
東京の地震について、検証してみました。

７月２６日の さんの回答

９月１４日の さんの回答

「不思議探偵社」の「 さんの 知恵袋予言～インタビュー編～ 」

以上の記事の、さくらさんの描写や美樹さん（ さん）の記述から検証してみました。

さくらさんの主要な未来体験の災害の検証 もしてみました。

いつも回答を拝見させて頂いております。

非公開さん

いつも回答を拝見させて頂いております。

その後、ご友人は何かお話しされておりましたでしょうか？

また、ホームページを楽しみにしておりますが、いつ頃になる予定でしょうか？

回答

さん

土曜日に、友人とホームページを作ってくださる方、不思議な音を再現してくださる方と会いまして色々と

打ち合わせをしてきました。

私は初めてお会いしたのですが、お二人ともとてもユニークな方で楽しくお話させて頂きました。

先に、未来の地震についてですが、東京が強く揺れるかもしれません。

どのくらいの被害がでるのかはまだ分からないようですが、友人の部屋にはかなりしっかりとした飾り棚がある

のですが、あの棚からガラス細工がほとんど落ちて、割れたりしたそうです。

震度 以上はあったんじゃないかなと言っていました。

東日本大震災の時に感じた揺れと同じくらいだったと言っていました。

未来のニュースについてですが、テレビ局かラジオ局で、立てこもりか乗っ取りの様な事件が起こるそうです。

スタジオの中にいるような感じがしたので、テレビ局かラジオ局だと思うと言っていました。

犯人は、外国人に見えたから海外で起こることなんだと思うとも話していました。

次にホームページについてですが、作成してくださる方が や宇宙人など、 映画の様な話に元々興味がある

そうで、そういった話を紹介するホームページをちょうど今作っている最中とのことでしたので、

友人の未来予知のページもそちらと一緒に掲載して頂くことになりました。

そして、今までの知恵袋を分かりやすく整理して頂き、初めて見る方でも分かりやすいよう、紹介するような形で

友人のページに掲載して頂く予定です。

以前、整理して欲しいとのご質問がございましたが、私にはそのような時間が取れず無理ですので、

お願いをしたら快く引き受けてくださいました。

友人が予知する未来の出来事は、友人がメールで作成してくださる方に伝え、すぐにホームページに掲載して

頂く予定です。 今までは知恵袋でご質問を頂いてから、私が回答をしていましたので、遅くなったり正確に伝える

ことが出来ていませんでした。

作成してくださる方がノートパソコンを持ってきていらしていて、作成中のホームページを見せてもらったのですが、

すごく見やすくて素敵な感じでした。

ホームページの公開は 月 日を予定していらっしゃるとのことです。



さんこんにちは地震が発生して津波が押し寄せて来た時、

さん

さん

こんにちは

地震が発生して津波が押し寄せて来た時、『金木犀』の香りがしたと回答されてましたよね。

この花の開花時期は、９月中旬〜１０月下旬です。

私の方は、発震の前兆を掴みましたが、地震の方は、その後何か変化でもありましたでしょうか？

例えば、

．見せられる場面や景色がより鮮明になったとか

２．以前の回答にあったように紫色にボンヤリと景色が消えかかっているとか？ です。

宜しくお願いします。

ベストアンサーに選ばれた回答

さん

こんばんは。

日曜日に友人と電話で話したのですが、未来の地震については東京で強い揺れを体感したと、

以前にもお伝えさせて頂きましたが、ここ最近はその未来の地震について、何度も繰り返し見ているようです。

友人が集めているガラス細工が、棚から落ちて割れた未来の出来事は、確か以前にお伝えしましたが、

この事以外にも色々見せられているようで、ビルが倒壊している様子や、将棋倒しのように見えたそうですが、

たくさんの方が倒れている様子、おそらく自衛隊のヘリコプターや報道のヘリコプターが何機も飛び交っている様子、

