
－"想定外？！、直ちに支障は有りません？！"－ 2011/5/17

米国の世界工程表を"想定"すると,気候変動進行＝世界食糧危機進行が見えるだろう。

この想定外を許さない想定作業一つに将来人類存非が賭かる事になるのだろう。しかるに

誰が何と言おうと所詮,己を破滅に先導する科学技術＆資本主義は虚妄、大間違い。

[０]：なぜチェンジができない？！＝資本主義体制護持だけの為！！、

人心を惑わす悪魔はその常として飴を配り、きつい神様は人々に鞭打つだろう。要するに

皆の命よりも皆が"贅沢追求心"を失わない事の方が大事なのです。人類経済は生存基礎の

食糧確保＝狩猟農耕と発展、農産物余剰が非農業＝商工業を可能にした。非農業＝商工業

資本主義が追求する事は生存基礎(食糧)以上の華美贅沢品である。買い手である一般国民

が"贅沢追求心"を喪失したならば終わりです。さて気候変動危機核心はその進行に伴い

第一撃として自然環境に全面依存する農漁業被災になる。日本の如く過剰工業化で農漁業

を自損し、大規模に食糧供給海外依存となれば、正常政策は農業漁業回復策の必然になる。

他方、二酸化炭素削減となれば自家用車や家電過剰電力消費の抑制になる。上記二者は

華美贅沢からの大転換になり、もはや既存資本主義体制は持たない事になる。これからの

危機進行世界を考慮した時、農業産品以外は本質的にガラクタになると思った方が良い。

米国を中心とする極右勢力は甘いが破滅進行の既成体制強行保守を一途に陰謀する。

他方で既存体制こそが生活第一破綻要因になりつある現実が判れば変革必然。

[１]：実物経済{食糧エネルギ-＋非根源産業}-{金融}-{軍事諜報}.

将来の一つ脚本として既成世界体制≒米国の出方＝運動力学軌道を推測するのだが、その

見過ごされがちな精神要因は"思想宗教"(専制貴族優生主義と永久闘争路線＝CIA 軍産複合

体)こそに核心がある。その物的要因は経済金融-軍事諜報(思想情報検閲も)である。留意

すべきは食糧生産こそは平和産業筆頭と同時に、危急時には筆頭軍事物資である事だ。

⑴米国は表看板のワシントン民主主義政府と裏の CIA 軍産複合体独裁政権の２重構造。

裏政府こそが米国実権を握る世襲 Rockfeller 財閥,Bush 一族等の極右勢力。

⑵2008 年レ-マン破綻前までの世界経済とは米が大借金で世界物資を買い上げる構造。

この世界経済成長で最大進行したの米負債額と地球大気二酸化炭素濃度,そして破綻。

世界工業化は贅沢華美品氾濫と人心物的欲望肥大化、だが破綻はそれへの逆行なのだが。

⑶現状世界は金融破綻と(現状趨勢では近時)炭素破綻の意味がまだ真に判って居ない。

⑷米国の希望は債務放棄～計画倒産にある。何故か、その額は返済不能だからだ。

⑸人類が選択可能な世界シナリオは常時正反二つあり、愚かなれば地獄で共倒れ結末。

賢明なればきつい神様の教えの道に復帰するだろう。いずれでも大問題は気候変動進行

と世界食糧供給。日本は間違いなく食断先進国になる！！！。なぜ日本か？！！。

気候変動問題が殊更に敬遠される理由は、現代資本主義体制の大間違いが判ってしまう事

にある。強いては物中心-反生命の近代西欧技術文明否定になるのです。



[２]：米国の世界工程表：ObamaObamaObama
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⑴健保→国民受け、

⑵債務問題と計画倒産 Wallstreet 公金注入→債務上限法修正

仏社会党大統領候補 Strauss Kahn 謀略、ε失墜-＄の一時的延命策。

海外諸国の米国債権売りと＄破綻＝債務放棄。→世界金融破綻。

⑶諜報軍事 作戦:Bin Laden 9/11-3/11.→米国内治安強化策(FEMA 愛国法)。

⑷cop16-Mexico 空振り→気候変動進行世界食糧逼迫.
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⑸内政:nothing change !!!.→米不況深化→ 保守革命？、革新革命？

⑹対外軍事諜報:日本無能化策。

菅内閣東日本大震災専業化→長期大局問題の隠蔽棚上げ化。

財政債務問題＆経済大失速←→倒産失業。→目先問題専業化。

⑺上記灰色箱中心＝気候変動食糧危機が世界蔓延すると世界主題はこの一点に地獄収束、

⑻米国実態政府(CIA 軍産複合体)の基礎思想。その庶民目線実態は以下サイト.

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b3c2.html

⑼気候変動世界は<永久闘争路線>の最終決戦場、その武器一つは食糧！！！.

世界最大炭素放出累積国なれど京都議定書不参加国、最も炭素削減に否定的姿勢。

だが気候変動科学では最先端国、世界将来危機を判って対処がないのは何故か！！！.

最終決戦作戦＝operation END GAME.

⑽気候変動世界下に＄支配から不作食糧支配時代に,

有色人種国初の工業国化を成した日本,だが代償に農漁業喪失で大量食糧海外依存.

今回震災＆福島破綻で最大損失は農地沿岸漁業資源になるのでないか？,もやは家電-

自動車は世界的に供給過剰時代、しかも世界金融破綻で通貨価値も下落,今後の気候変動

世界下では食糧本位制の地獄時代になる可能性が高い。

米国諜報要員 Bin Laden 9/11 は二度死ぬ？,この一件では Obama は技とばれる事をしてる.

水葬とか死体模擬写真とか,米国民を試したのだ,もし米国民がこの一件で否多数応答を示

せば 9/11 真相暴露に必然進行する。Strauss Kahn 一件も丁稚上げで,仏国民過半数は

ユロ潰し＄再生の米国陰謀と思ってるが,米国民はそうでないらしい。Obama はその周囲を

裏表密通要員で包囲-政策強制されてる。彼は悪役生贄大統領になる趨勢にある。

⒜国家(支配者)こそ絶対理性であり,国家国民に個人はなく,支配者手先になる事.

＝国家国民(奴隷,人間牧場⑵)は支配エリート優勢貴族の搾取対象、

⑵p384,ブントの実験心理学教室は科学的に人間の心を操作し,"家畜人間"にしてく学問.

⒝支配体制拡張路線として正(味方)反(敵)合(闘争決着)の歴史展開戦略としての弁証法。

敵を意図的に設定して永久闘争路線で内部引き締めと覇権拡張主義(欲望実現哲学)。

＊平和の時代は歴史ペ-ジの白紙，この退屈さは人間に相応しくない(ヘーゲル).

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b3c2.html


⑾米国人の多くが非情にヤバイ事になると危惧してる。

⒜軍産複合体危険性の身内からの最初の告発＝米国アイゼンハワー大統領退任演説(1961).

"私たちは,地球的な広がりを持ち,性格的に無神論で,目的追及において冷酷で,その方法

において狡猾な敵意あるイデオロギーに直面してます"。

http://www.americanrhetoric.com/speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html

⒝表ワシントン政府と軍産複合体 CIAの裏政府の二重構造.

http://disquietreservations.blogspot.com/2011/05/untold-death-of-western-democracy.html

⒞独裁国家米国の 10個の示唆.

http://www.activistpost.com/2011/05/10-indications-united-states-is.html

⒟米政府トップ内部告発者：ビン・ラディンは2001年に死亡、9・11は内部犯行.

http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/677.html

⒠ＩＭＦ専務理事(仏社会党大統領候補)ストロスカーン氏逮捕は、陰謀ではないのか。

http://voicevoice.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-3723.html

http://www.prisonplanet.com/the-strauss-kahn-frame-up-the-amerikan-police-state-strides-forward.html

⒡アメリカの恐ろしい現実(軍産複合体 CIA 支配を庶民目線で見ると、...日本も同構造).

