
東北大震災&福島原発破綻<過去現実と将来課題>。 2017/3/12,13,14

事実   米国支配者 私戦争 破綻 東北 福島東電   結果当然   日本   負 

  被災負担   事 以下 根拠 述  上 世界 広 訴    

[１]：東北大震災&福島原発破綻-人工地震の証明.

☞：以下引用資料で確度高い証拠と言えるかだが、裁判員心証としては十分だろう、

今回改めて検索で判った事は肝心な証拠所で page not foundが頻発する事だ。

3/11 地震被災本質は米害軍海底設置 3個原爆での津波合成、だが津波襲来だけでは原発破

綻にならず、内部にイスラエル企業の電源破壊工作があった。真の首謀者は CIA 米軍産複

合体を私兵として動かす米帝王 Rockefeller,目的は米国からの日本政治経済自立化阻止、

⑴    人工地震 証明 日本人 知       真実 

http://quasimoto.exblog.jp/17336865/

         核爆弾 人工地震    証拠  見       高周波 音波 存在

⑵東日本大震災 人工地震      証拠 東京 実行   可能性    ,2015
http://disastress.com/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E3%81%

8C%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%EF%BC%99%

E3%82%B3%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E3%81%A8%E3%80%81%E6%9D%B1/

⑶       人工地震兵器説  国会  物議 醸    

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-1129.html

電磁地震兵器は電離層電荷空間を地上位相整列レ-ダ電磁波で精密制御振動させる、

すると地上地下へ向けて物質破壊に触媒作用する電荷密度波を焦点照射できる。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf

通常電磁波は海中地中で短距離減衰するが、電荷密度波特性は,その異常な物質貫通力、

本件主役は前述如く海底爆弾位相整列津波だが、地震前座としての使用嫌疑が以下に。

Atmosphere-Ionosphere Response to the M9 Tohoku Earthquake Revealed
by Joined Satellite and Ground Observations. Preliminary results
Dimitar Ouzounov, Sergey Pulinets, Alexey Romanov, Alexander Romanov, Konstantin Tsybulya,

Dimitri Davidenko, Menas Kafatos, Patrick Taylor、(Submitted on 13 May 2011)

https://arxiv.org/abs/1105.2841v1

New NASA research points to possible HAARP connection in Japan
earthquake, tsunami Friday, June 10, 2011,Fukushima, HAARP, health news

http://www.naturalnews.com/032670_Fukushima_HAARP.html
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東日本大震災直前 現   不思議 熱    2012.02.21

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-1129.html

2.5Hzは地球周回で共振する重要な周波数、

⑸FUKUSHIMA 3/11 TRUTH
https://311truth.wordpress.Com/

3/11 was Japan’s 9/11.its all documented folks.
http://www.pakalertpress.com/2012/07/05/311-was-japans-911-its-all-documented-folks/?utm_source=feed

burner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29

Japan's 3/11 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-earthquake-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-tsunami-terrorist-atta

ck-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-idUSTRE75M1SU20110623
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[２]：国内の裏切り者！！。

⑴日本 電力政策 闇  操     対日工作  全貌.財界展望 2002 年 11 月号

http://ameblo.jp/64152966/entry-11747721386.html

「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。」

                                                       

＊勝俣恒久が東電社長に就任して間もない 2003 年に、小泉内閣の決定によって「蒸気凝縮系機能」が、

わざわざ 10 億円をかけて外されたのです。

⑵福島第 原発 命綱 冷却     蒸気凝縮系機能  外     

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/matiplanplan/view/20110609/1307583720

「福島原発の設計時には、『蒸気凝縮系機能』という最後の砦となる冷却システムが存在

していました。それはどうなったのかと東電に聞くと、『ない』というのです]. 「・・・

蒸気凝縮系機能は、電源がなくても作動する。ある意味、震災などの非常時にはいちばん

大事な役割を果たすはずだった冷却システムなのです」 (中略)

