
再生ナチス世界支配と最終決戦作戦！＝軍事気候破滅回避の技術. 2017/5/6,14,17

極悪少数支配者妖術支配で地球人 99.99...％が思考停止-集団同調麻痺に陥ってる、

現世界は圧倒的大間違いを圧倒的尽力-多忙演出で最終気候破滅進行と言う事。

国民生活保障として世界気候戦争宣言だけが各国政府を始動指導できる

間違い起源が支配欧米人由来する事を極東人筆者が論証せねばならない。

[０]：立証事項要約：

❶極悪少数世襲支配＝Rockefeller&＆Bilderberg貴族と超世襲資本(再生ナチス).

人間 支配  者 支配   者 二分    悪魔思想   国家国民 優生貴族 奴隷 

優生主義高慢    天界落下 反革命本能 敗戦   革命 恐       皇族近衛文麿 

 反革命路線 敵 設定   永久覇権闘争 

無神論<大間違い>vs 有神論(キリスト教本来目的は政治革命にあった.......Goethe）.
無神論世襲貴族優生主義と全球反革命妖術建設(戦後米 CIA 軍産の世界支配装置).

❷妖術(経済動機と情報詐欺)で人類 99.99..％が危機無視の思考停止＆集団同調麻痺!!

圧倒的大間違い(独占資本主義既成体制)を圧倒的尽力-圧倒的多忙演出(全球奴隷人民)

くそ真面目無能化で大間違いを懸命に遣らせる！！

＝”大衆関心を軍事,経済に集中、政治関心から目を削ぐ"、
雇用による国民大衆支配、物質快楽文明による中毒化支配、経済競争と虚栄による支配、

視覚媒体大普及で大衆思考停止を促進。

高等教育推進と専門家特化＝全体像欠落で統合能力破壊。

世界反共政策、愚民化宣伝と教育、....分裂させて支配せよの監視陰謀抑圧装置(警察国家)

❸最終破滅＝全面核戦争(最終決戦作戦)vs 気候崩壊(→既成体制変革革命).

⑴長期化激化する地域対立はあれど米ロ現状には全面核戦争必要の切迫事情は無い。

偽旗戦争やテロ対策現場軍人も全面核戦争となると遣りたがらない。

最終決戦作戦で超少数エリ-トのみ生き残り作戦があるらしい<不可能！>。

⑵気候変動実効対策は⒜緊急北極冷却工学と⒝80%CO2 削減世界作戦＝世界革命必須！！。

自由経済資本主義停止！、これで守旧派現体制が世界陰謀で気候変動抑圧！！、

大規模管理問題隠蔽と対処難関性の双方ががもたらす思考停止！！

対処困難の破滅将来＜今の経営雇用継続となる思考停止＆集団同調麻痺❷！！、

世界気候戦争宣言!!!だけが各国政府を始動指導できる！！！

❹破滅肯定論の間違い＝人類有罪終末論と懺悔改悛世界革命。

欧米中東人心理根底にあるヨハネ黙示録終末論！、だがこれは人間懺悔改悛(革命)が無い

場合で、聖書本来が望む事ではない。現代天界掲示として救済警告頻発の事例多し。



[１]：極悪少数世襲支配。

筆者は科学関与経験からこの宇宙生誕と神存在の秘密を論理数理手法で知った。

他方ビジネス(職＆収入獲得)で国際的抑圧も経験から帝王世界支配構造をも知った。

宗教者と元セ-ルスマン氏の教えから人生目的＝使命達成も教わったのだが、

単純究極の論理と力学だけが筆者道具、実際業務内容は原因→結果の因果律究明、

特に基礎根源原因徹底究明、結果を確度高く読み取るのは力が必要になる。

⑴世界支配構造：

歴史的革命民族ユダヤ殺しナチス成立を後押しはゲルマン系世界支配エリ -ト
(Rockefeller),戦後ナチス人材と技術を米密輸で CIA軍産複合体成立でナチス復活。頂点石
油屋ロックフェラと欧米超資本＆貴族世襲エリ-ト Bilderberg独裁世界支配(無神論)、其の
原動力は地位保守、其の尽力は醜悪な反革命装置の一途建立、世界悪魔化の元凶！！

 敗戦   革命 恐    .....近衛文麿、戦時皇族首相。

⒜個人的実体験。

多国籍企業ＨＰの日本企業在社経験、国際学会機関論文投稿経験、其の他、

軍産複合体の米軍基地横須賀市無法施政下での政治犯軟禁実生活体験

⒝過去に学習した文献情報<付録４>.

⒞ウエッブ情報.

http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accompli

shing-Global-Stability.pdf

上記での一発目の図で世界支配構造が見える。

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

ナチス成立を後押しでユダヤ殺し、戦後ナチス人材と技術米密輸で CIA軍産複合体でナチ復活

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

http://www.777true.net/The-Upside-Down-World.pdf

神に逆らう悪魔世界は逆さまになる！！！。典型が現代世界の経済くそ真面目で破滅

(軍事破滅、気候破滅)へまい進の超逆さま、違いますか？？？

⑵神存在と宇宙生誕<有神論 VS 無神論は決着！>：

常識逆転物理真空は非可観ながらも矛盾実現(論理学定理からなんでも有りの全知全能！）、

０＝+Ｍ－Ｍの超双極子場は人間片割れも含む(幽体離脱)であの世と通じる(臨床事例多数)、

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

http://www.777true.net/the-Best-Lanking-in-Quantum-Physics.pdf

特に論理学からの宇宙創始論(Logical Cosmology)は素人でも察しられる。以下は専門向け

http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf

http://www.777true.net/img008-Quick-Guide-to-Quantum-Gravitational-Dynamics.pdf

http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accomplishing-Global-Stability.pdf
http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accomplishing-Global-Stability.pdf
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
http://www.777true.net/The-Upside-Down-World.pdf
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
http://www.777true.net/the-Best-Lanking-in-Quantum-Physics.pdf
http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf
http://www.777true.net/img008-Quick-Guide-to-Quantum-Gravitational-Dynamics.pdf


[２]：妖術(経済動機と情報詐欺)で地球人 99.99...％が集団同調麻痺!!

予備事項：人は危機直面で理性的行動を取れる人は 1割程度、９割が思考麻痺！！

付録 1をまず参照の上で以下に読み進んで頂きたい。

急病全面核戦争化可能性は実は低い、現状人類最大危機は慢性進行致命傷気候破滅の方!!。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3047419.html

http://www.abc.net.au/news/2017-04-30/pope-pushes-for-diplomatic-solution-to-avert-north-korea-war/8483662

