
   対策 超無駄     全員 定期 検査 根源解決  .2020/6/17,7/5,7

業務再開 消毒 身体距離確保職場等 掛  時間費用 安       市中通勤通学  

感染    制御    学校企業地域単位     定期全員検査   根源解決 

経済力学 正帰還系 一度落 込  負 連鎖    回避 大型需要創始  

      曲  政府        民間 実行 後日政治要求 費用回収  

 実時間保菌検査法 抗原検査    検査 時間  

昨日    抗原検査機器反応時間   分        時間  誤報道  後者 同  

https://www.bmbio.com/Portals/0/images/news/support/2020_Palm%20PCR%20S1.pdf

  機器 反応時間  分 実際 生産高   件         時間 検出感度  遺伝子

以下   韓国製機器試仕様値 計算 

 抗原検査費用 欠点 精度 低   危険回避策     

  医院     円 高   原価     以下    

https://ishii-naika2014.jp/%E8%87%AA%E8%B2%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%8

8%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%80%81%E6%8A%97%E4%BD%93%E6%A4

%9C%E6%9F%BB%EF%BC%89%E6%96%99%E9%87%91%E4%B8%80%E8%A6%A7

    検査費用 検出感度 数個遺伝子 

武漢全市民     万人 単価 ¥1360/(¥109/$)＝12.5$
上記   機価格    万      人   時間検査数    日使用     円 人

多勢 使       機器価格 限        

試薬単価    円 人 近日安全 唾液採取試薬完成 唾液 方 濃度 高   

Reagent cost～200$?/120samples＝1.7$/people
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100003224

操作人件費         分  時間作業 看護士検査技師日給   万   日 

    万円    人    円 人

 試料作成 感染制御技術 専門家指導 誰  出来     

 感度 高   試料作成時    設置検査室空中浮遊菌 拾    

 陽性者 必 再検査確認 誤診回避   素人筆者見積    大方妥当 数字    

 We Could Win Virus by Testing All Nation People in!! a short Time & Expense.
http://777true.net/We-could-Win-Virus-by-Testing-All-Nation-People-in-a-short-Time-&-Expense.pdf

If we could have tested all 100million nation people by possible times and cost,we could win ! !,

which by at once can determine Negative Healthy People for coming back business,and

Positive Patients for isolating and medical treatment.

 利益相反 

筆者 検査機   等  直接的 利益共有関係          社会改善   

筆者  利益 生    貴殿  同 利益    

https://www.bmbio.com/Portals/0/images/news/support/2020_Palm PCR S1.pdf
https://ishii-naika2014.jp/%E8%87%AA%E8%B2%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%88%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%80%81%E6%8A%97%E4%BD%93%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%89%E6%96%99%E9%87%91%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ishii-naika2014.jp/%E8%87%AA%E8%B2%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%88%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%80%81%E6%8A%97%E4%BD%93%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%89%E6%96%99%E9%87%91%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ishii-naika2014.jp/%E8%87%AA%E8%B2%BB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%88%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%80%81%E6%8A%97%E4%BD%93%E6%A4%9C%E6%9F%BB%EF%BC%89%E6%96%99%E9%87%91%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100003224
http://777true.net/We-could-Win-Virus-by-Testing-All-Nation-People-in-a-short-Time-&-Expense.pdf


    気候変動対策事業発進  

経済力学 正帰還系  一度落 込  負 連鎖    回避 大型需要創始

     世界大爆発背景 気候変動悪化 本格化    現状趨勢       筆頭 

食糧危機    歴史的 食糧暴動 体制破綻    回避       世界恐怖政治化 

陰謀    今回    人造    生物兵器 専門家   誰 沈黙下 承知事実  

 経済問題本格化解決 対米政治挑戦    出来      

現米大統領  陰  世界的    世界大戦 米国有害論勢     世界団結    

 気候変動   手遅        間 快楽時代 生       見解    

   北極   破滅問題   回避法    無論時間猶予      

http://777true.net/Rapid-Launching-Climate-Engineering-could-Save-the-World.pdf

http://777true.net/Blocking-Nares-Strait-Gate-to-Intercept-Methane-Catastrophe.pdf