「蒸気凝縮系機能という冷却システム」が備わっていたようなのであるが、それが、福島

第１原発の２～６号機では、約 10 億円かけて撤去されていたのであ る。（第 10 回原子力

安全委員会資料 Ｈ15 ・ 2 申請者 勝俣恒久東電社長)

http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai /genan2003/genan010/siryo6.htm

専門家の意見を無視し、世界最大級原発耐震テスト設備は小泉政権下で売却、スクラップ

にされていた

http://voicevoice.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-e098.html

原発の非常時冷却装置（ECCS）を取り外した小泉政権

http://d.hatena.ne.jp/skymouse/20140206/1391626388

中村日出男

http://twitter.com/#!/soleilhn/status/75709285656559617

今朝の朝ズバで原口氏が気になる発言。福島原発に備えられていた安全装置が、2003年

小泉政権時代に取り外されていたと。別途、香川県多度津の原発耐震研究用の工学試験所

も、小泉・竹中 政権が2005年に「国費の無駄」として廃止。原発事故用レスキューロボも

廃棄されている。戦犯は小泉・竹中！
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⑶東北大震災と福島原発破綻は米日合作の謀略. 2014/10/29(筆者鈴木)

2003 年小泉政権時代に取り外されていた。史上最強毒の地獄の王＝プルトニューム使用の

プルサーマル運転試験許可は 2010。外部電源全停止でも原発にはその炉心余熱での駆動で

きる予備発電機が本来ある。この過程で反原発の佐藤栄佐久知事が 2006年に冤罪失脚。

そも東北大震災は米国隠密部隊による{地震兵器＋原爆津波合成}の戦争行為(破壊口実)、

実はそれでも原発破壊は不可能で内部装着爆弾破壊工作が仕組まれていた(破壊本命)。

⑷3/11は日本の9/11。全部文書にある<イスラエル企業関与が明かされてる>

3/11 was Japan’s 9/11. its all documented folks.
http://www.pakalertpress.com/2012/07/05/311-was-japans-911-its-all-documented-folks/?utm_source=feed

burner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29

＊9/11での飛行機塔衝突は偽装、実際は内部の高性能爆薬でのビル破壊ショー、

地震と津波は追突飛行機、実際はモサド系用心棒が仕組んだ小型原爆、

⑸佐藤 栄佐久(さとうえいさく、1939年（昭和14年）6月24日 - )は日本の政治家。

参議院議員（1期）、福島県知事（5期）、全国過疎地域自立促進連盟会長を務めた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%A0%84%E4%BD%90%E4%B9%85

逮捕

2006年7月に、水谷建設・レインボーブリッヂが関与した一連の不正事件で、9月25日には

実弟が競売入札妨害の疑いで逮捕された。これを動機として、佐藤の辞職を求める動きが、

県議会を初めとして内外から高まり、9月27日に道義的責任を取る形で辞職を表明するに至

った。2006年10月23日に東京地検により収賄の容疑で逮捕される。

原子力発電

建設当初の1998年にはプルサーマル計画を了承したが、その後東京電力によるトラブル隠

しが発覚した後、了承を撤回し、以降は建設される当の自治体以外に誘致するメリットが

ほとんどないことなどを理由に、一貫して反対の立場を明らかにしている

....................................................................

知事辞任により、県内の原発推進に対する歯止めはなくなった。後任の佐藤雄平

知事は2010年8月に受け入れを決定した。佐藤栄佐久によれば、安全性等に関する議論は県

議会でもほとんど無かったという。当時は自民党政権、総理大臣は小泉純一郎

佐藤栄作久(福島県知事)－国策に逆らった男

http://blogs.yahoo.co.jp/pen_tsuyoshi/39561308.html

佐藤知事は日本にとって良ろしくない、いずれ抹殺する地検特捜検事／森本宏）

「原発推進」という国策に逆らうとどうなるか？ 佐藤栄作久・福島県元知事の“事件”

