
東大大気海洋研究所 津田 敦所長殿 

課題 気候科学者 事実世界表明   先決      回目       

所長挨拶

大気海洋研究所 将来

東京大学大気海洋研究所 所長 津田敦

大気海洋研究所   海洋 大気      暮  生物 複雑          地球 誕

生  現在 至     進化 変動     解 明   人類 地球環境 未来 考   

  科学的基盤  与     目的   研究 進      

納税動作  国立研究機関使命 必然的 納税者奉仕 気候科学真相 表明  事   

科学者基本使命 科学真実 納税者 公開  事 然  鈴木 世界気候科学界情勢 調 

 得 結論 裏切    真実 言   余   今 資本主義商売体制 不都合    

真実 言  以下       実質世界革命 不可避    他  北極海氷層減少 既    

 正帰還       手遅  言  見解 北極冷却工学不可能    確  正     

      削減実行不可能   見解 現状     最  異技労得    事実    

  以上  個 問題 科学者業務    実 技術者業務       関  可能 主張  

勢力 存在      歴史真相 言                   陰謀  気候科学 世界 

大規模 意識無意識 集団同調麻痺 裏支配     

    石油屋正体 米帝王            軍産複合体      主人     有力大統領候補

                      筆頭 上  

救済可能性                過去   年 気候科学者姿勢      

                 死  生 延    究極問題 気候科学者 為政者  

 密室 決定   性質 無        逃    無  真正面   議論 切望    

現日本国内 地震問題 明 暮    究 極 気候破滅回避優先性 明 白  気候凶暴

化真相 世界隠蔽  為    中東戦争 欧州  等 米裏軍隊   演出      

米国 欧州日本 警察国家化 将来 気候変動世界  大衆抑圧 既成体制護持      

 陰謀        

議論目的   一  鈴木見解 事実確認 気候科学者  気候科学認識誤  指摘    

見解修正 応    勝手   押    近日再度大気海洋研究所 訪問会談希望    



過去         日押   訪問 大気海洋研  幸 喫煙所 一科学者 気候科学社会事情

周辺 会談      

(1)CO2-80%削減策     温度回復 無 事 認     

   北極   危機 認     

   然  世界 度重  会合 経      削減 成功      指摘

 其 通 逆   増大一途     

見解 異     以下         

   手遅   認識  正帰還 阻止   回避可能 主要因 北極海氷

層減少 北極冷却工学 阻止 

http://www.777true.net/How-to-Make-Clouds-for-Intercept-solar-heat-in-Arctic.pdf

   気候科学者 事実世界表明   緊急先決   

  議論 其 外 以下等 技術的詳細問題       再訪問希望   日程  願     

ht tp://www.777true.net/Nothing-scientists-declaration-on-deadly-climate-facts-has-been-int

ercepting-the-salvation.pdf

http://www.777true.net/The-Ensemble-Synchronized-Paralyzing.pdf

科学者世界真相声明 医者診断   政策決定者 国民 事実 沿  

        

            経緯             石油屋   世界帝王

            世界的組織陰謀 

True small story of The Climate now having become terribly stupid,but
terrific !!.
Once upon a time America,there was an oil merchant,who sold and sold oil to accomplish

his monopoly in America with motorization at that time.Soon he had become emperor,not

only for America,but the world.Now he had win unprecedented power against the world. in

mankind history,from behind,by his outrageous wealth power,he has been ruling negotiating

organizations as governments,united nation,many international private organization,and

violencial orgnizations military industry complex with CIA.

However he did a fatal mistake so called climate change due to massive oil consumption.

In1980,his research labolatory noticed the fact and they insidiously decided to hide.However

such big event could not hide by any means in the actuality.The problem is outrageously too

terrific as mankind extinction,as for which once again they had made deadly decision to
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hide.As the consequence,insidious global climate hiding operation begun to go on.

The terrific influence at now had refered to mass media,education and research institutions,

and the bu iness and political-administration societies in every fields the world wide.In

fact,effective climate mending needs global regime conversion from business as usual.

Revolution is more terrible than defeating war.This is nothing,but mad rulers mind at now.

http://www.777true.net/It-is-us-who-are-on-the-GermanWings-Airbus-A320-whose-door-is-firmly-locked.pdf

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

最新 筆者総合報告 

http://www.777true.net/Do-or-Die_Mending-on-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

http://www.777true.net/Q-A_Die-or-Do_Mending-the-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

   気候対処 手遅  陰謀風言 世界 関係者 一般人       陰険 闊歩   

集団同調麻痺 機構 働  真実確認 忌避 時間 切迫 事実   

             

過去 年素人    気候科学 関与        現状 著  危篤状態         過

去 以下     願       残念   回答               現実気候科

学 切実問題      否定     思    近日柏      用   出向予定 突

然   訪問  許         願     予定 指定      一層       

       相談事多数抱       典型 北極冷却工学 実証実験    

過去   (2015/11/27)
地球平均値  地域分布 推定  逆問題  次元模型 高精度化  

自分 過去 流体方程式解 一度          解     門外屋     理由   

方程式成立 物理背景    原因 物理過程 解析     問題      解性 移動微

分 元  非線形性       階偏微分項 ▽²A＝grad(divA)－curlcurlA。

右辺第一項は噴出し(風船出口とか火山噴火)、第二項は流体 2面ずれ摩擦(面かき混ぜとか

地震層ずれ)に対応して、摩擦的ですから力学エネルギが熱化＝非力学-熱力学不可逆過程に
相当します、エントロピ増大＝情報喪失！！です、

http://www.777true.net/Information-Loss-Process-in-NS-Equation_The-Cause-of-Chaos.pdf

自分              根拠原理 知         流体方程式 時間空間  

  不変性    空間精度 殺  長期解     数年期間予測  地球  点化     

次元模型 高精度化        地域予測 不可能     自分   時刻 地球平均値

  地域分布 推定  逆問題 提案     
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      統計物理屋  原理論   得意        地球地域事情  無縁    思

    彼   共同相談 勧 申 上    長期予測 世界的重大問題   国内    

 世界  相談 願     

過去               

炭素排出           年               年        地球平均温度推移 

          専門家論文 探       特 後者  存知   至急教       

世界配信 筆者鈴木 総合情報参照    以下 
http://www.777true.net/Do-or-Die_Mending-on-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

           777true.net/Q-A_Die-or-Do_Mending-the-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

gutvv1@dc4.so-net.ne.jp

http://www.777true.net/
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