次期参議院選挙(2016 年 7 月)までに安保法制反対勢力総結集で
政権交代可能政党の緊急建設
2015/9/21,22
今回安部不法選挙政権の安保法制に関してこれほどに国民反発世論が盛り上がったは 1960 年日
米安保以来で歴史的事件になる。かように国民政治意識が高揚してみなの団結振りが見えた事で、
結果は一時的敗北なれど多数国民が政治参加に自信を盛ったのではなかろうか。この機運を逸し
てはならない。以下政策課題の真偽を検証。真実に徹すると現実隔離します、それこそが...

[１]：憲法の源意図する所ヲ読み解く<諸国民の公正と信義に信頼し、国家の武装放棄>。
憲法前文抜粋.......................................................................
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意、...............
日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであっ
て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した。
.........................................................................
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

憲法９条：
1:日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に
よる威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
2:前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認め
ない。

実直に憲法条文に従う結論<1 条-9 条の特異点>：
実直に憲法条文に従えば自衛隊は紛れも無く陸海空軍その他の戦力に相当して違憲になる。
日本国憲法は旧憲法で軍統権にあった以上戦犯から逃れ得ない天皇を一条に置く愚と並行
して、９条実際運用は人類法制史上まれに見る捻じ曲がった異常状態にある事が判る。
確かに不法不正な侵害行為に対して人には自然な自衛権はあるのだろう、然るに文面では
政府の行為によって<前文>、国権の発動たる、国の交戦権<９条 1,2 項>とあるのだから
個人の自衛行為(民兵)は否定されてないのだろう。国家国民的集団自衛権は無い事になる。
増してや今回の日本国家としての他国との集団的軍事行為などは議論外になるのだろう。
*今回大波乱は国会参考人憲法学者全員の最小限論理としての違憲表明、ここから大闘争に発展、
今回安保法制強行に対して違憲裁判闘争と言う法曹関係者、違憲判決可能性が高い！！
＊自衛隊を軍事技術情報限定の試験軍隊という概念で持つ事の合憲可能性がひとつある.
実用的には技術-情報将校多数と試験軍隊用の少数兵隊(＋多数民兵？？)という組織になろう。
現状自衛隊員多数は例えば国家建設体とかに非軍事編成されねばならない。

[２]：現代戦＝気候変動+地震兵器問題こそが今後世界を準戦争状態に陥れる現実！！！、
自衛隊現実を大人の遊園地と罵倒した論評もある、本当かも知れない、ある軍事筋ネット
情報によれば現自衛隊には古典的な意味での軍事展開能力すらもないと言う。但し武器と
兵隊が居るのだから”米傭兵にする”と言うのが今回法制の米国戦争屋意向が知られてる
1992 年に世界規模の戦争を始めた米国の戦争マシーンへ日本を組み込むための戦争法案を成立へ
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
ネット情報によれば米軍上層部は気候変動を国家安全への脅威と認識との当然の発言、
防衛省サイトには気候変動の話など全く乗らない役たたたずの金食い古典戦争屋です。
http://www.mod.go.jp/
2011/3/11 米地震兵器での東北被災福島原発破綻では民間会社が事前情報を察知してた節
http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-1544.html
があるのだが、国防筆頭責務としての諜報活動無能も暴露した自衛隊、役立たたずです.
*自衛隊ではまじめな者をドンドン排除するのだそうです、そういう内部告発が、
なぜか、まじめでは勤まらない仕事があるから →
http://honne.biz/jobPerma/a1100/5787/
集団的自衛権を行使する自衛隊、その内部に日本人殺害の組織が準備されている
http://alternativereport1.seesaa.net/article/399431494.html
米軍の日本人市民「殺害専用」部隊
http://alternativereport1.seesaa.net/article/254217317.html
日本と中国の戦争を画策する者達
http://alternativereport1.seesaa.net/article/153401702.html
臨戦体制整備は「亡国への道」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/49234258.html
*自衛隊員一般はみな実は確実に内心で憲法９条問題で悩む、反発してグレル者に二派にな
るようだ。
*気候変動本格対処は国家準戦時体制を敷く以外に無い、爆弾大砲がない準戦時管理体制！、
我々は国家国民生き残り目的の軍隊機能を真剣に研究せねばならない、自衛隊は気候変動
を国防最大脅威と認識した体制を至急、研究開発施工して行かねバなら無い。
自衛隊予算～５兆円！！、5 億円札が 1 万個だからとてつもない多数事業ができる。
http://news.mynavi.jp/news/2015/04/10/200/

