東京大学地震研究所 小原一成所長殿、および公立民間の全地震研究者各位殿
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[1]2011/3/11 東北大震災は自然地震ではなく、米国の地震兵器攻撃、その目的ひとつが
陰険究極としてのナチス再生勢力＝米国戦争屋の為の地震兵器脅迫での日本政治制御、
[2]この状況では日本世界は政治経済そして究極の気候変動世界対策が打てない最大障害。
その克服は科学者の世界(国連安保理)へ向けての地震兵器真相暴露声明しかない。
秘密にしている事こそが脅迫を可能にしている。また国内に脅迫便乗勢力が居る。
近日に関係研究者と会談を希望します。
[3]既成地震学が地震電磁気学予知法を無視は甚大な背任行為。
地震動発生に先行する震源層破断は電気化学現象として地表面を負電荷から正電荷に反転。
この電磁現象観測検出は低価格有力な地震予知法、其のアカデミズム無視は甚大背任行為。
http://www.777true.net/Earthquake-Prediction-by-Phenomena-of-Seismic-Electromagnetism1_2.pdf

既成地震学主流は短期予測不可能、金食いだけで之では我々に救済がない。物が壊れるの
は不可避としても人命救済になるのが短期予測使命。

[1]の根拠理由：
【人工地震の事実】あなたのために５分ください
https://www.youtube.com/watch?v=YsjVzB8hpzs
決定的なのは自然地震ならば必然のＰ波先行が地震波観測になかった事(＝核爆発波）、
3 回の爆発波形があり、被害主因になった津波伝播の波面合成になった。
日本本土への地震兵器による心理的軍事作戦
http://www.e-net.or.jp/user/mblu/ndb/skbk1/sg1/media/earthquakeweapon/haarp.html
OSS PSYCHOLOGICAL WARFARE EARTHQUAKE PLAN AGAINST JAPANESE
HOMELAND 1945
HTTP://WWW.E-NET.OR.JP/USER/MBLU/NDB/SKBK1/SG1/MEDIA/EARTHQUAKEWEAPON/
OSS.HTML

WELCOME TO FUKUSHIMA 3/11 TRUTH
https://311truth.wordpress.com/

FUKUSHIMA 3/11 TRUTH
https://311truth.wordpress.com/

Japan's 3/11/11 Mega 9.1 Earthquake: Another Illuminati Production?
http://educate-yourself.org/cn/japanquakemanufactured12mar11.shtml
Natural quakes tend to show a GRADUAL build up of slippage that works up to a maximum
displacement, while artificially created quakes typically shows a SUDDEN spike to
maximum or near maximum displacement.
More Evidence – Fukushima Earthquake and Tsunami Was Nuclear Terror Attack
Against Japan
http://beforeitsnews.com/japan-earthquake/2012/06/more-evidence-fukushima-earthq
uake-and-tsunami-was-nuclear-terror-attack-against-japan-2232035.html
Obama Implicated in Nuclear and Tsunami Terrorist Attack Againt Japan
http://www.veteranstoday.com/2013/03/25/obama-implicated-in-nuclear-and-tsunamiterrorist-attack-against-japan/
Archive for the '3/11 Fukushima HAARP And Nuclear Attack' Category
http://truth11.com/category/311-fukushima-haarp-and-nuclear-attack/
The 2011 Japan's Earthquake and Tsunami
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_japanearthquake.htm
Nuclear terrorism can cause another Fukushima: expert
http://www.reuters.com/article/2011/06/23/us-nuclear-security-idUSTRE75M1SU20110
623

⑵電荷密度波による震源層破壊<エネルギ爆発で無い化学結合消滅場>.
http://www.777true.net/HAARP-the-Earthquake-Weapon-Mechanism.pdf

