
日本世界の今後を予測する： 2015/10/11.

[1]：現状世界認識<論拠引用は省略、link を読むと大量になる>。

⑴米国<軍産複合体 CIA＞はナチス再生国家、戦前ナチスは米資本が支援し,敗戦でナチス

幹部と軍事技術を秘密輸入、それで CIA＆軍産複合体、米国総統＝Rockefeller.

*ユダヤ人は神命に元ずく人類解放密使<左翼>,ナチスは無神論欧米支配層の犬<右翼>

イスラエルはユダヤ人堕落化の為の欧米世襲貴族資本支配層の歴史陰謀として作られた、

*アイゼンハワは無神論,無慈悲,狡猾な敵意ある存在の出現と軍産 CIA を指摘(1960 年代).

彼も Rockefeller も含めて米人筆頭はドイツ系に留意、アングロサクソンではない.

⑵彼等は軍警察は無論、米行政から民間企業にいたるまで反共秘密組織(全体主義)を築い

た。米国内を超え各国国連等にも秘密代理人が送り込まれ対米協力秘密組織も築いた。

例えばマイクロソフトは国家ご用達企業として秘密裏に育成＝秘密操作主義政策。

ナチス基本哲学＝18 世紀ヘーゲルプロイセン君主の御用哲学。

＊国家国民は優生世襲貴族の奴隷<世界搾取政策その犠牲が南米.アフリカと日本アジア>.

＊敵を設定しての永久覇権闘争政策＝ＣＩＡ軍産複合体の永久戦争路線

＊だまし脅しの広告＆心理戦技術の徹底開発＝ＣＩＡ＋米大学等民間開発機関、

⑶Rockefeller 創業は石油屋、その EXXON-MOBIL は 40 年前に石油大量消費が気候変動将来

を認知,1990 年後の国際気候変動対策会議等を裏支配し地球命運=重大真相隠蔽を図った。

真相＝{80%化石燃料削減＋北極冷却工学施工}.

誰が何を言おうと今後世界支配最大要因こそが気候変動,社会基盤&食糧破壊が開始!

⑷最終決戦作戦<現代状況>.

戦後世界は圧倒的米国の経済成功が手本、大衆は物質生活向上＝経済だけに目が集中、

9/11は中東戦争の口実の大陰謀、今日世界は経済への関心集中を背景に戦争紛争にも目が

分散(世界商業マスコミは彼ら操縦支配下にある)。世界行方は現状世界人が無視する気候

地獄なる。これは米人にしても自殺政策のはずだ。

＊ナチス研究者 Alex John 予言では米支配層は世界覇権掌握時には人類大量抹殺政策始動、

エリ-トはハイテクで生き残り<核戦争？！>を図るとされるが後者がよく判らない。

＊ＴＰＰは米大企業の世界支配の為だけのル-ル、これなんぞは世界最悪を招く。

⑸欧州は対米追随、ロシア中国イラン...等だけが異端になるが、気候変動では無力。

中国日本は米の最大金融補完国で実質的に奴隷国、ロシアは化石燃料で金持ち国?。

⑹経済成長は０サム定理＝債権－債務の右辺膨張で,市場飽和時点で債務崩壊になるが、

債務を無倒産の国家集中、自前お札印刷で債務吸収株操作等の姑息手段で当面危機回避、

現状世界は工業品デフレ＆資源産品(食糧)インフレの国民生活切迫の傾向を一層強化。

前者は企業倒産失業要因、資本主義は成長段階を終えると地獄化するのが一般。最後の大

市場中国の終焉が近いのだろう。ブラジルは既に凋落、今はどこもが己地獄加速の目先の

資本主義延命策だけで必死が実情と見える。正に米脚本通りに,気候変動どころでない！



[２]：で如何にする？！！。故障箇所を特定して修理に取り組む事になる！！！、

元凶は世界 GDP1-2-3 の米国とその補完国＝中国.日本の無神論国にある。中国は統合能力

失調症政治で金持ちは自国逃亡を図ってるし,同様の日本人は変わらず子供だ。米国総統の

Rockefeller,Volkswagen 巨大詐欺の如く,ドイツ人支配は狭量妄想で世界を破滅させてる。

世界史には解放者ユダヤ vs専制ゲルマン人の有神論 vs無神論の対立深層が流れてる。

6/18 日バチカン法王が 15 億世界信者に回勅命を発布、資本主義＆気候変動が槍玉に。

ちなみに鈴木は論理学発見から有神論者、 http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf.