(0):問題大規模管理隠蔽と対処難関性の双方ががもたらす思考停止！！。

後者対策は前者どころでない大規模世界革命必須！、生活様式から社会体制全般での世界

的規模での緊急改変が不可避、確かにこれは前代未聞難関は間違いないが不可能でない。

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

気候変動策は反共策以上に米石油帝王密命で世界的規模で隠蔽管理が施工されてる。

過去経済での大成功固執こそが世界的思考停止＝集団同調麻痺をもたらす。過去大成功

こそが大規模前代未聞の誤りを認める事ができない、そこで既成体制ご希望脚本は

現状世界は目前の経済=⑴経営＆雇用！！、

⑵テロ＆軍事危機！！に”集中”と言う次第
これは生活と命を賭けた現状最優先課題である事で誰も否定できない！、

☞:間違いは経営雇用経済とテロ軍事のみに集中で気候破壊危機の無視にある！！

大規模管理問題隠蔽と対処難関性の双方ががもたらす思考停止！！

対処困難の破滅将来＜今の経営雇用継続となる思考停止＆集団同調麻痺❷！！、

世界気候戦争宣言!!!だけが各国政府を始動指導できる！！！

⑶圧倒的大間違い(独占資本主義既成体制)を圧倒的尽力-圧倒的多忙演出(全球奴隷人民)。

くそ真面目無能化で大間違いを懸命に遣らせる！！＝”大衆関心を経済に集中、政治関心か

ら目を削ぐ"、

⑷資本主義経済管理体制による国民大衆支配。

⒜雇用管理による国民大衆支配、

誰も目前生活確保では雇用喪失を一番恐怖する、必然的に支配者同様に保守化

⒝物質快楽文明による中毒化支配＝大衆の既存体制依存強化！！、

現代物質文明とは苦痛な筋肉労働を解放、一途に快楽虚栄文明追及になる。

乗用車大規模普及、高度電化生活、氾濫する過剰商品等を吟味すれば判るだろう。

⒞経済競争と虚栄による支配<衣食住の経済基礎完成後は虚栄虚飾の経済だけ！！>、

衣食住の基礎経済が完成すると残りは虚栄快楽追求経済だけにまい進、

虚栄見た目が一途支配的で、背後に在る物への考察力が欠落化！！、

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3047419.html
http://www.abc.net.au/news/2017-04-30/pope-pushes-for-diplomatic-solution-to-avert-north-korea-war/8483662
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


⑸愚民化政策.

⒜視覚媒体大普及で大衆思考停止を促進。

日本の主要マスコミを支配すると言う広告代理店電通、戦後 CIA 日本支配代理人！

⒝高等教育推進と専門家特化＝全体像欠落で統合能力破壊。

今の大学の現実世界問題に関する無能全開状態、

⒞愚民化大規模宣伝と隠れた劣化教育体制、

https://darkness-tiga.blogspot.jp/2014/01/20140116T1554000900.html

⑹政治警察国家体制.

日本警察エリ-トは米国留学で洗脳されて帰日。税金で米国支配の為に警察は働く。

⒜世界反共政策、....

⒝分裂させて支配せよの監視陰謀抑圧装置(共謀罪)

高度大規模通信化は同時に其の監視カメラ＆情報窃盗も可能にしている。これから起きる

社会(経済破綻＆気候破綻)混乱を先取りして、国民政治団結抑圧の法的装置設置も進行、

少数富裕支配者と多数貧困大衆の図式が一層進行する<最終決戦作戦!!>.

⑺集団同調麻痺＝思考停止状態化！！❷:

マスコミ媒体の情報伝播大規模高速化、産業文明の世界化で生活様式の世界的一様化に

より、大衆一括支配体制が、大衆全ての共通関心が管理された結果,....逆も言えて、

横並び＝安心心理発生での集団同調麻痺が世界規模でも発生！！、

横並び＝不安心理発生での集団同調麻痺が世界規模でも発生！！、

[３]：最終破滅＝全面核戦争(最終決戦作戦)vs 気候崩壊(→既成体制変革革命).

⑴長期化激化する地域対立はあれど米ロ現状には全面核戦争必要の切迫事情は実は無い。

過去これを指摘したサイトを見たが再現できない、ロシア中国が躍起になる理由は米国が

先制攻撃戦略だからだ。だが,.......

http://www.777true.net/Mutual-Assured-Destruction-Principle.pdf

⒜偽旗戦争やテロ対策現場軍人も全面核戦争となると遣りたがらない。

U.S. Military Officers for 9/11 Truth(9/11に抗議する軍人)
http://www.mo911truth.org/

軍産複合体支配  警告        将軍退任演説      

http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Eisenhowers_Farewell_Address_to_the_Nation_January_17_1961.htm

私    地球的 広   持  性格的 無神論  目的追及    冷酷    方法  

  狡猾  敵意         直面      

https://darkness-tiga.blogspot.jp/2014/01/20140116T1554000900.html
http://www.777true.net/Mutual-Assured-Destruction-Principle.pdf
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjD_Kixu5HTAhXHoZQKHS8uBIEQFghOMAY&url=http://www.mo911truth.org/&usg=AFQjCNH1xLuArw-CfzYZrbZYx42cz1QTxA
http://www.mo911truth.org/
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Eisenhowers_Farewell_Address_to_the_Nation_January_17_1961.htm


