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ABSTRACT 

Since the sea level started rising due to global warming, 

strong earthquakes have frequently occurred in the 

Tohoku region.  Last year, we found a high correlation 

between deep snow levels in Niigata and the number of 

earthquakes in Tohoku. Further investigations were 

conducted to explore the triggering factors, and it was 

found that strong spring and summer storms often caused 

huge earthquakes.  Similarly, even in the case of the M9 

earthquake that occurred off the coast of Fukushima in 

March 2011, a significant pressure drop was observed in 

the Tohoku region.  These results suggest that 

monitoring of climate change, snowfall and sea level can 

be useful in predicting some huge earthquakes. 

  The results also alert that strong earthquakes and 

tsunami damage are repeated in short cycles unless fossil 

fuels, the main cause of global warming, are abolished. 

Therefore, in order to increase the production efficiency 

of biofuels to replace fossil fuels, we studied the 

conditions for methane fermentation from sweetpotatoes. 

キーワード：甘藷，光合成効率, 地震, 地殻ポンピング運動 

Keywords: sweetpotato, fuel crop, methane fermentation, 

earthquake, global warming 

１．はじめに 

日本近海の水位は，1986 年頃までは世界の水位が上

昇したにも関わらず低下し，世界の海面水位の上昇に

より日本列島が隆起したことを示す（Fig. 1）。1986

年以降は日本近海も世界の水位と同様に上昇し続けて

いる。地殻の隆起が限界に達した場合は，海面水位が

上昇すればするほど浮力が高まり，日本列島が浮遊化

していることが示唆される。浮遊化し不安定になった

地殻は，積雪と融雪による荷重の増減による沈降と浮

上の振幅が拡大する。この地殻の上下動によるポンピ

ング運動と地震の関係を調べたところ，新潟県の積雪

深と福島県の地震の観測数が高い相関性を示すことが

判明した（Fig.2）1)。 

従来は，太平洋プレートが能動的に日本列島地下に

潜り込むという仮説に基づき日本海溝における列島プ

レート末端の跳ね返り地震の発生メカニズムが説明さ

れてきたが，太平洋プレートが潜り込む推進力は未解

明であり謎のままだった。 

Fig. 1  Changes in sea water levels of globe and Japan. 

Fig. 2  Maximum snow depth in Niigata and number of 

earthquakes observed in Fukushima. ①～⑭  indicate 

remarkable cases. 
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Fig. 3 The epicenter distribution map of the earthquake 

that occurred in the vicinity of Japan from 1960 to 2011, the 

seafloor topographic map and the epicenters of recent large 

earthquakes with seismic intensity of more than 6 (×). 

Broken lines were added by the author. 

 

 

Fig. 4  Comparison of the number of earthquakes predicted 

by the supposed model with actual observations above M6 in 

Fukushima and their moving averages. 

 

これに対し地殻ポンピング運動理論は，豪雪により

沈降する日本列島が太平洋プレートを引きずり込むメ

カニズムと共に，融雪による隆起運動が跳ね返り地震

を誘発する力学的根拠を明確に示す。新潟北部から山

形の豪雪地帯を中心に有史以前から続く地殻ポンピン

グ運動が日本海溝を創出したことも，震央分布図と地

形図が示唆する（Fig. 3）。以上の解析に基づき，福島

で観測される M6 以上の地震の発生数を，海面水位と

最大積雪深を指標として推定するモデルを考案し，

2018 年 8 月から 2019 年 7 月末までの寒候年に発生す

るM6以上の大地震の発生回数を計算した。その結果，

最大積雪深が確定した2019年3月の時点で7月末まで

の M6 以上の地震発生数は 5 回と予測され，実際の発

生数も 5 回観測され，推定値と一致した（Fig. 4）。 

これらの結果は，東北周辺の巨大地震を起こす地殻

の変形ストレス量が海面水位と積雪量から推定できる

ことを示す。また，今後は海水温上昇が冬季の降雪量

を一段と増大すると予測されるため，海面水位の上昇

と大豪雪に起因する超巨大地震が，東北周辺で短期的

に再発を繰り返す可能性が高いと結論付けられる。 

２．大地震誘発トリガー要因の解析 

Table 1  List of recent huge earthquakes 

 
 