過去に電子密度が濃いプラチナ表面触媒の常温核融合騒動が、嘘で無いが実用は無理。
単極電荷密度一様場では電界消滅が起こり、それが化学場ならば化学結合消滅に作用。
電荷密度波は交流電荷から放射される電界縦波(電流源からは通常の横波電磁波)。
HAARP は横波高周波駆動で電離層電荷密度変調、地上に向けて電荷密度放射、
周波数差が地球共振周波数＝2.5Hz 超低周波合成を二波合成(鉱石検波器)で実現。
*一般に大地震エネルギは核爆発エネルギ量よりも桁違いに大きい事に留意
**上記サイトの電荷密度波焦点法での震源破壊理論が正かはまだ検証余地がある。
電荷密度場の化学結合破壊は Coulomb Implosion として既知。

[2]米国戦争屋の為の地震兵器脅迫での日本政治制御の状況。
物資金融での最大米国補完国の戦後日本政治の筆頭特徴は実質的な自民党一党独裁政治に
ある。顔の頻繁な交代で独裁者政治ではないが、自民党は米国右翼戦争屋と一本パイプで
操縦されてきた事実がある。従って米は極度に日本の政権交代を警戒する。戦後最大の地
震はいずれも野党政権奪取後で共通する。地震兵器目的は政治以外にも経済等にも及ぶ。
⑴1995 年 1/17 日の阪神淡路大震災は村山社会党政権下。
⑵2011 年 3/11 日の東北福島大震災は官民主党政権下。
⑶2016 年にもし選挙と政権交代(民進党)があると関西トラフ大地震で危ないと言う救済第
一を旨にしたありがたい予言もある。地震脅迫と思う事で投票先を変えると政権交代が
不可能になるかも。

⑷日本の経済(エネルギ分野)と軍事等でこれ以上肥大化させない足かせが必要。
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1738172.html
米国中央諜報局
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⑸米国保守派<Rockefeller 軍産複合体ＣＩＡ=ナチス再生勢力>に脅威になる要素。
(政治経済軍事関連の革新的科学技術,気候変動政策,...)にも同様の脅迫になりえる。
＊地震には無関係だが革新的製薬医療に関わる万能細胞研究者に不審死も(理研)、
米保守派は 既成体制頑固保守 で気候変動無策の自殺政策強行推進です。元は石油屋
Rockefeller の EXXON-MOBIL が気候変動を大財力と大権力で世界的に陰謀隠蔽工作、フォル
クスワゲンと同じ。

⑹地震兵器被災は日本に限らず、アジア南米等の全世界でおきてる究極政治問題の一つ、
世界世論に真相公開する以外ない阻止方法がない。加害当事者である米国民良心に訴える
以外にない。その為に関係科学者と技術者の団結した証言が必要。爆弾誘導での地震兵器
は誰も判るが電荷密度波で震源物質の化学結合破壊は了解しにくい。化学結合は陰電気の
電子と陽電気の核間の電荷間静電力が媒介、空間が一様な電荷充満だと静電力消滅に作用。
☞：地震兵器情報は微妙で，中途半端な其の処方ではむしろ地震兵器脅迫に宣伝加担する
事になる。本文も其の例外ない事を認める。書いてはならないでなく、皆がアットウ的に
書き始めると対策が開始する。

付録：
＊内部告発！（元アメリカ国家安全保障局）
『３１１大震災はアメリカとイスラエルの裏権力が核兵器を使った！』
https://www.youtube.com/watch?v=ZCEmFIMrRVE
聖書時代以来の民主化革命民族ユダヤ、その天敵＝ナチスのユダヤ大虐殺こそが今の生贄イス
ラエルを無理やり中東に、現イスラエル人も主支配勢力右翼 German(Rockefeller)+WASP の操り
人形。

＊米国戦争屋
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/32874377.html
＊ナチス再生勢力としての米戦争屋+CIA＝米石油帝王 Rockefeller の私兵.
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
福島東電も,気候変動隠蔽陰謀も悪魔大王 Rockefeller の命,大統領候補ヒラリ-は同家のお上！

付記：米国大統領選では民主党革命家自称Ｂサンダース候補が前評判高い Rockefeller 家
のお上＝H.Clinton に急迫の状況が、先進国にして唯一の社会福祉のない米国人も 9/11 と
軍事、レーマン破綻と経済雇用所得格差拡大、気候変動危機進行で追い込まれてるのだ。
社会福祉の欧州＆日本と米人の危機感覚が違うように見える。彼らは米革命をやるかも。