が如実に語っている。
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⑹   億円 凍土壁  数分       地下水 止     土木屋 言 分

http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/286.html

土木関係 方 言    福島原発 凍土壁     失笑    横井技術士事務所 方  東

京電力 汚染水対策  死           指摘        思   自分        

   汚染水 流失 災害度      上        東京電力 社長 会長 役員    責

任      茂木経済産業相 東京電力 対策 指示  前  社長 会長 役員 辞表 持   

     筋      中山     青函  毎分数     水 出      程度 水 止  

         土木屋       意見 痛快   2013/8/28

☞：重病危篤の弱みと知識不足に漬け込み、必要以上高額医療費請求がなされる嫌疑が。

だが現場関係者にすれば命を削っての作業、士気を貶める言動は避けねばならない。

☞：チェルノブイリでは石棺方式が採用されたが、永久安定とは行かないらしい。

筆者が聞くところによればトンネル土木屋はいくらでも制限無くトンネル堀ができるそう

だ、被災原発の地下下方に大空洞を切削、地上施設を適切分割して、位相同期で一斉に落

下させ、深度地下永久埋設で大気海洋汚染防止の方法にできないものか？。少なくとも

深度地下工事では作業に被爆が伴わない。ロボットモグラ-も使用できる.

⑺再臨界     京都大学原子炉実験所 

http://rpg.jaea.go.jp/else/rpd/annual_report/pdf64/No64-5.pdf

https://togetter.com/li/844060

軽水炉 炉心     燃料棒 最適 間隔 配置  間 減速材   軽水 満   反応

度 最大   状態 臨界 維持    設計          条件 何 欠   反応度

 必 小     臨界 維持       

 福島第  廃炉    石棺  初  言及

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201607/20160715_63062.html

福島第一原発 石棺化 不可能   

http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/655.html
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⑻ 日本  荷物企業 東電     国民     負担 被      

年      利息    年   億円 損失 発生 

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/232.html

  兆円 達  東日本大震災 復旧 復興経費

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/20120601003.pdf

   詐欺    復興予算   兆円 何     転用   2016/10/28

https://matome.naver.jp/odai/2134986417346389301

復興    称  大増税  国民  吸 上           復興     自分   勝

手 都合 使    実態 明                   詐欺   完全 犯罪   

大新聞 取 扱  少    腑 落    一体何 何    騙  使          

＊被災者感情にすればかくいわれる事は侮辱になる、

⑼Fukushima: A Nuclear War without a War:

The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation 25 January 2012

http://www.globalresearch.ca/fukushima-a-nuclear-war-without-a-war-the-unspoken-crisis-of-wor

ldwide-nuclear-radiation/28870

福島再度大量放出があれば、太平洋広域とその偏西風終端地＝米西海岸も再度被災する。

地震攻撃した米支配層＆米軍自身もこの事は承知していたはずだ。

⑽放射性廃棄物 無害化 道 三菱重 実用研究  日経 2014/4/8

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ040JJ_X00C14A4000000/

具体的  厚  数十        億分    極  薄 金属         貴金属  

酸化      薄膜 交互 積層  多層膜 変換   金属 付     膜 重水素 

透過    百数十時間 元素番号           多 元素 変    

                詳        理論 分       

 高濃電子密度表面触媒空間  反応 核反応障壁   電荷消滅 起   

http://www.777true.net/img0010-General-Analysis-on-Room-Temperature-Nuclear-Fusion.pdf

http://www.777true.net/Brown-Gas-the-mechanism-of-the-obsucurity.pdf

拝啓三菱電機殿 以上 鈴木理論    買 上      

放射能 中和   方法 発見         

http://jp.rbth.com/science/2015/07/17/53699

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/232.html
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/20120601003.pdf
https://matome.naver.jp/odai/2134986417346389301
http://www.globalresearch.ca/fukushima-a-nuclear-war-without-a-war-the-unspoken-crisis-of-worldwide-nuclear-radiation/28870
http://www.globalresearch.ca/fukushima-a-nuclear-war-without-a-war-the-unspoken-crisis-of-worldwide-nuclear-radiation/28870
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ040JJ_X00C14A4000000/
http://www.777true.net/img0010-General-Analysis-on-Room-Temperature-Nuclear-Fusion.pdf
http://www.777true.net/Brown-Gas-the-mechanism-of-the-obsucurity.pdf
http://jp.rbth.com/science/2015/07/17/53699


