
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：：：： 

 

 

 



 
 
 
 
 

It took them three hundred years and trillions of dollars to build a theatre of darkness, yet the light of 
only one match can burn it down. Do not let this light go out, ARCHIVE AND POST!!! 

 

3/11 was Japan's 9/11. It's all documented folks! 
This is Japan's 911, and it's all based on official records and evidence which cannot be silenced. 
What is here is every bit as damning as building 7 on 9/11, while being far more important, and 
the fact that a large portion of even the truth movement has shunned this report will show you 
just how deep the conspiracy goes. It is essential for people to link, re-post and mirror this report, 
because e-mails related to it will be censored and people will not find their way here from an e- 
mail. It will also get deleted from sites like Above Top Secret and Godlike productions, and 
therefore failure to spread the word through other means will give the elite an ability to create a 
similar disaster elsewhere, possibly near you. This report is public domain, use anything here on 
your own site but mention my name and link back to here so people can find the source. 

 
 

This printed version can be copied and handed out as the recipient desires. 
______________________________________________________________________ 

 

Did the Dimona Dozen murder the Fukushima 50? 
 
 

Jim Stone, Freelance Journalist, re formatted for print on September 16 2013 
 
 

The 3/11 earthquake, tsunami, and nuclear disaster did not occur naturally. In this report you 
will find all the evidence needed to support this claim and more. 

 
 

This is a vital report because it documents the dawning of a new type of environmental warfare 
in which advanced technologies are used to make unsuspecting populations believe their 
destruction occurred by the will of nature, thus leaving the destroyers in a position to demand 
governments stay silent while they perform the job of destroying or enslaving their populations to 
the will of the global “elite”. 

 
 

This environmental threat tactic, when coupled with industrial virus attacks and nuclear 
blackmail is the new direction the “elite” have chosen to take warfare now that false flag terror in 
the name of Arabs has failed to convince the world's populations that massive hot wars are 
needed. 

 
 

The key points this report covers to prove this tactic is in use are:



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。 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Reactor 3 is completely missing, which means the press and anyone who has claimed anything 
about pressures, temperatures, containment, ect at reactor 3 after March 14 2011 is lying and 
people need to pay attention to it, because failure of the public to realize the massive extent of 
the lies about what is going on there will leave the door open to a repeat event. Lies must be 
told to hide what really happened at Fukushima, because like false flag terror in the name of 
Arabs, once the secret about environmental terrorism and industrial warfare is known, it's 
usefulness is minimized. 

A missing reactor 3 proves the hydrogen explosion theory false, because all reactor 
engineers know that you cannot lose a reactor entirely absent having a massive explosion 
on the order of a nuclear weapon make it disappear. Yet reactor 3 is indeed blown to 
smithereens with the control rods and reactor guts laying out in the open in the outer 
containment structure, as shown in the photo below: 

Here we have reactor 3's guts laying out in the 
open, with the core spray system still trying to 
function. Notice all the dust mixed in with the 
debris, dust which could never have happened 
from a mere hydrogen blast. 

A large portion of this dust is reactor core 
material as indicated by it's color, and the rest is 
concrete. 

It is important to know that it takes a detonation 
(supersonic explosion) to turn concrete into dust, 
and even under ideal conditions with a perfect 
oxygen/hydrogen mixture, an open air hydrogen 
ignition never achieves the shock wave speed of 
a detonation. The dust alone proves that 
something other than hydrogen did this. 

 
 

2. Reactor 4 is Building 7, demolished by explosives. The biggest smoking gun proving the 
Fukushima disaster was in fact an act of war is the near mythically impossible destruction of 
Reactor 4, which exploded despite not having a core, as mysteriously as building 7 fell on 9/11 
despite never being hit by a plane. 

Reactor 4 had been defueled and 
was undergoing replacement of 
it's internal stainless steel shroud, 
yet according to the official story 
blew it's containment anyway. 
That is the FINAL smoking gun, 
an empty reactor is inert and 
cannot produce an explosion, yet 
one happened at 4 that was so 
powerful it destroyed the structure 
which had a frame consisting of 
solid steel columns a minimum of



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 GunderArnie GunderArnie GunderArnie Gundersensensensen 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るとによるとによるとによると、、、、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。。。。    

 

 

 

 



 
 
 
 
 

12 feet thick, and solid concrete and rebar walls on that frame which were 4 feet thick, leaving 
it in danger of falling over. There is nothing short of a small nuclear weapon that can blow a 
structure that strong to pieces, demolition charges will not do it absent occupying much of the 
interior space which would have been obvious to workers. 

Unlike what some people have theorized, that the hydrogen came from the fuel pool, overheated 
open fuel pools cannot produce hydrogen because in an open fuel pool the water boils off at 100 
Celsius, and the hydrogen producing scenario requires water to be in pressurized form at 2,000 
degrees Celsius to liberate it's hydrogen by losing it's oxygen to the zircon cladding in the fuel 
rods. The entire hydrogen story needs the right environment to happen, and that environment 
requires temperatures of 2000 degrees Celsius, saturated steam, and thousands of PSI inside a 
reactor to happen. This makes any explosion at reactor 4, which was wide open and 
disassembled flatly impossible. 

Knowing reactor 4 could never have exploded because it was disassembled created a problem 
for the people fronting the environmental warfare scam. Since it was impossible for reactor 4 to 
explode while mothballed, a fact which would be easy for the public to grasp, an alternate 
explanation for the explosion at reactor 4 was hatched by none other than Arnie Gundersen, 
who claimed a “prompt criticality” occurred in the fuel pool, which supposedly went off like a 
nuclear weapon. 

But that only flew with the most ignorant in the population, because a nuclear weapons style 
“prompt criticality” can happen only with nuclear material that is 70 percent enriched 
plutonium, or 90 percent enriched uranium, and THEN only when a high precision explosive 
charge brings that material together in a calculated way at supersonic speeds. Even if the fuel in 
the pool was 90 percent enriched, the racks it is in and lack of a nuclear trigger to bring it all 
together correctly would have prevented any prompt criticality. Nuclear detonations are hard to 
accomplish, they don't happen by accident. 

This report includes a background investigation of Arnie Gundersen, who is in fact not a nuclear 
expert of any sort and proves he is a media fraud and paid government shill. Arnie has made a 
lot of money as a political tool and using the ignorance of nuclear topics in the general 
population to do damage to good people and firmly root the ability of the “elite” to carry out 
repeat attacks on facilities similar to Fukushima. This is accomplished by backstabbing the 
nuclear industry, and pointing the finger in the wrong direction, away from the perpetrators. 

His consulting firm “Farewinds and Associates” was founded as a one man show and remained 
that way for decades, with Arnie as the “chief engineer” exaggerating and lying about his 
credentials, which was proven in my investigation of Arnie and Farewinds. This investigation 
is included as an attachment to this report. 

Because Arnie's “prompt criticality” was an easily proven fraud, and there was no way for 
reactor 4 to explode, an alternate theory which involved back feeding of hydrogen through 
the hard vent piping from reactor 3 was hatched. Though hydrogen <i>could</i> have 
back fed from reactor 3 in very small amounts under the most insanely poorly managed 
circumstances, the sheer force of the explosion at reactor 4 alone proves the cause of that 
explosion was not hydrogen. Add to this the story line that there was no power, no 
switches or relays creating sparks, and the hydrogen explosion theory becomes all the 
more ludicrous, it takes more than hydrogen to create an explosion, it takes an ignition 
source and if we are to follow the “official” story line about no power being available that 
source of ignition simply did not exist at <i>any</i> of the four reactors.



 

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。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reactor 4's dome was removed for 
defueling. Drone photos prove it. This 
dispels the rumors surrounding unit 4's 
explosion. Some people have said that 
this reactor was secretly in operation to 
enrich plutonium. This photo proves it 
was disassembled for shroud replacement 
as stated. Tepco is going out of it's way 
trying to explain the explosions, 
especially at reactor 4 because they did 
indeed occur, so an explanation is needed. 
As a result they are giving reasons that 
cannot happen just to say something. 
They need to see this report and get the 
Arava perspective(Arava is a district 
surrounding Dimona Israel). 

 
 

Like building 7 on 9/11, if there ever was 
a way to prove Fukushima was an act of 
war and not an accident, reactor 4 is it. 
This is the biggest smoking gun at 
Fukushima that can be used to wake 
people up. 

 
 

You do not need to be any sort of expert 
to see that without a core, nothing can 
happen to a reactor other than willful 
destruction as an act of war. Attached to 
the end of this report is an additional 
article which shows that other nuclear 
facilities have been rigged to explode the 
way reactor 4 did, with an example in 
Sweden. 

