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日本周辺のプレートの配置



１．「千年震災（ミレニアム地震）」だっ
た2011年東日本震災

「A. 百年一度の地震津波 （M８）」 と
「B. 千年一度の地震津波 （M9）」

は、分けて考えよ。

A.は 人の命と財産を共に守る

B.は 人の命と原発のことだけ考える

A. と B は何か本質的に違うのだろう
か？ → Yes なのである。



今後の津波防災事業はつぎの（A)、（B)二つ
のレベルで分けて対策を立てるべきである。
• （Ａ） １００年一度の津波に対する対策
• 例：三陸海岸では
• 昭和８年三陸地震津波。おおむね10ｍ
• 例：静岡県・三重県では
• 安政東海地震(1854） おおむね6m
• → その高さの防潮堤で、人の居住地区を守る。
• 防潮堤を作れ。

• （B) 1000年一度の津波に対する対策
• 例：三陸海岸では、東北日本地震、おおむね20m
• 例：静岡県・三重県では：明応東海地震(1498)、おおむね15m
• 例：和歌山県・四国では：宝永地震(1707)、おおむね15m
• → ひたすら人命を守る、原発事故を起こさない、
• の２つだけを考える。避難場所（避難タワー）を作れ



M9.0の地震の発生
19世紀、20世紀に起きた9.0以上の地震

1837     バルビディア, チリ 南 Mt = 9.3

1841      カムチャッカ 北 9.0

1868      アリカ, チリ 南 9.0

1877 イキケ, チリ 南 9.0

69年空白

1946      アリューシャン北 9.3

1952      カムチャッカ 北 9.0

1957 アリューシャン北 9.0

1960      チリ 南 9.4

1964 アラスカ 北 9.1

40年空白

2004 スマトラ, インドネシア 9.0

2011     東日本 9.0



地球全体でのM9.0以上の地震の発生



海底地殻の

水平方向の
地変量

海底水平移動量
が６０ｍに達した
「コア領域」が
あった。

コア領域内で海
底は最大20ｍ上
昇したことになる。



釜石沖の２台の海底津波計に「針のような津波」
が 記録された。



釜石沖の２個の海底津波形の記録
「針のような津波記録に注意」



2011年東日本震災の震源域と津波の高さ



宮古市役所４階から撮った写真



津波が来た! 宮古市役所４階窓にて



被災前の田老

→
昭
和
40
年
完
成
の
防
潮
堤

昭和53年着工の防潮堤↑↑この松林に注目



被災直後の田老

古い堤防はほとんど無傷。新しい堤防は完全消滅

松林が消滅

今回の津波で松林は防災効果はあまりなかった



田老町外側防波堤の破壊消滅
上部コンクリートブロックは下部の上にただ載せてあっただけ！



破壊消滅した上面高さ10mの新防波堤



破損が起きていない田老旧防波堤
家は全壊したが多くの人の命は守った



宮古市女遊戸(おなっぺ)海岸



Iw7‐9. 宮古市崎山・女遊戸（おなっ
ぺ）海岸、南側斜面1‐3 

＊測定起点は女遊漁港岸壁面（測
定時1.33 m．トータルステーショ
ンは堤防面に設置（MSL 7.859
m（測定時潮位補正済み）. 雑草
流跡・ 堆積物に基づく．

● 26.0



１－A 人命救助の失敗例
１．宮城県気仙沼市杉の下高台の悲劇

この丘の頂上の高さは12m、津波の高さは14m

▲

杉の下高台、12ｍ



気仙沼市杉の下高台
高さ１２ｍ。１４ｍの津波が襲い93人死亡





教訓：そこより高い所へ移動できない
避難場所には

救命胴衣を置いておくこと

そもそもそこより高いところに
移動できない避難場所は、最
低標高は20m以上あるべきで
ある



１－A 失敗例
２．宮城県石巻市大川小学校の児童誘導の失敗

宮城県石巻市 大川小学校108人の生徒の内
７割・７４人が死亡

１３人いた教職員も、１０人が死亡した。



大川小学校
の

位置



石巻市大川小学校では

保護者や住民らの証言では、児童は１１日午後２時４６分の
地震直後、教諭らの誘導で校舎から校庭へ移動した。ヘルメッ
ト姿や上履きのままの子もいた。保護者の迎えの車が５、６台
来ており、「早く帰りたい」と、泣きながら母親にしがみつく子も
いた。

