.4 SI-

Sources: Esri, USGS, NOAA

0 160 32080 km

琉球海溝
沖縄プレート

フィリピン海プレート

沖縄トラフ

① 奄美大島近海で微弱地震が増加しています（2週間前15回→先週24回）。発生回数はまだ通常範囲に収まる程度です

が、このエリアで微弱地震が多発した後には「(7日後)2002年06月05日 宮古島近海 M5.2・最大震度3」や「(7日

後)2022年05月07日 沖縄本島北西沖 M5.7・最大震度2」のような地震が発生した事例がありますので、今後の地震

発生状況に注視致します。

② 先週配信したレポートにおいて、与那国島近海の地震活動から石垣島近海〜台湾付近でM5-6クラスの地震発生の可能

性を記載しましたが、「05月24日 与那国島近海 M4.4・最大震度0」の地震にとどまっています。しかし、過去の類

似事例後に発生した「2003年06月10日 台湾付近 M6.3・最大震度2」や「2010年04月26日 石垣島南方沖 M6.5・

最大震度2」のような地震は2週間以内の発生が多く、引き続き石垣島近海～台湾付近ではM6クラスの地震発生の可

能性があります。

最新週の観測データ：奄美大島～沖縄P10

揚子江プレート

M6 最大震度2

石垣島近海～台湾付近

①

②
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凡例

減少

注視

通常

データなし

最新の搾乳データ

顕著な減少が観測された牧場の乳量推移

P11

北海道北広島

静岡県富士宮



搾乳データについてP12

例）長野県松本市の牧場

例）北海道北広島市の牧場
通常範囲からの乖離

：協力牧場の位置

地震前に起こる「電磁波・ラドンガス・重低音」などの変化がストレス刺激

となり、搾乳量や産卵率が減少する可能性が最近の研究で示されています。

これまでの研究では、乳量が減少してから1〜3週間後に300km以内でM5.5

以上の地震が発生する確率が高いことが明らかになっており、東日本大震災

前にも減少していたことが報告されています（詳細はこちら）。また、地震

前にみられる減少は2日以上継続する場合が多いという特徴があります。

現在、当センターでは北海道から兵庫県まで、全国12か所の牧場と搾乳機

メーカー（オリオン機械株式会社）に協力を頂き、データを取得し、解析を

行っています。下図は、最新1カ月間の乳量を独自の解析で補正した「変動

乳量」を表しています。青色の範囲から逸脱した場合、注意を促すものとし

ます。尚、今後も全国に協力牧場数を拡充していく所存です。搾乳管理ソフ

トを使用して個体別の搾乳データを記録している牧場をご紹介いただける方

は、info@eprc.or.jp へご連絡いただけますと幸いです。

https://eprc.or.jp/treatise/
mailto:info@eprc.or.jp


Sources: Esri, USGS, NOAA

Sources: Esri, USGS, NOAA

ページの見方：地殻変動

揚子江プレート

沖縄トラフ

琉球海溝

沖縄プレート

① 枠線で囲まれたエリアで地殻変動や地震などの観測値が通常と異なっている場合、過去に類似する状況が観測された後に大きな地

震が発生したかを調べた結果を記載しています。

尚、地図上の枠線番号と文頭の番号は対応しております。

M5以上・最大震度5弱以上の地震発生の可能性が認められた場合、予測される地震の内容を下線と太字で表示し、タイトル欄

にもその概要を記述しています。

①

2019/8/27 M4.6 SI2

宜野座

沖縄石川

地殻変動値が1.2cm以上の場合、該当
する電子基準点名を記載しています。

地殻変動値が0.8cm未満の場合、電子基準
点位置に「・」を表記しています。

「〇」は発生地震の震央地を示しています。
○の大きさは地震の規模を示し、色は震源
の深さを示しています。（詳細は最終ペー
ジをご確認ください。）
地震がM4.0以上の場合、その地震の
「発生日 M 最大震度」を記載しています。

枠線は観測データに変化が現れたエリアを
示し、ページ下部の説明文ではこの番号に
対応した番号上で詳細を記述しています。
＊枠線のエリアは地震発生が予測される
エリアとは異なる場合があります。

＊この地図は説明用に作成したサンプルです。最新データではありません。

P13

予測される地震の規模、エリア、最大震度の順に

記載しています。

マグニチュード別に下図の色分けになっています。

M5-6

M6

M5

M7～

M4-5

M6-7



ー トランスフォーム断層 ー 沈み込み帯

ー 収束型境界 ー 発散型境界

活断層

1.5cm〜 1.2cm〜 0.8cm〜

大きな地殻変動値が観測されたのち、1日〜2週間程度の間に大きな地震が発生して

います。

その為、大きな地殻変動が発生したエリア周辺では、大地震が発生する可能性があ

るため毎週の地殻変動値・方向を確認することが重要です。

本レポートでは、1週間ごとの地殻変動値を「→」にて変動方向を示し、変動距離を

色で示しています。

また、同様に期間内に発生した地震の震央地を、マグニチュード、震源の深さによ

り大きさや色分けにより表示しています。

１週間前と比較した地殻変動値

GPS / GLONASS / quasi-zenith satellite Daily Data：

NASA International GNNS, 国土地理院 GEONET.

Plate Boundary Data ：

The University of Texas Institute for Geophysics (テキサス大学地球環境研究所）

Earthquake epicenter Daily Data：

United States Geological Survey(アメリカ地質研究所）, Japan Meteorological Agency(気

象庁）

Active fault data：

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(産業総合研究所）

凡例

2 3 4 5 6

マグニチュード

30 100 300 7000

震源の深さ
(㎞）

レポートの読み方について

Transform(トランスフォーム断層）：プレート境界において生成される横ずれ状の断層。

Subduction(沈み込み帯）：地球上の2つのプレートが出会って、下にあるほうのプレートがすべってマントル

に1年で数cm沈み込む場所のこと。

Convergent boundary(収束型境界）：プレートテクトニクス理論において、プレート同士が接近している境

界のこと。

Divergent boundary(発散型境界）：プレートテクトニクス理論において、プレート同士が遠ざかっている境

界のこと。

Active fault(活断層）：数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層。

Ridge(海嶺）：海洋の底にある海底山脈で、マントルが地下深部から上がってくる場所。何千kmも続くもの

もある。

Trench(海溝）：海溝は海洋プレートが他のプレートの下に沈み込む場所。深いものでは水面下1万mに達する。

スロースリップ ：地球の表面を構成するプレートの境界面において、プレートがゆっくりと滑って移動する現

象。スロー地震の一種。ごく小規模な地地震が数日間続く短期的スロースリップと、1年から数年程度続く長

期的スロースリップに分類される。

Data sources 用語解説

１週間以内に発生した地震

地層・地形


