気候変動無策の超世界陰謀<そのカラクリ>。
2014/9/16
2014 年気候変動被災増大はもやはや誰の目にも明白！！！、
目先対策は気休め、緊急世界対策がなければ絶滅世界へ！！！！！
学会＆報道，政官財労-の気候変動沈黙は背任行為！！！！！！！.
気候変動対策は世界実働開始でのみ可能、そこで世界沈黙なのだから俺も、
が地獄論理！！！、欧米支配層の最終決戦作戦の意識無意識協力者になる、
国内各界(経営者-労組-農協漁協-行政-教育医療福祉等)指導者とその参加組員殿、
最悪事態想定作業を! 2014/616
http://www.777true.net/Estimating-the-worst-case-scenario.pdf
[１]：2014 年気候変動被災増大はもやはや誰の目にも明白！！！、
今年も気候被災が多い、何かあるたびに記録更新と言う話が付随しているのが最大特徴だ。
戦後過去を振り返れば常に大きな気象災害等があったのは事実だが、短い期間にかくも
記録更新を付随しての気候被災はやはり普通ではない。過去に経験のない被災現象多発,
誰もが共通して気候変動認識に到達したとおもわれる。
今日のニュース 2014年6月24日 「見たことがない 東京三鷹 大量のひょうが流れ、積もる」
http://www.youtube.com/watch?v=g-rEnhDFGLs
広島市の大規模土砂崩れ豪雨についての解説です(14/08/20) <超豪雨＝217.5mm/3h>
http://www.youtube.com/watch?v=14rJuvl3pmw
2014年2月の関東の過去に無い豪雪.....北極温暖化に伴う寒気団の南下伸展
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E8%B1%AA%E9%9B%AA
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http://www.eorc.jaxa.jp/imgdata/topics/2013/tp131024.html
日本でも多発する「竜巻」の前兆を見分ける方法5つ

2013年6月7日

http://woman.excite.co.jp/News/column/20130607/Wooris_20923.html
この話を聞くと暖気上昇(積乱雲)と寒気下降が衝突してる模様が察しられる。
夏の東京襲う「ゲリラ豪雨」[2014.07.08]
http://www.nippon.com/ja/features/h00064/

温暖化に加えて過剰エネ消費でのヒートアイランド現象だから、
地球平均気温上昇は近年停止(hiatus)などと言うが気候被災は増大一図！！！
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140226165305.htm
While there are claims that there has been a hiatus in global average temperatures, no such hiatus has
occurred at the extreme end of the temperature spectrum. New research shows extremely hot temperatures
over land have dramatically and unequivocally increased.

[２]：炭素削減はお前だ!、いやお前の方だ!!<醜悪絶望的な気候議論の秘密機能!!!>
1979：米国で Charny Report、炭素濃度倍増で気温が 3±1.5℃上昇の議論を発表
1988：J.Hansen testimony on global warming
1985：Vilapha Conference the international 1st meeting.on climate change.
In the mid of 21century,mankind will encounter temperature rise in unexperienced scale.
1992：Rio de Janeiro Conference(UNFCCC),but US blocks call for serious action.
1995：COP1
1997：京都議定書、2005：京都議定書発効
2009：Copenhagen conference and 2℃ upper limit consensus.
2013：T＝14.6℃ with 397ppm CO2 concentration.
⑴ＣＯ２大量放出と地球温暖化の議論は古く、19 世紀末に化学者 S.アレニウスは炭素濃度倍増
で気温が 5-6℃上昇の議論を発表してる,そこは賢い石油産業お偉方なのだから、以上の情報を相
当初期から認知していたと思われる、だがとてつもない世界筆頭巨大ビジネスの大慣性力、そう
簡単には止められない。そこでまじめな科学者警告が政治指導者等に浸透しない策として炭素
削減義務の責任なすりあい策が浮上。しかも地球規模集団同調麻痺での責任回避もできる。
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf
主要議題は炭素削減なのであり、結果から見れば過去 20 年、それは相互利権確保つばぜり合い
として、実質的に合意を見ない結果をもたらす。之では救済開始がない事になるは明白。
彼らの合言葉は持続可能性<sustainability>、何のことはない、石油大量消費体制持続である。
「気候変動を言い出す！」＝炭素削減だから自ら言い出すのを損と考える小人が世界支配！！！。
⑵要するに議場参加政治家たちには気候変動地獄が見えて居なかった?。