[３]：私戦争犯罪首謀者に最終責任を取らせる！！。

⑴福島      真実 

https://311truth.wordpress.com/

     真実 公開      将来同様         悪 事態 防    不可欠 

       真実  実際 加害者 行為 戦争 日本   国民 対   犯罪     今   

  世界  犯罪 逃 去  完全 処罰       

⑵事前の国内工作(CIA代理人)と当日の米海軍戦艦 Ronald Reagan関与は明白。
⒜暴    闇 支配者  正体                        

http://www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/hitokuchi025.html

日本支配 米国陰謀         占領統治時代  始      仕上        

代理人   竹中平蔵氏 重用  小泉政権 誕生    安倍政権  引 継        

小泉 元首相    工作員

http://blogs.yahoo.co.jp/fwapy7777/48913461.html

小泉元首相 一族  広域暴力団     

http://alternativereport1.seesaa.net/article/147365667.html

世界一    男 欧米     報道     小泉元首相

http://alternativereport1.seesaa.net/article/146828395.html

⒝ナチス成立を支援したのは反共反ユダヤの米資本(Rockefeller&Bush,ブッシュ役割りは
ロックフェラ子分），ナチス敗戦後、その人材と軍事技術を米密輸入(op paper clip)で

創立されたのが CIA-米軍産複合体(アイゼンハワの定義)、Rockefeller と CIA-軍産複合体

の関係はかように半世紀の密接不可分な、闇のドス黒い関係に在る事が確信できる。

http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf

http://www.777true.net/Global-People-Must-Search-an-Essential-Evile-Origin.pdf

犯罪首謀者

マグナ社 米国地質調査庁 ＩＡＥＡ

ＥＵ 国連 米国原子力規制庁

https://311truth.wordpress.com/
http://www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/hitokuchi025.html
http://www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/hitokuchi025.html
https://www.google.co.jp/search?espv=2&biw=1094&bih=487&q=related:www.h2.dion.ne.jp/~apo.2012/hitokuchi025.html+%E5%B0%8F%E6%B3%89%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%80%81%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%A1%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwj81fKz8M3SAhXrjlQKHZi
http://blogs.yahoo.co.jp/fwapy7777/48913461.html
http://alternativereport1.seesaa.net/article/147365667.html
http://alternativereport1.seesaa.net/article/147365667.html
http://alternativereport1.seesaa.net/article/146828395.html
http://alternativereport1.seesaa.net/article/146828395.html
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf


⒞    事実             創立 

Real CIA＝Rockefeller’s Facist Establishment
http://www.campaigner-unbound.0catch.com/real_cia_rockefellers_fascist_establishment.htm

              設立

我     概説         支配     設立  司法司令官                     指

揮 下          研究所 創設      設立 四半世紀 発展 新興成果      政権 

最後 年 間 想定           形 正確 一致     間違               

現在出現    英米                               向         

     意識的    採用     

    誰     米軍秘密部隊 地震兵器  双方 支配     

米国 裏政府独裁者 石油屋 

超富豪 米帝王 D.Rockefeller  
   執行官 H.Kissinger以外 無  
   米国       中東不法侵略 同様 福島破綻 超犯罪   

彼  厳重責任 取         

福島原発修理代 超富豪             支払       

http://www.campaigner-unbound.0catch.com/real_cia_rockefellers_fascist_establishment.htm


付録１:証言_3個の位相整列津波と内部設置爆弾での原発破綻！(2017/3/13)、

日本深部真相は日本人によって語られない？？！！、

The Argument that Fukushima Was Sabotaged,January 27, 2012
https://www.henrymakow.com/theargumentfukushimasabotage.html

震度９はインチキ(地震動破壊がない)、だが３個の同時振動の記録が、
.......................................

Jim Stone did more than wonder. He dug up and analyzed the Japanese seismograms. He

proved there was no 9.0 quake, and no epicenter out at sea. Instead, there were three

simultaneous quakes of much lesser magnitude, all of them inland.