同４９分、大津波警報が出た。教諭らは校庭で対応を検討。
校舎は割れたガラスが散乱し、余震で倒壊する恐れもあった。
学校南側の裏山は急斜面で足場が悪い。そうした状況から、約
２００メートル西側にある新北上大橋のたもとを目指すことに
なった。そこは周囲の堤防より小高くなっていた。



大川小学校では生徒たちをどう誘導したか？

赤の線に誘導してしまった。青の線なら良かったのに



小学校の後ろの崖

とても小学生には上れ
ない

→児童でも簡単に上れるよう

なジグザグ登山歩道をつけて
おくべきであった。



４．脱出路が橋１本しかなかった、仙
台市荒浜地区

松林は、津波の衝撃を和らげるのに
はわずかに役だったが

浸水防止には全く役に立たなかった。
→ 黒潮町入野の松原は？

逃げ道の橋はただ１カ所だった。



名取市海岸
に津波が押し
寄せる様子

貞山堀（ていざんぼり）運河
に注意

これが避難を妨げた。

「貞山」とは仙台藩の藩祖
伊達政宗の号。



仙台市荒浜

浸水しな
かったのは
小学校の４

階だけ



1ーB 人命救助の成功例
成功例１ 「津波てんでんこ」が成功した

岩手県釜石市の小中学校

津波てんでんこ：地震を感じ、津波が来ると警報が出たときには、

家族のことはかまわず、自分一人が助かることを考えよ。

小学校２年生の子供が家でお留守番。お母さんはお買い物、
ここで地震に遭い、間もなく、市の広報サイレン、防災無線で津
波警報が出た！

→ このお母さんは、家に戻って、子供を助けに

行かなくていいのか？子供は、お母さんが家の戻ってく
るのを待たなくていいのか？

→ いいのだ。いいように、ふだんからしておくのだ ！



「津波てんでんこ」を実践するために

ふだんから、その小学生に

津波警報が出たときには、お父さん・お母さんが居なくても、
おまえの判断で、いっこくもはやく、高いところ（津波の避難
所）に駆け上がるんだよ、と教えておく。

お父さんは仕事場から、お母さんは買い物のマーケットから、
家に戻らず、直接、避難所に行くから、

おまえは、両親が居なくても自分一人で、急いで避難所に
いくんだよ、 家族みんなは避難所で会えるんだからね！

釜石市の小中学校では、この教訓が徹底していた。

釜石市では14小中学校生徒3000人全員無事。

当日欠席していた生徒のうち5人のみ死亡



津波避難指定場所の必要条件

「人の命」を守る「津波避難指定場所」は1000年一度の津
波でも、住民の命を守るためのもの。

条件1：標高２０ｍ以上の場所であること。５ｍ標高の平

地のビルの５階以上。斜面なら容易に登れること。

条件2：電力が止まった、月のない夜でも照明があること

→ソーラーバッテリー充電の照明灯

条件3：その避難場所から、海の様子が見えること

条件4：津波が上がってきて、その避難場所ですら危ない

と判断されるときには、さらに高所へ移動できること。

条件5： 行き止まり避難場所には救命胴衣を50人～100

人分備えておくこと



一つ前の東日本震災
貞観11年(869)5月26日の東日本震災

［三代実録］

廿六日癸未、陸奥国地大震動。流光如昼隠映。頃之。人民叫呼。
伏不能起。或屋仆圧死。或地裂埋殪。馬牛駭奔。或相昇踏。

城郭倉庫。門櫓墻壁。頽落顛覆。不知其数。

海口哮吼。声似雷霆。驚濤涌潮。泝洄（さくかい）漲長。忽至城
下。去海数十百里。浩々不弁其涯涘。原野道路。惣為滄溟。

乗船不遑。登山難及。溺死者千許（ばかり）。資産苗稼。殆無孑
遺焉。



仙台市域の浸水域

古代遺跡多賀城下
まで浸水したのは

貞観11年(869)
以来の出来事

●



仙台平野の津波浸水
2011年津波(青)と貞観(869)津波(赤) Sugawara et al.(2012)



インドネシアの千年震災

2004年インドネシア・スマトラ島地震
(M9.1)



Past Events in the Sumatra Island Area
and its vicinities



Datailed Map of the Field Survey

Banda Aceh

Weh Is.

