
彼らは三百年掛って、数兆ドルの暗闇の劇場を築いたが、ただ１回の試合の光によりそれを焼却できます。そ

の光が消えないように、此の文を保存、発表してください。 

3/11はははは日本日本日本日本のののの9/11。。。。記録記録記録記録されたされたされたされた事実事実事実事実 
これはこれはこれはこれは日本日本日本日本のののの 911でででで、、、、此此此此れはれはれはれは何時何時何時何時でもでもでもでも黙殺黙殺黙殺黙殺できないできないできないできない公式記録及公式記録及公式記録及公式記録及びびびび証拠証拠証拠証拠にににに基基基基づいたものであるづいたものであるづいたものであるづいたものである。。。。此此此此のののの文章文章文章文章ににににはははは、、、、

9/11悲劇悲劇悲劇悲劇ののののビルビルビルビル 7 とととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、重要重要重要重要なななな証拠証拠証拠証拠をををを陳陳陳陳べべべべ、、、、隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽されたされたされたされた事実事実事実事実をををを示示示示すすすす、、、、巨大巨大巨大巨大なななな陰謀陰謀陰謀陰謀をををを太陽太陽太陽太陽のののの光光光光にににに晒晒晒晒すすすす

報道報道報道報道であるであるであるである。。。。読者がこれをがこれをがこれをがこれをリンクリンクリンクリンク、、、、転載転載転載転載、、、、またまたまたまたミラーリングミラーリングミラーリングミラーリングすることがとてもすることがとてもすることがとてもすることがとても重要重要重要重要でででで、、、、なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、此此此此のののの記事記事記事記事

のののの作者作者作者作者ののののメールメールメールメールはははは検査検査検査検査されされされされ、、、、読者読者読者読者ははははメールメールメールメールでででで、、、、作者作者作者作者にににに聯絡聯絡聯絡聯絡できないのであるできないのであるできないのであるできないのである。。。。そのそのそのその事実事実事実事実はははは、、、、必必必必ずずずず、、、、Above Top Above Top Above Top Above Top 

SecretSecretSecretSecret とととと Godlike productionsGodlike productionsGodlike productionsGodlike productions みたいようなみたいようなみたいようなみたいような、、、、握潰握潰握潰握潰されますされますされますされます。。。。権力者権力者権力者権力者はははは、、、、必必必必ずずずず無制限無制限無制限無制限でででで彼方彼方彼方彼方

此方此方此方此方でででで災難災難災難災難をををを起起起起こしますこしますこしますこします、、、、貴方貴方貴方貴方のののの近近近近いいいい所所所所にかもしれませんにかもしれませんにかもしれませんにかもしれません。。。。此此此此のののの記事記事記事記事はははは、、、、公的公的公的公的にににに発表発表発表発表したしたしたした物物物物でででで

すすすす、、、、貴方貴方貴方貴方はははは自分自分自分自分ののののサイトサイトサイトサイトにににに発表発表発表発表できますできますできますできます。。。。ただただただただ、、、、私私私私のののの名名名名をををを刊載刊載刊載刊載してくださいしてくださいしてくださいしてください、、、、読者読者読者読者にににに此此此此のののの記事記事記事記事

のののの源源源源をををを見見見見つけるようにしてくださいつけるようにしてくださいつけるようにしてくださいつけるようにしてください。。。。    

    

此此此此のののの印刷品印刷品印刷品印刷品ははははコーピコーピコーピコーピまたまたまたまた人人人人々々々々にににに分配分配分配分配するのはよいのですするのはよいのですするのはよいのですするのはよいのです。。。。

______________________________________________________________________ 

ディモーナディモーナディモーナディモーナがががが福島五十勇士福島五十勇士福島五十勇士福島五十勇士をををを殺殺殺殺したのしたのしたのしたの????    

自由記者自由記者自由記者自由記者ジムジムジムジム・・・・ストーンストーンストーンストーン氏氏氏氏(Jim Stone)(Jim Stone)(Jim Stone)(Jim Stone) はははは、、、、2013201320132013....9999....16161616、、、、印刷印刷印刷印刷のためにのためにのためにのために、、、、整理整理整理整理いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

    

3/11のののの地震地震地震地震、、、、津波津波津波津波とととと原発事故原発事故原発事故原発事故はははは自然自然自然自然にににに発生発生発生発生していなかったのですしていなかったのですしていなかったのですしていなかったのです。。。。此此此此のののの記事記事記事記事はははは、、、、このこのこのこの結論結論結論結論ををををサポートサポートサポートサポートするするするする証証証証

拠拠拠拠をををを提出提出提出提出いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

    

これはこれはこれはこれは新型環境戦争新型環境戦争新型環境戦争新型環境戦争のののの始始始始めをめをめをめを述述述述べているべているべているべている重要重要重要重要なななな記事記事記事記事であるであるであるである。。。。先進的技術先進的技術先進的技術先進的技術でででで、、、、疑疑疑疑いがないいがないいがないいがない国民国民国民国民にににに、、、、そのそのそのその破壊破壊破壊破壊はははは

自然的自然的自然的自然的にににに発生発生発生発生したのしたのしたのしたの災難災難災難災難とととと思思思思わせわせわせわせ、、、、そのそのそのその破壊者破壊者破壊者破壊者がががが政府政府政府政府をををを沈黙沈黙沈黙沈黙させているさせているさせているさせている同時同時同時同時にににに、、、、そのそのそのその破壊破壊破壊破壊をををを続続続続けておりますけておりますけておりますけております。。。。

そのそのそのその世界中世界中世界中世界中のののの「「「「エリートエリートエリートエリート」」」」のののの意志意志意志意志をををを満足満足満足満足させるようにさせるようにさせるようにさせるように国民国民国民国民をををを奴隷奴隷奴隷奴隷としてとしてとしてとして虐殺虐殺虐殺虐殺するんですするんですするんですするんです。。。。 

 

このこのこのこの環境脅威環境脅威環境脅威環境脅威のののの手段手段手段手段はははは産業産業産業産業ウィルスウィルスウィルスウィルス攻撃攻撃攻撃攻撃とととと核脅迫核脅迫核脅迫核脅迫とととと組組組組みみみみ合合合合わせるのですわせるのですわせるのですわせるのです。「。「。「。「エリートエリートエリートエリート」」」」がががが選択選択選択選択したしたしたした新型戦争新型戦争新型戦争新型戦争

であるであるであるである。。。。アラブアラブアラブアラブ人人人人がががが発動発動発動発動したしたしたしたテロテロテロテロのののの脅威脅威脅威脅威のののの故故故故、、、、全世界全世界全世界全世界のののの国民国民国民国民にににに此此此此のののの世界世界世界世界にはにはにはには、、、、大規模大規模大規模大規模なななな熱熱熱熱いいいい戦争戦争戦争戦争がががが必要必要必要必要だとだとだとだと

信信信信じさせるじさせるじさせるじさせる卑劣卑劣卑劣卑劣なななな手段手段手段手段がががが今効今効今効今効かなくなりますかなくなりますかなくなりますかなくなります。。。。 

 

本記事本記事本記事本記事にににに含含含含まれているこのまれているこのまれているこのまれているこの戦術戦術戦術戦術をををを使使使使っていることをっていることをっていることをっていることを証明証明証明証明できるできるできるできる論点論点論点論点はははは以下以下以下以下のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである：：：： 

 

 

 



1.原子炉原子炉原子炉原子炉 3 がががが殆殆殆殆どありませんでしたどありませんでしたどありませんでしたどありませんでした 
この事実は、2011 年 3 月 14 日以後、マスコミと外の人間から、原子炉 3 の圧力、温度、容器状態などに関

する説明は全部嘘だったと証明しました。公衆たちは是非注意して下さい、なぜなら、嘘を作った物が罰を

受けなければ、必ず再び嘘という罪を犯します。此の場合には、ある人達にとって、福島の事実に対して、

嘘を作らなければなりません。彼らはアラブ人に対して、偽の反テロ戦争がありますから。もし、環境テロ

と産業の戦争が世間に知られたら、不利な影響があります。 

原子炉原子炉原子炉原子炉３３３３のののの消失消失消失消失はははは、、、、水素爆発説水素爆発説水素爆発説水素爆発説がががが間違間違間違間違っっっっているているているていることをことをことをことを証明証明証明証明していしていしていしていますますますます。。。。全部全部全部全部のののの原子炉原子炉原子炉原子炉エンジニアエンジニアエンジニアエンジニアはははは、、、、核兵器核兵器核兵器核兵器

とととと似似似似たようなたようなたようなたような大規模大規模大規模大規模ばばばば爆発爆発爆発爆発なななないのいのいのいの状態状態状態状態でででで、、、、原子炉原子炉原子炉原子炉がががが完全完全完全完全になくなったことがになくなったことがになくなったことがになくなったことが不可能不可能不可能不可能であることをであることをであることをであることを知知知知っていっていっていっていまままま

すすすす。。。。原子炉原子炉原子炉原子炉３３３３はははは確確確確かにかにかにかに完全完全完全完全にににに吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ばさればさればさればされ、、、、制御棒制御棒制御棒制御棒とととと原子炉原子炉原子炉原子炉ガッツガッツガッツガッツがががが、、、、炉外炉外炉外炉外のののの場所場所場所場所までまでまでまで散散散散りりりり飛飛飛飛ばされましたばされましたばされましたばされました。。。。

以下以下以下以下のののの図図図図のようにのようにのようにのように：：：： 

これは原子炉３のガッツをオープンに飛ばされ

た図で、炉心のスプレイシステムはまた全力で

基本の機能をします。全部のほこりが破片と混

ぜていることに注意する必要があります、その

ほこりは単なる水素爆発により起こった物では

ないのです。 

煙の色にみると、ほこりの大部は原子炉の炉芯

です、残っているのがコンクリートです。 

爆発（超音速爆発）でコンクリートをほこりに

することできるというのは、ご判明してくださ

い、大切な基本知識ですから。たとえ理想的な

環境に、酸素/水素の混合物を置いて、オープン

エアで爆発させても、生じる衝撃波速度は音速

に達することが到底できません。その埃は水素

以外のものによっての爆発だって、結論ができ

ます。 

    

2. 2. 2. 2. 原子炉原子炉原子炉原子炉 4 4 4 4 はははは 911911911911 ののののビルビルビルビル 7777 みたいなみたいなみたいなみたいな物物物物、、、、爆発物爆発物爆発物爆発物にににに破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた物物物物ですですですです。。。。    

これは、最も動かぬ証拠です。炉心もない原子炉 4 は、何故爆発したのか? 其の炉心なし状態には、戦争の

行為までには、原子力炉 4 をこのように爆発する能力はありません。911 のビル 7 みたいな物です、なぜな

ら、ブル 7は飛行機の衝撃で倒れたのは、不可能です。 

これは東京電力会社の説明: 炉心が非活性

化されている、内部のステンレス鋼製のシュ

ラウドは更換されている、爆発で炉心とシュ

ラウドは飛ばされましたから。其れは、最大最大最大最大

の動かぬ証拠. なぜなら、炉心がなければ、

爆発が起きるのは不可能ですから。然も、写

真しめした爆発は、実に巨大な破壊力があり、

枠組と 3.66 メートル厚さまでの鋼鉄製の柱

を潰したのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉 4 は 911 のビル 7 です。
修理と維持のために、分解され
た原子炉 4 は爆発したのです。
東京電力会社によると、原子炉
4 のシュラウドは変更されまし
た。其れは嘘ではない、ドーム
は外されましたが、原子炉は空
白っていう状態が見えておりま
す。 



なお、1.22 メートルの鉄筋とコンクリートの壁が完全に飛ばされて、落としかけている危険な状態になりま

す。核の炉心がなければ、そのような頑丈な建物を完全に潰す破壊力が此の世にありません。建築内部の人

工爆破した場合には、巨大の内部空間が占用され、工人にとって、究めて目立つ物ですから。 

ある仮設があります。水素が蒸発された燃料プールから抜き出して、爆発したって。その論点について、

条件があります、水素がただ 100 摂氏度の燃料プールから生じるのは、不可能だと思われます。水素ができ

るのは、2000 摂氏度の環境で、燃料棒の中の酸素を去って、高圧の水に生じるのです。福島の場合には、水

素が都合がいい環境で、2000 摂氏度の温度が必要となり、原子炉には、飽和した蒸気と数千の PSI が必要で

す。以上の条件は、完全にオープンして、ボロボロになった原子炉 4にとっては、不可能です。 

 

原子炉 4 が爆発する可能性がありませんので、一つの問題は環境戦争にしている人々の眼のまえに立ちま

した。民衆に説明するには、更迭できる答えが必要となりました。Arnie Gundersen 氏の理論はその人々に、

チャンスは与えられました。その理論によって、「即発臨界」という現象が福島原子力炉の中に発生しまし

た、つまり、原子爆弾みたいな物がありました。 

 

70%濃縮されたプルトニウムと 90%濃縮されたウランだけは、超音速起動した起爆器が正確的に配置された

場合には、原子爆弾の起爆ができます。福島の場合は、たとえ 90%濃縮されたウランがあったと仮設すれば、

正確的に起爆する起爆器がありませんでした。つまり、原子力爆弾は事故で爆発する物ではなく、コントロ

ールして、爆発する物です。 

 

此の記事には、Arnie Gundersen 氏ついての調査結果があります。かれは、原子力分野の専門家ではあり

ません。然も、メディアと政府から金を取ったことがあります。彼は「エリート」に手をかし、福島みたい

の施設に目標とする破壊を黙視し、民衆を見殺し、原子力の危険を無視して、大量の金を手に入れました。

民衆に視線を本の犯人から外させて、原子力業界の正解の道を邪魔して、彼の仕事です。 

 

彼の事務所「Farewinds and Associates」、Arnie Gundersen 氏の一人の仕業です。自分の経歴を誇張し、

嘘をつけております。以上の事実証明できる調査報告は、此の記事の付属文書にあります。 

 

Arnie GunderseArnie GunderseArnie GunderseArnie Gundersennnn 氏氏氏氏のののの「「「「即発臨界即発臨界即発臨界即発臨界」」」」というというというという仮設仮設仮設仮設がががが偽物偽物偽物偽物とととと証明証明証明証明されたされたされたされた以上以上以上以上、、、、原子炉原子炉原子炉原子炉 4444 がががが爆発爆発爆発爆発しししし

たということがありませんたということがありませんたということがありませんたということがありません。。。。原子炉原子炉原子炉原子炉 4444 のののの水素水素水素水素がががが、、、、原子炉原子炉原子炉原子炉 3333 からからからから、、、、パイプパイプパイプパイプ経由経由経由経由にににに抜抜抜抜きききき出出出出したしたしたした物物物物だだだだ

っというもうっというもうっというもうっというもう一一一一つのつのつのつの理論理論理論理論がありますがありますがありますがあります....    究究究究めてめてめてめて悪悪悪悪いいいい管理管理管理管理したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、少少少少しししし水素水素水素水素がががが出現出現出現出現するするするする可能性可能性可能性可能性があがあがあがあ

りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、ただただただただ、、、、巨大巨大巨大巨大なななな爆発爆発爆発爆発のののの威力威力威力威力がががが此此此此はははは水素水素水素水素のののの爆発爆発爆発爆発ではないんだってではないんだってではないんだってではないんだって証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。此此此此のののの仮設仮設仮設仮設にとってにとってにとってにとって、、、、

爆発爆発爆発爆発させるさせるさせるさせるスパークスパークスパークスパークをおこしたをおこしたをおこしたをおこしたスイッチスイッチスイッチスイッチ、、、、パワーパワーパワーパワー等等等等いっさいありませんでしたいっさいありませんでしたいっさいありませんでしたいっさいありませんでした。。。。水素水素水素水素だけではだけではだけではだけでは、、、、自分自分自分自分でででで爆発爆発爆発爆発

するのはするのはするのはするのは、、、、不可能不可能不可能不可能ですですですです、、、、爆発爆発爆発爆発させるのはさせるのはさせるのはさせるのは、、、、点火点火点火点火ソースソースソースソースがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。正式正式正式正式のののの説明説明説明説明によによによによるとるとるとると、、、、パワーパワーパワーパワーはははは閉閉閉閉めされめされめされめされ

ましたのゆえましたのゆえましたのゆえましたのゆえ、、、、だからだからだからだから、、、、点火点火点火点火ソースソースソースソースがなかったとがなかったとがなかったとがなかったと証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。    

 

 

 

 



 

此は注意すべきミニバン,倒
れた容器の壁にあります。 

東京電力会社によると、原子炉 4 は
不活動化され、分解されました。内
部のシュラウドを更換されてい 
 
ました。其のシュラウドはプルトニ
ウムと謂れています。此の写真は、
以下の点を証明します。 
 
1.このドームはサービス地区の物で
す、そのジブにつけているのはサー
ビスの起重機です。 
 
2.ここから、空白の原子炉を見て下
さい。外の物爆発したと、なんです
か？ 
 
此は 911 のビル 7、なんの攻撃を受
けず、世界貿易中心で倒れました。
911、311、411、パターンを見つけま
したか? 

此の写真は、メディアが嘘つけました。CNN,FOX,NHK.Rense と Alex Jones を含めて、彼らが全
部嘘をつけました。原子炉 4 が「爆発」する時、もう消えました。此の嘘は、民衆にたいして、
犯罪行為です。 



 

此のスタックは水素の排除ため
に、緊急措置です。。全部の装置
は配置されていました。水素が爆
発の原因ではありませんでした。 

コンクリートの埃が一ぱ
いがあるんですよ。水素が
酸素と混合すれば、そんな
巨大の爆発はできません。 

原子炉 3 はここ
ではありませに
ょ、何処ですか?
大量の煙は、容
器のリークを証
明しました。 

此のミニバンを注意して下さ
い、外部容器の壁にあります。
よくみて、此の壁の厚さを感じ
て下さい 
 
。 

 
此の写真は、2011 年三月 20 日まで、存在していました。普通のメディアは、此のサイト以外に、其の写真を
発表していませんでした。ただ、私は現実に発生した事実を発表したの故?其の真実のために、私は、既に人
生を失われてしまった、ビジネスを失われてしまた。刑務所に投入されたのは二回。国際の権力者は、その記
事を見たくないんです。イスラエルが日本を攻撃したのは、二つの原因があります、一つは、日本の文化、二
つは、日本がイスラエルの敵イランを助けました。 



 

原子炉のドームは燃料が取り出された時

には、外されました。この無人飛行機が取

った写真が此の点を証明しました。ある人

達によると、プルトニウムの濃縮のため

に、此の装置が運転しておりましたが、此

の写真が、シュラウドの変更のために、装

置が分解されたっというのは、証明されま

した。此の点を通じて、東京電力会社が、

爆発の偽の原因をなんとしても証明する

つもりがあります、特に原子炉 4 の爆発の

原因、なぜなら、爆発が実にありました。

其の結果、東京電力会社が、発生できない

ことを理由としてだしました。東京電力会

社は、此の記事をみる必要があります、な

お、アラバの展望をよく看る必要もありま

す。(アラバはイスラエルのディモナ周辺の

一地域です) 。 

 

911 のビル 7 によくにっているのです。も

し、福島事件は事故ではなく、戦争の行為

だとしょうめいする道があれば、その道は

必ず原子炉 4 です。事実をしていない人々

に起こらせるのは、必ず此の原子ろ 4 で

す。これは、動かぬ証処です。 

 

炉心がなければ、悪的な決意した行動以外

には、実在した破壊を原子力装置に与える

原因は殆どありません。此の記事の終わり

には、もう一つの文章がついております。

彼の文章には、世界の外の地域、例えば、

スウェーデンには、福島事件みたい、原子

力装置が破壊されたいろいろ実在の例が

あります。 

 

3. 原子炉原子炉原子炉原子炉 4 とととと原子炉原子炉原子炉原子炉 3 はははは、、、、厳重厳重厳重厳重なななな損害損害損害損害がありましたがありましたがありましたがありました。。。。そのようなそのようなそのようなそのような破壊力破壊力破壊力破壊力をできるのはをできるのはをできるのはをできるのは核兵器以外核兵器以外核兵器以外核兵器以外はありませはありませはありませはありませ

んんんん。。。。 

水素の爆発は理想的な爆発ではなく、破壊力がない次音速的な爆発です。もし周囲が封閉されたら、高い圧力

があるんですけど、原子炉容器の場合には、金属屋根が内部に爆発があった時には、圧力を釈放し、金属屋根

だけでは飛ばされます。コンクリートを鉄筋から飛ばせる爆発は、衝撃波は音速数倍以上の速度を持っており

ました。実在の爆発の特てんはこういう事実を証明しました、福島実在に発生した爆発の原因は、正式に発表

された原因と遥かに違います。読者は損害した現場の高い解像度の写真を見たことがなかったら、私は一つの

車の写真を取りました、その車は原子炉 3 地域で爆発の衝撃波に飛ばされた壁の上にあります。此の点は、あ

の壁が 3.66 メートルの福島原子炉保護し、柱を支持できる堅いものだと、証明しました。 

原子炉 4 は停止されましたとは、動かぬ根拠があります。 
1, ドームのジブに、起重機がついているのです。 
2。ボルトが外されました。 
此のドームは、サービス地区の物です。前の写真がこの点を証明しました。原
子炉は不活動化されました、東京電力会社にいった事同じです。 

