人類存否岐路にあっての課題解決に向けた方法論.

2018/5/2

大勢が絶滅地獄＝気候崩壊阻止を無視状況で無力感しかない。常時、目先短期仕事課題を解決し
ないと今日明日の生活が無い。日本に限らず世界がこの状況。では打開方法が無いのか？。
筆者も読者の物の見方を革新しようとしてる。以下
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⑴日本近代化＝明治維新本質は英国傀儡のＴ-グラバと坂本竜馬で倒幕がなされたが、
その目的は大英帝国の最悪化装置＝天皇独裁制によるアジア支配の軍国主義国家尖兵
<日清日露戦争と対中-対米戦争-広島長崎被爆での敗戦>.

米国植民地日本 奴隷日本人 言 現実

戦後日本 現虚栄退廃日本 真相

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

The Deep Routed Connection between Japan and UK(日本英国

深 関係根源).

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

⑵現代日本は終戦占領軍ＧＨＱ支配時代となんら変化していない・
戦後政治行政産業-文化国民生活様式全部を支配する装置＝日米地位協定. 日米地位協定
(同合同委員会)は国際法違法！,他国が内政事項渉する事は出来ない常識、
<国連決議＝友好関係原則(国内管轄事項不干渉義務原則 第三原則)>,
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmongerpdf
日米合同委員会＝司法警察中央官僚は米軍指令で動く＝占領軍マカ-サ日本支配は戦後
７０年経過の今でもなんら変わっていない！！！

⑶実質返済されない対米投資巨額資本～700 兆円？！！。
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/26363651.html

公表

日本全体 対米累積

債権総額

兆円

兆円規模 上

言

注
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/12450525.html
⑷戦後日本の大マスコミは CIA 支配<彼らは日本人の為に働いていない！>。
http://www.asyura2.com/10/hihyo11/msg/342.html
http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-08c1.html
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=111466
⑸教師過剰残業労働と駄目日本人育成教育。
前者は証拠資料十分だが、後者は筆者観察＆推察、矛盾支配適応日本人を作る。
覚えるだけで考えない日本人を作ってる<権威象徴教師が問題を生徒に与え、
生徒は一つ覚え馬鹿として回答作業に>、実業現場実態はまず問題発見！！に始まる。
課題を自ら創造，試行錯誤をへて解法を探る自主能力。紙試験過剰は減点主義崇拝であり、
試行錯誤の現場とは相反する。失敗に対する寛容と評価が現場では改善に向け重大になる。
⑹見る事は思考停止！！！<逆さま時代化＝圧倒的騙し装置！>。
現代の家庭支配ＴＶや日常支配のスマホは圧倒的視覚装置、現代の都会景観も消費環境も
圧倒的な視覚に訴える舞台装置化し、人は圧倒的物資環境で幻想化、例えば食資源環境
悪化進行は、最先端現場人から悲痛な訴えが増加傾向、だがＴＶとスマホ等は騙され易い
日本人を一層に虚栄繁栄幻想世界に引き込む、集団同調傾向が強い無批判日本は危ない。
原始生物的な感知直感能力を失い、隠れ支配の情報装置依存体質に移行してる。
⑺嘘ごり押し騙し連発の政治マスコミ(科学)舞台装置。
ナチス進出時代では嘘ごり押し騙しの広告技術が開発され、それは戦後ペーパクリップ作
戦密輸入で米国 CIA 継承された。安部政権森友学園不正事件では、非常に長期に渡り国会
議論では嘘ごり押し騙し連発が日常化、国民の慣れを図ってるのだろう。真理だけが売り
物のはずの科学界だが、彼らこそは人類命運を預かる危険物取り扱い主任地位(気候科学、
地震科学,...）にあるが、真相を隠蔽して、あたかも事なきかの嘘姿勢を平気でやるよう
になって来ている。そも天皇が戦争を止めたは逆さまで天皇が敗戦承知で戦争を強行。
＊現米政権評価では異論もあろうが、ロシア疑惑は丁稚上げがバレテルが米主流マスコミ
は嘘ごり押し騙し連発。日米マスコミは CIA 支配、
＊＊米政権が時間とともに行政に支配権浸透で,今後米では大変化可能性がある<付録>。
それは日本開放にも大好機になるのだが、多数既成体制派は逆に恐れてる<逆さ日本！！>。

