
1日あたり4.8㌧のトリチウム汚染水を濃縮して,体積を 1万分の 1(後述の実用

プラントでは 2000 分の 1)にすることを実現しました。2021/4/22,24;5/10<付録 5>,12.

[１]：７年前に成果を出していた実証プラントがあった
海洋放出でも長期貯蔵でもない、今でも間に合う第３の処理方法がある！

JCFU事務局・栗原春樹,2021年 4月 20日 長周新聞

https://www.chosyu-journal.jp/shakai/20814
７年前に経産省の公募に応じたロシアのＲｏｓＲＡＯ社が６カ月で建造した実証プラント

は、１日あたり４・８㌧のトリチウム汚染水を濃縮して、体積を１万分の１（後述の実用

プラントでは２０００分の１）にすることを実現しました。

日本政府経産省   重大技術 隠蔽 最悪 海洋放出選択 強要     

漁協関係者 知         世界 関係者 知      

[２]：基本生存環境破壊推進と恐怖支配体制順応化強行政策 

中国                   無症状感染者検出    全員検査  封 込  成功 

日本政府 医師会 癌      黙殺     今日 前代未聞 大混乱 演出 国民分断政

策 恐怖支配体制化 強制順応          誰       地獄化 必要       

[３]：超 荷物少数     気候生存環境崩壊進行で既成体制利権崩壊恐怖 

“自分が死んだ暁には瀕死のウイルスとして蘇り、人工削減に寄与したい”。

...........亡皇室の有名な一言

“敗戦よりも共産革命が恐ろしい"...............戦時皇族首相 近衛文麿. the正直貴族＃１？

人類史上前代未聞 生物兵器    世界人民生活破壊 凶悪動機 強度恐怖以外 無   

 圧倒的多数派   一般人民 恐怖 悪意 持   従来  世界人口削減 策  世襲超

     皇室貴族 超資本家      共産党独裁者      毛沢東      金  大虐殺政策

 留意        革命 裏準備    後  連 隠微 支援   西側 超資本家 

世襲超     皇室貴族 超資本家 背景   暴力装置      再生米軍産   複合体 

  敵 称  現中国          実 共演共犯 人民 被害者   今 世界     

占       習金平 弾圧強行政策 無  両国 良好穏健 民主国      

誰 本当 戦後世界超悪事強行犯            

近代日本皇室 英国製           坂本竜馬  戦後 米   操縦 継承 

東大 警察司法官僚体制 日本天皇体制付属機構    平気 [１][２]を強行するのです。
日本人税金動作の彼らは日本の為に働いてはいない。

筆者は個人技の技術論では楽観主義派を自称します<実態は難義してますが>が、真実一個
で大同団結を必須とする政治論では悲観をかく述べねばなりません、

https://www.chosyu-journal.jp/shakai/20814


付録１-参考資料：

蔑視され,破滅へ仕向けられてるにかかわらず米支配ナチス再生勢力にかぶれる間抜け日

本人 無意識下に世界支配するナチスの絶滅思想。

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-NAZI.pdf

コロナ対策の超無駄？＝PCR 全員(定期)検査で根源解決！！.

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J161-Do-it-by-All-Ourselves.pdf

2020 気候変動大転換点！→地球規模大煙幕の上演開始？！！

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J144-Hiding-2020Climate-Crisis-by-Playing-
Pandemic-Stage.pdf
即刻 80%新エネにしないと安全圏に温度は収まらない。2050炭素中性化政策は寝言、
即刻、北極冷却工学施工でないと安全保障がない、両政策は世界体制大改変、これを

あの世襲勢力が最大に恐怖してる。

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J132-HATE-POWER-the-DESTROYER.pdf
近代日本支配層は戦前戦後も欧米傀儡の証明に挑戦！、衝撃事実で覚醒がないと日本は

終わり、近代天皇制は英国製が証明されます。

非公然一般多数党員に告ぐ_今の志位日共は CIA の反革命用心棒

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J122-Revolution-in-JCP.pdf
筆者宅には業務妨害目的の不能警察認識下での留守中侵入犯の日常、近日は鈴木姿勢が