3. That the destruction of reactors 3 and 4 is so severe it could only have been accomplished 
with nuclear weapons. Hydrogen gas produces a non-ideal subsonic explosion. It cannot turn 
concrete into dust. It can produce high pressures if sealed off, but the metal roof on all the 
reactor containments should have provided the relief and been the only thing destroyed. It takes 
a high intensity explosive to strip concrete off rebar, a blast wave many times faster than 
supersonic. This means that whatever happened at Fukushima did not have blast characteristics 
that fit the "official" story. If you missed it in the high resolution photo of the destroyed facility, 
I took a car that was laying around in the remains and placed it on top of one of the blown away 
walls at reactor 3, which clearly gives the reference that the walls had support columns well 
over 12 feet thick.



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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Fukushima reactor 1 was assumed by many to have been built with the Mark 1 containment 
design, with the other reactors being mark 2, but Ripley, (the reactor engineer I interviewed, 
who designed unit 3) stated that the Japanese were insanely cautious with nuclear and had the 
facilities and safety systems built far beyond G.E. Specs. It is true that gas explosions can be 
very destructive, but only in facilities that were not designed to handle them. Even the basic 
mark 1 containment lacking Japan's upgrades was many times beyond capable of withstanding 
the worst hydrogen blast, and when you see in the referenced photos that the walls indeed had 
solid steel columns over 12 feet thick holding concrete 4 feet thick it makes this point obvious. 

4. That nuclear weapon(s) were placed inside of the reactor containment(s) disguised as security 
cameras installed under contract the year of the disaster by Arava based security firm Magna 
BSP (Arava is a district around Dimona, not a city.) Their "security cameras" weighed over 
1,000 pounds and were the size and shape of gun type nuclear weapons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The reason Magna BSP gave for the odd shape, enormous weight, and giant 
proportions of their cameras was that they were stereoscopic. A stereoscopic 
camera could be plausible at an airstrip, where the camera would need depth 
perception out miles, but not indoors where focal lengths are short. The 
installation of one inside the inner containment of reactor 3 cannot be 
justified. Depth perception going out miles could also be accomplished with 
two separately mounted cameras weighing only a few pounds; the giant 
thousand pounder is a dead giveaway. Why this giant thing, when smaller 
nukes are possible? Nuclear weapons always produce a certain amount 
of heat, and if a small design was used it would be obvious the 
"camera" was warm, even when turned off and sitting on the shelf. This 
would cause questions to be asked, especially in a nuclear power facility. 
The enormous size and weight helped conceal the decay heat. 

. . . . . . . . . .9/11, 4/11, 3/11? see a pattern? Let's not see another X/11. Your time and effort in 
spreading the word may really make a difference.



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。 

 



 
 

 
 
 
 
 

The quake was not what we were told. 

In fact, the quake was a bold faced lie, packing a political agenda. The proof goes beyond the linked 
Japanese chart. Please note - the date listed at the top of the charts linked at the end of this report 
(which contains ALL the seismic data from all reporting stations for the entire 3/11 earthquake) is the 
date of compilation, Japan has thousands of seismic stations run by numerous organizations, and they 
take time to merge into one final report. That is the date listed at the top of the linked compilation 
(March 15), and there is a shill out there who can't figure this out, a fact which should be obvious 
because the main seismogram in this report is dated and timed to the quake, and is a match for the 
lower resolution seismograms in this large compilation. 

 
 

The online Fukushima report shows a 
video of what happened in the NHK 
newsroom during the quake. A few files 
fell over, the laser printer which was not 
secured stayed on its shelf, and people 
kept typing at their keyboards. If the 
quake was as represented in this chart, 
people would have been thrown 
upwards at 3 g's of acceleration, which 
would have thrown them to the ceiling, 
and would have been thrown towards 
the back of the room at the same time at 
2 g's of acceleration, smashing all of 
them and everything else in the room 
against the back wall. There is a reason 
why this “9.0” quake killed no one 
inland from the tsunami, and it is 
because it simply did not happen. 

 
The following chart is from station 
MYG012, which is less than 1/2 mile 
from the NHK newsroom. The NHK 
news room video, which was shot 
within half a kilometer of the seismic 
station Erol Kalkan used to produce this 
chart PROVES THE USGS LIED. 
THERE WAS NO 9.0 

The USGS charts are phony folks, that's 
all there is to it! Scroll down to the 
video of the quake represented in the 
above chart, which represents a 9.0 and 
was reportedly from a seismic station 
only one half mile away from where the 
video was shot. 

The implications of this run deep. The 
seismic chart, in conjunction with the



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????    



 
 
 
 
 

news room video, proves that the US government is also involved in the lie about the quake at some 
level. (this video is linked at the end of this report as it was functioning at the time of publication.) 
Since the video gets censored and deleted repeatedly from you tube because it proves the accuracy of 
this report, you might have to hunt for it. 

 
 
 

Some people keep typing on their computers as the quake happens. 
 
 

Also, note that most of the stuff stays on the desks, at the end, a laser printer is still sitting on a cheap 
table, ect. some things fall but things return to normal quickly, all the while the English announcer is 
reading a script of devastation with all the pep of some paid fool who does not believe what he is 
saying in a cheezy infomercial. The quake was significant, but only in a 6.0 sense, as recorded by 
the JAPANESE seismographs, and FAKED to a 9.0 by the USGS. This is important footage, 
because it proves the earthquake measured at a 6.8 was an instrumentation based richter 
reading. Confusion between the Shindo and Richter scale is being used to cover this up . 

 
 

Remember that this video is proof of what really went on. This means there never were significant 
aftershocks, never was a natural tsunami, and if they lied about that, what else? This video is pivotal 
and vital to exposing the truth. I chose this video because the news room is within eyeshot of station 
MYG012, which was used by the USGS to make these graphs which represent an 8.8 AT THAT 
STATION, as was stated in this (English) newscast and was probably used as a guide to fudge the lie 
due to the closeness of the newsroom to the seismic station. The full USGS assessment of the Japan 
quake is in the appendix to this printed report. Of course, they offer no reading from MYG011, 
which was closest to the 9.0 "epicenter" by a long shot, because it only got a 5.63's worth of 
shaking. The map which confirms this is later in this report. 

 
 

E-mails From Japan show the quake was not what we were told 
 
 

Readers in Japan are WELL AWARE the quake was not a 9.0 and the tsunami was artificial . I 
received mails like this for a total of about two days before they were censored. Some of these 
messages are from the same people sending updates. 

My comments are in italics writers comments are in bold 

Initial quake was reported as a 7.2, epicenter in/near Tohoku -- this is what Japanese on the street 
were reading on their cell phones just after the event, this was Richter. Within 24 hours the 
magnitude was increased to 8.8, 8.9, 9.0....and, it seemed the epicenter was under debate. 

My comment: 

The first magnitude and epicenter are calculated by computer. These are in fact always correct, unless 
there is a political need to move the "epicenter" and increase the magnitude, in this case by about 100X 
and 85 miles. Furthermore, the people in Japan are telling me directly it was a richter measurement, 
NOT SHINDO. 

I have been checking USGS regularly and notice there are lots of depth 10 km quakes. The 3/11 
and the 4/11 both are depth 10 km. Do you have any idea what that means. Scalar weapon?



HAARP? Or just coinciHAARP? Or just coinciHAARP? Or just coinciHAARP? Or just coincidence?dence?dence?dence? 

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のつのつのつの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、、、、今回今回今回今回はははは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。。。。    

 

 

 



 
 
 
 
 

HAARP? Or just coincidence? 

My comment: 

Quakes do not appear over broad regions at 10KM depth with consistency. SO, this does indeed point 
to the use of some sort of earthquake machine, as referred to by Defense Secretary Cohen during a 
military briefing in 1997. This is linked to in the Fukushima report . 

Last year I came back to Fukushima from US. The reason is another story. Then I realized that 
there were lots of small quakes occurred around that area. In February there were 2 bigger 
quakes there. Then I wondered why? It should not have occurred there. Right? And 4/11, it was 
exactly one month later there was a M 7.1 quake. 

Mt comment: 

She is referring to the fact that the Japanese know where the main seismic areas are, and that the 
quakes are occuring in areas where geology does not support the likelihood 

 
 

March 9th, early afternoon, I was in a doctor's office with my dad who was in a wheelchair. I 
was standing then I felt dizziness. I looked up the ceiling and found things were swaying. Nobody 
said it was a quake. I would explain it as standing on a big wobbling top, it was slow and not 
vertical nor horizontal. It was M 7.4. 

