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出典：http://911research.wtc7.net/essays/demolition/seismic.html#signalshape

http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp2.html

この地震波は鉄骨が地面に
衝突したときの衝撃

山本の見解：
ビル骨材は抵抗なしにタイムリーに順次破壊された！
http://911research.scenario404.の記述の通り

これに純粋水素爆弾が使われたと考える

純粋水素爆弾は本当に作ることが可能か？

参考：
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc1_jets.mpeg

WTCで純粋水素爆弾は

使用されたのか？

この爆発と地震波とは
タイミングが合わない

飛行機の燃料でこのような爆発は不可能

Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory 
in Palisades, New York, 

http://911research.scenario404/


純粋水素爆弾とは？
材料：普通の水素 －－－ 従来の水爆は重水素と三重水素（トリチウム）→中性子
起爆部：太陽コロナの原理（現代物理学の謎の一つだがミルズ博士が解明した）
爆弾部：太陽の中の核融合の原理
爆発性生物：ヘリウム、ニュートリノ、陽電子、ガンマー線（511KeV)

ヘリウム３ ヘリウム４

水素の原子核（陽子）

中性子

陽電子

ニュートリノ

重水素

原理的には中性子、放射性物質を生成にない、しかしγ線は細胞を傷つける

課題は原爆を使わずに起爆部（超高温）を作ることができるか？

爆弾部

詳細は拙著請う参照

電子

対消滅：ガンマー線



水素原子から新しいエネルギー：
ミルズ博士のブラックライト・プロセス

電子が高い軌道から低い軌道に
落ちるときにエネルギーを放出する

ミルズは水素原子の
基底状態より下に
電子を落とすことにより
エネルギーが得られる
とする仮説を実験で実証！

反応が進むと、陽子の直近を
電子が回る、擬似中性子的
粒子ができる。これは非常に
核融合を起こしやすい粒子！
（ミューオンニック水素に近い）
（ミューオン核融合のJones教授）

n = n（励起状態）

n = 1（基底状態）

n = 1 / n

陽子

どうやって？
基底状態の電子に共振する
触媒を近づける。
エネルギーを受取った触媒が
エネルギーを放出する。

水素原子3個の同時衝突が

このような条件に合致する

１/２ １/２

1
共振前

共振後



沸騰水型原発が実証したミルズの仮説
沸騰水型原子炉内の放射線で水が分解されてできる原子状水素の不可解な爆発
→ ミルズの仮説が実証された！ Ｂｙ 山本 （常温核融合研究者は否定するが）

高圧注入系

発電機

タービン

Pump

タービン
コントローラー

中部電力浜岡原子力発電所1号炉

LS : レベルスウッチ
PT : 圧力検出器
PS : 圧力スウッチ
T   : ドレインとラップ
実線：配管
点線：信号

余熱除去系

原子炉

原子炉格納容器

水素爆発

図5-2 東京電力原子力発電所内での蒸気圧力検出器等の計測装置の損傷トラブル

出典：東京電力記者発表、http://www.tepco.co.jp/cc/press/03082103-j.html

残留水

2001年11月中電浜岡1号炉



水素だけのガスが大爆発！？（５０MPa）
沸騰水型原子炉のレベルスイッチ内

原子状の水素の3体同時衝突はブラックライトプロセス

→ 圧力容器を適切に設計すれば 純粋水素爆弾！
が製造可能と認知症寸前の小生でも分かる。
詳細は「巨大地震は水素核融合で起きる」請う参照

一端は解放
ピストンのないエンジン

設計上はここに溜まるのは
注入した水素だけ！
（放射線で分解された原子状水素）



なぜS. Jones博士は陰謀説を唱えるのか

ミューオン触媒核融合の第一人者
元ブリガム・ヤング大教授（2007年1月1日解雇）

敬虔なモルモン教徒！？

核融合の最大の課題：プラスの電荷同士の反発力の克服
→ 超高温（粒子のスピードを早く）
→ 錘を付ける:重水素、3重水素（トリチウム）を使うーー従来法

・Jones博士なら、ミルズの研究を見て、純粋水素爆弾がいとも簡単に作れることを見抜ける
・DOE、国立研究所等との共同研究で既に純粋水素爆弾は完成か？
・それが、Jones博士に無断で9.11で使われた！？

