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ABSTRACT 

Strong earthquakes are occurring frequently in the 

Tohoku region over the past 30 years. As a result of 

exploring the cause, I found that the number of 

earthquakes increased due to the sea level rise, and the 

year when the snowfall amount increased, the strong 

earthquake of M6 or more increased.  This result shows 

that unless we abolish the fossil fuel, which is the main 

cause of global warming, the damage of strong 

earthquakes and tsunamis will be repeated in the short 

term in the future.  Therefore, in order to increase the 

production efficiency of biofuel to replace fossil fuels, the 

photosynthetic capacity of potatoes was measured under 

limited sunlight conditions of solar power plants. As a 

result, it became clear that sweetpotato can efficiently 

accumulate starch even at a sunshine rate of about 19%. 
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１．はじめに 

過去30年間において世界的にM6以上の大地震の発

生数が増大傾向にあり，東北地域においても地震発生

数が増大している。その原因を調べたところ，日本周

辺の海水位の上昇に伴い M3 以上の地震の発生件数が

増加していることを見出した。一方，M6 以上の大地震

は他の要因が誘発していることが示唆され，原因を探

ったところ北陸の積雪量が平年値を上回ると大地震が

増大していることが明らかとなった。気候変動による

影響で北陸地方の積雪量が増大しており，今後も地球

温暖化が進むと，東日本大震災級の巨大地震や大津波

が短期間で再発することが予測される。 

この問題に対しサツマイモの優れた光合成能力と高

い澱粉含有率に着目し，イモを燃料として化石燃料を

全量代替する方法の開発に取り組んできた。燃料作物

を大量生産するためには，太陽光の利用率を高める多

層栽培法の実用化が必要であり，下層栽培を想定した

弱光条件下でのサツマイモの光合成能力を調べるため

に，太陽光発電所のパネル間の限定的な日照条件下で

サツマイモの生産性と光合成効率を解析した。 

２．地殻ポンピング運動と地震発生メカニズム 

2.1 地震件数と地殻変動因子の解析方法 

地震件数，海水位，降雪量，最大積雪深は気象庁の

データベースを用いて解析した。北陸の降雪データと

して新潟県内の 6 か所の観測所（新潟，十日町，長岡，

下関，能生，津南）の寒候年（前年の 8 月 1 日から当

年の 7 月 31 日の 1 年間）ごとの積算降雪量と最大積雪

深（一部推定値を含む）を用いた。東北地方の地震件

数は，福島県で観測された M3 以上の地震，および M6

以上の地震のうち北緯 35°～42°の近海と日本海溝周辺

を含む地域を震源とする地震件数を解析した。 

2.2 地殻変動因子の解析結果と考察 

 Fig.1 は，平成年間に福島で観測された地震の発生件

数の推移を示す。M6 以上の地震件数が増加した年は①

～⑭の記号を記した。大地震が頻発した 2011 年の東日

本大地震以降の 3 年間を除いても，地震が多発化して

いることが分かる。同様に Fig.2 は，平成年間に平均気

温と海水位も徐々に上昇していることを示す。  
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Fig. 1  Number of earthquakes with M6 or higher and with M3 or 

higher earthquakes observed in Fukushima. 

Fig. 2  Changes in sea level water deviation (Japan) and 

temperature deviations (Japan and the world). 

Fig. 3 Earth-pot heating model explains that increase of buoyant 

force by sea level rise and the acceleration of atmospheric and water 

convection enlarge the crustal vibration of the Japanese archipelago. 

