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名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構名誉機構長 特別教授 

一般社団法人 日本物理学会                     

         東京都文京区湯島        湯島       階                

件名 物理学残業代 反革命日共  双方請求書 欠陥修理工学  

付録   日共      

貴殿等 日本物理学会 違法隠蔽  鈴木 物理学残業代 請求申 上      以下 

仰天逆    悪魔化 日共現実 報告          悪事改善 貴殿等 決断行動   

  時勢   早急 決済  願 申 上    欠陥修理  痛  付随    

 公開手紙前文付録 危急   直面 生活困窮化 政府策 危機見通           

❶    遺伝子工学製生物兵器 設計目的 米帝王 英国王     人口削減策

実態私兵    米軍産複合体 税金製日本警察行政大学研究機関 配下 日米地位協定 

❷危機直面  実力人格 顕        欠陥改善工学     軍取説 以下記載 

 有能 真面目 総司令部  有能 不真面目 現地司令官  無能 不真面目 伝令兵

 無能 真面目 死刑       間違  懸命 遣   危険  

防衛大学研究者 編纂   失敗 本質  以下重大 指摘  

 時代 刻 変化  関    日本軍 過去成功 一途 固執 適応不全 迎    

米軍指揮官      長時間調査 高確度情報獲得 短時間即決情報     受容認識下 

 決断決行 重大性指摘 以下米人 話 多国籍人材獲得方針  問題解決能力  自律行動

力     受容決断力  点 資源貧困寒冷域民族 冬季生活準備 必要   先読 行

動 企業経験  市場予測 最大級尽力 結果現状改変       決行 合理管理法 

確率 予測被害 成果  期待数値比較 決断     予測 決断決行  

近日 世界行政    例外   少数感染者発生   即刻 緊急事態発令  
     大統領 極右米    代理人 彼             地方首長 緊急事態令 

日本行政 堂  結果 見   発令 検討    無能偽装  述    

 武漢 近日封鎖解除 言      学校企業  継続中 第二波警戒 施工    

    当然誰  問題化 免疫化 完了 時間 情報探索  無   

 米保健省内部文書  鎮火    月 予測   期間  甚大 副作用付 

 日本 行政密命 感染者数 大幅隠蔽  無能偽装   実態予測 出来   

 大企業日産  天皇家閨閥武田 五輪買収疑惑仏検察捜査  取引材料 利用  大損 

大納税者実業界   警察検察 日本 為 働     事  関知 無 模様 

 警察病院 電話取材 高圧姿勢 拒絶 日本 米代理人東大法学部 警察支配 

自主検査和歌山県 例外 納税者責任  決断行動 無  政府命令盲従 責任回避行動

危急時 管理責任 取  言 独立大人姿勢 無   福島原発 二 舞可能性  

日本        年       感染症 流行状況

国税駆動 官僚行政 警察司法医療 教育 学会  報道 信用      米軍下請     

真実隠蔽 破滅 際限  繰 返 近現代日本人

蔑視   破滅 仕向           米支配   再生勢力     間抜 日本人

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J148_Anticipation-with-Solidarity.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J138-Endless-Disasters-by-Without-Facing-Truth.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-NAZI.pdf


物理学残業代請求 背景事実時系列 欠陥修理工学  

筆者生活会計 借金赤字状態 債権者意向次第 即破綻  仕事停止事態   債権者 

共産党支配地元横須賀行政 某業者    悪意         

❶素粒子宇宙論基礎     年完成 以後貴殿等 真実隠蔽 詐欺研究 

 素粒子 作用関数   財布 持  人 同  最小出費原理 運動 反応  決定 

 特殊相対論 無相互作用  一般      原理 等価原理  有相互作用  作用関数決定 

 等価原理重力場完全     不変 局所直交座標系採用 証明     鈴木     建設中止

以上 故障修理 結果 試運転   以下 現実対応成果 勝負 決定       

 現実対応 物質進化系列                                           

         宇宙創始                相転移純力学証明 対称性仮定近似 

 凍結縦波場       相互作用            質量公式    利用  

 近似量          重力          式 以上     年   仕事

     年三重熊野地裁  論文誤審民事損害賠償 九後汰一教授偽証採用 敗訴 

偽証 利益獲得 今度 刑法詐欺罪  筆者地元警察 告訴中  丁寧  敗訴翌日        

 横須賀行政  生活保護費返還請求書 理由 保留年金 無届  知   年金事務所通

知後   時 保留年金 生活保護停止 無法横須賀脱出経費 選択   時点 返還請求 

  可能    過去犯罪被害   報告書 持 生活保護課実態 破壊工作課 

  全体 貴殿 含  詐欺研究公金横領 横浜地検特捜告訴 文献証拠  不起訴決定 

検察審査会申立 期間  時効    検察話 現在 保留中 以上  実態 係争中

 筆者 残 人生時間 少   他方 時勢 承知如 前代未聞危急時代 突入  

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J151-Protection-Armament-save-the-WORLD.pdf

筆者本音 危急直面 重荷  過去不祥事   時間費用 割      

❷公然共産党員表明 増川氏 通告  日共隠密部隊 醜悪 犯罪事実

結論    米軍支配操縦 警察司法行政 日共    実態反日 隠密行動 主 行政寄生 

強 経済制約 関与 日常生活 業務妨害 無法連日連発 困      

 共産党問題 社内左遷  年後     退社 米軍産複合体企業                    社 

 以後   超  転職人生     年共産党横浜市緑区民商 一時 集金人職 試用期間経過後

 党員資格必要 通知    過去問題  議論 結果 退社   前 共産党系労組 

   会社運転手 同盟関係     少    当時 非敵対関係 証明 

     年犯罪被害傷病後 無職 統計力学開始     岐阜学会 量子確率過程力学

http://www.777true.net/img007-Quick-Guide-to-Quantum-Stochastic-Mechanics.pdf
http://www.777true.net/Quantum-Stochastic-Mechanics_QSM_the-Hidden.pdf
筆者物理学 初   最後 大仕事      反動 尋常   国際陰謀    

量子系時間発展基礎論 従来誤解議論 一掃 運動方程式 確率微分方程式化 真相 

白優勢主義科学世界             方程式 黄       方程式         

熱力学第二法則厳密解 緩和過程 等           社 大型 広告大反撃  

身内親類 知人等 生活費無心 極貧研究 論文博士研究職 目指  学会全面拒絶 

  頃  自宅近辺 公金工事騒音等 頻発      年  月❶ 

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J151-Protection-Armament-save-the-WORLD.pdf
http://www.777true.net/img007-Quick-Guide-to-Quantum-Stochastic-Mechanics.pdf
http://www.777true.net/Quantum-Stochastic-Mechanics_QSM_the-Hidden.pdf


 過去現在 日共幹部 東大物理出 独占    筆者物理学  憎悪 半端     

    年母親死去 生計費年金 遮断   前後文部省      億円米   素粒子加速器建設

中止 浮  国内供出金       億円関連 著作権盗用弁済 請求 事態 逆   進行 

数年 極貧生活     行 詰   所 生活保護者化    狙     明白 貧乏家

屋 横須賀市議会  屋式対策委員会  住  大学出   生活保護者     科学 言  

    世間素人      

 神 真実正義博愛    逆転悪魔 虚偽不正憎悪     憎悪 恐怖力学 人心操縦 

 日共隠密支配 京 東 大       電磁地震兵器 国内政治脅迫 使用       

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J48-Water-Injection-Earthquke-the-Mechanism.pdf

浜田議員 国会質問    永田町民   承知   事   我   脅迫存在  

貴殿等  先日以下公開手紙 声明要望   応答           切望     

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J142-True-False-Declaring-by-Novel-Prizers.pdf

 学会 抱 無法部隊日共 ❷ 学会全面拒絶      能動的鈴木 日常業務妨害活動

警察 米軍指令 日共無法放置 三重熊野 横須賀地元警察双方 言     

公立大学行政研究者職員 党費納入 対価 代 木経営体 醜悪 実態 

階級闘争共産党 仰天天皇制容認 関西財界系企業   優遇 生協経営 

 自分 過去   月  民商 党員    業務 生活      経緯      近所  

多数       彼 知力 感情 知      彼  純日本人 騙      主張   

         腐敗 志位体制 安泰  祖   戦後最大 日本致命傷       

安部超腐敗 無法横暴原因 米国  感染  不正選挙   武蔵 永田町 腹  覚悟  

  言           実態反日 共産党腐敗 決定的証明     貴殿 含  

多数日本人物理学者   賞多発 世界権力   買収 貴殿自身 誰   承知     

付録  科学者 天使 悪魔   欠陥修理工学 

警察官 教師 転業              職種         

前者 高慢 後者 命 次 大事 人     開   人    判  

付録  多数派日本人 世界標準  違      欠陥修理工学  

戦後日本 米国 対日政策 結果 当初非欧米  経済高度成長国化 己 誤審 

恥 文化 虚栄心 自信 無  裏返  防護壁 過去 成功経験 強者追随  狭範囲 

徹底安住姿勢 自己保身 外    受容  自分能力 超  怖 世界 潜在心理 

組織安定秩序 真実正義慈愛 論理真  実現

  

自己保身 真実正義歪曲日本 組織破綻 論理偽 

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J48-Water-Injection-Earthquke-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J142-True-False-Declaring-by-Novel-Prizers.pdf


❸貴殿 物理学会 遂行義務 欠陥修理工学  

実態警察機能 無対応 鈴木 警察権    請求 自衛権 自営権    警察回答 

銃 手錠貸与 請求           回答 鈴木 警官 検察裁判官 自営自衛    

  趣旨 了解    江戸時代 判所   討 赦免状 相当 理解    

法 根源原理 公正 保証補償 論理対隅    不正摘発懲罰遂行   然  近年 

司法取引 合法化 成立   前提下 以下 貴殿 物理学会  要求 執行    

⑴地震兵器撤去❷ 

方法 如何様   

今回     遺伝子工学生物兵器    部隊開発細菌兵器 米国陸軍            技術移

転  関与 京大 原罪 日本人 回 被爆原因    

https://www.epochtimes.jp/p/2020/02/51700.html
      東方 実験国予言 熱波寒波交互襲来 後 気候破滅人類絶滅 予言 

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#01
     世紀末     表面        社会主義 世       実質      支配             

国 社会主義 国          兵器 競  使  殺 合  社会 私 望     強 支配  者 支配   多

数者 分          天変地異 期間     人類 大自然  手   復讐    気候    分   激  

熱 激  冷気 火 氷 大洪水 大旱魃       代  代  地球 襲      

*地震兵器         再生国米開発   研究者 電話会談       波  電離層 ion
       実験歴史 認     核心 電離層電子密度変調   地上放射電荷密度波   

 超高圧震源層岩石化学結合破壊      開始  触媒作用     爆発     

電荷密度波話 以後 電話応対 出   

*   再生国米 operation Paperclip
https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-paperclip

⑵量子重力力学 成果 残業代支払      万円

❶成果 鈴木生死無縁 不滅 支払 方法 税務署申告可能 形   如何様   

⑶量子確率過程力学 成果 残業代支払      万円

❷ 成果 鈴木生死無縁 不滅 支払 方法 上記同様  

北原和夫教授 初作論文審査員声明  鈴木増夫教授 有光敏彦教授 故人 等 関知    

  上記⑵⑶学会公認     結果 業務遂行 不買 機会喪失  生活一般  不当差別

被害 多発   被害 自分一人    北原教授判定 不詳審査員 誤診   関係者

個人 悪意 感  事       氏名不詳  鈴木教授室研究員 学会 写真撮影  

結果 悪意弾圧 誰  責任  論文拒絶物理学会   量子確率過程力学  年 量子重力

  年  時間 出費 本音     前者統計力学 後者本質 大先輩 仕事 

⑷数理科学 工学全般 

http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf
筆者論説 肯定声明  科学者 異常  国内海外皆無 international acadmy.fascism 米
支配 確立 推察      上記仕事以後 通常 学術雑誌公刊 替   鈴木         

代行     情報利用 業務利益 得   著作権   以上 代金請求権 起     

該当者 利益   支払  下   

https://www.epochtimes.jp/p/2020/02/51700.html
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#01
https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-paperclip
http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf


 対象科目 

記号論理 不完全性定理 統計現象証明 自然数論 不完全性 無限大    

 宇宙創始 神 真空万能性定理 矛盾実現 理論崩壊定理  真空偏極反応 

預言者機構 天界啓示 宗教 本物  実際 人間認識 行動規範        最高  

経済回路網論 動態 時間発展 収支方程式 経済予測            金融   定理 負債総額

 通貨資産総額    重大性 経済学教科書     横浜市大商学部 日経新聞 筆者書籍

   箱  不買 

http://www.777true.net/Quick-Guide-to-Economy-Network-Dynamics.pdf
流体力学    化機構 非線形性起因      誰 原因究明   気候変数大揺動機構 

電荷密度場触媒論 常温核融合      水電気分解 化学物理全般 地震電磁気学 地震兵器  

縦波電界波発電法 密度波散乱 起    安価結晶材料   

新    新電力問題 筆者現業 技術支援者 開発資金 今後必須   

⑸日共隠密窃盗部隊被害現物返還 金銭賠償 細  言  切       

＊1   年 半年    新物理学 一般向 紹介書原稿一式盗難 警察 全事件受理   

＊    記憶媒体破壊 盗難 数年 仕事     消      書 換  

＊過去履歴記憶紙媒体、  年入手名詞箱 業務 行政交付記録 

＊工具 生活用具      連日 鈴木留守中 自宅侵入物色    

追伸                    休止             

         関             転送異常 多発     名 一時変更 迂回路経由 最終的

 転送     体力悪化 作用 今後休止 希望    

鈴木基司  波電力工房 時事問題解析工房代表

         神奈川県横須賀市鴨居      

電話             

                          

                           

http://www.777true.net/Quick-Guide-to-Economy-Network-Dynamics.pdf
mailto:gutvv1@bd.wakwak.com?subject=gutvv1@bd.wakwak.com
http://www.777true.net/


付録  日共      欠陥修理工学  

警察   命令 手 出   庇護日共 下部党員 貧困    仕事 隠密稼  

鈴木世間公認  身分喪失 国立大学宇素研究者   党費支援 日共 用心棒 妨害屋  

地元  天皇制容認  天皇家閨閥 財閥支援 生協経営    直前 突如閉店 怪 

   紙不足      出元 某生協職員 米軍基地地元行政 公立学校教員 皆 反鈴木 

操縦      国内的 被差別勢力   日共 在日 米軍隠密支配 加担  形   生

          近年日本 新勢力台頭 在日系 方  毎度 世話         

日本共産党 政党助成金 受 取         日本共産党中央委員会

https://www.jcp.or.jp/seisaku/seitou-jyoseikin/jyoseikin-no.html
 政党助成金 企業 団体献金 受 取   党   信頼       声  国民 中 広    有権者 個

人献金 基本   日本共産党 財政活動  国民 日本共産党  信頼 大  源泉        

勧誘        党費     納  生活 苦    赤旗 購読 続     
記 日本共産党 財政状況 厳      
http://vox.hatenablog.com/entry/2020/01/02/180611
全国自治体 蚕食 血税  赤旗 購読 異常
https://hanada-plus.jp/articles/221
幹部 収入 暴露 日本共産党 元党員 私    疑問 答   
                                                                
不破哲三氏 敷地千坪 豪華山荘暮   党中央常任幹部会委員    年収 最低    万円以

上 若 職員          並  薄給 地方 党職員 遅配欠配    

米国戦争屋操縦 有名 敵役演技 北朝鮮体制 同一構造   

戦中 反体制 幹部 投獄 日共 創価学会 進駐軍     日本戦利品植民地経営上 

一番警戒    非腐敗勢力   開放優遇策 後 独裁自民 裏支援隊化日共 日本悪化

 貢献   独裁自民 表支援隊 公明党  執行部反対内部勢力 伸張  事 北朝鮮

同様 現状日共悪 一度死    直    全員脱党 再生         

元民商集金人 鈴木      低賃金下層 真 先 日干   貯金満   独裁者   

  下層生活    党 采配  飴             党内階級闘争 正解     

然  今度 世界的    危機 米国   戦時体制発動 物質 生活 直支援政策  

危機   方次第 旧体制脱皮 好機  知       際 英知全力始動   

https://www.jcp.or.jp/seisaku/seitou-jyoseikin/jyoseikin-no.html
http://vox.hatenablog.com/entry/2020/01/02/180611
https://hanada-plus.jp/articles/221
https://www.sankei.com/premium/news/161029/prm1610290015-n3.html


付録  科学者 天使 悪魔   欠陥修理工学  

❶悪魔所業時系列

 原爆開発

   人大虐殺   原爆開発 危機 強  米 選     人物理学者     

     戦後後悔       占領軍 被爆者多数  科学   獲得 

    細菌戦部隊 米軍            基地              

生体被実験者       近代日本 世界史汚点           東方 実験国  

      電磁地震兵器

 理工系出身者開発         地下鉄散布事件

 量子物理学真相隠蔽 働 物理学界

 生物兵器新        世界権力 最終決戦作戦 人口削減戦略 

今回     専門家複数証言 及 今回 急速地球規模感染拡大 異常    生物兵器

 間違    肺炎死亡 非常 残酷    見     規模     何桁    不明 

最大被害                 前者 総本山     後者 善意 陰謀集団 

    会発祥地         国 共通  宗教国        別名       

   系 多  聞          左派的 有名    大資本              番犬   

 伝来 優勢主義極右 像 浮      極右    大統領 日本首相 緊急事態命令 

反対  仕事継続派     中国    米国 敵国 両国 軍諜報機関 国防筆頭課題 

  敵挙動 常時監視       結果     今 軽症 中国 一時重篤 内 大犠牲

 支払  回復基調 想定内     言 事         伊 仏     等 米同盟 

敵監視機能 持      今回 重篤状態 招       

 気候破滅真因隠蔽 働 気候科学界 究極 地上生命絶滅危機

   他

❷科学者実像 欠陥修理工学  

 学校選抜  選民観念 象牙 塔意識 白 巨塔  

企業技術者 場合 非大卒技能工  関係   特別 隔離   意識 育      

象牙 塔研究室  一般人感情意識 断絶 意識無意識 選民思想    医学界  患者

 必要以上 卑屈姿勢     高慢医師    研修医 経 得 地位 世間一般 卑屈姿

勢 医学会 高慢化   物理学会等     賞多発等 美人     世界  

 優性主義思想    米国 世界支配背景 

素粒子物理       半導体          生物学        等 白人優勢主義 標榜    

天界電離層 地上波  演奏   意味      命名者 人格想定 示唆    

最大被害地震実験対象           日本       有色人種国 

 官費研究者地位 国策 支配階級 僕 

戦後日本行政一般 日米地位協定   米軍官僚    秘密会合 決   官費研究者地位

 間接的 米軍支配下    特 国立大学法人化  研究費締 付 強化 大学去勢化 

 少数者栄光 多数派屈折 美人     競争 名誉心 

  勉 高地位志向者集団   研究現場 真 大成功 得      大方 地味 研究

 終   



 知的貴族 己没落直面 悪魔化

高等数学 溺  超弦空論者  素粒子完成 世間暴露 恐  転向 出来   過去 

理工系高学歴者集合    地下鉄猛毒   化学兵器使用例         高  一般人 

見下 優勢主義    筆者被害本件    壁   当   研究者貴族 己没落 直面 

悪魔化   

 転業転身決断不能 自信欠如 無能自認 許    高慢

聖書 高慢 調         回答      

治療法         行   営業職 応募     

付録  多数派日本人 世界標準  違      欠陥修理工学  

戦後日本 米国 対日政策 結果 当初非欧米  経済高度成長国化 己 誤審 

恥 文化 虚栄心 自信 無  裏返  防護壁 過去 成功経験 強者追随  狭範囲 

徹底安住姿勢 自己保身 外    受容  自分能力 超  怖 世界 潜在心理 

真実正義慈愛 論理真  実現 組織安定秩序

  

自己保身 真実正義歪曲日本 組織破綻 論理偽 
明治維新実態 欧米  局地戦争 負  藩 裏切 寝返   倒幕 強者追随  

敗戦後日本  戦争指導天皇体制温存 自己保身  言 多   裏切  実 醜悪      

  上記漫画 日本人基礎発想         世界標準 外部状況  己意思決定         

    他人 全体配慮       社会    改変            

  日本人自我構造 認識   欠陥修理工学 成功   一変       

 己安泰 願      全体 安泰 願          日蓮

 武士道  死 事 見  足                                     葉隠 

先人 日本人弱点 見抜     非常    薬   

日本人 日本人 中国人 日本人観 聞   日本人 井戸 底 

中国人   外 出 世界 眺    思  

井戸 底  防護壁 狭範囲 徹底安住姿勢 自己保身 

外 自分能力 超  怖 世界 潜在心理 



付録  毒薬奴隷化教育脱出 欠陥修理工学  

過激 題名       日本 学校実態       無       集団  異端排除

演習教育 隠微 施工    事実指摘  過激   現無能化教育現場 方    更 

致命的 日本  多数派 自信欠如人間 育成  悪意 隠     自信自律    

受容 人間   奴隷体制 危険 存在       

新型病原体設計目的 対策戦略 戦時体制構築                

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J149_Wartime-Regeme-For-Reincarnation.pdf

以下 自信自律   受容型育成法  

学校休業休業     大人   即効教育 問題発見 問題解決 独学演習 

動画配信 見  馬鹿  画像 見  行       論 文書解読情景想像訓練  

事態進行次第  一 月夏休   済       毒薬奴隷化教育逃亡 大     

自由発想    失敗 方 圧倒的 多 事 事前覚悟    創始機会  

手初  小  成功   経験       失敗       非常      

 大人 秘密  自力独立 大問題発見 大勢協力 解決  

 子供 秘密  上記      

 創造力感度 揺動幅     検索  判定力 論理真 偽   
例    休業 大勢商売 危機 救済法             最小出費 最大満足 

異端者排除 組織 成長停止 又 時代変化   適応不全 無変化  絶滅   判定法 

既知      判定力  最高  試行錯誤 揺動幅 相当  資料 人 作  

 上記式 統計力学 厳密定理 

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J149_Wartime-Regeme-For-Reincarnation.pdf