2.1 最近の大地震発生前の気象変動の影響解析 

2018 年 6 月から 2019 年 6 月に震度 6 以上を記録し

た地震をTable 1に示す。昨年6月の大阪府北部地震は，

福井県周辺の豪雪により沈降した北摂山地が猛暑で急

速に隆起していたところに台風が 2 件相次いで接近し

たため，北摂山地と大阪平野の境界地域を震源として

発生したと考察される。また，昨年 9 月の北海道胆振

東部地震は，2011 年以降東北地方の地殻運動に併せて

隆起し続けていた北海道南部に，巨大台風 21 号が接近

し誘発したと考察される。そこで，今年 6 月の山形県

沖地震を含めた3件の地震発生前1カ月間の最高気温，

気圧，最大風速の推移を調べたところ， 3 件とも猛暑

の期間を経たのち地震直前に強風と顕著な気圧の低下

があったことが判明した（Fig. 5）。 

 

Fig. 5  Changes in maximum wind speed, air pressure and 

maximum temperature since a month before huge 

earthquakes occurred near Osaka, Tomakomai, and 

Yamagata.  Extremely strong wind and large air pressure 

drop seemed to have trigged the huge earthquakes. 
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つまり，融雪後の地殻の隆起運動が地下の岩盤によ

り妨げられ変形ストレスを蓄積した断層地帯において，

地上部の山地帯を強風と低気圧が激しく揺さぶりなが

ら上方に吸い上げたため，隆起運動を妨げていた岩盤

壁が破壊され山地が一挙に突出したことが大地震発生

のトリガー要因となったと考察される。 

一方，今年 1 月の熊本地震の直前には顕著な強風や

強い低気圧は観測されていない。Fig. 6 は，2018 年の

熊本市の湿度と降水量の推移を示す。10 月～12 月は降

水量が平年並に少なかったにも関わらず湿度が異常に

高く，地下のマントル上昇により地殻の温度が上昇し

たことが示唆される。九州は，海水荷重の増大により

海底地下のマントルが火山帯に流動する影響で地震が

多発化しており，2016 年にはマントル流動に加え同年

1 月に記録的大寒波と大量積雪が地殻ポンピング運動

を拡大した結果，4 月に震度 7 の大地震が 2 回発生し

益城町などに甚大な被害をもたらした。今年 1 月の地

震もマントル流動が主因だったと考えられる。 

 

Fig. 6  Comparison of changes in Kumamoto's humidity 

and precipitation in 2018 with normal values. The low 

precipitation and high humidity from October to December 

2018 suggests warming of the crust due to magma rise. 

 

2.2 超巨大地震のトリガー要因の解析 

以上の結果に基づき東北 6 県と新潟県の県庁所在地

の 2011 年 1 月から 3 月の気象データ（7 カ所平均）を

調べたところ，Fig. 7 に示すように 3 月 11 日のM9 地

震発生の 1 週間前から東北地方の気圧が大きく低下し

たことが分かった。前年に続く記録的な豪雪（Fig.2）

による大規模な地殻ポンピング運動が，融雪と気圧低

下により一時的に勢いを増し巨大岩盤を突き破ったこ

とがM9地震のトリガー要因だった可能性を示唆する。

そこで，積雪深と気圧と最大風速から地震起動エネル

ギーを指数化するトリガー指数の推定方法を検討した。 

 

Fig. 7  Changes in maximum wind speed, air pressure and 

maximum snow depth from January 1st to March 31st 2011 in 

Tohoku region and Niigata.  Each values show averages of 

7 prefectures.  

 
Fig. 8  Comparison of daily changes in the total magnitude 

and trigger index of earthquakes in the Tohoku region from 

January to March 2011.  The trigger index was supposed 

from the snow depth, air pressure (4-day moving average), 

and maximum wind speed. 