至る所で火災が起きて煙が起きている様子など、いくつもの未来の場面を見ているそうです。

あと不思議な男の子たちの事も見ているようでしたが、時間がなかったのでほとんど聞いていません。

とにかく出来る限りの準備をして備え、地震が起きませんようにと祈るばかりです。

プライムレ様は、本当に誠実な方で皆様からの質問にも丁寧にお答えして、いつも

非公開さん

プライムレ様は、本当に誠実な方で

皆様からの質問にも丁寧にお答えして、いつも関心しております。

参考にさせて頂いてますが、

東京の大地震はいよいよ信憑性が出てきましたね。

気になる季節と時間ですが、

お友だちの服装、自宅にいらしたようですが出勤前なのか帰宅後なのか、休日だったのか？

何か少しでも、わかりましたら教えて下さい。



ホームページもいよいよですね。

首を長くしてまってます、

宇宙の音も聞けるとの事でワクワクしております。

プライム様は、ご多忙なご様子なのに、情報提供いつも本当に感謝しております。

さん

こんばんは。

お褒めの言葉を頂き、大変ありがたいのですが、回答が遅くなってしまうことも多く、質問者の皆様にはご不便を

お掛けして申し訳なく思います。

今日友人に会ったので色々と聞きましたが、東京が震源なのかは、まだ分からないそうです。

服装ですが、強い揺れを体感したときは秋冬の部屋着だったそうですが、友人が持っていないものだったそうで、

これから買うことになるのかな、と話していました。

あと、たくさんの方が倒れている映像も見たそうですが、こちらも秋冬物の装いに見えたようで、

白のダウンコートを着た女性が、頭をケガしていたそうです。

ホームページですが、今日友人と、ホームページを作成して下さっている方と 人で会いまして、

一応予定通りに 日に公開して頂けるとの事でした。

実は今日、友人と私に、インタビューをしたいということだったのでお会いしたのですが、

今日のインタビューを一番最初の記事として、 日に掲載して頂けるそうです。

私はとくに何もお話しできるようなことはなかったので申し訳なかったのですが、

知恵袋を整理してくださったもの等は記事が出来次第、順次掲載して頂けるそうです。

不思議な音の再現の方ですが、ほぼ音色は決まっているそうですが、友人が聞いた音と完全に同じ音にするのが

難しいようで、もうしばらく時間がかかるような話をしていました。

こちらも完成次第、ホームページで聞けるようにして頂けるとの事でした。

「不思議探偵社」の「 さんの 知恵袋予言～インタビュー編～ 」 からの抜粋

管理人レオ：『そうなんですね、それは余計に安心できますね。

では次ですが、さくらさんがご自宅に滞在しているときに強い揺れを感じてガラス細工が落ちてきたという

未来予知ですが、どうでしょうか？あれから何か変化はありましたか？』

さくらさん：『ええ、いくつかの場面を見ています。ハッキリと見てるのもあってか見た後にすごく焦るというか。

先週美樹と話したときに伝えたことを何度も繰り返し見てるんですよね 』

管理人レオ：『ああ、先週美樹さんが知恵袋に投稿してくれていましたね。

倒壊したビル、将棋倒しになっている人たち、火災がたくさん起きている場面でしたよね。

それがハッキリと見えて繰り返し見えるんですか？それってもう発生時期が迫っているとかではないですかね？』

さくらさん：『そうなんです、同じ場面を繰り返し ただ私が持っていない部屋着を着ていたので今日明日すぐにって

わけではないと思うんですよね』

管理人レオ：『はー、なるほどです。

震源地は東京なんでしょうか？何か時期や季節がわかるようなものは見ていないでしょうか？

将棋倒しになっている人の服装はどんなでしたか？』



さくらさん：『あ、服装は秋冬のコーディネートで白のダウンコートの女性はハッキリと見えました。

頭をケガしている様子でした。震源が東京かどうかは見ていないですね』

