
見えてきた破滅大行進の(日本)世界とその対策_その根拠と論法. 2015/2/25

関係者には傲慢に聞こえるが、最近筆者は書籍-国内海外商業＆ネット報道の"何"を見ても

本質的に注視すべき内容を見出せなくなりました。その根拠と論法を以下に説明。

我々の仕事基本一つは先読み、それは誰もが知る原因-結果の解析、または合成！！

＊但し合成＝設計では不定な思想価値観が伴い、一意性が必ずしも無い場合が多い、

Ⅰ:自然現象科学＝物質科学の基礎は量子力学＊Birkov,G &-Neuman,J.v.:Ann.Math.,2nd Ser., 373737
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,823(1936)

Birkov-Neuman の観測の量子論理＝観測行為の論理学で量子力学数学構造を再現。

http://www.777true.net/QFTstructure1.pdf

⑴無矛盾性：

我々物質世界での現象は唯一 Aが観測され,同時に notAは観測されない<無矛盾性>

簡単に言えば現実世界で起こる事は原因に対しての観測結果は常に一個に限る！！

http://www.777true.net/Logic-the-most-simple_but-supreme-way-for-recognition.pdf

⑵完全因果律<Goedel 完全性定理>：原因に対しての結果が常に一々で対応!!.

これこそが科学が追求する普遍使命になる事は誰もが承知、これは数学化する。

代数：a*b＝c、左辺が原因、右辺が結果の一対一の対応、解析学では関数 y＝f(x),

⑶不完全因果律<Goedel 不完全性定理>：原因に対しての結果が確率分岐で複数対応!!.

http://www.777true.net/Goedel-Chaos.pdf

現場では往々に情報不完全になる、この時は確率を推計して高い方に賭ける<孫子>。

＊気候科学流体方程式には流体層間摩擦力が関与,その実態は量子力学ミクロ分子確率的衝突

のマクロ統計、巨視的時間経過で揺らぎ増大が不可避<時間空間スケ－ル大化での緩和法>。

http://www.777true.net /Information-Loss-Process-in-NS-Equation_The-Cause-of-Chaos.pdf

その根源は論理学＝自明の論法に決着。その目的は原因-結果議論の真偽判定!!!

⑷物理真空世界の全能性<予言の科学根拠と神の存在証明>.

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

http://www.777true.net//Scientifical-Mechanism-of-Prophecy-by-Paranormalities.pdf

人間最大不得手はまさに政治にこそある！、然るに本物宗教<キリスト教,イスラム教,

日蓮法華経>はその人間性弱点を見抜いたが故に政治関与<近代政教分離と超常現象否定は

支配者エゴでの陰謀>。論理学般若心経は真空世界全能性を見抜いており自らを究極の教え

と豪語,他方俗世界の逆さま＝悪魔性も見抜いたのだが,そこで政治闘争回避-厭世隠遁は

裏切りです。人間はその進化過程で放埓野蛮性を身につけ,宗教前社会は混沌狼藉の限り、

見かねた天界がこの人間性弱点に歯止めとして神が降誕したのが科学的歴史真相、これに

逆らうのが現代ナチス反神勢力(現代米国欧州)。あのナチスは大のキリスト教嫌いで無神

論仏教には好意的だった歴史事実に注視して下さい。

http://www.777true.net/QFTstructure1.pdf
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http://www.777true.net/Goedel-Chaos.pdf
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http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
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Ⅱ:政治社会現象科学＝"原因→結果"の歴史力学世界観.

新約聖書使徒行伝4:32：信じた者の群れは、心を一つにし思いを一つにして、だれひとりその持ち物を

自分のものだと主張する者がなく、いっさいの物を共有にしていた。

新約聖書エペソ6.12～16:

わたしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、高所に

存する邪悪精神(誤訳天上にいる悪の霊)に対する戦いである。それだから、悪しき日にあたって、よく抵抗

し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。すなわち、立って真理の帯を腰

にしめ、正義の胸当を胸につけ、平和の福音の備えを足にはき、その上に、信仰のたてを手に取りなさい。

それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。

*修正版はking Jame英語版からの筆者訳、

上記一節はマルクスの階級闘争史観と一致する内容に他ならない。階級闘争は協賛主義者

専売特許で無い。西欧歴史は貴族支配 vs 民主化闘争,右翼(貴族資本の犬=ナチス)のユダヤ

人迫害最大真因こそがこの階級闘争、明らかに人類史原因は人にある、では誰か？

⑴現代世界を支配する超資本---

-

貴族BilderbergBilderbergBilderberg

Bilderberg

グループと

最終決戦作戦（operation ENDGAME)＝実は彼ら意図を知る事こそが近世界予測そのもの!!!。

新世界秩序の為に世界政府が始動,一度彼らが地位に着くと世界人口80％削減計画に

従事できる、他方エリ-トはハイテクでの生き残り可能性を、

聖戦映像家Alex Jones が初めて明かす人間絶滅秘密計画＝最終決戦作戦。

http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/

http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho

＊米国戦争屋支配下日本のweb論評では殆ど無視だが、米仏伊独では筆頭的注視事項 ！！！！

*英国philipp殿下,私が転生した暁には,瀕死ウイルスに戻って人口削減解決に寄与したい(1988).

http://www.propagandamatrix.com/prince.htm

＊米国帝王Rockefellerは戦前から優生主義研究と政策に投資、

＊ナチスは米国資本が作り、戦後その人材技術を米国輸入、まさにナチス現代米国再生

＝最終決戦作戦の根拠背景、

彼らナチス核心思想が優生主義、これに関して以下サイトは非常によくできてると思います。

日本は彼らの実験国(ヒトラの予言).

誰 も が よ い 暮 ら し を し た い 、 そ れ こ そ が 歴 史 力 学 ！！！！！！！！！！！！！！！！

そこで核心点は何を価値にどういう方法でになる<思想＝唯我独尊か,自由平等博愛か??＞

http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
http://www.propagandamatrix.com/prince.htm


ヒトラーの予言<第５章：「東方が巨大な実験の場になる」─「永遠の未成年者集団」の出現>

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

ナチスの亡霊

http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/_floorA6F_hc.html

ナチスの狂気(Hitler's future prediction is remarkable !)

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/_floorB1F_nazis_X.html

Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ，Ｂｕｓｈ米国指導者とナチスの深い関係。

http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/a6fhc300.html#01

http://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/bush_nazi_link. h tml

⑵敗戦よりも革命が恐ろしい((前大戦指導者近衛文麻呂).
支配階級の自己虫性をこれほどに見事表現はない、然るに明治以来、現代なおも、この高所の邪悪

が日本(世界)支配(天皇財界官僚-米CIA軍産報道複合体、欧米王侯貴族超財閥のビルダバー

グ))、脳中枢が腐敗してるのだから、日本(世界)がまともに動作する訳がない。この支配が日本(世界)

愚民化政策を必要とする歴史諸悪根源、

⑶悪魔実現としての現代ナチス米国<CIA米軍産複合体=Rockefellerの番犬>.

ロ-マ帝国支配は異民族への寛大融和策で成立したのに対して、他方、ドイツ人支配者では

支配末端まで神経質になる他人不信の根強い兆候が見られる。その典型が現代ロックフェ

ラ-米国支配、CIA国民監視と弾圧装置、他国不信の裏返し＝軍事力異常肥大。簡単に言え

ば強度の自己虫が頂点で支配するのだから不幸が不可避になる。

❶アイゼンハワー大統領の1961 年退任演説(軍産複合体ファシズム台頭の懸念警告).

アイクはドイツ系、米体制風刺漫画シンプソン家族のモデル。戦時中,欧州ナチス暴虐

制圧司令官、戦後又しても同じ血を引くドイツ系米人がナチス再生、彼の懸念は的中。

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います。..........

http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/kb/EisenhowerAddress.html

上記一文だけで見事にわれ等の共通敵の本質を見事に射抜いています。終戦1945 年から

1961 年まで僅かに15 年である。ここに米国にてのナチス再生こそがこの証言である。

❷破滅必然のシナルキズム/1883 年エール大學発祥のエリ-ト秘密結社スカル＆ボンズ。

1883 年W.H.ラッセル,アルフォンソ.タフト創設のエ-ル大學支配エリ-ト結束組織＝秘密

結社が骸骨＆骨、彼らエリートの採用した公式世界観基礎がF.W.ヘ-ゲルの封建主義＆軍

国主義ドイツ-プロイセン支配者の御用哲学、現代世界を解き明かす悪魔思想がここに!!!