Krueng Raya Port

Sigli
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Damage of the Residential Area of 
Banda Aceh City Size of the Map

10km × 10km

←Severe Damaged Area
←Limit of the Inunda on

Up to 2km from the 
coast ….Almost all 
houses were swept 
away

Up to 5 ~ 6km 

inundated

Port→●

●

Great Mosque

●

Port Mosque



View of Banda Aceh Port



View of the coastal area of 
Banda Aceh City



Baiturrahim Mosque
(Near the NW coast of B.Aceh)



34.9m Valley



At the top of the tsunami limit of the 34.5m valley



人間が一人写っています。どこにいますか？ ここで津波の高さ ２９ｍ、
この地区に住んでいた、375人全員死亡



千年（ミレニアム）地震・津波の作り方



ミレニアム津波の作り方

• ○ 海溝型地震で、付加体部分が上盤側 プレート
に押されて、練り歯磨きのように 突出すれば、ミレ
ニアム津波は出来る。

• ○ そのさい、震源領域が拡がって

• 「連動型地震」（例：東日本震災、宝永地震）

• になるか、拡がらないで

• 「単独震源域の地震」（例：明応地震、1498)
• になるかは、「練り歯磨き」の知ったことではない。



したがって、因果関係は？



「千年津波」の地震の２分類

「コア領域あり」で「連動型」になった例：

① 2011年東北地方太平洋沖地震

② 2004年インドネシア・スマトラ島地震

③ 1707年宝永地震 ④ 887年仁和五畿七道地震

「コア領域あり」で「単独型」であった例

⑤ 1498年明応東海地震

⑥ 1361年正平南海地震



「連動型巨大地震モデル」を仮定して与えて、
巨大津波が起きるか？

• 次の東海沖・南海沖地震が連動型になったというモデル
（いわゆる３連動モデル、日向沖まで加えた４連動モデル）
を仮定して、巨大津波が再現できるか？

→ダメ！こんなことしたって、静岡県での明応東海地震(1498)の巨大津波
は数値計算で再現できないであろう。

したがって、今日の開催パンフレットの「東海・東南海・南海・日向灘の４連
動海溝型地震」が心配されています、の記載は誤りである。



なぜ「コア領域」が発生する？

沈み込んでいくプレートに「海山（かいざん）」が乗っていて

それごと沈んだためであろう。（地震学会での報告にあり）

そうすると、

「コア領域は常に、海溝軸にへばりついて出現する」

この場合巨大津波は、地震発生の直後には海岸に到達しな
い。三陸沖で地震の揺れの30分後である。

東海地方・和歌山県・四国地方も「コア領域」からの巨大津
波の到達は地震後約20分かそれ以上後であろう。

ミレニアム津波では津波警報がでて、適切に避難すれば、助
かる時間的余裕がある、ことになる。



では、なぜ
① 練り歯磨きが強く押される場合

[ミレニアム地震津波]
と

②そうでない場合があるのか？

震源（震央）で
「強固固着域」があったから



「強固固着域」はなぜ出来る？

• 答：海山を載せたまま飲み込まれた場所で
あるため（2011年秋地震学会、静岡）



海山が呑み込まれて「のしイカ」になった
場所が「強固な固着域」となる



東海沖、南海沖でも「海山の飲み込み」はある
か？ ありますねえ・・・



東北日本太平洋沖
地震の余震分布

本震震源（黄色星）から
海溝軸に向かう一群の余震が
現れていることに注意。

余震域が海溝軸に達している。



昭和19年(1944)東南海地震の余震域
南海トラフに達していない→だから「並」の規模



昭和２１年南海地震の余震分布と
本震の震源域 千年地震ではない例

① 南海トラフに達していない。 ② 本震震源から陸に向かって割れが進行した



今年3月、8月
の内閣府中央
防災会議の

モデル

南海トラフ海溝沿いに、付加体による、
「練り歯磨き」部分をつけたので、モデ
ルとしては正しくなった。

ただし、これを「五連動」、あるいは
「六連動」と呼ぶのは妥当ではない。



「千年地震」が起きて、巨大津波が
襲ってきたら、どうなる？

「千年地震」の巨大津波は、海岸から
離れた海溝にへばりついた「付加体」
の海域から来る。だから

地震の揺れを感じてから、和歌山・
徳島・高知の海岸に達するまで、約
30分ほどかかる。

落ち着いて避難する時間がある。



第２章 南海系列の巨大地震

2.1 南海系列の巨大地震の歴史と特徴

2.2 小粒の昭和21年(1946)年南海地震

2.3 標準サイズの安政南海地震(1854)

2.4 巨大サイズの宝永南海地震(1707)

2.5 もっと古い南海地震



２．大阪を襲う南海地震津波

2.１ 宝永地震(1707)、正平地震(1361)、
仁和地震(887)の3つが

西日本の「千年震災」

2.2 南海地震系列の巨大地震

2.3 安政南海地震(1854)
大阪平野の震度分布から

2.4 東海地震は静岡の地震で大阪は関係
ないか？



東海地震と南海地震の震源域



東海地震と南
海地震は連動

して起きる



歴代の南海地震

684 白鳳南海地震

887 仁和五畿七道地震 ●

1099 康和（元年）南海地震

1361 正平（16年）南海地震 ●

1498 明応（7年）南海地震： 10年前に発見

1605 慶長(9年)南海地震

1707 宝永（4年）地震 ●

1854 安政（元年）南海地震

1946 昭和（21年）南海地震

● の３つが 西日本の「千年震災」。他は「百年震災」



近世・近代に起きた東海・南海地震

南海沖 東海沖

宝永地震 宝永4年10月4日（1707 Ⅹ 28）

安政南海地震
安政元年11月5日
(1854 XII 24)

安政東海地震
安政元年11月4日
(1854 XII 23)

昭和南海地震
昭和21年12月21日

東南海地震
昭和19年12月7日

←32h←

2years

大

中

小



宝永(1707)と安政南海(1854)の比較



「どえらい南海地震」宝永地震は何年に１回の出来事
か？

室戸岬の海岸段丘は語る・・・

室戸岬の南海地震による隆起は、次
の南海地震までに戻ってしまう、と考え
られる。

昭和南海 12m

安政南海 1.4m

ドエライ南海地震

宝永地震 1.9ｍ

しかし「ドエライ地震」による隆起は、戻
らず段丘が残る。



地殻変動の量
で

比較する

四国・室戸岬は

昭和21年南海地震で0.9m隆起した。
安政南海地震(1854)で1.2m隆起した。
宝永地震(1707)で2.5m隆起した。

ところが 普段は１年に ７ｍｍずつ沈下
している。100年で７０ｍl沈下する。

昭和南海、安政南海では段丘は出来ない。

「千年震災」である宝永地震ではじめて
段丘が残る。



室戸岬の段丘は語る
1707年宝永地震、1361年正平地震

887年仁和五畿七地震である



A. 仁和三年(887)五畿七道地震 

• ［三代実録の記載］ 
  （京都）諸司舎屋、東西京廬舎往々転覆 
  海潮漲陸、溺死者不可勝計、其中摂

津国尤甚。 
 
 現代語訳：京都では公的な官庁の建物、左
京・右京の一般庶民の家がしばしば転倒し
た。 

 
 

 



Ｂ．正平16年(1361)南海地震

• ［後愚昧記］

(6月24日)今暁大地震。四天王寺金堂顚倒、

成微塵了。又大塔空輪落塔傾（略）、伶人一
人、承人二人、在庁二人圧死。

四天王寺で震度６弱



Ｂ．正平16年(1361)南海地震の津波記事 

［参考太平記］ 

  七月二四日には、摂津国難波浦の澳
（みなと）、数百町、半時ばかり乾あが
り、網を巻釣を捨て、我おとらじと拾ける処
に、又俄に大山の如くなる潮満ち来て、
漫々たる海に成りければ、数百の海人共
一人も生きて帰るは無りけり。 



中世の南海地震 
正平16年(1361)南海地震の津波記事 

 

［斑鳩嘉元記］（法隆寺、薬師寺の被害を述べたあと） 

 天王寺金堂破れ倒れ、又安居殿御所西浦
までしほみちて其間の在家人民多以損失云々 



安居神社現況

天慶5年（942）開創。菅原道真が九州に行くとき休んだところ。



宝永1707，安政南海1854地震津波による大坂での落橋
（西山、2005)

