
続報-(量子重力)論文不正審査被害事件の誤審判決.’18/3/19,29,4/25

付録 9：<3/29>日米地位協定下日本の司法制度はやはり既成権力保護装置でしかない、
高裁控訴中止、ネット情報によれば民事の再審請求は実質開かずの扉！！！

再審請求 話 民事裁判         

http://www.shomin-law.com/minjisaibansaishinseikyu.html
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筆者意見：

⑴日本は司法破綻国家＝”誤”の強硬突破で秩序破綻！！
”民事裁判   確定判決 誤     新  証拠      再審理由       

⑵ 判断 遺脱    再審理由  民事再審 認      極  稀 

こう言う事が日本の司法常識とすれば、司法への軽蔑を禁じ得ない、

彼らは論理学を知らない。

偽証が明らかになっても再審がないとは,誤の強硬突破で秩序破綻！！になる。

日本法破綻の実例。

1)ハルノ-トに従い中国撤兵となれば国内不満から革命、目先恐怖で勝算なき日米戦争強行

は昭和天皇<明治憲法で軍統帥最高責任者>＝第一級戦犯、戦後も憲法１条で天皇！、

天皇威光を兜にする偽装右翼、実は米支配者の回し者暴力団が多い、

＊当時陸軍部は秋丸機関日米戦争経済予測(有沢博臣)で日本敗戦を事前予測。米国産業

の力を直に見た山本五十六も初め一年程度は、その後は保障しかねると、

２)憲法９条では明確に軍備非保持交戦権を明言否定、自衛隊がネジ曲がる原因、

御巣鷹山事件、熊本注水地震、

３)日米地位協定は国連総会決議の国際法違法、

日米合同員会はさらに国内法で国家反逆罪、

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmongerpdf

４)安部国有地不正払い下げ事件。

不正選挙で負け知らず傲慢安部の軍国小学校が気に入っての不正行為、これが無罪になる

と日本は法破綻で終わりです。逆に浄化なれば日本再生が始動！！

http://www.shomin-law.com/minjisaibansaishinseikyu.html
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmongerpdf


⑶日本の司法警察制度は日米地位協定＝日米合同委員会支配下にある！！

米国軍産複合体一翼企業在勤当時以来(1970 半ば)、筆者は事実上無法状態、過去４０年

の長期で全被害で刑事犯検挙なし！！！、以下が無法現場実態の筆者証言文書記録です。

＊甲9号証<添付複写書面2通(ホチキス合体1本化)>。
以下は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の書面証拠。告訴人及び告訴人に援助加担す

る可能性ある関係者の被害を陳述する書面,告訴人の業務日誌手帳からの業務事項<本件に

は無用だが>と事件複数抜粋、本件事件前(1993)の事件も記載されてしまってます。

この証拠文書を後日、付録１０で写しを提示予定。あきれる数の犯罪被害、

     筆者認識 誤    日本      出血覚悟 大同団結行動 要求     

⑷現日本政治脅迫装置とその除去方法。

結論から言えば戦後日本政治は CIA の”協力＝利益供与と非協力＝脅迫(暴力)”で支配され

てる。現時点で脅迫要因を要約すれば以下２点に集約できる。

Ⅰ：米軍産の傀儡独裁政権＝北朝鮮核脅威。

事態は対話開始で一変、これは楽観して良い方向に始動。

一時期、米軍基地を抱える日本が第一攻撃標的と言う事で米に抵抗する政治を永田町議員

は皆恐怖していたが、米新政権がついに北との核廃棄に向けた和解協議を始動、米新政権

はイスラエル肩入れで極東軍事不安と二股を避ける意味で解消決断に踏み切った。

Ⅱ：3/11 以後の地震兵器脅迫。

＊初めに注意事項だが３/１１は電磁地震攻撃引き金、本番津波は海底設置複数特殊爆弾での

津波合成波こそがあの被害をもたらした。後者は簡単に出来る工作ではない。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J95-Reverification-on-the-Criminal-3_11.pdf