管理人レオ：『そうですか、となると秋冬が危ないのかも知れないですね。

以上の情報を検証してみると、

東京のさくらさんが住んでいる所は、東日本大震災の時の揺れと同じぐらいとのことなので、

震度５強ほどの揺れとなりそうです。

ビルが将棋倒しのように倒壊するのは、震度７の激震と思われますので、

震源地は東京周辺の内陸と推察できます。

内陸で震源が１０ｋｍ～２０ｋｍと浅ければ、震源地は東京から５０ｋｍ～１００ｋｍの圏内の内陸では

ないかと推察できます。

海域が震源の場合、ビルが将棋倒しのように倒壊する可能性は低いと思われます。

発生時刻 年 月 日 時 分頃

震源地 熊本県熊本地方

最大震度 マグニチュード 深さ約

４月１６日の熊本地震の本震の場合は、震央から約５０ｋｍ～８０ｋｍ以内の地域が、

震度５強～７の揺れがあったようです。

熊本地震を参考にして、東京が震度５強で揺れるとすれば、

震源は、東京湾、千葉県、茨城県 などが考えられます。

マグニチュードは、Ｍ７～７．３ ぐらいが考えられます。



発生時期は、さくらさんの未来体験の下記の描写

管理人レオ：『ああ、先週美樹さんが知恵袋に投稿してくれていましたね。

倒壊したビル、将棋倒しになっている人たち、火災がたくさん起きている場面でしたよね。

それがハッキリと見えて繰り返し見えるんですか？それってもう発生時期が迫っているとかではないですかね？』

さくらさん：『そうなんです、同じ場面を繰り返し ただ私が持っていない部屋着を着ていたので今日明日すぐにって

わけではないと思うんですよね』

『服装は秋冬のコーディネートで白のダウンコートの女性はハッキリと見えました。』

などからは、今年の１１月から来年３月上旬までの間ではないかと

推察しています。

他に、東京が震度５強で揺れる可能性があるのは、

最近群発地震が発生している、関東東方沖の大地震ではないでしょうか。

この地域は、３つのプレートが交錯している地域で、ここでの地震は、プレート内の伝搬で、

距離が離れている東京でも大きく揺れるからです。

しかし、ビルが倒壊する地域がどのあたりになりそうなのかは、私にはわかりません。

さくらさんの主要な未来体験の災害の検証

さくらさんの主要な未来体験の災害には

① 沼津の災害（津波） （ 知恵袋の東海地震の予言に詳細解説）

② 静岡県賀茂郡松崎町の災害（津波） （ 知恵袋の東海地震の予言その３ に詳細解説）

③ 名古屋市中区栄１丁目 納屋橋 で未来体験された名古屋の災害 （その４に詳細解説）

④ 神奈川県逗子市の披露山公園 から展望された相模湾の津波 （その８⑦ に詳細解説）

⑤ 静岡県磐田市 天竜川 新掛塚橋 から展望された津波 （その８②に詳細解説）

⑥ 千葉県館山市布良「駒ヶ崎神社」 から展望された 津波 （その８⑥ に詳細解説）

⑦ 高知県安芸市下山 浜千鳥公園から展望された津波 （その９③ に詳細解説）

以上の７つの地震があります。

①②④⑤⑥は東海地震による津波と判断しています。

③の名古屋の災害は、地震とテロの状況が考えられましたが、今は東海地震の被害と判断しています。

爆発音が何度もして、人々が同じ方向に逃げているという描写が地震にしてはおかしいと思ってもみまし

たが、ビルが崩れていたり、看板や街灯が倒れていたり、数か所で火災が発生したりしているという

さくらさんの未来体験からは、爆発音も地震の被害が原因で発生し、爆発音のせいで人々が同じ方向に

逃げていると判断いたしました。

⑦は南海地震による津波でしょう。



東海地震の予想震源地と①②④⑤⑥の場所

昭和南海地震・昭和東南海地震の震源地と

南海地震・東海地震の予想震源域



東海地震と南海地震の発生時期に関しての検証

東海地震による災害と判断している、さくらさんの未来体験の中から、

発生時期の手掛かりになる描写を列記してみます。

さん

先ほど友人に電話して地震について聞きました。忘れないうちにお伝えします。