⒝最終決戦作戦で超少数エリ-トのみ生き残り作戦がある<不可能！>。

最終決戦作戦 Operation ENDGAME.
http://www.endgamethemovie.com/

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

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. 新世界秩序が始動すると彼らは人類 80％

削減計画に取り掛かる、エリ-トはハイテクで永遠の生き残りを図る。

⑵気候変動実効対策は⒜緊急北極冷却工学と⒝80%CO2 削減世界作戦＝世界革命必須！！。

自由経済資本主義停止！、これで守旧派現体制が世界陰謀で気候変動抑圧！！、

今の経営雇用継続＞明日の破滅招来となるので世界的思考停止状態化❷！！！！！！、

実効策が同時世界規模で極限的困難、結果誰も賛意表明できない事で集団同調麻痺！

世界気候戦争宣言だけが各国政府を始動指導できる！！！

Global warming is inevitable and 5 billion until 2043 , , may die if nothing is done in

time ,and they are hidden from worldwide population .. says Jucelino Luz
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm

The coming 2043 would not due to CO2 global warming in rather slow tempo,but to rapid

collapse by Arctic methane catastrophe.

時間内 対処施工 無   地球温暖化 不可避         億人死滅 

世界広 大衆  隠             氏 予言 

⒜緊急北極冷却工学

下側 筆者編纂   北極冷却工学 論文集 

http://arctic-news.blogspot.jp/p/how-to-cool-arctic.html

http://www.777true.net/Arctic-Cooling-Engineering-the-Summary.pdf

安価雲生成工学での太陽熱遮断法が多い、高額氷壁構築での氷層喪失阻止も筆者解析

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

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 spending＝26Ｔ＄/ｙ !!

http://www.endgamethemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm
http://arctic-news.blogspot.jp/p/how-to-cool-arctic.html
http://www.777true.net/Arctic-Cooling-Engineering-the-Summary.pdf
http://arctic-news.blogspot.jp/2015/03/save-the-arctic-sea-ice-while-we-still-can.html


⒝             削減世界作戦

Time for Plan B Cutting Carbon Emissions 80 by 2020
https://www.earth-policy.org/datacenter/pdf/80by2020notes.pdf

Lester R. Brown, Janet Larsen, Jonathan G. Dorn, and Frances C. Moore

幾ら CO2 削減(政策者)できるかでなく、幾ら  ば破滅回避できるのか！！

新エネ＝太陽光風力資源と技術は十分、後は世界規模政策命令を待つだけが実態、

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

[４]：破滅肯定論の間違い＝人類有罪終末論と懺悔改悛世界革命。

欧米中東人心理根底にあるヨハネ黙示録終末論、だがこれは人間懺悔改悛(革命)が無い

場合で、聖書本来が望む事ではない。聖書全編構造はは基本的に懺悔改悛の教え、

ヨハネ黙示録だけが例外で破滅予言、現代天界掲示として救済警告頻発の事例多し。

参考書：神代康隆、神の計画書、黙示録大預言、学研、1983.。

........人類滅亡を計る勢力の存在を指摘。

   黙示録第  章 

       新  天 新  地  見  先 天 地  消 去  海              

聖  都 新         夫    着飾  花嫁    用意       神    出  

天  下      見     御座  大  声 叫   聞    見  神 幕屋 人 共 

   神 人 共 住  人 神 民    神自 人 共      人 目  涙 全      

 下       死    悲    叫   痛     先        過 去         

⑴諸悪根源＝世界帝王ロックフェラと気候変動隠蔽工作(最終決戦作戦)。

創業石油屋として複合企業体で米国、世界までも制覇！、其の用心棒こそが CIA 軍産複合

体は有名、其の思想は優生主義エリトの専制支配、戦略は敵を設定しての永久覇権闘争、

正義真実慈愛の神とは逆の反神＝不正虚偽憎悪による支配典型が気候変動隠蔽、革命民族

ユダヤ殲滅標榜のナチス成立を裏支援、戦後ナチ人材技術を密輸入で CIA 軍産複合体成立。

反神支配の現代世界だから逆さま世界<エドアルドガレア-ノ>になる。

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

要約❷妖術で世界を思考停止＝集団同調麻痺を演出できるのは彼らだけ、地獄案内人!。

石油商人     (気候変動科学者組織) 決定 検閲干渉
IPCC the injustice manipulated by the oil merchant.
http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-do-not-tell-them-the-monster-exists.html

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

https://www.earth-policy.org/datacenter/pdf/80by2020notes.pdf
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
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf
http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-do-not-tell-them-the-monster-exists.html
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf


                     気候変動訴訟 高     直面 

The oil merchant EXXON-MOBIL's outrageous climate crimes in the past.
ExxonMobil Faces Heightened Risk of Climate Litigation, Its Critics Say
Advocates explore holding the company accountable after new evidence shows it's long

understood that global warming threatened its business and the planet.