⑻以上のごとく金も情報も支配されてるでは日本は自立国家体裁をなさない。
見かけと違って裏実態は保身者多数派で非常に醜い国家になってる。真実正義なければ
正常な秩序建設は在り得ない。どれほどにやばい国かの認識が無い。そこでなぜやばい国
にする必要が今あるのかと言えば、秩序破綻の気候悪化時代到来がマジかであり、そこで
は無法支配しか、支配者覇権が無いからだ。全ては気候悪化時代ごまかし強行に備えてる
のだ！！！。決定証拠は現状優遇地位?にある勢力ほど、気候危機を言わない,無視する。
⒜気候危機真相：
多数派気候科学者の言い分と単独？鈴木の気候予見認識でどちらに信頼性があるか？！！
権威重視となれば何も言わない気候科学者支持になる<何も言わないから自滅政策！！>.
筆者は少数だが気候科学者から直に意見交換、彼ら結論は政治無能で対策絶望視！！。
鈴木知見では現状趨勢では 2040 年前後に北極メタン大規模融解で地上火炎嵐で滅亡。
緊急に世界気候変動臨戦態勢施工ならば救済可能性ありと踏んでます。時間猶予が大問題.
⒝世界気候科学者の真相世界声明あらば政治は従わざろえない。彼らはそれも遣らない！。
⒞気候科学者実力 vs 鈴木<気候科学者を敵にしたくないが、危機招来ならば話は別>：
①必須対策 80%ＣＯ２削減での温度上昇から下降復帰のシミレーションが無い。
＊2020 まで CO2-80%削減は米レスターブラウン博士提唱、
②流体方程式長期予測困難原因を知らなかった。気候の大きな乱動の力学因果説明が無い、
③メタン破滅発見時、北極冷却工学法を当時知らなかったので沈黙開始、
＊北極冷却工学は英国 Arctic Methane Emergency Group の提唱.
④IPCC 国連気候科学諮問機関は石油大手 EXXON-MOBIL の干渉で捻じ曲がり報告！！
国連下のパリ協定は世界救済にならない、メタン破滅危機を無視！！。
⑼急がば回れ、基礎から考えを構築すると答えは簡単かつ強力になる！！
その鍵語は食糧とエネルギー！！。必然的に気候対策化する。
＊我々本質課題は生活、多少観察すれば以上２点が日本最大弱点<逆さま日本！！>.
＊＊現代(行政＋永田町)税金食人種が上記理由で裏切り者集団と断罪しても大間違いでない。
納税者主流派である{企業家＋労働者多数}でまったく違った政党建設がよいかも知れない。
企業向けジャ-ナル人の方が一部建設的意見を述べてる側面がある。
然るに現状での安定私企業弱点は、まさに現状肯定で不都合な未来を見ない事。
＊＊＊
官僚-弁護士-多数世襲出身議員にはもう,うんざりだ、真相隠蔽の彼らが日本を駄目にした。
企業勤務-企業経営者は税金食人種でなく、自らの責任能力で稼がねば生きれない。
時代変化に応じて創立企業、撤退企業の出現は必然、それ関して自らが政権をとれば
相応の経営工学的政治対策案も可能になるだろう。役人に無い創意改善技術に大期待です.
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☞：逆に個人家庭が食糧エネルギ自給自足を達成を想像、他人依存に無い最強の生き方
確立がわかるだろう。地域と方法次第で特別に困難という事でもない。個人家庭でなく
小地域全体で達成となれば個人独力より達成はより有利だろう。もし国策で補助金＋補助
技術提供となれば一層容易になる。市場拡大は気候対処製品価格の一桁低下にもなる。
＊太陽光＋風力で電力達成あらば水素ガス生成が従来ガス＋石油に交代できる。家庭燃料
と自動車エネにも出来る(大型車デ-ゼルも駆動できる).近年水素ガスの液化技術が確立、
市場小で目立たないが日本が先進してる。国内自然エネ資源総量は必要量を上回る。