ブラウンのフェリーは再び、根拠になりました。此の写真には、ブラウンのフェ

リーno.1 ドームは、給油の時の写真です。 



私は最初、福島第一原子力発電所はマーク 1 レベルの容器設計、外のはマーク 2 レベルの容器設計だと認定い

たしましたが、リプリー氏(Ripley)によると、日本人は原子力に対して、極めて慎み深いのです。G.E. 標準遥

かに以上の安全標準で、原子炉容器を築いておりました。高いの安全水準、堅い建築に対して、破壊力がある

水素の爆発は効かなかったはずです。ただ最低水準のマーク 1 レベルの容器は、水素爆発の破壊力を抵抗でき

ます。安全性重視した日本人は安全レベルをアップグレードしたの故、安全性は其の以上の高い物です。読者

が参考の写真に、壁の中には、鋼鉄製の柱が 3.66 メートルコンクリート上にそのまま存在しているのは看た所

で、全部理解できます。 

4. 原子爆弾は、カメラに偽装され、原子炉の容器に配置されました。カメラの配置商業契約は、災難発生し

た同年でサインされました。そのカメラ形の原子爆弾の提供者はアラバ(アラバはディモーナ周辺の区、市で

はない) 出身のMagna BSP会社、此の会社のカメラは1000ポンド以上の重さがあります、なお、「銃形原子

兵器」という形状があります。 

 

 

Magna BSP会社が此の妙な形状、異状の重さと巨大の比率を持ったカメラを提供した原

因は、此のカメラは立体的なカメラだということ。立体的なカメラは、長い焦点距離を

持って、空港の滑走路を監視した場合にはむいているのです。原子炉3の容器の中に設置

するのは、理解できません。もし、立体的なカメラが必要とすれば、ただ数ポンドの重

さを持たカメラが市場に彼方此方で存在しております。巨大カメラはヒントを提供しま

した。ただただただただ、、、、なぜなぜなぜなぜ巨大巨大巨大巨大ののののカメラカメラカメラカメラ、、、、軽軽軽軽量原子爆量原子爆量原子爆量原子爆弾弾弾弾はははは不可能不可能不可能不可能ではないはずですではないはずですではないはずですではないはずです、、、、何故何故何故何故そんなそんなそんなそんな重重重重

ささささ????    小形原子爆小形原子爆小形原子爆小形原子爆弾弾弾弾はははは、、、、一定一定一定一定のののの熱量熱量熱量熱量がでますがでますがでますがでます。。。。ただただただただ其其其其のののの熱熱熱熱をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するのはするのはするのはするのは不可能不可能不可能不可能ですですですです、、、、特特特特にににに、、、、

安全生産安全生産安全生産安全生産にににに対対対対してしてしてして敏感敏感敏感敏感のののの態度態度態度態度をもったをもったをもったをもった原子力原子力原子力原子力発発発発電所電所電所電所。。。。スイッチスイッチスイッチスイッチをををを閉閉閉閉めてめてめてめて、、、、座座座座にににに配置配置配置配置されたされたされたされた

後後後後でででで、、、、其熱量其熱量其熱量其熱量をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するのはするのはするのはするのは、、、、またまたまたまた不可能不可能不可能不可能ですですですです。。。。立体的立体的立体的立体的ななななカメラカメラカメラカメラのののの巨大巨大巨大巨大のののの体積体積体積体積はははは、、、、原子爆原子爆原子爆原子爆

弾弾弾弾のののの熱量熱量熱量熱量をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するのですするのですするのですするのです。。。。 

……………911、311、411?規律を見つけたのか?もう一つの11見たくないんです。此の記事の内容を拡げて、

貴方はより好い世界をつくります。 

  外観が Magma BSP のカメラによく似っている 

  銃型の核兵器。 

原子炉の炉心が融解した時には、爆発できません。ただ、融

解する。 

此の写真は Magma BSP のカメラが撮影した原子炉 3の爆発、

此は核兵器の試験の写真と似ているのです。 
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地震地震地震地震についてについてについてについて、、、、地震地震地震地震がががが嘘嘘嘘嘘ですですですです。。。。    

実には、地震は政治家が作った嘘です。その点を証明できるのは、日本の地震時刻表にあります。地震時刻表

の上の時刻は、此の記事の最後の部分に、リンクがあります(此のリンクには、全部の311地震に関するデータ

があります) 。そのリンクは、完成したデータです。日本には、地震を観測した組織の数が多いんですので、

色々の組織の観測データを総合して、一つの全面的なレポートにするのは、慣例です。然も、その総合仕事は、

数日が掛りました。トップのリンクは総合した後の報告書です(3月15日)。此の報告書には、一つの不自然な

所があります、誰でも其の原因を知ていません。ただ一つの事実は無視できないのです。総合表の地震記象に

は、記録された日期と時間がありますので、其れは、下の地震記象に一致するのです。 

一つの福島の報道、地震の当時、NHK

の新聞室の様子を生放送しておりま

した。影像によって、ファイルの数張

の紙が机のうえから、地面に落として

います。プリンタが机の中で、工作し

ていました。人々は、仕事して、タイ

プしていました。もし、此の地震時刻

表に記録されたデータのような地震

が発生したら、人々は、重力の3倍の

衝撃力で、屋根を突っ込んでいまし

た。なお、2倍重力の衝撃力で、壁に

打っ付けます。人々の身体が此の部屋

の全部の用品をつぶします。なぜ、

「9.0」という巨大な地震が陸上の民

衆を殺しませんでしたか? 理由は簡

単です、ただ、地震が発生しませんで

した。 

 

次の表は、MYG012監察所から記録

されたデータです。この監察所は、

NHKの新聞室から、只800メットル以

内の距離があります。以上のNHKの生

放送の影像の所から、500メートル以

内にある、よく此の表をつくてきた

Erol Kalkan監察所の記録によると、

USGSのデータは嘘です、

9.0ではありませんでした。 

 

USGSの表は偽のデータだと、それは

事実です。表の中のビデオをよくみ

る、ビデオの中に、9.0の数字はベデ

オ発生している場所からただ800離れ

た地震監察所が記録したデータです。 

以上の嘘つけは、深いの陰謀がありま

す。地震のデータとビデオの配合、米

国の政府の参加を否定できない情況があります(此の記事の最後の部分には、生放送当時のベデオのリン

表の作り物は、USGS の Erol 博士です。此の表は正式に発表されたもの。 

此の表によると、人々が北面の壁に、70 キロの時速で、打っ付けます。南面の壁に、45 キロの時速で、突っ込んで

いきます。皆死ぬ。 

幸運なプリンタだな。 

 



クがあります) 。このベデオは、常にyoutubeに削除されて、側面で、此の記事の正確性を証明して、追及す

る必要があると証明しました。 

     地震地震地震地震のののの時時時時にはにはにはには、、、、人人人人々々々々ははははタイプタイプタイプタイプしていますしていますしていますしています。。。。    

  そのベデオによると、地震が発生している時には、人々がそのまま仕事おしていました、一つのレーザープ

リンタが値段が低い机の上に放置してありました。。。。一切一切一切一切のののの物短時間物短時間物短時間物短時間にににに元元元元にににに戻戻戻戻りましたりましたりましたりました。。。。あのあのあのあの時時時時にはにはにはには、、、、テレビテレビテレビテレビのののの

中中中中にににに、、、、一一一一つのつのつのつの英語英語英語英語アナウンサアナウンサアナウンサアナウンサーーーーがががが地震地震地震地震のののの情報情報情報情報をををを報告報告報告報告していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、皆元皆元皆元皆元気気気気でででで、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも、、、、そんなそんなそんなそんな巨大巨大巨大巨大なななな震度震度震度震度をををを信信信信

じていませんでしたじていませんでしたじていませんでしたじていませんでした。。。。実実実実にはにはにはには、、、、そのそのそのその地震地震地震地震はははは巨大巨大巨大巨大でしたでしたでしたでした、、、、只只只只6.06.06.06.0ののののレベルレベルレベルレベルですですですです、、、、日本日本日本日本のののの監察所監察所監察所監察所のののの報告報告報告報告にににに一致一致一致一致しますしますしますします。。。。

USGSUSGSUSGSUSGSのののの9.09.09.09.0震度震度震度震度はははは嘘嘘嘘嘘ですですですです。。。。そのそのそのその影像影像影像影像がががが重要重要重要重要なものですなものですなものですなものです、、、、なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、リヒタリヒタリヒタリヒターーーー測定測定測定測定((((里氏里氏里氏里氏))))    数数数数字字字字はははは6.86.86.86.8をををを証明証明証明証明しまししまししまししまし

たたたた。。。。しんどとしんどとしんどとしんどと里氏里氏里氏里氏ののののデデデデーーーートトトトにににに混迷混迷混迷混迷したとしたとしたとしたと、、、、一一一一つのつのつのつの理由理由理由理由としてとしてとしてとして自分自分自分自分のののの嘘嘘嘘嘘をををを補補補補うのはうのはうのはうのは当当当当然然然然ですですですです。。。。    

此のベデオには、撮影した重要な影像があります、地震の時には、海嘯がなし、巨大巨大巨大巨大のののの震動震動震動震動がなかったがなかったがなかったがなかったとい

う情況は殆どありませんでした。その点について、彼らは嘘をつけるの場合はどうすればいいのか? 私が此の

ビデオを選んだ理由はもう一つ、其のビデオの撮影した場所は、MYG012監察所に視線の中にという近い程の

所です。MYG012監察所は、USGSが震度は8.8発表した時にデータの源源源源です。此の影像は、嘗て彼らに利用し

て、真実を隠蔽する道具でしたが、逆に、彼らが嘘つけたと証明した動かぬ証拠になります。此の記事の最後

の部分には、USGSの地震に対しての査定報告があります。勿論勿論勿論勿論、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはMYG011MYG011MYG011MYG011監察監察監察監察処処処処ののののデデデデーーーータタタタをををを使用使用使用使用していしていしていしてい

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした、あの震源近い所の場所からの震度数字は、長い時間の後、9.0になりました。実在の震動は5.63

ぐらいのレベルでした。此の記事の後の部分には、此の点を証明できる地図があります。 

 

日本日本日本日本からのからのからのからのメメメメーーーールルルルでででで、、、、此此此此のののの地震地震地震地震にににに関関関関するするするする正式正式正式正式のののの報道報道報道報道はははは嘘嘘嘘嘘だとだとだとだと証明証明証明証明できますできますできますできます。。。。    

 

日本日本日本日本のののの読読読読者者者者はははは、、、、震度震度震度震度のののの9.09.09.09.0はははは嘘嘘嘘嘘、、、、海嘯海嘯海嘯海嘯はははは自然的自然的自然的自然的ではなくとではなくとではなくとではなくと随随随随分分分分分分分分かっていますかっていますかっていますかっています。。。。日本日本日本日本からのからのからのからのメメメメーーーールルルルをををを発発発発表表表表いたしいたしいたしいたし

ますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、地震地震地震地震がががが発発発発生生生生したしたしたした後後後後2222日以日以日以日以内内内内にににに、、、、私私私私がががが手手手手にいれたにいれたにいれたにいれたメメメメーーーーククククですですですです。。。。外外外外ののののメメメメーーーールルルルのののの発発発発信信信信はははは、、、、妨害妨害妨害妨害されてしされてしされてしされてし

ますのでますのでますのでますので、、、、今今今今、、、、真実真実真実真実をしているをしているをしているをしている日本人日本人日本人日本人はははは、、、、メメメメーーーールルルルでででで最新最新最新最新のののの情況情況情況情況をををを更新更新更新更新するのはするのはするのはするのは、、、、試試試試しししし続続続続けていますけていますけていますけています。。。。    

 

僕の評論は斜体字で示して、メールの作者が表明したのは太い字体で表示します。 

 

最初最初最初最初のののの地震新聞報告地震新聞報告地震新聞報告地震新聞報告によるとによるとによるとによると、、、、地震地震地震地震のののの震度震度震度震度はははは7.27.27.27.2、、、、地震地震地震地震のののの震源震源震源震源はははは東北部及東北部及東北部及東北部及びびびび東北部近東北部近東北部近東北部近いいいい所所所所だってだってだってだって、、、、私私私私はこういうはこういうはこういうはこういう

メッセメッセメッセメッセーーーージジジジをををを携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話にににに読読読読みましたみましたみましたみました。。。。そのそのそのその後後後後のののの24242424時間時間時間時間はははは、、、、震度震度震度震度はははは8.88.88.88.8、、、、8.98.98.98.9、、、、9.09.09.09.0、、、、震源震源震源震源はまたはまたはまたはまた推定推定推定推定できないってできないってできないってできないって

報道報道報道報道されましたされましたされましたされました。。。。    

 

私の評論: 

最初の震度データは、電子計算機で計算された数字でした、正確の数字です。此の数字が不正確になる時はた

だ一つ、政治勢力の干渉があるときです。とくに、その勢力は、震度の数字は百倍にして、震源は136キロに

移せと命令した場合には、それは当然です。なお、私に聯絡した人々によって、その数字は里氏(richter) 震度

だと、全部確認したのです。 

 

私私私私はははは、、、、USGSUSGSUSGSUSGSのののの地震報道地震報道地震報道地震報道はよくみたのですはよくみたのですはよくみたのですはよくみたのです。。。。深深深深くくくく10101010キロキロキロキロのののの地震地震地震地震がいっぱいがありますがいっぱいがありますがいっぱいがありますがいっぱいがあります。。。。311311311311でもでもでもでも、、、、411411411411でもでもでもでも全部全部全部全部

深深深深ささささ10101010キロキロキロキロのののの地震地震地震地震ですですですです。。。。ただただただただ偶然偶然偶然偶然でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか????    秘密秘密秘密秘密のののの武器武器武器武器がありますかがありますかがありますかがありますか????    気気気気象象象象のののの武器武器武器武器ですかですかですかですか????    



HAARP? Or just coincideHAARP? Or just coincideHAARP? Or just coincideHAARP? Or just coincidence?nce?nce?nce? 

私の評論: 

10キロの震源深さが繰り返すのは正常とはいえません。この現象は、地震機械みたいな物があるかもしれない

と側面にヒントしています。以下は、国防総長Cohen氏の発言です、よく読むと、ヒントがあると判ります。 

 

昨年昨年昨年昨年、、、、私私私私はははは米米米米からからからから福島福島福島福島にににに帰帰帰帰りましたりましたりましたりました。。。。原因原因原因原因はははは此此此此のののの話題話題話題話題にににに無無無無関関関関係係係係ですからですからですからですから。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私はこういうはこういうはこういうはこういう現象現象現象現象をををを注意注意注意注意いたいたいたいた

しましたしましたしましたしました。。。。あのあのあのあの所所所所にににに、、、、地震地震地震地震のののの発発発発生生生生はははは多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。2222月月月月だけだけだけだけ、、、、二二二二つのつのつのつの大型地震大型地震大型地震大型地震がががが発発発発生生生生しましたしましたしましたしました。。。。なぜですかなぜですかなぜですかなぜですか? ? ? ? そんそんそんそん

なななな多多多多いいいい地震地震地震地震があるはずではないでしょうかがあるはずではないでしょうかがあるはずではないでしょうかがあるはずではないでしょうか? ? ? ? 4/114/114/114/11のののの後後後後でででで、、、、整整整整1111かかかか月月月月経経経経ってってってって、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの7.17.17.17.1地震地震地震地震がががが起起起起きましたきましたきましたきました。。。。    

 

私の評論 

あの人は、日本人が地震よく起きる場所をしていると表明しました。福島の地域は、地質学的に、地震がおき

る機率が低いのだと指摘しました。 

 

三月九日三月九日三月九日三月九日、、、、私私私私はおはおはおはお父父父父さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに医医医医者者者者さんのさんのさんのさんのオフィスオフィスオフィスオフィスにいますにいますにいますにいます。。。。突然突然突然突然、、、、私私私私はははは目目目目まいがしましたまいがしましたまいがしましたまいがしました。。。。周周周周辺辺辺辺のののの壁壁壁壁とととと屋根屋根屋根屋根

はははは回回回回転転転転しているようにしているようにしているようにしているように動動動動いていますいていますいていますいています。。。。人間人間人間人間はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも地震地震地震地震だとだとだとだと言言言言わなかったがわなかったがわなかったがわなかったが、、、、私私私私のののの感感感感じはじはじはじは、、、、身体身体身体身体にににに揺揺揺揺るがせたるがせたるがせたるがせた

みたいのものだとみたいのものだとみたいのものだとみたいのものだと思思思思いますいますいますいます。。。。其其其其のののの速度速度速度速度がががが低低低低いいいい、、、、そのそのそのその震動震動震動震動のののの方向方向方向方向はははは、、、、横横横横ではなくではなくではなくではなく、、、、たてではないのですたてではないのですたてではないのですたてではないのです。。。。其地震其地震其地震其地震はははは

7.47.47.47.4といわれていましたといわれていましたといわれていましたといわれていました。。。。    

 

私の評論 

日本人は地震の感じはよく経験してきました。あの時には、誰でも、此は地震だって思わなかったというのは、

本の地震ではないと事実があるかめしれません。地震の測定機会はなぜ7.4の数字をえましたか? これは、一

つの可能性があります。地震起きらせる機械は街の下に埋めてあり、実験的に、全部の方向に、その機械が発

動され、より大きな地震を触発しようとしていました。 

 

そのメールの後、同じ女はもう一つのメールを発信しました。 

 

Hi,James,Hi,James,Hi,James,Hi,James,    昨日昨日昨日昨日、、、、二二二二つのつのつのつのメメメメーーーーウウウウをををを受受受受けましたかけましたかけましたかけましたか????    今日今日今日今日のののの朝朝朝朝、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの地震地震地震地震がありましたがありましたがありましたがありました、、、、今今今今回回回回はははは6.76.76.76.7ですですですです。。。。再再再再

びびびび、、、、そのそのそのその妙妙妙妙なななな動動動動きをきをきをきを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

 

私の評論 

日本人は地震という感じを知っているのです。 

同じ地震事件に、此のメールは日本に17年済んできた人のです。 

 

三月九日三月九日三月九日三月九日、、、、私私私私はははは日本人日本人日本人日本人いるいるいるいる事務所事務所事務所事務所にいましたにいましたにいましたにいました。。。。あのあのあのあの事事事事発発発発生生生生したしたしたした時時時時にはにはにはには、、、、私私私私はははは大大大大きのきのきのきの声声声声でででで「「「「地震地震地震地震」」」」とととと叫叫叫叫びましたがびましたがびましたがびましたが、、、、

周周周周辺辺辺辺のののの日本人日本人日本人日本人はははは「「「「nononono」」」」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。あのあのあのあの感感感感じはじはじはじは、、、、妙妙妙妙なものでしたよなものでしたよなものでしたよなものでしたよ、、、、周周周周辺辺辺辺のののの物物物物がががが回回回回転転転転しているみたいものですしているみたいものですしているみたいものですしているみたいものです。。。。    

 

私の評論 

日本人は普通の地震の感じをしているのですから、発生した後で、「No」といわれていた地震はなんですか? 

あの地震は7.4だと謂れても、そんなん巨大の地面に動かせた能量は、なんでしたか? 