見えてるのだが、彼らのスポンサ(化石燃料大量消費産業界)意向に沿った？。
かくて気候変動はいくら議論しても進展不能という地球規模刷り込みに大成功！！
⑶聖書ユダヤ人とゲルマン人神話の誤った終末世界思想の共通性：
そこは賢い石油産業お偉方なのだから、彼ら商売延長最後は地球地獄化を承知だろう。
では何処にこの処断の思想根拠を求めたのか？？！！。以下⒜⒝は間違いである。
その意味は明白で、懺悔世界革命があって救済開始になる事である。
⒜最後の審判終末世界での火炎地獄界を予言するヨハネ黙示録：
人類の懺悔革命がない結果の最後の審判＝有罪結果が世界火炎地獄！！。
⒝火炎地獄終末世界を予言する北欧神話<ラグナロク=有罪自覚の無神論不条理観>.
http://www.ozawa-katsuhiko.com/6celt_german/celt_german_text/celt_german02.html

無情極限刹那を生きた北欧ゲルマン人精神根底にあろう人間原罪論と無神論不条理観？！。
「人は死ねば唯の骨と骸骨、ならば生きてる間にやりたい放題しほうだい！」.無神論は間違い、
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
したがって最終死滅に至る悲惨醜悪な闘争過程が最終決戦作戦と言う事にもなる。

[３]：最終決戦作戦(operation EndGame)
そこは賢い石油産業お偉方なのだから、彼ら商売延長最後は地球地獄化を承知だろう。
最終決戦作戦とは有罪人類最終死滅＝人類死刑執行計画に他ならないが、気候変動から世界の目
を逸らす絶えざる偽旗戦争<核戦争可能性も>の最後に至るまでの継続をも意味するだろう。
他方で肝心の学会-報道-政治-実業界-行政当局は逆に気候変動進行が誰にも見えてくると奇妙な
沈黙が支配、事態は逆さま！！！、問題はその深い意味である。そこに対策が始まる。
http://upsidedownworld.org//

世界が今あるように逆さまならば,それを反転正道に戻さずてよろしいか？<エドアルドガレ-ノ>
⑴人類は正道派(有神論)と逆さま派(無神論)に二分する。
人類以外の動物には戦争がない、他方人類歴史過去は暴力略奪強者王権支配だった、そこ
で暴力略奪を否定するモーゼ十戒、平和共存秩序-人類平等を訴える宗教が起こる。前者は
貴族世襲支配<右翼反ユダヤ>、後者が民主主義支配<左翼＋ユダヤ>の運動となった。共産
主義もユダヤ人画策とみなされてる<マルクス>。欧州の思想科学革新はユダヤが革新！。
http://www.777true.net/The-Upside-Down-World.pdf
現代に於いて前者は英国皇室＋米国 Rockefeller の Bilderberg Group 世襲貴族支配、
その配下こそが大問題になる実態暴力団である CIA 米軍産複合体＋ＮＡＴＯである
⑵イスラエル-パレスチナ問題本質<有神論民族同士の仲たがい画策>：
上記如くユダヤ人は貴族支配欧州の反体制派とみなされ長い弾圧歴史がある、その頂点は
米国資本反共支援として成立した右翼ナチスのユダヤ人抹殺計画、英国がパレスチナに逃
避国＝イスラエル建国を支援、之は有神論民族の中東イスラムとユダヤ対立への歴史的罠。
今日、イスラエル右翼は米右翼と結託(ネオコン)、之が 9/11 自演テロと後の中東侵略へ、
現代ユダヤ人には右翼も左翼も、正論もあれば”誤論”もあるのは何処の民族でも同じ事。
歴史的に民族解放の為に尽力のユダヤ人、だが欧州大衆誤解からの差別弾圧は逆さま。
http://en.wikipedia.org/wiki/Khazar_theory_of_Ashkenazi_ancestry
⑶{諜報＋無神論}世界では事物が逆さまになる！！<ＣＩＡ創始者アレンダレスの言葉>.
諜報世界は騙し謀略の世界だから常識反転が起こるのは必然、他方、好戦謀略の無法無神
論世界とは反秩序<神の世界は生命持続の秩序世界＝正道>。騙し殺し戦争の必然。
⑷化石燃料大量消費気候変動誘発の国際資本主義<EXXON-MOBIL-Rockefeller)超失敗？。
化石燃料大量消費気候変動誘発説は 1988 年の J.Hansen 米議会証言が実質第一歩、以前か
らも知られ居た事だ。まさか金持ちで格段知恵者の Rockefeller が無知とは信じがたい。
あれから 20 年以上も経過、初期はアフリカ.オーストラリアで現実に大被災発生、近年では欧州
と地元米国の大干ばつ、それでも気候否定勢力活動は一向に衰えを見せない！！。
事は人類最大級失敗=地上生命絶滅である、なぜ Rockefeller は間違いを認められないの
か？。要するに間違い押し通しの事をここでは最終決戦作戦とも想定もしている。