 Fig.3 は地球鍋加熱モデルを示す。永久凍土や氷河の

融解と海水温の上昇により海水位が上昇したため日本

列島の浮力が増すと共に，温度上昇により気流や海流

が活発化することで地殻は不安定化する。海水位と地

震発生数の関係を調べると，Fig.4 に示すように M3 以

上の地震件数は海水位の上昇と高い相関性があり，地

球鍋加熱モデルが現実に起きていることを裏付ける。

一方，M6 以上の地震発生には他の要因が示唆される。 

Fig.5 は，過去 90 年間の日本と世界の海水位の変化

を示す。海水位の上昇幅は世界が 19cm，日本は 5cm ほ

どだが，1990 年頃までは世界の水位が上昇したにもか

かわらず日本の海水位は上昇しなかった。これは，火

山列島の日本は常にマグマの上昇圧を受けるため，海

水位の上昇に比例して地殻が隆起したことを示唆する。

1990年以降は世界の海水位と比例して日本の海水位も

上昇しており，隆起状態の日本列島に対する浮力の増

加が一段と地殻を不安定化していると示唆される。こ

のように不安定性が増した日本列島は，世界有数の豪

雪地帯である北陸の積雪荷重による地殻沈降と融雪後

の再浮上の上下動が起こり易いことが分かる。 

Fig. 4  Correlation between the sea level deviation and the number 

of earthquakes in the Tohoku region. 

Fig. 5  Comparison of changes in world water level and water 

level in Japan. 

Fig. 6  Changes in cumulative snowfall amount and maximum 

snow depth observed in Niigata Prefecture. 

Fig.6 は，新潟県内の 6 観測所の積算降雪量と最大積

雪深の推移を示す。同図から分かるように新潟の最大

積雪深が増大した年から翌年にかけて M6 以上の地震

（増発年記号①～⑭）が増大したことが分かる。最大

積雪深の平均値は 1989 年から 2003 年が 121cm だった

のに対し，2004 年以降の 15 年間は 142m に増大してお

り，大地震も増大傾向にある。 

図 7 は各寒候年の最大積雪深に対しその年から翌年
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に発生した地震件数（二年移動平均）をプロットした。

同図から明らかなように新潟の積雪深が 131cm（30 年

平均値）を超えた年は，積雪深の規模に依存して地震

件数が顕著に多発したことが分かる。 

Fig. 7  Number of the strong earthquakes in Tohoku region 

increased in the year and the following year when the maximum 

snow depth of the Niigata prefecture exceeded 131 cm. 

Fig. 8  The crustal pumping motion model of the Japanese 

archipelago where the increase and decrease of the mass snow load 

activate up and down movement of the Japanese plate and cause the 

downward motion of the Pacific plate and the fault destroyed 

earthquake due to the rebound of the Japanese plate end.  

2.3 地殻ポンピング運動による地震発生メカニズム 

以上の解析結果から推定される地震発生メカニズム

を Fig.8 に示す。積雪荷重による東北地方の地殻の変形

歪の増大はGPS観測によりこれまでも報告されている

が 1)，地震発生メカニズムは未解明だった。海水位の

上昇が日本列島を不安定化したため積雪荷重の影響が

増幅され，地震発生メカニズムの解明に役立つ関連デ

ータの観測頻度も増したのである。 

大量の積雪荷重で日本列島がゆっくりと沈降すると

太平洋プレートも一緒に引きずりこまれる。そして，

春夏季の融雪により軽くなった日本列島は海水位の上

昇とマントル昇圧によって再浮上する。この上下動を

地殻ポンピング運動と呼ぶ。一般に太平洋プレートが

自律的に日本プレート下に潜り込むと考えられている

が，上下に動いているのは日本列島である。 

太平洋プレートは浮上力がないため日本列島の下に

沈みこんだままとなり，その斜面を日本列島の地殻末

端が緩やかに滑りながら上昇する現象はスロースリッ

プと呼ばれる。一方，断層で巨大な岩盤がぶつかり合

い列島の上昇運動が妨げられると岩盤に変形歪が蓄積

する。この状態の日本プレートが大量の積雪荷重で一

旦沈降し，可動性を増した地殻末端が勢いをつけて再

浮上すると障壁岩盤が破壊される。この時，列島地殻

末端が勢いよく跳ね返り巨大地震が発生するのである。 
地殻末端の跳ね返り地震は，国内各地の断層で大小

規模で多発しており，断層面に接する片方の地殻末端

が，一時的な大荷重や振動によりポンピング運動を活

発化させることで断層破壊地震が発生する。つまり，

台風や豪雨も影響するのである。 

Fig. 9  The earthquake occurred from 4th to 6th 

September 2018, the passage time of Typhoon No. 21 and 

the point where the maximum wind speed and tide level in 

observation history were recorded. 

