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緊急政策 気候変動世界対処

殆 無自覚   実態 重症 患者 
緊急入院-手術 宣告    医者   
近年自覚   目先経済優先 多  無
視 実態 超重症 放置   2040年
頃,北極温暖化 海底   大規模湧出 
火炎地獄 地球  聖書預言  合致 
緊急入院-手術 宣告    科学者  
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預言資料-1
Global warming is inevitable and 5 billion until 
2043 , , may die if nothing is done in time ,and 
they are hidden from worldwide population .. 
says Jucelino Luz .
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-
inevitavel.htm

The coming 2043 would not due to CO2 global 
warming in rather slow tempo,but to rapid collapse
by Arctic methane catastrophe.
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予測資料-2

AMEG 計算予測 
http://arctic-news.blogspot.com/p/global-
extinction-within-one-human.html
元米    省長官Steven.Chu博士
https://www.youtube.com/watch?v=oHqKxWvcBdg
鈴木 模型計算 
http://www.777true.net/Rapid-Temeperature-Rise-
in-Arctic-a-simple-verification.pdf
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気候政策 科学者 危機状況実態
 現世界政策者   会合 偽 救済不能 

   北極海低   危機 会合 無視 ,理由 
 "北極氷層減少 既 正帰還化-停止不可”"
 誤診 北極冷却地球工学 無知無視 

 究極誤診 気候科学者現状
 一部著名気候科学者 真相告発   

 気候科学者多数派 談合  沈黙 

 米石油屋米石油屋RockefellerRockefeller  IPCCIPCC科学者 干渉科学者 干渉

 気候科学真相 捻 曲     気候科学真相 捻 曲    
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補足資料-3

 ust do NOT tell them the monster 
exists:The Arctic Methane Monster

http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-
do-not-tell-them-the-monster-exists.html
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気候科学者現状 政治 動   

 一部著名気候科学者 真相告発   

James.Hansen,Michael.E.Mann,
AMEG(英国人集団 北極   警告),
 気候科学者多数派 談合  沈黙 

 米石油屋米石油屋RockefellerRockefeller  IPCCIPCC科学者 科学者 
干渉 気候科学真相 捻 曲    干渉 気候科学真相 捻 曲    

  筆者 筆者 実際会談  実際会談  77名名国内気候科学者国内気候科学者......絶望観絶望観
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緊急世界気候変動戦時体制化 緊急世界気候変動戦時体制化 

 必然論理 
気候変動結末 人類絶滅 過去 如何  戦争 及    

対処 緊急 要 ,方法   権威  世界戦時宣言    
 過去現代戦  戦時体制移行技術 歴史的 存在 

 戦時体制経済 国民最低限度生活 産業改変 可能 ,

 最大難関 自覚  生命危機感   

 鉄砲 爆弾-目 見  恐怖 無     
*世界宣言政策 同時 一般人教育 必須  
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結論 緊急政策 実態  

  緊急 北極冷却工学施工実施.
 夏季,人工雲生成 太陽光遮断(数十億 /年)
 冬季,氷層 水散布 厚 増   氷壁
(ESAS):Total Cost SP~ initial machine cost=2T  annual cost=0.3T$/y
*Note World Military Budget 1.7 $/ ,World Oil Spending 26 $/  

B 緊急80%以上 新  切 替 
風力太陽光,伴 資源量的-技術-生産能力 十分 前者性能
価格 優位 最近 100% 言 出 技術者 増加 
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気候戦時下 国民生活
 最優先北極冷却作戦 各国責任分割分担.
 基本 食糧生産 新  生産二本 
  国民皆兵  最低限度生活保障  

  当初  企業体制改変  企業閉鎖-転職
 化石燃料配給制度 苦   新  移行加速 

  当初 全  苦        改善加速 

 無駄生産縮小結果 余暇時間増 文化革命

    -80 削減 温度上昇停止 20 30年
  安定回復    倍時間 要 (50年戦争 )
*革新技術 早期終戦可能性 非常 高 
 勝利後世界 過去世界  完全脱皮 新世界 
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補足資料-4
80%CO2削減 世界温度       .
 :    計算 上       下降 無 
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補足資料-5 
全球温度推移
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補足資料-6        4 検証(全球温度推移)
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Global Surface Temperature(GST)Fluctuation Analysis
http://www.777true.net/Global-Surface-Temperature_GST_Fluctuation-Analysis.pdf
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補足資料-7:作戦   
補足資料-5
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