 

2011 年 1 月～3 月に東北周辺で発生した地震規模を

指数化した値とトリガー指数の変化を Fig. 8 に示す。

その結果，トリガー指数が上昇した後に地震の発生規

模が増大し，M9 地震が発生した 1 週間前からトリガー

指数が最大水準に達したことが明らかとなった。 

東北周辺の巨大地震の発生規模は，海面水位と最大

積雪深に依存する地殻ポンピング運動量から推定でき

ることをこれまでに報告したが，強風を伴う大規模な

気圧低下が変形ストレスを抱えた巨大岩盤を破壊する

トリガー要因の一つであると結論付けられる。 
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３．芋メタン発酵条件の検討 

3.1 ペットボトルを用いたメタン発酵試験方法 

太陽光の光合成収率を 3%に維持してサツマイモを

大量栽培する技術を普及すると，国土の 10.5%の面積

（400 万 ha）で 600 万 TJ 分の燃料を国産できることを

これまでに報告した 1)。国内の石油石炭天然ガスの年

間消費量約 1800 万 TJ のうち火力発電所の廃熱損失分

約400万TJを含む転換損失の削減や省エネ技術により

将来的にはエネルギー消費量を 1000 万 TJ まで削減を

見込む。そのために電力と熱により 90%のエネルギー

効率に高めるコージェネレーションシステム（メタン

を用いるエネファームなどの既存技術）の普及が望ま

れる。そこで，サツマイモからメタンを格安設備で連

続生産する方法を検討するために，ペットボトルを用

いてメタン発酵方法を検討した。 

回分発酵法 ペットボトル（2L）に乾燥粉砕したイモ

粉を 5 g 投入し，副原料としてドッグフード，きな粉，

豆乳，植物栽培用液体肥料（HYPONEX）などを配合

した培地を用いて，水 720 ml，種菌液 80 ml（下水処理

場の汚泥由来）を添加し，空気を除去し密閉した容器

を保温（室温，37℃，生活廃熱利用）しメタン生成量

を比較した。回分発酵試験培地を Table 2 にまとめた。 

連続発酵法 有機酸の過剰生成と発酵液の酸性化を抑

えるために，イモ粉を 1 週間ごとに一定量（5, 10, 20 g）

ずつ添加し，連続メタン発酵を 6 週間行った。 

分析方法 ガスの発生量（ガスバッグ），メタン濃度

（メタン濃度計），発酵液の pH の変化を測定した。 

 

Table 2  Medium composition used for methane 

fermentation test by batch culture method. 

 

 

3.2 メタン発酵結果と考察 

培地組成を変えて回分発酵を行った結果を Fig. 9 に

示す。豆乳やクリーミングパウダーを適量用いた場合

はメタン発生量が増大したが，ドッグフードやきな粉

はメタン発酵が不調だった。いずれも pH が酸性にシ

フトしメタン発酵が停止した。HYPONEX は pH を中

性に維持する効果があったが，メタン生成量が少なく

メタン発酵に適さないことが示唆された。また，室温

や低温では有機酸発酵菌や酵母菌が優勢になり，メタ

ン菌の生育が阻害されることが分かった。 

イモ粉を 1 週間ごとに添加し連続発酵を行った結果

を Fig. 10 に示す。1 回当たりのイモ粉の添加量が 5 g

の場合は pH が中性域に維持されメタンを連続生産で

きたが，10 g と 20 g の場合は発酵液が短期間で酸性に

なり，メタン生産が妨げられた。 

以上の実験結果により，芋や澱粉を主原料として連

続メタン発酵を行う場合は，糖質原料の添加量を制限

することで過剰な有機酸生成を抑え，pH を中性域に維

持することが不可欠であることが明らかとなった。 

 

Fig. 9  Methane fermentation by batch culture. 

 

Fig. 10  Continuous methane fermentation by feeding 

sweetpotato powder every week indicated by the arrow. 
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