全面的超マニュアル化！！.

2019//3/17

下記企業サイトに寄れば企業業務 86％がマニュアル化可能と主張,妥当な話だ。本件では
残り知的エリ-ト業務の 14%相当マニュアル可能を試験検証。これは世界革命になる
❶有能な人は実態 1%しかいない。99%の人も有能化出来るのがマニュアル化、
❷マニュアル化では将来起こりえる事象全ての想定＝業務数え上げ作業が核心！！、

未来危機管理＝救済で決定的機能を獲得する事になる！！！！！

[１]：将来危機想定＝マニュアル化の必須性。
⑴

業務

化可能 仕事

化 業務 効率化

https://biz.teachme.jp/blog/86per/
⑵有能な人は実態 1%しかいない。99%の人も有能化出来るのがマニュアル化
マニュアル化による利便性に疑問の余地はない。誰もが一定手順で、誤り最小で業務達成
が出来ると成れば利得甚大。労力売り手側の給与待遇低減と言う懸念は重大本質的に
分配問題に帰するのでここでは論じない。結論だけ言えば無駄損失軽減で総利得大に出来
る以上、分配も増やす事が出来る！、又は原価価格低下で総論的に実質所得増に成る。
⑶エリ-ト業務関係の改善こそが世界を改善する！！
正義有能な人は実態 1%しかいない。99%の人も有能化出来るのがマニュアル化
高慢な人が嫌悪の法律医療教育経営管理-政治行政軍事警察のマニュアル化。筆者は政治法律-医療-科学と言う世に言うエリ-ト業務関係で煮え湯飲み懸案を頻発、これは世界の
誰にもあり得る支配エリ-トの不正無能を正す唯一の方法になるだろう。
⑷未来危機管理＝救済で決定的機能を獲得する事になる！！！！！
過去を振り返るに最大マニュアル化を極度に感じるのは危機管理、あの東北福島大被災で
は日本人危機管理無力を痛切に知った、現場混乱間違い横行でえらい被害悲劇が出てる、
然るに地震は地域甚大被害には間違い無いが直近には地球生命全滅に直面する気候崩壊
究極問題、これは究極の危機管理が不可避。今回東京福生病院管理で生死を決する問題に
直面、これもマニュアル化で回避。と言うか基礎的に生死決定哲学を事前同意する誰もが
回避不可能な問題に真正面から取り組める懸案を露にしてるからだ。いきなり筆者究極
結論だが、医療診断-法律判定は計算機プログラム化できる、民主政治判定も計算機
プログラム化できる、腐敗政治の無い世界が実現できると言う超目標！,自動運転などは
重箱済みの仕事、政治計算機化かこそ技術屋最終仕事の一つ、

⑸マニュアル化利便性.
⒜何よりも業務上起

全部 数 上

は未来想定演習として最高究極課題！！！

業務全般の見直し反省材料が吹き出る。革命になる！！！。
⒝当日での現場指揮混乱が回避できる、事前演習として時間的財務的人材的に余裕ある
時点で課題対策が可能化、逆に現場見識がないと想定はずれ発生、解析者の腕にかかる。
時間をかけて修正改良版を反復して性能強化を図れる。
⒞マニュアル化では現場経験者がまず下書きを用意するのだが、そこに第三者が介入して
編纂する事は、往々にして現場人慣習に起因する不備発見可能性が起こる。
⒠仕事の本質構造が解明される、ミス軽減と業務効率化が進む。
⒡誰もが？出来る事は総論大局としてよい事だ、経験知識集積が具体財産化する。
筆者経験では技術資料等(準)マニュアル化して於くと長時間時間経過後でも回復できる。
⒣マニュアルは最初から完全化は期待できず、現場要請で常時改善が求められる。
マニュアル改善で現場人も創造的作業に関与する事になる。
＊感情思想表現の芸術がマニュアル化できるか？。....任せます。
[２]：マニュアル化＝仕事プログラム可能性。
荒く言えばハンバガ店も医者弁護士教師政治も商売本質形態は同じ。その意味は入力とし
ての客要望が初めにあり、仕事とは需要に応じて生産出力となるが、生産物は生産者状態
にも強依存するは明白、結果の出力＝産出物は内部状態と入力の関数として決定する。こ
れは計算機科学で言う状態マシン(オ-トマトン)、その動作では過程構造を流れ図に出来る。
流れ図の名段階を仕事詳細手順として書けば、プログラム化＝マニュアルになる。
第０近似