.....................................

Reactors Destroyed by Nukes

水素爆発程度では破壊不可能に福島原子炉建屋は設計されてる！、

It turns out that the official explanation for the Fukushima reactor explosions was bogus as well.

Nuclear power containment walls are extremely thick and strong. Hydrogen explosions could

never have destroyed them. As a historical reference, hydrogen explosions occurred at Three

Mile Island and caused no structural damage, nor even any injuries to plant personnel.

3/11 was Japan's 9/11. It's all documented folks!
      日本      記録   事実  

http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html

日本語訳

http://www.jimstonefreelance.com/newfukufeb262014.pdf

 福島第一原発       会社  謎  『週刊現代』/2011/5/21

http://electronic-journal.seesaa.net/article/433010193.html

東電     触                   社          思    

http://maiko.cocolog-nifty.com/kuma/2011/09/bspcia-51f4.html

*福島原発で密かにビル破壊 9/11型小型原爆使用の可能性は高い、だがイスラエル仕業の証明

は？、東電がイスラエルの敵＝イランに核爆弾材料供給契約があったとすれば話ができ過ぎ。

この契約調印の下にイスラエル企業を用心棒に雇うとしたらば        逆さま！。

原子炉建屋はミサイル攻撃に耐える強度、爆弾設置嫌疑がマグナ社は不可避。

原子炉冷却   日間 深層 見過    危機 (ＮＨＫ)

https://www.youtube.com/watch?v=5_IqTghQPWc

https://www.youtube.com/watch?v=wQaMPUUG6lU

吉田所長   不眠状態 一週近 放置管理      東電黒企業 

https://www.henrymakow.com/theargumentfukushimasabotage.html
http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html
http://www.jimstonefreelance.com/newfukufeb262014.pdf
http://electronic-journal.seesaa.net/article/433010193.html
http://maiko.cocolog-nifty.com/kuma/2011/09/bspcia-51f4.html
https://www.youtube.com/watch?v=5_IqTghQPWc
https://www.youtube.com/watch?v=wQaMPUUG6lU


付録２:原子力発電所  原爆   絶対     理由 
⒜原子力発電所  原爆   絶対     理由 原文 英語圏国 2011.03.18

http://www.gizmodo.jp/2011/03/post_8701.html

要約：核爆弾は 80～95％高純度濃縮ウラン(プルトニューム)で、かつ球形爆縮(火薬）して始め

て急峻増大連鎖反応！！、純度 3,4％ではメルトダウン原子炉燃料棒でも無理です、

        高温高放射性物質 水素爆発等 広域大量拡散

                  福島 大惨事    

 福島第一  更      厚 生物遮蔽壁      厚 鉄筋      防護壁 

    攻撃  壊    言     破壊       

⒝水蒸気爆発 

       原発 爆発

                                   

炉心内 冷却材 全面沸騰 状態    圧力 急上昇      圧力管 破  冷却水 噴

 出      高温 黒鉛     接触   水蒸気爆発 起    炉上部 吹 飛  原

子炉建屋 破壊      爆発  回起   建屋上部 火 玉 火花 発生      

爆発     説明 日本    会議 

http://enercon.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/7597/

チェルノブイリで起きた爆発は水蒸気爆発

      島 場合 国際評価         年 炉心溶融 水素爆発 日本共産党 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-10/2011041016_01_0.html

  間 建屋内 水素爆発 発生    

        福島第一 根本的 違           比較 意味   

http://www.tomabechi.jp/archives/51240318.html

        原子炉 格納容器          臨界暴走    放射性物質 撒 散   

論外              福島第一  更      厚 生物遮蔽壁      厚 鉄筋 

     防護壁 囲      万 一 再臨界 場合  放射線 付近 住民 影響    

http://www.gizmodo.jp/2011/03/post_8701.html
http://www.sydrose.com/case100/229/
http://enercon.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/7597/
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-10/2011041016_01_0.html
http://www.tomabechi.jp/archives/51240318.html


