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超自然的なオカルト的エネルギーが、心臓にあり 

それは太陽である、英雄 Tonatiuh から出て来る、 
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この太陽の双子として出てくる浄化する赤い光の下で天国のような惑星に地球が変化し 

長続きする地球の平和を生み出す方へ人類を案内している全ての輝く存在に、ささげる 

人がこの赤い光を出するならば、不滅になる。（意識的にそれを太陽に戻す） 

しかし、このエネルギーを解放するためには、犠牲が必要である。 

人は、願望と習慣を犠牲にしなければならない 

あがめるために、自分自身で願望と習慣を生贄として捧げなさい、そして心臓のなかにそれを囚人に

して心の中にこれらを持ち運び、自分の心の中の敵に対してナイフを向ける。 

少し前まで、人間はまだこれらの言葉を覚えていた、しかし、今の人間はその重要性を忘れた。 

自分ではなく敵とした他の人間を生贄として捧げ、 

そのような奉げものが Tonatiuh の神をなだめると思って、心臓を取り出す。 

それは退化で、迷信である。 

恐れが知識と結びつくとき、恐ろしいことがされる。 

犠牲にしなければならないのは、心の中の自分である。 

 

間違った存在から引き離し、光に提供されなければならないのは、我々自身の心臓である。 

 

（火の法典としてのピラミッド The Pyramid of Fire Codex（11 ページ）） 
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2 好奇心の強いジョージ Curious George 

 

テスラのライフワークを思い返すと、彼のフィールド研究所（下記）の写真で注意されるように、ニ

コラ・テスラは彼の最も偉大な発見がコロラド・スプリングスでされたのが認められる 

もう一つの発展段階を示す実験的

なステーション。 

 

1899 年 7 月 3 日に詳細に記録され

た Stationary Waves の発見： 

 

これは昨晩観察された。 

 

例えば、複数の理由により、これ

らは簡単に忘れられないことにな

った。 

まず第一に、驚異的な光の放出と

照明によって素晴らしい視力が、

与えられた、 

1 万～1 万 2000 以上の放出が 2 時

間の間目撃された 

器具（回転コヒーラ rotating 

coherer 電波の受信器）は、私の電信

の計画の場合のように、 

地面と、地面より上のプレート

に、 

接続していた 

 

そして、コンデンサーは、地面に

送られる効果を拡大するのに用い

られた 

嵐が遠のくと、最も面白くて価値ある観察がなされた。 

それは、次のように起こった： 

 

 

器具は、どんな放出でも見られるか、聞こえるよう、すぐ反応するように、より敏感になるように、

再び調節された。 

そして、止まったとき、それも止まった。 
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その時、光の照明は遠くまで届いた、それはだいたい 50 マイル離れたところまで届いて見られたと思

われる。 

突然、嵐が速く立ち去ったが、強さは連続的に増加して、装置は、突然鳴り始めた。 

しばらくして、この徴候は再び終わったが、30 分後に計測器は、再び記録し始めた。 

それがもう一度止んだとき、調整はもっと難しくなった、 

計測器は 30 分はうまく反応することができなかったが、再び動き始めるようになった、 

そして、つなげられたリレーに関してスプリングをもう一度よく締めると、それは放出を示した。 

この時には、嵐ははるかに見えない所に立ち去った。 

器具を再調整して、再び敏感であるようにそれを設定することで、しばらくして、それは周期的に動

き始めた。 

少なくともその時 200 マイルを超えて、離れたところに嵐はあった。 

夕方後半まで、繰り返し器具は動くが、ほとんど 30 分間隔で動くのをやめた 

その頃までには地平線の大部分が明るくなっていた。 

これは、科学的な見地からは素晴らしい最も興味深い経験であった。 

それは明らかに定常波の存在を示していた、なぜならば、さもなければこうした観察はどのように、

説明できるのか？ 

反映されないのなら、どのように、これらの波は動かないでいられるのか、そして、彼らが出発した

点からではないとすれば、どこで、反射することができるのか？ 

これらが地球表面の逆の地点から反射したと思うことは難しいが、それが可能である場合がある。 

 

しかし、私はむしろ、雲の点から導電経路が始まって反射すると思う; 

このケースでは光が襲撃した地面が、結節点である。 

現在、これらが発振器で引き起こすことができることは確かである。 

（これには巨大な重要性がある。） 

 

1 3 

静止した地球の波の発見を［示して］おり、その膨大な大きさにもかかわらず、全惑星は、小さい音

叉のような反響する振動に入ることができる; その電気振動は、妨げられずに通過する物理特性と大き

さを持っている、 

 

単純な数学的な法則を厳しく守れば、疑いの影を越えて、それが地球にあることを証明した、 

上手に設計されれば、電気エネルギーを伝えるためのチャンネルとしてワイヤーまたはケーブルより

無限に優れていると思われた。 
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テスラ・コロラド・スプリングスノートは、低周波の定常波

で世界無線ネットワーク放送を成立させる塔の建設のため

に、完全なエンジニアリング・データを記録した。 

プロトタイプの Wardenclyffe ワーデンクリフタワー(左)は、

ロングアイランドの Shoreham で完成された（1905 年）3 

よく水を使用するので塔を地下水面のはるか下に基礎を設置

した。 

モーガンが戦争産業で利益を得ることを続けたいならば、安

く利用できなかった重要な必需品であるエネルギーと情報を

送ることに関して、この装置の最大の革命的効率の意味を再

考すると同時に、JP モーガンのプロジェクト投資は、取り下

げられた。 

モーガンは変化への恐れから、1895 年のテスラ研究所の放

火、マルコーニへのラジオの発明の間違った帰属とノーベル

賞の虚の発表に対して責任がある欺瞞的な工作員と提携した。 

更なるごまかしは、「第２次世界大戦を妨げるテスラ試み」という題名のオニール伝記の未発表の章に

露出する。宣伝 

ONeill は英国のネヴィル・チェンバレン首相との話合いで、テスラのプラズマ・ビーム技術殺人光線

の窃盗未遂に関しての重要な詳細を彼のテスラの伝記の最終的な草案から 3000 万ドルで削除した。そ

してその代わりに、チェンバレン首相はナチスとの間違った約束を交わした：4 

 

イギリス諸島に船または空から接近するどんな敵に対しても装置は完全な保護を提供し、同時に防御

が出来ない攻撃用武器を提供する彼のプレゼンテーションに基づいて、グレートブリテンに

30,000,000 ドルの光線システムの販売のための話合いをチェンバレン首相と続けたことを、テスラは

明らかにした。チェンバレンの誠実さと装置を採用する彼の意図をテスラは確信していたと、彼は断

言した。 

 

この武器が当時の脅迫的な戦争の勃発を防止し、ヨーロッパの現状を維持し、フランス、ドイツと英

国が関係している合意が働くのが可能なように管轄下で継続するようにした。 

チェンバレンが失敗したとき、ミュンヘン会議で、なんとか必要だったヨーロッパの平衡状態を保持

するために、チェンバレンは 1940 年にウィンストン・チャーチルと取り替えられた。テスラは英国政

府チェンバレンと話合いの崩壊に大いに失望した。 
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その話し合いが不成立に終わると、彼は最近の実証記録を用意しようとし、最も重要な発見が、何かよ

く考えた、。 

しかし、彼はこの問題についてくよくよしたりはしなかった; 

一つの会談を終えると、二度とこの問題に言及しなかった。 

彼は、これらの発見を実証するための融資は得られなかった。 

話合いが続けられていた間に テスラは、発明を盗もうとしていると断言した 。 

 

彼の部屋は入られて、彼の書類は調べられた、しかし、泥棒され、スパイされた。そして空にされ

て、渡された。 

危険はなかった 、彼は発明が盗まれることもあるので、紙にその重要な部分を決して残さなかったと

言った。 

彼は、すばらしい調査の詳細を安心して記憶に保存した。 

これは大きな発見の全てを、そうしたと、後で彼は言った。 

 

彼のシステムの性質は、現在とほとんど差がない; 彼は死んで、秘密をその持っていってしまった。 

おそらく、この後生きているものは、この生命から切り離すベールを越えて彼の記憶と何らかのコミ

ュニケーションをするかもしれない。 

 

テスラは、地球で彼が達成したもののヒントを与えるものを見つける方法を求めて奮闘している人間

を見下ろしているかもしれない 

; 

しかし、これが起こることができないような状況ならば、人類がもう一人のテスラを生み出すまで、

我々は待たなければならない 

.5 4 

4.5 
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テスラの会計報告と法定利息は、ジョージ Scherff（Sr）（上記、c.1952）、 

によって管理された。 

かれの管理の研究は簿記と、特許と特許侵害に対する広範囲な訴訟を起こすための告訴状を作ること

であった。 

 

世界戦争の時代の政治的なスパイ活動の間で、企業債券発行の間、700 以上の革命的特許の多産な発

明者に多くの危険が、必然的に忍び寄った。 

 

疑う余地なく、ナチスは、テスラの発見とテスラの研究所の監視に関係する政治団体 parties の一つだ

った。（テスラの発明を彼らの人類の破壊という強迫観念に応用したがっていた） 

ここに、なぜテスラ無線力伝達と定常波技術が、皆に知られるのに、100 年かかったかの説明が、あ

るかもしれなかった 

テスラの革命的な考えへの財政的な支配は彼を老年期に文無しのままにした。そして、その妨害は、

激しいナチ・スパイ活動の重要な構成要素であるとごく最近あばかれたほど、賢く情報操作が行われ

て、不明瞭にされた。 

青年時代に、ジョージ Scherff はテスラの友となり、発明家の人生の後半部分で彼のために、働いた。 

Teslas の死後面談したとき、Scherff は彼が 1895 年の疑わしいサウス五番街研究所火災の後、科学者の

ために仕事を始めたと主張した。そして、その後 1905 年まで 1 週につき 1 日フルタイムで働いた。 

伝記作者 ONeills 調査は、効果的に妨害された： 

Scherff はどんな精密な疑問または議論にも（仕事に関わるものとして）口を堅く閉じ、テスラの問題

と廃棄物について話すことはなかった 

 

0 6 
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ジョージ Scherff, Jr.は、デリケートなテスラ書類を彼が所有することに関して、1954 年くらいまで、ニ

ューヨークのニューロシェル Seacord 通り 149 の住居から、ＦＢＩと連絡を取り合っていた。 

7 

その手紙は、ジョージ Scherff 卿または Jr の最後の利用できる記録である。5  

同じ名前を持つこの父と息子は、世界で最大の先進の研究所にしばしば行ったが、2 人は何をしたの

か？ 

テスラの他の親友は、彼らの発明者の追悼において、特にケニス Sweezey などは全く口うるさ

かったが、世界は鍵となる Teslas に最も近くにいた事務アシスタントのインサイダーの存在の

背景を見えないようにされた。 

 

なぜ？ 

一般に出回っている 1915 年のラジオエンジニア協会の晩餐会での 1 枚の写真（上記）だけがジ

ョージ Scherff の正面を記録している。 
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テスラは後ろの列の真中に最も背が高い人が見れるが、それである。Scherff が同じ列の Teslas の左側

の終わりに立っている(写真では右側の端)、片側に彼の手が写っている。 
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比較のために 1937 年と 1952 年に撮った 2 枚のジョージ Scherff の写真を詳細に比較した珍しい画像。

（反対側のページの、左上） 

Scherff の家族の親友は、1937 年の画像を用意した、 

1952 年の写真はプレスコット・シェルドン・ブッシュのコネチカットの上院議員のための政治運動の

ためのプロモーションで、資料として出された 

ジョージ Scherff とプレスコット・ブッシュの写真の比較する中で異なった顔の中にある類似点は、簡

単に確認することができる。 

彼の異常に高いヘアライン、下に曲がっている眉と非対称の上唇は、Scherff 顔の強い特徴の一つであ

る。 

彼らのサインにさえ注目に値する類似点を示しており、ジョージ Scherff とプレスコット・ブッシュの

身長と造りも同一である。 

ジョージ Scherff からニコラ・テスラへの 1918 年の手紙は 1954 年のプレスコット・ブッシュのサイン

と比較するために示される 

8 

（反対の）. 9 

手書きのジョージの名前 Geo とプレスコットの Pres の省略形は、同一である。 

Scherff は、別名プレスコット・シェルドン・ブッシュを利用して二重生活を送っていたエージェントで

あったのか？ 

 

有意な証拠は、そのジョージ Scherff が示唆しているアメリカの不法なドイツ移民は（原語のドイツの

つづり：シェルフ）ニコラ・テスラ社のための働くパートタイムであり、同時にユニオン Sulfur 社の

ための監査役でもあった。 

 

ユニオン Sulfur はロックフェラーが所有する建物にある、倉庫を使っており、フリーメーソン秘密主

義の範疇の一部として動く有力な事業と、金融会社で、エージェントを置く能力によって、彼らの産

業スパイ活動のために隠れ場所を用意した。 

 

彼がジョージ・ハーバート・ウォーカーによってユニオン銀行の 7 人の創立責任者のうちの 1 人とし

て就任したとき、プレスコット・ブッシュの最も早い段階の会社記録は 1924 年からであるように見え

る。 

それは、ウォーカーが自分の新しい銀行を経営するのに新米の義理の息子を選んだということであっ

たか？ 

成功したニコラ・テスラの研究所のスパイ研究の報酬として産業スパイ・エージェント・ジョージ・

シェルフに新しく選んだ別名を設定するための隠れ場所として、ユニオン銀行 UBC の位置が与えられ

たことは、ありそうである。 
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この仮説は、1954 年以後ジョージ Scherff、卿またはジョージ Jr.の人生の記録が完全に欠如し、ならび

に 1924 年以前のプレスコット・ブッシュの写真または記録の欠如があったことも、よく説明する。 

情報時代は、すべてを明らかにする： 

より苦しませることは、統治されていたシレジアのスチール社（CSSC）（ドイツのポーランドの境界の

鉱物の豊かなシレジアに拠点を置く）と［プレスコット］ブッシュのつながりである。 

戦争の間に、同社は 1942 年 10 月 20 日に強制収容所（アウシュヴィッツを含む）からの、ナチ奴隷労

働を利用した 

プレスコット・ブッシュがディレクターであった UBC の資産を外国人資産管理人は、押収した。 

銀行の通帳を調べ、2 つの系列会社、オランダ・アメリカの商事会社と継がっている証拠のない鋼の

器材会社に対して更なる押収がなされた。 

11 月までには、シレジアのアメリカの会社も、押収された（プレスコット・ブッシュのもう一つのベ

ンチャー会社） 

 

1942 年に Alien Property Custodian（APC）のオフィスで交付されたレポートは 1939 年以降の、会社に

ついて述べているー「これらの（鋼と鉱業）建物は、ドイツ政府が所有し、管理した、そして、疑う

余地なくその国の戦争運動をかなりの援助していた」 

 

1924 年に、彼の義理の父であるアベリル・ハリマン（ニューヨークの鉄道王 E H ハリマンの裕福な息

子で有名なセントルイス投資銀行員）はニューヨークでビジネスを始めるのを手伝った。そして、そ

の人は銀行業務に携わった。 

 