・使われたことに煙幕？、良心の呵責だが直接暴露はできず、注意を喚起するため？

普通の水素原子

ミューオン水素
寿命が短い

ミルズのハイドリノ
安定

擬似中性子
電荷同士の反発力を

大幅に下げる

陽子

電子

中性子

重水素 三重水素
（トリチウム）

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:StevenEJones.jpg


この爆弾はまず小爆発で可燃性物質を散布してから点火、大爆発を起こして衝撃波と高温で
目標を破壊する仕組み。燃焼気化効果で威力が核兵器に匹敵する通常爆弾の実験に成功 。

同次長は「核兵器と違い環境に悪影響はない。
どんな状況や地域でも国際テロとの戦いを可能にする」と強調した。
出典：http://www.asahi.com/international/update/0912/TKY200709120362.html

ロシアの新爆弾

ニトログリセリンの発熱量はガソリンの1／10

原子状水素ガスが拡散過程で爆発する
→ 20世紀最大のミステリー

シベリア大爆発のメカニズム
この原理が使われたのではないか？



自然でも作れる純粋水素爆弾＝地震
中越地震の震源地のシミュレーション

現代地震論が予測する
逆断層の場合の地表の変位

これを見たら地下爆発と思うが自然！
では断層はどう説明するのか

出典：国土地理院ホームページ（下記のサイトを開くと地面が盛り上がる様子が見える）
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/NIIGATAJISIN/anime/CyuetsuMainWithAfterShock.html



Source：
HELIUM AND HYDROGEN SOIL GAS ANOMALIES ASSOCIATED WITH DEEP OR ACTIVE FAULTS
V.T. Jones and R.J. Pirkle, Presented to the American Chemical Society, March 29 - April 3, 1981, Atlanta, Georgia 
http://www.eti-geochemistry.com/helium/images/figure17.html

断層はゆっくり成長 ！

Two pictures taken immediately after the earthquake on July 22 1966 at the San Andreas fault, 
when the offset was only two inches, 
and again 12 days later, on August 4th, when the highway offset has increased to five inches

地震直後 地震12日後



浅発地震

深発地震
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水が鉄やアルミニウムに触れると
発熱して、原子状の水素ガスが発生する。

３Fe ＋ ４H2O → ８H・（原子状水素） ＋ Fe3O4

水素ガス溜り

原子状水素ガスが
地表に出て爆発（三河地震）

ツングース大爆発
ニュートリノで
空が光る

ヘリウム
噴出

地震＝核融合だ！
地震予知はできないが
地震を起こすことは簡単！
地下に水を注入すればよい



不透水層

帯水層

水は地中深く
追いやられる

最大圧力：１９MPa

深度：1100ｍ

中越地震はＮＥＤＯのＣＯ２地中貯留が原因だ！？

これ以前に帝国石油が天然ガス増産のため
2000年ごろから地下５ｋｍに高水圧を注入し、

岩盤を砕き天然ガスの通過を促進。
こんなことして地震が起きないはずがない！

こんなことして地震が起きない方が不思議
アメリカでは事前の断層調査を義務化！
アメリカの基準なら許可されないはず！



CO2注入井

注入井から半径20ｋｍ

出典：
防災科学研究所ホームページ、
平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震
http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/niigata070716/
にＣＯ２注入井位置と半径２０ｋｍの円を追記

次の震源地：
長岡市北部

中越地震震源

中越沖地震震源

CO2注入井と中越地方の地震の関係

まとめ：
・純粋水素爆弾は自然でも作れる
・実験しても核反応生成物が出ない
・実験（開発）は容易
・既に開発は完了している？
・９．１１およびそれ以前に使われた？

国はCO2の地産地消を計画中
（京葉、名阪での注入可能性調査）

http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/niigata070716/
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