
https://youtu.be/A0loH32d6c0
コシミズリチャード チャンネル登録者数 2,270 人[2019.12.5 時点]

放射能汚染は、福島原発とは無関係！太平洋の海底で爆発させた水爆

が原因。311 は人工地震・人工津波。DeepState による対日テロだった！

エアー原発事故による実害はほぼない。実は少しの放射能は健康にプラス。

今日から何ら心配ないお気楽生活を!!

2019.12.02

リチャード・コシミズ

YouTube 講演!!
「福島原発放射能汚染は

フェイク。

実害はほぼゼロ」



こんにちわ。リチャード・コシミズです。

2019 年 12 月 2 日、本日の RKYouTube 講演は

「福島原発放射能汚染はフェイク。実害はほぼゼロ」というテーマでお送りいたします。

…なんてことを言うと直ぐに

『リチャード・コシミズは東電の回し者だー!!!!』といったご批判が飛んできますが、回し者でも猿回し

でも何でも結構。

私の“3.11 における東電の立場”に関してはこうです。

ということで福島原発のブレイクダウン(左)。反応炉がぐちゃぐちゃに破損(右)してしまった様なのを

目にしたら、「これは放射能漏れてるだろうな?」と誰でも思うでしょうね。その様に思わせるような事故

を、わざわざでっち上げたということです。

以上の様に、私は断定いたします。

放射能パニックに陥った人々。3.11 の真相を知れば怖くも何ともない。

「放射能怖い怖い病」から早く脱却しましょう!!

世の中には放射能パニックに陥った人々がいらっしゃいます。この方々は 3.11 以降、何時まで経っても

…もう 8年 9年にもなりますが、相変わらず放射能に怯えて「セシウムがどうの…」とか、「地下水が汚

染しているから飲めない」だのと言っては日々びくびくと不安の内に過ごしている方もいらっしゃる様で

す。

これは日本経済にとって非常に不都合なことであって、

つまり 3.11 によって精神的に弱くなってしまった人々が働かなくなったことにより、日本経済に大きな影

が落とされた。

…ということで、3.11 をやった人びと(主犯)は大喜びでしょう。

3.11 の真相をしれば痛くも痒くもない！(なのに)皆さんは真相をご存じないから、何時までも怖いのです。

早いところ、とにかく 1日もはやく「放射能怖い怖い病」から離脱しないと、皆さん自身の為にならない。

そして国のためにもならない、経済もよくならないということなんです。

ＲＫの見解：

東電内部に「共犯者」はいたであろうが、主犯ではなかった。

3.11 東北大震災は人工地震・人口津波であり、

外国勢力による日本経済の破壊が目的であった。



“放射能怖い怖い病からの脱却”そのためにまず初めに知っておいて頂きたいこと。

●汚染水は米国の強い要求で流された

ただし、私からするとこのニュースを耳にした時、「あぁ!!なるほど！」

「これで判った!!3.11 は人工地震だったと確信を持てる」と。

彼の発言を細かく見てみると、

―内閣官房参与の平田オリザ氏が、17 日にソウル市内で講演し、東京電力福島第一事故の対応で、

汚染水を海に放出したことについて、“アメリカ政府からの強い要請を受けたものだった”と発言。

平田氏は講演で、

「汚染水の処理の問題では通告が遅れ、韓国の方々にも大変な迷惑を掛けた。

理解頂きたいのは、流された水は非常に低濃度で量も少ない。アメリカ政府からの強い要請で流れた」

と発言した。

その後オリザ氏が「何か勘違いをして、事実でないことを喋ってしまった…」ということにして謝罪した

…ということになっていますが、実はいい加減な発言でも勘違いでも何でもなかった。

本当に起きたことを、平田さんが誰かから聞き、韓国で話してしまった。

これを聴いた際、この地震を人工地震であると考えていた我々の様な人間は、はた!!と膝を打った訳です。

出展：Dailymotionより

①汚染水は米国の強い要求で流された

3.11 当時、民主党の内閣官房参与というポジションに居られた平田オリザ

さん(劇作家)という方が、震災後の 5月 17 日に韓国ソウルで講演。

これ(上)はその時の会見の様子です。

―汚染水はアメリカの要請。内閣官房参与が発言―

その際彼がおっしゃったのは

「あれはアメリカ政府からの強い要請で流れたんですけども」

同じ内容が日刊ゲンダイ(左)にも“仰天発言”として記事になっており、

…？頭、おかしくなっちゃったの？…という様相でしたが、

この記事がでた翌日、オリザさんは「すみません。あれは勘違いでした」

と発言を撤回しました。[日刊ゲンダイ 2011 年 5 月 19 日記事]