ウォーカーが与えた最初の役目の一つは、ブッシュが、UBC を管理することであった。 

ブッシュは銀行の創立メンバーであった、そして、設立文書は彼を 7 人のディレクターのうちの 1 人

として発表し、彼が UBC の 1 株$125 ドルの価値がある株を所有していたことを示す APC の調査と研

究部門の部長エコノミストホーマー ・ ジョーンズ(1906 年-1986 年) はアメリカの著名な経済学者. 連

邦準備制度の経済学者、 

は、UBC とその資産がベストであることを推薦するメモを APC の実行委員会と、アメリカ政府に送っ

た。 

ジョーンズはメモでプレスコット・ブッシュの名前を含む銀行の責任者を指名して、書いている： 

 

「上記にあげられた個人によって株は、持たれている、 

しかし、単に候補者としてノミネートされた銀行は voor ヘンデル、ロッテルダム、オランダだけだと

しても、それらの銀行は（ドイツとハンガリーの国民）のティッセン家に一つ以上所有されている。 

したがって、先に外部に持たれた 4,000 株は、有益に所有され、敵の国民の利益を助ける、APC の玄

関なのである」 

国立公文書館のメモによると、ジョーンズは資産が政府が清算するよう勧めた、しかし、その代わり

に、UBC は無傷に保たれ、結局戦争の後にアメリカの株主に戻された。 

https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=ja&csId=ffb0e788-744b-4446-8ea2-4a15d9d7dabd&usId=a91b22d5-bf2e-4c00-b29b-96369a3fc3b0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2019%2f1%2f14+0%3a48&h=_rM8U8ME-sONAP6HevOWM-VjBkBRSYyE&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fEconomist
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=ja&csId=ffb0e788-744b-4446-8ea2-4a15d9d7dabd&usId=a91b22d5-bf2e-4c00-b29b-96369a3fc3b0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2019%2f1%2f14+0%3a48&h=5Iz6jbghdSXMtXVpBI8_aw6zeLxyGsEM&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fCategory%3aFederal_Reserve_economists
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=ja&csId=ffb0e788-744b-4446-8ea2-4a15d9d7dabd&usId=a91b22d5-bf2e-4c00-b29b-96369a3fc3b0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2019%2f1%2f14+0%3a48&h=5Iz6jbghdSXMtXVpBI8_aw6zeLxyGsEM&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fCategory%3aFederal_Reserve_economists
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ブッシュが戦争の後 UBC の持ち株 150 万ドルを売って、その時、巨額のお金を得たと主張する。 

 

しかし、この主張を支持するために証拠書類が、ない。 

更なる措置は決してとられなかったし、アメリカが戦争に入ったあと、UBC がティッセン家のために

アメリカのダミー会社を 8 ヵ月運営し現行犯で捕えられたという、そして、これはヒトラーの出力上

昇に部分的に融資した銀行であったという事実にもかかわらず、調査は続けられなかった。 

 

10 

ジョージ・シェルフ Sr 別名プレスコット・ブッシュを使用しそれによって不法に発生したブッシュ家

財産の詳細が、露出している 

ヒトラーをスパイして、UBC 役割の嫌疑のかかっている 150 万ドルの販売に加えて彼のシレジアスチ

ール社でナチ強制労働者の利用で利益を得た。 

 

しかし UBC の資産を押収するという Alien Property Custodian 外国人資産管理委員会の主要な調査者の

決定にもかかわらず、ナチ戦争の利益は人々の注意がそらされたあと、株主に黙って戻された。 

こうしたすり換え技術は、その後の防諜活動練習の特質になった。 

ＦＢＩの隠蔽活動は財務省によっても文書化された。そして、財務省の調査者は完全に司法妨害につ

いて協力した： 

 

UBC とそれの関連した会社を 1943 年に押収した 6 ヵ月後に、政府調査者は、ＦＢＩがブッシュとハリ

マン家はどんな調査状態にあるのか尋ねたと 1943 年 4 月 8 日付けの財務省メモに記した。 

 

「私は、『メモ』を与えたが、アメリカの問題の役員については何も言わなかった」と、調査者は書い

た。 

「もう一人の調査者は彼らに関して特別の措置が、とられたか知ってほしかったが 

最初の押収を越える更なる措置は決してとられなかった、そして、新しく確定された記録は 60 年間米

国民には目に見えないようにされた。 

 

11 8 

プレスコット・ブッシュ・ナチ戦争利益が彼にどのように、黙って戻されたのか？ 

ブッシュは彼の裏切りへの告訴をどのように、逃げて、1954 年に後でコネチカットの上院議員の政治

的地位を得ることができたのか？ 

どのように、彼の息子と彼の孫は両方とも公的な記録にある大きな裏切りにもかかわらず米大統領に

なれたのか？ 
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米国国立公文書館に秘蔵されている 1934 年の文書は、アメリカ自由連盟と呼ばれているナチのフロン

ト組織を通して調整された、FDR ルーズベルトを準軍事的なクーデターで暗殺するファシストの計画

を明らかにした議会の委員会報告の一部を含んでいる。 

 

引退した米国のスメドレー・バトラー将軍は、委員会の前で証言した 

that 

そこで彼は、JP モーガンの・エージェント「ジェラルド C.マグワイア

Gerald C. Maguire」によって（500,000 人のスーパー兵士を指揮する） 

副大統領に［なるように］たのまれた、 

バトラー将軍は、マグワイアの言ったことを引用した： 

あなたは、米国民がそれを隠そうとすることを知っている。 

我々は、新聞を支配している。 

我々は、［彼を暗殺する前に］大統領の健康が悪化したというキャンペ

ーンを始める 

 

EO 12 

バトラーが委員会レポートがその中で計画への融資者、JP モーガンとデュポンの名前を省略したとわ

かって驚いたが、委員会の隠蔽は、ナチ活動の非常に大きな設定の重要な構成要素としてファシスト

産業の大物と国際的な銀行家の選り抜きの部門の操作を必要としているが、ナチ・エージェント・ジ

ョージ・シェルフ（Sr）によって組織化されて成功した。 

D 

マグワイアが概説したちょうどその時、Butlers のファシスト・クーデターの詳細についての一般的な

露顕は、新聞によって抑えられた。 

FDR は暗殺を逃れたが、アメリカ政府の隠れたクーデターがナチが第二次世界大戦を用意しうまく完

成したことがこれで、確認できる、 

まさにファシスト権力の略奪がドイツとイタリアで組織的に行われたのである。 

表に出てくる組織は、単に大きなリストラ運動としての名前に変えられた。 

 

アメリカ政府のポスト第二次世界大戦再編の全ては、OSS の編成を通して、ナチスの大きな隠れ場の

政権交代から成った 

 

そして、重要なアメリカ政府のポストへの多数のナチの新人の募集のために CIA は職業安定所の働き

をしていた。 

アメリカの市民がプレスコットと彼の息子が、実際は、アメリカのヒトラー・エリート・スパイであ

ったことを知ったのは、21 世紀になってである。 

スパイ活動エージェントであるブッシュ自身の仲間の 1 人が死んだ後、数十年たって、彼の息子と親

しい仲間の関係する隠れたナチ活動の組織的ネットワークは、ジョージ・シェルフがアメリカ政府の

重要なナチの要石であるとあばいた（アイゼンハワー大統領の下で、） 
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死に際の広範囲な告白において、アドルフ・ヒットラーの個人のボディガードオットーSkorzeny（下の

写真の左）が、彼の人生の-話の詳細な説明をエリク・モンティ・バーマン Erik Monty Berman に与え

た 

その人はその時（ローリ F. Pyzyna という名の）オットーの娘の年齢を 1997 年に 1 3 と示していた 

オットーSkorzeny は、彼の全体の経歴に関してエリクとだいたい 3 回で約 5 時間の会話をした 

Skorzeny と彼の家族は、CIA に組織化された偽名（別名、エドワード・フランク Pyzyna）を用いて 

（フロリダ）のボイントンビーチの 638 Fourth 通りに住んだ 

引退した大工として彼の妻フランセス P. Pyzyna と彼らの子供たちと生きていた。ナチの特別な職務に

ついていたが以降はアメリカの CIA 職員となっていた。 

第二次世界大戦前のアメリカのナチ乗っ取りの衝撃的な事実は、「ユダヤ人の遺産」エリクバーマンが

した本当の歴史を記録し発表することへの熱意に貢献したかもしれない 

そして、彼の罪の意識を消し去る絶好の機会として、最後に Skorzeny はたたいたかもしれない。 

オットーSkorzeny は、彼の広範囲な写真コレクションを捨て、世紀の陰謀を露出させ彼自身の証明書

を完成させて、どんな秘密も持つことなく 1999 年 12 月 31 日に死んだ。 

スパイ活動のエージェントは、自衛と保安のために個人の写真コレクションを強力な形で明示する、 

露出の脅威と恐喝からの保護のための確実な手段を提供するために苦心して、保持された。 

Skorzenys は彼の最愛の人のための保険が期限切れになってしまうのでエリクバーマンに彼のコレクシ

ョンを手渡し、その写真の価値を、承認させた 
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彼らの解説で隠れたアイデンティティの発見と慰めをえることができるためと、彼を利用したのと同

じように、彼のパートナーへのわなをかける方法としてそうした。 

Skorzeny 証言は、ナチ権力の上昇についての鋭いインサイダーの見方である 

そしてそれ以後の、アメリカのブッシュ上流階級への秘密の移動である。 

Ottos の個人の写真コレクションの説明は、きっと、これまでに言われたスパイ活動の中で最大の興味

をそそる話の 1 つである。 

 

これはオットーSkorzeny はヒトラー個人のボディガードであったことを、実は証明し、世間の重要な

鍵となる出来事に参加可能な珍しいカテゴリーの個人で 

その証言と広範囲な写真の証拠が、世界観衆に知られて、完全に考慮されるようにされなければなら

ない。 

我々は事実がそのようなすべてが存在するということを常に思い出さなければならない、そして、す

べてのごまかしは遅れずに明白になる。そして、特にそれらの嘘がしっかりと集合記憶とメディアに

入れられる。 

 
Skorzeny はジョージ・シェルフ卿と自分自身の画像を含む、仲間の非常に背が高い若者、ナチ・エー

ジェント・ジョージ H.シェルフ, Jr.が彼の父とポーズをとっている歴史のうそをあばく衝撃的な一連の

写真を用意した。（上の写真、右） 

 

10 
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彼の最終的な罪の意識を清める行動の 1 つとして、Skorzeny は、ペイパークリップ作戦を通して他の

ナチスを米国に輸出し、CIA をつくるときの、彼の役割を明らかにするほうを選んだ。 

オットーはこのために、ラインハルト・ゲーレンとジョージ H.シェルフ, Jr.と広範囲に努力し働いたと

主張した。 

1945 年 5 月 10 日のドイツの降伏の後、Skorzeny はダルムシュタット捕虜収容所（上記）に収監され

た。 

彼は、1948 年 7 月 27 日に逃げた 

実は、最初は戦略事務局、後では CIA をドイツから直接大多数のナチ科学者とエンジニアとで設立す

る計画は、予定通りに自由に動きはじめた。 

我々は、米国でこの確かな兆候を今日、見ているはずだ？ 
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The Nazi discovery and use of fluoride 

ナチの発見とフッ化物の使用 

国の支配下にある水源で注意力の欠陥（ADD）を誘発することによって、市民を沈静化させ、混乱さ

せている混乱は文書で十分に裏付けられて、確かに今日のアメリカ人は国の大規模な給水会社のフッ

素添加と戦って、警報を上げなければならない。 

フッソ添加物は、人間の脳の中心の松果体にたまることが示された、 

14 

それは脳の、半球同士の交互作用をよく同期させ反響させる方解石の微結晶の機能を否定する 

15  

神経毒を有益な歯科衛生添加物として販売促進する FDA の詐欺？ 

アスペルターム Aspartame のような人工甘味料は、殺すことができる？ 

はい。 

アメリカのメディアの偽情報マシンは、今日、正確にヒットラーの嘘のつき方の哲学で続いている： 

うその大きさのサイズは、それを信じる時の確かな要因となる、つまり国の中に居る膨大な多数の人

は他の人が事実を完全に逆転するようなそんな驚嘆すべき厚かましさを持っているとは決して信じな

い。 

したがって、最も軽率なうそでも、すべての体と個人に何か常に残り、それは刺激することとこの世

にあるうその技法は関係していることは、本当によく知られている事実で、したがって、彼らは、こ

の目的を達成するために何でもする 

16 

古代のサンスクリットの健康のためのシンボルを反転させて、死の意味を与えられてナチ鉤十字にな

った時、事実は逆にされた意味を持つようになった。 

サンスクリットの鉤十字は、通常反時計回りに作られている。 

暗闇が光の欠如と定義されるなら、死は生命力の逆転で、鉤十字は、それ自体死を象徴することにな

る。 

テスラの才能はナチの武器のために花咲いたが、それはテスラの殺人を白状した男によってなされ

た、そんな驚くべき逆転なのである。 
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11 

 

ひどく入り込み気がかりな申し立てがあったとしても、Skorzeny の、個人の広範囲な写真コレクショ

ンは彼のスパイ活動のリングを記録し、非常に明白に実証する。 

エリク・バーマンによって用意された詳細に語られたことを確証する研究は、ドン・ニコロフの調査

研究で支えられており全く説得力がある。 

17 

オットーSkorzeny によると、ニコラ Teslas アシスタント・ジョージ・シェルフは、テスラの重要書類

の置いてある書庫から奪った 

そして魂を清めるための告白において、1943 年 1 月 8 日の朝の彼のニューヨーカー・ホテルの部屋の

Teslas の生気の抜けた体の発見のわずか 4 日前にテスラを訪ねた最後の人であることが、報告されて

いる。 

Skorzeny は、ラインハルト・ゲーレンとテスラを最後の日に何回か訪問した時のことを再び語った、

そして、テスラと彼の最大の先進技術について詳しく話し、彼の偉大な秘密の発明の青写真を盗んだ 

 

さらに Going even further,Skorzeny は、1943 年 1 月 6 日に彼と共犯者ラインハルト・ゲーレンがどのよ

うにニコラ・テスラを窒息させたか詳細に報告した。 

ダスティン・ウォレスは、最近書いた伝記の部分でテスラ最後の日に関して Skorzeny の記述を実証す

る： 

亡命中のユーゴスラビアの君主は、1942 年の秋にテスラを訪ねたいと要求した。 

しかし、秘書のシャーロット Muzar が、テスラを訪問した。 

彼女が到着したときの彼の状態からみて、まるで彼が夜を乗り切らないかもしれないと、彼女は感じ

た。テスラの時代の終わりに近づいていたことは、明らかだった。 
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テスラは 2 人のアメリカ政府職員と 1942 年の 12 月下旬までに、彼の最も影響力の大きい重要な発見

のいくつかを適切に共有するためにミーティングを始めた 

これらの男性は、マイクロフィルムに撮影するために、彼の文書の多くを持ち去った。 

18 

更なる調査は、偽装パターンと事前のテスラ暗殺計画を明らかにし、軽率に信頼された彼の事務員の

補助のジョージ・シェルフ卿と彼の息子ジョージ, Jr.（上記）に関係してくる。 

オットーSkorzeny は、シェルフ家がナチ・スパイの仲間だと主張した、 

ヒトラーはテスラの秘密の発明を盗んだ後、テスラを殺すために 1938 年にジョージ・ジュニアをニュ

ーヨークに行かせたが数年前にその父はテスラ研究のために不法に米国に入っていた。 

Skorzeny は、ジョージ・シェルフ, Jr.について 1939 年のテスラ暗殺計画だけを語った。 

 