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b3c2.html

http://americathegrimtruth.wordpress.com/

⒢米国経済崩壊に関する必須５０事項。

http://www.prisonplanet.com/50-things-every-american-should-know-about-the-collapse-of-the-economy.html

現状米国民50％は全米所得2.5％貧困層(4400万が生活保護)にあり、労働消費双方で最大に

搾取されてる。残り49％が中産階級で彼ら所得はCIA軍産複合体に税上納する構造。

1％支配層が全米所得30％を占有。物凄い階級格差国。米国GDP＝＄14.660400兆(2010),

米公的負債総額＝＄115.7兆?(Medicare＝＄85.6))、民間債務＝＄40.8?、

http://grandfather-economic-report.com/debt-summary-table.Htm

50％国民？がマスコミ軍事警察力で残り50％国民を詐欺恐喝搾取する国⑻、日本も全く

同類暴政国家。日本同様に米国将来を決めるのは中産階級の判断になるのだろう。

☞：GDP=550兆円,日本債務総計＝1700兆円で約GDP３年分,米国は10年分で返済実質不能,

だから債務放棄の口実がどうなるか？、
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[３]日本無能化策：今だからこそ日本人再検証＝自立できない"甘えの構造"とその結末。

現社会では圧倒的多数が官庁-企業の雇用者、と言う事は他人に寄生して生きる事だ。自力

で稼げる人は多くない。100 人寄れば自立見解を持てる人が 1人いれば上出来であろう。

人能力は天性-環境のサイコロ次第要素があるも事実、だが時代急変で甘えができない時代

が到来してる。結論は多数派形成への思考-決断様式(真実生成の論理)に焦点が絞られる。

⑴大震災一回のみで以後に更なる惨禍がないなどと言う話には到底できない世界情勢。

今日本は震災一辺倒にあり,当然といえば当然だが、是以上に将来惨禍が無いと言うならば

それで良し。昨年に前兆を見る如く,今年も含め近年内に気候変動は確実に進行し,農漁業

直撃が懸念される。現状趨勢下での科学予測地球温度進行では確実に食糧生産破綻到来.

http://www.y-asakawa.com/message/syokuryokiki-yocho_1.htm

筆者が東北震災復旧独断設計人になれたならば、100 年一計で津波被災地域は漁港施設と

農地に大転換、住宅は高地山間の高層ビル等にする。過去以上に食糧大基地に大転換。

http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-554.html

かって「水と安全」はタダの国と言われた日本。世界常識からすれば超天国！！,かような

環境下で人間が能天気になルは自然なのだが、だが日本人自身にはその重大性が判らない。

⒜甘えの構造(anatomy of dependency＝他人依存症候群).

http://agora-web.jp/archives/1305632.html

⒝「恥の文化」が日本の学校を支配している//

幼少期に西洋が厳格養育、日本は甘く温情育成、青年期に欧米は子供の自己責任、日本は

厳格管理。子育ての厳格さの時期が日米では逆になっている。...「日本人は組織集団看板

を背負っていない個人になると身勝手になる」の指摘は逆でしょう(筆者見解)。

http://www.geocities.jp/yasuh16goto/haji.html

オ-ム真理教集団犯罪心理、一人では到底やらない反道徳行為、だが集団になると...

一人の官僚個人は誰も常識人、だが長期伝統集団の派閥利権意識が省益第一主義に、

⑵現状既成体制維持にドップリ甘えが発する「想定外」、「直ちに支障はありません」.

今回福島原発破綻では「直ちに支障はありません」を反復,今後はチェルノブイリと同じ惨

禍が起こるのです。「想定外」にしても目先を交わす口実として反復された。両件に関して

言える事は未来予測能力とその誠実な決断施工に生存是非が賭かる事になる！！。

⑶諸悪根源＝"甘えの構造"＋"恥の文化"＋"過剰適応"＝それがもたらす悲惨な結末。

内なる"真の敵"を直視する。

日本特有の東電イジメが大流行、だが彼らを追い詰めると何時オ-ム真理教に変貌するかも

知れません、事物人事では常に相手の出方への相応の余地を残す配慮が必須。
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⒞過去勝ち組慣性に一途便乗で,危機認識(想像力)と意思決断のない呆れる現代日本人。

＊「過剰適応の不適応」＝失敗の本質,防衛大学講師編,ダイアモンド社,1984.