正平南海地震(1361)の大坂での津波到達点



Ｃ．宝永地震(1707)津波の大坂での潮位高さ

水死者 541人は 大坂の人の死者。 他国の商人、旅行者を合わせて死
者数千人と言われる。



2.2 南海地震系列の巨大地震
2.3 大阪平野の震度分布から

昭和21年（1946)は小粒の南海地震

安政元年(1854)は標準サイズの南海地震

そこで、標準サイズの南海地震である
安政南海地震（安政元年11月5日、1854)による
大坂の被災を調べてみた。



安政南海地震津波の大坂の状況



安政南海地震の津波
大坂の川の中で遭難する船



大正橋の石碑

「大地震両川口津
浪記」







安政南海地震(1854)津波
大坂の浸水被害



安政南海地震の津波
大坂の被害数



堺大浜公園・
安政津波碑

文

堺の人は
かしこかった。

「堺のひとは
つつがなし」



堺市大浜公
園碑文・部分



安政南海地震
(1854)の津波

による大坂で
の落橋



地震の揺れの記録実例
大坂・福島の五百羅漢の堂大損じ

→その場所の震度５＋

「福島の五百羅漢」と呼ばれたものは

「上福島村妙徳寺のことである」

「妙徳寺は明治の大火で福島から額田へ移転した」

そこで、額田の妙徳寺に電話して

住職に元の位置を質問する。

→妙徳寺は今の地図の福島区福島５丁目、福島公園の所にあった。

→その地点を現在の地図に確認し、東経135度29分17秒、北緯34度41分

34秒であることを確認する。

→エクセルでデータベースに入力する→地図化する。

震度： 木造家屋 30％以上全壊 震度７、５－３０％ 震度６強

１－５％ ６ 弱、 家屋 破損、液状化 ５強、家屋小破 ５弱



地震の
揺れ

安政南海地
震(1854)の
大坂での詳

細震度



２．安政元年(1854)11月5日南海地震

特徴

地震の揺れに
よる被害は

奈良盆地
大阪市内
河内平野
泉大津

で大きく
西宮・神戸間

京都などはほと
んど被害がない。

意外なことに
兵庫県北部
（浜坂）付近に
被害が発生し
ている。





大阪平野での
震度で比較する

安政南海(1854‐b)
（参考）昭和南海は図全域で震度４

弥生時代(2‐4C）地形図



安政南海地震による河内平野の震度



宝永地震(1707)に
よる

大阪平野の震度

河内長野、富田林ま
で震度６強～７の領
域が延びている



昭和21年(1946)南海地震津波堺での検潮記録



昭和21年南海地震津波(1946)の大坂のようす



東海地震は静岡の地震や、
大阪は関係あらへん、

と思とったら あかんのである
もういっぺん、この図
をよーく見てみなさい。

大阪は、東海地震の
震源から
案外近いのである。

安政東海地震
安政元年11月4日

安政南海地震
安政元年11月5日

大阪
●

←古文書見直し



『大阪府西成郡史』の記載

十一月四日朝、巳刻前大地震す。長し。
中西井上弥兵衛氏宅の西納屋潰。酒蔵西
へ倒れ、西壁落ちる。内の酒蔵の船場崩る。
碓屋壁落ち、新場蔵過半崩る。
上の町橋本太七宅潰。東店の西蔵少々崩。
荒牧屋の樽納屋崩、元店北へ倒れたり。
角本の門塀皆倒れ・・・

これらは安政東海地震の大阪の被害である
中西井上弥兵衛氏宅、碓屋、上の町
荒巻屋 角本 わかる人いますか？

これらは震度６弱の地点である。



『続地震雑纂・永田愍助大坂より之書状』

大坂北御堂筋にて存外の地震。六月
より大分強き方。歩行できかね候位。
少々ずつ破損所有り。古い家に破損所
あり。

北御堂筋で震度５強



『世直り草紙』

大坂、四日朝辰半刻大地震揺りだ
し、凡そ半刻に及ぶ。大坂市中騒動。
船場塩町佐野やはし角さのやたば
こ問屋大壁塀崩れ、三歳の幼児乳
母とも即死

船場塩町で震度５強



大阪市中央区久太郎町四丁目
地下鉄四つ橋線・本町駅

座摩（いかすり）神社

『近来年代記五大地震之事』（大阪編年史）

坐摩神社、石鳥居・絵馬堂倒れ

震度５強



安政東海地震(1854ーXII‐23)の震度分布

東海地方か
ら遠い

大阪、福井、
東京日比谷
で震度６弱に
達しているこ
とに注意





安政南海地震(1854)
と

宝永地震(1707)