My comment: 

If no one said it was a quake, and the Japanese are familiar with quakes, what was this motion then 
which caused a seismic reading of 7.4? I believe now that the earthquake machine places stress on a 
region with a circular pull, thus creating the spinning top feeling, to pull all potential weak spots in all 
directions, with the hope of triggering something big. 

 
 

This mail came in later from the same woman: 

HI James. Did you get 2 mails yesterday? This morning we got M 6.7 quakes. Again, it was weird 
motion. 

My comment: 

Japanese KNOW WHAT A NORMAL QUAKE IS! 

This came in from someone else, who has lived in Japan for 17 years. This is about the same event. 

One thing, I remember the first 'bump' on the 9th. I was sitting in an office full of Japanese. I 
said 'jishin'(earthquake)...they said 'no, it isn't'....but it was...just a kind of rolling motion. 

My comment: 

The Japanese know what a normal quake is, and specifically said it was NOT a quake after feeling it? 
This measured a 7.4 richter. So what moved the ground so much it measured a 7.4, and the Japanese 
did not call it a quake? 

Yes, gooey is a good description. I have lived here for 17 years and felt every sort of quake, but 
never gooey, liquid quakes. Many people suffered nausea and symptoms of vertigo...dis- 
orientation for many weeks. I noted that when I took a bath, and I was afraid to do even this, the 
water was vibrating in the tub...constant vibration. I could see this in my fish tanks, too. Thank 
you for collating all of this



 

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、、、、IMIMIMIM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。。。。ただただただただ、、、、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とととしてしてしてして、、、、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 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

My comment: 

Constant vibration? Earthquakes start and finish. What is this "constant vibration" going on in Japan 
now?  Unverified rumor has it that Japan was threatened in 2009 to disband it's Government bank, 
and let foreigners take over their finances or America would use it's "earthquake machine" to punish 
them. "constant vibration?" You bet. An electronic circuit can just be left ON. 

Believe or not, I happened to be in Osaka where very close to Kobe, when the earthquake hit. 
How lucky I am! Right? Kobe earthquake was big and 3/11 one was bigger, but not more than 
100 times bigger. You are right. Japanese cell phones got an IM saying it was 7.2 RICHTER. 
Kobe was a 6.9 

Chemitrail It was calm and warm for March. But after the quake, the sky changed into gray 
and snowed and temperature dropped. Next morning the sky was so beautiful and blue, I 
enjoyed looking up it, but I saw a plane flying lower with chemitrail. After a while I saw several 
chemitrails and the sky turned gray and temperature dropped again. 

hmmmmmmm . . . . . . . 

"Real-time video of the tsunami was playing in railway stations and other public locations....gave 
the whole thing a 'HOLLYWOOD' quality...surreal!!!"  

My response: 

The only way for real time video to happen was if they knew the event was going to happen, another 
smoking gun! 

Another ODD thing....this on NHK...and right after the quake...a very studious piece about HOW 
the Tohoku Quake differed from Kobe...many doctors, emergency workers interviewed...and they 
were perplexed because it seems that recent earthquake protocols had been based on the Kobe 
disaster and all of these people were prepared to treat certain kinds of injuries, like what happens 
when victims are crushed... the doctors on the show remarked that the only injuries they were 
seeing had do do with the tsunami...e.g. immersion in water, near drowning, hypothermia...from 
immersion in water....they were NOT treating classic EQ injuries. 

My response: 

No traditional earthquake injuries equals no traditional earthquake, PERIOD 

One more thing...the Japanese talked A LOT about the dimension of the tsunami...and, actually, 
witnesses/survivors from Fukushima said there were SEVEN tsunami, not one...just rolling one 
after another. 

My response: 

This gives credence to those who claim more than one nuke was used, a possibility I ignored entirely 

Well, the size of these things in certain places was 39 meters, measured by large boats sitting on 
top buildings or land masses. What produces waves of this height? You are right on in your 
observation that there was little damage to wood/stucco homes...these things are built to fall 
down...they didn't... You are absolutely right in pointing this out. 

My response: 

First of all, a measurement of a tsunami based upon where a large boat ended up is far more accurate 
than any other measurement. The Tsunami was 115 feet in some areas 

Second, wooden Japanes homes are not built to American standards because the attitude towards wood



 

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ででではなくはなくはなくはなく、、、、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。 

 



 
 
 
 
 

structures is that they are disposable. They are cheaply made and intended to be torn down after 25 
years. I have confirmed they are made out of wood. A 39 meter tsunami is 115 feet tall. A 115 foot 
tsunami would need an earthquake over a 9 to do it, yet no damage to even cheap homes, designed to 
be torn down after temporary use. A total inconsistency with the official story, and I never heard of the 
tsunami being that big. But the Japanese OUGHT TO KNOW, they were there! 

Thank you for your hard work to get out the truth. 

I asked one individual directly if they could confirm the rumors that the Israelis were ready ahead of 
time with relief efforts, with 300 trucks, and if they could confirm the rumors that the Israelis 
controlled all relief efforts. She said he noticed a strong Israeli presense, enough to appear "very 
interesting", but could not confirm the other points 

Israelis - A big medical team came with lots of equipment and went to north. They left those 
equipment as a gift for evacuees. I thought it was very interesting, so I remembered it. But I 
didn't hear the 300 trucks story. 

This following comment confirms my three seismograms, which show two quake events to the north 
(which she felt) and one to the south, which she did not feel. This is pretty good proof that the quake 
was indeed not natural. All 3 peak readings were blamed on the same phony "epicenter" by the usgs. 
For reference, see the seismograms in the Fukushima report. 

The one- It lasted more than 5 minutes. I timed it, so it is not how I felt. According to the mass 
media, there were 3 big quakes happened at the same time. I felt at least 2 peaks. 

My response: 

The seismograms ran for six minutes. Six is a key elite number. I doubt it is a coincidence. Six is 
unrealistically long for a natural quake, regardless of magnitude. 

I can tell you that when I got on the plane to go to CA on the 18th...the ground at the airport was 
liquid...everything was moving. It took me four days in CA to recover my equilibrium. If that 
starts up again, I am OUTTA HERE....too creepy. 

BTW, there are clips on YouTube in which a local gaijin personality references conversation with 
a Japanese finance minister describes being threatened by the U.S. with earthquakes. I would 
not assume this is purely an Israeli job...though, Israel may be fronting it. 

There is the Iran question, but also, Japan has been making rapprochements toward China for 
several years. The Emperor is said to travel regularly to Beijing. I can think of LOTS of 
reasons the U.S. would not want a strong Sino/Japanese alliance. In truth, both countries are 
scared shitless about a U.S. default on debt. I can see why they would wish to consider how they 
might jointly respond to this. 

My friends and I bet as to who will blow Israel off the map, and the smart money says China. 

Now the story develops. Interesting stuff. "blowing Israel off the map" would be counterproductive, 
because it is merely a sock puppet of the Rothchilds. Ignore the puppet - look towards the banking 
district in the City of London. I would bet Israeli behavior would be a LOT better if someone was not 
pulling their strings. 

My thanks to the people in Japan who sent me these mails, certainly there were more I never got. 

It blows me away to think such hard work would be done to stop the dissemination of a truth so 
essential



 

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。 



 
 

 
 
 
 
 

I challenge ANYONE to send me pictures of this quake showing me devastation in an area not hit by 
the tsunami. 

All we have, all the 
pictures are tsunami 
damage. Let's see 
pictures of quake 
damage. The Kobe quake 
was a 6.9/7.2 depending on 
source. That makes this 
quake, at a 9.0 100X as 
powerful (as far as how it 
is felt) but new 
information I did not have 
before states that for every 
full magnitude the energy 
is increased by 32X, which 
would actually make the 
quake close to a thousand 
times as powerful. Sendai 
was near the epicenter, 
where station MYG012 
was and would have been 
devastated if it really 
happened as stated by the 
USGS. Look at the 
following photos of the 
Kobe quake and try to find 
ONE THING SIMILAR in 
SENDAI. Just try. They do 
not exist. Outside of the 
tsunami, the quake which 
supposedly hit Sendai with 
many times the power of 
the one in Kobe, did not 
destroy a single building 
there. Sendai was only 48 
miles from the epicenter of 
this "9.0" which would 
have devastated everything 
in an area 1,000 miles 
across if it was real. All of 
Japan would be toast.