高次近似
生活環境

代金入力

国民対話

客要望＝x
外部状態

納税

政策要望

＝Ｚ
内部状態

仕事＝

＝Ｙ(x,W,..)
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内部状態

仕事＝
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(政治)
サビス出力

政策出力

サビス出力

☞:右の政治はお粗末で今後、紙面刷新で追求します<生涯の仕事に出来る！！>.。

解説：、計算機科学(プログラミング)の基礎.
要請(入力Ｘ)に従い作業主体Ｗが生産物を出力Ｚする課題遂行過程を問題にする。生産物
はＷの時点での能力状態 S に依存する事から、これを状態マシンと定義、食堂は時の客注
文Ｘと在庫状況Ｓで料理種類Ｚ＝Ｗ(X,S)が決定、売切れば在庫飢渇ではもはや出力なし、
⑴関数：y＝f(X1,X2,....,XN),<自動販売機選択スイッチ&入金がＸ，商品Ｙが出力>.>。
原因要素←結果の因果律機構で入力要素＝(X1,X2,....,XN)指定で、其れに応じた結果 y が決定.
一対一対応対応機構、以下数学入門で集合 一対一対応 因果律 関数 演算子 代数)を参照。
http://777true.net/intro-math.pdf
⑵状態

:冒頭陳述の通り、形式化すれば以下。

⒜関数による定義： Ｗo(Ｘ,S)→Ｚ：現在庫状況下での客注文で商品Ｚ出力
Ｗs(Ｘ,S)→,S’ :商品出力で在庫状況と入金金庫状況の変化決定

Ｘ
Ｓ’←Ｓ
Ｚ

⒝広い意味での状態マシンの実例：なにか,機能を持つのは全部ですね。
＊生命一般、自動販売機、機械一般、計算機、デジタル回路、商売一般、政治機構、
⒞状態マシンの動作経過例の模式図<事件と歴史>...別に意味はないです。
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⑶状態遷移表<失敗(想定漏れ)の無い仕事に接近の大道具！！>。
https://www.changevision.co/tutorial-statemachine-japanese.html
状態

入力

Ｘa

Ｓ0
Ｓ3

S4/Z5

Ｓ4

S5/Z2

Ｓ5

Ｘb

Ｘc

S3/Z3

S7/Z1

..別に意味はないです。

S0/Z4

ある状態 S で入力 X があると結果の生産物 Z 出力，W 自身は状態 S'に遷移と定義したが可能な
状態 S 全部と可能な入力 X 全部を縦横に並べ、その交点で動作 Z,次期状態 S'を設計する。

これは仕事主体 W 全作業数え上げ＝漏れの無い将来想定！で重大である事が判る。
⑷状態遷移図<流れ図>...別に意味はないです。
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[３]：日米地位協定廃棄<～国政全般新規巻き返し大政策>の方法一例。
擬似状態遷移表での概案<縦軸が賛成派敵対派状態、横軸が入力としての行動 events>
基礎調査