 

粘粘粘粘々々々々したというしたというしたというしたという感感感感じはじはじはじは、、、、そのそのそのその時時時時のののの感感感感じにじにじにじに似似似似ていますていますていますています。。。。日本日本日本日本にににに生活生活生活生活してきたしてきたしてきたしてきた17171717年年年年、、、、色色色色々々々々なななな地震地震地震地震をををを経験経験経験経験したしたしたした私私私私にとっにとっにとっにとっ

てはてはてはては、、、、粘粘粘粘々々々々したしたしたした地震地震地震地震はははは初初初初めてですよめてですよめてですよめてですよ。。。。外外外外のののの人人人人々々々々はははは、、、、、、、、悪悪悪悪心心心心とととと麻麻麻麻薬薬薬薬のようなのようなのようなのような感感感感じをじをじをじを経験経験経験経験していましたしていましたしていましたしていました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、目目目目

まぐるしいまぐるしいまぐるしいまぐるしい感感感感じはじはじはじは、、、、数数数数週週週週続続続続けましたけましたけましたけました。。。。なおなおなおなお、、、、おおおお風呂風呂風呂風呂にににに入入入入るるるる時時時時にもにもにもにも、、、、盥盥盥盥のののの中中中中のののの水水水水がががが震動震動震動震動続続続続けているというけているというけているというけているという感感感感じがあじがあじがあじがあ

りましたりましたりましたりました。。。。おおおお風呂風呂風呂風呂にににに入入入入るのはるのはるのはるのは、、、、心配心配心配心配していましたよしていましたよしていましたよしていましたよ。。。。水槽水槽水槽水槽のののの水水水水もももも震動震動震動震動していましたしていましたしていましたしていました。。。。其其其其のののの件件件件についてについてについてについて、、、、調査調査調査調査してしてしてして

いただきいただきいただきいただき、、、、ありがとございますありがとございますありがとございますありがとございます。。。。    

 

 

 



 

私の評論 

「震動続ける」って、地震が発生、地震が停止、なんの続ける震動が日本に存在していますか? 一つの噂があ

ります。日本は、2009年の時には、脅迫されました、自分の国営銀行の経営を手放して、外国の資本に乗っ取

らせるといた要求を応じなければ、米は地震機械で、日本を潰すといった物です。「震動続ける」って、其噂

に嵌めていることだと思われます。 

 

私私私私はははは大阪大阪大阪大阪にいましたにいましたにいましたにいました、、、、あのあのあのあの地震地震地震地震がががが発発発発生生生生したしたしたした時時時時にににに。。。。大阪大阪大阪大阪はははは神神神神戸戸戸戸にににに近近近近いいいい所所所所だよだよだよだよ。。。。幸運幸運幸運幸運だなだなだなだな、、、、私私私私はははは、、、、神神神神戸戸戸戸のののの地震地震地震地震がががが大大大大きききき、、、、

311311311311はよりはよりはよりはより大大大大きききき、、、、ただただただただ百倍大百倍大百倍大百倍大きではないんだときではないんだときではないんだときではないんだと思思思思うううう貴方貴方貴方貴方のののの言言言言ったったったった通通通通りだりだりだりだ、、、、IIIIMMMMによるとによるとによるとによると、、、、此此此此のののの地震地震地震地震はははは7.27.27.27.2、、、、神神神神戸戸戸戸はははは

6.96.96.96.9。。。。    

 

飛行機飛行機飛行機飛行機からからからから出出出出したしたしたした煙煙煙煙「「「「ChemitrailChemitrailChemitrailChemitrail」」」」はははは、、、、3333月月月月にはにはにはには、、、、静静静静かなかなかなかな温温温温かいかいかいかい存在存在存在存在ですのにですのにですのにですのに、、、、地震地震地震地震がががが発発発発生生生生のののの後後後後、、、、空空空空がががが灰色灰色灰色灰色になになになにな

ってってってって、、、、空空空空気気気気がががが寒寒寒寒くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。次次次次のののの朝朝朝朝、、、、私私私私はははは青青青青いのいのいのいの空空空空はははは奇麗奇麗奇麗奇麗だなってだなってだなってだなって、、、、気気気気づいていましたがづいていましたがづいていましたがづいていましたが、、、、突然突然突然突然、、、、一一一一つのつのつのつの飛行飛行飛行飛行

機機機機がががが低低低低いのいのいのいの高度高度高度高度でででで飛飛飛飛んでんでんでんで、「、「、「、「ChemitrailChemitrailChemitrailChemitrail」」」」出出出出してしてしてして、、、、空空空空はははは再再再再びびびび灰色灰色灰色灰色になりになりになりになり、、、、気温気温気温気温がががが低低低低くになりましたくになりましたくになりましたくになりました。。。。    

ええええ…………………………………………………………………………………………………………    

地震地震地震地震のののの影像影像影像影像はははは、、、、駅駅駅駅とととと外外外外のののの公的公的公的公的のののの場所場所場所場所でででで中中中中継継継継されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、あのあのあのあの時私時私時私時私のののの感感感感じはじはじはじは、、、、ハリウッドハリウッドハリウッドハリウッドのののの映映映映画画画画みたいなみたいなみたいなみたいな物物物物だなだなだなだな

ってってってって。。。。    

 

私の答え 

ただ一つの方法は生放送を出切るにする。そけは、事件起こる前に知ているということです。 

 

もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの妙妙妙妙なななな事事事事がががが起起起起こったこったこったこった、、、、NHKNHKNHKNHKのののの中中中中継継継継室室室室にににに、、、、人人人人々々々々はははは、、、、今回今回今回今回のののの地震地震地震地震がががが神神神神戸戸戸戸のののの地震地震地震地震とととと較較較較べてべてべてべて、、、、異異異異なっているものなっているものなっているものなっているもの

だとだとだとだと、、、、評論評論評論評論していますがしていますがしていますがしていますが、、、、色色色色々々々々なななな医医医医者者者者、、、、救援工作員救援工作員救援工作員救援工作員ののののインタビュインタビュインタビュインタビューーーーがありましたがありましたがありましたがありました。。。。医医医医者達者達者達者達はははは、、、、神神神神戸戸戸戸のののの地震地震地震地震とととと同同同同じじじじ、、、、

救援救援救援救援のののの準備準備準備準備はははは早早早早くしてくしてくしてくして、、、、神神神神戸戸戸戸のののの地震地震地震地震のののの経験経験経験経験をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、神神神神戸戸戸戸のののの地震時地震時地震時地震時、、、、外傷外傷外傷外傷のののの場合場合場合場合はははは多多多多いといといといと判判判判断断断断しましましましま

したがしたがしたがしたが。。。。なおなおなおなお、、、、医医医医者達者達者達者達はははは、、、、                                                今回今回今回今回のののの地震地震地震地震がががが、、、、海嘯海嘯海嘯海嘯でででで負傷負傷負傷負傷したしたしたした病人病人病人病人、、、、水水水水にににに没没没没入入入入でででで起起起起こたこたこたこた症症症症状状状状がががが多多多多いだといだといだといだと

判判判判断断断断しましたしましたしましたしました。。。。たたたただだだだ、、、、水水水水にににに没没没没入入入入というのはというのはというのはというのは、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、クラシッククラシッククラシッククラシックのののの地震病人地震病人地震病人地震病人をををを治療治療治療治療していなかったしていなかったしていなかったしていなかった。。。。    

 

私の答え 

クラシックの地震がなければ、クラシックの病人がいません。 

 

もうもうもうもう一一一一つのことつのことつのことつのこと、、、、日本人日本人日本人日本人はははは海嘯海嘯海嘯海嘯のののの巨大巨大巨大巨大さをよくさをよくさをよくさをよく言言言言うますがうますがうますがうますが、、、、実実実実にににに、、、、目目目目撃撃撃撃者者者者によるとによるとによるとによると、、、、あのあのあのあの地震地震地震地震はははは七回目七回目七回目七回目のののの海嘯海嘯海嘯海嘯がががが

ありましたありましたありましたありました、、、、一一一一つではありませんでしたつではありませんでしたつではありませんでしたつではありませんでした。。。。海嘯海嘯海嘯海嘯はははは、、、、ただただただただ次次次次々々々々にににに動動動動いていましたいていましたいていましたいていました。。。。    

 

一つ以上の原子爆弾が使ってあるって、ある人々はこう断言しました。私は、其の可能性を見過ごしました。 

 

其其其其のののの物物物物((((海嘯海嘯海嘯海嘯))))    はははは高高高高ささささ39393939メトルメトルメトルメトルとととと、、、、海嘯海嘯海嘯海嘯のののの監察所監察所監察所監察所からからからから、、、、大型船大型船大型船大型船とととと陸上陸上陸上陸上のののの建物建物建物建物にににに参参参参考物考物考物考物としてとしてとしてとして、、、、観観観観察察察察したしたしたした結果結果結果結果ですですですです。。。。

ただただただただ、、、、疑問疑問疑問疑問がありますがありますがありますがあります。。。。海嘯海嘯海嘯海嘯そんなそんなそんなそんな高高高高さをもってさをもってさをもってさをもって、、、、破破破破壊壊壊壊力力力力がががが巨大巨大巨大巨大とととと認定認定認定認定されますされますされますされます。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、木製木製木製木製みたいのみたいのみたいのみたいの小小小小さなさなさなさな観観観観

察所察所察所察所がががが、、、、巨大巨大巨大巨大のののの海嘯海嘯海嘯海嘯にににに打打打打っっっっ付付付付けてけてけてけて、、、、無傷無傷無傷無傷でででで、、、、そのままそのままそのままそのまま起起起起っているのかっているのかっているのかっているのか? ? ? ? いいいいいいいい質問質問質問質問ではないかではないかではないかではないか????    

 

私の答え 

海嘯の観察は、最もいい場所は船です。あの時の海嘯はある場所に39メートルでした。 

日本の木製の部屋は、米の部屋標準に違って、建築費用を減る為に、ただ 25年の寿命を持っています、25後、

新しい住宅を作るというかたちで、日本人は木製の部屋を建築しています。米の木製部屋は、日本より遥かに

頑丈です。39 ミートルの海嘯は、なぜ堅い部屋とはいえな 

 

 

 

 



 

い日本の木製住宅に損害を与えませんでしたか?39メートルの海嘯は、9以上の地震が必要だと思われます、た

だそんな巨大な海嘯は、只25年の寿命をもった木製の部屋を潰せませんでした、何故ですか? その点は、正式

の説明と違って、実在の海嘯はそんな巨大ではなかったと思います。ただ、日本人は真相を知る必要がありま

す、本の敵は実在に存在しています。 

 

真真真真相相相相をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、色色色色々々々々なななな苦苦苦苦労労労労をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、ありがとございますありがとございますありがとございますありがとございます。。。。    

 

イスラエル人は地震発生するまえに、300台のトラックを含めて、救援活動の準備ができて、全部の救援活動

をコントロールしようという噂を証明できるのか? 私は直接にある人を聞きました。イスラエル人は、救援活

動の興味がある、外の点は証明できないと、あの人がこう答えました。 

 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人、、、、大量大量大量大量のののの医医医医療装置療装置療装置療装置をもってをもってをもってをもって、、、、北北北北へいきましたへいきましたへいきましたへいきました。。。。生存者生存者生存者生存者にににに礼礼礼礼品品品品としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその医医医医療装置療装置療装置療装置をををを残残残残りましたりましたりましたりました。。。。

面白面白面白面白いのことだといのことだといのことだといのことだと思思思思っていたっていたっていたっていた私私私私はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの事忘事忘事忘事忘れていないんですれていないんですれていないんですれていないんです。。。。ただただただただ、、、、300300300300トラックトラックトラックトラックのののの事事事事をををを知知知知らないらないらないらない

んですんですんですんです。。。。    

 

次のコメントは私の三つの地震記象を証明しました、震源は二つが北部にあるって、彼女は感じていました、

もう一つの震源は南部にあった、此の点は、彼女が感じていなかったのです。其れは、此の地震が自然的に発

生した物ではないという論点の完璧な証明。全部のピックの値を、USGSは偽の震源だって否定しました。参

考として、福島の報告書をご覧下さい。 

 

あのあのあのあの地震地震地震地震、、、、5555分分分分をををを続続続続けたのはけたのはけたのはけたのは、、、、私私私私はははは時間時間時間時間をををを記記記記録録録録したのしたのしたのしたの故故故故、、、、こうこうこうこう感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。メディアメディアメディアメディアによるとによるとによるとによると、、、、当当当当時時時時、、、、三三三三つつつつ

のがのがのがのが起起起起こったってこったってこったってこったって、、、、私私私私はだたはだたはだたはだた二二二二つのつのつのつのピピピピーーーーククククをををを感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。    

 

私の応え 

地震記象が六分ぐらいに続けたのです。六はいい数字ですが、此の六分は偶然だと私は思います。震度が高い

でも、自然界の地震にとって、六分は不自然、不可能の時間です。 

 

18181818日日日日、、、、私私私私はははは日本日本日本日本からからからからカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州へいきましたへいきましたへいきましたへいきました、、、、空港空港空港空港でででで、、、、地面地面地面地面がががが液体液体液体液体みたいのみたいのみたいのみたいの物物物物だというだというだというだという感感感感じがありましたじがありましたじがありましたじがありました。。。。

空港空港空港空港のののの彼方此方彼方此方彼方此方彼方此方のののの場所場所場所場所がががが流動流動流動流動しているとしているとしているとしていると感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。4444日掛日掛日掛日掛かてかてかてかて、、、、私私私私のののの本本本本来来来来のののの均衡均衡均衡均衡がががが戻戻戻戻りましたりましたりましたりました。。。。恐恐恐恐いないないないな経経経経

験験験験ですですですです、、、、もしもしもしもし、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度そんなそんなそんなそんな経験経験経験経験をしたらをしたらをしたらをしたら、、、、私私私私はははは必必必必ずずずず我慢我慢我慢我慢できませんできませんできませんできません。。。。    

    

YouTubeYouTubeYouTubeYouTubeにあるにあるにあるにある影像影像影像影像がありますがありますがありますがあります、、、、日本日本日本日本のののの金融大臣金融大臣金融大臣金融大臣のののの部下部下部下部下のののの会会会会議議議議でででで、、、、日本日本日本日本はははは米米米米国国国国にににに地震武器地震武器地震武器地震武器でででで脅迫脅迫脅迫脅迫されているってされているってされているってされているって

事事事事、、、、此此此此のののの影像影像影像影像にありますにありますにありますにあります。。。。私私私私はははは、、、、それはそれはそれはそれはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人のののの仕業仕業仕業仕業ではなではなではなではなくくくく、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人はただはただはただはただ前前前前のののの駒駒駒駒だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

原因原因原因原因はははは、、、、イランイランイランイランのののの問題問題問題問題があるんですけどがあるんですけどがあるんですけどがあるんですけど、、、、日本日本日本日本とととと中中中中国国国国のののの両国両国両国両国はははは接近接近接近接近していますしていますしていますしています、、、、天皇陛下天皇陛下天皇陛下天皇陛下はははは北京北京北京北京にいきたいとはにいきたいとはにいきたいとはにいきたいとは

おしゃたおしゃたおしゃたおしゃた事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。日中日中日中日中関関関関係係係係がよくなるのはがよくなるのはがよくなるのはがよくなるのは、、、、米米米米国国国国にとってにとってにとってにとって、、、、そうはそうはそうはそうは看看看看たくないんですたくないんですたくないんですたくないんです。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、日本日本日本日本とととと

中中中中国国国国はははは巨大量巨大量巨大量巨大量のののの米米米米国国国国のののの国国国国債債債債をををを保有保有保有保有していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、両国両国両国両国のののの関関関関係係係係がよくなればがよくなればがよくなればがよくなれば、、、、米米米米国国国国がががが国国国国債債債債のののの 済済済済返返返返 のののの問題問題問題問題にににに 変変変変大大大大 なななな

問題問題問題問題がありますがありますがありますがあります。。。。    

 

私私私私とととと友達友達友達友達はははは誰誰誰誰ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを地球地球地球地球からからからから吹吹吹吹っっっっ飛飛飛飛すのかとすのかとすのかとすのかと論議論議論議論議したしたしたした事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。 国国国国 断断断断中中中中 だとだとだとだと私私私私のののの友達友達友達友達がこうがこうがこうがこう 言言言言しましましましま

したしたしたした。。。。    

 

発此の事は 展しています。イスラエルを地球から吹っ飛せというのは 実、 に無駄な手段です。イスラエルはた

だ一つの駒です。倫敦の 区金融地 に見ろ、操っている人間がなければ、イスラエル人は好い人となります。 

ー私にメ ルをしていただき、ありがとございます。未到達 ーのめ るがいっぱいがあるんだと思います。 

民衆にとって重要な真相を普及する決心は、私が此の難しい仕事を完成する動力です。 

 



 

誰でも、311地震の中に、海嘯ではなく、地震直接に損害もたらす事証明できる写真があれば、私の論拠を挑

戦して下さい。 

福島地震福島地震福島地震福島地震にににに関関関関するするするする、、、、色色色色々々々々なななな写真写真写真写真がありがありがありがあり

ますますますます。。。。ただただただただ、、、、全部海嘯全部海嘯全部海嘯全部海嘯よるのよるのよるのよるの損害損害損害損害ですですですです、、、、

地震直接地震直接地震直接地震直接のののの損害損害損害損害をををを証明証明証明証明できるできるできるできる写真写真写真写真はあはあはあはあ

りませんりませんりませんりません。。。。    

神戸の地震は6.9/7.2だと報道されま

したが。311地震は9です。科学の理論

には、地震大きさが1が上昇すれば、32

倍の地震能量が増えます。もし、311

地震は9となれば、神戸地震より、1000

倍の能量がありました。仙台が震源、

即ちMYG012の近い所です。もし、

USGSの9.0は正しいのなら、仙台の損

害は壊滅的の物でしょうか。神戸の地

震の写真をよく見って下さい、仙台に

似っている所を見つけてください、試

して下さい。なぜなら、似っている点

が全然ありません。神戸より、仙台の

地震が破壊力が遥かに巨大はずです。

なぜ、一つ建築が倒れた事がなかった

の? 9.0という震源から、仙台はただ76

キロの距離があります、もし、その9.0

地震は真実となると、仙台が全滅した

状態に落ち込んでいるはずです。な

お、震源から1600キロ以内の所まで、

甚大な損害が出ているはずです。つま

り、全日本は全滅したはずです。 

                                            

    

誰でも注意した事がありません。海嘯が到着した前に、仙台の損害は殆どありません。イスラエル人がこの凄ま

じい景色が自分の仕業だと、誰にもいっていません。日本政府は、イスラエルに脅迫されています。 

心に中に、疑いがあれば、此の写真をみって下さい、海嘯が到着した前に、海神戸の地神が 7.2 だが、損害がとても厳

重だったと、その写真が示します。写真の中、9.0 の岸の街の損害は殆どありません。此は 9.0 の地震ですか? 神戸地震

の時の写真を見てみろ。甚大な損害がありました。もし、9.0 の地震が真実であれば、震源から 1600 キロの地域は、廃

墟となりました。私達は、子供の時から、嘘を受け入れて続けてきました、自分の父と母まで、真実を全部通告される

のは大変ですから、誰が我々に嘘をつけたを判断して、嘘後の真実を看究めるのは、重要です。 



                                                                        

    

    

日本日本日本日本のののの建築技術建築技術建築技術建築技術がががが素晴素晴素晴素晴らしいだがらしいだがらしいだがらしいだが、、、、またまたまたまた神戸神戸神戸神戸のののの地震地震地震地震がががが此此此此のののの冷酷冷酷冷酷冷酷なななな事実事実事実事実をををを証明証明証明証明しましたしましたしましたしました、、、、如何如何如何如何

なるのなるのなるのなるの建築建築建築建築のののの技術技術技術技術をををを持持持持ってもってもってもっても、、、、如何如何如何如何なるのなるのなるのなるの頑丈頑丈頑丈頑丈なななな建物建物建物建物、、、、巨大巨大巨大巨大のののの地震地震地震地震のののの前前前前にににに、、、、すぐすぐすぐすぐ倒倒倒倒れますれますれますれます。。。。

日本日本日本日本のののの建築建築建築建築はははは、、、、9.0 のののの地震地震地震地震のののの中中中中にににに生存生存生存生存するするするする事事事事はできませんはできませんはできませんはできません。。。。実実実実にはにはにはには、、、、仙台仙台仙台仙台のののの建築建築建築建築はははは一一一一つでもつでもつでもつでも

倒倒倒倒れてしませんでしたれてしませんでしたれてしませんでしたれてしませんでした。。。。此此此此のののの点点点点はははは、、、、USGS ととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに関係関係関係関係があるがあるがあるがあるメディアメディアメディアメディアがががが嘘嘘嘘嘘ついたついたついたついた

事事事事、、、、証明証明証明証明ししししましたましたましたました。。。。唯一唯一唯一唯一のののの真実真実真実真実はははは、、、、日本日本日本日本のののの地震科学者地震科学者地震科学者地震科学者からからからから出出出出ましたましたましたました。。。。真実真実真実真実にににに記録記録記録記録されされされされ地震地震地震地震のののの

データデータデータデータをををを発表発表発表発表したしたしたした彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、日本日本日本日本ののののメディアメディアメディアメディアよりよりよりより、、、、誠実誠実誠実誠実なななな人間人間人間人間ですですですです。。。。 

此此此此のののの写真写真写真写真はははは有力有力有力有力のののの証明証明証明証明ですですですです。。。。9.0 というというというという巨大巨大巨大巨大のののの地震地震地震地震がががが、、、、震源近震源近震源近震源近いいいい所所所所のののの仙台仙台仙台仙台にににに、、、、なんのなんのなんのなんの実実実実のののの損害損害損害損害をををを与与与与えなえなえなえな

かったというのはかったというのはかったというのはかったというのは、、、、ただただただただ一一一一つのつのつのつの理由理由理由理由があるがあるがあるがある、、、、此此此此のののの 9.0のののの地震地震地震地震はははは嘘嘘嘘嘘ですですですです。。。。 



誰でも、仙台が地震に直接損害されたこと証明できる写真を見つけたら、私の論点を破る決定的な証拠です。

震源という場所から、40キロ距離以内の地域に、地震が直接に街を破壊したこと証明できる写真を見つけて下

さい。私が5時間をかける、9.0地震保有すべき破壊力で、倒された大型のビル等の写真を見つけるのは、失敗

でした。写真には、倒れた電線ポールがなし、転覆された車がなし、根から抜き出された樹がなし、海嘯の原

因によって転覆した電車以外に、脱線した電車はありません。道路の損害は5.0レベルの物です。海嘯地域以

外、一つだけの結構的損害したビルと木製の住宅がありません。ただ、仙台で、地震が食品店とキッチンを乱

雑にしました。 

地震は簡単に破れる嘘です。民衆の信任を破った嘘です。CIAは百万人以上を養っているのは、嘘つけのため

です。もし、9.0地震が真実だとしても、震源から1600キロ以内の地域は既に廃墟となりました。 

 

6.9の神戸の地震を看ると、もし、9.0の地震が真実だとしても、全日本が廃墟となります。実には、海嘯地域

以外の地震地域は、倒れた大型のビルが無し、倒れた橋がなし、結構が損害された木製の住宅がありません。

もし、地震直接に損害された建物などの写真があれば、私に見せていただきます。ただひとつの倒れた建物は、

本の震源であるMYG004観察所の所にある福祉避難所です。 

 

 



此の監視カメラからの影像を見ってください。数の質問が産まれます。何故誰でも避難しようとしていないの? 

なぜ車が静かに駐車場にあるのか? なぜ警告がなかったのか? なぜ海嘯の警告サイレンが海嘯が到着した時

に鳴りましたか? 政府と民衆は海嘯を期待していなかったとは、説明できますか? 質問: なぜ道路には、海嘯

から避難する民衆の姿がいなかったか? 政府と民衆は海嘯を期待していなかったと、説明できますか? 海嘯の

警告サイレンが鳴る時は、海嘯が到着前の40分ではなく、海嘯が到着後です。もし、付近の海洋に巨大の地震

があれば、海嘯が到着の前に、民衆が警告されたのは、普通ではないでしょうか? よく見ろ、駐車場には、車

が静かに駐留しています。人々は仕事を続けています。誰でも逃げる行動がありません。人々は待ち伏せされ

ましたよ! 

地震直後 



今今今今、、、、真真真真相相相相をををを話話話話しますしますしますします。。。。此此此此のののの偽偽偽偽のののの9.09.09.09.0地震地震地震地震はははは、、、、ただただただただ海嘯海嘯海嘯海嘯おおおお起起起起こしたこしたこしたこした核攻核攻核攻核攻撃撃撃撃をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するするするする道具道具道具道具ですですですです。。。。日本日本日本日本はははは、、、、核攻核攻核攻核攻撃撃撃撃をををを

受受受受けましたけましたけましたけました。。。。核爆核爆核爆核爆弾弾弾弾はははは日本日本日本日本のののの領海領海領海領海ののののトレンチトレンチトレンチトレンチにににに配置配置配置配置されされされされ、、、、爆爆爆爆発発発発させましたさせましたさせましたさせました((((地震地震地震地震ののののサインサインサインサインがなかったがなかったがなかったがなかった))))。。。。日本日本日本日本はははは、、、、

イランイランイランイランをををを助助助助けてけてけてけて、、、、ウランウランウランウランをををを濃縮濃縮濃縮濃縮してあげましたしてあげましたしてあげましたしてあげました。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは、、、、破産寸前破産寸前破産寸前破産寸前のののの状状状状態態態態をををを無視無視無視無視しししし、、、、大手銀行大手銀行大手銀行大手銀行のののの不不不不

良債良債良債良債権権権権をををを助助助助けましたのけましたのけましたのけましたの故故故故、、、、罰罰罰罰されましたされましたされましたされました。。。。今今今今、、、、日本日本日本日本のののの1111兆兆兆兆ドルドルドルドルはははは礼礼礼礼品品品品としてとしてとしてとして、、、、貧困貧困貧困貧困のののの國國國國をををを助助助助けるというけるというけるというけるという偽偽偽偽のののの名目名目名目名目

でででで、、、、世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行にににに預預預預けられましたけられましたけられましたけられました。。。。外外外外のはのはのはのは、、、、ただのただのただのただの事事事事実実実実をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するするするする行動行動行動行動ですですですです。。。。其其其其れはれはれはれは動動動動かぬかぬかぬかぬ事事事事実実実実ですですですです。。。。ビデオビデオビデオビデオ中中中中のののの

影像影像影像影像によるとによるとによるとによると、、、、海嘯海嘯海嘯海嘯がががが損害殆損害殆損害殆損害殆どないのどないのどないのどないの街街街街とととと市市市市をををを潰潰潰潰しましたしましたしましたしました。。。。街街街街にはにはにはには、、、、人人人人々々々々はははは未未未未だだだだ仕事仕事仕事仕事をしていますをしていますをしていますをしています。。。。海嘯海嘯海嘯海嘯はただはただはただはただ

権権権権力者力者力者力者がががが期待期待期待期待しなかったしなかったしなかったしなかった待待待待ちちちち伏伏伏伏せですせですせですせです。。。。9.09.09.09.0のののの地震地震地震地震がががが真実真実真実真実をををを隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するためにするためにするためにするために、、、、作作作作られたられたられたられた嘘嘘嘘嘘ですですですです。。。。    

地震が発生した時には、人々がタイプしていました。此の点について、我々が聞いた事は真実ではないと判断

されます。9.0の地震だと宣伝された時には、私は、三つの内陸の震源があると判明しました。その故、私の

心の中に、地震に関するデータは、ただ日本が核攻撃を受けたという真実を隠蔽した道具だと、疑問が産まれ

ました。先ず、私が探したのは、そんな人工的に地震を起こせる可能性があるのかという証明です。日本とイ

スラエルは、核兵器を試験している、或いは、イスラエルが核兵器を密輸して、溶岩チューブに放置し、爆発

させ、地震を起こしたとは、私が疑ています。だから、私は、三つの震源の近い所で、溶岩チューブ等を見つ

けてみました。此の記事ができた前に、決定的な証拠を見つけ出すつもりがありました。そのけっか、意外の

証拠がでました。1997年、国防総長Cohen氏は、一軍事報告書を作りました。その報告書は、Cohen氏が1997

年、気象武器が存在していると気象武器が地震と火山噴出に起こらせるのは可能性があるんだと、認識してい

ました。私はただ注意していなかったのです。気象改善というのは、気象武器の氷山の一角に過ぎません。私

は、長い間に、気象武器が、気象を改変して、武器にするのだと認識してきましたが、国防総長に議論するつ

もりはありません。ただ、エネルギ技術の部分が公衆に発表されていなかったのです。気象武器というのは、

当然エネルギの消耗量が巨大、電網など民用なエネルギ提供手段は効かないのだと思われます。以下のは、1997

年、Cohen氏が気象武器対しての報告です。今の視線で看っても、中古品みたいな物です。 

 

Cohen氏はこう言いました: 環境テロは、電磁の巨大のエンネルギで、地震と火山の噴出に起こらせるのはで

きると断言しました。能力と無限の想像力を持った人間はいます。頑張って、國のテロを弱にする行動が必要

です。其れはとても重要ですから。- William Cohen、国防総長、1997年、四月二十八日。ただ、Cohen総長

が言わなかったのは、気象武器の実用にするのはDarpaDarpaDarpaDarpaのよるもののよるもののよるもののよるもの、、、、武器武器武器武器のののの所有者所有者所有者所有者はははは米米米米国国国国だということですだということですだということですだということです。。。。    

 

14年の技術の飛躍的な発展は、地震の条件がない地域で、地震を起こせる武器ができたとは、当然だと思われ

ます。 

 

以下のは、日本中、最強の地震信号を記録した地震記象であり、偽の結果が出た前のデータです。地震が起こ

た直ぐ後の地震記象です。此の地震記象によると、地震は6.67里氏(Richter scale)度だと証明しました。仙台

災区の建築が結構的の損害なし、ビデオの中に震動が低いんだと、側面で証明しました。 

 

 

 

 



地震は、最初には、6.8に推定されました。地震記象は人々に、震源が海中ではなく、内陸部にあると、証明

しています。上上上上にににに記記記記録録録録されたされたされたされた日付日付日付日付はははは、、、、完成完成完成完成したしたしたした日付日付日付日付ですですですです。 

日本日本日本日本にはにはにはには、、、、地震地震地震地震をををを観観観観測測測測

したしたしたした組織組織組織組織のののの数数数数がががが多多多多いんいんいんいん

ですのでですのでですのでですので、、、、色色色色々々々々のののの組織組織組織組織

のののの観観観観測測測測デデデデーーーータタタタをををを総総総総合合合合しししし

てててて、、、、一一一一つのつのつのつの全面的全面的全面的全面的ななななレレレレ

ポポポポーーーートトトトにするのはにするのはにするのはにするのは、、、、慣慣慣慣

例例例例ですですですです。。。。然然然然もももも、、、、そのそのそのその総総総総

合仕事合仕事合仕事合仕事はははは、、、、数数数数日日日日がががが掛掛掛掛りりりり

ましたましたましたました。。。。トップトップトップトップののののリンリンリンリン

ククククはははは総総総総合合合合したしたしたした後後後後のののの報告報告報告報告

書書書書ですですですです(3(3(3(3月月月月15151515日日日日))))。。。。此此此此のののの

報告書報告書報告書報告書ににににはははは、、、、一一一一つのつのつのつの不不不不

自然自然自然自然なななな所所所所がありますがありますがありますがあります、、、、

誰誰誰誰でもでもでもでも其其其其のののの原因原因原因原因をををを知知知知てててて

いませんいませんいませんいません。。。。ただただただただ一一一一つのつのつのつの

事事事事実実実実はははは無視無視無視無視できないのできないのできないのできないの

ですですですです。。。。総総総総合表合表合表合表のののの地震記地震記地震記地震記

象象象象にはにはにはには、、、、記記記記録録録録されたされたされたされた日日日日

期期期期とととと時間時間時間時間がありますのがありますのがありますのがありますの

でででで、、、、其其其其れはれはれはれは、、、、下下下下のののの地震地震地震地震

記象記象記象記象にににに一致一致一致一致するのでするのでするのでするので

すすすす。。。。    

地震は6.8から始め、後

は7.9、後は 8.4、後は

8.8、最後9.0になりま

した。震源は海中に移

されました。今、実の

地震が9.1である事、あ

る人がこう言います。

なぜなら、MYG011観

察結果が1070から

1200になりました。そ

れは海嘯の影響による

ものです、地震のデー

タではないのです。 

 

 

MYG004 観察所からの地震記象です。その観察所は、最も強い地震データを観測しました。 

 

ただ、震源から 38.4 キロ放れた MYG011 は、測定した震度は

5.63.数字が 8.7 であるはずです。1000 倍以上の威力です。 

加速度 

加速度 

加速度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震の測定は、其の数字に表示されます。

MYG004は MYG011 より小さな程度に見え

ますが、実には、測定したデータは巨大な

物です。この表の鋭いスパイクは、MYG004

は震源に近い所だと表明しています。 

 

結果の遺漏は、各観察所は第一目の地震を

発見するのは、難しいことにしました、た

だ、MYG013 は例外です。MYG013 は有力

な震動を見つけました、此はスパイクがあ

ります。ただ、これより、MYG004 は強い

震動を見つけました。 

 

同時に、三つの地震が見つかりました。

IBR003 は、北部の地震は、自然地震の特点

殆どありません。 

 

其れは側面で、北部の地震信号は、別の事

件だと証明しました。その地震記象は、地

震が自然的に発生したものではないのだと

証明しました。もし、自然地震なら、記象

が同じのパターンがあるはずですから。 

 

此の図は証拠です、正式の宣言よると、日

本の大陸に離れているという偽の震源に、

最も近い所にあ 

 

る MYG011 は、其のデータが一番強い物は

此の写真は、2011 年三月 20 日まで、存在していました。普通のメディアは、此のサイト以外に、其の 

写真を発表していませんでした。ただ、私は現実に発生した事実を発表したの故?其の真実のために、 

私は、既に人生を失われてしまった、ビジネスを失われてしまた。刑務所に投入されたのは二回。国 

際の権力者は、その記事を見たくないんです。イスラエルが日本を攻撃したのは、二つの原因があります、

一つは、日本の文化、二つは、日本がイスラエルの敵イランを助けました。 



 
9.0に地震の恐さを理解するのは、一つの問題があります。指数関数の表は地震のエ

ネルギーのレベルを表示できないの事です。私はもう一つの表をつくりました、此の

表は9.0の地震のエネルギーの恐さを表示できます。 

民衆は9.0地震の恐さを認識できないということは、嘘をつけたエリートにとって、

都合がいい事です。事実には、9.0の地震が起こたら、海嘯が到着する前に、全日本

の建物が地震の震動で倒されました。 

次には、私は此の「創造的な記事」を宣言いたします。此は実在した地震記象含め、

色々な証拠に根拠として、合理的な説明です。 

 

私は日本が核脅迫の人質として、やられたということ、信じるています。 

1.1.1.1. 日本は、イスラエルの最大の敵イランを助けて、ウランの濃縮をして挙げました。

然も、一兆円の資金を出して、破産寸前の世界銀行を助ける問題に、日本は脅迫

されました。結局、日本は此の無理な要求を拒否しました。此れは、日本が地震

武器にやられて、福島原子力発電所は被爆した原因だと、私は信じております。

イスラエル人は、日本を制御できて、もし、反抗すれば、巨大の災難を受けると、

先進の技術と強い暴行で、日本に深切に通告しました。だから、数日ご、日本は

突然、世界の貧困國を助けるために、世界銀行に注資すると、宣言しました。此此此此

のののの行行行行為為為為はははは、、、、日本日本日本日本のののの未未未未来来来来のののの経済経済経済経済をををを潰潰潰潰すすすす自殺的自殺的自殺的自殺的なななな行動行動行動行動ですですですです。。。。    

2. イスラエルは、速やかに、数の偽のセキュリティ会社を作って、一つの会社は日

本の原子力発電所との協力契約を締結するのは成功でした。 

3. 4か月ご、Dimona Dozenが出ました。日本の原子力発電所の契約の原因で、発電

所の全地域に進出は殆ど無制限でした。その機会を利用して、コンピューターの

ウイルスを植え付けました。此のウイルスは、発電所のデータを得て、系統の制

御できます。然も、隠蔽された小型核爆弾を持たマメラと発電所全部を観察でき

るカメラを設置しました(イスラエル人は、系統との聯繋装置があったと、承認し

たというのは、此の記事の後の部分です)。Stuxnetと核爆弾を設置した後 

4. 日本の領海のトレンチには、既に、一つの海嘯を起こせる爆弾が設置され,VLF(超

低頻率) 通信で、爆弾を爆発させるのはできたという状態に、イスラエル人は、

日本の自然発生の地震を待ってきました。あの日、日本の6.67の地震が起こた

時、イスラエル人は、其の爆弾に爆発させました(新新新新しいのしいのしいのしいの証証証証拠拠拠拠がががが、、、、此此此此のののの地震地震地震地震がががが非非非非

自然自然自然自然のののの物物物物だとだとだとだと、、、、証明証明証明証明しましたしましたしましたしました)。 

 

   海嘯が到着した時、植え付けたウイルスを発動して、発電所の一切の活動をコン

トロールして、電源を切って、日本人の緊急操作を妨碍して、其の発電所を究めて混

乱に落ち込ませるのは、イスラエル人がやった事でした。日本操作人員は、攻撃され

ているのは、全然気づいていませんでした。発電所の一切物は、突然、不正常になり

ました。 

5. イスラエルの総理は、直接に日本の総理大臣に電話をかけて、海嘯が我々がやっ

た事だと通告しました。貴方はイラン人を助けている、従って、我々は此の手段

で、君たち日本人を報復したのだ、爆発した海嘯爆弾以外に、もう五つの爆弾が

日本の近海に設置されている、此の地震は9.0だと、日本の国民に通告してくだ

さい、貴方の安全と名誉のために。もし、我々の指示に逆らったら、外の爆弾を

爆発させる、君たちの国民は、以後、原子力から離れろと政府に要求する、そし

て、日本はイランを助ける能力がなくなる、今回福島の事件は、自分で、真相を

隠蔽する方法を考えって、イスラエル人はこういった話を日本政府に通告しまし

た。 

6. イスラエル人は、ヴィルスで、原子炉コントロール系統の聯繋に通じて、全部の

バルブ絞めして、原子炉に自身融化させました。その時には、ヴィルスがまた系

統をコントロールして、偽の正常の数字を示して、操作員そ騙したのです。此の

破壊を完成させた上、彼らは、巨大のカメラに隠蔽した小型核爆弾に爆発させま

した。 

   此の結論の詳細は、今まで、完成していませんが、私は此の結論を出した根拠が

9.1の地震は、そんな大きな海嘯

を説明できたものです。ベデオを

よく見って下さい。海嘯が到着前

に、建築等の損害がりましたか?

その程度の地震が、地面を全部

潰した 

9.0 の地震 

8.9 の地震 

8.8 の地震 
2010 のチリーの地震 

8.7 の地震 

8.6 の地震 

Tsar Bomba の前部の威力です 
 
8.5 の地震 

8.4 の地震 

TsarBomba (人類の歴史に最大

企望の核試験 

 

8.3 の地震 

関東大震災 1923 

8.2 の地震 

8.1 の地震 

8.0 の地震 

7.9 の地震 

7.8 の地震 

7.7 の地震 

7.6 の地震 

7.5 の地震 

7.4 の地震 

7.3 の地震 

神戸- 6.9 の地震 

1989 の SF 地震, 6.9 の地震 



あるます。 

 

 

1. 私は本物の地震記象があります。此の地震記象は、実在に発生した地震はただ6.8だと証明しました(推定

した震源が少し強い震動がありますので、此の数字が少し高くになるかめしれない)。そんなレベルの地震

は、日本人の注意を起こして、パニックを起こさないような地震でした。 

2. 世界中、いろいろな証拠が、Stuxnetはイスラエル人作ったヴィルスだと、証明しました。 

3. 日本はイランのウラン濃縮を支援しました。また、世界銀行の不良債権を支援活動を拒否しました。イス

ラエルには、イランの原子炉を潰すのが、自分の目標だと記録があります。もうやったかもしれません。

日本は、イランの核活動を支援した故、イスラエルの敵になって、また、世界銀行の注資を拒否し、必ず

米國の不満を起こしました。経済の打撃を与えようとしたイスラエルは努力していました。よく注意して

ください、地震が発生した前に、日本の経済が金の物だと評論されましたが、今は、日本の経済は悪くに

なっていると、世間ではこう評論しています。日本の世界クラスの製造能力は、地震に潰されなかったの

に、なぜそんな評論が出ているのですか? なぜなら、日本は自分自身の経済が悪い状態にいるに拘らず、

巨大の資金を出して、貧困の國を助けるという名目にしているのです。 

4. 正式の記録によると、一つのイスラエルチームは、福島の原子力発電所と契約を締結して、無制限の活動

権限を持っていました。後で、其の原子力発電所は爆発しました。このイスラエルのチーム、其の以前、

イスラエル以外の國には、仕事した経験がありませんでした。 

5. 原子炉4はもう既に非活動化され、装置が分解されました。爆発する可能性が殆どありませんでした。其の

非活動の状態に、何が起こるすべきか?燃料のプールは既に溶化して、最悪の場合には、蒸気がパイプから

抜き出して、周辺の容器を汚染したという事でした。爆発など、其の以上の損害は出る事は不可能です。

福島の 炉原子 4は、911の時のビル7です。なぜ、1.22メートル厚さを持った外容器と其の以上の内部容器

が巨大な 発爆 の 撃衝 波に飛ばされました 炉。原子 4が倒れる 険危 があると報道されています、なぜですか? 

6. 日本の政府部門は 学、科 的に証明されたの故、地震は9.0だと 続宣言 けています。なぜですか? 外の地震爆

弾がある故、日本はイスラエルに脅迫されていると、私は信じています。なぜなら、もし、日本がイスラ

エルの指示に従わなかった時に、或いは 真実、 を外 ーにリ クした場合には、イスラエルがその以上の 撃打

を 弾、地震爆 で、日本に与えて、全部の日本の海岸都市は廃墟になるという情況は、不可能ではないのだ

と思います。 

 

そんなそんなそんなそんな巨大巨大巨大巨大なななな地震地震地震地震がががが日本日本日本日本のののの近海近海近海近海ののののトレンチトレンチトレンチトレンチにににに発発発発生生生生したしたしたした後後後後、、、、直接直接直接直接にににに厳厳厳厳重重重重のののの損害損害損害損害をををを与与与与えていませんでしたえていませんでしたえていませんでしたえていませんでした。。。。恰度核爆恰度核爆恰度核爆恰度核爆

弾弾弾弾のののの 発発発発爆爆爆爆 のののの隠隠隠隠蔽蔽蔽蔽するするするする名目名目名目名目になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

 

弾もし、原子爆 は日本の近海のトレンチに起爆されたら、水面下には、6キロ高さ、12 寛キロ さを持った水ド



ームを起こします。地震的な海嘯に似っている海嘯を作れるのです 実。 には、震源に近い所の仙台が甚大な損

害出なかったとは、此の地震が 弾人工核爆 で起こしたの物だと証明しました。 

 

国 国内地震の後、米 の 安全部門は、如何して、Stuxnetみたいな原子力装置にたいしてのヴィルスを防禦する

会 国と、 議が召集されました。米 のSiemens SCADA系統は、Stuxnetに抵抗できますか?既に、日本は不用心

犠の 牲者となりました。こんな会議が秘密で召集されるはずだったと思いますが、Stuxnetの 発開 者は、外の

國に対して 撃、攻 する可能性があると認定されました。此此此此のののの記事記事記事記事のののの開始部分開始部分開始部分開始部分をををを重視重視重視重視してしてしてして、、、、後後後後ののののTakeDownConTakeDownConTakeDownConTakeDownCon

というというというという部分部分部分部分をもっとをもっとをもっとをもっと重視重視重視重視しししし、、、、これはこれはこれはこれは 々々々々人人人人 のののの自身自身自身自身にににに関関関関するするするする重大重大重大重大なななな事事事事とととと、、、、認識認識認識認識してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
11111111時間時間時間時間ごごごご,TakeDownCon,TakeDownCon,TakeDownCon,TakeDownConにはにはにはにはNSSNSSNSSNSSのののの研究員研究員研究員研究員のののの演説演説演説演説ははははキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルされましたされましたされましたされました。。。。 
-国内安全部門とSiemensが抗議で、研究員が演説はキャンセルしました。 
 
NSS研究中心のDillon Beresford氏は、TakeDownCon会議の中に、演説が手配がありますが、国
内安全部門とSiemensと交流して、世界と人間の安全に影響があると、彼らの心配を承知、演説
はキャンセルする事になりました。NSSのCEO,Ricky Moy氏は、世界と人間の安全を保護する
のは、Dillonさんの仕事だ、彼はそのために、努力してきたのは、よく分かっておると、宣言し
ました。 
 
コンピューターの弱点を利用するのは、色々な負面の影響があります。電子計算機系統の機能
不能、生産力の低下、データの損失と損害、個人情報の漏洩、金融データの流失など、厳重な
結果があります。其れだけではなく、電子系統の弱点を利用されれば、データが遠距離で操ら
れて、流失して、悪意にコントロールされて、人間の性命安全と環境に迄、甚大な影響を与え
る可能性が大きくになります。 
 
人間と世界の安全を考えて、解決方法が開発された後で、コンピューターの弱点についての発
言を許すのは、EC-Councilの原則です。そんな細かい迄注意してきた組織は、EC-Councilだけ
です。EC-CouncilのCEO,Jay Bavisi氏は、こう言いました。EC-Councilは、TakeDownConの組
織者です。 
 
ICSの弱点の研究は、国々のサイバー安全との関係があります、其れはまだ始まります。その重
要性を無視できないものです。今、ICSの空間には、少し弱点があって、普通の電子計算機の領
域には、数百の弱点があります。 
 
Leonard Chin氏、TakeDownCon会議の会長です。彼は、Dillon氏の欠席は、直ぐ参加者に宣告
して、新しいの手配をしました。Dillonさんは正しいの事をしましたと思います、此の十月の
Hacker Halted会議で、彼を誘って、参加していただきますと宣言しました。 
 
NSS試験室について 
NSSは独立の組織です。色々の系統の安全性の評価、テストなどの領域に働いているのです。
NSSの専門人材は、安全に関する業界に仕事している専門かに、客観のデータを提供して、安
全に関する製品の開発に意見を提供します。彼らは、第一の安全テストの標準を発表したのは、
1999年です。NSSは系統の侵入を阻止し、ファイアウォールの弱点を見つける仕事をしている
のです。NSSのテストは、世界の最強のサイバー攻撃と思われます。NSSは
Calsbad,california,Austinに事務所があります。 
www.nsslabs.com 
 
TakeDownConについて 
TakeDownConは2011年から、EC-Council組織した会議です。其の会議は、サイバー安全の為に、
色々な活動をしているのです、会員の訓練、専門家の演説等手段で、サイバー安全の技術と開
発に必要とされる知識を参加者に与えるとは、此の会議の目的です。此の会議は、人々の安全
意識を強化するのは、大事だと主張します。 
www.takedonwcon.com 
 
EC-Councilについて 
Internet Council of E-Commerce Consultants(EC-Council) は会員制の組織です。会員に許可を
与えるのです。演説などの手段で、凡ゆるの訓練を参加した会員に与える、ハッキング等のサ
イバー安全性を脅威する手段を防ぐ技術の開発には、努力しています。組織は、創立されたあ
と色々な電子計算機安全保護の標準をつくりました。EC-Councilしたには、EC-Council大学が
あります、しかも、もう一つの会議、Hacker Halted組織しています。EC-Council本社はNew 
MexicoのAlbuquerqueにあります、もっと情報が欲しいんなら、サイトをご覧下さい。 
www.eccouncil.org 
 



 

 

 

10 月の Hacker Halted 会議が開催される時に、この災難的な夏が過ぎてしまうと私が心配している。災害が過

ぎていなくても、Stuxnet についての議論も会議でキャンセルされると、私はそう思います。Stuxnet は権力団

体にとってとても素晴らしい玩具もので、手放してはいけませんから。怪しいことが起こるかもしれません。 

 

別の出版機関はこの情報を手に入れたが、今はゴミのように捨てています。明らかに,Stuxnet みたいな攻撃の

責任がイスラエルにないと彼らは世論を変えようとしていいます。そうすると、後で、取材を取り戻し、報道

を偽の正儀の作戦の道具として使って、インターネット自由を壊すことができます。これは本の目的です。つ

まり、この方法を通じて、災害発生時に、嘘でイスラエルの名を全部の非難から救出することができます。イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエルがががが彼彼彼彼らのらのらのらの赤赤赤赤ちゃんですよちゃんですよちゃんですよちゃんですよ、忘れなくてください。此此此此のののの点点点点はははは今迄聞今迄聞今迄聞今迄聞いたこともないことですよいたこともないことですよいたこともないことですよいたこともないことですよ。。。。 

 

即発臨界即発臨界即発臨界即発臨界についてについてについてについて——Arnie GundersenArnie GundersenArnie GundersenArnie Gundersen さんさんさんさん

のののの３３３３号機号機号機号機のののの爆発爆発爆発爆発についてのについてのについてのについての「「「「即発臨界即発臨界即発臨界即発臨界」」」」説論説論説論説論

がががが出出出出たたたた時時時時にににに、、、、あまりあまりあまりあまり信用信用信用信用されていませんでしされていませんでしされていませんでしされていませんでし

たたたた。。。。最高最高最高最高のののの業績業績業績業績はははは教室教室教室教室でででで、、、、短時間短時間短時間短時間にににに 100ワッワッワッワッ

トトトトのののの開放型水開放型水開放型水開放型水タンクタンクタンクタンクをををを操作操作操作操作したことですしたことですしたことですしたことです。。。。次次次次

はははは 内 容内 容内 容内 容 を よ りを よ りを よ りを よ り 面 白面 白面 白面 白 く す る た め にく す る た め にく す る た め にく す る た め に 、、、、

Atomicinsights.comにににに載載載載せたせたせたせた、、、、別別別別のののの核核核核エンジエンジエンジエンジ

ニアニアニアニア観点観点観点観点ですですですです。。。。 

 

燃料棒はただ 20％濃度があります。20%以下

の濃度が普通です。そして、ウラン 238 に濃

度が 90％以上に達し、プルトニウムには濃

度が約 70％に達していなければ、材料がい

くらあっても、どんな場合でも、「即発臨界」

は不可能です。しかも、100％純度の材料が

あるとしても、爆発のために材料をお互いに

ぶつかるようにする精密なトリガーは、必要

です。100％純度の原材料がお互いに高速で

ぶつかっても、もし正確の遣り方がなけれ

ば、核はただパチパチと音を作って、バラバラ

になり、爆発にはなりません。 

 

原発にはこのような爆発をすることは難しい。

どうして、人々は核爆発の過程が難しいとはよ

く忘れますか? 即発臨界という論点は、時間を

無駄にする時に、好い物語りだと思います。詐

欺師として,「即発臨界」という説論を提出す

るのは、恥ずかしのです。それ以上、自分の名

前を、此の説論とともに、彼方此方で宣伝する

のは、大きな勇気があるんですよ。 

 

爆発を追究するために、Dimona Dozen が持ち

込んだカメラを見れば直ぐ判ります。もしある

人が「即発臨界」を証明するために、自分の学歴証を最強の部分として持ち出せば、 

 

どうも、Rodさん、Vermont人は、人が宣言したことを、よく疑わないとは、不運

だとおもいます。Vermont Yankee発電所に働いている我はArnie Gundersenと彼の

誇張よく知ているんだ、演説家と政治家みたいな者だよ。エンジニアと原子力の

知識は全然持っていない、悲観的な論説を習慣的に、真実として承け入れている

んだ。自分はFairewinds Associationのチーフエンジニアだと言い続けているの

だ。彼は、じつに、あの会社の唯一ののエンジニアだと言わないんです。名誉感

を持ったインジニアは、認められた報告書ができない限り、私はチーフエンジニ

アだと言わないのです。彼の最新の宣言は、Vermont Yankeeの分裂作業で、地下

水を不正常にしたというのです。調査によると、地下水が無事だと、認められて

いる。 

面白い物は、彼がNESの仕事を辞めなきゃいけないことになった事、次の争訟に敗

けた事、いっさいに、人々に話さないようにしてきました。かれは、実に、中古

品の燃料をVermont Yankeeに売りましたが、燃料の品質の問題があって、使用不

能です。彼の履歴書看ると、エンジニア誰でも、彼が何もデザインした事がない

と、注目するのだ。履歴書に好い仕事みたいな物、実には、実用がない仕事経験

だ。恰度、彼が実用の仕事経験がないと証明したのだ。彼の得意の技は、裁判所

で、自分が核工程のエンジニアだと宣言して、すごいの印象を観衆に与えるのだ。

彼みたいな、核を反対する態度を持った核エンジニアは、いったいなんだ?彼は金

の稼ぎはいいんだ。時給300ドルっでComprehensive Reliability Assessmentに働

いていたのだ。時給180ドルで、法律事務にふ充分の専門知識を提供しているの

だ。彼はエンジニアじゃない、彼の行為はエンジニアがすべき物じゃないんだ。

私はPEとして、1984年から、働いてきた。30年間、7の原子力発電所に仕事をして

きたんだ。デザインの経験は、誰より多いんです(ArnieはNESに辞職した前に、20

年の経験と70の発電所に仕事していると、宣言したのだ)。誇張な人だ。 

 

これを発表したあと、私はGundersenさんの経験の紹介の中に、不一致の点を見つ

け出しました。彼はDiablo Canyon Safety Commiteeの会員資格を申請したときに

は、経験に関する、以下の陳述を出しました。 

 

1970年から、Arnold Gundersenは原子力の専門家として、Three Mile Island,US NRC 

ASLB,Vermont州公衆議会,Western Atlas Nuclear争訟、米参議院原子力安全会議、

Peach Bottom原子力発電所争訟、&c、チェコ参議院原子力会議等に参加しました。 

 

其以上の経験を検査しておきました。彼の履歴書によると、Gundersenさんは、RPI

に原子力エンジニアの学士学歴を獲たのは1971年とは、彼は1970年には、卒業し

ていなかった学生でした。裁判官が、専門家は何だと判らなかったと知ていなか

った、或いは、裁判所の原子力専門かの選択標準が低い、或いは、彼は、クリス

マスの概念がありませんでした。 

 



 

 

 
 
このこのこのこの人人人人がただがただがただがただ学歴学歴学歴学歴をををを取得取得取得取得するためにするためにするためにするために生生生生
まれたまれたまれたまれた本本本本のののの虫虫虫虫だとだとだとだと分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。Arnie Arnie Arnie Arnie 
GundersenGundersenGundersenGundersen 氏氏氏氏のののの背景背景背景背景をををを調調調調べればべればべればべれば、、、、彼彼彼彼はははは
ただただただただ学歴学歴学歴学歴のののの取得取得取得取得 2 年前年前年前年前にににに、、、、原発原発原発原発ででででインインインイン
ターンターンターンターンとしてとしてとしてとして、、、、教室教室教室教室のののの外外外外でででで実験実験実験実験をしたをしたをしたをした
ってってってって事事事事、、、、判判判判りましたりましたりましたりました。。。。 
 
なぜ主流メディアが真実の探求のためためためため
にににに、、、、GundersenGundersenGundersenGundersen 氏氏氏氏をををを選選選選んだのかんだのかんだのかんだのか?    真実真実真実真実
にににに拘拘拘拘らずらずらずらず、、、、GundersenGundersenGundersenGundersen 氏氏氏氏はただはただはただはただ彼彼彼彼らのらのらのらの
聞聞聞聞いていていていて欲欲欲欲しいしいしいしい物物物物をををを話話話話してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。 
 
「Vermont Yankee で、我々は Arnie 
Gundersen と彼の誇張よく知ているん
だ、演説家と政治家みたいな者だよ。
エンジニアと原子力の知識は全然持っ
ていない、悲観的な論説を習慣的に、
真実として承け入れているんだ」 
Arnie Gundersen 氏が「即発臨界」を

持ち出して以来、この論拠がない論説で、
民衆の視線に本の原子炉 3 が非常に巨大
の爆発が起こした原因から放れさせて、
好い金を手にいれました。 
 
 
 
Arnie GundersenArnie GundersenArnie GundersenArnie Gundersen 氏氏氏氏のののの事務所事務所事務所事務所のののの人員人員人員人員はははは、、、、

彼一人彼一人彼一人彼一人だけですだけですだけですだけです((((今今今今でもでもでもでも、、、、以前以前以前以前でもでもでもでも、、、、此此此此

のののの事務所事務所事務所事務所のののの人員人員人員人員はははは、、、、彼一人彼一人彼一人彼一人だでですだでですだでですだでです、、、、シシシシ

ニアエンジニアニアエンジニアニアエンジニアニアエンジニアになるになるになるになる、、、、好好好好いいいい環境環境環境環境ですですですです

よよよよ )))) 。。。。此此此此のののの事務所事務所事務所事務所のののの成立時間成立時間成立時間成立時間はははは、、、、

Critical MassCritical MassCritical MassCritical Mass というというというという漫画人物漫画人物漫画人物漫画人物のののの誕生誕生誕生誕生のののの

数月間数月間数月間数月間ですですですです。。。。「「「「Critical MassCritical MassCritical MassCritical Mass    

」」」」ははははスパイダーマンスパイダーマンスパイダーマンスパイダーマンのののの敵敵敵敵

であるであるであるである同時同時同時同時にににに、「、「、「、「 Arnie Arnie Arnie Arnie 

GundersenGundersenGundersenGundersen」」」」というというというという名前名前名前名前をををを

持持持持っているっているっているっているスパイダーマスパイダーマスパイダーマスパイダーマ

ンンンンのののの四年生四年生四年生四年生のののの時時時時ののののクラスクラスクラスクラス

メートメートメートメートですですですです。。。。このこのこのこの人物人物人物人物がががが

発表発表発表発表されてからのただされてからのただされてからのただされてからのただ数数数数

ヶヶヶヶ月月月月にににに、、、、Arnie GundersenArnie GundersenArnie GundersenArnie Gundersen

さんはすぐさんはすぐさんはすぐさんはすぐ自分自分自分自分ののののコンサコンサコンサコンサ

ルティングルティングルティングルティング事務所事務所事務所事務所をををを設立設立設立設立

し ま し たし ま し たし ま し たし ま し た 。「。「。「。「 Critical Critical Critical Critical 

MassMassMassMass」」」」はははは、、、、指先指先指先指先でででで、、、、物物物物にににに

爆発爆発爆発爆発させるさせるさせるさせる特別特別特別特別のののの能力能力能力能力がががが

ありますありますありますあります。。。。其其其其のののの能力能力能力能力があがあがあがあ

ればればればれば、、、、どんなどんなどんなどんな環境環境環境環境でもでもでもでも、、、、

どんなどんなどんなどんなタイプタイプタイプタイプのののの爆発爆発爆発爆発でもでもでもでも、、、、

90％％％％以上以上以上以上のののの濃度濃度濃度濃度がががが必要必要必要必要なななな

らららら、、、、20％％％％燃料燃料燃料燃料プールプールプールプールにににに「「「「即即即即

発臨界発臨界発臨界発臨界」」」」にににに誕生誕生誕生誕生させるのさせるのさせるのさせるの

あの陳述には誇張の点がいっぱいがりました。裁判が開始の時、証
人と専門かとして、一つの詳細な履歴書を提供するのは、必要で
す。これは、彼が2006年３月の裁判の時、提出した履歴書です、
彼は、Vermont Yankee原子力発電所の増産というVermontの民衆サ
ービス協会の主張に反対したのです。 
 
履歴書をよく看ると、彼は原子炉の操作の許可があるのかどうか
に関する話題に、ただ一つの陳述でした。1971-1972、RPIの経験
について、彼が、以下の宣言をしました。重要な原子炉操作員、
指導員、AECg原子炉の操作員、原子炉の全部の操作を学生達に教
える職です。以下のは、Gundersenと一緒にRPIに参加した彼の知
り合いの陳述です。 
 
圧力がなし、室の温度がなし、100Wの許可だけ、濃縮されたU, オープンした
水箱。 
 
一つの原子力の監理員は、Gundersenが1972-1976年、東北連合(NU)
にいった時の知り合いです。彼の履歴書の1972-1976年の部分を見
ると、私にGundersenについて、エンジニアの礼儀で、こう評論し
ました。 
 
彼は自分の役割と担当任務を誇張したのです。 1972-1976、NU 
 
数天前に、私はあの人を聯絡しました。Gundersenさんは東北連合
(UN) にいた時には、実のデザイン仕事をしなかったと、私に話し
ました。 
 
此は私の疑いです、証明できる証拠が未だありませんし。
Gundersenさん、或いは、彼の会社の外の人、ある特殊の団体の代
理人になりました。彼がしていなかった事と理解できなかった事
まで、此の特殊団体の意思のまま、公衆に伝えてきました。 
 
私の以上の陳述は、彼は自分の経験に関する履歴について、数の
場合には、誇張した事があって、公衆に対して、事情の状態を誇
張易い物だと証明しました。およそ百の現場経験を持って、毎日
原子力に関係がある仕事している専門家達にとって、彼は道徳と
技術に、専門家の資格がありません。 

 
氏名:Arnie Gundersen 
身分: 人類 
職業: 犯罪者 
団体:Band of Raddies のリーダ 
関係者: Band of Raddies 
敵:Captain と Mary,スパイダーマン, 狼人 
親族: 無し 
AKA:Fatso 
 
基地: マンハトンの一地下室 
デビュー:Marvel 漫画 #48、Marvel 漫画#49 
能力: 彼は、指先で、物に爆発させる能力です。 
 

歴史: スパイダーマンの同級生 
彼は特殊の能力を持った女 Mary と彼女のお父さんを誘拐した、狼人とい
う英雄がその事情をして、Mary の救援にしたのです。途中、スパイダー
マンと出会った、二人は、一緒にいこうと決心しました。Critical Mass の
基地で、穴に嵌められ、Raddies と戦った二人の英雄は、Savage Fin と牙
医の戦いで、負傷しました。 
逃げだした二人の英雄は、体力が戻ったあと、Critical Mass の弱点を知て、
悪人を倒したあと、Mary を救出した。Mary は、能力を使って、悪人の基
地を飛ばして、Critical Mass を殺しました。 
 



はははは、、、、可能性可能性可能性可能性があるかもしれませがあるかもしれませがあるかもしれませがあるかもしれませ。。。。もしもしもしもし、、、、ただただただただ、、、、20％％％％のののの濃度濃度濃度濃度があってがあってがあってがあって、、、、90％％％％以上以上以上以上のののの濃度濃度濃度濃度がががが必要必要必要必要ならならならなら、、、、不可能不可能不可能不可能なななな事事事事、、、、

物理的物理的物理的物理的にもにもにもにも可能可能可能可能になるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれません。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん、、、、嘘嘘嘘嘘つきのつきのつきのつきのメディアメディアメディアメディアがががが詐欺師詐欺師詐欺師詐欺師をををを理由理由理由理由してしてしてして、、、、国民国民国民国民にににに、、、、このこのこのこの詐欺詐欺詐欺詐欺

師師師師のののの話話話話をををを信信信信じさせていますじさせていますじさせていますじさせています。。。。アアアア Arnie GundersenArnie GundersenArnie GundersenArnie Gundersen 氏氏氏氏のののの会社会社会社会社がががが「「「「スススス 
 
バイダーマンバイダーマンバイダーマンバイダーマン」」」」というというというという漫画漫画漫画漫画のののの影響影響影響影響がありますがありますがありますがあります。。。。 
Critical MassCritical MassCritical MassCritical Mass というというというという漫画人物漫画人物漫画人物漫画人物のののの誕生誕生誕生誕生とととと AAAArnie Gundersenrnie Gundersenrnie Gundersenrnie Gundersen 氏氏氏氏のののの事務所事務所事務所事務所のののの成立成立成立成立、、、、ただただただただ 2 ヶヶヶヶ月月月月のののの間間間間がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

これはこれはこれはこれは偶然偶然偶然偶然だとだとだとだと私私私私がががが思思思思いませんいませんいませんいません。。。。もしもしもしもし事務所事務所事務所事務所のののの協力者協力者協力者協力者のののの事事事事をををを追究追究追究追究すればすればすればすれば、、、、協力者協力者協力者協力者などなどなどなど存在存在存在存在していないことがすしていないことがすしていないことがすしていないことがす

ぐぐぐぐ分分分分りますりますりますります。。。。 
 
Arnie GundersenArnie GundersenArnie GundersenArnie Gundersen 氏氏氏氏のののの在学在学在学在学をををを証明証明証明証明してくれるしてくれるしてくれるしてくれるクラスメートクラスメートクラスメートクラスメートはははは一人一人一人一人もいないしもいないしもいないしもいないし、、、、燃料燃料燃料燃料プープープープールルルルのののの中中中中のののの「「「「即発臨界即発臨界即発臨界即発臨界」」」」

のようなのようなのようなのような愚愚愚愚かなかなかなかな説説説説もできたもできたもできたもできた程程程程のののの人物人物人物人物ならならならなら、、、、私私私私はははは彼彼彼彼のののの学歴学歴学歴学歴をををを疑疑疑疑っていますっていますっていますっています。。。。 

 

次には、ヴィルスが福島を攻撃したの事 

技術面技術面技術面技術面からからからから、、、、福島福島福島福島のののの災難災難災難災難をををを説明説明説明説明しますしますしますします 
発表日付:2011 年 4 月 29 日 

 

福島は不可能です。水が発電機に侵入したのは、福島の災難に無関係です。备用のエネルギーは蒸気で発動し

て、電力が必要はないのですから。緊急状態が起きたら、三つの独立の备用システムがあり、毎システムは電

力がいらないで、ただ一つが運転したら、原子炉の安全を保証します。福島の時、三つの正常運転した原子炉

は、九つの备用システムが全部故障で、運転不可能になりました。それは実に妙な事です。Stuxnet ヴィルスみ

たいな外からの攻撃以外、想像できません。 
 

蒸気が記録されていない弁で転移させています。 

原子炉の電力が失った時に、HPCI ター

ビンが水と冷却を提供します. 