世界他国 本格実行     以上 自国率先 石油削減政策 生活困窮化 損   

見   大勢利己主義      見解蔓延 敗北主義   既 地獄化 開始   

真相   誰 絶滅 望      誰  本格始動   追随者 多数派   

 世界    曲  支配 確        米 世界    自殺願望    

今後  大修理問題           

 大型需要創始問題 

全国的社会封鎖 前例  時間 経験    過去  連続 断 切 創案宿題 出来    

   絶滅化気候変動原因 既成体制大失敗    失敗修正   大需要   論理   

 利益相反 

気候変動問題打 上  筆者自身業務的  大損害      捻 曲  抵抗勢力  

筆者    問題関与発端 過去 元電総研猪俣修二氏  遭遇     電力創始     

 挑戦   対応回答   正物質     負重力場引力        当時関与 

量子重力力学決論 由来        以後筆者自身 磁場   電界場    挑戦  事  

http://777true.net/Rapid-Launching-Climate-Engineering-could-Save-the-World.pdf
http://777true.net/Blocking-Nares-Strait-Gate-to-Intercept-Methane-Catastrophe.pdf


 悪魔対決  神聖文書 教  

3. Al-i-’Imran http://www.alquran-english.com/3-al-i-imran/

003.175 M.H.SHAKIR: It is only the Shaitan that causes you to fear from his friends,

but do not fear them, and fear Me if you are believers.

The Bible,Ephesians. http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/ephesian.htm

6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers,

against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high

places.6:13Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to

withstand in the evil day, and having done all, to stand.6:14 Stand therefore, having your

loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;6:15 And your feet

shod with the preparation of the gospel of peace;6:16 Above all, taking the shield of faith,

wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

     教 歴史的大弾圧      理由 政治革命献身   天国  道 教  

支配者 恐怖 長崎     天草四郎反乱   典型 

付録  外患罪

第   条 外患誘致 外国 通謀  日本国 対 武力 行使   者  死刑 処   

第   条 外患援助 日本国 対  外国  武力 行使           加担     

軍務 服    他   軍事上 利益 与  者  死刑又 無期若   二年以上 懲役

 処   

第   条 未遂 第八十一条及 第八十二条 罪 未遂  罰   

第  条 外患予備 陰謀 第八十一条又 第八十二条 罪 予備又 陰謀   者  一年以

上十年以下 懲役 処   

http://www.alquran-english.com/3-al-i-imran/
http://www.alquran-english.com/3-al-i-imran/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/ephesian.htm


付録  山中伸弥先生 訂正 願     

国民全員検疫検査   世界   問題 核心部  

誰 感染者  誰 無感染者  不明          社会混乱 世界 席捲   

国民全員検査   即刻根源解決    短時間安価  安全確実  計算 判    

 感染者収容後 医学 医療行政問題 集約    非感染域 経済活動正常化  

 山中伸弥   新型       情報発信

                                                

 月   日 提言 提言 目的 明確   検査体制 強化

検査 国民全員 行    不可能   検査 目的 明確   目的 応  戦略 必要   

 誰  安易肯定    重大検案 筆者自身 計算     不可能 思     

     賞  weden皇室  民主主義 又 階級闘争  目前現実問題  

 民主主義制度 原理優位性

組織命運    指導者選抜    現場実力主義 世襲身分 比較 前者優位 明白 

全国民育成機会平等 保障     背景大基盤 

 反民主主義 現代世界真相 Bilderberg 超富豪 世襲貴族 結社 

西側世界表向   真逆 世界 米             英皇室 超富豪 貴族 世襲支配 

各国    彼  選      僕 本当 頂点支配 達        

   米軍産複合体 彼  体制保守 為  陰謀  暴力装置 

 悪魔実像 高地位者 抱 没落恐怖 階級闘争化恐怖 招来  世界地獄化 

歴史回顧   王侯貴族実態 暴力殺人強盗搾取       人類政治社会的史進歩  

   暴力克服 民主化 階級闘争     孤高 彼  信頼   血縁者   世襲  

→The Bible,Ephesians.