平田オリザ内閣官房参与：

「あれはアメリカ政府からの強い要請で流れた」



「あぁ、なるほど!!そりゃそうでしょう！」と…黒幕はアメリカ政府だったのです。

流すことに意味があったのであって、低濃度でも量が少なくても構わない、流せばそれで良かったのです。

ＲＫ：「やっぱりそうだったんだ!!…3.11 は人工地震だ。間違いない!!」

●3.11 の真相

3.11 の真相がいったい何であるのか？我々は早い段階で理解していたと考えます。

①太平洋の海底を掘削し、地球号・米潜水艦等で旧型の水爆を敷設。

②水爆を多数起爆したため、群発地震が発生。

3.11 直前の数日間、結構大きめの相次ぎましたよね？茨城・千葉など…それのことを言っています。

③水爆により地殻にクラックが生じ、海水が地殻深くまで流入。

④マントル近くまで入り込んだ海水が高圧と高温で水素核融合反応を

起こし爆発、3.11 大地震となる。

「核融合をうまくコントロールしてエネルギーを取り出そう」とする計画はずっと以前から続いており、

高温・高圧状態を作り出すことによって核融合反応を起こし、発電に役立てようといった研究に 5,000 億

といった単位が投入されているはずです。

この反応の難しさは何か？

それは反応が急速に進むと核爆発になってしまうことです。要するに「エネルギーを取り出す」どころか、

爆発してしまう。爆発させるほうが、エネルギーを取り出すことよりよほど簡単なんです。

ということでこれを自然に(偽装して)起こさせるために、

核兵器によって高圧・高温の状態を作り出す。そこで核融合(核爆発)を起こすということなんです。

⑤米軍が 1944 年に完成し東南海地震で使用した「プロジェクトシール」の

技術を用い、核兵器による人口津波を起こした。

どの様な技術か？実は1944年米軍が既に完成しており、日本に対し(攻撃目的で)使っていると思われます。

それが、戦争の前と後とに連続して起こった 4つの大地震で、その主たるものが東南海地震。

東南海地震とは、実は核兵器を使用した人工地震であった。

この際の計画の名称が『プロジェクト・シール』というもので、米カリフォルニア大教授を中心に研究を

進め、30 メートルほどの津波を起こすことに成功していたのです。1944 年 12 月のことでした。

その後東南海地震が起き、東海地域にある中島飛行機や三菱といった航空機製造の工場が破壊され、

日本は戦争の継続能力を失ってしまった…という経緯がありました。

その技術[プロジェクト・シール]を、70 年ぶりに日本に対して使ったということなんです。

流された水は非常に低濃度で量も少ない。



⑥核による人工地震と発覚させないため、福島原発の放射能漏れを偽装。

また、放射能パニックを起こすためもあった。

⑦海底核爆発を起こしたゆえ、海は核汚染している。

核兵器を使いましたので、当然のことながら海は広域に渡り汚れてしまった…

(そこで、バレないよう措置を講じる必要があった。)

⑧海底の核汚染の原因を隠すために福島原発の反応炉が破損したと偽装。

⑨3 月 12 日に「水素爆発が起きた」と虚偽発表。

実際は原発外部に仕掛けた低威力核兵器の爆発。(マグナ社)

この水素爆発の映像を見た方もおられるでしょうが、(ＴＶでは)音が入っていなかった筈です。

そこでは、東北側から写している福島原発の煙の上がる様子が視えたかと思うのですが、

「これは建屋の中に充満した水素ガスに火が入り、爆発した」とのような説明だった。

ところが、海外ＴＶで全く同じ映像が放映されたものには音が入っていた…!!