By Bob Simison, InsideClimate News Sep 30, 2015

http://insideclimatenews.org/news/23092015/ExxonMobil-May-Face-Heightened-Climate-Litigati

on-Its-Critics-Say?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

       年以上前      事 知     

Exxon knew four decades ago about CO2
Neela Banerjee of InsideClimate News talks about her investigation into Exxon and how the

company's scientists knew since the 1970s about the damage fossil fuels were causing to the

climate. Banerjee also discusses how the company funded groups dedicated ... more

http://www.msnbc.com/greenhouse/watch/exxon-knew-four-decades-ago-about-co2-536557123

707?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

⑵ヒトラ予言＝ナチスは(米国で)再生し、世界支配を成就。

     予言(東方 巨大 実験 場            語  言葉)

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

 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      

     予言      年 未来図           氏予言      

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

●以下は、ヒトラーが語った言葉（予言）である<『１９９９年以後』（祥伝社）から抜粋>

「…“２つの極”はますます進む。１９８９年以後人間はごく少数の新しいタイプの支配者た

ちと非常に多数の新しいタイプの被支配者とにますます分かれていく。一方は全てを操り、従え

る者。他方は知らずしらずのうちに全てを操られ、従わされる者たち。しかも進むのはそれだけ

じゃない。人間がそうなるにしたがって地球にも宇宙にも大変動が起こるのだ。１９８９年以

後、人類には宇宙からかつてないカタストロフィ（大破局）が近づくのだ。若いころ私は『我が

闘争』にいずれ人間が大自然から復讐されると書いた。それが１９８９年以後の状態だ。人間

が思い上がって宇宙の自然を犯すため宇宙が人類に復讐の災厄を下すのだ。そしてそれが人類を

http://insideclimatenews.org/news/23092015/ExxonMobil-May-Face-Heightened-Climate-Litigation-Its-Critics-Say?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral
http://insideclimatenews.org/news/23092015/ExxonMobil-May-Face-Heightened-Climate-Litigation-Its-Critics-Say?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral
http://www.msnbc.com/greenhouse/watch/exxon-knew-four-decades-ago-about-co2-536557123707?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral
http://www.msnbc.com/greenhouse/watch/exxon-knew-four-decades-ago-about-co2-536557123707?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#05


想像を絶する究極の状態にみちびいていく。私が生まれてから１５０年後、２１世紀に来る究

極に。私自身もそれを霊感ではっきりと見てさえ、信じられないような究極に。」

「…（２０世紀末は）たとえ表面はデモクラシーや社会主義の世であろうとも実質はナチズム

が支配していよう。デモクラシーの国も社会主義の国もわれわれナチスの兵器を競って使い、殺

し合い、社会は私の望むとおり強く支配する者と支配される多数者に分かれていよう。それは天

変地異の期間でもある。人類は大自然から手ひどく復讐される。気候も２つに分かれ激しい熱

と激しい冷気、火と氷、大洪水と大旱魃（かんばつ）が代わる代わる地球を襲うだろう。」

鈴木注)1989 年米国上院 気候科学者 J.Hansen  CO2温暖化 証言,      壁崩壊 

⑶ロックフェラ配下欧州＆イスラエルエリ-トは終末論者?!!.

⒜フランスに見える奇妙な終末論(google 翻訳では仏語→英語が正確)。

    教世評    終末論         。

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

民主主義 終  

http://news.syti.net/cards.php?rubrique=matrice

米中         欧州     仏    目指  世界統一政府   奴隷的支配

://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4997.html

移民政策       究極戦略 多民族      溶 込      文化言語 種 希釈  

最終的  国家              喪失          

⒝ユダヤ教徒はキリスト教新約ヨハネ予言(黙示録終末予言)だけは肯定すると言う?!。

⒞ハルマゲドン待望論：

米国保守派系キリスト教に多いと言われる、

⑷終末論の背景心理＝罪の意識。

他の地上生命群を圧倒し、地球占有で横暴享楽を極めた末に気候破壊、確かに有罪です。

独占富裕層にすれば罪自覚は必然、退廃享楽(現状世界！！)の末に自殺願望が,...