結論から言えば故障箇所も修理法＝ハ-ドはほぼ判る<具体化は大プログラムが必須！！>.

気候変動下の生活保障体制試論

http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf

新エネルギ

http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf

大問題は従来通りの商売に 100％漬かり切った世界人の思想改変＝ソフトになるのだが、

要するに世界革命がなければ助からないが敗戦よりも革命が恐ろしいと言う保守派が癌。

⑴キリスト教,回教,,には人類の最後の審判＝火炎地球破滅予言がある。科学予言と一致！

その真意は人間が悔い改める事が出来ない＝”革命”が出来ない場合の業罰の意味か。

＊ゲ-テ指摘ではキリスト教本来目的は政治革命だったが破れて道徳規範に,と言う。

＊般若心経では空無世界＝あの世は全知全能世界＝”神”を実は論証,他方で世俗は逆さま

だから出世で,反政治。それを逆転したのが神存在を暗示の法華教での政治参加の日蓮,

＊始めから終わりまで全てが等し絡がってる<法華経,再発見者は中国天台宗.智顗>。

＊全知全能の主曰く,私は過去現在未来に於いてαでありω、始めであり終わりである。

<聖書黙示録1:8>.

鈴木自身は遣りたい放題し放題で地球侵食現状人類は神学的有罪で破滅も仕方ないと言う

思いもあったのだが、今回の神学プロが救済宣言を出してる事から人類破滅は神学の望む

意味でないを確認した思いだ。<聖書構造の 90%は「悔い改めよ」のいわゆる福音書、

最終節黙示録が「人類最後の審判」予言、悔い改めが出来ない場合に相等>

とう言う事は”悔い改める＝革命！！”を遣れとの神命と解釈してる。

＃地上に予言者を介して宗教が天下るのは地上混沌の地域時代(過去の中東).

⑵従来通りの商売(business as usual)こそが世界を破滅させてる！！。
既存世界権力中枢＝Bilderberg<欧州世襲貴族＋欧米世襲大資本>+Rockefeller.
[1]：現状世界認識で指摘の通り、世界右翼の司令塔です。世界市民の圧倒的多数が彼らの

支配する政府企業下の従業員 99％というのが世界現実、

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf.
http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf
http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf


⑶従業員 99％の思想改変とその世界団結が鍵を握る！！！。

何と言っても多数派形成では従業員に圧倒的な分がある、問題はその一致団結を可能する

思想核心部、従来,宗教は政治に口を挟むべきでないの政教分離が一般論にあった。だが

これこそが右翼勢力政治操作でのゲーテ指摘の革命キリスト教敗北の真因、

⑷具体化は世界改変の大プログラムが必須！！

大きな変化では常に混沌化が不可避、それを最小化して最終的安定化への道筋が必要。

大衆にすれば明日の生活保障が第一、少数支配層では地位没落恐怖に直面<反革命>。

Ⅰ：第一に科学者が不都合な真実を世界声明する＝故障箇所を特定！！

故障箇所真実が特定されれば、後は自ずと最適修理法が一意に決まってしまうだろう。

石油屋の不当干渉による IPPC の不正：

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

以下Ⅱ：故障箇所真実の特定と修理法は不正虚偽 IPPC の見解とは全く異なる、

Above (1)(2) are entirely against IPCC's position of substantially nothing salvation !!.