行動案

広報１

改案 2

広報 2

改案 3

国会議決

敵対派

抵抗活動

抵抗活動

抵抗活動

抵抗活動

抵抗活動

抵抗活動

抵抗活動

賛成派少数

始発点

賛成派

活動案

賛成派中間

多数

終点

賛成派

流れ手順：
初めに可能業務数え上げ＝想定事象に抜けなしにする<＊ここの文面では出来ない>。
現状(始発点)では日米地位協定廃棄Ｚが如何に歴史的大規模有害かを知るは少数派、仕事
は多数派形成への広報説得活動→国会議決(終点)に懸かる、有力敵対自民多数派が居る。
故に政権打倒運動＝野党再編問題に実質等価、なればＺ政策以外にも波及、
国政全般新規巻き返し大政策が必須不可避、問題は大型になるが勝利成果は甚大！！！。
❶敵を知り,己を知れば百戦たりとも危うからず..孫子＝”敵＆己知らねば敗北”
敵<裏切り者>さえなければ仕事は存在しないです。
❷敵<裏切り者>弱点を突き、味方利点<大局大利益>を最大限引き出す...孫子＝必勝法。
⑴基礎(起訴)調書:広い長い意味での損得会計で Z 甚大利益、notZ 甚大被害の証明書。
⑵行動案-広報１:基幹組織と幹部等、net 広報での小規模広報活動→賛同獲得＆協力確約
⑶改案 2-広報 2:賛同者会合で政権打倒運動＝野党再編問題見解調整と大規模広報活動化。
＠野党再編の為の国政全般新規巻き返し大政策研究開発→改案 3
⑷改案 3 と政権獲得＆国会決議
＊❷敵<裏切り者>弱点を突き＝裏切り自民徹底暴露で解体へ追い込む早道可能性もある。
＊＊逆に多数派形成意見利害調整過程で分裂策動の危険もある。
＊＊＊the 証明書が完璧＆多数了解可能ならば勝利可能性は高いです。
⒜対米従属論
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E7%B1%B3%E5%BE%93%E5%B1%9E%E8
%AB%96

在日米軍問題 専門家
定

軍

前泊博盛 沖縄国際大学教授
日本 主権侵害 許

原子力発電所再稼働問題 検察

日米行政協定 現 日米地位協

対米従属

核心的 不平等協定
構造的 弊害

日本社会

事 分析
⒝無法

米軍 筆者 確執 警察司法権 日米地位協定。

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

☞；状態遷移表を書いて Z 問題だけでは Z 問題解決ならない事が判明、実に有効です！！

[４]：野党再編の為の国政全般新規巻き返し大政策研究開発.
⑴the 証明書を持ってその是非論理で野党大再編、否は裏切り表明なので切り捨て！

再編不成立→日本は今後 1000 年奴隷国が決定<⑶⒜>！！、
以下は勝利を仮定、
⑵米軍無き自立日本＝自由獲得で新規巻き返し大政策！.
自主政治為の自由獲得の効果こそは今後絶大になるはずです。
現代日本政治構造は全部、米植民地化機構です、天皇家から始まる閨閥族支配は奴隷頭、
軍事警察司法行政はその為の無法暴力的威嚇執行国民抑圧機関である証明が以下

在日

米軍 日米地位協定 地震兵器

悪化勢力 裏切 者

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J135-the-Wicked-Ruling-by-Employing
-the-Weak.pdf
⑶だが米国が世界抹殺の為に仕掛けた時限爆弾＝気候崩壊が切迫、選択肢は二つしかない。
不名誉奴隷から英雄の選択か、結局奴隷身分と同じでの死かの選択、
⒜現状世界と同調して地球絶滅を待つ(再編不成立→今後 1000 年奴隷国決定！！)、
⒝世界先頭で緊急気候戦時体制に入る。これを契機に同調国が続出するはず！！→⑷
⑷：緊急気候戦時体制：別紙参照。
http://www.777true.net/
やらないと 100％確実な絶滅死が待ち受けます。

我 世代 世界 台無

子供

気候

支持

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/15/planet-children-protest-climate-ch
ange-speech

数百万 学生 全球転換 求

街頭 全球的気候

https://www.commondreams.org/news/2019/03/15/global-climate-strike-pictures-millions-st
udents-walk-out-demand-planetary
こればかりは己の無能自覚で心が痛みます。
[５]：緊急気候戦時体制.
この部分は世界配信英語版で論じる予定です。