過去に一度成功の味をしめると、以後そればかりに一途追及で、時代変化を無視する。

自民党、原発村にしても利権多数派になると,他人配慮-自己批判欠落、一途に己利益追求

やりすぎで最後に破綻。苦境に瀕しては面子体面の恥文化で不都合を隠蔽。日清日露戦争

勝利で奢った日本軍の大艦巨砲主義一途追求、だが時代は空母時代で戦艦大和は鉄屑同然.

家電自動車での経済成長大成功、だが時代は気候変動食糧危機時の今後でそのゴミ屑露見。

あるフランス人の達観した日本人への警告は、日本人はやり過ぎ、限度と言う物に無知.

⒟おもちゃを税金３０億円で作ってた日本企業、

原発事故対応を見ましても、平時には優秀な対応をする日本人ですが、緊急時には右往左

往して何もできない日本人の姿があります。

http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/3743856.html

何故か、既存体制に 100％依存、別途な可能性を全く想像しない,できないから(筆者)。

⑷叩かれれば叩かれるほどに尻尾を振る醜態。

日米政治関係の事、政治家資質(選挙民にも選択余地がない)に大問題があります・

自立日本が想像できないのかも知れない。相手が日本人を何と見てるか想像すべし.

⑸戦時-福島特攻隊と若者の犠牲(愛情欠落日本).

仮に特攻が不可避としても高齢者が志願すべきで,将来ある若者の犠牲は逆さま。

将来責任と愛情欠落の日本。そして今なほ福島原発では特攻隊の犠牲が若年層に。

⑹天皇命令一つに全員服従で大惨禍敗残に、

⑺常に勝ち組一色になりたがる自分だけが可愛い甘えの構造(日本人は12才、マッカサ-).

多勢集団になると突如,横暴独裁者変貌とは悪事責任を多数他人に転嫁できるの読み。

他人を盾に己防衛のずるさ、道徳観念での個人内部絶対基準がない(無神論).

他方で権力者には徹底的に媚びるからマッカ-サに揶揄された。

☞:何を限度にするかの視点は常に陰陽-正反の双方を見る秩序形成の為のバランス平衡感

に由来。遣りすぎ日本ドイツ(現代米国)のファシズム破滅性は是が欠落してる事に由来。

中国撤退を迫る米ハルノ-トに際し、中国撤退が国民不満を爆発させ、国内革命化を恐れた

昭和天皇、秋丸機関の日米戦争経済シミュレ-ションの結果で日本敗戦を軍部は承知、

山本大将も初戦は勝てても後は保証なし、勝てない日米戦争強行が二発被爆大惨禍で敗残、

今日の米植民地日本を招いてる。しかも戦後天皇は国民から今なお崇められてる逆さま。

天皇権威に誰一人逆らえなかった不始末日本が大破滅を招来。

＊東条に反して左遷された法華経徒の石原莞爾将軍は例外か？、進駐軍も自首した彼を世間から隠蔽した.

戦後日本支配層の如何ともしがたい歴史無責任体質はこの歴史に由来してるのだろう。

http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/3743856.html


⑻CIAマニュアルが教える現代日本人操縦法。

⒜行政情報エリ-ト＝{官僚行政-マスコミ-学会}の体質。

上記エリ-トの多くは国税-購読費で食う勢力,なのに忠誠を誓うべき国民へ裏切りとは！、

この税金収奪で支配する構造こそは世界例外的には日米同一構造である。

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b3c2.html

彼らの遣る事は 50％貧民層を労働消費双方で徹底搾取,50％中産層を所得税収奪での構造。

米国財政は日本の約 4倍、軍事費はその 1/4＝日本国家予算。現日本情報エリト＝マスコミ

＆学会は正義-真実が欠落した(諜報世界特性)逆さま存在.歴史政治経済、および科学での

生活第一に関わる重大真相隠蔽事項に関して今後リストを作る(本サイトでは既に公開)。

⒝分裂させて支配せよ＝日本(米)の現代根源病<元は大英帝国の植民地支配ドクトリン>.