有機

技術

http://hrein.jp/

水素
https://www.chiyodacorp.com/jp/service/spera-hydrogen/innovations/
☞：日本製造業は長期凋落傾向にある、現状は自動運転に代表されるごとく、一部浮遊企
業が重箱の隅を突っつく退廃技術に、気候変動で生き延びると言う究極命題を掲げたとき
の技術者等の健全な努力動機の強さを想像すべしだ。
❷気候変動危機対処の認識＆行動開始心理の困難。
筆者は気候科学基礎、気候対処技術と経済政策、気候政策に関わる陰謀存在(最終決戦作戦)
等を本サイトで過去大々的に展開してきているが、最終的に残る課題こそが上記大問題。
そも学校もマスコミも危機進行を誰もが肌で直感しながらも問題

過

で無視！

世界中が同様に絶滅と言う究極問題に関わらず、不安動揺が無い＝動機欠損発生！！
一つ決定的方法は気候科学者の真相世界声明、医者診断だから緊急入院！！
彼らも一つ捻じ曲がっており、承知で動かない。気候専門家だがそれ以外は素人！！！
何か世界を全員同期動機させる別方法はあるのか？？？。

❸急がば回れで基礎教養学習も悪くないです。

危急現代世界対応 究極

論理 力学 神学

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J66-LOGIC-DYNAMICS-the-Prediction-Tool.pdf

❹最後の要約<自分を信用して賭けるしかない！>：
⑴如何なる最高科学者にも対等になれる超原点問題！。
*宇宙はどうして生まれた？！！：
有では始まりでない、無ならば永久に無だ(我々物質世界の確固たる法則！）、だがそれで
も無から生まれた。現世界法則こそが誤りだ、無では法則が無い、法則を証明できない。
無法則ならば何でもあり=全知全能ならば可能、だが物質生成が起こると無矛盾性から物理
法則支配開始。＠無矛盾性=物質世界では事象Ａとその否定 notＡが同時Ｗに起きない。一
つ原因に一つ結果=因果法則、数学は無矛盾な因果命題系、1＋2→3(4,5 等になる事無し).
☞：

宇宙

無世界支配者

般若心経最終経文＝

世

全知全能神

創造

。

世 無全知全能世界 往来者 天恵伝道者

幸

。

⑵物質世界=無矛盾世界→非物質真空世界=矛盾世界(何でもありの全知全能世界!）.
Ａと notＡが同時Ｗに存在、notＡとはＡ以外の全てだから両方足せば何でもあり！
真空が逆転して何でもありは仰天、だが０＝+1-1+2-2+3-3+........（数字全部です）.
*真空偏極反応：無の真空から素粒子 a+とその反粒子 a-が自発的同時生成し、極短時間後に再度無に戻る
素粒子反応が理論実験双方で世界公認されてます、0＝+a－a. 素粒子と反粒子では物理量が±対称、例外
がエネルギで双方は mc２の正エネルギを持つ、だが双方間に引力が働き、それが負エネルギ＝-2mc２.

☞：死んで怖くもあります、怖くもないです、何でもありとは皆に超平等！！
⑶晴天の夜の天空を眺めます、ものすごい星の数と宇宙の大きさを想像、宇宙果てから地
球到達の光電波は何十億年前のものです、過去を見ている。すごい歴史長さです。然るに
宇宙から小地球を見る事を想像、その小惑星上で人間は戦争を遣り、今、火炎地球が！！、
宇宙からメタン火炎地獄地球が見える、火事を起こしてなんと間抜けな連中か！！！、
宇宙はとてつもなく広大、だが生命のある惑星となると、銀河系でも地球くらい？？
その貴重な惑星をつぶすなんてバチ当たりだ！。
⑷物は見方一つで一変する様相がある。見る事は一つだが、想像する事は多種多様、
だから前者は思考停止、後者が思考全開です。後者しか我々の武器はないです。
⑸次に遊園地等に行ってバンジ-ジャンプに挑戦、実行決断力自信がつきます。
*病の可能性のある方は危険ですからお止め下さい。
米国社会を裏支配するドイツ由来のエリート秘密結社＝骸骨 骨、その入社儀式は
棺おけに入り，秘密の誓約する事、死からの再生に深い意味が、