Fig.9 は，2018 年 9 月 4 日から 6 日かけて日本列島に

大災害をもたらした猛烈な台風 21 号の通過に伴い発

生した各地の地震の時系列である。台風と共に震源地

も北上し，北海道西岸を通過した直後に震度 7 を記録

した胆振東部地震が発生したことが分かる。函館周辺

は 2010 年以降地盤が上昇し続けていた地域であり，巨

大台風の影響による局所的なポンピング運動が，断層

岩盤破壊による大地震を誘発したと推定される。 

国内で観測された震度 7 の大地震は 6 回目となった

が，過去の 5 回はすべて平成年間に集中しており，発

生間隔が短期化している。2016 年 4 月に震度 7 を 2 回

記録した熊本地震は，九州を記録的な大寒波と大量積

雪が襲った 3 カ月後に勃発した。2004 年 10 月の中越
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地震も豪雪（2005 寒候年）が被害を拡大した。震度 7

を初めて観測した 1995 年 1 月の阪神・淡路大震災は，

西日本豪雨の今年を除くと神戸で過去 50 年間で最大

の降水量を記録した 1993 年の 1,725mm から一転し 94

年は最小降水量となる 600mm と日照りが続いた直後

に発生した。これらの記録は日本列島の地殻ポンピン

グ運動が大地震の発生に深く関与していることを示す。 

以上の解析に基づき，新潟の最大積雪深と海面水位，

および前年に発生した地震によるストレス緩和効果を

考慮した地震予測モデルの推定値と，実際の発生件数

（単年，2 年移動平均）を比較した結果を Fig.10 に示

す。現状では限定的なデータに基づく解析にも関わら

ず予測値と実測値がよく一致しており，地球温暖化に

よって大地震の発生頻度が高まっている原因を地殻ポ

ンピング運動で説明できることが分かる。今後は，地

震データや GPS データに加え，各地の気象・海水位デ

ータも併用し人工知能により解析すれば，地震発生時

期，震源地域，規模の予測精度が高まると期待される。 

Fig.10 Comparisons between the predicted earthquake within 2 

years with the actual numbers with M3 or more and M6 or more, 

and with their moving averages. 

３．日照率制限下におけるサツマイモ栽培 

サツマイモの光合成能力をソーラー発電所のパネル

間栽培において解析した。日本毛織㈱の協力によりニ

ッケまちなか発電所明石土山（Fig.11）のソーラーパネ

ル間やパネル下に培養土を 20L 詰めた土嚢袋を配置し

サツマイモ（鳴門金時）の栽培を行った。パネル間の

配置条件を Fig.12 に示す。パネルの北側直下にパレッ

ト（1.2m×1.4m）を 6 台並べ，各パレットに 20 袋ずつ

配置した（P1～P4 列×各 5 袋×6 台=30 袋/列）。5 月中

旬に苗を植え11月中旬まで6か月間栽培しイモの収量

を測定した。日照率は照度の実測値と計算により求め

た。栽培結果を Fig.13 に示す。日照率が 19%の P1 列

のサツマイモの平均収量は 3.6kg/㎡に達し，通常農法 

Fig.11  Nikke solar power station, Akashi Tsuchiyama 

Fig.12  Placement of cultivating bag (25 L) 

Fig.13  Yield of sweetpotato with limited sunshine rate 

の全国平均 2.4kg/㎡を超えた。その結果，栽培期間の

積算日照量（NEDO データベース値×日照率）に対す

る光合成収率は P1 列が 5.0%と前例のない最高水準に

達し，高い光合成能力をもつことが明らかとなった。 
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