
拝啓,全宗教者,及び無神論者。 2017/12/09

”現代世界破滅推進者は無神論、無神論は敗北,標準科学は有神論を支持！”

無神論敗北を証明、全信仰者,むしろ無信仰-無神論者が知るべき科学事実を報告します。

預言者を介しての天啓予言の背景にある科学根拠が標準科学で、ほぼ判りました。

＊2004/7 頃でしょう,自分は物理学研究に無職-無報酬従事してました。詳細事情は後日に。

筆者は天理教徒両親(ほん道)の子として生まれましたが親不孝者無信仰で,上記時期に

回心しましたが既に両親は無かったです。過去現在と自分は如何なる宗派にも属しません

が、聖書コラーン,般若心経,法華経等を多少勉強した結果、聖書-コラ-ンの支持者です。

自分信仰信条を明かせば、自称日蓮教徒でしょう。<己安泰を願わば、まずは全体の安泰を

祈れ＞、一般仏教は神を置かない例外宗教ですが、日蓮はその立正案国論で善神,悪神と

堂々と神に言及、日蓮信者が帰依する理由は艱難に於いて奇跡があったからです、あの

ユダヤ人も宗教が本物ならば奇跡がなければならないと言います。聖書ヨハネ予言、コラ-

ンムハンマッド予言、中山みき教祖天理教、日月神示予言も岡本天明の神がかりから生ま

れてます。それゆえに、宗教核心は天啓示の奇跡です！！。

1 部：標準科学理論根拠概要：常識逆転！,物理真空世界は何でもありの全知全能世界。

皆様は科学とは無縁でしょう、簡明に結果だけを述べます<難しい所は飛ばして結構です>。

Ⅰ：矛盾命題を真と認めると，あらゆる事が真命題になる<論理学定理>,

*矛盾とは中国古典にある説話、あらゆる盾を破る矛とあらゆる矛に破れないる盾とを売る

と言う商人が、通行人からでは両者をカチ合わせたならばどうなるで窮する寓話。

命題Ａ＝矛が盾を破る、否定命題 notＡ＝矛が盾を破れない。

この両者が同時に起こることは我々が目に見える物質世界では決して起こりえないです。

→非実現＝うそ<偽命題>。⇒ 従って矛盾命題を真と仮定すると嘘も実現だから何でもあ

りの世界になってしまう。何でもありとは全知全能世界でもあります！！。

Ⅱ：対偶命題も真なり<ＡならばＢなり(真),⇒ＢでなければＡでない(真)><論理学定理>、

目に見える物質世界では矛盾は実現不可能(真)、⇒ 矛盾実現あらば非物質世界なり(真)。

Ⅲ：物理真空世界<非物質世界>での真空偏極現象(実は矛盾の実現)が世界学会公認!!。

０＝＋a－a.数学関係式。

常識通りに行けば真空とは０＝完全虚無です。だが量子物理では無から有の素粒子とその

反素粒子が自発的創生され、瞬時にまた無に戻る現象が理論と実験双方で公認されれます。

＊無から有が生成とは既に従来の論理破綻(矛盾)が真空世界では起こる事が判ります

＊＊±対の素粒子と反粒子を”双極子”と呼びます、これが後に核心となる双子です。
双極子は素粒子に限らず、一般複合粒子でも成立、我々も影の双子を持つ。



Ⅳ:天啓予言のメカニズム：

この部分は完全証明とは行きませんが、臨床経験からほぼ間違いないと確信できます。

⑴歴史的、世界的にも双子の間でのテレパシ通信が認められてます。

＊無線通信機は送信アンテナ回路と受信アンテナ回路の共振共鳴現象と説明されます。

送信部と受信部は回路的に相似です<LC 共振回路>。

⑵電磁気学理論では電波は二種類あります、一つは世間一般には知られていない。

⒜携帯電話に使用される電波は本質的には磁界波です。アンテナには交流電流が流れます。

この電磁波送信には電力エネルギが必要です。これは別名Ａ波と呼ばれます。

⒝もう一つは静電氣＝電荷に由来します.別名はＢ波と呼ばれます。実はこれが働く。

容量性放射器の電荷量が交流変動すると純粋電界-無磁界波動として空間伝播します。

常識に反してこのＢ波放射<双極子連鎖反応>は電力無用です<鈴木の専門業務>。

無から生まれた宇宙全エネルギは０です、以下の関係が成立してます。

＊０＝＋Ｅ(債権)－Ｅ(債務).数学関係式。

物質一般は正エネルギ＋Ｅ、他方、引力(重力場)が負エネルギ＝－Ｅを担います。

⑶生命は電気信号を送受できる！！。

⒜生物神経の信号伝達は(細胞の化学変化での)電荷変動信号として脳と臓器間で通信しま

す。細胞は電気回路です。この内容は詳細実証研究が進行してます。

⒝電気ウナギ等は側線神経細胞電荷から電気力線を周囲に発射し,その電気力線変動を

再度、細胞で受信し周囲環境をレーダ的に見る事ができます<実証研究多数ありの模様>。

⒞細胞電荷が(交流的)時間変動すれば長距離伝播のＢ波放射が可能です<古典電磁気学論>。

双子間のテレパシ通信はこのＢ波送受信が正体<現状仮説だが臨床実験多数>.

⑷真空中には我々自身の影双子が無数存在！<一般ゲ-ジ場論におけるＦＰゴ-スト>.

⒜上記Ⅲ：±対の素粒子と反粒子を”双極子”と呼びます、これが核心となる双子です。

双極子は素粒子に限らず、一般複合粒子でも成立、我々も影の双子を持つ.

素粒子の”双極子” 複合粒子の双極子<核子＝陽子,中性子>

電子 陽電子

Ａ図

核子

Ｂ図
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物質一般は原子から成り、それは周囲の電子と中心の原子核から構成される.

Ｃ図

ここが肝心、双極子は算術で言えば 0＝+a－a であり、左辺を見れば 0無なのだが、右辺を

見ると双子対が存在、即ち,物理真空は無であり、かつ無でもない矛盾が成立！！。

この矛盾実現=何でもありこそが真空世界を論理学定理に従い全知全能に!！。

以下は複雑な話なので飛ばしても結構です。

＊内山龍雄博士が宇宙に働く(電磁力,弱い力.強い力,重力)力全部を統一する一般ゲ-ジ場論を

樹立<1956 年>。その一般ゲ-ジ場量子化と言う素粒子理論になる為の数学的最終定式化を 1967

年にロシア人物理学者が完成<ファデ-フ＆ポポフ博士>、そのＦＰゴ-スト項解釈として原子核を

構成する核子(陽子と中性子が素粒子クワ-ク３個の複合粒子)の核子双極子を形成する基礎反応

の意味が判明(鈴木 1995年)。.物質一般は原子から成り、それは電子と原子核から構成される

電子は反電子と双子、原子核も双子を持つので任意物質が双極子に。我々人間自身も真空中に

双子の影を持つ訳です,

*真空が無であり、無でないと言う奇妙な空間でどうして物質空間移動ができるのか？。

荒い説明は以下、物質一般は我々常識では不変不動に見えるが、素粒子世界では常に生成消滅反

応の連続と言う事です。ここで生まれ、そこで消滅してちょいと隣で再生、そこでも消滅してま

た隣で再生と言う具合。詳しい説明でナイト納得できない方はここを一読、

http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf

⒞nucleon dipole formation reaction by FP ghost{Ca,Ca}with gauge field{Aaμ}.

0＝ic∂μDμCa＝□Ca＋gfbac∂μ(AbμCc). <Ca is zero mass field>

http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf

This is complex particle dipole

such as nucleon of 3 quaks(a,b,c).with

gauge field{(∂μAaν-∂νAaμ)fbacAbμAcν}.