    出現 支配階級 悪魔化 気候変動悪化体制破綻 石油屋

     世界大爆発背景 気候変動悪化 本格化    現状趨勢       筆頭 

食糧危機    歴史的 食糧暴動 体制破綻    回避       世界恐怖政治化 

陰謀    今回    人造    生物兵器 専門家   誰 沈黙下 承知事実  

 現代実業人    階級闘争    生物兵器戦争 

    共 新生活様式   世界廃人文明 現世界超    大衆切捨 路線 打 上  

闘   確  思想信条     命 賭       

    弾 飛 交 戦場  医師 死 隣 合   兵隊  多数病院 赤字化  

報道  聞    感染死亡 医療関係者 国内     整形外科医時代 医学無力  

再生医療技術達成後 医療    商戦等 苦悩 山中先生   見舞 申 上    

https://www.covid19-yamanaka.com/cont6/main.html


付録   日本医師会新執行部発足  要望    出現 見    日本世界政治病根  

中川俊男新会長 不都合事案  積極取 上   声明趣旨    危機真相 日本世界 

支配病根 見  来  危機   可能   好機転換側面 注目 企業技術者 教員大学教授

等 医師 国 知識層     医師 身分制約性 低  政治発信自由度 優位地位    

    出現 世界認識 付録   

 民主主義制度 原理優位性

 反民主主義 現代世界真相 Bilderberg 超富豪 世襲貴族 結社 

 悪魔実像 高地位者 抱 没落恐怖 階級闘争化 招来  世界地獄化 

    出現 支配階級 悪魔化 気候変動悪化体制破綻 石油屋

 全員     検査 

   治療 医学問題      絶縁業務再開 実業界問題 積極関与    得   

全員検査 思 込  反 逆説的 短時間安価安全 最善戦略 

 既 実績 確立  全市民    検査法 

年末中国武漢発症以後 米大企業    退任続出   行 先         言    

       根絶戦略 現在  成功  模様 武漢自身   日 全市民     万検査実施

    一人約     円 国産化  同程度 金額 

 全自動検査器 唾液標本採取 試験簡易化 

        検査費用 検出感度 数個遺伝子 

 全実業界 医師会 同盟 全国民検査政策 一番早 安 安全確実      

現政府 第一波到来  殆 形式的  見  都市封鎖措置   不完全措置  解除後 

残 火再拡大  彼  全員検査根絶策 暗黙承知   決  政策俎上 載    

 経済 国民健康 双方 疲弊必須化路線 安定回復必須事項    根絶策欠落   

 世界政策化 甚大被害恐怖経験 欧米    後世界  日本地位 関  重大懸念  

   生体実験人道犯罪 持 日本医学会 近年東大 米国大学 川岡義裕研究員       

人造    研究 汚名挽回 必死動機 力     世界根絶策 世界展開   

    医学基礎問題 免疫不全性   急速変異    恐   本番事態          

素人筆者観察世界情報傾向      免疫 関  悲観情報 急速変異  中国 仏 

対  免疫不変 前提   米英     開発 非常 熱心 

  新   免疫嫌疑問題 関   製薬業界制約   真相開示

http://www.asyura2.com/20/iryo6/msg/244.html

https://news.yahoo.co.jp/articles/98b49a0e9a7e5ef41e3526455c1d077d7b28033f

http://www.asyura2.com/20/iryo6/msg/244.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/98b49a0e9a7e5ef41e3526455c1d077d7b28033f