                                                                        

    

    

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ましたしましたしましたしました。。。。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。 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Try to find a photo of seismic damage in Sendai. I challenge you. Try to find it in any of the coastal 
cities, as little as 25 miles from the "epicenter". I looked for 5 hours, and except for some tanks that fell 
at a brewery not a single one exists. No pictures of collapsed skyscrapers or high rises equals NO 9.0. 
You will not find a single skyscraper photo where the windows got broken either. You will find no 
downed power poles, no flipped over cars, no uprooted trees, no derailed trains (except for one the 
tsunami hit), and the road damage is typical of even a 5.0. You will not find pictures of a single 
damaged multi story building or even a structurally damaged wood framed house outside the tsunami 
zone. In Sendai the quake messed up grocery stores and kitchens and that really is about it. 

The quake is a paper thin lie taped together by the undeserved trust of a gullible public. And the 
stories? The CIA did not hire a million people in 2010 for nothing. If there is evidence of a 9.0 SHOW 
ME. A 9.0 will devastate an area over 1,000 kilometers across. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
That is how big a 9.0 is. The entire nation should be in ruins, especially judging from the damage the 
6.9 Kobe quake did, and no where, no where outside the tsunami zone in the entire country is there a 
single damaged multi story building, a single collapsed bridge, a single structurally damaged wood 
framed house, or skyscraper. If a picture exists that can be definitively pinned to this quake, show me. 
The only collapsed structure in all of Japan was an old welfare shelter near station MYG004, the true 
epicenter.



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 



 
 

 
 
 
 
 

Take a look at these frame captures, and ask a question - Why is no one trying to run? Why are the cars 
all just parked peacefully as the tsunami arrived? Why was there no warning? Why did the tsunami 
sirens only go off after the tsunami arrived? Could it be that the people and the governement had not 
felt a significant earthquake and did not measure one either? Question: Why are none of the roads 
packed with people trying to flee the approaching tsunami?Could it be that the people and government 
were not expecting one? Tsunami sirens blare only when it arrives, rather than 40 minutes before, 
which is how much warning they would have had if a real quake in the ocean had been detected. 
Consider that. Parking lots full of cars, everyone at work, no one trying to leave. AMBUSH!!.



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してあげまししてあげまししてあげましたたたた。。。。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。 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

And now, I will say it like I knew it had to be. I believe the phony 9.0 story was used as seismic 
cover for a tsunami nuke, which produced the tsunami of a 9.0 when detonated in the Japan 
trench (where no earthquakes of significance happen) as punishment for Japan offering to enrich 
uranium for Iran. In this updated report it is now obvious years later that the Japanese 
government refused to bankrupt their economy with a huge banker bailout, and this quake and 
disaster was done as a punishment. Now they have buckled with a trillion dollar gift to the World 
Bank being made to “end world poverty”. The rest of the story, the concealment, is black ops. 
Bet on it. In the tsunami videos, the tsunami rips through pristine and undamaged cities, where 
business as usual is obvious and the tsunami is an ambush; not 9.0 earthquake ravaged debris. 

When people keep typing at their keyboards during the quake, it's obviously not what we were told. 

When reviewing the seismic data for the supposed 9.0, I knew there were instead 3 small simultaneous 
inland epicenters. This made me suspicious right from the start that the quake was artificially triggered 
and used as seismic cover for a tsunami bomb. But I needed a reason to believe an artificial quake 
could have been done. I suspected that either Japan was testing nukes and Israeli intelligence was onto 
it and used the tests as the "start of clock" for their operation, or Israel managed to smuggle nukes into 
lava tubes and tunnels far underground to trigger earthquakes and contain the blasts. So I was hunting 
for tunnels and lava tubes near each of the three epicenters, and wanted to find them before writing this 
into this report. As it turns out, I did not need to. A military briefing with Secretary of Defense William 
Cohen, dated all the way back to 1997 shows that even then, Cohen knew about EM weaponry that 
could trigger quakes and set off volcanoes.. I have ignored everything regarding this subject, I thought 
it was the realm of kooks. I thought EM weaponry would be effective in weather modification only, but 
I am not going to argue with the Secretary of Defense. There are obviously then, energy technologies 
which have never been publicized, such weaponry would need far more energy input than the electrical 
grid could provide. And the systems Cohen spoke of in 1997 would be outdated now. 

Cohen stated: "Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the 
climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. So there are 
plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon 
other nations. It's real, and that's the reason why we have to intensify our efforts, and that's why this is 
so important. - William S. Cohen, Secretary of Defense, April 28, 1997. Left unsaid by William 
Cohen is that such systems would be developed by Darpa and owned by America first! 

I would expect with 14 years of advancement that these technologies could now trigger devastating 
earthquakes in non-seismic zones. 

The following picture is the strongest reading for this quake on any seismogram anywhere in Japan. 
This was before the lie machine got running smoothly. Early on there were a few sputters and this 
REAL chart got out. As you can see on this chart, it was a 6.67 on the Richter scale, (not shindo scale, 
confirmed by PGA reference) This would fit in with NO structural damage in Sendai and the level of 
shaking in the video



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

報報報報告書告書告書告書にはにはにはには、、、、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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

This quake was initially assessed a 6.8, and the seismic data will show anyone the epicenter was inland, 
not at sea. Please note - the date listed at the top is the date of compilation, Japan has thousands 

of seismic stations run by 
numerous organizations, and 
they take time to merge into one 
final report. That is the date 
listed at the top of this 
compilation (March 15), and 
there is a shill out there who can't 
figure this out, a fact which 
should be obvious because the 
main seismograph in this report 
is dated and timed to the quake, 
and is a match for the lower 
resolution seismograms in this 
large compilation.; or should I 
instead say it should be obvious 
because not a single building fell! 
So it started a 6.8, then got 
upgraded to a 7.9, then got 
upgraded to an 8.4, then got 
upgraded to an 8.8, then got 
upgraded to a 9.0, and had the 
epicenter put out in the ocean. Now 
many are saying it was a 9.1 which 
would bump up MYG011's number 
to 1200 from 1070, and it is all 
based on tsunami effects, not 
seismic data. 

The following seismograms clearly 
show epicenters from 3 separate 
small quakes all occuring 
simultaneously. This is what would 
be expected of an attack, rather than 
a natural occurence.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 

 
 
 
 
 

One problem with people grasping how big a 9.0 is, is exponential charts which will 
hide how much energy is really being released behind confusing gradient marking. 
To answer the need for clarity, I got out the calculator and produced a chart which 
shows you how big a 9.0 is on a linear scale. 

Confusion over how GIANT a 9.0 really is has helped the elite scammers 
enormously in their lie. There is simply no way much of anything will remain 
standing, yet as the tsunami rolls in . . . . . . 

And now, I will bite. This is what I did not want to publish, but I know it has to be 
true. Call this creative journalism, because I never called Netenyahu, but here is the 
most rational conclusion I can draw, based on all info gathered so far including the 
original not faked seismic data. 

I honestly believe Japan is being held a nuclear hostage. It all makes sense. 

1. Japan offers to enrich uranium for Israel's GREAT SATAN, Iran 

1a. Updated information indicates that Japan was being held under threat to 
hand over trillions of yen to the World Bank, and refused. I now believe that 
this was the primary motivation behind why the quake was perpetrated and 
Fukushima was destroyed. The zionists wanted to prove to Japan just how 
dirty they would be if Japan did not pay a ransom so high it would effectively 
enslave the Japanese people, and shortly after the disaster Japan suddenly 
announced a huge payment to the World Bank to “end world poverty”. Out 
of the blue. Good people they are, those Japanese, to destroy their 
economic future with such a voluntary action. 

2. Immediately, Israel sets up front companies masquerading as security 
companies, and one of them succeeds in getting a security contract at a 
Japanese nuclear facility. 

3. 4 months later the Dimona Dozen shows up, and under the cover of a 
security contract gets unlimited access to the heart of Fukushima. They plant 
the virus, install real cameras outside the facility, and functional poorly 
disguised nuke cameras inside the facility. In addition to this, they install an 
unauthorized data connection to allow control of all the guts of the facility via 
the virus. (they admitted to this connection, as discussed later on this page) 

3. After installing Stuxnet and the nukes they scram 

4. Israel waits for one of the many natural quakes in Japan to provide cover for a 
tsunami bomb, and they already have it at the bottom of the Japan trench. VLF 
communications are established with the bomb to penetrate the water. David in 
Dimona gets seismic reading from Japan. 6.67 in progress, BOOM. (new evidence 
shows the quake most likely was not natural) 

Tsunami comes in, swamps stuxnet infected power plant, direct video feed from 
legitimate cameras security company installed gets to David via totally unauthorized 
channel, and David knows just when to cut the generators off. Others on the team do 
all they can to counteract measures taken by the employees at fukushima, who are 
unaware an attack is taking place and do not understand why everything is going 
crazy 

5. Israeli Prime Minister calls Japan, and says TAKE THAT for offering help to Iran,



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 真真、 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トレトレトレンチンチンチ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



 
 
 
 
 

and ya know, there are FIVE MORE NUKES in the ocean off the coast of Japan, and we are going to 
set those off and destroy your coastal cities if you do not forget that 6.67, and say it was a 9 to cover for 
tsunami effects. AND NOW we are going to make your people DEMAND you move away from 
nuclear power so you can NEVER threaten us like that again. We are BLOWING UP FUKUSHIMA 
DIIACHI and you are going to go along with whatever story we tell you to. SO THERE!! 