⑸第二次大戦敗戦国日本ドイツの共通政治病理.
⒜要するにこの人々は一度集団行動に走ると、間違いが途中で判っても破滅を見る最後までブレ
-キが効かないらしい。しかも誇りは一段と高く、間違いを認められない！！。問題本質は今のア
メリカ、現代米国は民族度ではなんとドイツ系筆頭で、アングロサクソンではない。しかも問題
となる米軍産複合体 CIA は戦後のペーパクリップ作戦にて人材技術をナチスドイツから丸事密
蜜輸入してる事だ、
それ以前に Rockefeller & Bush の一族等がナチス成立では資金支援しており、
ナチスはドイツ系移民子孫 Rockefeller の作品という事にもなる。アイクが殊更に軍産複合体
台頭を警告したのもドイツ系だからだろう。戦後世界を実質支配したのは GDP1 位米国であり、
それを借金補完したのが元 GDP2 位日本、共に経済狂でやばい schizophrenia。
之では世界が不幸ならざろうえない<[３]：ナチス米国の狂気歴史事例集参照>。
⒝その政治病理＝他人不審の小人が権力地位に就くと一途己だけの為に権力行使。
Ⅰ：権力者の他人不審被害妄想が格段に強いので自衛手段=敵攻撃手段を異常尽力
＝歴史上最大級、他国との比較で突出した軍事大国米国.9//11 自演テロにて中東侵略
口実をでっち上げ、他人迷惑と言う言葉が無い。無法で世界蹂躙は彼ら最大特徴！！！。
Ⅱ：権力者の他人不審被害妄想が格段に強いので他人監視、他人操縦に異常尽力。
ＣＩＡ、ＮＤＡ等の大規模な国民監視装置、宣伝と心理作戦の多用。
Ⅲ：極端な自己中心主義の結果、利益独占に異常尽力の経済狂!!!。
Rockefeller 一族の資産の大規模な資産私有占有、米国の帝国主義世界支配、
Ⅳ：極端な自己中心主義の結果、他人に冷酷で、まれに見る世界地獄化推進！！！
[４]：ナチス米国の狂気歴史事例集。
Ⅴ：優生主義＝差別主義：ユダヤ人大量虐殺の前科がある。
極端な自己中心主義の結果、自分と似た者だけを選別、異端他者を差別。

⑹最終決戦作戦(operation EndGame)<更なる議論は[５]>。
⒜最終決戦作戦＝Operation ENDGAME.
http://www.endgamethemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can
engage their plan to exterminate 80% of the world's population, while enabling the "elites" to live
forever with the aid of advanced technology. For the first time, crusading filmmaker ALEX JONES
reveals their secret plan for humanity's extermination: Operation ENDGAME.

新世界秩序が始動すると彼らは人類 80％削減計画に取り掛かる、エリ-トはハイテクで永遠
の生き残りを図る。

⒝The Bilderberg Plan to Obliterate Humanity(Pakalertpress,us)13.02.2014
http://www.pakalertpress.com/2014/02/11/the-bilderberg-plan-to-obliterate-humanity/
.................................
Estulin(内通者からの情報に基ずく Bilderberg 研究者)と筆者の探索した超エリートが目論む
90％人口削減の方法なのだが、両者は飢餓がもっともあり得る候補としての結論で合意した。
The Purpose for the Destruction of the Global Economy
Estulin mentioned that the wholesale destruction of the world’s economy is not an accident, nor
is it a miscalculation or the result of political shenanigans. This destruction is being done on
purpose, absolutely on purpose. Estulin revealed that his Bilderberg insider told him that the
slave masters on this planet want to collapse the economy, force people into the stack and pack
cities of mega millions and then exterminate most of humanity.
Estulin and I explored the methods that the super elite may use to exterminate 90% of all people
on this planet. We both agreed that starvation is the most likely candidate. Starvation is a clean
method of killing, it is quick and it would leave the planet in good shape for the global elite to