被支配民が己利益追求だけの利己主義奨励、真の主権的政治団結を削ぐ支配政策基礎。

現代日本では1990年土地バブル破綻に始まる20年長期企業不況時代に年功序列から職能性

が導入され、職場環境は一変して競争激化の利己主義奨励政策が広く浸透。その結果、

犯罪多発化もあり他人不信が広く浸透。そも経済成長下での少子化個室育成も手伝い、

自己虫化が加速。その最大特徴は豊かな(父)親を持った結果、権威追従、少子化兄弟不足

で弱者配慮がない<だから名家世襲政治家を選んではいけない>。何時までも大人(他人に与

える事ができる)になれない。経験の無い苦境に遭遇すると破綻する(自閉症と精神疾患の

異常増大)。過去歴史にない非常危機！！、しかも今後の将来は尋常でない。

☞:危機認識共有こそが連帯再生の絶好機会、不幸にも超高額授業料3/11がきっかけに。

まだ見ぬ未来への連帯可能性とは論理(宗教回帰も含め)での認識共有以外に方法がない。

本当の実力獲得も現場に出ての自己学習-自己探索研究、相互情報提供以外に方法がない。

⒞大人は試験用記憶学習を止める、何でも良いから自己課題で,自学研鑽の習慣を築く。

何事にも動機がなければできない。然るに危機認識だけが格別に強い動機になります。

大人は思考回路が焼け付くくらいまでに煮詰める重い訓練が思考筋肉をつける上で

重要。筋肉だから鍛え方次第で育つ.大体何でも3~6ヶ月持続が成長有無の判断目安。

その上でさっさと実行に移す決断の軽さも重要。芸も身を助けると言います。

-国家国民は優生貴族の搾取対象(CIA 軍産官僚マスコミ複合体のヘ-ゲル哲学}-

-自国裏切りの習性感化では,組織行動で徐々に悪事に関するアレルギ解消を図る。悪事が

ある懲罰限度に達すると露見恐怖-自己防衛として一層 CIA 庇護期待で従順秘密協力化-.

対策？！,一度死んで(つもりになって)改めて己の人生再設計を自己洗脳する方法。

その時の再設計人生目標とは？、一度死ぬ方法は秘密結社＝骸骨と骨でも使われる。

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b3c2.html


[４]日本覚醒策<"甘えの構造"＋"恥の文化"＋"過剰適応"を逆転させる！！！>：

見る事は信じる事であると言う。是は論理学-物理学で言う正に真の定義その物。しかしだ ，

見れる様になっては既に手遅れも多いのです。もし日本人にとって最大の危機が何である

かと言えば、{大局構造的な危機認識とそこからの意思決断力}＝{想像力}のなさである。

是の最大特徴は見れる事ができない将来内容で、見なければ全部嘘の日本人には致命的！！.

⑴集団的浅慮を生む要素：

http://blogs.yahoo.co.jp/hfukuda24/2865193.html

①嗜好習慣：受け入れられている既成方法の変更へのためらい。

②権威反逆への恐れ：既成権威への反逆、革新を提案をして愚者とみなされる不安。

③偏見無知：合理的根拠を欠いた、もしくは知識不足による思い込み。

⑵集団的浅慮の回避策：

①メンバーに異論や疑念を呈することを奨励せよ。

②問題提起者は潜在する解決策について、自分の選好を表明するな。

③問題解決に関わる２つの独立したサブグループの意見を求めよ。

④グループ外の人間から意見を求めよ。

⑤意思決定の過程を批判的に検証するため、少なくとも一人以上に反対者の役割を与えよ。

⑥合意が得られた後、皆でそれまでに考えられた解決策をもう一度検討せよ。

⑶論理で生き延びた世界と逆さまの非論理日本。

かって「水と安全」はタダの国と言われた日本、世界常識からすれば超天国！！,かような

環境下で人間が能天気になルは自然なのだが、それが日本人の非論理で生きれた甘さ。

海洋自然国境で長く孤立自由だった日本,だが世界は大陸民族が主流、彼等過去は激烈異民

族間侵略闘争史、それが良い訳でないが,彼ら思想こそが世界支配に在る.上記⑴⑵は孫子

の兵法論と全く同じ厳格な論理で一貫、それだけが組織救済(希望)をもたらす.

上記⑴は問題発見の位相、⑵は問題解決、⑴こそが重大で是がなければ革新は始まらない.

＊高畠,孫子の兵法入門,日本文芸,1980,東京.

⑷上記⑴①②にも在るが既成体制保守への革新提案は反応障壁＝勇気能力双方を要する。

要は既成利権体制はこの壁を高くすべく"日本は良い国＝問題なし！"といわねば懲罰。

9/11後の米国愛国法も米国既成体制批判を取り締まる法律で,本質は海賊政府隠蔽庇護.

⑸筆者は若年時代より暴政日本とその背景を察知,そこで遣った事は問題発見能力のある

日本人(外国人)探しで,あらゆる分野で確かに見つかるのです。だが彼らは表には出れな

い。この戦後体制悪構造こそが最大癌病巣＝反応障壁、日本(世界)正常化を阻んでる。

⑹となれば諸氏がやらねばならならない事は筆者と同じ事になります。政治官僚-マスコミ

学会(教育)情報エリ-ト世界には自己検閲制度があり、反米でなくても非米(自立派)

だけで取り締まる秘密体制が根深くある。論理勝負では勝ってるのに暴政で潰されてる！

漫画とＴＶビデオで育成された経済成長世代、彼らは遺伝子は同じでも全く過去日本人と

は違う認識力に強制育成されてる。この弱点の自己認識と克服が鍵になるだろう。

http://blogs.yahoo.co.jp/hfukuda24/2865193.html


付録1：だましの情報操作技術(主旨和訳、誤訳以下以上双方あり)。

Friday, May 20, 2011、Twenty-Five Rules of Disinformation

http://www.washingtonsblog.com/2011/05/twenty-five-rules-of-disinformation.html

前書き,是はネット其の他等で演じられるだまし(貴殿と相手)ゲームの法則の手本。

是を知るとゲーム焦点がばれるし,其の有用性は驚きになろう。

1. 真実真相隠蔽に関しての第一は、"見ざる，聞かざる、言わざる"、

2.核心中心問題を別途な問題に摩り替える。17. 話を横道に反らせ、

3.人は噂から真相を察知、だから偽噂多数を撒き散らせ。

4. 敵の中に"秘密協力者＝サクラ"を用意しろ、

5. 敵には極右、極左等のレッテルを貼り付け,民衆誤解で真相感知を遠ざけろ。

6. 攻撃だけして質疑応答からはすぐ逃げる(無視沈黙),

7. ネジ曲げで疑惑を抱かせる、

8. 権威を動員利用して威圧、21.大陪審,特別検察官,権威監察機関を味方に招請する、

9. 真実には聾唖を演じろ,24. 沈黙暗示での批判、

10. 昔の古傷ニュースと結びつけろ、

11. 小悪事を認め、人の気を引いて大悪事を隠蔽、

12. 謎を強調して人を煙に巻く、

13. 真理逆転の背理法での明確な証明には逃げろ、

14. 完全(不可能)な解決法を要求、19. 提出された証明を無視し、不可能な証明を要求 。

15. 結論をひっくり返す辻褄あわせを用意する、

16. 証拠隠滅を図れ、25.秘密は消せ、

18. 挑発で感情的にさせろ、怒らせろ、

20. 嘘の証拠をあげて攻める、22. 新たな事実を捏造する、

23. 大いなる気晴らしを作り上げ、問題焦点を外す、

訳者後書き：

だまし(嘘)の基礎は(真の)逆を突く、人主張をかわす為に個人攻撃で焦点を外す、議論

焦点を外す為に人の嫌う,好む話題(スキャンダル,事件)を作り上げる。確かに上記偽術

は日米マスコミ-科学情報でも頻用されてます。福島原発の世界的意味は2,17,

http://www.washingtonsblog.com/2011/05/twenty-five-rules-of-disinformation.html
http://www.washingtonsblog.com/2011/05/twenty-five-rules-of-disinformation.html