付録 3:日本だけが 3度も核標的になるのか？＝支配者から見下されてる民族.
広島長崎そして福島と３回も核被爆に見舞われる世界稀有の日本、これで終わりになるの

か？！！、地震兵器で言えば大きいところで 1995/1/17阪神淡路大震災と今回 2011/3/11と

二回もある。筆者見解ではこの様では更にあってもおかしない、ト言うかやる方にすれば

自らに危害が及ばないので遣りたい放題というのが実相、我々は見下されてるのだ！！！、

まずは相手真相を知り、己の不都合真相も知らねばなるまい。

❶ヒトラーの予言(東方 巨大 実験 場   )＝我々はどうも実験動物らしい！！。

 未来 社会    様相 見       同志諸君 申 上      闘争    選  

   貴族階級 現    新  中産階級 無知 大衆 新  奴隷 仕     集団 

 永遠 未成年者集団                上     新  貴族    特別 

指導的人物          支配    闘争     国 内外 新  身分 成立   

   東方 巨大 実験 場        新        社会秩序 生      

         語  言葉 

❷世襲米超資本の基礎思想＝19 世紀封建主義プロイセンのヘ-ゲル哲学。

⑴世界史概論＜武力世襲貴族支配 vs 非暴力民主化運動>。

世界史は武力世襲王権支配と正義真実博愛民主革命=宗教民族ユダヤ人との階級闘争史。

⑵世襲米超資本→ナチス成立→ユダヤ迫害→ナチス米上陸再生＝米軍産 CIA メデア複合体。

現代史真相は教科書には絶対かかれない、上記真偽はネット情報等で確認できる、

問題核心は世襲米超資本＝石油帝王 Rockefeller 一族の米帝国主義世界支配(globalism)!!