その音を我々もはっきり聴く事ができたのですが、

『ボン！』『ボン！』『ボン！』と 3 回続いている。

従って、これは爆発…ではなく、爆破。もし水素爆発であるなら、一回だけ爆発して終わりの筈です。

ところが 3回連続した。それをＮＨＫは“わざわざ音を消して”放映している。そこに意味がある訳です。

つまりこれは、原発の外部に仕掛けた低威力核兵器を爆発させたということ。

爆発を起こしたのは、イスラエル製の監視カメラ(を偽装)…中を開けてみると実は小型核兵器というもの。

設置したのがイスラエルのマグナＢＳＰと言う会社である。…といったことを、いち早く報告した外国の

ジャーナリストもおりました。

監視カメラに非常に良く似ているが、中身は核兵器。爆発させることにより

外側から福島原発を核汚染させた、と言うのが実情です。

このマグナＢＳＰについて「一体何をやっているところなのか？」と我々が東電に電話をして訊いた所、

「安全管理に関するご質問にはお答えできません」と逃げられました。

このマグナＢＳＰについては週刊現代が一回だけ、記事にしていることがありました。

「福島原発の安全管理の全てをマグナＢＳＰというイスラエルの会社が担当している」と。

何故、日本のではなく外国の会社が(その様な国家の安全保障に関わる施設の)担当をしているのか？

といった疑問を呈するような記事を書いていたのです。

だが、大地震で放射能漏れを起こす大事故を起こした施設にマグナＢＳＰとい

う会社が関与しているなら重大案件として徹底追及すべきであるのに、



それ以降一切誰も触れていない。

こうした極めて異常な状態が続いているのは、安全管理ではなく核による破壊を担当していたのでは？

という疑念に繋がります。

恐ろしいことに、このマグナという会社は

日本中の原発の安全管理の全てを担当している。

…この話を聞いて、私には中曽根康弘さんの顔が浮かびました。

⑩原発周辺が多少核汚染し、汚染水も発生。

⑪米軍から菅直人政権に汚染水を捨てるよう命令。

(これで海洋核汚染を原発のせいにできる。)

⑫だが、汚染が軽微であったため、濃度も低く量も少なかった。

福島原発起因の放射能汚染を捏造したテロリスト。

…しかしながら、直ぐにバレてしまった…!!

平田オリザさんはご自身では何も解っていないでしょうけれども、その辺りでテロリストが蠢いていたと

いう形跡をわざわざ韓国で発表してしまった。

ここで、3.11 の経緯をもう一度復習してみましょう。

●3.11 経緯まとめ

3月 11 日 14 時 46 分地震発生

15 時 45 分大津波・福島原発に到来

20 時ごろ 1号機メルトダウン(※原子力保安院による推定)

3 月 12 日 1 号機水素爆発

3月 13 日 3 号機爆発

保安院が主張するメルトスルーが本当に起きたかどうかは不明ですが、

「3月 11 日にメルトダウンが起きた」ということにしておかないと、それ以降のつじつまが合わなくなる

ということなのでしょう。

＜3.11 の不思議：ＲＫまとめ＞

3.11 の不思議その①：メルトダウン・メルトスルーは自然に収まるものではない。

本当にメルトダウンがあったとすると、現在も大量の放射性物質を排出し続けている筈。

万が一浜岡原発で大規模な放射能漏れがあった場合、放射能は半日から数日で首都圏に到達する。

放射能の飛来も風向きによるので、東京に向けて(放射能を含む)風が吹くこともありうる訳です。

そうすると、メルトダウン・メルトスルーで発生した放射性物質が東京にも降り注いでいないとオカシイ。

ですが、降り注いでいません…!!

もし放射能が降り注いでいたなら、日本中に腐るほどあるガイガーカウンター



が全て鳴りっぱなしになっている筈です。

しかも、3.11 以降は一般の方でさえガイガーカウンターを持つ様になり、私も２台持っている。

従って、放射能が大量に発生しているなら直ぐに判る筈なんです。ですから、実際には発生していない。

これは浜岡原発のケースです。

もし浜岡原発で放射能事故、つまりメルトダウン・メルトスルーが起きたらどうなるか？

静岡、全滅。次いで山梨・愛知も半数が死亡。著しい急性障害が東京の西半分・神奈川の西半分を覆って

しまう。

メルトダウン・メルトスルーが事実であれば、我々は東京に居られない筈なのです…!!