ネットでは昔から地震兵器は有名、浜田議員の地震兵器国会証言もあって世間周知になっ

た現代日本最大脅威！、ズバリ政治脅迫の最大装置になってる現実が支配している。

                 米国戦争屋 為 地震兵器脅迫  日本政治支配

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J43-Earthquake-Weapon.pdf

         東北大震災 自然地震     米国 地震兵器攻撃   目的    

陰険究極       再生勢力 米国戦争屋 為 地震兵器脅迫  日本政治制御 

                         

秘密     事   脅迫 可能        国内 脅迫便乗勢力 居  

1995/1/15 阪神大震災も地震兵器攻撃で、同年筆者も自宅前の壁新聞に地震兵器存在を公開、

<後年に技術的内容は間違いが判明>。同年夏に複数暴漢からスタガン攻撃テロ被害、以後

人名に関わる部分で記憶障害後遺症。警察は被害者筆者の犯人指名にも関わらず無法放置。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J95-Reverification-on-the-Criminal-3_11.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J43-Earthquake-Weapon.pdf


出鱈目な代理人犯罪者をでっち上げ、顔が完全に割れた近隣住民(親族に警察関係者、小泉

派系)なので拒否。地震兵器沈黙こそがその支配を許すのだが、関係者は状況証拠的に地震

兵器存在を感知するも技術証明には及ばないと言う致命的弱点を抱えてた。近日筆者は

その技術原理の解明にほぼ成功した<第三者＝レ-ダ-通信機技術者の確証必要＞。一つ鍵は

電荷密度波の特異性質。HAARP 放射器技術は既成回路技術で要素構成されてる。

＊震源物質の化学結合破壊で地震引き金、爆発力ではない。

＊電荷密度波ビーム平面波は地中海水中を無減衰伝搬する。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pd

一般人の理解方法：

上記は専門家向けで素人には難しい、電気と地震が関係は素人には仰天、だが電磁気地震

予知法が理解できると、その逆過程として、メカニズムをある程度は察する事が出来る。

地震電磁気予知法)

①地震滑り開始では震源圧力が緩み、過去に圧力放出した地表の電子が回帰する、

その結果、地表は正帯電、その結果静電誘導で電離層電子増大、

②電離層電子が増大するとＦＭ波異常反射で遠隔受信が起きる、→地震直前予知原理。

電磁地震兵器原理)

電磁波には二種類あり,携帯は線上空中線を往来する電流が波源、本件の電荷波は静電気が

交流変動で伝搬。奇妙だが電荷一様密度の空間内部で電気力消滅(化学結合破壊原理)

①電離層は電子と正電荷イオンがある、地上電波で圧倒軽量の電子のみが電界で運動開始、

②精密制御電磁波で電離層電子密度を交流変動させると地上降下の電荷密度放射が発生。

③かくして電離層発進の地上降下電荷密度波で震源化学結合破壊照射する方法がある。

④電磁波周波数は極短時間、他方で化学反応や地震すべりは超低周波運動、前者を

周波数が僅かに異なる二波合成の鉱石検波器と同原理＝混合検波作用で超低周波を発生。

上記技術視点から判明する重大事実は電磁地震兵器 HAARP には有限な射程距離(400Km 前後)