彼がテスラをタクシーから下ろして一緒に歩いていたとき、彼が通りを横断するとき、83 才の発明者

を襲った。ジョージは達者な初老の科学者を殺すことができなかった、しかし、その衝撃は折れた肋

骨と腰の打撲傷を残した。 

 

12 

テスラは殺人未遂の前に、彼の研究所で若いシェルフのささいな窃盗によってしばしば悩まされてい

た。そして、友人にティーンエイジャーの侵入について意見を述べてもいた。 

明らかに、テスラは、研究室に全く個人的な興味で侵入し絶え間なく干渉する若いジョージのあだ名を

好奇心の強いジョージといっていた。（テスラは彼の知性を皮肉ってあだなをつけた） 

テスラはマーガレット・レイに若いシェルフ(ジョージブッシュ)を陰険な猿に例えて、侵入する物語を

再び語った。そして、その人は後で子供たちの本のために忘れがたい同じ名前が載っている虚構の性

格をつくった。 

テスラが起源のシェルフの性格/は、疑う余地なく多くの興味のある話題になっていたが 

2006 年 2 月 9 日に「curious George 好奇心の強いジョージ」が国際的な映画にデビューしたとき、本

の共著者（アラン Shalleck（下記））がプレミアショーとインタビューの何日か前、ちょうど 2 月 6 日

に殺されたので、この話題は決して二度と検討されない 

 

 

 

 

19 

 

好奇心の強いジョージ・シェルフ, Jr.の身元は、シェルフ・ナチ一団の 1 人（オットーSkorzeny）によ

って Shalleck 殺人の数年前にすでに明らかにされた秘密であった。 

 

面白いことに、Skorzeny と Shalleck は長年（フロリダの）ボイントンビーチに住んでいた、そこの彼

の住んでいた車道で、Shalleck の体は見つかった。 
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殺人を行った 2 人の男は知られてない、CIA のエージェントであった。（矛盾する告白は彼らが催眠術

にかかってコントロールされたことを示唆する） 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tesla の発明の無限の可能性は、人間生活の経験を急速に変える。 

古代の ayurvedic アユルペーダ的なテクノロジーとテスラ研究の統合は、フリーエネルギーを全世界へ

すぐに供給する。 

世界的なフリーな無線エネルギー伝達を目標にしていたテスラは、産業の大物に衝撃を与え、その人

の富の確保が脆弱になるのと、それと同じように、実業家の政治的な影響力が露出するので、彼のプ

ロジェクトを完全に断念した。 

 

平和な技術の共有による繁栄の 20 の世紀の代わりに、20 世紀を他に類のない世界の外傷となる技術

的破壊の世紀にして、乗り切った。 
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テスラが地球に反響するエネルギーの完全な範囲と隠れた我々のつながりを心に描く間、彼の発明は

商業化のためにユーザーがガンの原因となるぎりぎりの周波数帯だけを使った携帯電話と、ポケベル

と Wi-Fi ネットワークに変えられた。 

機械の感覚を越えているニコラ・テスラが総体的な意識を操るためのサービスに変化したことは、本当

に恥ずべき皮肉なことで－直接認めるにはあまりに微妙で危険である。 

 

 

シェルフは財政的な操作を賢く実行した、そして、テスラ発明の窃盗でシェルフ数百万を得て、テス

ラを彼の老年期に文無しのままにした。そして、彼の最高の発明は世間に未知のままだった。 

13 

 

オットーSkorzeny は、ジョージ H.シェルフ, Jr.を個人的に知っていて、人生の激しい時期に広範囲に働

いたと、エリク・バーマンに主張した 

D 

 

最初選り抜きのナチ・スパイ活動組織リングの中の人として、また、選り抜きの CIA スパイ活動の人

として、また、公的に第 41 代米大統領、ジョージ・ブッシュとして知られている男性を記録した。 

Skorzeny の写真はヒトラースパイ活動エージェントの・エリート・グループの生きていたときの集会

の記録を完全に文書化する。そして、多くの人々が今日まだ生きている。そして、その人は CIA、

NASA と OSI を含むアメリカの機関に大量のナチ科学者の補充を手配し、監督するためにアメリカ政府

に潜入させた。 

20 

 

 

Skorzeny は、そのような譲り受けた人の総数を全部でだいたい 50,000 人だと述べた。 

 
 

ナチ・ロケット工学チームの全体は、ドイツのペーネミュンデ PeenemYnde 地下施設から、テキサス

のフォート・ブリスへ、直接動かされた、 
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そして、NASA の偽名の下で彼らの研究を続けるために、再び集まった（上のチーム写真）。 

多数のナチ優生学スペシャリストとマインドコントロール研究者は、CIA プログラムでも復権した。 

持続的な情報漏洩は、CIA 主流派と秘密作戦の実施を苦しませた、 

アメリカのメディアの国営の宣伝機関はスキャンダルなことはないとして十分にブッシュ一族のナチ

の課題をこれまでに完全には露出させてこなかったが、主に独立したニュース・リポーター、トー

ク・ラジオ・ショーとウェブキャストからも長年の注意にもかかわらずシェルフ/ブッシュの関係は、

未知なままなのである。 

Skorzeny 申し立てと証拠は、テスラ無線技術を用いて水面のコルクのように利用できる投げられた媒

体の力によって、気付かないで多数の人がまったくコントロールされたロボットのように操り 

アメリカを誘導したブッシュ/CIA スパイ活動方法のフレームワークを露出させたが、しかし、外側か

らのインパルスの結果は、自由意志のために見誤っていた。 

テスラから盗まれた発明を使用して世界の出来事に影響するために CIA によって行われている先進の

心理戦争に関係する複雑な戦略をエリク・バーマンは、Skorzeny から知っていた： 

Skorzeny によれば、CIA はアメリカ人を見張って、天気を操るために、盗まれたテスラ技術を使用し

た。 

地球を軌道に乗って回っている何千もの衛星が、ある 

そのプロジェクトの強さは、地球の特定の地域へのレーザービームの荷電の高さで、明らかになる。 

これらの正に荷電したレーザービームは、ニューワールドオーダーのナチス/CIA が天気を操って、心

理支配目的のためにサブリミナルメッセージで極端な低周波（ELF）を送るために彼らの盗まれたテス

ラ技術を使用するのを可能にする。 

HAARP が動いているとき、巨大な宇宙レーザーは同時に彼らの光線の狙いを地球の中心となる 1 点に

定める。 

その地点は、猛烈なかんばつ、ハリケーン、竜巻または地震に遭遇する。 

［ハリケーン・カトリーナの場合］ブッシュは、それが自然災害であったと言うのが速かった 

 

OE 22 

アメリカの市民の上と世界一般に行われている現在の心理戦争についてのこの説明と、テスラによっ

て配置されたこの能力と原理の完全な展開は、多くの将来の出来事の劇的な報告にも発展するはずだ

それは、これ以後の年月を色どるはずだ。 

 

アメリカの上院議案 

S.517 O 

2005 年の気象調節研究と技術移転法は、現在の米軍技術力を直接確かめることが出来る。 

狂気のように広範囲に大気の不正操作をしているが、すでに多数のメディアに埋め込まれていること

は、偽情報で、虚偽の情報を埋め込むための飛行機のケムトレイルの説明は、地球温暖化を逆にする

ために太陽の光線を反射するために純粋な白い粉を分散している。23 In fact, 14 
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この大気へのシビアな不正操作している米国の方針は、人体への化学と電磁気が結合した侵入を通し

てナノ・スケールで不調和を誘発することで人間の意識をコントロールするためで水へのフッ素の添

加とともに働くようになっている。 

最も激しい危険性は、携帯電話塔からの、マイクロ波の電磁放射汚染によってもたらされる（アメリ

カの膨大な数の包括的な受信可能範囲で開始されている） 

ゆっくりと、DNA を破壊し、すべての種類のガンになる（病院でその後の照射によってそれは補強さ

れる）： 

Illa ガルシアは、2002 年夏のカリフォルニア州で彼女がロックアウト山火事の監視人として研究に戻

った最初の日、宝石を身に着けていた。 

展望台を囲んでいる何十もの RF/マイクロ波アンテナからの激しい電磁放射線は、彼女の皮膚を火傷に

するのに十分で彼女の体の上の、金属を熱した。 

「私は、まだそれらの傷跡がある」と、彼女は言う。 

 

「私は、その後研究のために宝石を決して身に着けなかった。」 

Lookout ロックアウトマウンテンは、Shasta シャスタ山の素晴らしい眺

めで有名な米国の森林警備地域で、国中の何千もの RF/マイクロ波の

「ホットスポット」の 1 つである。 

新しく建設された携帯電話の電波塔は、展望台からわずか 30 フィー

トの近さにあった。 

「その塔の上の 1 つのアンテナは、我々の頭の高さと同じだった」

と、ガルシアは思い出す。 

「我々は、調子の高い騒音を聞くことができた。 

 

展望台（我々が歩いたところからわずか 6 フィート）に取り付けられる州の 3 つの通信アンテナも、

あった。 

我々は、毎日、これらを通り越して登った...」 

山火事のシーズンの末までには、ガルシアと Jasso は引退することを強制されたくらいの病気になっ

た、そして、見張所は州の人員で閉鎖された。 

ガルシア（52）は、現在線維筋痛、自己免疫甲状腺炎と急性神経退化といったひどい身体障害者にな

っている。 

診断は彼女の血液に壊れた DNA のふさを確かめた、そして、彼女の脳と Jasso（その人はロックアウ

ト山で 11 シーズン監視人として働いた）の異常な脳の組織死と肺の損害、部分的な左側麻痺、骨の痛

みと DNA の損傷と筋肉震動によって使用不能である、 

2 人の女性は、彼らが労働者の償いと医学補償を不当に与えられなかったと言う。 

州と連邦機関への援助を求める彼らの訴えは、実を結ばなかった。 
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彼らの間の医療費は 150,000 ドル以上になった、しかし、効果的処置が電磁波放射の病気のためにな

い。 

 
 

ガルシアと Jasso の 2 人の家族と他の 22 人のメンバーは、似たように山で電磁放射の被曝を受けた。 

 

これらすべての人は、現在腫瘍、血異常、胃炎、肺の損傷、骨の痛み、筋けいれん、強い疲労感、震

動、麻痺、障害のある運動神経の技能、白内障、記憶喪失、脊柱の退化を含む重くて費用のかかる病

気にかかっている、 

睡眠問題、感染に対する低い免疫力［ちょうど少しガルシアと Jasso の例を挙げれば、正面と側頭耳た

ぶに脳障害を含んでいて、「中毒性脳症 toxic encephalopathy」として知られている末期の状態であっ

た。 

これは、脳のスキャン SPECT によって確かめられた。 

また、走査をした 2 家族のグループの他の 12 人は、苦痛と診断された。 

「この状態をもつ我々全員、それで死にかかっていたと話された」と、ガルシアは言う。 

「体が最後にシャットダウンするまで、我々の変異した細胞は新しい変異した細胞を再生する。」 

 

24 

これらは、マイクロウェーブで遅い死に向かうよう技術的に奴隷化された家族である、 

救援せず、その代わりに死ぬまで心理的に苦しみが続くよう医学的に強要される。 

 

これは、すべての携帯電話ユーザーの運命である 

そしてその人と、照射を受けているすべての都市-居住者はやめない、。 

無線の発明者ニコラ・テスラは「それが完成したとき、電力は長波の上を移動する」 

とそれを述べている 
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E 

電力の目的のための短い波の利用は経済的な見解からもっとも難しい。テスラ

は、12,000 メートルの超低周波波長による［干渉］は全く取るに足らないもので、エネルギーの無線

伝達の将来をこの幸運な事実に置けるとわかった 

E 

25 15 

.O 26 

I 

高周波放射の有害な影響が X 線とマイクロウェーブにあることは、発見されたのは数十年後であるだ

けで、それでも依然弱い露出が誤って安全であると思われている。 

無線伝達のために経済的に最適な波は、地球の響きに共鳴するよう、テスラによって指定された 

D 

特に超低周波のハミングは人間には聞こえない。 

安静時の好ましい人間の鼓動は、1.45Hz の 765 フィートの波長を律動的に送る。 

この正確な波長は、ギザ（エジプト）の Great Pyramid の基盤の長さと共振周波数を定める。 

 

一度はピラミッドの faade 頂点を飾っていた第 3 の-目の象徴は、戦争と洪水によって破壊されそうだ

ったが、現在 La Man（下記）と Cuenca（エクアドル）を含む世界中で文書化され大昔のサンスクリッ

ト語の人工品に記録されている; 

コロンビアの Sutatausa、; 

イリノイのバロウズケイブ Burrows Cave、; 

フランスとマルタの Glozel、。Glozel, France and Malta. 

 

この象徴は、入会者にピラミッドの鼓動に松果体が同期するデザイン機能を世界的な聖地の配列で明

らかにする。 
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テレパシーは、人間の松果体の中の圧電方解石微結晶の間の音響の響きの誘発とギザ・ピラミッドの

合成石灰岩によって代用され synthetic 強化された遠い視聴として、現在科学的に理解される。 

生命の代わりに死を意味するナチの逆にされた鉤十字の場合のように、アメリカのドルは、松果体の

響きを否定するフッ化物、アルミニウムとマイクロ波電磁放射汚染の技術的使用の反射として、ピラ

ミッドの第三の目の象徴性を逆転させる。 

我々の総体的な意識を強化する変動する環境状態を理解することによって、人類は、サンスクリット

語のピラミッド構築者の ayurvedic アユルベーター的な幾何学を使ったテレパシーの方法を選ぶことが

できる。 

実用的な統一場理論、また、磁気共鳴と呼ばれるこれは、テスラの反響する無線システムを作動させ

る物理学の原理のフルセットを示すために、オンラインでこの著者によって自由に示され、これと同

一の仕方で、世界の中に、古代のピラミッド、巨石と聖地のネットワークを地理に置いた。 

27 

人間の意識の無線テレパシーであるコミュニケーションは、惑星変化に、密接不可分に織り込まれて

いて、テクノロジーのいかなる不正使用によっても動かすことができない。 

 

機械の感覚を越えていたニコラ Teslas は、彼の死から数十年後に、総体的な意識を操るサービスに使

用するように逆転したがそれに直接気づくことはあまりに危険である。 

今日、アメリカは、毒入りの国である 

D 

a 

化学と電磁気によってされる人類を絶滅に追いやる人体と心への攻撃は大量虐殺規模のナチの大衆心

理のコントロール実験と比較対照できる 

D。 

次の重要な章は、エリク M.バーマン Berman の研究の書いたことに直接関連する部分を示す、 

彼は、ニコラ・テスラの殺人の本当の事実を発表することで精神の支配のサイクルと、第二次世界大戦

前のヒトラー・エリート・スパイ活動エージェントによるテスラの秘密の発明の窃盗の成功とアメリ

カのナチによるのっ取りをおおい隠したことを暴露するかけがえのない機会をつかんだ。 
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http://www.worldhealth.net/p/the-radiation-poisoning-of-america.html
http://www.tesla.hu/
http://www.worldhealth.net/p/the-radiation-poisoning-of-america.html
http://www.worldhealth.net/p/the-radiation-poisoning-of-america.html
http://www.fpif.org/fpiftxt/4006
http://www.tesla.hu/
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2 
見えないベール 