[３]：最後の牽引車＝中国株破綻と米利上不発～日本の慢性不況、
中国からは資金が流れ出てるから行く末は見えてきてるだろう。米が利上げできないのは
体力減衰で資金需要が無いから。口先言葉だけで＄高政策誘導。もう中国も米国も現状
保守路線上では遣る事がなくなってきている。
経済関係では過去に筆者は必ず同じ見解を連発してきたと思う。
「身の回りを見回すと小物(大物も)は捨てるに困るほど溢れてる、元電子技術者にすれば
家電の三洋,シャ-プ,そして東芝の凋落は一時代の終焉に見える,他方で生活核心部分の
食品価格だけがジワリ高騰へ,サラリマン最大お荷物住宅だが実は余って来てる。
http://synodos.jp/newbook/10388
近隣状況を見ると必要も無い道路修理などが頻発、土建屋時代は確実に終焉、残るは気候
変動進行での災害事業増大。準消耗品履物の自動車大手が特大の円高政策で再生、70 円代
から 130 円と粗く 50％もの円安政策で喪失した資産額はトヨタの儲けの 2 桁違い!!!
海外からアベノミクスを自殺政策と嘲笑される所以だ。
要するに現代経済は本質的には重箱の隅を突っつく様な慢性的市場飽状態になっており、
努力しても成果が出にくいので、勢い経営上最大出費=人件費抑制の黒企業時代になって
しまう。そして新規事業は減少、ジワリと倒産廃業が増大していく行くのだろう。
＊０金利政策＝株等の投機資金以外に設備投資的な資金需要が無い=慢性市場飽和の証左

経営者が何よりも恐れるのは成長停止＝金融不況<自転車操業が破綻,負債者側が破産、
それの連鎖が開始>、したがって好景気贅沢振る舞いを常時演出せねばならない.その
典型が不祥事連発の誤輪,東京都心高層ビル,商店街等の異常華美化現象、気候変動悪化食
糧難時代の東京は廃墟になろう。気候変動将来を見据えればものすごい馬鹿ヲ遣ってる。
筆者時論は上記の無駄無理な経済でなく、本質救済になる気候変動対処の認知が先決！！
皆が同じ認識に到達すれば、それから先は自ずと答えがきまらざろう得ないだろう。
それは新エネルギと新農業で圧倒的な生活様式の革新と企業大改変が並行するだろう。
その企業大改編を嫌う事＝絶望保守主義が地上の気候地獄化を招来してる訳です！！。
資本主義頂点の米帝王ロックフェラ-のにらみも世界中の経営者に効いてるらしい。
気候地獄化は石油屋ロックフェラ-の大失敗、その隠蔽の為だけに世界が犠牲に、
これでは「敗戦よりも革命が恐ろしい」の本末転倒であり、これが地獄招来に動作！！！
だからここを何とか打開する政治にしないと誰も助かりません。保守=無能の証!!!

付録：地震兵器問題：米国良心問題であり、国際世論に打って出るしかない！！！
⑸Scientists Corruption also in elementary particle and WEAPON PHYSICS.
.................;..........
⒜In USA,There is suspicion of developing pure hydrogen bomb without residual radio
active contamination.These kind of bomb are suspected to be used in the 9/11 of breaking
down of the tower and the 3/11 Tohoku Japan big earthquake with coherent tsunami wave
devastating Fukushima nuclear plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Pure_fusion_weapon
http://whyfiles.org/167new_nukes/3.html
⒝In underground study in usa,there is problem of earthquake weapon by scalar wave.
http://www.777true.net/HAARP-the-Earthquake-Weapon-Mechanism.pdf
Earthquake weapon using by USA is suspected in
Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
China,
https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Sichuan_earthquake
Haiti,
https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake
Hanshin-Awaji Great earthquake(1995/1/17) in Japan.
http://www.777true.net/Letter-to-UNs.pdf
and in Japan(2011/3/11).
Many people had been cruelly killed under crashed buildings.Note those nation are many
colored peoples.
CHAVEZ AND THE RUSSIAN FLEET: U.S. USED “EARTHQUAKE WEAPON” ON HAITI,
Infowars.com,January 23, 2010
http://www.infowars.com/chavez-and-the-russian-fleet-u-s-used-earthquake-weapon-on-haiti/

................
In 1997, former U.S. Defense Secretary William Cohen made the following statement:
Others [terrorists] are engaging even in an eco-type of terrorism whereby they can alter the
climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic
waves… So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in
which they can wreak terror upon other nations…It’s real, and that’s the reason why we
have to intensify our [counterterrorism] efforts.

Did the U.S. Cause Japan Earthquake via Directed Energy Weapon ~ HAARP?
https://thestarnations.wordpress.com/2011/03/19/did-the-u-s-cause-japan-earthquake-via-di
rected-energy-weapon-haarp/
What you can also see is a constant ULF frequency of 2.5 Hz being recorded by the
magnetometer.The ULF 2.5 Hz frequency is evidence of an induced earthquake.
HAARP Caused Japan Earthquake : Benjamin Fulford
http://www.ufo-blogger.com/2011/03/japan-earthquake-tsunami-haarp.html
⒞HAARP.NET
http://www.haarp.net/

APPENDIX:Exact information on HAARP,there may be many fake story ?!.
http://www.777true.net/HAARP-the-Earthquake-Weapon-Mechanism.pdf
①The device HAARP itself is ordinal traversal electromagnetic wave transmitter.
□A=-μj.<wave equation radiating traversal wave A by alternate current j >
Those A can interact only with electrical charges(electron and ions) toward
those dynamics(electromagnetic dynamics).In ordinal case,those are alternating
current excited in radiating target(in antenna).
②Most notable phenomena may be so called plasma oscillation in ion sphere.
This is also a kind of alternate current exited by HAARP radiation.
③If plasma oscillation could be charge density ρalternating,it can re-radiate
longitudinal scalar(charge density)wave due to classical electromagnetic theory.
□φ＝-ρ/ε.
Scalar(charge density) wave is alternating electro-static field caused by charges and
never be lectured in school,but too serious in military and energy technology.
Thus ion sphere could be strings of music instrument＝HARP which re-radiate awful
music＝scalar wave toward ground where we live. If the playing is too bad to focus on
an earthquake hypocenter,which can trigger a disastrous earthquake.

The Apocalypse of St John,Chapter 15-2.And I saw as it were sea of glass mingle with
fire,and then that had overcome the beast,and his image,and the number of his name,
standing on the sea of glass,having the harps of God.

④Coulomb Implosion by uni-polar high charge density field<catalyzer effect>
can break chemical bonding<the weapon mechanism of HAARP>
As is well known,stability of matter(chemical bonding) is due to attractive Coulomb
interaction force between electron cloud(e-) and nuclei(Q+).While injecting high density
scalar wave toward spot of chemical bonding field can cause Coulomb Implosion !!!.
It is intercepting interaction force of chemical bonding(field). This can be pseudo force to
destroy earthquake hypocenter to trigger earthquake !!!..
HAARP is not energy explosion weapon,but a chemical catalyzer.This fact could be
easily seen by huge energy of earthquake than atomic bomb.
*uni-polar high charge density field can vanish electrical interaction force.
http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf
http://www.777true.net/img0010-General-Analysis-on-Room-Temperature-Nuclear-Fusion.pdf

That is,matter in the field becomes ensemble of free particle field(a kind of chaos due to
entire destruction)without chemical bonding the stable order of matter.
⑤Is it really that HAARP can do weather modification ???.
Ordinal weather field is electrically neutral,as for which HAAR can not interact.
Cloud with thunder is certainly charged.This is authors opinion.
⑥HAARP is the strongest political threatening weapon toward nations who could be
against USA.For an example,a former Japan financial minister once confessed HAARP
threatening as for a his policy implementation.Conversion from public to private
management on so called 3 Trillion yen fund of Yucho money was caused by the
threatening.
http://beforeitsnews.com/alternative/2011/03/did-us-nukes-trigger-japan-quake-update-512
434.html
http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_43.htm
⑦HAARP is the strongest political threatening weapon-2.
It is necessary to constrain Japan energy sector for long years in order not to be
against USA. This is amazing article of magazine Zaikai tenbou(2002/11) which had
predicted a CIA conspiracy concerning 2011/3/11 HAARP attack on Fukushima nuclear
plant.

「日本の電力事業政策を操る CIA 対日工作の全貌」 2012/5/14 読者より
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2012/05/%E8%AA%AD%E8%80%85%E3%82%88
%E3%82%8A.html

月刊誌「財界展望」2002年11月号に看過できない記事が載った。その記事とは「日本の電力事業政策を操る CIA 対
日工作の全貌」である。ところで、CIA（米国中央諜報局）はロックフェラー財閥（米国石油資本）の別働隊といううわさもあ
る。なぜなら、ロックフェラー財団は CIA に多額の寄付金を拠出しているからだ。本記事によると、CIA の日本エネルギー
事情の調査レポート（2000年2月）には以下のような提言がなされているそうである。「日本の国力をこれ以上強大化させず、
かつ将来に渡って反米化させないようにするためには、長期間に渡りエネルギーセクターで、日本に手錠をかけるかのように
封じこめておく必要がある。日本の原子力発電は既に電源の3割 以上を占めている。そこで、日本の原子力技術を支配
する東京電力のパワーを削いでおくのが効果的である。東電は日本一の資産企業で、経済界、財界をリード する有力企
業である。また、国民からの信頼も厚い。日本の核武装化を阻止するには、東電の信用を失墜させ、凋落させることにより
原子力発電技術開発を大幅 に遅らせる必要がある。

⑧HAARP must be globally sued to UN security committee !!!.
It is very curious that many had known the deadly HAARP fact,while none will accuse in
global public.It is quite similar with climate crisis, as for which many had known the deadly
fact,while none will act .It is insensitive for big injustice,which was experimented and
developed in the 9/11 by CIA-special military troop in USA. .
❶Person responsible for political lawsuit on HAARP is rather ignorant on the scientifical
mechanism of HAARP.
❷Engineer and scientist could understand the mechanism,however also most of
them are now not sufficient expert to lawsuit on HAARP. Author call for them to examine
and verify what author have revealed on HAARP.Government must support the action.
❸Thereby,both must be meet to establish emergent agreement for lawsuit on HAARP.
It is evident war criminals against humanity.

Postscript on HAARP:
If author could get full design principle of HAARP,he could make HAARP,but not at now!.
To tell from very beginning,,where is exact target position of earthquake hypocenter ?.
If we could see it,the method could be earthquake prediction-itself.A possibility is charge
density radiation from hypo center,which could be detected and searched by charge
sensitive antenna network.HARRP is a kind of radar and has scanning ability toward
target region about which have already been known.Another notable method is 2.5Hz of
global resonance frequency at target spot

by stimulating opposit position.

*上記一文は本当に正確かどうか、今後も自問します。皆様も真剣勝負の解析を！！！