\此は、毎原子炉づつの二つのポンプです。 

此のポンプは、発電機が停止した場合には、自働

的に発動します。 

蒸気ドライ

装置 

蒸気分離

装置 
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炉 炉

心 

主蒸気配管 
主タービンへ 
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再循環の図 

再循環のポンプ 

復水貯蔵タンク 

HPCI ター

ビンンン 
HPCI ポンプ 

安全/リリーフバルブ  

封じ込め抑制室 



 

Stuxnet ヴィルスは、Siemens 

SCADA 制御システムに目標と

して攻撃するために、産まれ

てヴィルスです。Stuxnet は、

液体をコントロールするシ

ステムへの攻撃は得意です。

福島原子力発電所は、液体を

コントロールするシステム

を、安全保証システムとして

使用しています。Stuxnet に

とって、イランの核燃料の遠

心分離機は絶好の目標で

す、然も、石油の精製所みた

い外の場合には、同じ効果が

あります。Stuxnet ヴィルス

は、液体が高圧、冷却、化学

原料混合した場合にコント

ロールの物質として、運用さ

れた場合には、攻撃の効果が

一番強いのです。Stuxnet

は、イスラエル国防軍(IDF)

に、システムの中の液体を錯

乱して、そのシステムを壊す

ために、発明されたと、記録

されたのです。此此此此ののののスクリースクリースクリースクリー

ンショットンショットンショットンショットのののの中中中中にあるにあるにあるにあるURLURLURLURLをををを

輸入輸入輸入輸入してしてしてして、、、、StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet ヴィルスヴィルスヴィルスヴィルス

がががが発明発明発明発明されたされたされたされた過程過程過程過程をををを記録記録記録記録しししし

たたたた文献文献文献文献ををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード出切出切出切出切

ますますますます。。。。 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの国家安全国家安全国家安全国家安全ののののチーフチーフチーフチーフがががが Stuxnet ののののサイバーサイバーサイバーサイバー攻撃成功攻撃成功攻撃成功攻撃成功をををを祝祝祝祝
うううう 
国家安全のチーフが、隠退の宴会で、イスラエルの安全部隊が、
Stuxnet でイランの核施設のサイバー攻撃が成功したと、宣言しまし
た。 
 

此のビデオは、Gabi Ashkenazi 中将の行動が成功したと記

録されました。中には、昨年、Stuxnet というヴィルスが

イランの Natanz 核濃縮施設の攻撃が成功したと、記録さ

れました。 
 
イスラエルは、正式に、Stuxnet ヴィルスの攻撃を承認し

ていませんが、昨年の七月以来、事情が明らかになって

きました。そのヴィルスは、先進的、Natanz 核濃縮施設

のコントロールシステムを攻撃するために、誕生した物

です。其れは、闇に、イランの遠心分離機破壊できます。 
 
サイバーの攻撃は究めて困難だと思われます。だが、精

密の計画とイランの核施設の内部に内応がいるかぎり、

不可能とは言えない物だと、イスラエルの安全分析者が

指摘しました。ニューヨークテムズ新聞によって、いま、

イスラエルの安全部隊は、一米軍と連携して、武器を沙

漠にテストしています。 
 
そのビデオは、Stuxnet の部分の後、Meir Dagan 氏が Gabi 
Ashkenazi 中将対してのメッセージがあります。Meir 
Dagan 氏は、Gabi Ashkenazi 中将が統制した時のイスラエ

ル秘密情報部門モサド(Mossad) のチーフでした。 
 
報道には、ビデオの中には、2007 年のシリアへ核施設の

攻撃を含め、民衆が知ている軍事行動と秘密行動の情報

があると、記録されます。 
 



 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの将軍将軍将軍将軍ががががヴィルスヴィルスヴィルスヴィルス開発許可開発許可開発許可開発許可をををを支持支持支持支持しますしますしますします 
 

英国の電信新聞と仏蘭西の Le Monde 新聞は、イスラエルの Haarets 新聞の一記事を転載しました。、Gabi 

Ashkenazi、イスラエルの軍体の将軍が、Stuxnet というヴィルスの開発の評価を支持しているとは、主要な

話題です。 

 

Diario Ti: Haarets 新聞の此の記事によると、Gabi Ashkenazi は隠退するつもりがあって、一つのベデオには、

彼は自分の生涯のマイルストーンである物を撮影しました。此のベデオは、将軍の隠退宴会に放送されま

した。此のベデオに、彼は Stuxnet の開発を監督したと、誇りを持って、承認しました。 

 

Stuxnet ヴィルスがイランの核施設を攻撃したという新聞は、イラン国内に彼方此方で放送されています。

Haarets 新聞によると、此のビデオには、将軍は、2007 年、イスラエルがシリアの核施設を攻撃したと、承

認しました。彼は、事実を承認した、第一のイスラエル軍の高級官僚。 

 

Stuxnet が、イランの Natanze 核施設のウラン濃縮用の遠心分離機に壊滅させたのヴィルスです。 

 

Stuxnet は、二つの機能があります。一つの機能は、システムの運転を錯乱して、コントロールを奪う、も

う一つは、システムの正常の運転のデータを記録して、ヴィルス発動して、システム壊滅している時、そ

ろ記録した正常のデータを展示して、操作員に正常だと思わせるのです。 

 

 

水曜日、二月十六日、科学と国際安全理事会(ISIS) が、更新した、昨年 12 月 22 日に発表した Stuxnet 関す

るの報告を発表しました。報告書は、Symantec 会社との連携のよるものです。Symantec 会社は、Stuxnet

がイランに広げていると報告した第一目の安全会社。 

 

ISIS のその報告には、イラン側は、国際の制裁を無視して、Stuxnet が起こした厳重な損害を直ぐに処理し

て、遠心分離機の更換は既に進んでいるという内容があります。 

 

報告は、Stuxnet がイランの核施設を感染した道は、USB で植え付けるのである、感染した四つの施設が、

Symantec 会社は指明していなかったと、報道しました。 

 

疑われた Stuxnet は、イスラエルで開発されたのです。 

 

Lisa kapova 

Pravada ,Ru 

 



Magna BSP、ディモーナ出身の会社は、福島の前に、イスレエル国防軍以外の契約者はいません。しかも、此

の会社は,10 年の歴史がありますのに、インターネットドメインを持たのは、ただ些しの時間です。その点は、

可笑しいのです。Magna BSP 会社が、福島の災難全部の過程で、インターネットと原子炉内部に関聯するのネ

ット接続を持っていると、東京電力会社に通告しました。ただ、通告の日付は３月 15 日、対面ではなく、エ

ルサレムポストという新聞に、一つの記事を発表したという形です。 

 

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの会社会社会社会社ののののカメラカメラカメラカメラがががが福島原福島原福島原福島原
子力発電所子力発電所子力発電所子力発電所のののの炉心炉心炉心炉心のののの影像影像影像影像をとったをとったをとったをとった 
 

福島施設に配置された、イスラエルの会社の監視カメ

ラが、放射線物質の雲をとった 

福島第一原子力発電所の爆発の雲 

 
世界が福島原子力発電所の災難を注目している時に、イスラエル

の先進的のマメラが、原子炉内部の影像をとりました。 

 

Arava 出身の Magna BSP 会社は、立体的の感知元件と熱量を探知

したカメラの開発の専門家で。此の会社は、自分の会社のマメラ

が、空気の中に放射線物質の雲を探知する機能があると宣言しま

した。しかし、其の権限は未だないのだと、此の会社が声明しま

した。 

 

Siboni 氏は、我々の先進的なカメラが特殊だ、空気の中に放射線物

質の雲を探知できるのだと声明しました。 

 

自分の会社が、遠距離で、自分のカメラシステムに連絡して、カ

メラの影像を手に入れる方法があって、いまただ、権限がないの

だと、Siboni 氏は説明しました。 

 

今、遠距離で、システムを遠距離で制御するの許可がないと、Siboni

氏は言いました。 

 

第二の原子炉の救援行動に参加しようと、此の会社には、請求が

あります。 

 

 



 

なぜ、Magna BSP は、福島の全部が壊滅した後で、対面ではなく、新聞の記事で東京電力会社に、インターネ

ットと原子炉内部に関聯するのネット接続があると、通告したのか? その情報は、全部が壊滅した前に、東京

電力会社にとって、貴重な情報ですから。東京電力会社は、ネット接続があると真実を知ていないの結え、原

子炉内部の状態を看っていなっかた、接続関する事訊かなかったという事がありました。世界の原子力発電業

界にとって、ネット接続が原子炉内部に存在するのは、厳格に禁止された事です。福島全体が壊滅した後、そ

の記事がエルサレムポストという新聞に現れました。側面に見れば、正式の報道によると、電力などのエンネ

ルギーが、全部なくなったというのは真実なら、何故、正式の報道によると、Magna BSPMagna BSPMagna BSPMagna BSP 製造製造製造製造したしたしたしたカメラカメラカメラカメラととととカカカカ

メラメラメラメラのののの電子部分電子部分電子部分電子部分がががが甘甘甘甘くくくく運転運転運転運転していたとはしていたとはしていたとはしていたとは、、、、実実実実にににに発生発生発生発生したのかしたのかしたのかしたのか? 

 

此此此此のののの文章文章文章文章はははは、、、、福島福島福島福島にににに StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet のののの存在存在存在存在があったとがあったとがあったとがあったと疑疑疑疑っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、俺以外俺以外俺以外俺以外

のののの人人人人がいるとがいるとがいるとがいると証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。    

日本日本日本日本のののの原子危機原子危機原子危機原子危機、、、、Stuxnetとととと SCADA 
2011,3.20 日曜日 
 

日本の地震と海嘯の災難は悲劇です。百万人を生活が影響されると考えると、痛心します 
 
此の記事は、苦難にいる日本の人々の関心と注目に福島災難から別の場所への移らせるつもりは殆
どありません。彼らを助けるのは、我々の第一の目標ですから。 
 
以後の世界の安全を負面に影響する、この災難に現れた Stuxnet ヴィるすについて、話させていただ
きます。なぜなら、Stuxnet が Siemons SCADA システムを使用している核施設を攻撃できるのです。 
 

Stuxnet は、ネットで、コンピューターシステムだけではなく、システムがコントロールした実在の施設を攻撃できる特殊

な危険物です。 

 

報道によると、数年の前に、Stuxnet がイランの Natanz 核施設を攻撃して、彼の国の核発展を零にしました。 

 

日本福島の場合には、地震の破壊で、原子炉に損害出た、機能の運転不能だと、報道されましたが。 

 

原子炉にエンネルギーを提供していなかったのは、Stuxnet というヴィルスの仕業ではないと、私はそう疑っています。原

子炉の中に問題があった時、水等の手段で、原子炉を冷却したはずだが、海嘯がきた時には、前部の備用システムと弁な

ど、機能不能とは、偶然でしょうか? 

 

嘗て、この福島の施設システムは、人工と半自動でコントロールされているのですが、今、情態が替りました。 

 



    

Stuxnet は自働的と制御的と二つの状態がありあす。人間のコントロールで、感染したシステムの損害を最大

する機能があり、また、配置と運転の情報含め、システムの全てのデータを遠距離のコンピューターに移すせ

る機能があります。フラッシュドライブに通じて、システムを感染したら、システムに自分の安全設置を破ら

せ、自滅させます。インターネット接続があった場合には、外部から、其の壊滅の過程をコントロールするの

は、可能になります。此のヴィルスの損害は、儀表が表示したデータは替りません。なぜなら、Stuxnet とい

うヴィルスは、実に発生している損害は、正常のデーダで偽装して、儀表に表示する能力があります。 

 

Stuxnet が日本に登場したのは、2010 年７月、Magna BSP がに成立した些し後です。そのヴィルスの遠距コン

トロールは、システムの特別の情況によって、威力を発揮する特点があります。哀れな福島原子力発電所の工

作員達が、なんの前触れもなく、突然原子炉が壊れるの対して、なんの方法がないのまま、福島の壊滅を見送

ってしまいました。 

 

私は、最初の報告書に、この点について、決定的な証拠を見つけませんでしたが、此のヴィルスが米国で初の

試験を行われたと、信じています。以下以下以下以下のののの文章文章文章文章はははは、、、、側面側面側面側面でででで、、、、そのそのそのその StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet のののの存在存在存在存在をををを証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。 

 

わが国の最も大きな、有名な国家研究室は、数の多いの米国の原子力発電所は、システムを更新したと、声明しまし
た。古いの半自動システムを更換して、あたらしいのプログラム制御チープを更新しました。 
 
私の情報によると、最低でも、一つの原子力発電所が、Natanz が使用していた Siemons SCADA システムを使用してい
ます。 
 
SCADA システムがコントロールした原子炉の冷却系統は、Stuxnet に攻撃されれば、物理的な実在の損害が出るのは、
可能です。我々は、日本に発生した災難を、わが国の土で、再び身で経験する可能性があります。 
 
Stuxnet は、道路などの基層施設と緊急救援などに攻撃しませんが、原子炉の冷却システムの攻撃は、甚大の損害がで
るだけのは、巨大な災難です。 
 
Richard Stiennon 氏、独立の安全分析会社 IT-Havest の創立者とチーフ分析家、彼はサイバー戦争に生き残るという
本の作者です。ネットワーク業界に、最も影響力がある 50 人の一つと評価されている人物です。 
 
Richard Stiennon 氏、Stuxnet が原子炉の冷却システムを錯乱する能力がると、私の仮設を承認しました。 
 
Stuxnet は、高い速度で回転する運動をした器械に損害を与えます。Natanze 核施設みたいの物は、Stuxnet の絶好の
目標です。SCADA PLCs を持ったシステム、例えば、原子炉の冷却システムなども、Stuxnet の目標になる可能性が高
いのです。弁、通気管等、施設の緊急事体に頼った装置には、巨大の打撃を与える能力があります。福島にお起きた
災難みたいの情況は、Stuxnet が効果よく似ている物です。メールで、彼はこう証言しました。 
 
ヴィルスの攻撃は、一般的には、単的に発生するものですが、群体的に発生した場合は、実に少ない。そんな場合に
は、日本に起きた自然災難に伴った人工の災難みたいな効果によく似た物です。 
 
もし、Stuxnet が核施設を機能不能にする能力があれば、或いは、放射線物質発散と炉心の融解等厳重な後果を起こす
能力があれば、Stuxnet の使用は軍事的の領域だけではないと、思われます。 
 
国際の自動か業界(ISA)は、SCADA システムの安全性の調査を行なっています。業界には、ISA99 の標準で、Stuxnet に
攻撃された場合には、対応の手段ついての調査と研究をしています。 
 
ISA は Stuxnet 攻撃の対応を研究していますが。外の組織は、Stuxnet 攻撃の損害状態を評価しています。 
 
日本に挑戦している災難の効果に研究するのは、国際社会にとって、巨大の意味があります。Stuxnet に攻撃されたら、
どうな効果があると課題が、浮上しています。 
 
此の教訓は、世界中の原子力業界の管理者に、最悪の効果を準備しておけばいいと通告しました。発電所の操作には、
誤差がなかった場合には(Califonia 州の Diable Cannyn 発電所以外) 、ネットワークで起きた故障等の犠牲になるか
もしれません。安全措置は、完全に電力、計算機、ネットワークに頼るには、愚かな行為であるかもしれません。そ
の点は、普通の発電、データ管理等の領域に通用しています。stiennon 氏がこう言いました。 
 



 

2007.5.22 火曜日 
SCADA: データデータデータデータ暴風暴風暴風暴風がががが到着到着到着到着、、、、Browns Ferry 原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所がががが停止停止停止停止 
 

あの評論がくる時は、都合の完璧です。大部の人間と違って、潜水艦の乗組員は、危険の所へ突っ込むのです。危険の

状態に逃げるとした時には、危険のうら面には、重要な物(任務の成功、船体の向損、人員の安全) が頼ると、乗組員は

一つの道理を知ています。 

 

ハッカー或いはテロに、国家の原子力発電所の弱点が発見されたの情況は、ありますか? 此の事実が照明されれば、

Browns Ferry 発電所は、我国の第一のコントロールされた重要な装置になります。ハッカーとテロが、此の原子力発電所

を錯乱して、停止させるのは、SCADA という物通じて、可能です。SCADA は、施設の制御の最高のコントロールシス

テムです。 

 

SCADA は、世界中彼方此方で存在しているシステムです。SCADA がインターネットと繋がった時には、安全だと思う

と、巨大な誤りを犯した事です。 

 

SCADA は、ハードウェアとして、温度、振動、過大電流に抵抗できる, ハードウェア昇格と通信チャンネルで、増強さ

れたのです。ただ、安全というものを照明する時間は数年ではなく、一世紀です。物語のリンクがここ。 

 

2006 年８月、3 号機に発生した事件は、我国の主流メディアは無言の物にしました。此の以下は、我々の隣国英国の報

道です。 

 

米国国会米国国会米国国会米国国会のののの国内安全委員会国内安全委員会国内安全委員会国内安全委員会がががが、、、、今週今週今週今週、、、、原子力管理委員会原子力管理委員会原子力管理委員会原子力管理委員会をををを召集召集召集召集しましたしましたしましたしました。。。。あるあるあるある Alabama 州州州州のののの原子原子原子原子力発電所力発電所力発電所力発電所のののの事故事故事故事故をををを詳細詳細詳細詳細

なななな調査調査調査調査をををを要求要求要求要求しましたしましたしましたしました。。。。事件事件事件事件はははは、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク 

故障故障故障故障とととと施設施設施設施設のののの停止停止停止停止にににに関関関関するするするする事事事事ですですですです。。。。 

 

君が私と同じ米国人なら、Alabama 州はわが国の領土であり、英国は隣国であると判るんです。何故、我が国報道され

なかった事件を隣国が報道したのですか? 今回、恨まれるのは、誰ですか(共産主義者共産主義者共産主義者共産主義者が言た事は大部事実です)? 

 

1. 少年ヘッカー 

2. Al Qaeda 

3. 契約した商人--正解(国内安全局の延滞) 

4. デザインに担当したエンジニア 

5. 装置故障 

 



福島と TVA の Browns Ferry 原子力発電所は、同じの設計ですから。私は、此の二つの発電所のシステムにつ

いて、多いの研究をしてきました。二つの原子力発電所のシステムは、Siemens のスーパ制御データ合流シス

テム(SCADA システム) に昇格しました。システムの昇格は、普通と思われます。然し、Siemens SCADA システ

ムは、Stuxnet の絶好の目標です。ブログで、人々は、古いのシステム対して、Stuxnet は無効だと思ってい

ますが。私は、人々には、システムの知識がなし、或いは業界の知識がないと思います。私は、努力で、終に、

真実を掌握しました。 

 

今、爆発した前のは故障ではなく、悪意的悪意的悪意的悪意的なななな攻撃攻撃攻撃攻撃だと、此処で、説明いたします。 

 

ディーゼルの発電機は外に放置されなかったと、人々に思わせました。実には、ディーゼルの発電機はタービ

ン室の下の地下室に放置されました。其所は、進水の程度は厳重とはいえません。一つの発電機は、ずっと運

転しましたが、ただ、発電機についたスイッチは、不明の原因で、切断されたの故、此の発電機は無用になり

ました。福島の発電機は、まいづつ、14000 家庭の電力を提供する能力があって、最低 10 メガワットを持って

いました。福島は、13の発電機は、ただ一つが運転した場合には、原子炉の備用システムの維持はできるとい

う設計に、建造されました。残念ですが、あの日、その一つまで、運転していませんでした。 

 

 

私は、一つの仮設があります。あ

の日、運転していたあの一つの発

電機は、Siemens SCADA システム

に関聯されなかった故、備用の発

電きとして、緊急に運転していた

のです。なぜ、運転している発電

機が停止しました? その点につ

いて、Stuxnet の蔭があらわれま

した。あの日、外から運んできた

緊急発電機到着した迄、9時間が

ありました。その間には、なんの

外の異常もなく、ただ供電不能で

した。それは、発電機の問題では

なく、スイッチの問題でした。 

 

世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会(World Nuclear (World Nuclear (World Nuclear (World Nuclear 

Association)Association)Association)Association) はははは、、、、一一一一つのつのつのつの詳細詳細詳細詳細なななな

報告書報告書報告書報告書がありましたがありましたがありましたがありました。。。。ただただただただ、、、、直直直直ぐぐぐぐ、、、、

闇闇闇闇のいるのいるのいるのいる権力者権力者権力者権力者にににに握潰握潰握潰握潰されましされましされましされまし

たたたた。。。。私が、その世界原子力協会の

最初の報告書を持っています。世

界原子力協会今は、人事が更迭し

て。最初の報告書が撤回されまし

た。 

 

福島の事件 2011 
 
巨大の地震のあと、15 メットルの海嘯がありました。海嘯が、原子炉内部の
冷却と供電システムを壊したの事です。事件の日付は 2011.3.11, 全部の三
つの炉心の大部は一日で融解しました。 
 
此の事故は、INES の標準によって、7 と認定されました。第 4 から第 6 日の
放射線物質の事考えると、総合的の 940PBq(I-131EQ). 
 
二週間の間には、三つの炉心の状態が安定しましたが、熱量の発散が不順調
で、次の仕事を開展できませんでした。。7 月に、炉内が冷却されました、
冷却水の循環は成功でした。10 月末、炉内の温度が 80 以下になりました。
12 月中旬、政府は冷却して、安全になる原子炉を停止させました。 
 
冷却以外に、現在の主要な任務は放射線を阻止する事です。特に、容器中の
水が外に出るのは阻止する事です。此の点は、８月に、新聞によく報道され
ていました。 
 
死亡及び放射線で致病した人員はありません。しかし、10 万以上の民衆が撤
退しなくではならない事になりました。政府は、民衆が故郷に帰るのはでき
る時間を後に延びる可能性があると、心配しています。 
    
次次次次のののの報告報告報告報告にはにはにはには、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、操作員操作員操作員操作員がががが死死死死んでしまったとんでしまったとんでしまったとんでしまったと、、、、照明照明照明照明しましたしましたしましたしました。。。。    

    

地震地震地震地震でででで破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた原子炉原子炉原子炉原子炉にににに安定安定安定安定させたさせたさせたさせた戦戦戦戦いいいい    
 
一人の重傷した操作員は、第一原子炉にトラップして、今、死んでしまった

のは、確認されました。外の負傷した操作員は、病院に運ばれています。 
 
それはそれはそれはそれは、、、、報告報告報告報告のののの一部一部一部一部ですですですです。。。。世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会のののの報告報告報告報告はははは、、、、現在現在現在現在ののののバージョンバージョンバージョンバージョンはははは嘘嘘嘘嘘

だとだとだとだと証明証明証明証明するためにするためにするためにするために、、、、示示示示していますしていますしていますしています。。。。世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会のののの此此此此のののの偽偽偽偽のののの報告報告報告報告はははは、、、、死死死死
んだんだんだんだ人人人人はないとはないとはないとはないと宣言宣言宣言宣言しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、実実実実にはにはにはには、、、、三三三三つのつのつのつの操作員操作員操作員操作員がががが亡亡亡亡くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。    
 

世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会世界原子力協会のののの報告報告報告報告はははは、、、、現在現在現在現在ののののバージョンバージョンバージョンバージョンはははは、、、、信実信実信実信実はははは一一一一つでもないつでもないつでもないつでもない、、、、全全全全
部嘘部嘘部嘘部嘘ですですですです。。。。    



読者が読んでいる福島の記事は、世界原子力協会の最初の報告書の内容を参照として、使っているのです。明

らかに、イスラエル人は、真実が出るのは、許さないのです。以下のスクリーンショットは、ハックといった

手段を使って、手にれた世界原子力協会の最初の報告書の第一のページです。今の世界原子力協会が発表した

の福島の報告書によると、福島事件の死者がいません。ただ、もう一つの独立の原子力協会は、最低 3 人が、

福島の事件で、死亡しました、今の福島原子力発電所は、ボロボロになったと、記録されました。本の最初の

世界原子力協会の報告書には、以下の要点があります。 

 

1. 発電機の浸水はありませんでした。甘くに密封された場所にある発電機は、海嘯の水が侵入難いと思われ

ます。水が一つのタービンの建築に浸入して、水深は 1.22 メートルだと記録されています。たとえ、発電

機が最も低いの場所に放置されたといえば、1.22 メートル程の水は、巨大の発電機に浸入するのは、不可

能です。なぜなら、福島の発電機はディーゼル大型、14000 家庭の電量を提供できる程の発電機です。し

かも、外の場所にあった発電機は、殆ど水と無縁でした。一つの発電機が運転していたまま、電力を原子

炉に輸入できませんでした。せれは、発電機の問題ではなく、スイッチの問題です。 

 

2. ロボットビデオをよく見て下さい。スイッチが、海嘯が到着する前に、故障が起きたと、直ぐわかります。

スイッチの故障は、海嘯のよる物ではありません。高い解像度の写真を見てください。ディーゼル発電機

のスイッチは、外ではなく、海嘯の影響を受け難いビルの内部にありあます。外から発電機が到着したと

き、緊急事大がありませんでした。その点は、工作人員達が、高いの効率で、事態を元に戻す能力があっ

たと証明します。私の此の分野の経験によると、緊急の状態に、DID には、水が浸入した場合には、スイ

ッチ装置を変更するのは、彼らにとって、半日ぐらいの仕事です。緊急事態の対応操作に従って、フォー

クリフト、現場には、起重機等の設備があって、緊急の処理は難しいのではないのです。最悪の情況は、

システムがヴィルスに錯乱されて、何が起きたのかと判断するのは、長い時間がかかりました。誰でも、

そんな緊急の状態には、ヴィルスなどを想像できないのです。 

 

3. 発電機は、電池が配置されています。握潰された報告によると、電池が完全に消耗した時と、外部の発電

機が到着した時の間は、一時間でした。発電機の連結するために、準備しているときには、スイッチが浸

水したと気づいました。スイッチの浸水について、進水したスイッチを変更するのは可能ですので、私は、

スイッチの進水は推測だとおもいます。実には、増援の車輌が道路を通じて、現場に到着したというのは、

工作員達が道路の多いの破裂を見つけて、足で家に帰たという正式の報道からの嘘を、破りました。何故

だ、なぜそんな嘘をつけたのか? 外の報道と較べて、此の握潰された報告は、些しの事実があります 

 

4. 発電機の電池が付きたの故、原子炉の冷却機能が失われた時は、地震が発生した 8 時間後の時です。あの

時の原子炉熱量の図表を見て下さい。あの時、原子炉の功率輸出は只 20 メガワット以下でした。此の点は、

外の増援が到着して、エネルギーの供給を回復した後には、何の問題がないはずだったと証明しました。

スイッチがヴィルスにコントロールされる以外に、何の問題がありませんでした。 

 

5. 最も健全の備用システムを持た原子炉 3 は完全に爆発した原因について、最初の報告書は、原因不明だと

説明しました。此の報告書の作者が、此を見たほうが好いのだと思います。 

 

 



6. 1960 年代の設計と、正式報道にはよくみてきました。そんな報道は、民衆に、福島の設計は古い型、時代

にすでられた物と思わせてきました。福島が古いとは、事実ではありません。此の設計は、60年代の後半

の物です、装置の配備が数年かかって、正式に運転した時は、70年代の前半でした。実には、此の設計は

とても安全です。此の報告書には、福島の施設はよく更新したと、表明しました。同じ設計を使った米国

TVA のブラウンズフェリー(browns ferry) 原子力発電所は、米国に安全だと認可され、2035 年迄に運転で

きると許可されました。米国 TVA のブラウンズフェリー(browns ferry) のシステムも Siemens SCADA シス

テムです。福島の施設はごみではないのです。今、最も性能高い車は、1800 年の概念に基づいて、作られ

ています。 

 

私は、一つの仮設があり

ます。福島の厳重状態

が、工作人員に合理的に

評価されていませんでし

た。原因は、Stuxnet ヴ

ィルスが偽のデータを表

示したのです。原子炉原子炉原子炉原子炉のののの

圧力圧力圧力圧力にににに関関関関するするするする数字数字数字数字がががが出出出出てててて

きているきているきているきている時時時時にはにはにはには、、、、一一一一つのつのつのつの

事実事実事実事実ががががリークリークリークリークしたしたしたした写真写真写真写真にににに

証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、

あのあのあのあの時時時時、、、、容器容器容器容器なしなしなしなし、、、、原子原子原子原子

炉炉炉炉までまでまでまで消消消消えたというえたというえたというえたという事実事実事実事実

ですですですです。。。。StuxnetStuxnetStuxnetStuxnet ががががシステシステシステシステ

ムムムムをををを錯乱錯乱錯乱錯乱したのはしたのはしたのはしたのは、、、、合理合理合理合理

的的的的にににに、、、、完璧完璧完璧完璧なななな解釈解釈解釈解釈ですですですです。。。。    

 

最初の世界原子力協会の報告書は、原子炉 3 について、完全に間違ったとは、真実です。たぶん、あの報告の

作者は、現場で、自ら情況を見た事がない、リークした写真を見た事なくて、只 Stuxnet 感染したシステムの

データに信じて、判断をだ出したのです。 

 

以下の報告書は、私の論点を側面で証明しました。此の報告書の作者は、長年の経験を持った原子炉の操作員

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代のヴィルスは、USB に通じて、システムに植え付けたら、遠距離でコン

トロールして、損害を最大にするのはできるようになります。しかも、ヴィ

ルスが、システムの状態を把握して、最も攻撃安い時期を、攻撃者に通告す

るのです。 

 

これは戦争の新しい形です。それを防ぐために、重要な部分を独立にして、

備用として、保存してください。しかも、此のヴィルスが正常の数字を示し

て、実に発生している災難を隠蔽して、静に施設を潰すの物です。だから、

analog gauge は必要です。 



 

日本地震日本地震日本地震日本地震、、、、必必必必ずずずず、、、、福島福島福島福島はははは停止停止停止停止、、、、原子炉原子炉原子炉原子炉のののの炉心炉心炉心炉心をををを冷却冷却冷却冷却するするするする    

 

    

評論評論評論評論、、、、福島原子力緊急事態福島原子力緊急事態福島原子力緊急事態福島原子力緊急事態    

 

以下の内容は、CNN 新聞の評論です。評論者のネット名は JJJ4591。此れは、福島原子力発電所の原子炉によく似てい

る原子炉の操作監督の説明です。此の人は、免許をもっています。他人の発言をコピーするのはいやですが、此は読

者に、原子炉の安全管理について、事実ない偽の報道から辯明して、事実を把握させるのは、必要なものです。 

 

私は 30 年以上の経験を持っている。福島原子力発電所の原子炉(BWR)によく似ている原子炉の操作監督として、18 年

の工作経験がありました。全米の BWR の操作基準の作った時には、私は力を貢献しました。福島の事件について、飛

び回している情報は、大部が、根拠がない話だと、私はそう思います。残念ながら、メデーアは、原子炉の知識は、

報道に殆ど含めていません。実には、BWR は、沸騰した水を持った壷のようです。重水ではなく、普通の軽水です。水

が原子炉に通た時、ウラン原子が分裂活動で産まれた巨大の熱量で加熱されて、蒸気になって、タービンに回転させ、

電力を作ったのです。その水が蒸気から、水に戻って、また、原子炉に循環させるのです。 

 

放射線の放出できるのは、三つの種類があります。ウラン燃料を持った金属クラッド、内部圧力容器と外部容器。2の

三つが損害が出た場合には、第三の物が危なくになります。そんな情況で、米国は施設の停止と付近の人々の撤退を

要求します。 

 

原子炉内部の圧力は常に 1000PSIg ぐらいに維持されています。だが、地震の場合には、原子炉の停止は自動的に行な

われます。制御棒は油圧的に、7 秒以下の時間に、炉心に没入させます。もし、それは行なわれなかったら、大したも

のになります。制御棒が入た時には、原子炉が 3%熱量を生産します。それは、壷が火から離れる事と較べて、違う事

です。其の場合には、原子の運動が停止しません。だから、冷却は常に必要です。地震が起きた時には、冷却装置に

エネルギーを提供する必要はあります。 

 



 

 

福島は、三三三三つのつのつのつの原子炉原子炉原子炉原子炉はははは、、、、一一一一つづつがつづつがつづつがつづつが独立独立独立独立のののの緊急備用緊急備用緊急備用緊急備用システムシステムシステムシステムをををを持持持持っていますっていますっていますっています。原子炉は、電力が失われ、発

電まで運転不能という状態に、正常の運転ができると,デザインされました。福島の場合には、損害を防ぐた

めに、電力提供システムの必要はありませんでした。電源が切られた時には、原子炉は自働的に、蒸気を、発

電機のタービンから、独立の水ポンプ通じて、二つの独立タービンに移します。実には、こうした二つの緊急

備用システムが必要ではありません。一つだけでは、充分です。ただ、蒸気を移すのは、弁が必要だ。福島の

場合には、三つの原子炉、六の弁が全部故障でした。 

原子力発電所には、数の備用緊急システムがあります。ディーゼル発電機が冷却システムに電力を提供して、流動

の水を提供して、水の圧力は 300PSIg です. なお、1100PSIg まで、蒸気のシステムが冷水を提供します。緊急の排

圧装置は、1100PSIg に発動します。炉内の圧力が高くになった時、弁等が開かれ、圧力を減らします。 

 

報道には、根拠なし論説がいっぱいが出ました。炉内の圧力は正常より、1.5 の倍だと報道されましが、それは不可

能だ、十の排圧用の弁があって、一つでも、炉内の圧を維持できるのですから。米軍は冷却液を現場に運んだと報

道されましたが、それは嘘です。現場で、彼らが使用していた冷却液は水でした。なぜ必要がない冷却液を運んで

いましたか? 

 

今、数の質問がらいます。 

 

制御棒が炉心にはいたのか? 炉内の水の水平高さは何のぐらいでしたか?3.66 メートル以上のは正常ですから。制御

棒に没入させる機能ができるのでしたか? 外部の容器の状態はなんですか? 

 

現場現場現場現場のののの情況情況情況情況によるとによるとによるとによると、、、、私私私私はははは以下以下以下以下のののの事事事事があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

地震が発生した後、振動が強烈、緊急システムは弁を閉鎖して、タービンを停止しました。原子炉は自動的に停止

して、制御棒は没入しました。地震が現場の電力を影響して、備用のディーゼルの発電機が起動するはずでしたが、

起動していなかったかもしれません。原子炉には, 水の源はありません。原子炉のペイプが破裂しなかった場合に

は、圧力上々高くなりました。一時間後、圧力が 1100PSIg になった時には、十の一つの弁が開かれ、圧力を 1080PSIg

になりました。蒸気が外部の容器に廃除されて、水になって、5-10 分づつ、弁門が開かれた後、閉鎖されるという

循環が行われます。操作員は、数時間の間には、小型蒸気活動タービン(RCIC)で、炉内に高圧の水を送ります。此

の状態は、核燃料が水にある限り、長時間で維持できます。タービンがなかった、或いはペイプが破裂した場合に

は、大型蒸気活動タービン(HCIC) で、炉内に水を送るのは、出切るのです。 

 

以上の緊急システムがなかった場合には、排圧の弁が循環にしていきます。炉内の圧力が緩慢に減ます。水が核燃

料を被えなくなる時には、全部の排圧の弁が開かれて、炉内の圧力は 300PSI になって、低圧力高い速度の緊急シス

テム(CL&LPCI) が起動して、水の水平の高さが元に戻って、冷却システムの起動ができます。ポンプは、電力が必

要です。電力の源は発電機などです。そのまま来たら、別の水の来源で、試しては、好いです. 日本の業界には、

そんなプロセスがないかもしれません。冷却がなければ、クラッド温度が 2200 華氏度 Fdeg を越えて、融解します。

放射線物質は分裂破片は内部の圧力容器に散り飛ばされます。その時には、ペイプが破裂したと弁が開かれた時に

は、外部の容器に散り飛ばされます。 

 

もし読者が、もっと知識を知りたいのなら、此のリンクで、ご覧下さい。 

http://www.nrc.gov/reding-rm/... 

 



 

福島の場合には、実に、原子炉 1 と原子炉 3の緊急備用システムが起動しました。ただ、原子炉 1の緊急備用

システムは、一時間後、自働的に起動不能になり、原子炉 3 のは、2 天後、起動不能になりました。誰でも、

弁が自働的に締めたの情況は説明できません。弁が命令で締めるとは、当然でしょうか? なお、原子炉 2の緊

急備用システムが全然起動できませんでした。コントロールシステムが、締めれと命令して、人工的の操作に

拘らず、自働的に、巧妙に冷却運転を停止したとは、唯一の解釈です。 

世間は、福島の問題が弁の故障である、身体が危険の放射線に晒されて、人工で、弁をオープンしなくで

はならないと知ています。此の弁というのは、此の記事が述べてきた弁です。Stuxnet は、正常の数字を儀表

に展示させ、原子炉の情況は正常だと操作員に思わせていました。此は問題だと気づいた時には、もう既に、

弁の所に放射線レベルが究めて高くなりました。此の状態には、最後の手段(停止と撤退) が無用になります。

一つの弁が故障すれば、事故とは言えますが、全部の六の弁が故障した場合には、悪意的悪意的悪意的悪意的のののの攻撃攻撃攻撃攻撃しか言えませ

ん。 

なお、3500PSI のホウ酸塩水を

原子炉に移動させた独立のパ

イプが故障が起きました。しか

も、三つの原子炉のホウ酸塩水

のペープが同時に故障が起き

ました。そのペープが安全性一

流の物です、三つのペープが、

ただ一つが運転不能の機率

は、10000 の 1です。理論的に

は、そのホウ酸塩水システムの

安全が技術で完全に保証され

たのです。三つのペープシステ

ムが同時に壊れたというのは、人工の悪意的攻撃悪意的攻撃悪意的攻撃悪意的攻撃しか、考えられません。今、ホウ水が流失した場合には、

ホウ水を不断的に原子炉の中に流して、連鎖反応を阻止しなければならないと連続の報道が浮上していま

す。ただ、此は密封された原子炉にとっては、合理的な推論ではありません。事実は、ただ、原子炉 1、2、

3 に不断のホウ水の補充が不可欠になった場合には、原子炉の圧力容器が破裂して、ホウ水が外へ流失した

と意味しています。 

原子炉内部の高圧があったとは、損害は地震直接の影響のよる物ではないと証明しました。なぜなら、地

震の直接の破壊は、容器に破裂させ、圧力がなくないました。福島の地震の数字は 6.7, その原子力発電所の

設計は、縦令 8の地震の震源となた時には、破壊されるのは不可能のように維持できるのです。 

メディアは汚染した水が外へ流失すると、多いの報道があります。それは、三つの緊急備用シツテムが運

転して、原子炉の連鎖反応の停止を阻止して、冷却機能お起動したのは意味しています。報道には、高いの炉

内の圧力がよく聞きました。それは、明らかに、六の備用システムが運転して、三つのホウ水システムが無損

だと、証明しました。なぜなら、異常のシステムが破壊されたら、炉内の内容物が、何処かのリークで、外へ

流失して、圧力がなくなりました。緊急備用システムには、エネルギーがなければ、植えつけたヴィルスが運

用できるのです(Magna BSP 会社が、マメラが爆発の影像を取って、原子炉内部のデータリンクをもったと承認

したとき、コントロールの電源がずっとあったと証明しました)。発電機が停止した時には、コントロールシ

ステムが弁を開いて、災難的な結果を防げるはずでした。 

ホウ素箱は炉心の融解にたいして、有力な手段です。緊急の状

態に頼り出切るシステムです。それは電力が必要です。それを

通じて、ホウ素水を炉心に注射して、連鎖反応を阻止します。

だが、福島の場合には、4 つのこの完璧なシステムが全部起動

不能、それは悪意的悪意的悪意的悪意的なななな攻撃攻撃攻撃攻撃以外には、想像できません。 
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三つの最悪の状態が起きて、9 の緊急システムが同時に運転不能して、コントロールのポワーが喪失され