理解されたのか某海外系勢力はその加担から撤退した模様、だが他方学会ご用達の貧困化

にあえぐ日共派、最近はその怨念が見える様な悪事盗難と破壊工作が目立つ。

かように物理学会は筆者にはお荷物、その中核に働くは東大京大エリト、気候変動とコロ

ナ対策真実を言えない気候学会、医学会は国民の最大級の無駄税金のお荷物でしょう、

＊日本物理学会ご用達。

筆者は量子物理学で大幅修理を達成、これを一般開放しようと 1995年頃に、高校数学程度
理解できる最新量子物理解説書を半年係りで書き上げましたが、原稿一切が盗難！！、

*殆ど新品水道管の工事が<横須賀市筆者自宅前の県道,2021/04/22,11;30>

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-NAZI.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J161-Do-it-by-All-Ourselves.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J144-Hiding-2020Climate-Crisis-by-Playing-Pandemic-Stage.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J144-Hiding-2020Climate-Crisis-by-Playing-Pandemic-Stage.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J132-HATE-POWER-the-DESTROYER.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J122-Revolution-in-JCP.pdf


付録 2-コロナ時代の生き方マニュアル：

要  =周囲状況判断  =己価値観 照     =行動選択  結果予測    話 

  周囲状況判断:
⑴人民虐殺時代<気候崩壊進行では皆の生活保障破綻>

コロナ時代は人類史でも全く異質特異時代、為政者が人民に反乱を起こしてる逆さ革命時

代、医療支配で彼ら生殺与奪件を行使、恐怖支配を達成しようとしてる、こうなると個人

技では正常解決不可能、個人技として政府従順を選択しても気候変動進行で、飢餓時代突

入では結局、羊化で大人しく殺される< >、

敵戦略としては手初めに少数有能つわもの淘汰を始めるだろう。

 =己価値観:
⑴一人での生存は不可能、仲間と社会集団でこそ生活手段が成立、

 =行動選択  結果予測  

⑴上記の  認識を共有-行動決意する仲間社会を形成する。

仲間が皆に利益をもたらす場合と、仲間が危機で援助出費を必要とする両方が存在する。

仲間はずれを遣ると復讐被害可能性もある。有能と無能、寛大と無慈悲は世の常です。

⑵苦しい状況下でも冗句を言える仲間を調達しておく。

以上の極めて常識通りの結論かと思います。

付録 3: 【COVID-19の変異型一覧】変異は７〜１２だった！
→俺「イギリス型南ア型は、英米白人種の黄色人種への報復ではないのか？」

2021年 04月 23日
https://quasimoto3.exblog.jp/240941337/
.......この図に最近のイギリス型、南ア型、ブラジル型が一番下にまとめられている。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これをよりわかりやすく、Sたん白質の遺伝暗号の前の方から後ろの方に並べると、こんな
感じになる。入れ替えの挿入がこれだけあったということになる。はたして、自然界の力

だけで、これが可能だろうか？これが問題になるわけだ。

医学薬学者記述は法律家と同じ条文的、物性物理屋は原因結果の力学因果律的で明確。

付録４: なぜ正義真実<論理真>が不可欠なのか？？
社会組織体も生体同様にウイルス攻撃破壊の危険に常時直面！。ウイルス攻撃＝”不正虚偽
憎悪”、だから正義真実博愛貫徹<論理真>が不可欠要素となる。理工系集団オームが最終
破綻したは己には利益でも社会組織への論理偽を遣ったからで、圧倒的生産力米国に勝て

ないの論理真を天皇恭順-自己保身で貫徹できなかった軍指導部論理真貫徹欠落が
最終結果＝原爆 2発敗戦を招いてます。

https://quasimoto3.exblog.jp/240941337/


付録 5:大阪全人口での死亡率は印度よりも 1.5倍も高い＝大阪コロナ地獄！！
時間経過 共 陰険極限 現世界支配者陰謀 明    誰  覚悟決断    地獄  変異

コロナは感染力&破壊力が以前とは異なり別種！！、失敗原因を反省、前回では多数が回避でき
た結果、甘い認識と慣れが全国普及、これこそが大きな罠と気ずかないと！！、今回大阪事態は