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05
http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/_floorA6F_hc.html
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⒟シナルキズム(全体主義)の破滅性＝過ち訂正装置が存在しない！！！

ドイツヒトラ-＆日本博仁統治に共通するは完全独裁性、その参謀は犬ばかりなり、

＊ロンメル将軍,..と石原莞爾将軍,..は例外的存在。だが結果は出なかった。

ヒトラの犬好きは有名。これでは間違い訂正能力が欠落、組織の破滅必然。

現代貴族政治＝Bilderbergもトップダウンのシナルキー、これも参謀に破滅回避への

忠告が無く、現代世界は気候変動から究極の北極メタン崩壊へ絶滅大行進中。

「敗戦よりも革命が恐ろしい」の逆さま性こそが彼らの地位固執に由来の悪魔性！。

＊参考資料：永遠の未成年集団

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

❸ドイツナチスの基本動機は一途に「ユダヤ憎し！！！」 に尽きる。なぜなのか？。

結論から言えば世襲王権<資本独占>専制の悪魔性、ドイツの悪魔性を見抜いてしまった

からだ。ナチス本質はだから,その反革命性<右翼＝悪魔に付き従う勢力>に在るのだ。

⒜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⑶)は支配エリート優勢貴族の搾取対象、

＊p384,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.

現代CIAが継承発展、現代世界で応用されている。

⒝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-ゲル).

1989 年ソ連自主解散で冷戦構造の敵を喪失、その苦肉の策こそが再生ナチス＝CIA米戦争

屋の 9/11自演テロと続くアフガンイラク中東侵略,米国製のウクライナ紛争。

⒞人は死ねば唯の骨(無神論)、ならば生きてる間にやりたい放題

(現世欲望実現)、...－スカル＆ボンズ結社ソング－

背景に反キリスト＝悪魔崇拝主義としての自己欲望実現に最大価値を置く悪魔哲学。

手段を選ばない無法放埓の海賊哲学の肯定。人は支配すべき者と支配される者に二分

される<悪魔哲学>.資本主義の飾り窓国家米国は競っての自己欲望実現国家でもある。

＊9/11 自演テロと続くアフガンイラク中東侵略,米国製のウクライナ紛争,米国製ISIS の

2014,15 中東での無法残虐限り等は、上記思想⒜⒝⒞でズバリ判る！！！。この基礎思想から

演繹すれば全てが了解されてしまう。

＊北田浩一訳,闇の超世界権力、スカル＆ボーンズ,徳間書店,2004

＊＊ http://www.777true.net /Mankind-destiny-anti-Christ.pdf

http://www.777true.net/Mankind-destiny-anti-Christ.pdf
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05


❹悪魔所業：

⒜第一次世界大戦、第二次世界大戦

⒝毒ガス兵器、マイトナ-.ハ-ンの核分裂発見と米国原爆製造と広島長崎の被弾

⒞ナチスとゲルマン人優生主義思想

⒟ユダヤ人600万人のガス室大量殺戮

⒠敗戦ナチス幹部と技術者密輸＝paper clip 作戦とナチス再生米国(CIA-米軍産複合体).

⒡米国ロックフェラー一族の実態米国専制支配

⒢中南米、日本アジアへの米国帝国主義支配の対外暴政策、チリ政権転覆恐怖政治、

⒣ベトナム戦争と悪魔所業＝大資源である森林へのダイオキシン枯葉剤の大量散布

⒤科学界＆マスコミの言論報道大規模支配と心理戦

今日9/11自演テロ以後の世界では事件事故はマスコミ演出を狙って製造されてる。

＊中東偽旗戦争、ウクライナ右翼革命とクリミア独立ロシア併合

＊以下⒨に関わる科学界言論弾圧と気候変動隠蔽と大規模反気候変動キャンペン

⒥CIA 洗脳拷問装置-特殊薬剤開発と犯罪者製造＆遠隔操縦技術、

⒦人工細菌兵器と AIDの世界蔓延英、そのほかのウイルス兵器の可能性

⒧地震兵器とハイチ、日本等の大規模被災

⒨石油資本EXXON-MOBILの気候変動隠蔽と大規模反気候変動キャンペン＝世界自殺政策.

これを最後に置いたは実効的に現代世界最終危急問題だから。

確かに神聖文書予言如く、悪魔に付き従えば地獄です。

Ⅲ:世界気候変動進行と軍警察国家体制化 <石油軍事屋 Rockefeller 支配>

http://www.777true.net//the-convergence-to-genuine_ J12-ISIS-was-made-by -CIA-

Mossad_ the-Japan-militar ization.pdf

#日本人人質殺害事件は米日合作共謀＆自衛隊海外派兵＝米傭兵化口実作り

パリ・テロ事件の後、安倍首相が唐突に中東訪問：米国某勢力の企むシリア侵攻に安倍首相・日本政

府はわれらの血税と自衛隊員を湯水のように提供する気か

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34556463.html

人質殺害を利用して米国の侵略戦争へ荷担する仕組みを作る動きを予想取り日本政府が見

せている

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201502020000/

日本を自分たちの世界制覇に利用しようとするネオコン系組織CNASを創設したカート・キ

ャンベル

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201501070000/

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J12-ISIS-was-made-by-CIA-Mossad_the-Japan-militarization.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J12-ISIS-was-made-by-CIA-Mossad_the-Japan-militarization.pdf
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34556463.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201502020000/
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補足)この問題は後述になるが世界の報道は二重構造に見える、既成大マスコミは全くの

石油軍事屋 Rockefeller 帝王の世界支配、他方ネットはその レジスタンス勢力 、

だが 肝心要の世界気候変動進行報道では 90％前者と同じ保守 だ。偽旗戦争での

対米敵＝ロシア＆中国 -...に関しても同様の論理が成立する。

実は

Ⅳ:-地獄人と天上人- 2012/6/2

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J13-People-in-Hell-and-People-in-

Heaven.pdf

人は超異変異常は目前にしても認め難い、一時は恐怖が支配、だが人は一度共同危機認識

に到達すると決死の決断実行に至る。これは将来危機に関し,重大知見を与えてる。

現代世界は少数天上人が全人類命運を決めてる不条理がアル。然るにその対処とは

偽旗{テロ＋戦争}の継続推進最大動機こそが世界気候変動進行隠蔽にこそある！

<<敗戦よりも革命が恐ろしい支配階級没落恐怖本音がそこに!!!>>

これは気候変動究極的重大さと(石油＋戦争)屋Rockefellerの心理を読めば判る！！！

http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf

http://www.777true.net/Oil-and-Military-the-Deathperate-Industry-has-been-causing-the-

world-desperate.pdf

この巨大不正＝偽旗{テロ＋戦争}の継続推進こそが気候変動進行世界下の地獄進行＝

operation EndGame(最終決戦作戦)。(石油＋戦争)屋Rockefellerの巨大間違い隠蔽

＝懺悔無しこそが地球放火と最終メタン崩壊火炎地獄化へ(2040～50)。

http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf
http://www.777true.net/Oil-and-Military-the-Deathperate-Industry-has-been-causing-the-world-desperate.pdf
http://www.777true.net/Oil-and-Military-the-Deathperate-Industry-has-been-causing-the-world-desperate.pdf


余談：

1 月に最大値 800W 程度の集向性＆保温性両方式の太陽熱ヒータを木製アルミ箔で自作、

天気が良ければヤカン４個/半日で 100度に出来る。２月に入って最大値 200Wソーラ発電

システムをコンポネントのバラ買いで自作を決行<今後さらに 150W予定>、筆者日常は

80W パソコン＋30W照明＋250W(年間平均値)冷蔵庫、詳細は今後報告書に予定。

電流電圧と電力が計算できる者ならば難しいし技術は無い。但し 150W＝12Kg の単独登山筐

体取り付けは一工夫が居る。筐体は手動回転式、低価格コンバタ-を５個も壊しました。

そも計画を練り始めると東電が不要な電力メ-タ交換に，あの好都合なアナログ回転円盤が

無くなってしまった。新デジタル式は検証を請求しよう。さて米軍基地横須賀の恐るべき

認識を新たにした。結論から言えば気候変動対処実行(CO2-80％削減策)に超不機嫌、周囲

での嫌がらせが飛び出た。過去にも量子物理を一変する論文製作時代(1986～1995)には暴

力沙汰も頻発、Ｂ波発電実験時代(2006)には不審な急病で入院，以後体調不良化も。

東京電力思想差別事件.

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E6%80%9D%E6%83

%B3%E5%B7%AE%E5%88%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6

「日本の国立大学の物理の職を得るためには、共産党に入らないとダメ。不可能。」

http://quasimoto.exblog.jp/22623129/

「自治労連」は日本共産党傘下の組合:::

:

http://z-shibuya.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-35c3.html

共産党＝自民党の別動隊

http://habamaoh.com/archives/527

明白な警察検察犯人摘発皆無の無法状態は筆者が 20代に Yokogawa-Hewlett-Packard 社時

代に経験の政治弾圧時以来に全く同じ。家宅無法侵入、毒物使用等筆者の無法なれは正常

人から見れば異常だろう<過去に人生最大経費出費で訴訟もしたが,空振りで日本の司法事

情がよく判った>。米軍基地横須賀<そも神奈川県は座間米軍心理戦基地がある>は特異事情

観測可能地で政治警察-右翼-共産党が米軍指揮下に共同歩調で遠隔操縦されてる事だ。

筆者自宅近傍は警察,米軍,右翼-共産党関係者等で固められてる、全部と言う訳でもない

が、
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