6. David and his pals close ALL valves to the reactors via the remote data link they admitted to 
installing, and put them full throttle, to melt them down while the virus keeps control room readouts 
displaying false info, like nothing is going on even though the place is coming apart. After enough 
mayhem ensues to provide plausibility, they set off planted nukes and blow the place sky high. 

Though I have yet to work out the final details, I probably have enough to hang them because: 

1. I got the real seismic data that proves beyond a doubt the quake is not what we were told and was in 
fact an inland 6.8, (calculated higher than the seismogram due to the triangulated true epicenter being a 
little higher) which would get noticed but not feared in quake ridden Japan. 

2. Numerous referenced sources prove Stuxnet really was written by Israel 

3. Japan really did offer to enrich Uranium for Iran, and really did refuse to do a huge banker 
bailout. Israel has been documented to have attempted to destroy a reactor in Iran, and probably 
did. Japan contributing to Iran's nuclear future would make them just as much an enemy to 
Israel as Iran, and not sucking up to a banker threat the way America did would cause the 
zionists to slate an economy the size of Japan's for destruction. Israel would want them taken 
out. Now all the economic news coming out of Japan is over how bad their economy now is, 
when prior to the quake it was golden. No key manufacturing got destroyed by the quake, why 
suddenly POOF – economy down the toilet? It's because of the enormous debt Japan now must 
pay the bankers to “end world poverty.” Why would a nation do that with their economy in the 
tank anyway? 

4. It is documented that a team from Israel, with a history consisting only of working in Israeli 
defense, got unlimited access to a Japanese nuclear facility, which then went boom 

5. Reactor 4 had been defueled and proven disassembled, and therefore no explosion there was 
possible. What should have happened at reactor 4, if anything at all? the fuel pools should have melted 
down and caught fire once the water boiled off from lack of recirculation AT Worst, and badly 
contaminated the containment structure, NOTHING ELSE. NO explosions, NOTHING ELSE. Reactor 
4 is building 7, PERIOD. Why did an explosion there happen that was so severe it blew the outer 
containment walls (4 feet thick) and inner containment walls that were much thicker? Reactor 4 is 
reportedly now in danger of falling over. HOW? 

6. The Japanese government is going along with the story of a scientifically proven false 9.0. There is a 
reason, and my guess is that Israel has made threats to wipe out Japanese coastal cities with additional 
tsunamis if the government of Japan speaks a word of what went on, there should be no reason for 
Japan to go along with this other than a continued threat. 

 
Is it not interesting this "quake" reportedly happened at the bottom of the Japan 
trench, which does not produce significant earthquakes and would be perfect for 
hiding an atomic bomb blast? 
If detonated at the bottom of the Japan trench, a nuke could create an empty underwater dome of 
completely displaced water six kilometers tall and twelve kilometers across without ever breaching the 
surface. That would produce an epic tsunami all the while surface effects remained for the most part



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 国国地震の後、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。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

hidden. With absolutely no significant quake damage in Sendai, a very large (megaton range) sub sea 
nuclear detonation remains the best explanation for the tsunami. 

Is the Department of Homeland Security trying to keep American industries (and nuclear facilities in 
the dark about Stuxnet? After Fukushima fell victim to unwary operators, I would think such a 
conference would be a TOP priority here! The genie is out of the bottle. It is a fact that the writers of 
Stuxnet intend to use it. So cancelling a well researched conference about the vulnerabilities of the 
Siemens SCADA system to Stuxnet in the name of "keeping hackers from getting info" seems to me 
like an effort to keep the threat alive. Ignore the fluff at the beginning, and read the "About 
TakeDownCon" summary near the bottom so you know what they actually cancelled rather than 
settle for the no-panic fluff at the beginning. This is SERIOUS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
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、、、、短短短短時間時間時間時間にににに 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。 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I fear that by the time the Hacker Halted conference happens in October, the summer of disaster may 
have passed. And if it has not, I bet any discussion of Stuxnet at Hacker Halted will also be cancelled. 
Stuxnet is too good a toy for a very powerful group to let go of. Something is fishy here. 

Other publications picked up this story now, and are poo pooing the issue into the ground. They are 
obviously attempting to morph responsibility for Stuxnet style attacks away from Israel so that they can 
regain cover and use the weapon as a false flag tool to destroy internet freedom. This is where they are 
going to go with this - count on it, and when the disasters happen there will be a cozy blanket of lies 
shielding Israel from all blame. Never forget, THIS IS THEIR BABY, NEVER FORGET. Prior to them 
doing this, WE NEVER HEARD OF IT. 

About "prompt criticality" - As it 
turns out, Arnie Gundersen, mister 
"prompt criticality" with regard to the 
massive explosion at #3 is very poorly 
credentialed. His crowning 
achievement was playing with a 100 
watt open water tank reactor in a 
classroom for a short period of time. 
The following quotes used to spice this 
section are from other nuclear 
engineers posting to 
Atomicinsights.com 

Fuel rods are only 20 percent fissionable, 
sometimes even less, and until you reach 
over 90 percent purity in U238 and about 
70 percent purity in Plutonium NO 
"prompt criticality" is possible in ANY 
case no matter how much of it you have 
laying around. Furthermore, even with 

100 percent pure material you need a 
precision trigger slamming or crushing 
material together to get a detonation. Even 
if 100 percent pure material is slammed 
together at high speed, if it is not done 
right you will get only a nuclear "sputter" 
that pushes the pieces apart, and no 
detonation. 

Nukes are hard to do! Why have so many 
of us seemed to have forgotten that nuclear 
detonations are hard to accomplish? The 
"prompt criticality" in spent fuel story is 
something I would have expected to hear 
from an Ewok praying to a gold robot. I 

can't believe even a scammer would have the guts to suggest it, let alone allow it to be spread around in 
his name.



 

 

 
 
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人人人員員員員はははは、、、、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。 
 



 
 

 
 
 
 
 

For an explanation for the explosions, just 
look at the cameras the Dimona Dozen 
brought in. If someone is waving a degree as 
an anchor for this "prompt criticality" bull 
hockey, remember that there is such a thing 
as a paper trained idiot and if you look into 
Gundersen's background you will discover 
he is barely that, with his ONLY hands on 
experience outside a classroom being an 
intern at a nuclear facility two years before 
he got his degree! 

If the mainstream media wanted the facts, why 
did they pick this guy? Because he said what 
they wanted, truth be damned. 

"We at Vermont Yankee are well acquainted 
with Arnie and his exaggerations. He plays to a 
public and a legislature that has zero knowledge of 
nuclear power or engineering and is willing to 
accept any negative claim as truth." And since he 
gave an impossible "prompt criticality" explanation 
which diverted attention away from the only real 
explanation for the magnitude of the explosion at 
#3 - a nuke, they gave him a ton of air. Enough 
said. 

Arnie Gundersen's consulting firm, which has 
only him (no employees yet or ever, and 
therefore it's easy to be "senior engineer") was 
curiously founded within months of the release 
of the spider man villain “critical mass” who, as 
Spider man's fourth grade classmate went by the 

name of ARNIE 
GUNDERSEN. 
Critical Mass had the 
ability to project 
explosions from his 
fingertips. Hmm, 
perhaps THAT gave 
birth to the "prompt 
criticality" in a 20%  
fuel pool when 90+ 
percent is needed for 
an explosion of any 
sort no matter what 
the circumstance? If 
you need 90 or more 
percent and you have 
only 20 percent, THE



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誕誕誕生生生生とととと 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。 
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LAWS OF PHYSICS WILL BE OBEYED. Folks, In perfect f orm, the scamming media hunted 
out a fraud and rammed him down your throats. I firmly believe Arnie Gundersen has a phony 
company and was inspired in his fraud by a Spider Man comic. The date of the creation and 
publishing of the villian “Critical Mass” precedes the creation of Arnie's company, Farewinds 
and associates by only two months. I don't believe it is coincidence, and when it comes down to 
the “associates” part of his company name, THEY DO NOT EXIST. 

No where has a classmate come forward claiming to have known him in college, and with his 
stupidity regarding “prompt criticality” in a fuel pool, I doubt he has a degree at all. 

The article about the virus attack on Fukushima follows. 
 
 

The following section covers the Fukushima 
disaster from a technical perspective 
Published April 29,2011 

Fukushima was impossible. The swamping of the generators by the tsunami was irrelevant, because the 
real emergency backup systems are driven by steam from the reactors themselves and require no 
electricity at all to function. No electricity is needed to operate three separate emergency systems at 
each reactor, each of which will keep a reactor safe even if only one works. Interesting it is then that all 
9 non electrical backup systems across the three fueled reactors failed. This is technically impossible 
outside of willful intent, and was likely the result of a Stuxnet virus attack.



 

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 ののののサイバサイバサイバサイバーーー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。 
 



 
 

 
 
 
 
 

Stuxnet was designed 
specifically to target 
Siemens SCADA 
controllers and is most 
effective at tampering with 
fluid control systems of the 
type that Fukushima used 
for emergency safety. The 
centrifuges it attacked in 
Iran were ideal. So are the 
fluid control systems at a 
nuclear facility. Oil 
refineries are equally at 
risk, Stuxnet is most 
dangerous when affecting a 
system which needs to 
control the flow of any 
liquid, be it hydraulic, for 
cooling, or combining 
chemicals. Stuxnet is 
documented to have been 
produced by the,by the 
Israeli defense forces for 
the purpose of destroying 
any industrial system that 
can be destroyed by 
improper fluid flow. The 
following articles which 
document the creation of 
Stuxnet can be 
downloaded in full by 
typing the URL's 
embedded in the screen 
captures.



 

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。 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Magna BSP, a Dimona based company with no history outside of IDF contracts prior to Fukushima has 
a suspiciously short domain history despite a 10 year claimed history. Magna BSP had a full time 
internet linked two way connection to the Fukushima reactor room(s) all the way through the disaster. 
They told TEPCO about that connection on March 15 (after everything blew sky high) via an article 
printed in the Jerusalem Post.



 

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 のののの存存存存在在在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。 

 



 
 

 
 
 
 
 

Why did Manga BSP wait until everything was blown sky high to tell Tepco the data link existed, and 
then did not tell them face to face? I find it hard to believe that TEPCO would not have been interested 
in viewing a reactor that was about to explode. It seems impossible that Tepco would not have wanted 
to view the reactor, and probably did not ask because the link was kept a secret. It is a simple fact that 
internet connections are never allowed inside a reactor's containment. The connection was mentioned in 
the Jerusalem Post AFTER the destruction was finalized. And as another side note, if Fukushima 
really was without power as stated in the MSM, HOW did Magna BSP's cameras and associated 
computer hardware keep running ALL THE WAY THROUGH THE DISASTER as this article states? 

The following article clearly shows I am not the only one 
suspecting Stuxnet at Fuku



    

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。 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuxnet has two modes, random and administrative. It can be administered to optimize the damage and 
can also transmit setup information and industrial system information to a remote computer. Once 
installed on the host system via a flash drive it causes that system to violate it's normal security 
protocols and internet administration becomes possible if a connection exists. Tampering is not visible 
on the control room readouts, because Stuxnet learns what "normal" looks like and keeps the 
temperature, pressure, and other readouts within normal limits so that the operators are oblivious to the 
destruction happening in secret. 

Stuxnet appeared in Japan in June of 2010, shortly after Magna BSP arrived. Remote administration 
mode can be adjusted on demand to suit any need. No doubt the people at Fukushima sat there in idle 
mode thinking all was well until something screamed or went boom and at that point it would be too 
late to do anything other than cry. 

I did not catch this in the original report, but I now believe Stuxnet was first tested in America. The 
following article makes a compelling case for this possibility:



 

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原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電所所所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。。。。    



 
 

 
 
 
 
 

I am a lifer in the types of control systems Fukushima and it's clone, TVA owned Browns Ferry have. 
BOTH have been upgraded to modern Siemens controllers running the Supervisory Control And Data 
Acquisition (SCADA) system Stuxnet was designed to attack; upgrades are the norm in any major 
facility. On many blogs people say the controls were old and therefore Stuxnet immune; they are out of 
touch or have no knowledge of industrial control systems. I actually ferreted it out. 

And now I will explain in detail why the problems before the explosions had to be sabotage 

The diesel generators were not out in the open as we were led to believe, they were in fact located in 
the basements of the turbine buildings which were sealed off and never significantly flooded. One of 
them stayed running the entire time, but the electrical switch gear attached to it disconnected it for an 
unexplained reason which made it useless. Each of the backup generators at Fukushima were capable 
of running 14,000 households each, which means they had to be over ten megawatts each. It is obvious 
then that Fukushima was set up to survive on only ONE of 13 backup generators, and ONE did keep 
running. One would be many times larger than needed to run last ditch backup systems at all reactors, 
but would not keep business as usual. But that is not the real story, which is that even others which 

were high and dry stopped as 
well. 

I hypothesize that the ONE 
generator that kept running 
was kept as a lone reserve, 
never hooked up to a SCADA 
controller. Why did the switch 
gear disconnect a working 
generator? That is the type of 
thing Stuxnet was designed to 
do. On top of these things, 
emergency generators arrived 
on scene within 9 hours, 
before anything bad happened 
at all but were not able to 
provide power because the 
switch gear would not let 
them. 

The World Nuclear 
association did a beautiful 
report about what happened 
out at Fukushima, and then 
got co-opted by dark forces. 
I am keeping the key 
content of their original 
report preserved in this one. 
The World Nuclear 
Association got taken over, 
their report destroyed and also 
expunged from the wayback 
machine. This Fukushima 
report you are reading now is 
all that remains as a solid



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。 

 

 



 
 
 
 
 

reference to the original World Nuclear Association report. Obviously the zionist scammers could not 
have the truth left intact ANYWHERE. The following screen captures are from the first page of the 
hacked report, where the World Nuclear Association is now saying no one AT ALL died out at 
Fukushima, and from another nuclear organization that has not been taken over. A minimum of 3 
people died out at Fukushima, documenting even one destroys the World Nuclear Association in it's 
current form. The original World Nuclear Association report contained the following points: 

1. The generators never got submerged - you have to connect the dot between them being in a 
contained area and the tsunami thereby not being able to get to them. Some water got into one of the 
the turbine buildings where several were located and flooded the lowest point in that building to a 
depth of 4 feet, which means that even if the generators were on the floor at the lowest point they likely 
would not have been swamped because they are too big - the water would not get past the footings. 
Perhaps a one megawatt generator would have swamped; certainly not one of the big diesels, which 
were, according to this report enough to run 14,000 homes each. In addition to this, there were several 
generators in a second location that never got flooded at all. One of these generators kept running but 
was not able to get power into the facility because the switchgear prevented it. 

2. You have to have watched the robot videos, which clearly show the switch gear that 
malfunctioned after the tsunami never got wet - there was a non tsunami reason for the failure. 
Also look at the high resolution photos referenced below. There is no switch gear for the diesel 
generators outside the facility, it is all indoors in areas higher than the water got. Remember that 
there was no emergency when the off site generators arrived, which means that they could work 
efficiently to get things up and running. With my experience in this area, Assuming it DID get 
soaked, a complete replacement of high capacity switch gear should only take an afternoon if 
done with an emergency attitude. A truck mounted crane or a forklift does all the heavy lifting 
and the stuff is modular. In every major facility there are spares galore. It is not that hard to 
make the terminations. A worst case scenario could have been addressed before things went 
horribly awry, that is, unless a virus did not let the new switch gear activate either. It would take 
days to conclude a virus was messing things up. You would not expect that. I am sure there is a 
LOT we never heard about. 

3. That batteries held AT ALL REACTORS, in contrast to the lies in the destroyed report, 
leaving only a one hour gap in time where there was no power present to run things before 
adequate off site power drove into the facility on the road all nice and ready to hook up, but was 
denied to by switch gear which this report says was swamped but that is likely an assumption 
because swamped switchgear could have been replaced even before the batteries died. The fact 
that the offsite generators were able to be driven into the facility also proves that other lies told 
about the earthquake in general - employees leaving only to find cracks in the road so bad they 
had to walk home; Why? Why lie like this? AT LEAST this report has some modicum of 
honesty. 