その様なことになっていれば、今ごろ東京はがらんどう、人っ子ひとり居なくなっている筈です…

否、いっぱい居ます。では一体どうなっているのか？

つまり、メルトダウン・メルトスルーなんて嘘だということ。

その①-２：メルトダウン・メルトスルーが事実なら、東北は死屍累々。

東京も既に居住不能になっている筈…なっていない。

3.11 の不思議その②：

●震源域５００キロ長の海域が核汚染している(時間経過で軽減)

●底魚の放射能濃度が高い

●陸前高田の津波を被った薪の放射能量

●空母レーガンの乗組員大量被爆

「震源域 500 キロが汚染されている」という点について、いま手元にデータが見当たらないのですが

(※該当データについて詳細は次講演で言及)この様に(左)で長さ 500 キロ×幅 200 キロに渡って汚染して

いた…「汚染していた」と表現したのは、現在では放射能は殆ど消失しているだろうと考えられるため。

出展:上澤千尋氏(原子力資料情室)資料

http://www.stop-hamaoka.com/より



太平洋は大変広大なため、東北沖が汚染したとしても、どんどん波で太平洋に運ばれ希釈されてしまう。

従って、殆ど残ってはいないと思われます。

また、当時の放射能の影響を調べる目的で東北沖の底魚の放射能濃度を調べたところ、底魚は海底核爆発

の影響を一番受け易いということもあり、当然のことながら高値で放射能が検出されたという。

さらに、陸前高田というのは岩手の一番北の方なので、福島原発からはかなり離れている訳です。

そこで津波を被って放置されていた薪から放射性物質が検出されたことと、福島原発とは何の関係もない。

要するに津波そのものが核汚染されていたから、薪も汚染したということである。

それから空母ロナルド・レーガン(中)。この船は 3月 11 日の時点では(韓米合同訓練実施後)横須賀に居た

筈です。そこで地震の知らせを受け、艦隊の司令官・艦長独自の判断により東北沖に急行することを決定。

救援に向かった先では余りに放射線量が多いので騒ぎとなり、甲板を洗ったりなどしたという(右)。

よく話を聞いてみると、実際に空母が居たのは福島沖ではなく、かなり北の三陸沖であったことが判明。

空母のデッキに居た乗員数名が被爆、その 1時間の自然放射線量は一ヶ月分に相当したとのこと。また、

原発の東 60 マイル(約 97km)を飛行したヘリに、除染が必要になるレベルの放射性物質が付着した。

…ということで、60 マイル(もの距離での出来事)なので(福島原発事故とは)関係ないんですね。

要するに、太平洋が汚染していたから、

そこにいた空母レーガンの乗員が被爆したということです。

さて、これは「トモダチ作戦に参加した米兵が皆被爆して云々…」といった話に、(何故か？)小泉純一郎

さんが首を突っ込んできた時の話で、専門家からも考えられることが色々と述べられたのですが…

―「風向きや放射能の広がり方等からすると、被爆の可能性はゼロではない」と研究者 Aさん。

つまり、“それほど強い被爆を受けたというのは(福島からの距離を考慮すると)おかしい”と仰っている。

―研究者 Bさん

「放射性物質が流れた先にいた場合、多少の被爆の可能性はあるが、健康を害するとは考えにくい」

この Aさんも Bさんも嘘はいっていません。つまり、全然関係ないのです!!

福島原発から流れたくらいの放射性物質では、この様な大量、しかも深刻な被爆が起きようがない。

被爆の原因は福島原発ではなく、太平洋で行われた核爆発である。



真ん中の赤い波形はインドの核実験で発生した人工地震の波形です。

最初からドカーーン!!と来る。

3.11 の場合(上)も、初めからドドドドドドーーーッと揺れています。

この波形が何を示しているのか？

それは、複数の人工地震を重ね連続して起こすことにより、この様な厚みをもたせる。それにより、

あたかも自然地震かの様に見せかけようとしている…

という(謀略だった)のは良く判るのですが、見事に失敗している。

僕もこの(人工地震特有の)波形をみたことがあって、それは東南海地震の波形…初めて行われた人工地震

とそっくりなんです。

海上では海水を浄化した真水を飲むことから、全員が癌を発症する恐れがあるということです。

この辺りの話になってくると、3.11 における『原発を使った放射能パニック』作戦というのは、目的は

“本当に日本を汚染させる”ということではなかったのだろうと考えます。

何故なら日本にはこの人工地震・人口津波を起こした人達、つまり DeepState＝影の政府…の仲間が沢山、

居る。その仲間を殺戮する訳にはいかない訳です。

例えば、「日本企業の価値を貶めたところで買い叩いて自分達 DS のものにしよう」等とも考えている…

そこで、日本企業の価値を下げる方向で地震を起こす。しかしそれらの企業が“本当に壊滅的に無価値に

なってしまった”ら、買う意味もなくなってしまう訳です。

従って、地震を起こし放射能汚染で騒いではいるが、実際の被害は限定されて

いる方が彼ら自身にとってはありがたい。そういった状況を作り出そうとした。

そしてもうひとつ。

3.11 の不思議②－２

●地震波形が人工地震に酷似している。(P 波がない)

