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マレーシア機墜落の映像：ミサイルによる空中撃破で

はなく、地上での爆発の様子！ 
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This is DAHBOO7, and you’re gonna witness the explosion right here. 

こちらはダブーセブン、爆発が【画面の】ここで起こってるだろ。 

Of what they’re saying, was this flight, that this got shot down over the Ukraine. 

メディアが言うには、この航空機はウクライナ上空で撃ち落されたんだと。 

I’m gonna stop it right here. 

ここで画面を静止しよう。 

 

I leave the links, you guys can come back and watch the rest of this, it just shows the 

smoke plume rising up, you can read the comment section, you can look at all the 

other photos from all over the place, of what everyone is saying, and I’m gonna tell 

you this much... 

リンクを貼っておくから、続きを⾒てくれ。煙柱が⽴ち上っているだけだけど。コメント

欄も読んでくれ、あちこちの色んな写真も⾒てくれ、そして皆が何て言ってるか…ただし、

これだけは言っておく。 

 

You guys notice anything missing out of this flame? 

この画面で何か欠けているのが分るか？ 

How many movies, how many cartoons have you watched and have seen a plane go 

down? 

君たちはどれほど多くの映画で、どれほど多くの漫画で、⾶⾏機が墜落していくのを⾒た？ 

Something missing in the sky?  How about a smoke plume?  How about a big ball 



of smoke from an explosion that took place when this Buk missile hit it in the air? 

空に何かが足りないだろ？煙流とかさ？あるいは【ロシア製地対空ミサイル】“ブーク”が⾶

⾏機に空中で命中した瞬間の巨大な爆煙とかさ？ 

Right?  This thing’s not gonna continue to travel, guys!  It’s gonna fall straight out 

of the sky...nothing there, nothing!  NOTHING! 

だろ？⾶⾏機は⾶び続けらんないんだぜ！空から真っ逆さまに落ちてくる筈なんだ…なの

に何も！何もだ！何も⾒えないじゃないか！ 

So somebody answer me this; how can a plane get shot down out of the sky when 

there’s no proof that it happened like that? 

誰か教えてくれよ。どこにもそれらしき証拠がないのに、どうやって⾶⾏機ってのは空で

撃墜されて落ちてくるってんだ？ 

There’s no missile, there’s no contrail, there is nothing! 

ミサイルなんてどこにもない、⾶⾏機雲もどこにもない、なんっにもないじゃないか！ 

 

If anything, if anything, it looks like this is just a crush.  This looks like a plane that 

went down and crushed, it does not look like a plane that was hit by a missile to me. 

もし何かあったとして、何か起こってたとしてもだ、こりゃただの墜落だよ。単に⾶⾏機

が落ちて潰れただけさ。少なくともミサイルに撃ち落された⾶⾏機には⾒えないね。 

You can go back and you can do your homework, and you can… actually, you can 

turn on the mainstream media right now, they’re running over and over again what 

it looks like when a missile hits a target in the air. 

君らも⾒直してみるといい。自分で調べてさ、それから…そうだ、大手メディアを観ると

いい。空中でミサイルがターゲットに命中したらどんな映像になるか、何回も何回も繰り

返し流してるところだからな。 

 

I want you to go watch these clips, and I want you to come back and watch this clip 

again. 

そういう映像を観てから、この動画をもう⼀度観てほしい。 

And I want you to ask yourself; how was it even possible that this much of this plane 

was left to impact the ground, if it was hit in the air by one of these missiles. 

そして自分に問いかけてほしい。もしミサイルなんかに空中で爆破されたのだとしたら、

この⾶⾏機がこんな大きな塊のまま残って、地上にぶちあたるだろうかって。 



It would’ve been ripped in two.  These people’s bodies should be scattered all over 

the place from 30,000 feet.  There would not be one small pile of rubble, do you 

guys’ got me? 

フツーは真っ二つになる。３万フィートもの上空から遺体があっちこっちに散らばり落ち

てくる筈さ。瓦礫の塊なんて１っつもないんだってこと、理解できるかい？ 

 

This is just the beginning. No proof this thing fell out of the sky at this point, but from 

a rocket, from a Buk missile, hit that?...which leaves its own trail, which you would 

be able to see visibly in the sky here, and there’s nothing! 

これはまだ序の口だ。現時点では、航空機が空から落ちたって証拠はどこにもないんだ。

しかもロケットだの、ブーク・ミサイルだのが撃ち落しただって？ああいうのは、痕跡を

残すんだ。我々の目でもはっきりとこの空中に確認できるってもんだ。なのに、なんっに

も⾒えないじゃないか！ 

 

I leave links, just now breaking into this one. 

リンクを貼っとく。とりあえずこの動画を出しとくんで。 

This’s been DAHBOO7, eyes to the skies... 

ダブーセブンより、空に眼を向けよ… 

 

 

※用語解説（日本語）： 

ブーク・ミサイル … http://ameblo.jp/japan4war/entry-11895959616.html 