現状世界指導者は真相を認識、だが世界横並び集団同調麻痺が頂点支配層の推奨(付録 2)、

テロと地域紛争軍事-経済問題と目先優先作業多忙を口実に真相実効性策無視が実態、

自分の任期中に決定的事態が起こると言う認識が無いのだろう。だが目に見える決定的事

態発生の時は手遅れである。だとする気候変動だけは米国とロシア中国共通に現状世界

指導者全部が終末論肯定者になる。

⑷現代世界での天界からの救済警告啓示。

⒜最大最強はブラジル人預言者の Jucelino氏、最大級の気候変動警告者。
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm

時間内 対処施工 無   地球温暖化 不可避         億人死滅 

世界広 大衆  隠             氏 予言 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%A3%81%E5%B4%A9%E5%A3%8A
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://news.syti.net/cards.php?rubrique=matrice
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4997.html
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4997.html
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm


⒝筆者の場合<レコド購入当初は無意識だったが,2006 年以降に気ずいた>

①Save the Children by Marvin Gaye(1971)：これはズバリ気候崩壊世界啓示、

Who is willing to try the save the world ?,.....Dig it everybody !!!

https://www.youtube.com/watch?v=ELNL_vRX4eQ

誰 世界救済 志願   言            皆 掘 下     

②Jumping Jack Flash by Rolling Stones(1968)：メタン破滅啓示、

https://www.youtube.com/watch?v=eQSGw0hMd_I

③Toward the Flame by Scriabin(1914)：メタン破滅啓示、

https://www.youtube.com/watch?v=A0nrg7Lqfak

        世界 終末 夢 見      作曲 思 立  地球 灰燼 帰    幻影  

     題名 付      曲全体   神秘和音 統一     

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%94%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6

神智学 聖典 啓示 解釈 通  神 世界 秘密 探     知的 精神的営為 存在 自然 

神秘     秘教哲学 体系       神秘     直接的 知 得    目指 探求 

後書き：

CIA 支配日本＆米国等でもまずい事は,反体制言動に対して徹底した個人攻撃になる事だ、

事象真偽でなく,言う個人人格不祥事を徹底攻撃、だが真実真理は個人事には無関係。

特に日本人全般は騙しと脅しに徹底して弱い。例外は大阪だが悪も多いのが欠点、

戦後教育で考   日本人を大量産出、現状は破滅へ進行中、考え行動せねばなるまい。

本報告結論は以下に要約できる。

⑴現状経済活動＆エネ多諸費生活様式に不都合すぎる。

⑵問題が世界規模で諸国も騒がない、誰もが無視してる。

以上事情で破滅警告にも関わらず思考停止集団同調麻痺が実情だろう。

専門家科学者の世界気候戦争宣言しか始動条件が無い。

https://www.youtube.com/watch?v=ELNL_vRX4eQ
https://www.youtube.com/watch?v=eQSGw0hMd_I
https://www.youtube.com/watch?v=A0nrg7Lqfak
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%A7%98%E5%92%8C%E9%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%94%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E6%95%99


付録１：集団同調麻痺の詳細メカニズム.

⑴防災心理学：

http://www.bo-sai.co.jp/bias.htm

Aviation,Space, and Environmental Medicine誌に発表されたイギリスの心理学者ジョン・

リーチ博士の研究によると、運悪く不意の災害に見舞われた時、人の取る行動は

１、落ち着いて行動できる人＝10～15%

２、我を失って泣き叫ぶ人＝15%以下

３、ショック状態に陥り呆然として何もできない状態になってしまう人＝70～75％

「目前で経験したことのない事象が急激に変化展開することについていけず、脳の認知的

情報処理機能のプロセスが混乱し自己コントロールを失ってしまう」。

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

「だから、たぶん自分の家は大丈夫」という風に、懸念を軽減するための魔法の言葉を都

合よく捜し、それにすがって矛盾を解決し心の安らぎを得ようとするのです。これを心理

学では「認知不協和」といいます。

⑵「多数派同調バイアス」と「正常性バイアス」に気をつけろ

https://ameblo.jp/mother-teresa/entry-11840792625.html

多数派同調     自分以外 大勢 人     取    周  合       心理状態 

 正常性     異常事態 遭遇                 正常    自分 抑制 

     心理状態     

http://www.bo-sai.co.jp/bias.htm
https://ameblo.jp/mother-teresa/entry-11840792625.html


付録２：Suppressing Mechanism on Climate Activating
気候問題政治化浮上抑圧の機構。

世界規模で破滅推進既成体制の政治実業界-報道科学界に潜む心理戦実態を解明、



付録３：2016 異常高温と現状気候科学者の悲観誤診可能性？！！。

http://csas.ei.columbia.edu/2016/10/04/young-peoples-burden/

上     年値     度 傾向 直線延長          度 超    勢  見   

 度超   助         博士等 筆者 同意見 他 科学者     努力追求 疑

問符  一時    後削除 提示  所  

http://arctic-news.blogspot.jp/2016/12/over-20-of-the-most-terrifying-images-of-2016.html

筆者は気候変数(全球温度,北極氷層面積、台風発生個数、個々の地域温度気圧風速等)

の巨視的乱動原因を追究した、個々の局所流体運動カオス乱動性に起因して大局総和値が

統計学中心極限定理に従う事の証明に挑んだ結果、ほぼ地球温度では実測値が正規分布で

証明された(ただし偏差値産出基礎の区間平均が 20 年は取れないので 20 年周期の太陽熱変

動を消去する事なく,それが出現した)、2016 年異常高温一つ要因がこの太陽変動である

事が見えた、という事で今後は減少に転じるので悲観論は早すぎるだろう。

http://csas.ei.columbia.edu/2016/10/04/young-peoples-burden/
http://arctic-news.blogspot.jp/2016/12/over-20-of-the-most-terrifying-images-of-2016.html


付録４：過去に学習した文献情報.

14:神代康隆、神の計画書、黙示録大預言、学研、1983.

15:赤間剛、神々の陰謀、同Ⅱ,同Ⅲ,時の経済社、1984,1985,1985.

16:赤間剛、ヒトラーの世界、三一書房、1983.

18:K.MIllegan & A.Sutton,闇の超権力.スカル＆ボンズ、徳間書店、2002.

＊国内市販陰謀論書と言えばユダヤとされてきたが、現実のゲルマン系右翼大問題に切り

込んだ珍しい問題現実をよく解析した好書。国民は奴隷の貴族独裁国家ヘーゲル哲学。

19:浜田和幸、ブッシュの終わりなき世界戦争、講談社、2002.

20:田中宇、仕組まれた 9/11,PHP 研究所、2002.

26:G.Allen,湯浅訳、インサイダー、太陽出版、1984、

27:G.Allen,高橋訳、ロックフェラー帝国の大陰謀、自由国民社⑴⑵、1984、1986.

28:日高義樹、アメリカ国粋主義、光文社、1993.

29:日高義樹、白人の狂気と日本、光文社、1997.

31:馬野周二、アメリカ帝国の大謀略、徳間書店、1982.

32:William Blum,益岡賢訳、アメリカの国家犯罪全書、作品社、2003.

35:倉前盛通、悪の論理、日本工業新聞社、1997.

37:森川哲郎、戦後史・アメリカ謀略の謎，日本文芸社、1972.

38:山川暁夫、ＣＩＡ，教育社、1978.

47:鈴木基司、構造的物理認識の為の連続値論理学、時事問題解析工房、1992.

48:鈴木基司、思考推進言語と真相世界、時事問題解析工房、1993.

49:鈴木基司、現代物理科学最前線、時事問題解析工房、1998.

50:鈴木基司、量子重力力学と最終統一場論、時事問題解析工房、1997.

51:鈴木基司、量子確率過程力学、時事問題解析工房、1990.

52:鈴木基司、経済回路網力学、時事問題解析工房、1998.

53:鈴木基司、非局所的双極子場の量子論,<改定中>、1992