IPCC's position in (1):allowing more 1℃ rise <Copenhagen 2009>

2009 年コペンハゲン取り決めの 2℃許容では世界は地獄へ！！

2 Degrees of Warming a Recipe for Disaster, NASA Scientist Says
http://www.livescience.com/17340-agu-climate-sensitivity-nasa-hansen.html?li_source=LI&li_medium

=most-popular

IPCC's position in (2):substantially neglecting Arctic Methane Risk.

IPCCは致命傷になる北極海底メタン融解破滅を無視！！
Just do NOT tell them the monster exists:The Arctic Methane Monster
http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-do-not-tell-them-the-monster-exists.html

Ⅱ：故障箇所真実の特定と修理方法<救済可能性がある、今後更に開発研究が必要>.

(1)Emergent more than 80%CO2 cut would limit temperature rise about by
0.2～0.3℃.
http://www.777true.net/Why-more-than-80percent-cut-and-the-Realizability-in-your-life.pdf

＊Stanford Engineers’ Plan To Convert U.S. To 100% Clean Energy !
https://www.popularresistance.org/stanford-engineers-plan-to-convert-u-s-to-100-clean-energy/

(2)Emergent Arctic Cooling engineering could prevent Methane
catastrophe.
＊Save the Arctic sea ice while we still can! 2015/03/06
http://arctic-news.blogspot.jp/2015/03/save-the-arctic-sea-ice-while-we-still-can.html

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


Fortunately researchers are increasingly confident that a stratospheric aerosol haze, produced

from sulphur dioxide,

SO2,could provide significant cooling of the Arctic for modest expenditure of the order of a few

billion dollars per year.

This type of cooling could be replaced by cloud brightening using ultra-fine seawater droplets

when the technology is ready for large-scale deployment within a year or two.

＊red characters are by author

Note world military budget＝１.７Ｔ＄/ｙ,World oil payment＝２６Ｔ＄/ｙ !!

Ⅲ：明日の生活保障が第一<これは非常に大規模なプログラム>、

地球軍による地球故障箇所修理(CO2 と北極)と並行しての生活保障の具体化、

基本的に爆弾ミサイルはないが気候変動は戦争、準戦時体制での世界管理が不可避！！！、

まず人が生き残る手段は食糧-エネルギの確保が最優先化するだろう。

もし国家が戦時体制宣言をしたらどうなるか、

一気一変に全て生産生活での全様相が強制的に変化を強いられるとどうなるか？！！、

多数必要が多数発明を短期間で生むだろう、この利点は強調しすぎる事はないだろう。

気候変動下の生活保障体制試論

http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf

新エネルギ

http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf

http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf
http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf


Ⅳ：反革命米国問題.

地球修理＝革命であり、敗戦よりも革命が恐ろしい。これが既成支配層の没落恐怖。

聖書外伝とイスラム教教義に”smokeless fire から作られた悪魔サタンは高慢で,土から

出来たアダム＝人間を見下す差別主義者、神命にそむきアダムを拝する事を拒否、神から

天界追放されて神-人間への復讐者として定義されてる”。給与,職位,生活水準を下げると

言われれば大方は抵抗するだろう、特別に頂点チャンピオン日常業務は己凋落防止の一点,

英国皇室,米帝王 Rockefeller の過去に遣ってきた事と言えば没落防止国家体制の徹底だけ。

己富と力を結集したすさまじい歴史がある。CIA-米軍実態は私兵に等しい。だが彼らは

少数家族に過ぎない。その恐怖こそが人口削減政策に異常集中、これこそが世界を地獄化。

如何に彼らが邪悪であるかは以下に明白。

For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can

engage their plan to exterminate 80% of the world’s population, while enabling the

“elites” to live forever with the aid of advanced technology.For the first time, crusading

filmmaker ALEX JONES reveals their secret plan for humanity’s extermination:

Operation Operation ENDGAME

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

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

Revolution is more terrible terrible than defeating war !(F.Konoe Japan Emperor family).

http://tamutamu2011.kuronowish.com/konoejyousoubunn.htm

No word could be decisive,but this one that reveals fear mind of ruler.Japan monarchy

monarchy regime was established by UK operating revolution(1968).