今のところ霞が消えたり濃くなったりを繰り返して見ているようです。

でもハッキリと見えたり体感したものがいくつかあったようです。

足元には泥と瓦礫がたくさんあって、すぐ傍にはボールの上に立っているピエロのような銅像があったそうです。

吹きつける風に潮の香りが強くしたので、海の近くだと思うと言っていました。

見渡す限り多くの家や建物が倒壊している様子で、遠くには山が見えたそうです。

立っている場所から何ｍか先には、すごく汚れているけれど倒壊はしていない建物が見え、前面がガラス張りで

上の方に月國か月園のような漢字が見えたようです。

上空には行き交うヘリコプターが見えたそうです。

それを見ていると急に霞が濃くなり、しばらくして霞が消えた時にはその建物は消えていたそうです。

さん

住所がわかるものは見ていないようで沼津かどうか分からないとのことです。

時期は、晴れていても空気が少し冷たく感じたので夏ではないと思うと言っていました。

今のところ大体このような感じで見たり体感しているそうです。

まだもう少し話の続きがあったのですが、地震には関係なさそうで意味不明な内容だったので省きます。

文章がまとまっていないと思いますが、色々聞いて忘れそうだったのでとりあえずお伝えしました。

「 知恵袋の東海地震の予言 その２」 からの抜粋

スミマセン質問させてくださいお友だちに名古屋で逃げている人達の服装と、もし

非公開さん

スミマセン質問させてください

お友だちに名古屋で逃げている人達の服装と、もし見えていたら周りの景色 木々の様子など を質問して

頂きたいのです

服装や木の葉っぱなどで季節 時期 がある程度予測できると思うのです

よろしくお願いします

この質問は、 さんに回答をリクエストしています。

（ほかの方からの回答を制限するものではありません）

「 知恵袋の東海地震の予言 その７」 からの抜粋



回答

さん

リクエストマッチ

とくに服装や季節について話していなかったんですが、おっしゃっるように服装や木の葉の色で季節が分かり

そうですね。 明日メールで聞いてみますね。

さん

友人からメールが来ました。

服装は長袖の人が多く春物の感じだったらしいですが、半袖姿の人も何人か居て

短パン姿の外国人男性も居たらしいです。

木の葉の色は緑だったそうです。 季節は春くらいでしょうか。

時間は曇り空でも明るかったらしいのでお昼くらいだと思います。

以上のさくらさんや美樹さんの描写からは、

東海地震の発生は、来年（２０１７年）の夏前の５月から６月頃ではないかと思っています。

や も的中させ、 には日本を離れたというゲリーボーネルという怪しい、あち

さん

や も的中させ、 には日本を離れたというゲリーボーネルという怪しい、あちら側のおじさんかもしれませ

んが、

フィリピン海プレート上の伊豆・小笠原海溝の巨大地震が 月 日日曜日あるそうです。

そうした東海大地震が起きた場合、東京や神奈川などにどう影響がありますか。

さん

月 日かは分かりませんが、予知能力的な力を持っている友人が言うには今年の夏前に大地震が起きると

言っていました。

静岡県の沼津市の大半が消滅するとのことでした。

地震の揺れでなのか津波でなのかわかりませんが壊滅して最も死者がでるのが沼津市とのことです。

友人が予知した事柄は一度も外れたことがないので、今回も起きてしまうんだろうなと思っています。

の大震災も実際に起こりましたし、最近ですとドイツの飛行機事故も当たりました。

ドイツの飛行機事故では人為的なものとまで当てていました。

大体何か起きる ヶ月くらい前に察知できるようです。

さん（美樹さん）の最初の回答（２０１５年４月８日）



南海地震の発生時期の手掛かりになる描写は

「 知恵袋の東海地震の予言 その９① 」にあります。

はじめまして。こんにちは。いつも拝見させていただいています。 後にまたお

非公開さん

はじめまして。こんにちは。いつも拝見させていただいています。

後にまたお話を聞かせていただけるとのことで、毎日チェックしてるのですがまたお時間ができましたら

投稿していただけたら嬉しいです。

個人的には、最近お友達さんの体感されたことが起きなくなっているのはこの知恵袋で多くの人の目にとまり

見られていることがとても影響していると思っています。と言うのは、物理学の観測者効果の一種で、

観測者効果と言うのは、誰かが見た瞬間に、その結果に影響を与えてしまうと言うものなのですが

（簡単に言えばですが）、それで多くの人がその予言？を見れば、いろんな思いを抱くわけで

それがもともと起こりうる未来？を変えているのかな、と思っています。

結果的には、悪い予言？がはずれる傾向にある？のはいいことだと思っています。

熊本地震に続き、南海が本当にすぐ来るのではないのか心配に思っています。

また、お聞きしたことを私たちにもお聞かせいただけたら嬉しいです。

いつもありがとうございます。

この質問は、 さんに回答をリクエストしました。

ベストアンサーに選ばれた回答

さん

こんばんは。先日友人に会いまして、新しい災害地など色々聞いたので忘れないよう前回同様メモを取りましたが、

今週はとても忙しくまとめる時間がないので、週末に改めてお伝えさせて頂きます。申し訳ございません。

さん

先週の土曜に、友人から聞いた話をメモを確認しながらまとめましたので、改めてお伝えさせて頂きます。

まず始めに、先月に私が知恵袋でお伝えしたいくつかの災害地で、ろうそくの様な塔がある港がありましたが、

神戸の港と判明しました。

友人と一緒に画像検索でろうそく、タワーで調べたところ「これだ！間違いないよ！」と友人が言ったので、

タッチしたら神戸のポートタワーと判明しました。

偶然にも、ろうそくを販売しているサイトのようでした。

他の災害地も探しては見たのですが、見つけることが出来ませんでした。

次に新しい災害地についてですが、

か所目は友人は海沿いの広場か公園で強く激しい揺れを体感したそうです。

広場には、石碑や手の様なオブジェ、木組みで作られているトンネルの様な珍しい形の東屋があったそうで、

海がすぐ目の前に広がっていたそうです。

カップルがいたらしく、揺れている時は「やばいやばい」と叫んでいて、パニック状態だったそうです。

揺れが収まった後に、カップルに話しかけたけど全く気付いていなかったから、私の事は見えていなかったと

思うと言っていました。 その後、カップルは急いで車に乗ってどこかへ行ったそうです。

道路を挟んで反対側には小山があって、土留めが一部崩れて道路に落ちていたそうです。

しばらくして、大きな黒い壁のような津波が迫ってきて、友人は飲み込まれる直前に元に戻ったそうです。



この災害地の未来の出来事を見てから、不思議なことがあったそうで、未来を体感しているときに友人は

金木犀の花束を抱えていたそうで、元に戻ってからも金木犀の香りがしばらく残っていたそうです。

友人だけではなく、周りも香りに気がついたと言っていたので、友人の気のせいではないかも知れません。

か所目の場所はかなり都会で、ドンドンと突き上げてくるような強い揺れを体感したそうです。

何車線もある道路と交差点があり、ロフトと三越があってビルがひしめき合っていたから間違いなく都会だと

思うと言っていました。

それを聞いて私は新宿かと思いましたが、新宿の三越ではないと断言していました。

友人は新宿に年に何度となく買い物に行っているので間違いないと思います。

画像検索でロフト、三越で調べましたが、友人が見た場所は見つからなかったので、将来そのような場所が

できるのかも知れません。

何台もの車が走っていたけど、揺れている時も混乱なく走行していたようで、崩れているようなビルもなく、

被害はないように見えたと言っていました。時刻は夜だそうです。

未来のニュースですが、船と船が衝突する事故があってニュースになるそうです。

数名の乗員は無事に救助されるそうです。

片方の船には、青いラインが入っているように見えたと言っていました。

この未来のニュースに関係しているのか友人にも分からないそうですが、

白い粉 ジャンボジェット機 坂道 の映像がパッパッパと見えたそうです。

もしかしたら、同時期くらいの 未来のニュースに関係しているのかも知れないと言っていました。

次に不思議な男の子たちの話ですが、先月の知恵袋で南極のある地点から螺旋状の光が延びていて

という数字が浮かんでいたとお伝えしましたが、インドの辺りから 、北欧の辺りから

という数字が浮かんでいたそうです。

数列は振動している立体的な図形を現代の数字に変換したもので、時間や空間と関係しているそうですが、

それが男の子たちがやってきた別の宇宙とつながっている場所を示しているのかもしれないと言っていました。

色々な形の宇宙がシャボン玉のように無数に浮かんでいて、くっついたり離れたりを繰り返しているイメージが

飛んできたそうです。

先日に友人から聞いた話は以上になります。

質問した人からのコメント

たくさんの方から質問が来ており、お忙し中、丁寧にご回答いただきありがとうございます。

さまの文面から、本当に真摯で丁寧な方なんだと察しております。

もし、災害が本当におこったとしても少なからず さまのおかげで被害がすくなることもあると思っております。

本当にありがとうございます。

「 知恵袋の東海地震の予言 その９⑤」 からの抜粋

いつも拝見させて頂いております。沢山、ご質問を頂いてるなか、大変恐縮ではご

非公開さん

いつも拝見させて頂いております。

沢山、ご質問を頂いてるなか、大変恐縮ではございますが、

私からも、ご質問よろしくお願い致します。



服装などで、季節などがわかるかもとの質問が前回ありましたので

災害地におりました、カップルの服装などで季節などはわかりますでしょうか？

持っていた花束が、金木犀との事だったので秋なのかな。。とも感じたのですが、

四季咲きの金木犀もあるようなので、どちらなのかな っていうのも気になっております。

お時間がある際にご回答頂けたらと思っております。

どうぞ、よろしくお願い致します。

補足他の方の回答で明るい時間帯とありましたので雨ではなかったと思いますが、

お空は曇り空なのか晴天だったのかなどもお教え頂けると助かります。

高知に住んでおり不安です。

何卒、よろしくお願い致します。

さん

回答が遅くなり申し訳ありません。今晩にでも、友人にこの知恵袋を見るように連絡しますので、

返事が来ましたら追加で返信させて頂きます。

さん

先ほど、友人から連絡がきまして、カップルの服装はおそらく秋物で、男性はピアスをしていたそうです。

天気ですが、晴れに近い薄曇りくらいだったとのことです。

ご質問にあるように、金木犀は秋の季節花ですね。

服装が秋物で金木犀の季節が秋ですので、友人の見た未来の出来事は秋なのかも知れませんね。

質問とは関係なく申し訳ないのですが、知恵袋をご覧頂いている皆様に、お伝えさせて頂くことがございます。

有難いことに、これまで多くの方々に私の知恵袋をご覧頂き、また沢山のご質問も頂戴しています。

しかしながら忙しいことも多く、回答するのが遅くなったり、友人から聞いた未来の出来事を余すことなく正確に

お伝えすることができなかったように思います。

以上のさくらさんの未来体験と美樹さんの描写からは、

南海地震の発生は、来年（２０１７年）９月頃 ではないかと思っています。

以上の検証をまとめますと、

① 東京が震度５強ほどで揺れ、東京近辺でビルが倒壊する地震が

今年の１１月から来年の３月上旬の間に発生する。

② 東海地震が 来年５月から６月頃に発生する。

③ 南海地震が 来年９月頃に発生する。

以上が、今回の検証結果の予想です。

２０１６年１０月２日 明日香地震気象研究所 松本安生