    危機出現 見  来 日本世界 悪魔支配  政治病根  

   出現   支配階級 悪魔化 気候変動悪化体制破綻懸念 石油屋 反神支配者  

気候変動 世界同調麻痺便乗 無視    我 失策 致命的   代償      大衆切

捨 世界政策 従来長期放置 不都合 欠陥 直視  経済悪化 気候悪化  困窮体制下

  苦  修理事業展開 具体化  各界技術者参画  解析 設計案      

 気候悪化事態 直面    生  為 必須仕事 増大         経封鎖不況  

題目 固執    正  解決 方向 殺 合  回避  苦境 分  合  生    失  

 筆者個人事案 別紙詳細通知  

筆者 過去 耳鼻科 歯科治療等 医療偽装傷害 被    全件検察不起訴     警察

同様 米国意向 沿   人物 法庇護 医療庇護 除外対象   警察 検察 弁護士法曹

界  医学会 筆者科学真相隠蔽 共謀    世界史的汚点 筆者生前中 善処  法的対

応外  賠償金    出現世界 医学会   今  出来 仕事  点 要望    過去 

        未来向   大局善処  病人      日本 世界 社会歴史的甚大罹患病

 克服 

付録      大洪水  過去 経験    時代突進中 

過去 経験  人      邪魔        恐   時代   過去 経験    

時代対処 論理推論         以下素粒子 単純系   簡単化        

世界 複雑多体系 確率的推計 賭         

 素粒子論完成         僅  原理  全部 出   事 了解願      



黒冗句 

筆者年金 政府給金  大幅 低    筆者 物理学 素粒子論完成      関与以後  名 

  物理学 素粒子 賞者  筆者陳情 誰 味方           皆様 献金 要求      

警察司法 公正捜査裁判    賞者 物理学会 物理学残代支払  要請支援 願     

貯金 尽       停止   

 量子重力 論文不正審査被害事件    万賠償請求 誤審判決

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

拝啓     賞教授 益川敏英殿 及 日本物理学会殿  公開書簡

                          

感染者数隠蔽 厚生行政 物理学真相隠蔽 働 日本物理学界     賞学者  残業代請

求書 転      共通修理工学 提唱

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                

 素粒子論完成         僅  原理  全部 出   事 了解願      

素粒子論 力学理論 古典力学      運動方程式一個    数学高級化  解析力学

  色  運動経路可能性    作用関数時間経過累積値最小 運動方程式 一致    

 作用関数     年間会計 最小出費 目指   常識 経済力学 

 素粒子作用関数 決定原理  量子化 原理 量子力学 算術原理   一般   原

理 力学根源  力 決定原理  内山          重力場 加速度場 等価原理 局所

       不変 一般   変換不変表現  

 座標系 修理 一般曲線座標系 使用    時間座標           形式 使用    

 理論 観測整合性 

 物質進化  原初量子重力       統一力       強 核力  弱 核力  電磁力

 人為模型抜  純   場相転移力学           宇宙創始                

 素粒子質量公式 巨視的近似         万有引力 

  和会計定理   全宇宙物質正      全宇宙重力場負     

    出現 過去類例   財政緊急逼迫化  無用無意味研究出費 犯罪  

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J111--Trial-on-The-Theisis-Yes-or-No.pdf
http://777true.net/JCP.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6


 量子化 原理 量子力学 算術原理     原理   演繹  相当    解説試論 

 高度抽象的 過去 簡単 了解   説明 見 事    

    画像等 認識対象標本 多次元    空間 点   表現   点間距離 近   

対象標本群 類似 判断 量子力学系状態 多次元    空間 認識 数学的 関数 多次

元空間     状態変化 関数 時間   変化 力学     関数 関数  関数 変換  

作用素 微分演算子 積分演算子 掛 算演算子      力学量    

                                                                               

上記右辺 数学自明関係式 正準交換関係 定義     以下 物理   為 

           /          /           /         

   虚数単位   時間        作用次元量 

以下乱暴議論 結論 正解     時間   正準共役変数     /   時間微分演算子   

所 力学原理       相当         演算子           物理次元  正準共役

変数   運動                   

                  

時間変数     限    正準共役変数 演算子  二個        関係   

    Ψ(t)/    Ψ(t)    Ψ(t)/    Ψ(t)

  関係   得     関係       波動方程式 量子化  

Ψ(t) 力学状態時間依存 表 波動関数 

以下 専門家筋 話    一番強調点       式 正準共役変数原理 起源    

  結果以下 通  一般 gauge場 量子化 正準共役変数原理 起源    

       方程式 解表現          経路積分表示    

経路積分表示  確率振幅      変換自由度 寄 過剰値修正         固定結果  

 Faddeev-Popov Ghost場 作用関数 決定   

 Faddeev-Popov一般 gauge場 量子化 

  最小    状態    真空      物質 反物質 双極子場         

Faddeev-Popov Ghost場 物理的実態 物質根源  素粒子 quark 双極子場 

http://www.777true.net/CANONICAL-QUANTIZATION-PRINCIPLE.pdf

http://www.777true.net/General-Gauge-Principle.pdf

http://www.777true.net/CANONICAL-QUANTIZATION-PRINCIPLE.pdf
http://www.777true.net/General-Gauge-Principle.pdf