大阪人ですら騙された訳だが、大阪人には各地各様の批判もあるが日本に不可欠の少数派有能人、

今、余力ある地域は窮地大阪緊急支援で思い切り義理を売っておく事が、今後の有能人必需危機

進行日本では貯金になるかもしれない。         

コロナで「大阪の死亡者はインドよりも多い」医師が「サンモニ」で伝える
https://news.yahoo.co.jp/articles/77e003d1464752e087484fac5e0658a4b0294579
倉持氏  大阪  毎日    人以上 感染者 出       人 方 亡    入院 治療

 受    方             残  人   検査 治療    受       

 状況 放置        状況 続       状況 全国 広          報告 

医療    着      素人近隣地域協力       
                                                                                

既  医療    着     事態 各地 開始 

地域 被害感染者放置放任   近隣 誰  一層危険 事態進行 明白 

感染防御能力 無 感染家庭 最低限度 生活消費行動等 外出不可避 

今回   実態 隠  第    次世界大戦 第三次世界大戦 気候崩壊絶滅地獄化  実態 

戦時   事 覚悟認識 国民 企業家 不可避     対処決断 可能  

危急時 誰  己安否 配慮集中   世界大戦 言 認識下  隠  世界市民 認識

結集   団結 対      世界市民同盟    世界解決 可能 出来        

 年 例外国 除 諸国政府 結果 肝心課題 根絶技術    成立      

付録６:根絶技術 

筆者 昨年半年  情報収集結果  今回      最大特徴   変異速度 

    効果 否定        根絶技術        疑問 筆者結論 依然   

原理的 無症状感染者検査隔離療養 国民全員政策 中国 台湾         政策  

    費用 見     当初 実行     今日事態 回避      

    新   変異株 見    初期変異株  感染力   倍 衝撃     木      配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/790e5b11c9a1158076f29a3b3fe3d9696408b201
当初  今回    異常 変異性指摘     今現実化       

Coronavirus’s ability to mutate has been vastly underestimated, and
mutations affect deadliness of strains, Chinese study finds
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3080771/coronavirus-mutations-affect-de
adliness-strains-chinese-study

https://news.yahoo.co.jp/articles/77e003d1464752e087484fac5e0658a4b0294579
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J165-COVID-MANUAL-for-EVERYONE.pdf
https://news.yahoo.co.jp/articles/790e5b11c9a1158076f29a3b3fe3d9696408b201
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3080771/coronavirus-mutations-affect-de
adliness-strains-chinese-study
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3080771/coronavirus-mutations-affect-de
adliness-strains-chinese-study


     効       開発

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B2%A1%E7%BE%A9%E8%A3%95
現代生物兵器開発 元祖 731部隊大原罪  関   反省  日本人医学研究者 

邪悪支配者 目論 事  

http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
Once prince Philipp(UK) told,In the event that I am reincarnated, I would like to return
as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation(1988).
http://www.propagandamatrix.com/prince.html
ROCKEFELLER AND MASS MURDER
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html

   経済破壊  逃      &司法警察 行政公務員 医療支配 国民生命与奪権限 

背景 脅迫横暴化 納税 食   連中 裏切       何      政治緊急課題  

   彼    対策 言  一途 人流会話停止     生活-商売 政治会話機能 破壊

   異様 奴隷化文明    

付録７:若年世代感染増大<他者交流を閉ざさない臆病技術が必要>.
前回では若年者は軽症、高齢者は重症化と言う事だったが、今回変異ウイルスでは事態が

変化、さて 70爺も今改めて思うにカネ＆コネの二個が人生基本、然るにコネ形成は幼少期
ほどに根強い者になる。若年時代はコネ獲得で重大時期になり、交友関係構築は疎かに出

来ない＜もう一つは商売等々の戦場での戦友！！＞。コロナは商売にもこれにも災い極ま

りない。経済成長なっての今、時代は華美全盛＝虚栄文明化しており、人はやたらに格好

虚栄に拘る<様に筆者には見える>.、
＊過度の虚栄＝自信の無さの裏返し

https://woman.mynavi.jp/article/191123-7/2/
筆者爺は格好虚栄を否定<貧困&多忙で貧相汚れ衣装等は不可避>し、行政＆医者等とはいさ
さかトラブルを持つのでコロナ臆病に徹底する<つけこむ意地悪連中も>、それでも他者と
の会話交流機会を逃さないようにする。多数人流中での商売人<レジの仕事、バスタクシ運
転手等>はＮ95水準のマスクが必須だろう＜必須道具としての会社支給にすべきだ！＞。
ウイルス阻止 95%の意味で,だとすると 100回遣れば 5回は漏れる、完全防護の医療関係者
は 2重にしてる？？。0.05x0.05=99.75%!!, Ｎ95使用の医者の顔にはマスクあざが残る
写真を見ました。完全遮断とはこういう臆病技術を言います。

＊学生「何を勉強すべきですか？」。

ファウストに化けたメフィスト「手始めに論理学を勉強すべきだ、....」
原因結果の因果論理だけが勝敗を決める未来予測を可能にします。

結果は常にＡであるか、notAの択一です。Aと notAは世の全事象だから、
当たり前？！、本質当たり前<恒等式>だけが間違いが無い＝論理！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%B2%A1%E7%BE%A9%E8%A3%95
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
http://www.propagandamatrix.com/prince.html
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html
https://woman.mynavi.jp/article/191123-7/2/


付録 8:ワクチンと根絶技術、
Ｂ：全員が標的菌免疫を持つことで感染拡大防止............集団免疫原理。
これが今話題集中のワクチン原理。

Ａ：コロナ感染爆発本質は市中の無症状無自覚感染者の存在、この spreaders
の検知隔離療養がない限り感染拡大は停止しない。.....原初コロナ根絶原理。
上記付録６で「    効果 否定        根絶技術        早 変異  疑

問   記述         時期     不審 作用          間違    事

 切望         菌根絶成立    筆者予言罵倒  目    超    事 世界

 万 歳              今一     医師会 行政 疑問    過去 如何  伝染病 

 必 関係者 根絶目標 尽力 言 言葉 間違   使用    思   然  今回   

 限             新  生活様式     根絶  逆 言葉  筆者 仰天 過去

一年 回顧   政府 諮問会議先生 根絶 言 言葉 記憶 無  根絶 言 人 必 居

  思   筆者  記憶 無   誰  常識    特 今回     根絶 思     

言   人 逆  世界 住人                  

   安泰国首相 草 根一本   探索   強 根絶意志 当初  表明 成功     

The most drastic confinement in the western world
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-re
mporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
“Detect toward the last patient like as searching needles in a haystack” .
New Zealand has adopted drastic containment since March 26. With one goal: not to stop the
spread of the disease, but to eradicate it completely. the government has decided to stop
everything, Everything was closed: schools, offices, beaches, bars, restaurants, even for takeout.
Visitors arriving from abroad were all placed in quarantine. the government does not intend to
relax its effort. " We will continue to search for the last cases like needles in a haystack,

中国 成功例

Corona Test for 9.8 Million Wuhan Residents,300 Positive, "Now the Safest City" 6/3

https://news.yahoo.co.jp/articles/f121a85e77b901d1c313211d89de14aac0678eee
Approximately 9.8 million people were tested between 4/14 and 5/ 1, and only 300 tested
positive,The cost is 13.6 billion yen / 10 million people = 1360 yen / person.
This is a historical and clear winning against the Virus In Wuhan the first attacked city!!.

当初  根絶姿勢 闘      人            記事 一番決定打        

 This is the 1st region where they tried All People Testing toward Virus Eradication.
How one Italian town fought coronavirus,The evidence is clear:
Mass testing for the virus is the key to its eradication – and to saving lives.
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-20032611
0756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-nouvelle-zelande-a-quasiment-remporte-la-bataille-contre-le-coronavirus_3912391.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/f121a85e77b901d1c313211d89de14aac0678eee
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-200326110756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/home-italian-town-fought-coronavirus-200326110756424.html?xif=;utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links