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

In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus,
in order to contribute something to solve overpopulation.
.........Prince Philpp(UK imperial).
http://www.propagandamatrix.com/prince.html

Rockefeller Depopulation Plans Exposed.
http://www.infowars.com/three-articles-for-mass-distribution-rockefeller-depopulation-plans-

exposed/

通うな邪悪状況は以下の聖書によっても予言されてる、以下を見るとゲーテ指摘通りに

聖書は政治革命を目指した物である事が判る。キリストこそは政治革命殉教者その者、

政治革命に殉じる事こそが天国への道となる。解放の神学に関しては以下、

http://www.777true.net/Liberation-Theology-the-Historical-Validities.pdf

http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
http://tamutamu2011.kuronowish.com/konoejyousoubunn.htm
http://www.777true.net/JapanUK.pdf
http://www.propagandamatrix.com/prince.html
http://www.infowars.com/three-articles-for-mass-distribution-rockefeller-depopulation-plans-exposed/
http://www.infowars.com/three-articles-for-mass-distribution-rockefeller-depopulation-plans-exposed/
http://www.777true.net/Liberation-Theology-the-Historical-Validities.pdf


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、<また天上にいる悪の霊≠against spiritual wickedness in
high places.>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。

＊日本語誤訳部分の直訳＝高所の邪悪精神～支配者の事！！

後書き：

何から始める、まずは皆で真偽査定の議論を開始する事だ。真偽確定にいたれば自ずと対

策が決定するだろう。

もし現状の保守体制に甘んじるならば、2020東京オリンピック？時代には気候変動激化、
我々の生存は2040年前後に北極海低メタンの大規模融解が起こって地上炎上＝大規模酸欠
で地上生命はほぼ絶滅に向かう。この事は過去の気候科学でもペルミアン末期、ＰＥＴＭ

期の二度に渡っての絶滅歴史がある事が判ってる。要するに時間がなく危急ヲ要する！！。

もう一つ可能性は第三次世界大戦＝米ロ核戦争での絶滅、何しろ米ロ共に石油-天然ガス屋

が支配では同じで、それは両者心中行為、米国(日本も)の今はデカダンス最終期なのだろう

が、他方で豊かになったプ-チンロシアも最後の晩餐的なデカダンスを感じる。だが両軍の

軍部が己生存が望めない核戦争を嫌うだろう。

*日本人は子供！；進駐軍司令官マッカ-サに日本人は12才！！と言われてしまった。

日本人を見て、見下すのが一般の米英やドイツ北欧人だ、もしオセイジを言うならば下心

がある。田中宇氏の国際ニュースを見ても日本人官僚希望は米占領軍支配後ろでえばる事

と再々指摘する。通うな精神構造は子供。昨日のノベル賞空騒ぎ虚栄心こそは強烈な劣等

感の裏返し、欧米人権威にすがる子供、己判断でなぜ仲間の正当人事評価が出来ない。

石原莞爾,田中角栄,内山龍雄(物理),........傑出日本人は何と身内足引きで挫折の逆支配。

英国が作った戦犯皇族を拝む超愚が米陰謀で戦後支配、真実論理欠如が再度失敗を招く.

今の日本人は将来が何かヤバイ事は察してるが、過去成功の学習棄却が出来ない学校秀才。

今の日本は虚飾虚栄だけが満杯で、実質実力に乏しい、無論少数派には居るが。

日本人は記憶力が弱い、反復反省する習慣にしないと過去大失敗が反復する。

何か劇的衝撃を持て,マインド改造できないと過去に経験のない今後世界に対応できない。

＊己安泰を願うならばまずは全体の安泰を図るべし........日蓮。


