
知恵袋の東海地震の予言 その１２ １０月１９日

不思議探偵社

予言 阿蘇山噴火が 知恵袋で予言されていた 年に南海トラフ地震も

知恵袋予言といえば、みなさんご存知の「さくらさんの未来予知」ですが、

今月の 日に起きた熊本県の阿蘇山噴火を予言していた「 知恵袋予言」がありました

この予言は今年の 月 日に 知恵袋の地震カテゴリに投稿されていました。

予言の内容は次の様なものです。

・ 年の終わり頃に阿蘇山噴火

・ 年に四国で の地震

・ 年 月に南海トラフ地震

非公開さん

年からタイムリープしてきました。私は三重県に住んで居ましたが今では街全体が廃墟です。

何故そうなったのかを今から言います。

年熊本地震 の終わり頃に阿蘇山噴火 年四国に地震

月四国、和歌山県、奈良県、三重県、名古屋に南海トラフ発生。

和歌山県、奈良県、三重県、名古屋半分が地震と津波で今では廃墟。

私は名古屋に逃げて寝て過去に現れました。

普段から明晰夢を見ていたので過去に行くことは簡単でした。

年の自分の意識を過去の自分に移っただけです。

あなたらから見れば私は未来人かも知れませんね。

年から南海に住む方は早い目に逃げてください。お願いします。

知恵袋より

全文はこちらからご覧ください。

この予言の中で、南海トラフ地震により名古屋が地震と津波で廃墟になると書かれています。

みなさんお気づきですか？

そうです、さくらさんの未来予知と符合する点があまりにも多いのです。

さくらさんは南海トラフ大地震が起きている真っ最中の未来の場面を見ているようですが

何ヵ所かあるうちの一つは、さくらさんが見た詳細な情報から名古屋だと判明しました。

さくらさんが名古屋の未来を見たというのは、次のような内容です。

・何車線もある道路とビルが沢山みえたから都会

・目の前に川があって火災で燃えている緑色のビルや崩れている古い建物がある

・倒れた信号機や落下している看板、多くの人が同じ方向へ逃げていた

・橋の近くに高層マンションがあり上の方から煙が出ていた

・遠くには歪んでいる様な近代的なビルが見えて、そのビルの方向から大きな爆発音が何度もしていた

・短パンをはいた外国人が見えた

不思議探偵社の１０月１２日の記事に、「 知恵袋の南海トラフ地震の予言に関する投稿」のことが

紹介され検証されていました。

私も検証してみましたが、これまでホームページに掲載してきた「 知恵袋の東海地震の予言」の

一連の項目と合致することが多いと思われたので、この項目を作成することにいたしました。



知恵袋

年からタイムリープしてきました。私は三重県に住んで居ましたが今では街全体

非公開さん

年からタイムリープしてきました。私は三重県に住んで居ましたが今では街全体が廃墟です。

何故そうなったのかを今から言います。

年熊本地震 の終わり頃に阿蘇山噴火 年四国に地震

月四国、和歌山県、奈良県、三重県、名古屋に南海トラフ発生。

和歌山県、奈良県、三重県、名古屋半分が地震と津波で今では廃墟。

私は名古屋に逃げて寝て過去に現れました。

普段から明晰夢を見ていたので過去に行くことは簡単でした。

年の自分の意識を過去の自分に移っただけです。

あなたらから見れば私は未来人かも知れませんね。

年から南海に住む方は早い目に逃げてください。 お願いします。

あと、夢はワームホールなので夢で過去にも未来にも行くことが可能です。

あと、もし南海トラフであなたらがこの世を去ったとしてもあなた自信の意識でもう一回世界をやり直せます。

しかし、今の記憶は忘れてしまいます。死後の世界はない。

死んだらワームホールを潜り前世をもう一度やり直すか、来世に行って新しい自分を誕生させるかです。

あとこの世に念が多ければ成仏は不可能。何言ってんだ俺 。

えーとまぁ 年からタイムリープして親にもう一度会えてうれしいです。

もう一度言います。三重県住みの方は非常に注意してください。お願いします。

できる範囲の質問なら答えます。

まだ漢字も意味もわからないまま逃げていたので、調べないと駄目ですがそこはご了承下さい。

長文ですね。すみません。

この未来予知は、歪んでいる近代的なビルと緑色のビルというヒントから、みんなで場所を探しだし

『名古屋のスパイラルタワーではないか？』ということで、画像をつけて知恵袋で質問。

