P1=緊急の北極冷却工学施工開始、P2=20%以下の炭素消費政策

2014/6/1.

22日の電話長時間対応感謝申し上げますと、同時に感情突発で無礼を申した事た痛切にお詫び申し上げます。
しかしながら科学結論の一意性(非決定論＝確率を含めても)を否定する事は明白に自殺行為です。自分は政治家会合にも出て会談、然るに議員
が「色々意見がある」という事で結論を渋るわけですが、科学事実に関しては許容できかねます。
手紙趣旨はまさに気候科学の診断結果(＝緊急手術)一意性を問うてます。それに関して危機管理-気候科学者の見解を賜りたい次第です。

P1=緊急の北極冷却工学施工開始、
P2=２0%以下の緊急炭素消費政策、
モデル計算信頼性：0次元模型は1860～2010の過去地球気温をほぼ再現します。
http://www.777true.net/Accounting-principle-verify-reconstruction-the-Past-Climate-Records.pdf
http://www.777true.net/Definition-on-Radiative-Forcing.pdf
IPCC 定義の放射強制力＝熱平衡の1850年代からの放射強制力要素の現在までの変動分の総計には温度上昇自身の負放射強制力要素がないと整合しません。

http://www.777true.net/Accounting-principle-verify-reconstruction-the-Past-Climate-Records.pdf

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

http://www.777true.net/Definition-on-Radiative-Forcing.pdf

気候科学者が声明すべき事は以下に要約できます・
鈴木が見積もるに僅かの０.1度上昇は結構危ないと言う事です。地球規模では大エネルギと言う意味！！！。

http://www.777true.net/0.1C-Temperature-Rise-could-cause-Climate-Wild.pdf

P1=緊急の北極冷却工学施工開始、
http://www.ameg.me/
http://arctic-news.blogspot.jp/p/how-to-cool-arctic.html

P2=２0%以下の緊急炭素消費政策、
*世界サイトを見ても2050年頃に80％削減を言う政府見解あり、だがこれらは冗談に等しい、
現状趨勢での破滅時間が約2050、確かに実現してる！！！。だが実態は今すぐ、その根拠は以下のシミュレション、

(0)筆頭に警戒すべきは北極メタン破滅問題、もうまもなく2015?、夏季全面融解を許すと、大規模メタン湧出可能性が格段に高まる、
炭素政策の如何に関わらず、まず北極破滅阻止の北極冷却工学を世界政策で緊急施工にしないと助からない、以下はそれを前提。
http://www.777true.net/Rapid-Temeperature-Rise-in-Arctic-a-simple-verification.pdf
(1)現状対策なし政策＝2.1ppm/y の大気中炭素累積では50年前に1℃を確実に超えてしまうので助からない。
それ以前に北極メタン湧出開始が始まると世界はトンデモ熱地獄へ、
2020年オリンピックなどは寝言！！、輸入なども寝言、緊急国民総動員の食料国内増産計画着手がないと飢餓地獄になる、

Caution that a bit of 0.1℃ rise
would cause climate wild !!.
So 1℃ rise would be fatal !!!.

(2)現状大気濃度固定＝人為放出ほぼ50％削減政策では世紀末に0.6℃、これほどの努力でも上記と同じで助からない。

function describtion in Spread Sheet(Kingsoft inc)
B2=B1+(12.953/64)*((B1/287.15)^4)*LN((400)/280)-(0.6
12/64)*5.67*10^-8*(B1^4-287.15^4)

(3)理想人為０放出＝－2.0ppm/y の最大吸収政策も20年後に0.2℃を若干超える.

0.2℃上昇はかなり気候凶暴化！！

(4)最強実施可能政策人為20％以下放出許容＝-1.2ppm/y の吸収政策、30年後に0.3℃に接近、安全などとは到底言えない。
P１確保できていれば助かる可能性がある。

推奨シナリオをは(4)しかないが、鍵は北極破滅が回避できるかどうか、全球温度上昇熱は北極にもっとも押し寄せるから、

(5)北極冷却工学でも炭素大規模吸引工作でも何か画期的な技術開発があれば最善なのですが、

問題存在の世界提示！！！がないと誰も取り組まない！！！
仮に真相沈黙しても、まもなく誰にも気候崩壊がばれてしまうのですから
Water Spreading to wide area in order to

increase ich thickness
in winter season by sea water pumping.
This is very primitive,but realizable and effective !!.
However difficulties in actual implementation are its
outrageous scale and sever cold environment,
but may not impossible.
To tell it’s kernel,it will entirely depend on our decisive
will to accomplish against those difficulties.
Global ability in technology,wealth,and decisive will by
global solidarity is emergent.

How much can we make ice ? by sea water spreading in winter.
⒜Recent years trend of Arctic ice volume decline≒1000Km3/year .

<<Arctic Sea Ice Volume Anomaly(PIOMAS)>>

http://psc.apl.washington.edu/wordpress/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
Now we must emergently compensate year's loss of V≒1000Km3/year.
If we fail,decline trend become more and more toward increasing difficulty of the operation.
⒝mass of Arctic ice with sea ice mass density＝917Kg/m3,

M＝1000Km3×917Kg/m3＝9.2x1014Kg＝9.2x1011ton..

⒞m＝total mass by water pump：10ton/60sec×(3600×24×120<winter days>)＝1.7x106ton
＊pumping power＝Mgh/T＝10,000kg×9.8m/s2×10m/60s＝16KW.
⒟N(cooler units #)＝M/m＝9.2x1011t/1.7x106t＝540,000

N＝540,000. “N” is outrageous scale,however none could tell it impossible.

If unit cost of the implementation is 50000$,the coarse estimated total cost is about 27T$.

1000km×1000km
×1m

M＝9.2x1011ton..

(1)本格的な地震電磁気学に依拠する低価格地震予知技術を無視して、費用効果評価が怪しい超高額大規模地震対策土建予算は疑問、
http://www.777true.net/Earthquake-Prediction-by-Phenomena-of-Seismic-Electromagnetism1_2.pdf

超高圧下震源では大規模な電子電荷暗黒穴とも云うべき現象発生、その結果、通常地上は負帯電、
＊超高圧下では全ての物質は金属と考えられる、金属では表面に電子が浮上、........大阪大学の高圧物性研究室
http://www.hpr.cqst.osaka-u.ac.jp/e-super/index-j.html
然るに地震発生間じかでは震源超高圧緩和の結果、地上が負帯電から大規模に正帯電へ変化、従って地上大規模正帯電の結果、静電誘導で電離層が大規模負帯
電、3/11前日近傍では上空にこれが大規模に観測されてたそうです。衝撃のデータ： 3月11日の地震の前に観測された日本上空の赤外線と電子量の急激な変化！！！
http://oka-jp.seesaa.net/article/202402972.html
http://wdc.nict.go.jp/IONO/HP2009/contents/E011_TECmap.html

これら＝詳細地上イオン変動（雑音的混入物排除で）等も網目観測すると{震源位置、強度、発生時期}の３大要素予知可能性が生じます、

(2)電磁地震兵器

HAARP の原理(電荷密度波 implosion による震源域破壊)

http://www.777true.net/HAARP-the-Earthquake-Weapon-Mechanism.pdf

クリントン政権下で開発されたと言われる？、同政権国防長官 W コ-ヘンは公開の場で言及が有名、超深刻な世界脅迫のトンデモ軍事技術、
原爆にしてもこれにしても皆,物理学者関与は明白、ぜひ国際連帯責任で犯罪者追求を電離層電荷への横波 HF 波による電荷密度変調で、
地下焦点照射と考えられる。
http://endthelie.com/books-and-reading-material/haarp-exposed/#axzz2EqAJJzxd

上記3/11東北震災に関する言及は無視してください。国内ではこの地震兵器脅威脅迫に便乗する形での政治、言論が施工されてる、
これを許容すると日本世界は永久に米国戦争屋(CIA 軍産複合体右翼)の奴隷。

国運を賭けた大決断＝地震兵器の国連世界告発がないと
日本世界への地震脅迫はなくならない。これは世界救済にも通じる最大被災国の一つとしての日本の責任でもあるでしょう。
地震の一つ目的は震災需要大出費での日本内臓巨額資産海外流出狙い(黒田日銀の通貨供給倍増政策,..)、
第二目的は政治脅迫としての米戦争屋隷属保守政治体制護持(阪神淡路震災は社会党、東北福島震災は民主党政権).
これを言うと自民党応援団になるのだが、

(3)ブラウンガスでの放射能廃棄処理 <三菱重工がはじめたと言う報道あり>
放射性物質が不活性化するには通常、励起状態が基底状態に遷移するまで一定時間を要する(半減期),ブラウンガスは奇妙で燃焼温度が相手次
第で6000℃にも達すると言う、普通の熱ガスとはみなせないです。(物質プラズマ化=核が裸化、クロン場高密度形成で反発力遮断(Coulomb
Explosion)～常温核融合原理)、然るに放射性励起状態を外部摂動で強制的に基底状態に落とせば最終的に不活性するはずだが、
処理時にガンマ線が一斉に出る？！！、遠隔、ロボット作業がある。
ブランウンガス正体は燃焼が爆縮(implosion)であり、気体 H４O2は＋単極電荷と言う仮説が正しければ Coulomb Implosion になる
http://www.777true.net/Brown-Gas-the-mechanism-of-the-obsucurity.pdf
Coulomb Implosion ならば励起状態に作用で、放射能処理可能性がある？！
＊究極テクの水燃料、誰か公開実験で証明を、世界命運が掛かります！
！！！
！

世界化石燃料産業が憎悪するのがこれ！！！（改定第２版上程中！！）
http://www.777true.net/Water-Electrolysis-by-Charge-Density-Wave-could-Create-Energy.pdf
上記は通常の直流電気分解でないです、単極パルス電荷密度波は化学結合 implosion 破壊作用がある、電荷密度波技術は筆者近年の
専業でしたが、資金技術ー政治的弾圧.面でいきずまり状態、だが放棄はしてません、

電荷密度は容量性アンテナから放射、原理上電力消耗がない、０＝＋Ｅ（利用可能エネ）－Ｅ（重力場負エネ）

＊＊最大費用効果は太陽熱ヒート、フード付微弱風力動作のタービンも開発され始めました。
最新は Saphon energy 社（チュニジア)の羽無し風力発電(風圧-油圧モタ駆動)が最高効率!!

http://www.gizmag.com/saphonian-bladeless-wind-turbine/24890/

The best cost performance is most established classical method of solar heater & wind turbine for
cooking,water boiling ,electric power generating.
http://www.google.co.jp/search?q=solar+heater+pictures&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP526JP526&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pUxrUZHlCp
OjiQfF2IGgCQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=732
http://www.google.co.jp/search?q=solar+heater+cooker,pictures&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP526JP526&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_UxrU
ZfVLsnliAfI8IHQCQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=732

http://www.google.co.jp/search?q=wind+turbine&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP526JP526&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dF1tUfzHKomhiAeyt4
HYBQ&ved=0CEcQsAQ&biw=1280&bih=732

＊＊＊世界命運が掛かります

２０１５年の緊急地球工学！！、

北極氷層消滅阻止

ゼネコン建設会社、その他関連技術企業等にお願いします、事実世界公開になれば世界から資金が出ます。

http://arctic-news.blogspot.jp/p/how-to-cool-arctic.html
http://arctic-news.blogspot.jp/p/global-extinction-within-one-human.html
＊＊＊＊南米のスイスと言われる小国だが実力国＝ウルグアイは‘２０１５年までに電力９０％が非炭素非原発になる。

In 2015, Uruguay will produce 90% of its electricity from renewable
Uruguay /01/09/2013/ South America
`
`
http://www.greenetvert.fr/2013/01/09/en-2015-luruguay-produira-90-de-son-electricite-grace-au-renouvelable/70728
Beginning in 2015, Uruguay could become a world leader in the field of renewable energy,
with production dominated 45% by hydropower, 30% wind and 15% biomass.
ポルトガルもやてますよ

Is 70% Percent Renewable Power Possible?Portugal Just Did it For 3 Months.
http://thinkprogress.org/climate/2013/04/14/1858811/is-70-renewable-power-possible-portugal-just-did-it-for-3-months/
**非化石燃料エネルギー技術全般報告。

http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf
余談：
世界がメタン問題沈黙とは現世界支配層がこれを地球人暗殺計画にしてるからです。だが当然ながら皆が賛同でない、例えば軍部,...あたりが、
米軍は本来的に理工系なので気候変動問題ヲよく承知してます。その様な見解表明が軍人や CIA のパネッタにしても過去にある。
筆者が気候変動問題に関与きっかけは2006/11月に医者が言うに髄膜炎、退院すると体が動かない、仕方がないのでパソコンで HP 開設、2007
年末ブラジル人預言者 Juceino 氏の地球気候破滅予言を拝聴、そこで世界ネットから気候変動問題を仕入れました。（聖人の彼は今ブラジルで
大変難儀してます、まもなくＷカップですが、皆はそれどころでないらしい,彼とは神戸で一度会いました.彼を日本（東京-米軍から離れた所）
に呼んで庇護したのが世界の為によいのでは！
！！、....ちなみに予言未来は我々意志で変更可能ヲ彼も認めてる）
さて医者が紹介状を書いたのだが、彼が言うに仮想治療をしたという、病理検査結果確定前に緊急必要時には治療開始する言う。当時自分は本
来、美味しい物理工学に関与中だった、今思うに自分は気候科学を無理やりやらされてる節がある。皆様は給与をもらっての気候科学プロ、無
給でしかも自動車石油屋-米軍筋から弾圧汲々の鈴木を早く解放して下さい、本業に戻りたいです。最も本業も石油屋が忌み嫌ってますが、
然るに、もし皆様の方が弾圧汲々と言うならば、それなりの救済手立てはあります、ただし皆様が本当を言うことが条件です。
なぜならば今の納税者圧倒的多数国民が真相真実を緊急切望してるから！！
！。近年朝日読売毎日 NHK はネットを中心にその腐敗ぶりを味噌くそ
にけなされており、いじけて商売中、その心理としては一度名誉大挽回の願望があってもおかしくない。法人化以後の国立大学も小さく今一ち
いじけてます。
下記のリーフレットは世界セルースの一環、米国には散々の因果あり、一度借金回収営業にいかねばならないと考えてますが、
Ｏｂａｍａは本来 good person だが、所詮政治はその背景取り巻き参謀の実動力で９部きまる、正確な情報が彼の元になければ世界は破滅！！！、
自分は person non favorable なのでビザが出ますかね。皆様の力でぜひ送り込んでください。日本では結局勝負がつきませんから？！
！。

How to sale the Climate Policy hated by All??!＝What have they been wishing？
Substantial climate debate❷ had already been determined,so that our tasks are ❶ & ❸.
❶Comprehensible and Favorable Possibilities(Realizability) !!.
⑴Non carbon Energy Engineering(wind turbine,solar heater,...)
http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf
⑵Arctic Cooling Engineering by global co-operation.
⑶Green-nization(forestation) toward increasing mass foods production
⑷Mass employment as soldier against climate war by nation strategy
with global governance.
⑸Ever lasting Ramadan Festival(musician,actor,sport layer,artist,.....)
http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf

❷Comprehension on coming desperate Hell World,unless the measure !!.
⑴Arctic Methane Catastrophe following ice lid vanishing in Arctic.
⑵Coming wild climate era causing water & foods shortage with climate disasters

http://www.777true.net/non-ipcc-Climatology-toward-Coming-Climate-Crisis.pdf
❸Anticipating for possible interferences against our Global Solidarity Operation.
By knowing enemy and own enables no defeating even in hundred battles....Sun-Tzu
The deadly climate fact(Arctic Methane Catastrophe Possibility)has been hiding by them.
Climate cure never be done without cure on global oligarchy Bilderberg Group the hereditary
power of USA & UK imperials with CIA-military industry complex.They are the most enemy.
＝people and nation are those who should be exploited by the supremacy..
http://www.777true.net/The-Upside-Down-World.pdf
PS:Certainly the problem is outrageously too big,
though coming hell is more outrageously too big！!,.
A people could do best once they accepted fact.
http://www.777true.net/
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