の津波を比較する。



安居神社現況

天慶5年（942）開創。菅原道真が九州に行くとき休んだところ。



３． 次の南海地震はいつ頃来る？
南海地震に先行する内陸地震群



南海地震に40年前から始まる近畿内陸地震



次の東海地震・南海地震は
2035年頃

（１） 大まかに１００年間隔
１つ前は昭和21年(1946)
これは小粒で間隔縮まる。
1946+90=2036

（２） 子分のトップバッターが起きて40年で親
分が出てくる。

阪神淡路(1995)が子分のトップバッター
1995+40=2035



４.阪神淡路大震災(1995)の教訓

1995年1月17日、午前5時46分発生

マグニチュード 7.3

死者 6,434人、行方不明3人

負傷者 43,792人

最大震度7

この出来事から何を学ぶべきなのだろうか？

東大・生産技術研究所 目黒公郎教授の指摘



噴砂現象



液状化現象が起きると



古い家屋の倒壊



古い家屋の倒壊（神戸市三宮地区）



震度７の帯



地震発生から死亡するまでの時間
兵庫県監察医師調査

死者3651人のうち80%は地震後15分で死んでいる

地震で死んだ人の97%は地震当日に死んでいる



医師による3651人の最終死亡原因

84%が家屋等の倒壊（ほとんど全部）と家具の転倒による死者である。

火災で死んだ人は15%ぐらい。食料や飲み水が無くて死んだ人は「衰弱・
凍死」の7人のごく一部。ほとんどゼロ。



ここまでの結論

兵庫県南部地震で死んだ人の84%は、家の倒壊によって（一部家具の転倒
によって）死んだ。

15％は火災によって焼死した。

他の原因による死者は1%。

食料が無かった事による餓死者、防寒具（毛布）が無かった事による死者は、
７人以下。

火災も家の倒壊と無関係ではない・・・・



地震による火災の発生

地震発生後 １５分以内の直後出火が半分を占める。

密集型大都市の火災は防ぎきれない。ただし火災による死者は死者全体
の13%で多くはない。



震度が大きい場合、火災は家屋・家具の
転倒で起きる



兵庫県南部地震の火災について言え
ること

火災もまた、地震による家屋・家具の倒壊に伴って起きている。

したがって、死者のうち、

84% → 家屋の倒壊による圧死者

15% → 火災による焼死者。ただし、その火災の大部 分は、家屋の
倒壊・家具の倒壊に伴って起きたもの。

だから、

家屋の倒壊がなかったら、死者の99%近くは死ななくてすんだはずである。



木造家屋の建築年代別耐震性

1980年以前の木造家屋は要注意。1971年以前の木造家屋は耐震性が
劣る事が多い。



地震対策として真っ先にすべきは、
家を倒れないようにすること。

家が倒れて死んだ人、家が倒れて発生した火災で死んだ人

＝ 死者6400人の99%

食料が無くて死んだ人 ＝ ほとんどゼロ

毛布などが無くて凍死した人 ＝ ほとんどゼロ

この２つ合わせて７人以下

だから、「将来の地震に備えた対策」とは、

① 家の耐震化、②家具の固定、であって、

③ 水・食料・毛布の備蓄、などは、第二義的な対策である。

労力投入比率 ①が90％、②が10％、③は0.1%程度。



家具の固定： 部屋の中の家具の転倒を防ぐ
揺れの方向性を知っておく

薬品棚はこう置くべきである。

こう置いてはいけない。



天井突っ張り型家具転倒防止策



縦長家具の転
倒防止



これだけは覚えてください
地震防災対策で、真っ先にやるべき事は

A. 昭和55年以前に建てられた(特に昭和35年以前に建てられた）
木造家屋の、耐震診断と耐震補強

B. 家具の固定

であって、

X. 水、食料、毛布 を買っておくことではない。

津波対策は

C. 標高20mの所へまず真っ先に逃げよ。

D.そのあと余裕があれば標高３０ｍの所へ落ち着いて移動せよ。
３時間はそこにいなさい。

Y. 家、財産のことは忘れて逃げよ。