＊筆者補足：筆者も飢餓に同意する方向だが、それは経済崩壊ではなく、気候崩壊世界下
での話しになる。欧米サイトも気候変動を第一主題にする事を恐れてるのだろうか。

[４]：ナチス米国の狂気歴史事例集。
現代米国はナチス再生 CIA 軍産複合体極右勢力とその抵抗リベラル勢力に二分。なほ米国
はアングロサクソンの国ではなく、最大はドイツ系移民。米国右翼は反ユダヤであり、反
イルミナテとかで訳のわからない事を非難。米人の本当の敵は米資本大半を独占するドイ
ツ系ロックフェラー財閥。米人は過去自国の未曾有繁栄で自由-民主主義と強錯誤？だが、
その戦後対外歴史を見れば他国謀略搾取ならず者＝狂気国家がばれてしまう。この人類
未曾有大罪には相応の償いが避けがたいだろう。
⑴ユダヤ人大量殺戮のゲルマン優生主義ナチス政権成立を裏支援した米国資本。
http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/_floorA6F_hc.html

⑵敗戦ドイツナチス幹部技術者密輸入(operation Paper 作戦)と CIA 米軍産複合体成立。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A
F%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%A6

http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/a6fhc600.html
⑶冷戦と反共赤狩り体制。
http://sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/note-reisen.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%8B%A9%E3%82%8A
⑷敗戦日本の CIA 協力網形成と政治経済-傀儡政権支配。
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-7003.html

⑸中南米諸国の米帝国主義支配(operation Condor)。
http://bcndoujimaru.web.fc2.com/fact-fiction/re-CIA_contra_Americalatina.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor
⑹ベトナム戦争。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6063/vietnum.htm
⑺冷戦終結とブッシュ政権9/11自作自演テロ-中東諸国不法侵略。
http://www.wanttoknow.info/911/9-11-timeline
https://groups.google.com/forum/#!topic/total_truth_sciences/DV8UGXXcwJU
⑻環境テロ国家＝二酸化炭素累積最大排出国にして京都議定書不参加。
http://thinkprogress.org/climate/2009/06/01/204179/us-responsible-for-29-of-carbon-dioxide
-emissions-over-past-150-years-triple-chinas-share/
http://pdf.wri.org/navigating_numbers_chapter6.pdf
http://www.worldwatch.org/node/144
⑼2008レ-マン破綻と世界最大負債国。
http://grandfather-economic-report.com/debt-summary-table.htm
⑽愛国法と政治警察国家体制化。
http://www.huffingtonpost.com/john-w-whitehead/life-in-the-emerging-amer_b_4519241.html

http://www.policestateusa.com/
⑾極悪 CIA 謀略技術開発。遠隔操作ドロ-ン軍事技術。
http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/places/zmag061218a.html
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_and_CIA_interrogation_manuals
http://www.prisonplanet.com/mind-control-research-and-freedom.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F
⑿チリ-アジェンデ社会主義政権転覆と米傀儡ピノチェット政権の反体制派大量殺戮。
http://www.kobemantoman.jp/sub/158.html
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-4346.html
http://blog.goo.ne.jp/nvno/e/ee28bf6ce305f35665f9a2c8a4d01ed4
⒀日本社会党-民主党政権下での地震兵器攻撃。ハイチ地震兵器攻撃。
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-1129.html
http://blog.livedoor.jp/masirito897/archives/5002561.html
http://blogs.yahoo.co.jp/beautyhappinesshide/61275804.html
http://www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/library512.html
http://matome.naver.jp/odai/2129992326446738801
⒁1995 カルトオ-ム教団テロとイスラム教過激派アルカイダ 2001/9/11 テロ？？。

オウム事件の整理整頓(要約編）
http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/kok_website/fireworks4/main_pages_sub/OUMUNOSEI
RISEITON_YOUYAKUHEN.HTM
オウム教団規模時間経緯と成立資金源を見れば、強力な外部遠隔操作がなければ不可能、
アルカイダとは米国製コ-ドネ-ム、この両宗教カルトが世界史を一変？？！！。
なほ⑴～⒁の資料は時間不足で精査できていない。
⒂強欲徹底追求国家と”成長への制限”(ロ-マ報告)。
独占資本ロックフェラ財閥等への内なる国民敵意をかわす為に、常時外に敵を設定して
対外戦争、内では過激な経済成長扇動で国民関心を他国より優位な経済贅沢に集中させて、
煙に巻く。しかしやり過ぎは怠け者より悪い結果をもたらしたのが化石燃料大量消費での
気候変動世界、彼らやり過ぎを片方で冷静に見つめたのが成長への制限(ロ-マ報告)か。
お陰で世界が米贅沢を真似て地獄行きを加速、無論、米一国の責任ではないが。
進化願望(優生主義)とは尽きる事の無い危険な強欲の裏返し,満足安泰は無進化になろう。

[５]：実感最終決戦作戦：
筆者在住神奈川県は日本最大の座間米軍諜報基地を抱える特殊県になろう。
http://alternativereport1.seesaa.net/article/180190356.html
しかも横須賀市は米軍にあって反戦的な陸軍と比較して悪事に長ける米海軍諜報基地もある。筆
者は 1970 年台に米企業ヒューレットパッカ-ド社に５年,技術者として勤務、自身の左翼弾圧経緯
からその内情も知る事ができた<対外米大企業は反共CIA と言う番犬を抱えてる>.HP は取りも直
さず軍産複合体一翼にあり、当時の副社長 David Packard は Nixon 政権下国防福次官に就任して
いる。彼等は共和党系で，現在米国での強力な気候変動否定集団<最終決戦作戦推進派>。
⑴自動車産業都市でもあり、二酸化炭素削減などはお笑い。大型乗用車が多い。
太陽熱湯沸器の屋根を見た事がない。
⑵赤字財政の癖に無意味な道路修復や公共建造物改修等が目立つ。美景沿岸道路優先。
筆者近所では近年常に騒音工事が多発<業務健康妨害>、よく金が出るものだと呆れる、
⑶行政がやたらと人心に安定感をもたらす緑地資源削減に懸命だ。とにかく木を目の敵に
伐採ヲやる。車両排ガス多発坂周辺でのセメントアスファルト張りが大好きで、見えな
い塵灰が空中蔓延する。納税者は早く肺癌にでもなって死ねの政策をやってる。市民に
対する差別憎悪を感じる。
⑷横須賀市では近年、脱出市民が多くて人口減少。

⑸米企業勤務以後から筆者には常にスト-カが付きまとい、CIA 心理作戦劇場が動作。
暗示脅迫-妨害と騒音ばい煙-塵灰工事の物理的化学的空気汚染工作が多発する。
演技協力者が多数いる。米企業勤務以後から筆者犯罪被害多発だが摘発がないので窃盗
家宅進入無法状態。小泉系右翼と日共(大ス-パ-も経営)が共犯、無法は彼らの最大特徴.
⑹確認不可だが不審死が近隣に多い、警察司法医療機関は協力者だろう。地域では警察自
衛隊関係者等が顔役。過去に重大な医療過誤を超える被害等がある,司法が動かない。
⑺地域の小学校中学校はある政党系支配の模様がある。
⑻家庭菜園をやると留守中、夜間に破壊される。近隣で菜園をやるところが希少になった。
公営アパート空き地での菜園は禁止との地区もある<やってる所もある>。
⑼パソコン周辺の故障が多発、留守中の自転車のタイヤブレーキをいじる。自転車多用の
筆者に結果的に脅しで終わってるが複数車配車で交通事故誘導の意図も見えた。
最近の最大出費は犯罪被害補填、
⑽日本物理学会は CIA 協力者！！、その配下に右翼下請けの日共が動く事が経験から判っ
てる。東大-警察-日共(東大物理出の不破,志賀)は東大支配に注意。筆者物理の仕事に対す
る憎悪は並大抵でない<詳細証言には紙数不足>。
http://www.777true.net/phys-hidden.pdf
＊量子重力理論完成(1993～1995)、1993 年に米国は 12000 億円 SSC 実験施設建設中止。
http://www.777true.net/img008-Quick-Guide-to-Quantum-Gravitational-Dynamics.pdf
だが逆さま日本では無駄建設 1500 億円 JPARK(2007 素粒子実験施設,維持経費 150 億/年)。
⑾気候関係学会が大局国民利益を図ってるとは見えない。気候変動警鐘活動がない、教育
者である大学等が真実隠蔽は授業料詐欺だ。
⑿借金総額＝債権総額の金融０サム定理と経済回路網論の学会実業界無視の逆さま。
http://www.777true.net/END1.pdf
⒀警察防衛災害行政が本当に国民救済に働いてない<ここは物議ある箇所>.
デング熱騒ぎに踊らされる日本人：他人を疑うことを知らないと人口削減を企む世界的寡
頭勢力の実験台にされるだけだ！
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34108036.html
なぜ新型伝染病がつぎつぎと世界に蔓延するのか
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/328773.html
ＦＢＩに乗っ取られた、日本の警察組織
http://alternativereport1.seesaa.net/article/323600603.html
「危機意識のない」、役人と政治家達が、津波被害者達を「殺害」した犯人である
http://alternativereport1.seesaa.net/article/207188428.html

日本と中国の戦争を画策する者達
http://alternativereport1.seesaa.net/article/93305639.html
公務員は「貴族であり、偉い」のだから、民間サラリーマン並みの給与では職場を放棄す
ると宣言する学校教師達
http://alternativereport1.seesaa.net/article/316353401.html
消費税・増税が、全く不要である理由
http://alternativereport1.seesaa.net/article/262660503.html
上記２個のサイトは戦後の日本裏支配にある米国戦争屋<CIA 米軍産複合体,そのボスは David
Rockefeller>が,一つ共通主題にある。ただし気候変動問題はやらない。
注２：米国戦争屋とは（2013 年 11 月 12 日更新版）
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/32874377.html

⑿地震兵器と阪神淡路大震災(1995)-東北大震災＆福島原発破綻(2011).
以前は地震兵器などと言えば狂気を疑われたものだが、近年日本<世界>はその認識に到達
だが、逆にそれが米国戦争屋<米国の第二政府>の地震兵器脅迫を有効化すると言う罠に陥
ってる。特殊技術と特殊施設を要するので”犯罪者”は既に判ってるはずだが。
⒜本格的な地震電磁気学に依拠する低価格地震予知技術を無視して、費用効果評価が怪しい超
高額大規模地震対策土建予算は疑問、
http://www.777true.net/Earthquake-Prediction-by-Phenomena-of-Seismic-Electromagnetism1_2.pdf

超高圧下震源では大規模な電子電荷暗黒穴とも云うべき現象発生、その結果、通常地上は負帯電、
＊超高圧下では全ての物質は金属と考えられる、金属では表面に電子が浮上、........大阪大学の高圧
物性研究室
http://www.hpr.cqst.osaka-u.ac.jp/e-super/index-j.html
然るに地震発生間じかでは震源超高圧緩和の結果、地上が負帯電から大規模に正帯電へ変化、
従って地上大規模正帯電の結果、静電誘導で電離層が大規模負帯電、3/11前日近傍では上空にこ
れが大規模に観測されてたそうです。
衝撃のデータ： 3月11日の地震の前に観測された日本上空の赤外線と電子量の急激な変化！！！
http://oka-jp.seesaa.net/article/202402972.html
http://wdc.nict.go.jp/IONO/HP2009/contents/E011_TECmap.html
これら＝詳細地上イオン変動（雑音的混入物排除で）等も網目観測すると{震源位置、強度、発生時
期}の３大要素予知可能性が生じます、

⒝地震兵器脅威脅迫に便乗する形での政治、言論が施工されてる！！！

電磁地震兵器 HAARP の原理(電荷密度波 implosion による震源域破壊)
http://www.777true.net/HAARP-the-Earthquake-Weapon-Mechanism.pdf
クリントン政権下で開発されたと言われる？、同政権国防長官 W コ-ヘンは公開の場で言及が有名、
超深刻な世界脅迫のトンデモ軍事技術、原爆にしてもこれにしても皆,物理学者関与は明白
ぜひ国際連帯責任で犯罪者追求を,、
離層電荷への横波 HF 波による電荷密度変変調-電荷密度波放射の地下焦点射と考られる。
http://endthelie.com/books-and-reading-material/haarp-exposed/#axzz2EqAJJzxd
上記3/11東北震災に関する言及は無視してください。国内ではこの地震兵器脅威脅迫に便乗する形
での政治、言論が施工されてる、これを許容すると日本世界は永久に米国戦争屋(CIA 軍産複合体右
翼)の奴隷。

国運を賭けた大決断＝地震兵器の国連世界告発がないと日本世界への地震脅迫はなくなら
ない。これは世界救済にも通じる最大被災国の一つとしての日本の責任でもあるでしょう。地震の一つ目
的は震災需要大出費での日本内臓巨額資産海外流出狙い(黒田日銀の通貨供給倍増政策,..)、
第二目的は政治脅迫としての米戦争屋隷属保守政治体制護持(阪神淡路震災は社会党、東北福
島震災は民主党政権).これを言うと自民党応援団になるのだが、