て、9の弁が同時に開れなくなたとは、悪意的悪意的悪意的悪意的のののの攻撃攻撃攻撃攻撃以外には、想像できません。 

福島福島福島福島にににに関関関関するするするする歴史歴史歴史歴史をををを看看看看るとるとるとると、、、、水素水素水素水素のののの爆発爆発爆発爆発はははは嘘嘘嘘嘘だとだとだとだと判判判判りまりまりまりま。。。。    

水素水素水素水素のののの爆発破壊力爆発破壊力爆発破壊力爆発破壊力がががが、、、、福島福島福島福島にそんなにそんなにそんなにそんな巨大巨大巨大巨大なななな損害損害損害損害をををを与与与与えるのはえるのはえるのはえるのは不可能不可能不可能不可能ですですですです。。。。水素爆発論水素爆発論水素爆発論水素爆発論はははは、、、、メディアメディアメディアメディアのののの嘘嘘嘘嘘でででで

すすすす。。。。福島原子炉の容器みたいな頑丈な建築(世界に、逸れ異常の頑丈な建築はフーバー·ダムです)を、埃の状

態に破壊したのは、もし水素の爆発だったら、水素は軍事領域の愛用の爆発原料になるはずです。Three Mile hree Mile hree Mile hree Mile 

IslandIslandIslandIsland 原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所のののの事故事故事故事故にはにはにはには、、、、水素水素水素水素とととと酸素酸素酸素酸素とととと普通普通普通普通のののの圧力圧力圧力圧力でででで混合混合混合混合してしてしてして、、、、爆発爆発爆発爆発するのはするのはするのはするのは、、、、ただのただのただのただの警告警告警告警告のまのがのまのがのまのがのまのが

たりだとたりだとたりだとたりだと、、、、証明証明証明証明しましたしましたしましたしました。。。。なぜなら、あの事故の水素の爆発は、なんの損害を起こしませんでした。前ソ連の

チェルノブイリ原子炉の設計と沸騰水原子炉の設計との違い特点を理会しておけばいいのです。チェルノブイ

リの場合には、水素と酸素が、爆発にとって、完璧な比率に混合して、数千以上の PSI を持った密封された高

圧の容器内部に爆発ししました。オープンの環境で、ただ一つの大気圧(14.5 PSI) の状態で、水素と酸素と

混合して、爆発するのは、なんの破壊力がありません。それと前ソ連のチェルノブイリの爆発と較べれば、爆

竹と一箱の爆弾とのような差があいます。なお、福島の場合には、爆発の可能性を減らす手段が取られました。    

Three Mile Island 原子力発電所の事故の後、国々は、原子炉内部に繋がた通気管の弁に通じて、水素を

放出する措置を加えました。福島はこうした事しました。これは、Three Mile Island のような、炉心が融解

した場合には、増加した水素の爆発を防ぐために、使用された措置です。此の措置の要は、水素を外に出して、

炉内にの増加を防ぐのです。Hard piped というのは、通気管が配置されたときには、原子炉の電力が失われて

も、心配する必要がないというものです。福島の場合には、三つの通気管が機能を失われても、Three Mile 

Island 事故以上の損害が出る可能性がありませんでした。確かに、水素の通気管が点撚されれば、危険な物で

すが、発電所に壊滅的な打撃を与えません。福島の場合には、核兵器みたいなキノコ状の爆発は、普通の爆弾

よりきわめて強い物です。それは、どうしても、究めて異常な物です。 

爆発の原因はなんですか? 原子炉の容器の壁は、GE(General Electric) の標準によると, 最低でも 1.22

メートルのスチールで強度増加したコンクリートです。福島の場合には、最低 2.44 メートルの厚さを持った

壁が飛ばされました。こんくりーとが完全に鉄筋から剥離されました、鉄筋まで、ボロボロになりました。原

子炉の容器の門は、以下の写真が示したみたいな物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

次のページが示すように、原子炉 3 が完全に消えました、原子炉 4は、分解されて、冷却の状態にある情

況に、「爆発」しました。原子炉 4 の上にあるべき黄色のドームが、明らかに、容器建築のサービス区域にあ

ると見えました。そんな威力巨大すぎ爆発は、武器レベルの爆発だと証明されました。原子炉 4はアルミ箔で

はないのですから、水素の爆発では、そな損害を与えるのは不可能です。しかも、原子炉 4は分解され、爆発

の可能性はずったいにありませんでした。何故何故何故何故だだだだ???? そんなそんなそんなそんな実用実用実用実用なななな質問質問質問質問はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも、、、、提出提出提出提出してしてしてして
いませんいませんいませんいません。。。。いったい、何があったのか? 真実を隠蔽するために、原子炉 3 の水素がベンート通じて、原子

炉 4 に流動したと、もう一つの理由は。外へ出されました。ただ、次のページように、原子炉 3 はもう既に飛

ばされたと、証明しました。その論説は不可能だと判明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起重機の軌道があるのです。日本人は、安全に究めて重視しています。装置が標準より、強くにしました。

此の起重機の位置に判断すれば、全部の原子炉 3 の上の部分が飛ばされたと判明しました。事実は、この

写真ではなく、外の写真と最初の福島の報告書ともに、その点を証明しました。 

起重機の軌道がここにあるはずです。原子炉

3 は上の部分が潰されました。 

蒸気プール全体が飛

ばされた 

原子炉の上部分 

イスラエル人の証

明によると、カメ

ラが個々に設置さ

れた 

起重機の軌道 

蒸気プール 

原子炉 3 が完全に飛ばされました。そんな破壊力は、核兵器以外には、想像できません。私は、Magna BSP
は、小型核爆弾が、その異常な大きさ=をもってカメラの中にあったと信じています。原子炉 3 の外部容器
に配置されたとは、イスラエル人が言いました。 

二つのタワーが空地の前部に
築かれました。Three Mile 
Island 原子力発電所の事故の
後、築いたのものです。あの
発電所は、炉心が融解した
後、水素の爆破がありまし
た。ただ、何の損害もなかっ
た、建築でも、装置でも、原
子炉でも 
 

福島の場合は、キノゴ雲の爆発があります。原子炉は、融解しても、爆発するわけではないのです。
水素の爆発は、Three Mile Island の時に、炉心が融解した場合には、何の損害を与えませんでした。
その爆発は誰の仕業と思いますか? 
 

ある権力の団体は、民衆に

嘘をつけました。国々に嘘

をつけました。メディアを

コントロールしている此の

団体はメディアを嘘の工場

にしました。 

 

戦争の場合は、情報をコントロールした側は、勝利を収め
ます。十年前、Osama が死んだと、人々が信じていました。
福島は嘘です。Three Mile Island の事件は、歴史的な証拠
を提供しました。歴史は重要です。 
 
Magna BSP の銃型核爆弾、

よく看てください。 

ウラン銃型核爆弾の設計図 



 

左の写真をみると、福島の

原子炉の大きさを感じます。そ

れは、ただの上部です。福島原

子力発電所は、TVA の Browns 

Ferry 発電所使用している原子

炉とほぼ同じです。その写真に

は、Browns Ferry の原子炉の上

部です。黄色のドームが原子炉

の上にあります(写真の場合に

は、黄色のドームが、燃料を再

装填のために、外されたのもの

です) 。原子炉が 45.75 メート

ルです。水素の爆発なんて、原

子炉を埃にする能力は全然ありません。そんな頑丈な原子炉を潰るのは、核兵器以外は想像できません。だか

ら、原子炉 3 の物語は嘘です。原子炉の安全性は、故障を防げる程の、およそ 14 倍以上です。正常の状態に、

炉心が融解した場合でも、爆発する可能性がありません。爆発させたのは、悪意のヴィルス攻撃です。 

Magna BSP 会社が、福島の原子炉に進出の許可がありました。此の会社は、イスラエルの軍事基地ディモ

ーナの出身で、核兵器の製造をしてきた会社です。Stuxnet ヴィルスは、此の会社の赤ちゃんです。軍工企業と

して、Magna BSP の主要製品は、大きさ、重量、形状にみっても、銃型の核爆弾みたいな物です。 

ディモーナディモーナディモーナディモーナ出身出身出身出身のののの Magna BSP会社会社会社会社はがはがはがはが核爆弾核爆弾核爆弾核爆弾をををを、、、、秘密秘密秘密秘密にににに福島福島福島福島のののの原子炉原子炉原子炉原子炉にににに配置配置配置配置したとはしたとはしたとはしたとは、、、、強強強強いいいい証拠証拠証拠証拠でででで証明証明証明証明

できるのですできるのですできるのですできるのです。。。。そのそのそのその爆弾爆弾爆弾爆弾はははは、、、、巨大巨大巨大巨大ののののマメラマメラマメラマメラにににに隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽されたされたされたされた可能性可能性可能性可能性がとてもがとてもがとてもがとても高高高高いのですいのですいのですいのです。。。。安全契約安全契約安全契約安全契約のののの原因原因原因原因でででで、、、、災難災難災難災難

がががが起起起起きたきたきたきた時時時時のののの一月前一月前一月前一月前にににに、、、、一一一一つのつのつのつのカメラカメラカメラカメラがががが原子炉原子炉原子炉原子炉 3 のののの中中中中にににに配置配置配置配置するのはするのはするのはするのは、、、、許許許許されましたされましたされましたされました. 此此此此ののののカメラカメラカメラカメラはははは、、、、重量重量重量重量、、、、

形状形状形状形状にみってもにみってもにみってもにみっても、、、、銃型銃型銃型銃型のののの核爆弾核爆弾核爆弾核爆弾みたいなみたいなみたいなみたいな物物物物ですですですです。。。。 

炉心が融解した場合までにも、水素の爆破はびる、施設などに損害を与えないと、判明しました。何故、

原子炉 3 は、キノゴ雲がでましたか?Three Mile Island の事故しょは、福島の爆発は嘘だと、歴史的な証拠を提

供しました。歴史を尊敬すべきです。 

主流メディアは、民衆に、原子炉の巨大さに関する課題を報道していません。原子炉の建築の大きさと固

さを報道していません。此の記事の開始部分の写真と、次の写真が、其の規模を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



水素爆発は、そんな頑丈な原子炉を潰せる能力はありません。原子炉に少しの損害を与える可能性までが

低いのです。Three Mile Island 原子力発電所の場合には、水素の爆発は、いっさいの損害ができませんでした。

あの発電所の人員にとっては、ただ危険な物語でした。正式の報道は、災難の影響という、もう一つの事実を

殆ど報告していません。容器のプールにあった、放射物質プルトニウムが完全に消えた、容器の表の写真で、

其の冷酷な真実を示しました。放射物質を放置したフロアが消えました。此は、もう一つの嘘です。 

爆発以外に、放射線物質の発散は究めて厳重だと、もう一つの嘘です。此の点の報道が繰り替えして、終

がないように続いています。ただ、此の嘘を破う証拠が現れました。。爆発(それは嘘です)で、通気管が損害

甚大、それを修理するために、放射線量は一時間シーベルト 10 だから、そうはできないと、一 NHK の報道が

あります。一時間シーベルト 10 の放射線は恐ろしい物で。原子炉 3 がゴナゴナになったとは、そんな大きい

放射線の量を解釈するのは、最高です。 

 

 

 

 

一時間シーベルト 10 の放射線は、短時間にそれに近付いたら、死亡だと意味しています。誰でも、その

通気管スダークを修理するのは、不可能です。なぜなら、近付いても、其所に看ても死んでしまいます。その

点は、福島の原子炉 3 の廃虚近い所に、人がいない、もし人がいると言ったら、福島の外で、放射線が防禦さ

れたタービンビルの東側にいるのだと、証明しました。 

 

 

 

 

 

福島原子力発電所福島原子力発電所福島原子力発電所福島原子力発電所、、、、通気管通気管通気管通気管にににに破片破片破片破片がががが見見見見つかりましたつかりましたつかりましたつかりました    

福島第一原子力発電所の整理工作の責任者は、鋼鉄制の枠
組が特殊の通気管を支持しています。その通気管に、破片
が見つかりました。此の通気管は、2011 年、危険を廃除し
た時には、使用されました。 
東京電力会社の幹部は、地面上八の場所で、破片等が見つ
かったと言いました。 
原子力委員会は、速やかに、ペイプの強度が地震を堪える
のかどうかと、判明すると、東京電力会社に要求しました。 
120 メートルのペイプが、原子炉 1 と原子炉 2 を繋げていま
した。 
2011 年の時、東京電力会社の操作員達は、爆発を防ぐため
に、此のペイプに通じて、放射線物質をだして、炉内の高
圧を排圧しました。 
 

東京電力会社の幹部は、2011 年の地震が枠組に損害を与えたと信じています。いま、ペイプの損害は見つかていません。 
東京電力会社は、どうして、此のペイプを評価する方法を考えている、言いました。此のペイプの周辺は放射線で汚染
されました。数字数字数字数字はははは一時間一時間一時間一時間 10101010 シーベルトシーベルトシーベルトシーベルトですですですです。。。。    
 
 



 

The Day After という映画があります。その映画の物語は、人々が放射線に晒され、死亡したと課題です。

福島の一時間シーベルト 10 という数字は、2 年ご、一時間シーベルト 10 のまま、存在しているのです。あの

映画の放射線量と較べて、千倍以上の強度です。もし、福島の放射線量は、1000 の 1 に減れば、一旦接触すれ

ば、10 の寿命が残るという事です。NHK は gammar 放射線を報道しています。外には、alpha,beta 放射線があ

ります。操作員は、保護服をついて、其所に故障を修理するのは不可能です。 

   NHK は、最初、放射線量は測定不能と報道しました。それは可笑しいですけど、嘘ではない、事実だと思

います。今、彼らは、福島 50 勇士の話題があります。そんな厳重な放射線に、なぜ人を送り込みますか? よ

く考えたのか?正式の報道によると、爆発したのは水素でしょう? 水素の爆発は、放射線物質を彼方此方に飛

ばせる能力がありますか? しかも、正式の報道には、燃料棒がなくなったと原子炉が消えたとは、民衆に通告

した事はありません。 

次の文章は、福島が放射線に厳重に汚染されて、現場の進入出切るのは、ただロボットと遠距離コントロー

ルシステムだけだと示します。彼らは、ホウ素グルーで、汚染したの建築等を被って、放射線を押え込もとし

ているとは、よく聞きました。なぜ、そんな厳重な放射線に、なぜ人を送り込みますか? 放射線物質が、風に

吹き飛ばされたら、どうしますか? 

修理すべきスタックの放射線量は, 60 以外の距離から取られました。原因は、放射線が強すぎだ、近付いて

も、見ても、死ぬかもしれません。読者に、詐欺師の仕業を無視して、写真をよくみる、此の記事の材料をよ

く考えて、正しいの判断を出そと勧告します。 

 

次の報告は、福島の現場を遠距離のコントロールシステムで、整理していると示します。此の報告には、シ

ステムが昇格して、2 キロキロキロキロのののの距離距離距離距離でででで、、、、コントロールコントロールコントロールコントロール可能可能可能可能になるとになるとになるとになると報道報道報道報道していますがしていますがしていますがしていますが、此の報告をよく考えて下

さい、その距離、その詳細. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所はははは、、、、操作員操作員操作員操作員はははは遠距離遠距離遠距離遠距離コントロールコントロールコントロールコントロールでででで、、、、廃虚廃虚廃虚廃虚をををを整理整理整理整理していますしていますしていますしています    

 

2011.4.11 

 

月曜日に、福島原子力発電所の管理者は、道路と廃虚を整理するために、先週、遠距離コントロールの建築機械が、

福島第一原子力発電所の現場に到着したと言いました。 

 

震度 9 の地震、15 メートルの海嘯、二つの爆発した原子炉が福島第一発電所を廃虚にしました。東京電力会社の写

真によると、廃虚は放射線の強度が強くて、人員の安全と廃虚の運びには、困難があります。 

 

その機械は掘削機とトランスポーターと、認定されました。一つづつ遠距離コントロールシステムがあります。シ

ステムには、カメラが設置されているのです。現場の周辺には、6 のカメラが設置されています。 

 

東京電力会社の発言者、長谷川は、モビールコントロール室にいる操作員は、カメラの影像を看ながら、機械をこ

んとろーるしているのだと、言いました。 

 

廃虚の整理は機械が現場に到着した後で、始めました。掘削機は、廃虚の破片を掴まって、トランスポーターの後

部の容器に入れます。此の作業は、2 時間掛りました。 

 

長谷川は、トランスポーターの容器が満ちた場合には、掘削機が器の門を閉めて、トランスポーターがダンプの場

所で廃虚をダンプすると、言いました。福島第一原子力発電所は空白の空間がいっぱいあって、臨時的にダンプの

場所で一時放置しては好いです。 

 

アップロードの操作は、一時間がかかります。そのまま、循環が繰り替えしていきます。 

 

吉川会社、此の遠距離コントロールシステムの開発者は、此のシステムは、最初、火山みたい危険な建築現場で、

建築の仕事をするために、開発したのだと、言いました。 

 

吉川会社は、遠距離コントロールシステムの作業距離は 300 メートルだが、今回は、ラジオで、その作業距離を 2

キロに延ばすしたと、言いました。 

 

東京電力会社は、遠距離制御無人飛行機とヘリコプタで、原子炉の建築の情況を観察したと、言いました。米軍の

協力を獲って、無人の装備を使っています。 

 

IDG 新聞の Martyn Willams が日本と通用科学に関する報道に担当しています。ご聯絡があれば、Martyn の Twitter

は:@Martyn_Willams、メールは:Martyn_Willams@IDG.com。 

 

質問質問質問質問 2:2:2:2: メディアメディアメディアメディアのののの信実信実信実信実ならばならばならばならば、、、、なぜなぜなぜなぜ、、、、制御距離制御距離制御距離制御距離はははは 2222 キロキロキロキロにににに延延延延ばしたのだばしたのだばしたのだばしたのだ????    

 



 

今、十年前に死んだと報道された Osama が正式に死んだ。Al Quaida が核兵器を使用しようとしていると、正

式の報道がこう言っています。私は、読者に、もし何処の核装置が、福島ような形で爆発した場合には、此の

記事をよく考えて下さい。 

 

福島の幹部が、其の事実を言わなかった理由は、権利者団体が発表した受害人の数は究めて低いので、もし、

指摘すれば、仕事の自殺となるかもしれないといったことです。もう一つの面白い事があります。海嘯の一週

間前に、Magna BSP 会社の人員が、福島から、イスラエルに帰りました。 

 

もし、Stuxnet の目的は、イランの核施設を破壊するのだったら、私は理解しています。別の場所で、それを使

用するのは、恐ろしい物です。私私私私のののの記事記事記事記事でででで、、、、民衆民衆民衆民衆にににに其恐其恐其恐其恐いいいいヴィルスヴィルスヴィルスヴィルスをををを注意注意注意注意させるのはさせるのはさせるのはさせるのは、、、、私私私私のののの期待期待期待期待ですですですです。。。。 

 

疑問を持って、転載したくない読者、これを考えて下さい: 

 

福島から、真の答えが出ましたよ。國際社会には、数の國が、もう既に、無実民衆にたいして、恐い物をして

きました。我々は、そんな暴行を許しません。貴方の無視で、世界中、大きい災難が起こされるかもしれませ

ん。テレビを看る替りに、真実を広げるのは、もっと平和の世界を作るために、貢献があります。貴方のビデ

オゲーム、ボールゲームなど、真実を世界に広げるより、本当に重要ですか? 本当に実の意味がありますか? 貴

方の宗教が問題だったら、真実は重要なのかどうか、お考えてください。我々は、災難より、真実を見たいの

です。 

 
読者読者読者読者がががが弱点弱点弱点弱点をををを指摘指摘指摘指摘してしてしてして、、、、意見意見意見意見をををを提出提出提出提出してしてしてして、、、、ありがとございましたありがとございましたありがとございましたありがとございました。。。。。。。。貴方貴方貴方貴方たちはたちはたちはたちは、、、、そのそのそのその記事記事記事記事をよくをよくをよくをよく見見見見ましたましたましたました。。。。

ラジオホストラジオホストラジオホストラジオホスト達達達達がががが、、、、公衆公衆公衆公衆にににに真実真実真実真実をををを話話話話すすすす機会機会機会機会をををを与与与与えてえてえてえて、、、、ありがとございましたありがとございましたありがとございましたありがとございました。。。。 
 

此の下のリンクは、参照として、ご覧ください。 
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