Not only elementary particle,but also any complex

particle has dipole ghost in vacuum.

*this was authors assumption,but not verified.

This complex dipole could be negative energy field.

電子は素粒子だが、原子核は{陽子と中性子＝核子}が通常半分ずつ構

成します。しかるに核子は 3個の素粒子＝クワ-クの結合から構成され

ます<Ｂ図の右>。然るに複合粒子＝核子も 3 個組の結合状態で双極子

形成する素粒子反応の存在が判りました<Ｂ図>。

http://www.777true.net/Real-Image-of-quantum-Chemical-Reaction.pdf
http://www.777true.net/Energy-Creation-Process-from-QED-to-QGD.pdf


⑸最終結論：天啓予言のメカニズム。

    世 全知全能者 天界   地上預言者 双子 語      

☞：予言出現は圧倒的に世情混乱の時代に多い、全知全能者は慈悲深い方となる。

人類は過ち満杯罪人だが、天界はそれでも救済に働いてる事になる。

         世 双子 地上 預言者     ( 波) 送     

現代世界最強 預言者      氏      教徒-気候崩壊最大警告者  

夢 中 使者 伝言 賜  証言     地上預言者 通常普通   状態  

  言          ”神   ” 言    思    

          ,日月神示 岡本天明等 預言者   神    証言,

 Resonance between this world and the other almighty one by CDW.
Almighty World TWIN

Message Transfer

 :The other world is almighty,where the holy one with strong decisive motive revelates a

message(revelation)to ghost messenger(ghost prophet). It is deed by almighty !!.

 :The ghost messenger in the other world and the messenger(prophet) in this secular

world are complete twin. Thereby,a telepathy as strong resonance could be realizable,

which turn to become message transfer to this secular world through the messenger

(the prophet).......This is a hypothesis,but not proof.

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

http://www.777true.net/Scientifical-Mechanism-of-Prophecy-by-Paranormalities.pdf

⑹宗教は非科学は大間違い！！！、

宗教には科学根拠あり！！！、

混乱する現代世界を革新救済する

科学事実でしょう！。
既成科学学会からは抑圧されてます。是非世界の無神論者回心を願いたいものです。是非

皆様の協力奮起をお願いします。追って鈴木自身が皆様疑問に対して回答します。

This World

“Prophet”

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
http://www.777true.net/Scientifical-Mechanism-of-Prophecy-by-Paranormalities.pdf


２部：宗教目的は人の政治社会救済にあります！！！

偉大な宗教創始者は例外なく、時の政治権力から迫害される歴史事実があります！！！。

モ-ゼはユダヤ人の王政独裁エジプトからの奴隷抑圧の解放、キリストはローマ圧制の下に

十字架刑、中国-墨子も政治から裏切られて集団自殺してます。ムハンマッドもその初期は

激しい迫害を受けた。日蓮は室町幕府から再々の受難を奇跡で逃れてます、中山みき教祖

も時の権力から圧制を受けてます。創価学会指導者牧口会長、戸田理事長も戦時中は政治

犯牢獄、ほんみち教祖も政治犯牢獄、歴史上最大迫害はナチの宗教民族ユダヤ大虐殺！。

言い換えれば宗教創始者は社会救済者であり、不正政治と衝突です。

宗教(神)は真実,正義,人類愛であり、時の腐敗権力は不正,虚偽,憎悪支配(論理逆転！)

だからです。逆に、時の腐敗権力と闘わない宗教は堕落してる事になります。

米権力裏方=CIA が各種宗教団体等を監視,密偵代理人を内部潜入支配は有名な話です。

⑴  民族  使徒 使    事             使徒        全  人 

 間 問題 公正 裁   誰 不当 目   事    

               啓示金    節                     岩波文庫     井筒俊彦訳 

鈴木注)上記の赤線は鈴木加筆、

例えば、中国では墨子、日本では日蓮聖人や中山みき教祖等が天啓者と思われます。

⑵墨子 社会救済 

天下兼相愛則治 交相惡則亂 墨子 巻之四 

順天意者 義政也 反天意者 力政也  墨子 巻之七 

天下有義則治 無義則亂  墨子 巻之七 

天下 人  相愛   治   互  憎     乱  

天意 従 者 義 従  正  天意 背 者 強制  

天下 義    治   義     乱  

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/

⑶法華経も神の下の人の平等を説いてる。

⒜妙法蓮華教方便品第二(部分抜粋と訳：鈴木永城、お経の意味がやさしく判る本).

舎利弗。不須復説。所以者何。仏所成就。第一希有。難解之法。唯仏与仏。乃能究尽。諸

法実相。所謂諸法。如是相。如是性。如是体。如是力。如是作。如是因。如是縁。如是果。

如是報。如是本末究竟等(☞赤字筆者訳)。。

舎利弗よ。もう説くのはやめよう。なぜならば、仏が成し遂げた悟りの境地は最も類まれ

で理解しがたい法だからである。ただ仏と仏だけが知る諸法の実相を極め尽くしたものだ

からである。あらゆる物の真実の姿、性質、実態、力、働き、原因、結果、状態。

これらは始めから終わりまで究極において等しく(同一ものに)起因するのである．

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/


⒝新訳聖書ヨハネ黙示録第一章,8 節.

今いまし、昔いまし、やがて来るべき者、全能者にして主なる神が仰せになる、

「私はアルファであり、オメガである」。

17,18 節.

「恐れるな。私は始めであり、終わりである、また生きてる者である。私は死んだ事があ

るが、見よ、世々限りなく生きてる者である。そして死と黄泉の鍵を持っている。......」

⒞新約聖書   6.12 16:

      戦   血肉 対              支配  権威     世 主権者   

天上   悪 霊(誤訳//高所の邪悪精神～支配者) 対  戦           悪  日  

      抵抗  完全 勝 抜   堅 立       神 武具 身            立

  真理 帯 腰    正義 胸当 胸    平和 福音 備  足      上  信仰 

   手 取            悪  者 放 火 矢 消            

＊ドイツの文豪ゲーテ語る所では、     教本来目的 政治革命 民主化      

     敗北  道徳教義     と言う。

⑷社会救済

⒜日蓮上人の教え<抜粋>：

http://www.nichiren.or.jp/buddhism/nichiren/

第一章        仏教宗派      世 乱      

第二章 徹底的 勉学 末 法華経    着 

第三章 自  幸  願       社会全体 安穏 祈    

   世界   仏 在      浄土      世 捨     浄土 願 必要

      来世 望  託       今生      世界    希望 求 続

         一身 安堵 思     四表       静謐       祈    自  

幸       広 社会全体 平穏無事     願       世 中      皆努

力        

⒝ 人                教祖 言葉 重         天理教   人助 

 注      基本理念        自  真     道            

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99

http://www.nichiren.or.jp/buddhism/nichiren/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%90%86%E6%95%99


３部：無神論が世界破滅推進！、有神論宗教世界の危急義務！！

⑴始めに自戒点。

宗教の力は皆が等しく”一つ神を心中に共有する事”で強い共感と連帯感が生じます。
圧倒的多数が信じられねば宗教の持つ力と意味がないでしょう。

（圧倒的多数が信じられる条件は誰にも不利不公正がない=正義,真実,人類愛となります）。

然るに鈴木はキリスト教,イスラム教,法華経,天理教もみな肯定では信仰に混乱を招く？

⑵他方で宗教対立、中東ではイスラム-キリスト教国が大紛争で人類命運を左右しかねない

筆頭問題もあり。上記⑴欠陥は共有点を認識強調する事で世界宗教和解大団結です。

⑶世界は逆さま!

仏教般若心経によれば現世は逆さま世界！、それゆえ出家して心安泰を追及とあります。

遠利転倒夢想究曉涅槃

キリスト教でも世界は悪魔の支配下(不正,虚偽,憎悪＝神の逆！)にあると指摘します。

ヨハネ黙示録 5,19:全世界 悪  者 配下   事 知    

南米の永い植民地支配歴史を暴いたエドアルド.ガレア-ノは世界は逆さま!と指摘します。

http://upsidedownworld.org/

世界 今  様 逆         反転    良       

この事は現状世界混乱を見れば肯定できる事で、超悪政に由来します。米国自演テロ 9/11

と続く陰惨な中東戦争、世界で頻発のテロ、その背景で皆が承知ながら無視を決める確実

進行の気候悪化、現状趨勢=世界気候戦争宣言で開始の気候対処革命がないと後者は 2050

年前に人類大破滅をもたらす究極の脅威、これらは全て人為である事が証明できる。

http://www.777true.net/Arctic-Methane-Extinction-is-Revealed-to-be-Operation-EndGame.pdf

その張本人はユダヤ人大虐殺を行ったナチス生き残り勢力=CIA 米軍産複合体です。

彼らは反ユダヤ＝=無神論、それゆえに真実正義人類愛の逆=虚偽不正憎悪支配になります。

だから宗教等は世界は逆さまと糾弾する訳です。

*近日米トランプ大統領声明で問題発火したイエルサレム首都問題とイスラム世界の対立、

その根源は欧米権力がナチスを裏支援し、無理やり中東に無法に作ったイスラエルに起因、

これで従来は宗教兄妹民族だったユダヤイスラムに不和が発生、これが今日まで永く無意味な

闘争を形成、これも無神論勢力(欧米超権力)陰謀は明白！！！、コラ-ンは聖書を肯定してます。

⑷現世界最大困難(逆転世界)は無神論克服にある事です！、

有神論者が無神論者を説伏できねば世界破滅、皆様の甚大なる支援行動が必要になります。

http://upsidedownworld.org/
http://www.777true.net/Arctic-Methane-Extinction-is-Revealed-to-be-Operation-EndGame.pdf


⑸筆者サイト資料：

EJ1(2014/6/1):   緊急 北極冷却工学       以下 緊急炭素消費政策.
気候科学の診断結果(＝緊急手術)一意性を問う。それに関して危機管理-気候科学者の見解

を賜りたい次第です。気候科学結論は既に決定済み(緊急対策がなければ世界は地獄へ),現

時点の我々の緊急課題こそが上記主題、問題が如何に超絶規模かは言うまでもないが、来

るべき気候地獄は遥かにそれ以上です、人は一度,現実事実を認識すれば最善を尽くす！。

http://www.777true.net/P1_Emergent-Arctic-Cooling-Engineering_P2-Emergent-less-than-2

0percentCO2-Consumption.pdf

EJ2(2014/6/16):最悪事態想定作業

間もなく気候凶暴化が誰にも見える時代に、最悪は最悪事態想定作業を怠る事!!!、

このままの世界体制だと,如何なる文物も超える前代未聞の地獄絶滅世界に入ります。

＊だが地球救済工学は可能だ、ここが狙いです。

北極冷温化工学の一つ有力手段が雲工学での夏季太陽熱遮断は相対的に低額。

冬季散水での氷層形成は確実だが高価。両者兼用になるマシン設計が望まれる。

http://www.777true.net/Estimating-the-worst-case-scenario.pdf

EJ73(2017/03/17,20):蔑視   破滅 仕向           米支配   再生勢力 
    間抜 日本人

無意識下に世界支配するナチスの絶滅思想。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave

-by-NAZI.pdf

http://www.777true.net/P1_Emergent-Arctic-Cooling-Engineering_P2-Emergent-less-than-20percentCO2-Consumption.pdf
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