これをご覧頂けばよく判ると思いますが、一番下が自然地震。

自然地震というのは、最初からガガガガ!!と揺れるのではない。

初めに軽い揺れがあり、その後ドカーンと来る訳です。

この最初の揺れのことを PrimaryWave(プライマリー・ウェーブ)・

P波とよびます。

自然地震の場合はこの P波が必ずあるのですが、

今回の 3.11 が人工地震であるとすると、P波なしで突然始まる。

空母レーガンの乗組員は、核爆発海域のど真ん中に船が突っ込み、

海水を飲んでいる。被爆により「全員」癌発症の恐れ。

いっぽう、日本人にはひとりも被爆死者なし。

放射能の起源が福島原発ではなく太平洋の核爆弾だから。



皆さんはご存知ないかもしれませんが、我々が掴んでいた情報にはこういったこともありました。

3.11 の不思議その③：

●地震前に夜間のみ白人が原発に出入りしていた。

●地震当時、原発は停止していたとの(作業員の)情報あり。

●地震前に燃料棒が抜かれていたとの情報もあり。

“そもそも、日本の原発は一揆も稼動していなかった”と言うのが

真相ではないのか？実際、全停止しても電力不足なし。

私は、恐らくその通りだろうと考えています。

原発とは少しでも稼動すると直ぐに放射能漏れ等、種々問題が発生しうまくいかない…ということで、

実際には『動いているということにしている』と。

原発の作業員の皆さんは一生懸命原発を動かしている気になっていて、実際稼動しているかの様なデータ

も上がってきている。しかしそれらも全て、イスラエルのマグナ社がスタックスネットウイルスを通じ、

送り込んできたニセの運転データであって、作業員の人々はそれを見て「ふむふむ…動いている!!」等と

思い込んでいるわけです。

そして「3.11 で不具合が起きた…!!」これについても、全て(予め)プログラムされた嘘の情報を目にして、

「あ～大変だ～～!!」と思っている。恐らく民主党の幹部の人びと、枝野さん等もその様にして騙されて

いたのだろうと考えます。

＜3.11 人工地震テロまとめ＞

何処から始まったのか？それは要するにこういう事です。

この原発を推進させたのは中曽根元総理と正力松太郎。
その日本の原発政策を後押ししたのが、統一教会でありアメリカ政府だった。レーガン政権やその背後に

居たデービッド・ロックフェラー…そうした連中が日本に原発政策を推進させたと。

その結果、どうなったのか？

日本の原発は、何処もかしこも“わざわざ活断層の上に”造ってある。[日本周辺の活断層と原発分布図]

「なるほど!!これは中曽根と正力を使って、地震と関係した最も危険な地域にわざわざ、原発を造らせた」

のだろうと。この原発に不具合が起きて日本経済がボロボロになる…といったストーリーを想定していた。

当時米国のレーガン大統領を含めた人達は、日本にこれ以上経済的に成長して欲しくなかった。従って、

日本経済の脚を引っ張るため、地震と原発事故を結びつけたテロを考えていた。そのテロが実行できる様、

中曽根に原発を配置させた。

その後、長い年月を経て実際にそれを使うときが来た。それが 3.11 であると…

DeepState ・裏社会は満を持して 3.11 人工地震を起こし、日本経済を叩きのめした…



ところが、叩きのめしたと思いきや、『復興景気で日本経済は以前よりも良くなってしまった…』という、

実に馬鹿馬鹿しい話なのでした。

エアー原発事故による実害はほぼない。実は少しの放射能は健康にプラス。

今日から何ら心配ないお気楽な生活を…!!

『放射能・怖い怖い病』…など、何の意味もありません。

根拠のないことで不安を抱え、毎日苦しい人生を送るのはもうおやめになって下さい。

何故なら、本当に何もないですから。

また、この様に(真実が)バレてくるとこれ以上悪いことはやりにくいので、DeepState も諦めてくることで

しょう。これ以上おかしなことは起きない。

DS が今後起こそうとしているのは東京直下型地震であると考えますが、実はそれも色々な事情があって

なかなか難しい。その辺りも別途、お話しようと思います。

本日は、ありがとうございました。

日本経済の大成長を恐れた米 DeepState は、中曽根・正力を使って

地震による原発テロに都合の良い原発建設を推進した。
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