⑶世襲米超資本の基礎思想＝19 世紀封建主義プロイセンのヘ-ゲル哲学。

＊動機＝支配者没落恐怖心理＝”敗戦よりも革命が恐ろしい!!” <戦時皇族首相近衛文麻呂>

⒜国家国民は優生貴族の搾取対象＝国民と天才は君主の手先となる<秘密支配操作主義>。

＊CIA-メデア機能はまさに国家国民を独裁者が操るロボコン技術開発に集約されてる。

ロボコン傾向人＝無力他人依存、不正利益思考、強者追随弱者迫害、正義正論を嫌う、

⒝敵を設定しての永久覇権闘争<軍国主義>。以上⒜⒝＝武力王権支配＝反宗教。

＊米国は歴史上でも世界突出の軍事大国、常時,敵を創出しての戦時体制国家、

軍事費捻出の為に生産性向上で米人も働き奴隷、雇用医療保険保護が無い例外国、

⑷上記米戦略は戦後全世界に魔の手が侵透、南米＝作戦コンドル、欧州＝ＯＰグラジオ、

日本＝占領下人脈、中東＝サウジ＆イスラエルコネクション、ロシア＆中国は敵設定,

⑸支配層以外の一般国民政治的痴呆化教育と腐敗マスコミによる愚弄化政策→否定思考化

⑹政治行政 CIA 侵透。保守＆左翼両建てでの自主性放棄＆秘密操作主義支配.→否定思考化

⑺言論政治活動抑圧としての政治警察国家体制、 →否定思考化



⑻神を正義真実博愛と定義すれば反神＝不正虚偽憎悪.→否定思考化

悪魔主義＝人は支配者と非支配者に二分される。宗教が挙って人類平等を説く核心！！

⑼石油帝王 Rockefeller 最大失敗は石油大規模消費＝気候危機招来とその隠蔽工作、

時代経過でこれは隠蔽不能は必然。→ 揉み消しとしての地域紛争継続と第三次大戦。

❸明治維新後日本は内部の裏切り支配国に堕落=見下される最大原因！！

Ⅰ：明治維新日本オール裏切りの事例研究：これではありえない国は必然！！

⑴王制復古明治維新は王制英国の陰謀、共和制仏は幕府支援だったが敗北。

明治維新  長州薩摩土佐肥後 下級藩士   徳川独裁打倒 王制復古 自主民族革命 言 

  文部省選定教科書 論   市販歴史書     調   判 事  尊皇攘夷 外国勢力排

除強行姿勢    長州藩     年 外国船砲撃  報復   下関戦争 英米 敗戦占領  

   薩摩 同様 薩英戦争       敗戦  占領    所 一度負   新英国化  結果的 幕

府打倒 王制復古 中核    来  英国人     感化   土佐藩坂本竜馬 中岡慎太郎等

 仲介 有名 薩摩長州同盟 成立  倒幕一大勢力    事 皆 知 通  地方藩長州薩摩

 幕府 勝  理由 色   一  英国 裏支援      等 密貿易  軍事支援 決定

的        年米国南北戦争終結 安値 銃 日本 横流  一儲    言  彼 有名 言葉

  幕府最大 謀反人 自分  言   明治維新本質         英国留学組 伊藤博文 

井上馨等 明治維新 重鎮    事 知     因  幕府側 着   共和制樹立 仏  彼

  北海道五稜郭 戦   付 合  敗北    現代日本 於    政界  長州閥 根  

事強 事 有名 当時     朝           英国 世界 植民地 築 世界帝国  当時欧米

 近代化    王制 民主化 壁     逆革命    欧州王朝 没落防止貴族同盟 

           大活躍     推測    

 日米戦争 開戦理由真相  敗戦    国内 革命 恐    近衛文麿  

中国侵略戦争 仕掛  日本軍部 米国   軍事物資 鉄 石油 禁輸 苦境    更 中国撤退

 迫 米国      勧告    当時陸軍部 秋丸機関  日米戦 戦争経済           経済

学者有沢広臣 依頼 結果 初戦優勢 後半劣勢 敗戦 予測 米国留学経験   山本海軍大将

等 初年 活躍    後  責任 持    趣旨発言    言  当時米国 生産力実物 

目    以上 当然 見解    戦争現場 知 軍人 決  負  戦争 望        

日本 日米戦 決断       冒頭       因  赤間剛氏 神  陰謀 副題 三島由

紀夫 死 天皇制 謎 内容 欧米支配層秘密結社   実態     高位 陰謀集団    間

  戦争  相互 戦争責任 問   密約     示唆       戦犯死刑   様 東条英機

 真 開戦指導責任者 考  事 難   進駐軍         実 戦後日本   曲    

  戦犯天皇 日本支配 最高 道具      条  朝鮮戦争  軍備開始  条   曲    

結果 司法秩序   崩 破綻日本 演出  事 至  法曹関係者     巨大論理破壊 理

解   人 多   



Ⅱ戦後現代日本オール裏切りの事例研究：これではありえない国は必然！！

   占領下人脈 日本裏支配    代理人発端 現代日本支配構造 原点  

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

真珠湾奇襲 戦争 仕掛  多大犠牲者 敗戦占領 軍国全体主義体制  解放   後 

 民主主義 平和 経済繁栄  只 貰       甘 歴史 地上 何時     

進駐軍 日本     戦争責任 締 上  代償 対米秘密協力 要求 戦後日本真相       

   米 実用主義 国 利用可能  天皇  犯罪者乞食  何  利用 米  西部開拓   

     日本 中国 言 基本的 長 東進政策    日本敗戦 彼    見       一大

拠点 得      領土 次 人 支配    当然   旧日本     天皇家 財閥華族 軍人

警察 官僚 経済人 言論人 右翼等     所 進駐軍 囚   巣鴨     収容   恐怖洗脳

    参謀本部関係軍人     中野学校 細菌戦 石井部隊 右翼指導者 海外引揚者 戦時収監

思想犯 共産党 宗教指導者 高級官僚 特高警察内務官僚 経済指導者達    米軍 協力者 

仕立       占領下人脈  彼  基礎   戦後日本    網 形成      平時中核 

情報機関 相応  実     宣伝機関     民放 新聞 週間月間雑誌 一般出版 芸能    界

    実働部隊   政界官僚関係 警察自衛隊 右翼 医学会 宗教政治等各種団体 地域団体等 広

域    反共思想 下 秘密網 形成    見    

⑴戦時中反戦獄中闘争を貫いた共産党員や日蓮宗徒をマッカサーは恐れて戦後抱き込み。

共産党や公明党の CIA 操縦の裏切りが現代日本腐敗を招来。

⑵読者多数から購読料金を取っての NHK＋読売朝日毎日の腐敗裏切り、ネットも多分に腐敗,

人体で言えば脳疾患ですから致命的です。

⑶国民多数の高額納税で、米 CIA 占領下人脈支配の官僚公務員の大規模裏切り、

⑷戦後労組運動の分裂裏切りの歴史//企業労組は欧米では黄犬契約と言われる。

⑸学会(重大真相隠蔽)教育界(子供自立化を削ぐ)の裏切り腐敗。国民能力と情報取得で大

損.素粒子論完成,地震兵器を無視,気候変動悪化でも沈黙、能力とは問題発見に始まる(紙

試験は逆). 教育目的は子供の大人化＝自立判断と行動が出来る！！、自信が付く自分発見

に導く!!、その後は高校生や大学生を手取り足取りで教育してはいけない。

⑹宗教界の腐敗と裏切り。宗教家が本物の宗教を理解していない、歴史的形骸化してる。

＊論理的に神(正義真実博愛)と悪魔(不正虚偽憎悪)は相反、 仏教般若心経は論理学、光あれば闇在り、楽あれば

苦あり、だが決定的裏切りは、世間は逆さま悪魔支配世界だから出家して悟り精進の小乗教の反政治、 之をひっ

くり返したのが日蓮法華経(当時日蓮は過酷な政治弾圧を受けた)、政治積極参加です。しかし今の公明党は？？！

⑺現代日本政治は裏切りの塊＝利己主義悪魔化政治。安部政権は不正選挙の非合法政権、

選挙管理の公務員多数が事実を承知。今後はいかにして有能指導者を緊急発掘育成するか

⑻1995 オ-ム真理教毒ガス事件は CIA-日本公安の秘密実験、後に米特殊部隊の自作自演の

米国 9/11 大規模テロ事件へ、1985 年御巣鷹山ＪＡＬ機墜落下手人は自衛隊、
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⑼福島原発破綻は日本内部での裏切り行為がなければ不成立(自家熱最終発電装置)。

10 億円で最終安全装置を外すとは！、当時の政府上層と東電上層部が糾弾されない。

⑽2011/3/11 東北大震災と⑼は米国地震兵器攻撃(3 個海底爆弾での津波合成)

敗戦日本は戦後実質米植民地、支配層は米追従なのにこの逆さまな沙汰、当時は革新

官民主党政権、1995 年阪神大震災も革新村山社会党政権下の米地震攻撃、

＊悪魔 脅 事      追従  者               

⑾米国地震兵器での脅迫で動く政治日本！、地震兵器真相を当局-科学者が隠蔽の裏切り.

この被害は日本だけでなく世界的(ハイチ地震 2010、スマトラ地震,.....)

⑿世界巨悪元凶は米軍産 CIA メデア複合体の陰謀暴力支配、9/11 と中東偽旗テロ＆戦争

その帝王は Rockefeller、現代世界最終問題は地上全破滅に及ぶ気候変動、その世界規模

隠蔽工作は米国石油帝王＝世界支配者最大失敗。皆が承知で沈黙の超逆さま世界を実現、

⒀戦後米支配下で欧米技術導入で農業漁業食資源を潰し,工業化経済成長日本、現在市場停

滞から下降へ、だが未だ過去固執で気候変動未来を無視、真面目一途に自滅邁進政策！！,

＊失敗の本質、防衛大講師,日本軍は過去にうまく云った戦略に一途固執、だが時代は変化

して適応不能に＝過剰適応の不適応!!。時代変化で不都合が起きてるのに認めない！！、

→ 過去学習型(東大出官僚)から未来志向試行錯誤危険引受人(ベンチャ実業人)へ！！

＊己安泰を願わば、まずは全体の安泰を願うべし(日蓮).
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