付録１：米国ナチス再生勢力と現代世界要約。
骸骨と骨マ-クはあの無法無頼漢=海賊どものアイコン、彼ら思想は人は死ねば唯の骨と骸
骨(無神論であり,それは間違い.あの世がある！)、ならば生きている間に好き勝手遣りた
い放題の、優生主義(技術＆武力で勝る者が生きる)と享楽退廃思想。これが今の世界の
ロックフェラを頭目と置くナチス再生勢力裏支配(CIA 米軍産複合体=別名は戦争屋)で、
戦後は各地各国(南米,中東,アフリカ,アジア,東欧欧等)に災いを撒き散らしてきた。ナチ
ス勃興は革命民族ユダヤ殲滅を秘密計画した米資本(頭目ロックフェラ)資金援助で成立。

付録２：トリックスタ-<trickster>=日本語訳～愚者賢者変わり者、
❶英和辞典では手品師,ペテン師,詐欺師と出てくる。米国政界での現大統領 D.トランプ登
場ではその判りにくさや一見無謀な政策で既成勢力から大非難をこうむったのは誰も承知、
その中で彼が北欧神話ロキに類似との米人？指摘を見て、筆者も始めて気ずかされた。
詳細な説明は以下の wikipedia に書かれてる。
注目重大事は「過去慣例を破り、結果として良い方向への体制革新に働く!!」という点。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%
82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC

Trickster
https://en.wikipedia.org/wiki/Trickster
既成大マスコミの Washington post 紙も北核廃棄に進行してトランプ論調が一変！。

Trump rebrands diplomatic norms as global events spin on his axis,2018/4/27

彼 回転軸 世界外交課題 新看板 書 換 。
http://www.standard.net/National/2018/04/28/Trump-rebrands-diplomatic-norms-as-global-e
vents-spin-on-his-axis
❷コラ-ンを読むと神は名民族平等に「天啓をたずさえた使者」を使わすという一節がある。
筆者はそこで調べたが、筆者のゴリ押しかも知れないが、誠実人物だが結果は敗北？！、
⑴古代中国：墨子
墨子は神聖理想主義者にして軍事技術も優秀、強国による統一で戦乱終結を構想。だが
統一なると味方に裏切られ自殺との伝聞。以下思想は現代中国-世界への最良薬！！。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
天下兼相愛則治、交相惡則亂（墨子、巻之四）
順天意者、義政也。反天意者、力政也。（墨子、巻之七）
天下有義則治、無義則亂。（墨子、巻之七）

天下 人

相愛

治

天意 従 者 義 従

正

天下 義

義

治

互

憎

乱

天意 背 者 強制
乱

*中国は古代にさかのぼるほど優れた文物文明に出会うので、ある書では中国歴史は逆流と
言う指摘を見た記憶がある。
⑵中世日本：日蓮
法華経結論から究極平等を悟り、現世政治に踏み込む革新宗教創始で大迫害と奇跡現出。
その核心説教は、己安泰 願

全体 安泰 祈

、

明治戦前では田中智学の国柱会(2/26 の思想指導者北一輝、石原莞爾将軍、文人宮沢賢治)
、右翼神道迎合で、石原莞爾将軍失敗は天皇悪を追及出来なかった。戦前戦後の戸田城聖牧口常三郎(戦中獄死)の創価学会と政治文化で大影響をもたらした。池田以後は保守化、
＊戦時中反体制で投獄にあった創価学会と日本共産党、進駐軍が一番警戒して最大級に
懐柔を図ったのがこの二つ、そしてその今は？？
⑶現代南米ブラジル：Jucelino,Noebrega,da Luz.
現代世界最強のカソリック教徒預言者、気候変動に関しては時間内に対策がなけ
れば、世界は 2043 年で大絶滅。米 CIA の検閲圧力等で苦しんでる。

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 Jocelyn Luz
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm

