
非公然一般多数党員 告  今 志位日共     反革命用心棒.2018/7/8

    日共 戦後史 隠微 国家権力資本妥協 代 木経済圏  

情報機関 主   金    働 人  冒険 策略 求  働 人 利用     種 人   

秘密 欺瞞        生気 得       彼  事件 黒幕        種 異常 

満足 感       共産主義者 謀反人 中         様 特徴 見出  全  物事

 逆様 諜報 世界  普通 職         満足       出来     権力欲 

  自分 偉    感   欲     駆 立    人  居          諜報 技術 

              山川暁夫        一  政府 教育社      

上記 反共       言   共産主義者侮蔑言動        偽       筆者過去経

験 共産主義者裏切  実際 見    報告 反共目的    現共産党指導部腐敗告発  

筆者働  党 外部  査察  無意識 秘密党員        

☞：筆者共産主義認識：生産財国家所有で民主主義成就できる訳でない。実効は税分配民主化！

共産主義歴史実験ソ連等を観察するに結果は非効率官僚独裁弊害から直に共産主義に賛意でき

ない。他方で企業者創意とリスクテイクには賛意。他方で出来上がった世襲大資本国家独占で

の実態官僚主義化弊害(Rockefeller-CIA 軍産複合体)にも反対。民主化全うでは権力分割非世襲

化が必須。所得大な所には課税での福祉分配実効政策。官僚＝地位安泰談合権力集中で、常に

己肥大腐敗を目指すので国民利益に相反。企業株国家所有で民間人経営もある(近年日本)。

筆者 見  高税北欧諸国 実効共産主義国家          人国       容認  

     徳田球一 野坂参三 山川均 共産党創立 

     徳田球一 宮本顕治  志賀直哉    命令 政治犯解放 野坂参三 中国  帰還 

     極左冒険主義行 過  自己批判 

     総選挙    万票   議席              朝日新聞編 日本共産党     

幼少時代 反自民 長年 社会党       共産党 知      以下 筆者観察見解 

注目戦後左右激突事件   年安保闘争    脅威 認識 体制 以後 池田経済成長路線

 国民抱 込  出   当然     共産党抱 込 計画 実施     今日見  言葉  

裏腹 資本対決回避     大企業 密  連携  代 木自主経済圏 成立    即 

赤旗 党費収入 小規模自営業者 弁護士 医療 商工業  公立機関公務員  行政委託小企業 

 生協 非公然民間企業社員  公然  党員給与 準官僚的  党員 党実効支配   機

構   現日共本質 決    表向 自主独立 言  体制寄生 経済圏成立 当然体制妥

協     不可能 誰  判     筆者 本質稼 創出  力   金 人 封鎖    

特 目立  中央地方行政公務員 公務下請 民間企業 癒着 大学教員職員 医療機関 

司法機関 今日 日共 表政治舞台  買収    唯一本物 革新勢力  事 支持者 

得   他方  裏  表権力 遣     部分 下請   日本 隠 下請 権力 言 

     後述 糾弾  彼 不法行為 表権力 警察司法 取締    無法放置 他方警察

司法 米軍下請   日米地位協定 米軍幹部 中央官僚 赤坂談合謀議  



    筆者 日共 過去経緯。

⑴東工大時代(1966,1971)

大学職員や教授,助手一部に共産党員と同僚学生の民主青年同盟員を知る。特に生協は共産

党経営、彼ら一人がおやおやと思う反軍産であるケネデイ批判をして居た事から、今思え

ば日共は当事から隠れ軍産派？。東工大は中核派 vs 官直人の改革同盟間で大学紛争主導権

闘争(69/2~10)、民青は主流派でなかったと思う、親共官需三菱は東工大卒が多いとされる。

東工大は筆者業績をよく承知だが、非協力。

⑵横河 Hewlett-Packard社(1971~1976)

計測器開発は気に入った仕事だった。反共トップ軍産複合体企業 HP にすれば、容共老舗横

河からの移転共産党員存在は面子潰し。独身筆者は女性の罠に陥り結果は思想犯で以後

人生落第。CIA にとり共産主義は海外企業防衛口実、今日まで無法と嫌がらせ以上と地位所

得喪失、当事嫌がらせが党員発端を教わり、社内流布した女性妊娠中絶デマ解消目的で同

僚党員等に助力を願うが裏切りだった。当事転職探しに歩くのだが、先方先があなた事情

は承知ですよの暗示圧力で決断ならず、それでも退職願いに出ると相手は一変、共産党に

参加せねばＯＫと言う話で買収された。だが２年後に退社、ソフト開発は純論理で自分向

きだが、一部ネジレ同僚が虫混入で嫌気が刺し退職。

⑶転職連戦時代(1976~1985)

開発技術職での企業就職は困難(唯一例外が当事のミツミ電機)、他方で野心願望で大学研

究職を目指すべく大学私費研究生を半年遣るがうだつ上がらずで、目先生活費でトラック.

タクシ運転手、小企業電子回路設計、営業職等を多数転々の 10 年後に犯罪被害で傷病、

⑷横浜民主商工会雇用時代(1978/6~7)

トッラク運転手中に街道で一人でも入れる労組看板を見て参加、運転手退職で脱退届けの

際に薦められた赤旗新聞広告で求人広告ヒット、３ヶ月事務職員で商店や中小企業周りの

集金作業、事務職員はプロ党員最下層で、重要な党費源、結果は正規雇用＝党員資格問題

で退職、過去の共産党問題言及で彼らが真相究明を受け入れなかった。この項目事実は

重大で一時雇用なれど、当事の鈴木と共産党は反目関係になかった証拠！！。もう一つは

共産党員多数が働くタクシ会社、だがタクシ-配車効率から 2日分１日勤務翌休日だが体を

動かさないので逆に体が痛くて持たず数ヶ月で止めた。事故危険遭遇頻発発会社もあった。

⑸医療訴訟と横浜法律事務所(1984)

歯医者が怪しい薬物の歯への塗布結果、破損して刑事訴訟希望で雇用、相手は民事的損害

賠償に応じるの申し出と一時聞いたが実態が悪質で刑事訴訟を一貫希望したが降りてしま

った。後にオ-ム事件で殺害された坂本弁護士も参加の法律事務所で共産党系、以後は

弁護士と全部ではないが医療関係は悪化一途になる。



    物理学基礎論大発見 一転 妨害実働 学会 用心棒 化  日共隠密勢力。

上記⑶の最後は犯罪被害で傷病、無職通院がしばらくあり、その期間に物理学再学習、

結果は大転機になる。物理基礎論２個と論理学-神学、数理経済学、気候科学,その他。

http://www.777true.net/phys-hidden.pdf

http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf

だが既成体制学会は無視隠蔽の暴挙、抗議活動阻止の為に経済封鎖＝生活どん底、1985～

1995 は年金生活の親に寄生しての研究著作活動と妨害工作対処に明け暮れたのが実態。

1995～2003 はそれもなくて小金を兄妹親戚知人近隣者に見境なくに無心で食いつなぐ醜態

生活。手前看板は手製地下出版本販売業だが、誰かの不買指令で一向に売れない。2003～

2017 間は生活保護者に転じて最低限度生活保障で、これは逆に研究探索著作活動専念化を

結果して、抗議活動停止の買収行為を結果する。今思えば敵の罠に落ちたのだ。

⑴1986~1990：量子確率過程力学。

量子力学シュレデンガ方程式は時間停止の定常状態と始めと終わり結果だけが判る散乱過

程しか記述できず、化学反応時間を記述できない。その修理は大仕事が素人でも了解可能。

内外で論文は不当公刊拒絶、これで欧米陰謀勢力存在が確認できた。

⑵1993~1995：量子重力力学(素粒子統一理論完成)

力学系は作用関数一つから一定計算で全情報が出る。人の経済行動方程式はサイフ(作用関

数)出費最小に運動動作(＝連鎖反応)するだろう。問題の素粒子作用関数は内山(1956)の一

般ゲ-ジ原理(宇宙で働く電磁力,核反応での弱い力と強い力,重力全部を一形式で表現)と

その量子化法=素粒子論化<Faddeev-Popov-1967)で決定だが、唯一重力だけが完全なゲ-ジ

原理に反していたが、間違いで局所直交座標系では完全合理化できた(1993 鈴木).

☞：間違い原因は重力場=一般相対性理論(一般曲線座標系)は量子論では間違いで、

重力=等価原理が正解！！、Einstein は後者の数学記述が出来ず、内山が完成、特殊相

対論に関しては Einstein 以外にも貢献者は居るが、重力だけは彼しか出来なかった。

内外で論文は不当公刊拒絶、これで欧米陰謀勢力存在が更に確認できた。

☞：論文投稿の半年後に米の 1,2000 億円素粒子実験装置 SSC が建設半ば中止です！！、

中止口実は予算困窮、クリントン時代に経常収支だけは黒字化だが以後再建はない。

文部省と米国に著作権無断盗用で損害賠償請求、結果は経済封鎖の逆様！！

⑶筆者の⑴⑵の開発に当たってはともかく自宅近辺での工事＆車騒音と睡眠妨害が頻発、

思うに物理学詳細価値が判らなければ意味がないので、金銭盗難の種類でないので犯罪者

は限定されてくる<学会専門家筋=国公立大学物理学科>。公共工事となれば行政関与になる。

その上に立つのは日本で全知全能権力を持つ存在=米軍ＣＩＡ，その傘下は警察司法行政と

成る。その汚れた実行部隊に知的前衛を誇る共産党関係者が居る。

http://www.777true.net/phys-hidden.pdf
http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf


⑷日共の憎悪動機＝知的前衛 VS 鈴木の新真物理学。

資本体制   世界歴史的大弾圧  関     科学的社会主義 信奉  共産主義者

       信仰  宗教  近      科学的社会主義 然  日共指導部  東大物

理出身者 多  不破哲三 現志賀共産党委員長 東大生   一度 物理研究者 志   

  思   転  政治世界  然  共産主義弾圧被害者   筆者 物理 業績 上   

  憎悪   筆者   正当 学会          過去醜聞 暴露          

   社 同 恐怖    彼      資本論 聖書如  学習  非常 誇    一種 

保守主義者側面 持  他方 国公立大学等研究者間  筆者革新物理 賛意 敵意 発生 

京都大学  量子重力論文掲載是非     編集審査責任者 会談時  公然共産主義者

教授  面談 許   片時 会談     成功  賛意   隠 憎悪 観察     

事実  当事 全面賛意   今日 不当状況筆者            日共実態   

 党収入金 憎悪 動    国公立大学等研究者  党員     日共献金者 多数  

   彼 意向 受   筆者仕事妨害 働  事実    警察司法 米意向       社  

支配    日米地位協定         長期多数事件  無法蹂躪 資料別紙    起 

      日共  言   大学管理幹部  国内全面談合 筆者成果 隠蔽   学費納入

学生  裏切       筆者 敵対 日共          息    全組織 及  

一部在日勢力 日本会議系天皇崇拝似非右翼筋   他政治警察意向 沿 各種組織 

  日共地方幹部  党員  告発陳情時 提出済    陳情 事態 一向 改善    

     一般党員  見           事実資料 警察検察 日本弁護士会等   

  熊野地裁民事部     

    必須先決 党内革命 

別の公然事実多数からも現日共が体制癒着である証明は可能。時節優先順位から

⑴科学的社会主義標榜ながら、人類絶滅危機最優先の気候変動問題では実質無対処、

これは国内気候科学研究者集団動作に完全同期してる。破滅協力になる。

⑵永田町が承知の国政脅迫にもなる地震兵器問題は彼らも承知はずで、だが沈黙、

国内地震科学研究者集団等動作に完全同期してる。破滅協力になる。

⑶一般国民も永田町も当然承知のムサシ不正選挙マシン、これも沈黙で破滅協力になる。

以上の３個だけでもその裏切りは自明、唯一の革新政党などでは到底ありえない。

国会安部追及は単なる茶番劇であり、上記優先⑴⑵問題追求などが無視されてる。

⑷近年での天皇制容認政策転向、これでは天皇戦争指導責任歴史事実にすら背く裏切り

行為、日清製粉系の山崎パン等とは癒着が可能になったのだろう<共産党系商店等>。

⑸結果の党費納入で職(日共系小企業)を得てる非公然党員も多いと見られる。思想自覚で

自主入党員も居るだろうが、好意厚遇条件で入る人もあろう。同じく公明党創価学会も

利益共同体、ここも日蓮教えを裏切る幹部腐敗は誰もが承知、ここも党内革命必須。



暫定結論：先ずは世界事実認識に始まる、そして教条主義面子よりも実を取る。

アインシュタイン一般相対論は量子論に関しては書き換え必須で等価原理が本物。

同様にマルクス共産主義も現実実効論では書き換え必須で税再分配原理が本物。

思想としての階級闘争は事実大正解で,高所邪悪精神と闘えの宗教教えにも合致します。

右翼共和党米トランプ大統領本質は既成国際体制挑戦階級闘争で激烈攻撃に晒されてる.

筆者は誰よりもユダヤ人業績を信奉してるが、彼らとて完全ではないので危急時代にある

我々がそれを補完修整するしかないです。過ちて修理修整主義は裏切りの逆です。

典型例としてかっての国鉄民営化だが、民営化後の都市では高益で、今では無意味な贅沢

車両と贅沢駅を奮発、官僚的経営は下手が判る。他方で今後気候変動対処時代では重要に

成る地方鉄道の廃止の嵐、長距離トラック輸送の活き詰まりと貨物鉄道高効率利用技術の

遅延、全時代視野全体益に奉仕する利益再分配高度機能(思想と経済計算)が働いてない。

時代変化対応ではリスクテイク vs 一攫千金の民間人、紙試験体制頑固保守の公務員役人で

はできない。

最も時代変化対応しない頑固保守黒幕は国際資本主義 Rockefeller 石油屋です。世界の共

産主義を買収したとの噂もある。他方南米等で反資本で民族解放＝階級闘争をする勢力で

は共産思想が動作してる。