があり、米やアラスカからの攻撃は不可能である。その結果、HAARP 施設は国内管轄域に

あることになる。と言う事は日本人関与可能性が否定できまい。地震兵器問題は国内問題

化する、問題解消は吾々自身次第という事だ、是が非でも解決を急がねばならない、逆に

事実解明で窮地になる下手人心理反応を想像されたし、

⒜安部の１０億円森友学園土地問題で嘘不正支配が明白化、これが解決出来ねばならない。

＊聖書；人 回答 是    非         、  以上 邪悪 由来  。

国会質問回答ではイエスかノーしかない。それ以上は逃げ口上の邪悪と言う事だ。

論理学＝超常識を知れば過去真実はイエスかノーしかない。

⒝本件訴訟では無用国内素粒子実験施設ＪＰＡＲＫ建設費１６００億円、運転経費年間

１００億円が問題になってる。負け裁判になっただけでも現実の場で反動は大きい！。

＊後日詳細提示予定。



⑸今後を考えると皆がその不正支配打倒の使命目的を引き継ぎせねば勝てない！！！

筆者自身がかく言うは傲慢だが,孤立一人?で現日本不都合事実を持ちすぎる、

ネット情報公開程度では～、だが現実政治が動くとなると当然反動が起こる。だから筆者

が行動不能になった場合は、皆がその使命目的を引き継ぎせねば勝てない！！！。

付録９の付録１；北朝鮮と日本の非常にヤバイ共通点。

3/24 物理学会参加で素粒子理論部門＝本質完成科学＝無用不正研究で訴訟を通告。さて

狭い会場(10x10 人?)を見回すと若手参加者が見えず年増が多い、転業が起きてる！！！

過去物理を手がけた理由は原理簡単-応用万能だからで、一度やるとまず原点追及！！！、

今,英文で政治闘争原理を追及中だがその結果の主題は hate & loveになった。嫌悪憎悪と

好意愛情の帯域が全てです。結論は明白で嫌悪憎悪社会は恐怖暴力支配に、好意愛情社会

は連帯共同社会になる。素粒子部門がダメなのは憎悪社会になってるからだ、敗北組が己

可愛さだけで不正公金詐欺研究で自己保身。抽象的な社会愛が欠落、相撲界が暴力沙汰頻

発はヤバイことに憎悪社会、日本政治がダメなのは嫌悪憎悪支配だからだ、北欧が社会

先進福祉国なのは好意愛情支配と言える。CIA 支配のはずの南米にも人知れずよい国も、

⑴自分 事    考   者 人間 屑 <ユダヤ商人の諺、小田原青色申告会>。

自分の事だけしか考えない者が集合する社会は憎悪社会になる。証明は無用だろう。

子供は要求するだけで、与えることはできない、欲求不満では暴力的行動に走る。逆に

大人とは子に与える能力者となる、マッカ-サの日本人 12 才罵倒を想起せよ、他方で日本

人は談合と言う名の結集が好きだが、小人集団が権力を握ると組織エゴ追及で他者配慮を

顧みない。社会がギスギスきしむ原因。

⑵権力悪事不正の温存国家社会底辺は”自分の事だけしか考えない者”が集合。
北は人類史上にもまれな飢餓地獄国家にして政治犯収容所国家、拷問は陰惨を極まる、

然るに取り巻きは皆、尻尾ふりばかりで固められる。不正権力追従とは自己保身だけで、

真実正義と愛欠落の日本と北朝鮮の共通点はここ。別言では他人嫌悪不審となる。

戦前戦中日本は北以上の歴史だった事をを回顧されたし。

⑶戦後７０年長期の米隷属国家、更に米 CIA 戦争屋は安部政権で日本人弱体化を陰謀。

明白に米 CIA 戦争屋は日本人に対する敬意はなく、嫌悪憎悪となる。でなぜか？？。

⒜戦中は天皇、一度敗戦が決まると進駐軍、権力者にすり寄る大方の日本人にマッカサー

は嫌悪軽蔑を感じた。→日本人   歳 。現代にても日米合同委員会下でヘイヘイと

従属する日本人官僚その他を見て自己利益だけで動く日本人に嫌よう悪軽蔑を感じてる。

サムライ日本人は本当は居ないか、非常に稀、逆にいれば反米だからこれも憎悪対象。

どちらに転んでも隷属体制下では救いがない。



＊日米地位協定は国連決議国際法違法を行政に訴えると彼らはうろたえた。表向きでは基

地反対だが、行政は隠れて米軍協力で地位安泰を得ている、ぬるま湯につかる人間に

革命を訴えても動く者でないです。3/27 日国会佐川証言が国民注視に、然るに訴訟恐  

証言拒否を連発、これで彼は自身有罪を宣言してるのでないですか。野党も追及姿勢をや

ってるだけで真剣勝負の本気詰め将棋姿勢欠如の批判もある！.これで国会証言打ち上げ

だと安部ごり押し勝利で強い無力感支配日本になって日本終焉につながるだろう。この

懸念が誤りになる事を願うだけです。

＊現日本は日銀量的緩和紙幣満杯で投機筋好況が下々にも波及で偽装好況に、だが地方商

店街は閉店通りに、ぬるま湯経済で人は保守化.日本世界将来を計算予測して恐怖できる有

能者は稀。だが社会全般に制度的退廃を感じる国民は増大してるが<非正規雇用増大と資産

格差の拡大>、だがどうしてよいかわからない(大多数が他人任せで自己歴史責任追及皆無)。

⒝白人に比して有色人種は容貌能力等で劣る。昔は強かったが近年、世界的に改善。

⑵問題＝人格差別は根が深く、宗教観にもなる、以下の付録２で言及。

付録９の付録２；究極の楽観論？！！.