4. You have to look at the chart that shows the thermal output of the reactors 8 hours after the 
earthquake, which is when the batteries running the electrical cooling pumps died, the output at that 
time was less than 20 megawatts from each reactor, which means that they would not have had troubles 
before the off site generators were hooked up to restore power if it was not denied by what I suspect 
was stuxnet infected switch gear, in fact they would never have had serious troubles at all, beyond 
having to be vented. The real critical time is in the first 3 hours after shutdown. 

5. Reactor 3 exploded entirely, yet this reactor had the most functional backup systems. At least the 
original report said the explosion remains "unexplained". Perhaps those who wrote the report should 
take a look at this for an answer.



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。 



 
 

 
 
 
 
 

6. The reactors are stated to be an "early 1960's design" apparently to mislead people into believing 
they were outdated even when installed. This was not the case. Their design was an early 60's concept 
but in fact a late 60's design, and since installation takes years, what more could you expect in the early 
70's? The reactors were in fact a very safe design. This report at least states that the facility was very 
well updated. Identical reactors at TVA owned browns ferry have been certified safe and licensed to 
operate through the year 2035. These reactors were also converted over to run the Siemens Scada 
system. The reactors at Fukushima were not garbage. The fastest cars in production still function on a 
late 1800's concept. 

I hypothesize that the situation at Fukushima is not being properly assessed by facility controllers 
because STUXNET is STILL giving false readings to the control panels, readings which obviously 
have to be false because they show containment pressure when confidental leaked photographs prove 

beyond a doubt 
NO 
CONTAINMENT 
EXISTS AT ALL 
AT REACTOR 3, 
THERE IS NOT 
EVEN A 
REACTOR 
THERE. And I 
have a perfect 
explanation for 
WHY reactor 3 is 
still showing up 
on the control 
room readouts. 

 
 
 
 

The original World 
Nuclear Association report was perfectly inaccurate with regard to reactor 3 containment. Perhaps the 
people who wrote that report have not actually looked at the facility or seen the confidential 
photographs and instead relied on information from Stuxnet infected instrumentation. 

The following report also supports what I have said here entirely. It was written by an experienced 
reactor operator.



 

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/... 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Each reactor has 8 separate emergency backup systems, each capable of saving the reactor on it's own. 
Three are designed to function perfectly if all power is lost and even the generators fail. 
Fukushima did not need any electrical systems operating AT ALL to keep itself from blowing up, when 
power is lost steam from the reactors is automatically diverted from the generator turbines to two 
totally separate steam turbines connected to totally separate water pumps needing only reactor steam to 
power them. Even that backup system has dual redundancy, only one of the two is needed for the job. 
But the valves which have to activate to re-divert the steam, all 6 valves on a total of 3 fueled reactors,



 

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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eventually failed to. At reactors 1 and 3 these systems worked, but switched off at reactor 1 within an 
hour and off at reactor 3 after running for more than two days. No one has been able to explain why 
these systems switched off all by themselves, when they need a powered command to switch off. At 
reactor 2 they were never allowed to activate. This can only happen if the control system tells them to 
shut off or stay off, absent intervention from the controller they automatically and seamlessly switch 
cooling modes to passive rather than electrical. 

Some readers may remember that the real issue at Fukushima was malfunctioning valves, and the need 
to get someone past the radiation to open them. These are the valves that were spoken of. Because 
Stuxnet kept the readouts normal, no one knew this system did not function until major problems 
happened as a result flooding the area where the valves are with radiation. This prevented last ditch 
efforts (running and cutting the wires). One automatic valve jamming and mechanically failing would 
be a surprise,6 failing can only be sabotage. 

In addition to this, another 
completely independent 
separately piped backup with an 
entirely different electronic 
decision tree which injects 
borated water at a pre charged 
3,500 PSI into the reactor to 
irrevocably shut down all chain 
reactions (reactor rebuild 
required) also simultaneously 
failed at all 3 fueled reactors. The 
borated water systems have 
explosive operated valves so 
reliable that even one out of 3 
failing would be a ten thousand to 
one possiblity, if that. The 

reliability of the borated water systems is technically theoretically assured. All three failing at the same 
time at Fukushima can only mean sabotage. There are now subsequent reports about boron wearing 
out and needing to be continuously pumped into the reactor containments to stop the chain reactions. 
This does not happen with an intact reactor, and the fact that they need to keep replenishing the boron 
at reactors 1, 2, and 3 can only mean that the pressure vessels are breached and leaking, with the boron 
escaping into the groundwater. 

 
 

High pressure in all of the reactors proves the quake did not damage any of the infrastructure at 
fukushima because any leaks would have let the pressure go. In addition to this, the seismic readings at 
Fukushima were 6.07. Fukushima was designed to handle being at the epicenter of an 8. 

The media keeps harping about how all the water went away. It only did because these three backup 
systems were prevented from shutting down all chain reactions, thereby cooling the reactors which 
caused the water to boil off and never be replaced. High pressures were talked about constantly in the 
press; This means beyond a doubt that all 6 steam powered backup systems were intact, and all 3 
borated water systems were intact also because if they were not the pressure would have escaped 
through whatever was broken in them. Absent emergency backup control power keeping the virus 
alive; (control power Magna BSP admitted was there the whole time by mistake when they said their 
cameras and supporting computers captured the explosions and maintained a data link) the valves 
which control these systems would have opened when the generators failed and there would have been



 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

no disaster. 3 worst case scenarios where all 9 automatic valves across 9 separate emergency backup 
systems are held shut by the controller when no power should have been present to prevent them from 
activating can only mean sabotage. 

A historical perspective of Fukushima shows the hydrogen blasts were bogus. 

Hydrogen blasts could not have damaged Fukushima so badly, this is a media fed lie. If hydrogen 
gas alone mixed with air could produce blasts strong enough to blow reactor containment buildings to 
pieces, which are among the strongest structures on earth (exceeded in strength only by ones like 
Hoover Dam,) then hydrogen gas filled bombs would be the prime military option. In reality, the Three 
Mile Island incident proved hydrogen ignition in open air after reactor meltdown is likely to only 
scare employees, while causing no damage at all to the facility, as was the case there. It is 
extremely important to know the differences between the boiling water reactor design and the design of 
Chernobyl. At Chernobyl, a hydrogen blast DID cause destruction of the facility, but it was because the 
reactor design caused hydrogen and oxygen at a perfect ratio to ignite at thousands of PSI inside the 
reactor pressure vessel. That's a big difference from hydrogen alone igniting in relatively oxygen 
starved open air at one atmosphere (14.5 PSI). The difference would be similar to the difference 
between a small firecracker and a case of dynamite; there were many orders of magnitude lower blast 
potential at Fukushima. 

Just to be absolutely safe after the Three Mile Island incident, many nuclear facilities installed 
hydrogen hard vent stacks hooked directly up to the relief valves on their reactors, and Fukushima was 
one of them. This was to prevent a hydrogen buildup in the containment building in the event of a core 
meltdown, which caused a minor explosion at Three Mile Island. These stacks are the tall white towers 
you see in the photographs of Fukushima, and they are effective in getting rid of hydrogen buildup, are 
directly piped, and vent completely outside. "Hard piped" means that the electrical failures would have 
had nothing to do with the blasts, because a hard vent is exactly that - no fan needed at all because the 
system is sealed. Even if the hard piping at all 3 fueled Fukushima reactors failed entirely, it should not 
have been any worse than Three Mile Island which did not have any hard venting to begin with. While 
hydrogen venting might be a problem if it ignited, it would not mean the death of a facility. It makes no 
sense that at Fukushima we got a nuclear weapon style mushroom cloud far in excess of the highest 
yield conventional bomb. 

What then, caused the explosions? The containment walls were at their thinnest points in the lowest 
allowed General Electric design a minimum of 4 feet thick steel reinforced concrete, were likely to be 
a minimum of 8 feet thick and were totally blown away. All concrete was stripped from the rebar, 
which was left dangling. One of the blast doors to the inner containments is pictured here.



 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Reactor 3 vanished entirely, as shown in the diagram on the following page, and reactor four 
“exploded” despite being completely disassembled and in hard cold shut down. The yellow dome 
which should be sitting on top of reactor 4 can be clearly seen in the service area of the containment 
building. This type of destruction is is indicative of hard weaponry in use; a hydrogen air mix will not 
do that. Reactors are not made out of tinfoil. There was no potential for an explosion at reactor 4 at all, 
it had been defueled. SO WHAT, PRAY TELL, BLEW IT APART? That's the dirty question no one is 
asking - how did that happen? Subsequent story lines try to explain reactor 4's destruction away by 
saying that hydrogen back fed into reactor 4 from reactor 3 via the hard vent pipe, but with reactor 3 
obviously blown to smithereens in the diagram on the following page, that would be flatly impossible.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

To give you an idea of how big the 
reactors at Fukushima were, take a 
look at the photo to the left. It's 
the top of the same make and 
model at Fukushima's American 
twin, TVA owned Brown's Ferry, 
and it is only the top. The yellow 
dome sits above this, and is even 
bigger. (here the yellow dome has 
been removed for refueling). over 
150 feet of reactor sits below that 
cap. Hydrogen will not vaporize 
that, which appears to be what 
happened to #3, only a nuclear 
weapon would. Reactors are about 
14 digits beyond incapable of 

going supercritical even with a complete core meltdown. The reactors did not explode, something 
placed in their vicinity did. 

 
 

Magna BSP had access to the reactors at this facility. They were based in Dimona, which is a military 
base that manufactures nuclear weapons. Stuxnet was made in their yard. They are stated to be a 
military company, and a key piece of their equipment was the same size, shape, weight, and appearance 
of a gun type nuclear weapon. 

 
 

There is extremely strong evidence that Dimona based Magna BSP placed nuclear weapons at the 
exploded or vanished reactors at Fukushima, possibly hidden inside their unbelievably GIANT 
stereoscopic cameras. One of these cameras is verified to have been installed inside the inner 
containment of Fukushima reactor 3 under the cover of a security contract in the month prior to 
the disaster. These cameras are identical in size and appearance to gun type nuclear weapons. 

Since previous hydrogen explosions at boiling water reactors have never caused any sort of damage to 
equipment or buildings, even during complete meltdowns, it begs the question how on earth one at 
reactor 3 produced a mushroom cloud. Three Mile Island sits in the evidence pool against what we 
have been told about Fukushima. History does matter. 

 
 

One problem with the reporting in the mainstream media is that it failed to convey just how massive 
and strong the containment structures really were, as shown in the photos at the beginning of this 
report, as well as how huge the reactors really were, as shown in the following photo.



 

 

 

 

 

 

 



 
 



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。。。。    
 
 



 
 

 
 
 
 
 

A hydrogen explosion would not damage this reactor, and would only blow the sheet metal off the steel 
framed roof in the service area above it if it even did that, at Three Mile Island the hydrogen ignition 
did nothing at all. It just scared employees. Another thing the reporting failed to convey is the gravity 
of the disaster. The containment diagram photo showing the remains of reactor 3 make it painfully 
obvious that many tons of highly radioactive plutonium in the containment pools is nowhere to be 
found, the entire floor they were on is completely gone. We are getting lied to. 

That was a LOT more than a hydrogen blast, and as a result there are thousands of pounds of plutonium 
scattered everywhere. The lies regarding this topic seem to be never ending, yet occasionally even 
now a little truth gets through the cracks. One such truth came in the form of a slip up, where a 
problem with one of the hydrogen vent stacks (which made the hydrogen explosions flatly impossible) 
triggered an NHK report that said they could not approach the stack to repair it because radiation 
readings in the area were at <strong>10 full sieverts an hour</strong> a level so high it would only be 
possible if reactor 3 really did expel it's core as I have stated right from the beginning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 sieverts per hour is an insanely high reading which means that death is virtually assured with very 
little exposure time. No one can fix that stack, it is staying the way it is because any worker who 
approached it to even look at it would die trying. This means that in the main debris field for reactor 3 
there are positively no workers at all, if there are people walking around out at Fukushima they can 
only be on the East side of the turbine buildings or some other place far away and well shielded from 
reactor 3.



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Many people remember the movie “the day after”, where radiation sickness killed people over the 
course of a few weeks. The radiation level at that hard vent stack, over TWO YEARS after the 
explosion at reactor 3 is STILL at 10 sieverts an hour, over a thousand times stronger than what was in 
“the day after”. If the radiation levels at reactor 3 were divided by a thousand, they would still be fatal 
to anyone in under 10 days, a shorter time frame than the deaths that happened in the movie “the day 
after”. And NHK is talking gamma, if it was alpha or beta workers could just suit up and fix the 
problem. 

TEPCO was ridiculed for initially stating that the radiation from the facility was "immeasurable". I 
think they at first told the truth. Now they have this story about the Fukushima 50. Is it in fact a "wag 
the dog"? No one could be there and live. Why is remote controlled heavy equipment doing the 
cleanup? The official story is hydrogen blasts, not nukes, so the story line has to at least be within the 
far outer limits of what a hydrogen blast could actually accomplish; not missing reactors and entire fuel 
pools blown away. 

The following article documents how Fukushima is so badly contaminated around reactor 3 that the 
only thing that can be there is robots and remote controlled equipment. I have in the past erroneously 
stated that they took care of the problem with a boron glue that stuck to everything and knocked the 
radiation down, but if the readings are at 10 sieverts an hour all they could possibly have accomplished 
is gluing the radioactive materials down so that storms could not blow them away in the form of dust. 

Another thing to note is that the radiation levels on the stack, where it needs to be repaired, are 
measured at 60 meters from the ground. This could be because it is, at that height, a straight view of 
reactor 3's exposed core which will never be approached and subdued. That would make a lot of sense. 

I suggest you ponder the pictures and materials presented in this report and apply a little thought to 
what is here, rather than listen to the scamming ziopress. 

 
 

The following report documents the remote control cleanup at Fukushima. And don't miss where they 
talk about having to boost the ability of the remote control systems, to allow them to be used from two 
kilometers away. Spooky stuff, yes, yes indeed.



 

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。 

 

www.threemileisland.org/science/what_went_wrong/index.html 

www.defense-update.com/products/m/magna.htm 

www.jimstonefreelance.com/turbine.jpg 

www.telegraph.co.uk/technology/news/8326274/Israeli-security-chief-celebrates-Stuxnet-cyberattack

. 

html 

www.english.pravda.ru/history/22-02-2011/116985-Israeli_general_boasts_authoring_Stuxnet-0/ 

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8326387/Israel-video-shows-Stuxnet-as-oneof- 

its-successes.html 

www.reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=magnabsp.com&type=domain 

www.magnabsp.com 

www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=212168 

www.infosecisland.com/blogview/12628-Japans-Nuclear-Crisis-Stuxnet-and-SCADA-Defenses.html 

www.yomiuri.co.jp/dy/national/T101004003493.htm 

www.jimstonefreelance.com/door.jpg 

www.jimstonefreelance.com/borated.jpg 

www.news.discovery.com/earth/2011/03/12/fukushima-zoom.jpg 

www.nytimes.com/cwire/2011/03/25/25climatewire-us-experts-blame-fukushima-1-explosions-and- 

19903.html?amp=&pagewanted=all 

www.jimstonefreelance.com/reference.jpg 



 
 
 
 
 

Now that Osama, who has been dead for 10 years is officially dead, Al Quaida is going to use a nuke, 
so they say; I strongly urge you to consider this article if a nuke actually does go off somewhere or if 
other nuclear facilities start acting like Fukushima. 

The only reason I believe the management at Fukushima is not telling it like it really was is because 
victim status has been so well asserted by the ethnic group in question that it is career suicide to point 
the finger at them, even when they try to kill you. I find it interesting that all 12 Non Japanese 
employees of Magna BSP returned to Israel a week before the tsunami . . . . . 

I might have understood the need for Stuxnet if it's use would have ended with Iran. Unfortunately that 
does not appear to be the case. I do hope this article breaks their toy. 

For those of you who are reluctant to re-post this because the wording is too strong, I ask you to 
consider this; 

The real answer came out of Fukushima. We have a member of the international community which has 
already done horrendous damage to a very advanced and (presently) innocent civilization and we 
simply cannot continue to tolerate it. Consider what ignoring this will cost you. Are you prepared to 
have a major disaster at the convenience of the couch; because you sat there watching TV rather than 
dragging your butt over to the computer to at least spread the word? Are your video games, ball games, 
4x4 and porno really worth continuing to lose everything for? Is your religion going to keep you silent 
as well? We really need a serious wake up call. Please let this post be it, rather than some other 
unforseen disaster. 

Thank you to the many readers who pointed out flaws, gave tips, and suggested clarifications, 
you studied this indeed! My thanks also goes out to the radio hosts who have had me on the air 
and invited me to appear to discuss this subject. 

These references included as e-mail compatible links. 
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