そして、さくらさんが質問内容を確認して名古屋で間違いないという流れでした。

このあとのさくらさんへの質問で、逃げている人のなかに短パンをはいた外国人がいたということが判明して

「春～夏に起きるのではないか」という憶測が出ています。

そして阿蘇山噴火を予言した人は、 年の 月に南海トラフが起きて名古屋が地震と津波で廃墟になると

書いています。

月には短パンの人もいるでしょう。

しかし一番気になるのが、「多くの人が同じ方向へ逃げていた」という点です。

当初、これは「テロか事故が起きて人が逃げているのではないか」という憶測が多くあったのですが、

今回の予言とさくらさんの未来予知を重ねると「津波から逃げているために、みんなが同じ方向へ進んでいた」

となるのです。

来年の 月ということは、あと ヶ月もありません。

美樹さん さん がいつも知恵袋で言っているように、地震に備えてその時を待つということが

大事なのかもしれませんね。

さくらさんに今回の予言のことを伝えますので、さくらさんから何かコメントを頂いたら

さくらさんの未来予知【 月号】に掲載します！



ベストアンサーに選ばれた回答

さん

色々とありがとう。

でも、歴史的にはたいてい「内陸地震頻発 関東直下 南海トラフ」の順です。

阪神淡路大震災は内陸地震の始まりらしいですね。鳥取でも増えてきました。

あと、西側からは宮崎の日向灘が南海トラフに関係していることがわかっています。

ちなみに名古屋は愛知県ですよ？

あと静岡県の被害が不明ですが？

想定では愛知県よりも酷いはずですけど。

質問者

非公開さん

すみません。静岡県に行ってないので被害はわかりませんでした。

ですが、南海トラフはすごく怖いので波に飲み込まれたら体中に痛みが感じます。

タイムリープしていなかった 年のとき、左足に大怪我しました。

静岡県は大丈夫だと思います。 名古屋 愛知県 半分だったので。

すみません。自分の感想ばっかりで。

さん

それはそれは。ちなみに死後の世界があるらしいということもわかってきたようですが？

宗教やオカルトやスピリチュアルではなく、ちゃんとした物理学で。

過去と未来に意識が行くのも量子物理学の分野です。

ご参考にどうぞ。

この 知恵袋に投稿の、２０１７年７月の南海トラフ地震の真贋を様々な要素から検証してみました。

年からタイムリープしてきました。私は三重県に住んで居ましたが今では街全体が廃墟です。

月 四国、和歌山県、奈良県、三重県、名古屋に南海トラフ発生。

和歌山県、奈良県、三重県、名古屋半分が地震と津波で今では廃墟。

という表現からは、震源域は三重県に近いことになります。

和歌山県、奈良県、三重県の被害が揺れと津波で被害が大きいことは分かりますが、

名古屋の半分が大きな被害をうけたということに疑問を持っていました。

しかし、ウィキペディアの「昭和東南海地震」の震度分布図を見て納得がゆきました。

昭和東南海地震では、震源から離れている名古屋で震度６の揺れがあった地域が多かったのです。

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）

昭和東南海地震（しょうわとうなんかいじしん）は、 年（昭和 年） 月 日午後 時 分から紀伊半島東部の

熊野灘、三重県尾鷲市沖約 （北緯 度 分、東経 度 分）から

浜名湖沖まで破壊が進行した（震源としては「熊野灘」） のプレート境界型巨大地震。



昭和東南海地震の震度分布

海上保安庁の資料を参考にした

昭和東南海地震のプレートの破壊範囲
月 日に英国の科学雑誌「 」電子版に

掲載された海上保安庁の資料より
「東海地震と南海地震の可能性について ５月２６日」参照



昭和東南海地震の震度分布を見てみると、三重県よりも名古屋の方が激しく揺れているようです。

地下の地盤の伝達の関係なのでしょう。

安政東海地震は遠州灘はるか沖合が震源で、東南海地震の震源域も含み、静岡県での被害が

甚大だったようです。 津波は最大２２．７ｍだったようです。

安政東海地震

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

本震発生日 年 月 日発生時刻 時過頃（日本標準時）震央日本東海道沖北緯 度 分 秒

東経 度 分 秒[注 1]座標 北緯 度 分 秒東経 度 分 秒[注 1]

規模 最大震度 震度 ：甲斐甲西、駿河相良、遠江袋井

津波太平洋沿岸、特に熊野灘、最大

地震の種類海溝型地震

逆断層型被害死傷者数死者 千人 被害地域畿内、東海道、北陸道、東山道

安政東海地震（あんせいとうかいじしん）は、江戸時代後期の嘉永 年 月 日（ 年 月 日）に発生した

東海地震である。ここでいう「東海地震」とは南海トラフ東側半分の東海道沖が震源域となる地震のことであり、

東南海地震の領域も本地震の震源域に含まれていた。

安政東海地震の震度分布



これまで作成してきた「 知恵袋の東海地震の予言」で、

さくらさんの主要な未来体験の災害を、国が想定している地域の東海地震だと判断してきましたが、

以上の資料を検証してみると、

さくらさんの主要な未来体験の災害は、想定東海地震の南西側の歪域と昭和東南海地震の震源域が

合わさった震源域になるのではないかと思われます。

東海地震と東南海地震が合わさった予想震源域と、さくらさんの被害地域

昭和東南海地震は、Ｍ７．９でしたが、安政東海地震はＭ８．４で、約５．６倍の規模でしたので、

昭和東南海地震では、プレートの歪みが十分に解放されていなかったようですし、

１９４４年の発生から今年で７２年も経っているので、更に歪みの蓄積が増しているはずです。

また、想定東海地震の南西側の地域は、１８５４年の安政東海地震から１６２年間も歪みが解放されて

いません。



今後、東南海地震の震源域を含んだ東海地震が（東南海地震と呼ばれるかもしれませんが）、

発生した場合、安政の東海地震クラスの津波（最大２２．７ｍ）が発生する可能性は高いのでは

ないでしょうか。（昭和東南海地震の津波は最大で８～１０ｍ）

昭和東南海地震では、三重県の震度は５がほとんどでしたが、２０１６年５月６日投稿の 知恵袋の

非公開さんの未来体験では、三重県は大きな揺れと津波の被害を受けたようです。

上記の図の予想震源域でも、三重県の被害が最も大きいと思われます。

さくらさんの主要な未来体験の東海地震の被害地域

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）

さくらさんへの質問

先日の記事、 予言 阿蘇山噴火が 知恵袋で予言されていた 年に南海トラフ地震も について

さくらさんに感想を伺いました！

さくらさんご自身が南海トラフ地震についての未来を見ているだけあって、かなり心配しているご様子。

そして最近はまったく見ていなかった沼津の未来に関して気になるものを見たそうです

一瞬だったそうですが、被災という文字と沼津港という文字が同時に見えて、サイレンの様な音が折り重なって

聞こえてきたとのこと。

他には何か見ていないから昨年見た沼津の未来とつながっているのかは分からないとのことでした。

不思議探偵社のさくらさんの未来予知のコーナーで、１０月１６日に、新しい沼津の災害の体験が

掲載されていました。

沼津、松崎町、天竜川、神奈川県逗子市、千葉県館山市の災害は、大津波によるものです。

「名古屋半分が地震と津波で今では廃墟」 という未来体験の表現は、すこしオーバーな表現

とは思っていますが、疑問を持っていました。

東南海地域の地震では、地盤の関係で、名古屋に大きな揺れが発生することは実証されていますが、

名古屋港周辺でも津波被害が広大な地域で発生する可能性が高いことは、

「愛知県津波浸水想定の公表について」の津波浸水マップを見るまでは、知りませんでした。

想定東海地震の南西地域が動いた時には、名古屋湾に大きな津波が侵入することは、

上記の「東海地震と東南海地震が合わさった予想震源域」の地図を見ていただければ、お分かりに

なると思います。



２０１６年１０月１９日 明日香地震気象研究所 松本安生

発生時期に関しては、「 知恵袋の東海地震の予言 その１１」では、

２０１７年５～６月頃と推察しましたが、７月であっても、７月の中旬までならば、矛盾はしません。

また、５～６月よりも、７月の方が地震の引き金になる大型台風が発生する可能性も高いと思われます。

２０１７年の前半に、四国でＭ６．５の地震があれば、

２０１６年５月６日の 知恵袋の 非公開さんの予言の信憑性は高まることでしょう。

２０１７年７月の東海地震（東南海を含む）の発生には、注目してゆきたいと思っています。

１７０７年１０月２８日の 宝永地震は、東海・東南海・南海が同時発生と考えられています。

１８５４年１２月２３日の安政東海地震の翌日の２４日に安政南海地震が発生し、

１９４４年１２月７日の昭和東南海地震の２年後の１９４６年１２月２１日に昭和南海地震が発生しています。

東海地震、東南海地震、南海地震は、連動して発生してきました。

２０１７年７月の東海地震（東南海を含む）の２か月後と予想している、

２０１７年９月の南海地震の発生にも注目してゆきたいと思っています。