当初のテキストとキー画像はエリク・オリオン・バーマン Erik Orion Berman による「ブッシュコネク

ション」(2003)から 

 

 
 

 

選択された部分は明快さのためにかなり編集された、そして、この著者によって補われ、画像は前の

SS ナチ・エージェント、そして、以降の生涯の CIA エージェントである、オットーSkorzeny（1908-

1999）のもので私と彼の個人的なミーティングによって明快さのために同様にデジタル的に強化され

た、 

1931 年に Time Magazine にテスラが発表されたとき、アドルフ・ヒットラーはニコラ・テスラ博士に

仰天し魅了されていた。 

ヒトラーは、ニコラ・テスラがオールマイティの白人、アーリア民族の神話のスーパーマンまたは

Das Uberman の化身であると考えた。 
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ヒトラーは、テスラが極端に大きなペニスがあって、彼にはサイキックな能力があったとする噂を知

りたがった。 

特に、アドルフはその時代で最っも人気があった漫画とコメディアンを楽しんだ（彼は子供じみた、

サディスティックな、自己中心型人間であった） 

マックス・フライシャーの漫画「ポパイとテスラ対ナチス」の「3 人の登場人物 stooges」である。 

どんなに彼らがニコラ・テスラの才能を完全に認めたとしても、ヒトラーと Skorzeny では才能によっ

ては偉大になれなかった！ 

1934 年、ヒトラーは世界を占有することをたくらむが、アメリカ政府は精巧なレーダーを作製するこ

とで、敵ナチスのミサイルに接近し破壊するスターウォーズ軌道の武器とリモコン魚雷でその市民を

保護し助けようとしているアメリカにテスラはいた。 

ニコラ・テスラが殺人光線、反重力空飛ぶ円盤、地震マシン、気象調節マシンとプラズマを基にした

光学的不可視性技術を作成したという噂は、流布していた。 

ヒトラーは一般人のテスラについての認識から、彼の正しさと傲慢さから、すばやくその技術を盗

むことに熱中し強迫観念的な考えで指示た。 

ヒトラーの精鋭ユース部隊の SS ナチ特別捜査官による計画を立て、彼は世界を得ることができるため

にはそれらの発明をもたなければならないと嘆願した、。 

ヒトラーは 1938 年 10 月 19 日、ジョージ H.シェルフ卿によって監督されるハンブルグ-アメリカ船情

報を通してファシスト的若い SS ナチ・スパイをアメリカに行かせ、長期の計画を開始する、 

その人はその前年、ニコラ・テスラの財政を扱う人として、そして、ロックフェラー所有のユニオン

Sulfur 社のために同時に働いていた。 

あてにならないヒトラーの計画に対して重要なアメリカの実業家は高級アメリカ政府官僚の不正なネ

ットワークに塹壕を掘ることで、あらゆるステージで関連し、シェルフ/ブッシュの二重のアイデンテ

ィティを持つ社会的な顔の効果に保険をかけた。 

第二次世界大戦より前のブッシュ家の写真は、市民がめったに利用できない; 

最も初期の写真の 1 つは下に示される。そして、グループがミッドランド（1950 年のテキサス滑走

路）に到着したときポーズをとった。 
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左から右に、母バーバラ・ピアス・ブッシュ、息子ジョージ・ウォーカー・ブッシュ、父ジョージ・

ブッシュ、祖母ドロシー・ウォーカー・ブッシュと祖父の、プレスコット・シェルドン・ブッシュで

ある。 

サミュエル P.ブッシュとジョージ・ハーバート・ウォーカーの王朝はアメリカの実業家家族の間に埋

まり、すべての現存している彼らのヒトラー・ドイツの存在の記録が完全に消し去られ、シェルフ家

はアメリカの神話で自分自身を効果的に覆い隠した。 

公的な記録の慎重な操作と無数の間違った履歴を発表することも含めて、よく組織化された宣伝は、

効果的にアメリカ政府の権力の位置に潜入するために必要である、 

それでも、ブッシュ家の国家の住民調査の記録は、間違ったアイデンティティと出生情報と一致しな

い矛盾を示している。 

オットーSkorzeny は、アメリカの 3 人のナチスがナチ軍の基金調達のためのデラウェア州に民間法人

として 1933 年にアメリカ国税庁 the Internal Revenue Service を設立したことを明らかにした。 

Skorzeny は、IRS によってアメリカの税収の膨大な額が直接その初めからナチとの戦争の増強を引き起

こすために使われたと主張した。 

お金をドイツへ持っていった運び屋 bagman は、ブラウンハリマン・ブラザーズの CEO のジョージ H.

シェルフ卿（別名、プレスコット・ブッシュ）であった。 

 

IRS は、内国歳入庁の一員ではない、内国歳入庁に所得税を支払うことは、義務的でないが財政的な脅

威に基づく任意の監査と調査がある。 
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ナチ体制で、ジョージ・シェルフ卿が最初の隠れた金融活動の代表者であったことは、本当に第三帝

国で最も価値のある秘密の遺産であった 

そしてその人はアメリカに第四帝国の高まりをもたらすために、彼の全ての人生のために一生懸命に

働く。 
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Skorzeny はこの注目に値するカラープリント（下記の写真は画質を改善している）（1938 年ごろのシェ

ルフの住居でのヒットラーのエリートのスパイ活動組織の青春期の大きなグループ写真）の彼のコピ

ーを発表した。そして、一番右にいる自分自身を示した。 

彼は、ポーズをとっていて、ラインハルト・ゲーレン（正面）、ジョセフメンゲル Mengele（後ろ）

と、ドイツ海軍の制服を着ている、マルティーン・ボルマン（離れて左）とジョージ H.シェルフ, Jr.を

（中央）含めて他のナチ・エージェントも写っている。 

シェルフ Jr.の右に、ワルサー・ラウフ Walther Rauff が座る、そして、その前に、ドロシー・ウォーカ

ー・ブッシュ（別名、プレスコット・ブッシュ）ジョージ H.シェルフ（卿）の妻がいる。 

 

シェルフ卿は、彼の家族写真をデーリッチュ dslitzsch の友人と、彼の妻と一緒にいるドイツの家の、

息子と母（左の、ボルマン手を握っているのが母）の写真を自分自身で撮ったかもしれない 

男性は全員スパイ活動グループの緊密な若いメンバーである。 
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ヒトラー・エリート・スパイ活動組織は、第二次世界大戦の幻影的な終結の後、世界影響と権限で拡

大するだけである、 

それは、実はナチスドイツからアメリカ合衆国への出口戦略と大規模な移動活動であった; 

 

ゲーレンは後でドイツの DVD 情報部の責任者になる、そして、シェルフ, Jr.は後で別名ジョージ・ブッ

シュを利用したアメリカのスパイ活動装置のためのＣＩＡ中央情報部の責任者になる。 

 

アメリカのエリートの実業家の間の隠れ場としてのナチ資産のネットワークは、トルーマン大統領に

よって法律に署名され CIA をつくって、1947 年の国家安全保障法を起草することなどのアメリカ政府

機関の大きな改革に影響した。 

 

数年前に、新しいアメリカ政府事務所はナチ IRS の収益を集めるのを支持するためにつくられた。そ

して、広範囲な多様なドイツへの浸透を調整した。 

政府の新しいブランチは、戦略事務局（OSS）と呼ばれていた。（想定された役目はナチスを見張るこ

とになっていた） 

ヒトラーは、その時アメリカ政府全体に彼の自由になるブランチを持っていた。 

ヒトラーは、ニコラ・テスラの友となって、第三帝国のために彼の発明を盗むために、若い 14 才の

SS ナチ・エージェント・ジョージ H.シェルフ, Jr.を訓練し、1938 年に、行かせた。 

1 

若いシェルフはテスラの友となることができず、科学者活動の隠れた監視に頼った。 

ジョージは人間の目と、レーダー監視から、全体の戦艦または航空機を見えなくするテスラ新しい発

明をヒトラーに知らせた。 

OSS の深く潜んだ情報員として、若いエージェント・シェルフは、海軍がデラウェア川のテスラ水面-

プラズマ蜃気楼実験をひそかに予定していることを米国のヒトラーに後で知らせた。 
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本当のフィラデルフィア実験 
 

テスラが直接監督した 1941 年のレインボープロジェクト作戦はアメリカの海軍駆逐艦エルドリッジを

全部銅のペニーで製造された数千フィートの銅ケーブルで包んだ（反対の写真） 

 

（これがアメリカの銅のペニー不足の唯一の理由である）、 

いくつかの高周波発電器につなげて、テスラの回転するフィールド増幅器（RFA）を含めて他のいくつ

かのテスラの特許権を得た発明を使用した。 
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連合国の戦争の準備のために銅とニッケルは必要だったので、ほとんど全ての流通しているペニー貨

幣は亜鉛メッキの鋼で鋳造された。 
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合衆国造幣局に 

 1943 年の銅の合金の１セントが存在したことは、知られている。 

米海軍には、ジョージ・シェルフ, Jr.に知らせる多くのナチの支持者がいた。 

その人は一般にフィラデルフィア実験またはレインボー作戦と呼ばれるこの実験の情報を、ヒトラー

に提供した。 

エージェント・オットーSkorzeny とラインハルト・ゲーレンは、このプロジェクトをスパイするのに

選ばれた。 

彼らは、ドイツのＵボートでアメリカ合衆国にたどり着いた。 

上陸して到着したとき、彼らは実験的な船が、目に見えないように強い EM フィールドを使用して川

に入港することを目的とした海軍造船所に潜入するために米海軍の制服を着ていた。 

彼らには、偽の名前もあった。 

ほんのわずかに説得するように話して、米海軍のナチ支持者から援助されたジョージ H.W ブッシュと

ドクター・ジョン G.トランプの両方は、フィラデルフィア・海軍・ヤード基地の上へ、簡単になんと

か入り込んだ、正に USS 米国エルドリッジが起こされたところの隣に名前のない無人の船がオーバー

ホールされていた。 

彼らの良く見えない視点からでも、彼らには、起こっていることがはっきり見えた。 

エルドリッジはデラウェア川に外に航海して、最初、小さい黄色で、輝き明るい緑がかった色で始ま

った、ようやく、それは蒸発している熱の蜃気楼またはガソリンのように非常にぼんやりしたように

見えた、そして、それは完全にほとんど我々の視力から消えた。 
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しかし、それは川の下流である南に向かって出航したので、残っている大きな航跡を見ることができ

た。 

我々は、それがあまりに遠くに離れるまで、次第にはっきり消えるのを、数回見ることができた 

 

エルドリッジ号はだいたい 6 時間後に、完全な大混乱の状態で、フィラデルフィア海軍港に戻った。 

我々は、男性が燃えているように、感じたと叫んで、不平を言っているのを聞いた。 

誰かは、ほんの数時間でヴァージニアノーフォークの海軍基地に戻りたどり着くことは信じられない

と言った。 

その時、我々は、テスラが戦争の光学不可視性の最終兵器の発明を仕上げる、非常に近くにいたこと

を知っていた。 

ヒトラーは、我々がテスラの光学不可視性の激しい発明について話したことに、非常に満足した。 

海軍は、テスラに不可視性の電磁気の錯覚を増加させるために新しい、強力な高周波発電機を試用す

るのを手伝って欲しかった。 

初めてのレインボー作戦の不可視性の実験が実験の間、上部にいたモルモット作業員の多くを傷つけ

たので、二度目にテスラは海軍を助けることを拒否した。 

甲板の下の水夫は多くの影響を受けなかった; 

22 

 
 

 

彼らの頭は、電磁放射線によって衰弱した。 

それらの水夫のほとんどは、マイナーな脳障害となり、長い間フィラデルフィアの、海軍基地の精神

医学的病院で弱っていたが生き残った。 

水夫が験の間、何が起こったか覚えているならば、彼らの申し立ては狂った話としてすぐに退けられ

た。 
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米海軍は、年金のキャンセル、軍への裏切りの告発と最後は死によって、実験の目撃者と何も知らな

い関係者を沈黙させるために、恐れと脅迫を使った。 

2 

ヒトラーは 1942 年の間、必死に世界を支配したいと思っていた。 

ヒトラーは、ジョージ H.シェルフ, Jr.（別名ジョージ H.W.ブッシュ）に彼が作成した他の素晴らしい発

明が彼の世界征服を助けることができるか知るためにテスラの電話を盗聴するよう命令した。 

ブッシュは、USS エルドリッジの 2 回目の実験の管理に関して、テスラと海軍の間での何回かの話合

いを盗み聞きした。 

テスラからの何回かの拒絶の後、海軍は、もう一つの不可視性実験を試みるために、アルバート・ア

インシュタイン、マルコーニ、タウンゼンド・ブラウン、ドクター・ジョン G.トランプと数人のより

名の知られていない科学者に連絡した。 

アインシュタインはグループ全体に、きっぱりと発表された 

ニコラ・テスラの磁気共鳴と光学不可視性の理論は、私の手を越えている。 

Skorzeny とゲーレンは、次の不可視性実験の位置についてシェルフ Jr.によって知らされそして、米海

軍のナチの支持者から多くの援助を組織化することができた。 

 

科学者ラインハート博士とフランクリン・リノ博士だと主張して、2 人の男は、フィラデルフィア・

海軍港と、USS エルドリッジに自分の入る道を欺いて簡単に開いた。 

ゲーレンと Skorzeny は、実験の主な電子構成要素（Tesla の回転 増幅フィールド）を盗もうとした。 

RFA は、通気口にある小さい黒い鋼ボックスでだいたいそれぞれ 50 ポンドの重さだった。 

何個かの高周波発電機は RFA と一緒に数珠つなぎにつなげられていた。そして、それは極端に高い電

圧に電流を拡大した。 

 

これらの RFAs はつながれなければならず、テスラだけが知っている特定の共振周波数に合わせなけれ

ばならなかった。 

米海軍はまだテスラ装置を持っていたが、今度は、正しい振動数で回転する EM フィールドを実験の

ためにテスラの知識のある人が管理し、微調整なしに研究のために効果的に、問題なく実行すること

を強制されていた。 
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USS エルドリッジの 2 回目の不可視実験 
 

ドックからの長い延長コードで船に接続する代わりに RFA の器材の全てはエルドリッジの上に再イン

ストールされた。 

失敗した最初のものの他に傍観していた 2 つの RFAs があった。 
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エルドリッジは今度は実験を行うために港を去らなかった、そして、テスラは 2 回目の実験を監督し

ないし、発電機も微調整しないので、実験は予定通りに進行しなかった。 

他の科学者はどのようにきちんと発電機の全てを据え付けるか、わからなかったし、彼らはどのよう

に RFA をつなぐべきか、微調整するかわからなかった。 

彼らは無計画に一斉に不正に行って、電源スイッチを切った。 

何も起こらなかった。 

彼らは発電機の力を大きくした、そして、しかし、何も起こらなかった。 

結局、科学者は異なる方向でワイヤーを再接続した。 

 

最後に、何かが起こった！ 

船は少し緑にそして、黄色に輝き始めた、最後にそれは正にすべての人に巨大な熱蜃気楼でも見るよ

うに消えていくように見えた。 

しかし、今度は初めての実験なので完全に消えなかった 

 

伝えられるところでは、トランプ博士は、彼の船を見えなくするために、アインシュタインと他の科

学者をどなった！ 

科学者は、何がおこるか見るために発電機を最大限の能力に大きくすることに決めた。 

船は実際わずかな間視界から見えなくなったので、彼らは電気を上げ続けた。 

 
 

 

船甲板にいた不運なモルモット乗組員（上記）は、痛みで叫んで、頭を切り落された、鶏のように走

り回り始めた。 

何人かは、火あぶりにされる耐えがたい痛みを逃れるために、水中に飛び込んだ。 

科学者と偽のナチ医者は、彼らの悲鳴を無視して、少なくとも 15 分間で実験を再開した。 

誰も、ニコラ・テスラ博士が実験をひそかに見ていたことをその時 知らなかった。 
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テスラは斧で延長コードを断ち切ることによって実験を妨害した、そして、彼は夜遅くまで姿を消し

た。 

テスラの英雄的な努力は、多くの乗組員の生命を守った。 

これが、実験を止めた唯一の理由である。 

この時一番上の甲板の上の乗組員は肉の水たまりでしかなく骨は甲板に溶けた。 

乗組員は、この 2 回目の実験の間、きちんと調整されなかった高周波磁場の猛暑により彼らの肉と骨

は巨大な電子レンジのように内部から料理された。 

 

24 

 

肉の水たまりは、一見したところ、水夫がデッキに融けそうなったようにみえた。 

それは、本当でなかった。 

彼らの骨の中の髄は料理された、そして、彼らの体は甲板の上へ溶けた。 

 

シャベルで、不運な水夫を処分しようとする混乱の間、Skorzeny とゲーレンは、増幅回転場の 3 つ全

てをつかむことができた。 

現在、米海軍には RFAs は少しも残っていなかった。 

2 人のナチの泥棒は、怪しむ者が誰もいなくても逃走した 

この時 Skorzeny はロシアのために RFA を盗み、ロシアによって支払われた。 

その時、ナチスドイツとロシアには、テスラ電子不可視性技術があったそして、アメリカ合衆国はそ

うしなかった。 

 

3 

アメリカの最後の RFAs を盗むことによって、ナチスドイツは第二次世界大戦で非公式に勝った。 

 

イングランドの ThornＥＭＩ社とレイセオン社は、実験のためにガラスの真空管と電子機器を用意し

た。 

レイセオンは、マイクロウェーブ・オーブンと磁気共鳴映像法（MRI）マシンはフィラデルフィア実

験に由来する研究の商業利用で作製されたので特許が与えられた。 

 

いろいろな人々の書いたフィラデルフィア実験に関する本で、その時にエルドリッジの中に書いた人

はいたと主張するものがいた、または、実験がまったく決して行われなかったと書く人もいた、また

は、彼らは空飛ぶ円盤のほか、モントークプロジェクトのような他の米海軍超常的なテストに関与し

ていると主張した、 

ジャック・バレ-、カルロス・アジェンデ、アル Bielek、プレストン・ニコルズ、マック・シェルトン

とボブ・ラザーは、これらの 6 人の人々である。 

私が Skorzeny にこれらの 6 人の男性について尋ねたとき、彼は笑って、伝えるところでは、アル

Bielek はペンタゴンで働く元ナチと政府の手先だと私に話した。 
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伝えられるところでは、バレ、アジェンデ、Bielek、ニコルズ、シェルトンとラザーといった全員は、

できそこないの芸術家を分散させる CIA の偽情報である。 

Skorzeny は、彼らがレインボー作戦または空飛ぶ円盤について何かを本当に知っているならば、私が

モリス K.ジェサップ博士にしたように私は、彼らを殺すよう命令されたろうときっぱりと述べた 

 

 

 

0 4 
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ニコラ・テスラの最後の日 
1942 年後半 85 才の、ニコラ・テスラは、最新で最も偉大な発明を彼らに与えるために会議を始めよ

うとして、数回、戦略事務局（OSS）に電話をした; 

反重力の見えない飛行ディスク、デルタ翼のあるレーダーを吸収する航空機のデザイン、殺人光線、

地震マシン、フリーエネルギー装置（宇宙弱い光線送信機/レシーバー）読心術 mind reading /コント

ロールマシンその他、OSS の電話番号は、SS ナチ・スパイであるジョージ H.シェルフ Jr. （別名ジョー

ジ H.W.ブッシュ）にまっすぐに行った。 

ジョージはテスラと相談し、OSS によって処理するために発明をワシントン D.C.に戻すために 1943 年

1 月 6 日にもう一度科学者と会うために 2 人の OSS 役員を行かせるとテスラに話した。 

1943 年 1 月 6 日に、テスラは、OSS 役員だと主張する 2 人の男性によって、ドアがノックされた。 

彼らの少し疑わしい名前は、ラルフ Bergstresser と Bloyce フィッツジェラルドであった。 

人は非常に背が高くてやせっぽちだった。そして、他は短くてがっしりしていた。 

テスラは、これらの男性に会うことに非常に興奮しており、彼らにお茶を出した。 

テスラは、1 時間以上これらの 2 人の政府職員と話した。 

彼は、二人に反重力の見えない空飛ぶ円盤、地震マシン、レーダー回避する航空機のための変な計

画、彼の無公害の、フリーなエネルギーで動く車の完全な発明計画を見せた、 

宇宙旅行、レーザー、最初の電子計算機、電子マインドコントロール electronic mind control / mind-

reading devices マインドリーディング読心術装置とデスレイまたはテスラ大砲のためのロケット船、そ

れは 200 マイル先まで痕跡を残さずに、敵機を上で動けなくするためプラズマビームを発射し、武器

の射程は、地球の湾曲によって制限されるだけである、 

装置の光線銃からその目標までプラズマが完全にまっすぐ軌道に沿って放射される。 

テスラは、彼の発明を 2 人のエージェントに慎重に説明した。 

テスラは、彼の考えた光学的に見えない空飛ぶ円盤にはもう一つ非常に独特の特徴があると男に話し

た; 

彼は、火星以降の遠い惑星に時間内に、旅行できると主張した。 
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テスラは、アメリカ政府がナチスとの戦いで勝利を収めるのを援助するのは大変うれしく誇りに思う

と彼らに話した。 

2 人の男はテスラに感謝して、彼の素晴らしい発明計画の全てを集め始めて、ドアに向かった。 

テスラがドアの前に背中を向けて立ったとき、より背が高い男がもろい 86 才をすぎたニコラ・テスラ

の口の前に枕を持っていって、簡単に彼が死ぬよう窒息させている間、小さな男は彼のそばでテスラ

の腕を動けないようにつかんでいた！ 

5 25 

愚かなアメリカの政府がテスラを見捨てたので、誰も彼を保護して、世話をする人はいなかった。 

テスラ博士は、アメリカの OSS 官僚と言っていた 2 人の SS ナチ・エージェントに、彼の最高で最も偉

大な発明を知らずに与えた。 

 

2 人のナチスは、ほかならぬオットーSkorzeny とラインハルト・ゲーレンであった。 

テスラを殺害し、彼の最も激しい発明を盗むことによって、ナチスドイツは第二次世界大戦で非公式

に勝った 

伝えられるところでは、ヒトラーは臆病な、慎重なジョージ H.W.ブッシュにテスラ発明を盗んで、彼

を殺すよう命令した！ 

ジョージはそれをするにはあまりにひどく軟弱なニャンニャンなので、Skorzeny とゲーレンはその代

わりに彼を殺さなければならなかった！ 

 

伝えられるところでは、テスラは、1938 年の 2、3 年前に、ジョージ H.W.ブッシュによって運転され

たタクシーで襲われた。 

計画的な自動車事故でテスラが負傷させたが、彼の命を奪わなかった。 

Skorzeny がテスラを窒息させたあと、彼とゲーレンは Teslas の金庫に侵入し、彼の遺書と（エジソン

名誉勲章）を盗んだ 

今日兆の価値がある彼のウエスティングハウスとの契約書、地震の機械特許モデル、反重力空飛ぶ円

盤特許モデル、タービン、水エンジン、石油またはガスを必要としなかったもう一つのエンジン、フ

リーエネルギー装置、永久運動装置、Death レイ、死の光線、電子不可視性装置、心制御マインドコ

ントロール装置、そしてほとんどその時の、有名な金持ちの男性と結婚していた、（貴族の愛人）から

テスラへの何百通ものラブレター 

Skorzeny は、この盗まれた個人的なコレクションには、バーバラ・ピアス（ブッシュ）からテスラに

書かれたいくつかのラブレターを含んでいたと主張する。 
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Skorzeny によれば、テスラの遺書、エジソン・メダルと彼のウエスティングハウスの契約書はすべて

エール大学にあるスカルアンドボーンズに保たれ、幸運な精子クラブ・メンバーのクラブハウスにあ

る（上の、右）。 

その右隣はジェロニモの骸骨がある 

 

プレスコット・ブッシュの墓には、儀式のために神聖なアパッチ埋葬地から頭骸骨を奪ってある。 

金持ちの WASP のためのこの秘密に会う場所を、New World Order 共和党新人募集儀式は墓と呼びいろ

いろな盗まれた人間の骨をハウジングしてあり、 

棺とナチ SS ゲシュタポの黒い革の・ブーツをはいているヒトラーの蜜蝋ダミーは片方の手でナチ敬礼

をし、他はガスを持つ 

伝えられるところでは、毎年、新しい豊かな、WASP New World Order 共和党員新人の各々は、服を脱

いで裸になって、ユダヤ人のダビデの星で彫られた現金で満たした棺に寝させられてぼんやりする。

モーターオイルの絵の具は彼らの上に注がれる［そして、彼らは、次々と、自動のエロチックな儀式

を行うことを強制される 

この精神病的ふるまいは、参加者をだまして強制し、強要と恐喝のネットワークに陥れるようになっ

ている逆キリスト教徒洗礼の政治的なタイプである。 

］E6 

テスラの死体の発見と... 

政府の隠蔽 
1943 年 1 月 7 日に、テスラの本当の友人が彼がどのようにしているか見るために立ち寄ったと切り出

す。 

彼のホテル・ベッドルームのドアは半開きだった。それは奇妙だった。 

彼はテスラ・ベッドルームに入って、ベッドに横たわっているのを見つけた 

, 
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彼のパンツは彼のひざまでおろしてあった、 

彼は靴をまだ履いたまま死んでいた。 

. 

テスラを窒息させた後に、Skorzeny は、彼がペニス-サイズについての噂が真実かどうか見るために

Teslas のパンツを下げたと言った。 

彼は、Tesla の大きなペニスについての噂が本当に真実だったと言った！ 

テスラの全ての所有物を略奪し、略奪しつくした。 

彼のウインドウは開いており、金庫はほとんど空だった。 

彼のハトは 26 室の部屋を飛び交っていて、死体の上と、そのまわりを歩いていた。 

テスラの友人は蘇生させようとした。 

彼はテスラの襟とネクタイをゆるめて、テスラのために助けを得に行った、しかし、彼はもう遅いこ

とを知っていた。 

当局が到着したとき、彼らはテスラをストレッチャーに置いて、彼を毛布ですばやく覆った。 

その後すぐに、ＦＢＩのナチ・エージェントと外国人問題のオフィス Office of alien affairs は、テスラ

の部屋を襲撃して、ホテルの持ち物でなかったすべてを盗み始めた。 

テスラは、不法入国者でなく、米国民であった！ 

 

Alien Affairs のオフィスには、テスラの財産であるテスラの所有物を盗む権限がなかった！ 

テスラは、体の検死なしにすぐに火葬にされたがそれは奇妙でないか？ 

 

セルビアのオランダ人のアーティスト・マリナ・アブラモヴィッチによるパフォーマンスの下の部分

に見られるように、彼の灰は Belgrade のテスラ博物館の球状の金の壷に動かずにある。 

ニコラ・テスラのデスマスクは、博物館に展示されている。（下記、右側） 
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ナチス Skorzeny、ゲーレンとジョージ H.W.ブッシュの 3 人の人殺しは、テスラの葬式に付き添った。 

 

ＦＢＩは、テスラが睡眠中に老死したと話して虚偽の話を世界に発表した。 

もう一度、アメリカ政府はテスラを見捨てた。 

なぜ？ 

彼は、世界がこれまでに出会った中で最も偉大な発明の心で、ナチスと他の潜在的脅威によってアメ

リカの市民を攻撃から保護するのを助けるために装置を発明することによって、米国に誠実さを絶え

ず証明した。 

なぜ、アメリカ政府はテスラを歴史書から消したのか？ 

ブッシュ秘密を保護し、（ヒトラーとの違法な協定）無公害の、フリーなエネルギー・テスラ技術をア

メリカの市民と全世界から隠すためである。 

 

オットーSkorzeny とラインハルト・ゲーレンは、彼らの盗んだテスラ発明をベルリン（ドイツ）のヒ

トラーと、そして、ロシアのスターリンに戻した。 

ヒトラーは、成功した彼のエージェントの操作とテスラの才能の暗殺を完全に喜んでいた！ 

もろい 86 才のアメリカのニコラ・テスラの才能を殺害したために、ヒトラーはナイト・クロス（鉄十

字勲章）を含むヒットラーの 2 つの特別名誉エージェントメダルを与えた 

そして、ドイツの国の中のトップランクの位置へと昇進させた。 
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ヒトラーは、反重力の見えない空飛ぶ円盤（Vril ディスクとして発達した）、デスデスレイ死の光線と

Earthquake テスラの地震マシンの複雑な青写真を解読するためにユダヤ人の科学者囚人と一緒に最も

明晰なナチ科学者を集め始めた。 

ナチスは、彼らがアメリカに対して使用する大量破壊兵器を造るのを手伝わせるために、数年早く、

トマス・エディソンが死亡したとして装った。 

その時、ナチスには、エジソン、マルコーニとテスラの反重力、見えない空飛ぶ円盤と他の盗まれた

テスラ技術を構築しようとして 2 年の間ノンストップで働いている他の有名なナチ科学者がいた。 

 
 

 

 

27 

伝えられるところではたとえテスラが 17 歳で先にラジオを発明しその特許を受けたとしても、ナチス

を助けるために、ヒトラーとプレスコット・ブッシュは、ラジオを発明したとするためにマルコーニ

に信用を与えるよう米国特許審査官を買収するために、彼らの影響力を利用した、 

 

1943 年後半に、テスラがラジオを実際発明したと確定された、そして、信用は彼の死後、彼に戻って

与えられた。 

1945 年に、ヒトラー、Skorzeny とゲーレンは、彼らの新しい素晴らしい発明を見せるために、米国で

ジョージ HW ブッシュと彼らのナチ僚友に会った： 

光学的に見えない、反重力空飛ぶ円盤である。 

ブッシュと他は、エリートのスパイ活動エージェントはびっくりし、他の世界はこれらの先進の新し

い戦争おもちゃの能力に驚くと推測した 

彼らが見ていたので、新形の航空機は初めて、最大の操作をして、黙って空中に停止し、瞬く間に消

えた。 
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マックス・フライシャーは、1930 になくなった 
 

テスラ Vs ナチス漫画 
1930 年に、マックス・フライシャーは、当時の有名な科学者ニコラ・テスラ博士に基づいて反ナチ宣

伝漫画を作成した... 

この珍しい CIA に禁止された漫画の中でニコラ・テスラは古くなった SS ナチスと戦っている（その SS

ナチスはメールを通して致命的な物質を送っている） 

そして米国民に恐怖をぶつけている 

それは第四帝国または New World Order をつくろうとしている 

テスラは、漫画の結論ではナチスを破っている。 

Skorzeny は、ヒトラーの魅惑と強迫観念をこの特別のマックス・フライシャーの漫画と関連づけた。 

彼は、そう言った。 

漫画化した「テスラ Vs ナチス」の筋書きに書かれているように、ヒトラーは第四帝国をつくるために

彼らの最善を尽くすために彼の SS ナチ役員全員と協定をした。 

この漫画ビデオは、過去すべての国内テロ攻撃、プレゼントと将来の CIA の New World Order マスター

プランである。 

7 

マックス・フライシャーの孫は、パウンド・リッジ（ニューヨーク）で、ローレンス・アリ・フライ

シャーとして生まれた。 

2000 年 12 月アリ・フライシャーは、ジョージ W.ブッシュ大統領の公式スポークスマンになった。 

ホワイトハウス報道官として、フライシャーは、メディアからの問合わせを処理し、当局の方針とゴ

ールについてリポーターに情報を広めることを担当していた。 

 

フライシャーの両親は献身的な民主党員で、彼らの末っ子が共和党へシンパシーを持ったことは彼ら

を驚かせたと後で認めた。（それは彼がミドルベリー大学にいた年の間だった） 

 

フライシャーは、共和党サークルの信頼された一員になった。 

彼は、1992 年に落選した現職大統領ジョージ H.W.ブッシュのための再選キャンペーンの副広報責任者

として役に立った。 

クリントンの年の間、フライシャーは航空機メーカーと牛の牧場主のために、彼自身のローカルな会

社を経営した、 
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そして、前に戻ると議会で下院歳入委員会の議長の共和党員テキサスから出たビル・アーチャーと一

緒に働いた 

彼は 2000 年のホワイトハウスの共和党ノミネート候補者になるエリザベス・ドールによって彼女の運

動の広報責任者として雇われたとき、その役目を辞めた。 

28 

 

Skorzeny は、1982 年に、または、他の機会に、レーガン保守党の New World Order のナチ共和主義者

の党の高位の上位の代表者についてアーリア民族の国の兄弟の関係から援助があり、組織されている

と言う、 

 

マックス・フライシャーの漫画の富の唯一の相続人、孫である、アリ・フライシャーに憎しみの犯罪

グループは接触しようとした。 

彼らは、アリが拒否できないような取引をした。 

 

伝えられるところでは、彼の祖父のライセンス権をアリは唯一所有している 

 

テスラ Vs、ナチス漫画。 
伝えられるところでは、その特定の漫画ビデオを消すならば、彼は家族に保守党の New World Order

共和党員レーガン/ブッシュレジュームで 500 万ドルの現金と生涯にわたる仕事の保障を贈賄された。 

ナチ保守党の共和党がアメリカで New World Order をつくるのを援助するための策略は、新しく獲得

したユダヤ人の宣伝スポークスマン・アリ・フライシャーの援助と共に動くという保証を得ることに

あった。 
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Skorzeny によると、アメリカ政府が常に顔をそむけ、証拠を無視し、偽の容疑者を追跡する間に、ア

ーリア民族の国家組織化された犯罪/憎しみグループのブラザーフードからの援助を得ている CIA 元 SS

ナチは 60 年以上の間アメリカ市民へのテロ攻撃を予定していた。 

この 23 年の間に、元 SS ナチ CIA 職員とアリ・フライシャーから援助されて、アーリア民族国家のブ

ラザーフードは、アメリカ合衆国でマックス・フライシャーが漫画化した、「テスラ Vs ナチス」のあ

らゆる既存のコピーを組織的に買ったか、盗んだ。 

CIA は、他のこのようなテスラ関連の主題の漫画ビデオも公式に禁止した。 

なぜ？ 

テスラが歴史書から消されることを望むので、彼らはアメリカで New World Order をつくる計画を不

法に再開することができた。 

マックス・フライシャー漫画「テスラ Vs.ナチス」のスクリプトは CIA がスポンサーの将来のすべての

New World Order のテロ攻撃はアーリア民族の国家のブラザーフードの破壊的な計画であるとした。 

8 

2000 年 12 月 12 日に PBS は、「Lightning のマスターとしてのテスラ」と呼ばれた、よくできたテス

ラ・ドキュメンタリーを放送した： 

マックス・フライシャーの「テスラ Vs.ナチス」の漫画のビデオが放送の間に、だいたい 60 秒の間、

流された・。 

それは、致死的な内容を郵送し、ヒトラーが命令したので彼らが必死に第四帝国または New World 

Order をつくろうとする間に、米国をむちゃくちゃにする SS ナチスを熟成させるのを止めるために、

テスラが彼の Death デスレイを使用することが有能であるとした方法を詳述した 

 

漫画は急に説明なしで終わり、そして、残りのドキュメンタリーをやった。そして、再編集されて、

その原形は決して二度と放送されることはなかった。 

非常に次の日、私はビデオのコピーを購入した。 

 

私が自宅でビデオを見たとき、マックス・フライシャーの「テスラ VsNazis」の漫画は、検閲されてい

た。 

29  

マックス・フライシャー漫画はニコラ・テスラの役を変えて、その位置に、彼の Euthan asia レイ

（Death レイではない）で世界を支配しようとしている異なる悪い狂った科学者がいた。 

今度は CIA 認可のスーパーマンの動きによって、窮地を脱するのである。 

もう一度、嘘つきの CIA New World Order ナチは、漫画化されたテスラ Vs ナチス.を検閲することによ

って、我々の集合記憶から押し出しアメリカの市民をだました。 

 

CIA New World Order はアメリカの市民がニコラ・テスラの生命と研究に関して正確な情報を知るのを

防いだ。そして、その代わりに、世界を支配しようと努力している（ヒトラーでなく）悪い狂った科

学者のようにテスラを描写することで現実を逆にした。 
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すべての読者はテスラ・ドキュメンタリーの PBS の製作者に、どこでマックス・フライシャーの「テ

スラ対ナチス漫画」のビデオ・コピーを見つけられるか尋ねるために連絡することを奨励する。 

 

 

Skorzeny は、ヒトラーの心を奪ったこのアニメーションの物語が CIA がアメリカでの将来のすべての

ナチの宣言の攻撃のスポンサーになったと主張する。 

 

最近の致死漫画の再現としては、2001 年 10 月の炭疽菌の手紙は、CIA の作ったフォート・ディートリ

ック・バイオテロリズム研究所のジョセフ Mengele によってメールされた。 

 

 
 

 

 

 

9 

モンタナグレーシャー国立公園の 

秘密の地下ナチ基地 
 

ゴーイングサン通りに沿った山腹にある秘密の、隠れたトンネル入口から 6,600 メートル以上下がっ

て広大な地下ナチ/CIA 機能へと続く（48.7474！N 113.7633！W）。 

 

上記の衛星画像の中の、大きな円の中には、隠れた岩石があるのを示し、フェードインした小さい円

の中は、カモフラージュされた警備員の居る位置を示している。 

 

秘密のトンネルは、山の下に 2 マイル以上下がっていき、巨大な空洞のコンビナートへ行く。 
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この巨大な地下都市/基地は、モンタナ国際平和公園（賢く名をつけられた）のカナダ国境の北に接続

する。 

 

この地下基地は、CIA がそのホロコーストの盗まれた兆がおいてあり、その最大の秘密の New World 

Order のテスラの空飛ぶ円盤、光学的に見えない航空機と他の盗まれたテスラ技術を含むブラックプ

ロジェクトをテストするところである。 

 

10 

基地の活動は、ステルスのドローン飛行船のメンテナンスと配置を含む 

30 

グレーシャー国立公園は、鉄道の時間 D で、すべての大規模な地下の軍の産業の建造物にアクセス可

能な最初の国立公園であった。 

これは CIA ナチス New World Order が NY のモントーク Montauk から盗まれた大虐殺による盗品のうわ

さのあるナチの金を連続的に運搬するのを可能にした秘密の基地が山にあった。 

秘密のトンネル入口より上の岬で、その日の特定の時代のハイイログマ、それゆえに、名前グリズリ

ー・ピークのように見える岩石の変に見える露出が、ある 

 

CIA は、どんな国境にも止まることなく不法に薬、銃、SS ナチ戦犯と高官をカナダへ密入国させるた

めに、この秘密のトンネル・ルートを使う。 

11 

11 

ナチスドイツのアーカイブされた降伏の合意が創り出されたので、カナダはまるでアメリカのように

ナチス CIA を隠して、支えていた。 

カナダはヒトラー・ナチスドイツとの秘密のファシスト協定を作る際にイングランド、フランスとイ

タリアと手を結んだ。そして、その結果、これらの国での社会的な面での統一した意見として、見つ

けられた地球外生物と宇宙船の破片の存在の完全な否定が明らかに見ることができる。 
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CIA New World Order 地下基地への秘密のトンネル入口は、上の Skorzeny の北の Grizzly の山頂と

Weeping Wall の写真の中に示されているように山の側のゴーイングサン通りのリモコンで、動かせる

岩石の壁の後に隠されている。 

遠い背景には、Garden Wall が見ることができる、そして、右側遠くに、Haystack Butte の基地がある。 

トンネル入口は、（突き出ているものは陰に隠れるように回転する、右下）考えられるあらゆる偶然の

発見を妨ぐために、精密なレーザー装置によって基地はカットされている。 

夏の間基地が活発なとき、山腹（左上角）の秘密のトンネルの入口を囲んでカモフラージュした武装

した警備員が隠れている。 

ナチ New World Order はひそかにその大虐殺で盗まれた兆と盗まれたテスラ技術をこのへこんだ山施

設に隠している。そして、戦争詐欺利益のために大量殺人に参加した New World Order のエリートだ

けとコンタクトするようにしている。 

31 

Skorzeny によると、CIA ナチスは、グレーシャー国立公園のまわりとブラックフットインディアン保護

区の近くと他の多くの世界中の場所で人工の反重力フィールドを作成するために、盗まれたテスラ技

術を使用する。 

地球の軌道に乗って回っている何百もの衛星があり、地球の特定の地域を高強度で正に荷電するレー

ザービームを計画している。 

ニューWord オーダーナチスはこれらの光線を、武器だけに使うつもりではなく、航空機を浮揚するた

めに力を送り、空飛ぶ円盤といろいろな他の盗まれた下記のテスラ技術を、使うのに使用する 

浮揚している航空機の吸収特性は、彼らのエネルギーの利用法は 

プラズマ発生器の軌道からの放射を許す、 

ステルス航空機が光学およびレーダーの不可視性のために自分自身プラズマで覆い隠されるとき、視

覚的に見えないように最適に、うつされる。（赤外線だけを与える）。 
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これらの宇宙レーザービームの危険な副産物は、ラドン・ガスである。 

ラドンは人間と動物でガンと白血病の原因となる見えないガスだと言われている、しかし、アメリカ

政府にラドン・ガスについて尋ねるならば、あなたは正直な答えを得ない！ 

近くのブラックフット保護区 Reservation の上のアメリカインディアンは、1950 年代からガンと白血病

の極端に高い率で苦しんだ。 

アメリカ政府は何も間違っていない、そして、関係する理由がないと言う、それでも、コミュニティ

が苦しむならば彼らのひどい病気の本当の原因を知らされなければならない。 

 

Skorzeny は、そのことを言っている 

 

そして SR-71 ブラックバード、B-2 ステルス爆撃機と反重力空飛ぶ円盤は、グレーシャー国立公園と、

ブラックフットインディアン保留地より上の空で 200O 以下の空中に絶えず停止している 

これは、民間航空便がなぜグレーシャー国立公園で 200O 以下で飛ぶのを禁じられているのか、そし

て、誰も攻撃するレジデント・ハイイログマから守るために公園に銃を持って来ることは許されない

のか理由を説明する; 

Skorzeny は国中の他の国立公園に多くの秘密の CIA New World Order ナチ基地があると言う。そして、

それはグランドキャニオンを含む。 

これらの飛行機は、光学的に見えない 

そして、まったく聞き取れるような音をたてない。 
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SR-71 ほかは、ゴーイングサン通りの Grizzly ピークの下の空洞の山にある秘密の地下の倉庫 hangers

に、定期的に持って来られる。 

これらの浮揚している飛行機はグレーシャー国立公園のマクドナルド湖の海までゆっくり降下する。

そして、上から見られる。 

飛行機は、潜水艦のように、短い距離、水中を旅行することができる。 

飛行機がマクドナルド湖にはいったら、彼らは山の中の空洞の地下/水中の倉庫 hangers に移動する。 

地下の航空倉庫の中で飛行機はサービスを提供される。 

山の中に巨大な 32 台のエレベーターが、ある 

それは、飛行機を山の中のフルサイズの隠れた滑走路に持って来る。 

夜の間に、ゴーイングサン通りが閉鎖されているとき、大きなカモフラージュされた山の中の区画は

航空機が施設を出るために短い間開けられる。 

飛行機が山の基地を去ったら、秘密の滑走路の出航航空ドアは閉められる。 

オットーSkorzeny は、下の 1997 年 8 月 27 日に撮影された 

写真を発表した、 

マクドナルド湖の Glacier パークで実行中の隠れされたステルス技術を説明する。 

 

Skorzeny は、単調な、正方形にされた岩石を示した 

 

1. 隠れて回っている平面型レーダーが配置され、何箇所もある秘密の施設の共通の特徴として隠れ

場の空域を敏感に効果的に監視している。 

 



   60 

 
 

 

 

彼は、ディスク形の雲（左上）が実は、CIA のボートの上に、黙って空中停止しているプラズマで覆い

隠されたステルス・ディスク航空機であるとも主張した。 

雲に包まれたディスクの写真は、UFO の研究会で有名である。 

 

航空倉庫の SR-71 ブラックバードは拡大し、収縮するので、飛んでいる間に、それによって結露が増

強する原因となり湿っているとアメリカ政府は主張する。 

 

見えない飛行機 D は、飛んでいる間、電気の流れる航空機の殻に対する交互作用で光学不可視性の錯

覚を引き起こすために自分自身に霧の水を吹きかけるという情報は、偽情報である。 

見えない飛行機によって白い色のついた人工の雲の中の航空機を隠す水蒸気が、使われ、着火すると

き、完全にオプティカルな視覚のためにプラズマ蜃気楼の膜をつくって覆い隠す、それはオットー

Skorzeny の言葉を使用すると、見えない飛行機は、飛んでいるオゾン発生器のようである。 

 

水からプラズマを得る HHO のこの先進の利用は、飛行機がマクドナルド湖の水面から入るか、または

米国の周りの他の湖の秘密の海中/地下 CIA 施設へと降下する 
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地球の軌道の遠くにある殺人光線を持つ衛星の広いネットワークは 

宇宙にある目標またはアンテナの破壊と、偵察機を浮揚するために力を送ることができるだけでな

く、無数の方法で天気と世界の出来事を操ることができる。 

レーガン大統領はスターウォーズ・プログラムの一部、殺人光線衛星を公表した、 

 

33 の（HAARP）アンテナ配置は天気操作と心の支配のためにアラスカにありオーロラ研究プログラム

で正確に高い振動数の活動分子は調整されている。 

これらのレーザーが地球の一つの点にこれらの光線の狙いを同時に定めるとき、目標とされた地域は

かんばつ、ハリケーン、竜巻または地震の形で極端に厳しい天気を経験する。 

これらのレーザーが人体に集中するとき、人間の自然燃焼（SHC）が起こる。 

HAARP はアラスカの Gakona の近くの国防総省が所有するサイトで、上の大気、および太陽の人間へ

の研究のために構築された主要な北極の施設である。 

 

主要な器具は、Ionospheric Research Instrument.電離層の探求装置（IRI）として知られていて、少な

く、明確に電離層量を刺激するのに用いられる、強力な、高周波の段階的配列のラジオ送信機を含

む。 

HAARP は極超短波レイダーIncoherent Scatter Radar（ISR）も使用する。そしてドップラー速度が刺激さ

れた地域で、そして、自然電離層で、電子密度とイオン温度を測るのにも用いられる。 

 

IRI と ISR 科学的な能力と有用性を進めるために、HAARP はと HF イオンゾンデ、ELF と VLF レシーバー

（磁力計、リオメーター、LIDAR（弱い Detection And Ranging）と光学的で赤外線分光計）を含む最新

の地球物理学的研究器具の最新型のデザインと導入をサポートしている。 

テスラは 1901 年という早い時期に、これらと同じオーロラへの刺激技術に関するいくつかの特許を受

けた。 

1983 年に、New World Order のレーガンから指定された米国特許審査官は、贈賄された。 

テスラの先行した特許を無視して、審査官は、テスラが 80 年前に発明したのと正確に同じ HAARP 技

術である、イーストマン社に特許を不法に再発行した！ 

 

 

 

 

1970 年代初期にオレゴンの、メドフォードで、自殺が頻発する間、マインドコントロールのための

ULF 波の能力が発見された。 

ノースカロライナ上部大学毒物学デイビッド・フレーザー博士はチームを集め、ULF 波がメドフォー

ドの近くの米国空軍基地から出され、（現在は閉じている）一般の人たちの生化学を変え、ひどい鬱病

と精神的な不安定性を誘発し、それによって地域の自殺率を上昇させているのを見つけた。 
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ロシア人が関係する基地の指揮官に研究者は質問した、そして、次の日、信号は終わった、その後、

フレーザーと彼のチームは数人の CIA 職員から死の脅迫によって沈黙を強いられた。 

12 

 
ナチの鉤十字のパターンで滑走路を配置しているのが空から明らかに見え、フリーメーソンの献辞と

象徴性が空港の全てを飾るコロラド新しいデンバー国際空港の下に非常に低周波のパーマネントマイ

ンドコントロール装置施設が建設されたという（上記の、左）。 

 

空港の下の地下の施設は、特に超低周波の不可聴音を通して人間の意識を操る目的で設計された巨大

な波の輪郭を示す鋼のビームを使って造られた。 

2002 年 6 月 18 日に、デンバー国際空港からの同心円状の定常波の ULF 出力は、ドップラー・レーダ

ーに記録可能な、十分な振幅だった。（16:33 UTC（上の右に示されている）） 

13 

2007 年 2 月 16 日に、DIA の超低周波不可聴音響きは、飛行機のフロントガラスを粉々にした。 

14 

重要な事実は、寒さ、風と飛んでいる破片が原因として可能性がないとして除外する 

－パイロットの誰に聞いても破片は見られなかった、そして、いろいろな飛行機が空中で、そして

DIA の滑走路で、短い時間の間にーミナルの入口のドール Dall で損害を受けた、 
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34 

The aurora Aircraft and donuts-on-a-rope contrail 

オーロラ飛行機、そして、ドーナツのつなが

った-ロープの飛行機雲 
オーロラスパイ偵察機は、SR-71 ブラックバードと A-12 の後継者である。（オーロラについての技術者

の考え） 

Skorzeny によると、オーロラと他の見えない飛行機は、ボタンを押すことで光学的に見えなくなる。 

彼は、パルス-爆発波のエンジンと 4～6 台のジェットエンジンで引き起こされたオーロラ独特のドー

ナツ形の雲がロープ状につながった飛行機雲の写真を用意した（Skorzeny の下の写真）。 

 

パルス-爆発波エンジンがマッハ 1.5 を確保するとき、それはマッハ 6 の上の速度で、衛星を離れる

か、単に 1 分でどんな目標にでも到達し地球大気圏を去るのを可能にし、航空機をはるか遠くまで推

進する。 
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CIA は一般人が認識しないようにして、監視と、そして、有毒な粒子の薬品、特にバリウムとアルミニ

ウムを不法に消散するという、特別な任務のために NATO の空域でもオーロラ偵察機を利用する。 

致命的な細菌戦の作用因子が航空機からスプレーされるとき、ケムトレイル（化学飛行機雲）は、降

水の後の次の数日間、航空機の後に空にそのままにしておかれる、そして、強力な高高度の風によっ

て広く消散し下の地面に落ちてその一帯の人間の居住者野生生物を汚染する。 
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大きな嵐が来る 2、3 日前の晴れた空に、CIA ナチのコントロールを容易にするためにケムトレイルの

広大なネットワークが、分散している 15 

（上の 10/14/04 NASA の赤外線画像で見られるように）。 

 

この大きな、調整された噴霧運動は、単に強化するだけでなく大気の EM 光線が増殖状態となって強

化された日となる二段階効果を持っている 

 

民衆全体に有毒なアルミニウムと放射性バリウムで放射線の高水準にさらすために持って来られる前

に、雨によるナノバクテリアとウィルスが散布される。 

この大気の不正操作の複雑なプロセスに、よってあらゆる生きている存在と戦い、それは世界中に広

く宣伝された一年の風邪の世界的流行の原因となり CIA ナチに支配された製薬業界の利点になる。 

 

現在は子供たちにさえ銃で投与される中毒ワクチンの政府契約書に加えて、この活動とタミフルほか

のような神経毒製品詐欺事件で、毎年 10 億ドルの、利益を得ている。 

 

ケムトレイルに関係しているこの十字

形のパターンは、水蒸気を過熱するこ

とによって HHO プラズマの生成を支

えて、大気の EM 状態を強化する。 

 

空気中の金属粒子は、プラズマ・ビー

ムの流れのために指向性エネルギー兵

器の効果を強化する。 

バリウムとアルミニウム粉は、太陽の

紫外線に曝されて光学的にイオン化す

るようにまかれて分散している。 

HAARP またはテスラ・光線衛星から、放射されるエネルギーを使い、空気中の金属を過熱することで

プラズマが、発生する。 

 

36 

夜の光雲の輝きは、たぶん、夜空のケムトレイルの金属によって発生するプラズマの影響である。 

これらの変な青い熱烈な雲は、類似した状態が真空管と、高層の大気に見られる蛍光電気 fluorescent 

light-bulbs で、ネオン・ガスのような高揚した空気の、刺激された水蒸気によって作られる; 

イオン化されたメタル粒子は、水面の蒸気を攻撃し、HHO プラズマとして火がつく水素と酸素を生産

するために分子結合を壊す。 
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高高度の水面プラズマは地球極地の地方でケムトレイルの微粒子の排出を使うと、大規模に簡単に発

生する。それは、太陽の放射物によっておこる極端に強い十分な電磁内部作用によるオーロラの活動

として知られている。 

HAARP 施設は、太陽風の入力を集中して引き寄せるのと同様に、北の緯度にある。 

 
 

アルミニウムとバリウムによる第二の放射性降下物効果は、ロバートフォーク Folk 博士のナノバクテリア

の発見によって明白になり、我々の岩石圏と高層大気を通してまったく新しい伝染性のバクテリアの豊富

な種類が増殖する。 

フォークの調査結果は、現在地球生命の形で最も豊富なことが知られている、ナノバクテリアが金属

を代謝することを示した、 

特に暴風雨で地下水に入るのを引き起こす前にケムトイレイルで空気中のアルミニウムとバリウムの

大量の数がナノバクテリアと結合する。 

大気の金属粒子がビーム兵器を伝播するために役に立ったあと、彼らは実質的に検知されない伝染性

のナノ・エージェントのための完璧な運搬システムの働きをする。そして、人体にある金属自身の毒

性を倍加させる。 

毒物学者は、飲料水の中のフッ素化合物が体のアルミニウム粒子を血液脳関門に入り込んで、神経機

能に干渉することを示した。 

 

17 

研究はマグネシウムが不足している人において、（アメリカ人の 90%）アルミニウム粒子が天然マグネ

シウムに代わって中枢神経系に保管されることを示唆している。そして、チュービュリンの不活化に

終わる。そして、酵素は神経機能にとって重要である。細胞骨格を形成する繊維の一つで、微小管の実体。微小管は、

細胞内の物質輸送や鞭毛運動、細胞分裂などに関与する。 

https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E9%AA%A8%E6%A0%BC
https://www.weblio.jp/content/%E5%BD%A2%E6%88%90
https://www.weblio.jp/content/%E7%B9%8A%E7%B6%AD
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E3%81%A4
https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%AE%E5%B0%8F%E7%AE%A1
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E4%BD%93
https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%AE%E5%B0%8F%E7%AE%A1
https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%86%85%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://www.weblio.jp/content/%E8%BC%B8%E9%80%81
https://www.weblio.jp/content/%E9%9E%AD%E6%AF%9B%E9%81%8B%E5%8B%95
https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E8%A3%82
https://www.weblio.jp/content/%E9%96%A2%E4%B8%8E
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マグネシウム・リンゴ酸塩はそれがリンゴ酸を通してキレート化することによって体からアルミニウ

ムを除去し、その一方で、天然ダイエット・マグネシウムを用意してくれるのでアルミニウム中毒を

効果的に妨げる栄養補助食品で、ある。 

米国民が、ナチの水面フッ素添加と中毒化学コースの方針を、終えるとき New World Order マインド

コントロールマシンは、ぐらつく。 

 

 

米国国立公園の見えない CIA 監視ドローン 
 

CIA による米国の国立公園の秘密の地下施設の広範囲な使用に関するオットーSkorzeny の情報は、国と

州の森の上に、先進の浮揚している監視ドローンの一般人による写真撮影によって実証される。 

円形の中心と放射状突起のある浮かんでいるドローンの何個かのモジュラーの変種は、1985 年という

早い時期に、ルイジアナに近いバークスデール AFB で、写真を撮られた。 

これ以降、一般の人たちからの反重力ドローンの写真が、ベーカーズフィールド、Big Basin、

Capitola、ノースリッジとタホー湖を含む 2007 年に、バーミンガム、アラバマとカリフォルニアの地

域で出てきた。 

18 

ケムトレイルがすべての NATO 加盟国を侵略する時、英国、オランダ、イタリア、アルゼンチンと他

の NATO 加盟国で CIA の監視ドローンの多数がパトロールする所で、写真を撮られた。 

37 38 
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これらの通常は見えないように設定された監視ドローンは米国の国立公園でいろいろな秘密の地下ナ

チ CIA 基地のオペレーターによって配備され、遠隔操作される。そして、グリッドから簡単にすべて

の活動に関するデータを集める。 

偽の宇宙人の筋書きは、部分的な故障が生じた場合航空機の CIA 起源を偽るか、壊すためにドローン

を飾り、不公平なオブザーバーによって、変わった航空機が宇宙から地球への訪問客であるという結

論の方へミスリードする。 

わずか数秒後に消える前に、ドローンの EM が生成する HHO プラズマの不可視性外套の短い一時的な

崩壊が、市民によって見られて、写真を撮られた。 

地方の都市住宅地の上で故障しているドローンは目撃者のカメラマンを驚かせた。そして、アメリカ

の市民の CIA のビデオ監視は長年これらのプラズマで覆い隠された見えないドローンの規則的な仕事

であったことを示唆した。 

2、3 のケースでは、低い高度でゆっくり回転して、速く飛び去る前に浮かびながら逆回転したといわ

れた。 

人は、ドローンのプラズマで覆い隠すことが失敗したことを監視下の個人が上をじっと見つめるまで

ドローンの遠隔操作員が知らなかったかもしれないと想像する。 
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いくつかの写真は電柱と送電線の近くで外套を脱ぐドローンを撮られた。そして、ドローンが HHO

プラズマの外套を再生させて、即座に消えることができる前に高い送電線（上記）19 を囲んでいる利用で

きる電磁界から、自分自身を響き的に再荷電することを示唆していた。 

ドローンを覆い隠すことの失敗の出来事は、惑星電磁気が強くなって変化し上昇したところにある。 

 

39 

 

Skorzeny によれば、CIA は、広大な部屋を掘削して、アメリカの納税者の費用を搾取して数千エーカー

の隠れた産業のスペースを地下に作成するためにトンネル・ネットワークを相互接続することによっ

て、自然洞穴をひそかに増やした。 

 

彼らは、この空間を世界で最も上等なマリファナ、アヘン、コカインとハッシュを製造し、何百もの

メタンフェタミンの家とエクスタシー研究所を収容するために、使う。 

CIA の麻薬製品は印がない白いトラックの中に乗せて地下の施設から運ばれて、直接市民に売るため

に、中心のハブとなる施設へ運搬される。 

それから、アーリア民族の憎しみの兄弟の関係は、そのナチ・リーダーシップに麻薬利益を集中させ

る。 

CIA は、広い贈収賄ネットワークを開発することによって、その麻薬独占を維持する; 

麻薬売買で動く金を絶えず洗浄するが、競争者を法的に起訴して、それによって機能的なアメリカの

司法制度の錯覚を維持する。 
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パトロールしているナチ/CIA 秘密監視ドローンは、長年にわたっていくつかの異なるモジュラー構成

が写真で撮られた 

イングランドで有名になる収穫円の形態で観察されるのと同じフィボナッチはきちんとした定常波に

基づく幾何学的な変化をすべて示している 

serially reiterating the quadratic function [ zn+1 = zn 2 ]. 

二次機能［zn+1 = zn 2］を連続的に繰り返す。 

 

カリフォルニアの大きな盆地のドローン写真は、直径 16O 以上になる円形の単位が結合した大きな配

置の衝撃的な画像をいくつかを含んだ 

（上記、41 ページ）。 

 

本物の収穫構造は HHO プラズマの意識的な球によってつくられるが、Skorzeny は CIA ドローンがステ

ルスの不可視性の覆い隠す HHO プラズマを使うと同時にテスラ音響の空中上昇技術を使用すると述べ

た、 

seen as a fine pink/blue haze surrounding the many thin heating elements when the cloak is deactivated. 

外套が非能動化されると、多くの細い発熱体を囲むきれいなピンクの/青いもやとみなされる。 

収穫円現象全体の CIA の目的である混乱は、組織化されている 
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その Skorzeny は幾何学的なものが中に含まれている開いた円は人類に HHO プラズマ技術と音響の空中

上昇は正確に同じキーをもち統一された鍵を提供するというメッセージを送る、それをゲーレンとシ

ェルフは、1943 年にニコラ・テスラから盗んだ。 

ドローンの構成部品の写真は、2007 年に実行された偽情報隠蔽活動として発売された 

CIA を通して、フロント企業は（california のパロアルトにある CARET といい）市販装置のための地球

外のテクノロジーのリサーチをし宇宙人の航空機の言語を解読したと言っている 

 

 

（下記、41 ページ）。 

20 

テスラ設計の後、（42 ページ）2003 年にこの著者によって書かれた磁気共鳴マップは、空中上昇のた

めに CIA ドローンによって発生する定常波反響の｢場｣を明らかにした。 

40 41 42 43 

 



   73 

 



   74 

 



   75 

 



   76 

  
 

 

 

 

 

 

 

アメリカ政府陰謀を議論している間、私は Skorzeny にアポロ月面着陸について尋ねた。 

彼は、米国が人間を月に決してうまく着陸させられず、地球を軌道に乗って回るだけだったと笑っ

て、言った。 

多くの研究者が NASA の分析によってすでに露出させたものは、月面着陸写真は創られたものとする

断定を、直接支える。 

 

21 

宇宙飛行士は、彼らのテレビ放送された軌道にいく前にヒューストンの巨大な月の原寸模型の上で写

真と映画が撮影された。 

 

実際の月の表面は、均一に苛酷な日光による照らされ長い、平行した影を作ることから日光をシミュ

レーションした明るいスポットライトを使用したことは、明らかである。 
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宇宙飛行士のオールドリンの上記の画像はヘルメットの反射の説明出来ない対象だけでなく矛盾の光

で充満している 

 

NASA が、スタジオ製作し偽造した活動映画は特殊効果に、さらに壊滅的に失敗があった。 

最大のアポロ宇宙飛行士は、フリーメーソンの勲位カルトの選ばれたメンバーであった; 

ニューヨークのフリーメーソンのスタンプ・クラブ（下記）による偽装して祝われている月葉書シリ

ーズに関してメーソンの忠実なエージェントであった。 

 

22 

 

アポロ 11 宇宙飛行士は、実際のスペース任務の前／または月面着陸の後の偽りの記憶のシナリオで、

催眠術にかかってプログラムされたかもしれない、その飛行は主張された地球軌道を決して去らなか

った。 

 

 
 

 

 

44 

 

そして 

Skorzeny は、テスラが彼らを驚かすために月の上に去ったとも主張する 

 

それはすべての米国とロシアによる月面着陸の試みを妨げた。そしてこの思いもかけないことを、そ

の人はまだ理解することができなかった。 

 

彼は、ニコラ・テスラがディスクの形が見えない宇宙船の編隊を建造したと推測した。彼らはプラズ

マしゃへいによって月面を保護していた 

プラズマで覆い隠された空中車両は人間の目に見えないだけである、しかし、覆い隠された物体の強

い熱のサインは赤外線によって必然的に見つけられる。 

 

 

Skorzeny はこの意味で、 
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この月の EM シールディングの源はテスラだと確かに誤って思った、 

それは実は月暗い側の巨大な人工の建築物から発生する。そして、公開の前に修正された秘密の NASA

写真の中の偽情報と同じくらい見られる。 

 

私は Skorzeny に、彼がなぜ生涯の憎悪の犯罪シンジケート兄弟を密告するのか、尋ねた。 

 

彼らは、自分自身の間で New World Order の恩恵を楽しむ成功したエージェントではなかったという

ことなのか？ 

彼が彼のナチ憎しみグループの生涯の活動に関する情報の提供者になることはジョージ H.W.ブッシュ

（彼から個人的にだまし取る複数の出来事への卿への報復）の本当のドイツの身元を明らかにするこ

に彼に向けられた復讐であると、オットーは打ち明けた。 

偽りは全く激しく、部門に分けることができない。 

貪欲さも限度がない; 

偽装したエージェントは彼ら自身の仕事の種類だけでは、信用することができない。そして、その人

は欺瞞的な同盟が高齢になると必然的にすっぱくなることが確実だとする分別がある。 

 

 

 

 

オットーがジョージ・シェルフ Jr.によって繰り返

し法令へ従うように強要されたことについての彼の

憤慨を解説する間、ジャーナリスト・ドン・ニコロ

フは特に大きな 1 つを付け加えた 

Skorzeny の秘密の元恋人エヴァ・ペロン（1952 年 7

月 26 日の彼女の死んだときに受け継いだ）から

Skorzeny への 1 億ドルのプレゼントを含む非常に議

論のある調整された窃盗についてである： 

 

 

オットーSkorzeny（熟練のスパイ）の人生の更なる

研究は、アルゼンチン大統領ファン・ペロンの妻の

エヴァ（エヴィータ）マリー・ドゥアルテ・デ・ペ

ロンと彼とのほとんど知られていない問題を明らか

にする。 

ナチスに盗まれた金は第二次世界大戦の後、巨大な

利益を得た、そして、彼女の死んだ後、エヴァ・ペ

ロンは Skorzeny に 1 億ドルを遺贈した。（最終的に
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CIA にわたされた）（スイスの銀行とバチカンで洗濯され、それからＷ・カナーリス提督によってアル

ゼンチンに密輸された） 

お金とナチと CIA つながりは、明らかだった。 

Skorzeny 主張に基づけば、このお金は、ジョージ H.W.ブッシュと彼の支配者の手に、多分渡っただろ

う。 

 

23 

最高裁判所の裁判官を買収し、2000 年と 2004 年の米国の大統領選挙で不正を行うために詐欺的な選

挙ソフトウェアをインストールし、違法なナチ占領とアメリカ合衆国の支配のために数十年にわたる

長い設定を組織化する際、Skorzeny はロックフェラーとブッシュ家の陰謀の背後にいた、ラインハル

ト・ゲーレンと彼の鍵となる役割について話した。 

前 CIA の医者スー・アリーゴによって露出されたようにデービッド・ロックフェラーは、一連のチェ

ース・マンハッタン銀行の移動において、最高裁判所司法省を合計 750 万ドル以上で買収した。 

24 

ナチによるアメリカの秘密の乗っ取りは、9/11 の出来事の CIA-モサド計画が Rabbi Dov Zakheim とチェ

イニー副大統領とペンタゴン経理担当役員によって調整されることを許した。 

確証的な CIA ドキュメントの巨大なライブラリは、世界貿易センター解体の不正な偽旗作戦において

一掃された。 

45 

秘密のナチ Brotherhood の名前の暴露 

共同創設者オットーSkorzeny によると、アーリア民族の国家 憎しみのシンジケートの Brotherhood

は、自分自身と、アドルフ・ヒットラー、ジョージ H.シェルフ Jr.、マルティーン・ボルマン、ライン

ハルト・ゲーレン、ワルサー・ラウフ、アーロイス・ブラナー、ジョセフメンゲレとオウギュストハ

ートを含む年をとったナチ CIA 職員から成る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボイントンビーチ、FL 33426 

アドルフ・ヒットラー

（b.1889） 

4/30/1945 年の見せかけられ

マルティーン・ボルマン（1920

年生まれ） 

偽装死、5/2/1945 

DNA は偽造された（別
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Skorzeny が 1999 年にフロリダで、死んだあと、ボイントンビーチの長年の隣人であった、ハートも

2001 年に確かに死んだ。 

ナチ・スパイ活動組織が数十年前米国で再統一された後、ナチ・スパイ活動組織の他のメンバー全員

がまだ生きている。そして、CIA が国際的な麻薬を含む彼らの有利な組織化された犯罪活動を調整し

て、生産と輸送、幼児の性の奴隷輸送、拷問と嗅ぎタバコ映画製作を作動状態にして、憎悪による犯

罪によって自分自身を称賛する。 

オットーSkorzeny は彼の死の前に、ナチ Brotherhood のエリート・メンバーの偽装した身元、現在の米

国のアドレスと電話番号を明らかにした： 

 

 
Skorzeny は、彼の選り抜きのナチ・スパイ活動組織の人生の仲間との出来事を明らかにするグループ

写真を何十枚も用意した。 

 

上のはシェルフ邸での写真である。（c.1938 年に Skorzeny によってとられたと主張される）そして、同

じ時のナチ・クリスマス・グループの写真は比較のために同様に姓のラベルがついている。 

両方の写真でメンゲレは、同じネクタイをしている。 

 

これらの 2 枚の写真はドイツの本当のアイデンティティについて視覚的に比較することで確認できる、そ

して、深くアドルフ・ヒットラーによってアーリアン・ブラザーフッドのこれらの中心的なメンバーの間
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で発育したナチ・エリートの兄弟関係の親しさは憎しみのレトリックを焼き尽くすほどの異常な精神的一

体感を定着させた。 

47 
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珍しい 1942 年の写真 

25 

（上の写真） 

ヒトラーの個人の警備員でスペシャルエージェントであるオットーSkorzeny に 

アドルフ・ヒットラーは OSS のジョージ・シェルフ, Jr.によって組織化されたように、数ヵ月前に

Skorzeny とゲーレンによってニコラ・テスラの殺人を命じた。 
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アドルフは、1 人のエージェントを最も信用した; 

Skorzeny は、彼の人生の最後の年に、彼らの互いの信頼を裏切ることになった。 

 

CIA が書面にした間違った履歴の山を否定し、オットーSkorzeny は、第二次世界大戦の最終的な出来事

について、個人的で直接的な彼しか知り得ない報告をした！（アドルフ・ヒットラーが自殺を行わな

かったという意外な事実を含めて） 

 

ロシアのタンクがベルリンを越して侵攻してきたので、潜伏する前にヒトラーが自殺をしたと見せか

けようとして、Skorzeny はヒトラー・ダブルスの 1 人を自殺に見せかけて殺した。 
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ヒトラー専属の SS ナチ・パイロット・ハンナ・ライチェは、赤十字 48 臨時増発便として 

偽り、Fieseler-156c シュトルヒを総統の掩蔽壕に空輸し、ヒトラーと Skorzeny を危険から拾って、彼

らをオーストリアザルツブルグへ空輸した。 
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一旦ヒトラーがバチカンに問題なく隠されると、Skorzeny は、予定通り、OSS のジョージ・シェルフ, 

Jr.によって後で開放されるために自分自身をアメリカに向かった。 

 

 

オットーは、1997 年 8 月 27 日にグレーシャー国立公園のマクドナルド・ロッジで撮られた写真も発

表した。（上に詳細に示されている） 

明らかに、オットー（別名、ビッグ・エド Pyzyna）は、彼の長年の妻フランセス（中央にいる）の

隣、右側に杖で立っているのが見れる。、 

Skorzeny は、日焼けした帽子をかぶっている男が、実際、107 才のアドルフ・ヒットラーだと強調し

た。（左下角に部分的に、写っている） 

Skorzeny は、これが 1945 年に自殺に見せかけて以来のヒトラーの唯一ある写真であることも確認し

た。 

49 

 

ヒトラーは、外科的に変えられた左の耳ならびに彼の左の頬に 2 つの丸い穴のくぼみがある。（1997

の写真の中にも見られる） 

座っている男は非常に狭い肩で、そして、短い首は Skorzeny のいった事を支持している。 

 

ヒトラーの個人的なボディガードとエリートのスペシャルエージェントで、第二次世界大戦の後、ム

ッソリーニとヒトラーが国から逃亡する時、それぞれの飛行を保護した 

Skorzeny 個人の証言と写真証拠は、世の中に出なければならない。 

 

オットーSkorzeny は、安全な米国の軍事基地と地下のナチ CIA 施設に住んでいたことに加えて、米国

のアドルフ・ヒットラー邸の位置がメリーランドベセズダにあると言った。 

Skorzeny の言ったことを実証する更なる証拠は、多数の従業員のマインドコントロールの拷問を含ん

だ、ペンシルバニアの Monaca での、集団的な拷問ケースの調査の間、これらはベセズダの地域から

は遠く離れてはいなかった。 

それらの拷問の、犠牲者は 2 人である。（双子だと推測される）そして、それはアドルフ・ヒットラー

の子供たちであるとも考えられる： 

 

アトランティック・リッチフィールド社の元労働弁護士、デイビッド E.ローゼンバウムは 

身体的な拷問の申し立てに関して Monaca（PA）の ARCO 施設の多数の従業員への強制的な条件付けにつ

いての、9 年間の調査（1983-1992）を行った 

彼の依頼人（ジェリーL. Dotey とアン・ホワイト）は、見た目の放射線被曝の犠牲者であった; 

しかし、ローゼンバウムさんが以降のインタビューでより深く探求したので、パンドラの箱が開い

た。 
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彼の最大の驚くべき結論はジェリーDotey とアン・ホワイトがたぶんアドルフ・ヒットラーの子であ

ったということであった。そして一つは、写真から見て、不思議な類似に基づいた。（顔の特徴は大き

な位置を占める;骨の組み立ての構造とサイズは考慮に入れられた） 

ローゼンバウムは、述べもする、 

彼ら両方が、双子であることを示す感情と経験を示す。 

薬によって誘発された催眠下にいる間に、伝えられるところでは、Dotey とホワイトは多くの種類の

拷問を受けた、工場の医者によって少なくともそれぞれ 3 つのトレーニングテクニックを経験してい

る。 

各々の犠牲者は通常合図となる単語を含めた特定の刺激、またはフレーズの発っせられることで、催

眠状態に入るように訓練され、催眠状態で何が露見したか必ず忘れ去るように訓練された。 

特定の地位の人に対してはほとんど自動的に反応をするように、彼らは同一の刺激-返応連鎖を、繰り

返しするように訓練を受けた。 

ローゼンバウムによると、MKULTRA のベテランである、バーナード・ダイアモンド、マーティン・オ

ルヌ博士とヨセフメンゲレ博士は ARCO 施設を定期的に訪問した。 

Dotey とホワイトへの特別な条件付けとして、［イギリス、とドイツの両方の人間になるように、人工

的な創造を目的としていた。 

 

一見不安定な状況にもかかわらず、ローゼンバウム（その人はユダヤ人らしい）は 2 人との深い親交

を維持した。 

26  

元 ACRO 従業員によって説明される連続拷問と奴隷状態は、オットーSkorzeny の報告によって正確に

実証される、 

Skorzeny 自身が、ヒトラーのマインドコントロール研究のために団体的な隠れ場所にいるネットワー

クをインストールした精鋭ユース・スパイ活動部隊であった 

 

それは第三帝国死のキャンプが残こしたところから直接続けられている。 

アドルフ・ヒットラーのケースでは自分自身が、父アーロイスによる恐ろしい虐待の被害者でありそ

の人が恐れの規格化された使用と、精神的外傷、感電と催眠といったものによるマインドコントロー

ルプログラミングを施設に導入した 

 

27  
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ジョセフメンゲル（左側の妻と子供との写真、）は、アメ

リカの偽名スティーブン・ラベルを利用し、長い間使用

された。（ARCO and Grace Company を含む CIA フロント

会社の検査技師としていた） 

 

地面の下に文字通り何百もの巨大な地下の施設と、ナチ

CIA 拷問活動の全面的なネットワークが、広がる。 

 

これらのいろいろな岩石を先進技術で切って作られた複

合的建造施設は、Skorzeny がニコラ・テスラ博士を窒息死

させたあと、盗んだプロトタイプによって設計した。 
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