付録２：これだけある現代虚妄世界体制が駄目な証拠(人類史観の大逆転！！！)。

❶人類終末を2000年前に見たユダヤキリスト教の真意。

http://www.777true.net/Apocalypse-Reconsideration.pdf

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

❷近代技術資本主義文明＝反生命の致命的失敗。

己を滅亡に導く文明は所詮、大間違い！！！、その超大愚に早く目覚めるべし！！！。

⑴目先局所では整合でも大局大自然整合では致命的大失敗、

40年前,原発は未来希望のエネルギ源と崇拝されてた様に思うが,其の収拾見込みのない

2011年福島原発地獄を見て,評価は地に落ちてる。程度はあれ自動車排ガス公害,化学製品,

農薬等では当初期待を裏切り,今では副作用で負評価にある物が絶たない。現状最大危機は

資本主義技術根幹＝化石燃料文明がもたらす炭素増大気候変動危機。アフリカ.オ-ストラ

リア惨禍現実は無視の「直ちに支障がありません」路線強行で止まらないのが世界現状.

この"現状趨勢"では間じかに世界各国に食糧危機をもたらした後に地獄世界を招来する.

結局、我々は己欲望に駆られて技術社会制度発明-政策施工,戦争発令までをなして来たが

全て始めは自己中心での肯定評価で,時代を経過して,大自然環境に一巡しての最終整合成

否テストを受けると副作用で否定評価になる物が多い。以下は其の概要であろう。

⑵物理-化学(火力動力,化学電子産業,医薬学,原子力)の失敗//反生命文明(生命環境破壊).

現代は報道にないが地上生命種絶滅が大規模に進行,一つに人為化学汚染であり、他方人類

自身も過去にない新種生物＝癌が多発、背景に大気飲料食品化学汚染,放射能汚染も。

要するに実験室の化学では生命への大局循環影響が見えない。結果はほとんどが負作用。

生命も化学合成品には間違いないのだが其の自然製造過程は進化何万年の長期時間の精密

な環境適応テスト成果であり,何年程度の人間実験室化学とは桁も規模も違う事に由来。

セメントアスファルト建造物環境は生命を受け付けず,有害塵灰蔓延要素で危害化。

⑶結局、生命その物は最後まで化学製造できない。逆に人間は生命破壊者に、

⑷己自身＝人間探求を怠った精神科学と兵器技術の愚。

専門分化近代科学の結果,局所技術に関しては栄華を極めるが,大局では自滅進行中.

一体この愚は何処から来るか？、ア-サ.ケストラは人間は欠陥動物と述べたと言う。

気候変動科学視点で炭素-地球温度の関係を見ると、植生による均衡機構がある事が判る.

温度上昇→植生増大炭素吸収→温度低下,

温度低下→植生減少炭素吸収→温度増大,(氷河期終端は火山爆発が引き金で温度上昇)

古代気候の解析でも空中炭素濃度と大気温度は完全な正の相関関係が実証されてる。

文明の前に森林あり,文明の後に砂漠ありで,植生森林破壊＋炭素過剰消費が致命傷、

http://www.777true.net/Apocalypse-Reconsideration.pdf
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf


⑸欲望無制限解放資本主義の最後?!。

共に欲望無制限追及で科学技術と資本主義は裏表一体関係、だが自滅進行中！！！、

要するに遣りすぎ(過剰適応の不適応),ブレ-キがきかない(status quo)分裂病化した

人類。其の筆頭国は米帝国主義と其の召使＝日本。人類破滅への先導者-先覚者,

⑹{欲望制御＝生命共存}での正真正銘科学＝宗教。

ブレ-キを啓示した宗教。ブレ-キを効かせ反転すれば、まだ救済可能性はあるのです。