吾々近々の課題は議論でなく、行動で結果を出す事だが、覚悟の手順がある。

議論を超えて行動となれば敵との衝突は不可避、だから覚悟の手順がある。

⒜問題→解決→反動。

将来可能性を偏見なくすべて数え上げる、その全部を予行演習で覚悟(難しい！)。

その目的は甘えでない本物の楽観論を強く論理形成する為、これがないと勝てない！

米    大統領 取引  常 最悪事態 想定        時 備  。

⒝究極の楽観論：

ゲ-テによればキリスト教本来目的は政治革命にあったが敗北で道徳教義に、

となるとキリスト十字架受難信仰とは政治革命での最高の献身の勧めとなる。

他方で日蓮は我 身安泰 望        全体安泰 祈   とある、葉隠によれば

武士道とは死ぬ事と見つけたりとの教えで、日本人ご先祖様両社共通して滅私奉公＝全体

奉仕献身せよの命だ！！。これは究極の楽観論？！！。すべて共通の教えです！！！、

＊筆者現住所三重県熊野市木本町には伊勢神宮とは異質の吉田神社がある。過去江戸時代

末期に藩合併問題が幕府命として下されるが、地元住民は結集して反対、同地に派遣され

た武士吉田庄太夫は窮地に、その決断は自身切腹を持って地元住民意向の幕府伝達！、

以後吉田庄太夫は同地域で神となった。天皇家伊勢神宮三重県にあって、かような政治風

土歴史だから、..........



付録 10：素粒子論脱出転業大学院生は損害賠償集団請求裁判の義務あり！！
過去筆者は各大学素粒子論研究室大学院生にも 1995年～約 20年も前に素粒子論実質完成

を通知してきた、その結果、今回 2018/3/23の日本物理学会年会の素粒子論発表会場に出向

くと若手の顔が見えず、圧倒的年増研究者多数に気ずかされた。脱出転業大学院生続出の

模様だ。だが彼らも問題が個人身の振りだけ決着などだけでは許されない。なぜならば高額公金

での不正研究の未だ継続を承知で沈黙は共犯になる。筆者は３月に以下の民事訴訟で不当敗訴し

ている。代わって彼らが訴訟せねばならない。なほ６月から司法取引開始になる。2018/4/15

⑴:速報  量子重力 論文不正審査被害事件 誤審判決

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J111--Trial-on-The-Theisis-Yes-or-No.pdf

素粒子論完成の発端になる論文の不正審査被害民事訴訟で裁判所は露骨な暗黒裁判。

兎も角主役論文の”真偽立証”に踏み込まない、第三者鑑定での弁論再開も却下。

*付録８追加_鑑定人用の検算方法ガイド(左をクリック)。

⑵:続報-(量子重力)論文不正審査被害事件の誤審判決

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J113-Physics-Hidden-by-the-Suppression_A9.pdf

付録 9：日米地位協定下日本の司法制度はやはり既成権力保護装置でしかない、

日本の司法警察制度は日米地位協定＝日米合同委員会支配下にある！！

米国軍産複合体一翼企業在勤当時以来(1970 半ば)、筆者は事実上無法状態、

過去４０年の長期で全被害で刑事犯検挙なし！！！、

以下が無法現場実態の筆者証言文書記録です。

⑶民事訴訟手続は難しくない、弁護士抜きでもできる。

⑴での訴状はネットの雛形を参考に筆者自身で書いた、不備あれば裁判所書記官が訂正指

示してくれる。訴訟費用を支払ってるから。筆者場合は損害請求 6000 万で印紙代 20 万。

⑷問われる真理開発＆教育広宣殿堂＝大学当局の姿勢。

付録９の付録１；北朝鮮と日本の非常にヤバイ共通点。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J113-Physics-Hidden-by-the-Suppression_A9.pdf

先生 生徒 成  果 。筆者が特異環境＝大学人と会談して察する事は世間知らずで、

だが異常に誇りだけは高いので取り扱いが一般職業人と違い難しい。だが彼らは危険物取

り扱い主任<気候変動,地震科学,医学,,,法学>でもある。本来は丁重に待遇せねばならない。

だがそれはあくまで正当な義務実効成果あっての話だ。素粒子論完成を承知で隠蔽談合し

てるのは大学当局でもあり、学生身分はそのいかがわしい管理下にある。国会も非常に醜

い腐敗露見だが、この際、虚栄と埃の大学も膿を露見させるドブさらいが必須です。

何しろ危険物取り扱い主任で、近将来の国民生存が関わってます。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J111--Trial-on-The-Theisis-Yes-or-No.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J113-Physics-Hidden-by-the-Suppression_A9.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J113-Physics-Hidden-by-the-Suppression_A9.pdf


付録 10-1：大学人-警察司法-官僚行政-医学界＝減点主義者(失敗故障の修理が出来な

い？！)、まずは遠慮なくはた迷惑な故障箇所を露見させねば、修理作業は開始しない、

大学人-警察司法-官僚行政-医学界の一つ特徴は地位を一度確保すると実業界と比して安

定である事だ。職場局所では相応にストレスはあれど、大局社会関係での緊張感が欠落。

科学真理隠蔽の大学-学会、無法放置で平気の警察司法-弁護士、暇もてあましで国民利益

阻害に働く官僚行政、全部ではないと思うが一部にあることは経験事実、医療行為便乗で

医学犯罪もやる横暴な医学界、詳細省略だが以上は筆者の実体験である。逆さま戦後日本

の根源は上記組織人に由来してる、共通点は紙試験合格者<医学以外は税金生活>である事

だ。彼ら特徴は既成慣行に従い、失敗故障は極力隠蔽が減点主義者の最大特徴と言える。

これでは進歩改善が望めない事だ<戦後米裏支配体制徹底護持>.他方で企業者創始者等は

失敗克服経験を持って成功を獲得、これこそが現実現場世界実態であり！！、紙試験は異

質仮想世界になる。しかも既成慣行従事の彼らに国家権力が集中する。彼ら背後に占領軍

マッカサ以来戦後日本裏支配<日米地位協定－日米合同委員会>する CIA-米軍がある。

*現代企業者(非創業者)弱点は過去成功に拘泥し、超深刻な現実真相を直視しない。会計年度黒字達成が

目前課題であり、現代現状では一度成功すると守り姿勢で除々に敗北に進行する。日銀紙幣乱発経済で

仮想景気にあり、経営者は大局道徳無視で安部支持も多い。

＊日米地位協定－日米合同委員会＝戦後日本開放を阻む最大癌病巣！！。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmongerpdf

＊紙試験＝長期受験勉強は人を自己虫化する効果を持つ。それはまったく他人介入が全く

ない個人作業が特徴。自分の事だけ,自分の組織だけの利己主義者は、操縦するのに都合

よい。飴でも鞭でも他人考慮がないので応答単純、操縦が簡単化する。

＊腐敗的要素 持 人物 支配者  立     背後  操         謀略理論 ＞

＊実用論理学の欠如＝小学校から大学,企業まで必須教程。

事もあろうに数理科学最先端科学者ですら論理学無知で大失敗!、いわんや他ではもっとひ

どい。最悪実害は政界-法曹界だろう。本サイトでは何回も反復引用してる。

＊矛盾崩壊定理：嘘ごまかし失敗隠蔽は最終的に秩序破綻に進行する。

論理学定理：肯定命題Ａ，その否定命題 notＡの双方を真と仮定すると任意命題Ｂ＝真。

＊the gosple of Matthew.5:37
      言葉             否 否          以上 出     

悪  来      

＊完全性定理：真なる命題は証明可能<真理、事実、実現は一つ>。
数論を含む理論に真偽(事前)決定不可能な命題がある(不完全性定理)。実態は確率統計現象
で、理論完全予測は不可能だが。実現は常に一意になる<サイコロ>。
真＝可観測な実現(文学部哲学科では無定義！！、これが大間違い)。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmongerpdf

