
JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

(57)【要約】
【課題】火力原子力発電では発電熱量全部で海水温度を
上昇・中国が１０％成長を続けると百年で千倍を越え集
中豪雨や台風風速が１０～百倍に近付き人類絶滅の危険
が在る。
【解決手段】ＣＯ２排気０燃料費０の理論最良エンジン
空気力太陽光重力加速度発電にして、対向直列全動翼弾
み車タービンを（水＋圧縮空気）×鋼球の重力加速度駆
動にすると、大気圧同速度仕事率を既存蒸気タービンの
１７００×７．８＝約１．３万倍にし、真空中で垂直下
方に重力加速度９．８ｍ／毎秒毎秒加速として、落差を
１０００ｍ等に増大した発電量の増大とし、既存蒸気タ
ービン発電の１０００倍発電量とし、ＣＯ２排気０燃料
費０の空気力太陽光重力加速度発電＋重力加速度発電で
既存世界の発電量の１０倍等とし、非常に安価な空気力
太陽光重力加速度発電蓄電池駆動の、各種自動車類全盛
や各種船舶類全盛や全面電化住宅全盛等誰でも協力容易
にして、地球温暖化防止します。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
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して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
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燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速す
る発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ



(12) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
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衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
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を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
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気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋



(20) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
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縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
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（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
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速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
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電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具
（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締
付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料か
ら選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ
断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付
けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
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クル合体機関。
【請求項２２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を
増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ
）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。



(32) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

【請求項２２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽
光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽
光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
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大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
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クル合体機関。
【請求項２５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
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２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
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面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
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＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
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加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
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る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速



(45) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
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機関。
【請求項３３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
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ル合体機関。
【請求項３４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
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持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
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択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３６６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
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サイクル合体機関。
【請求項３８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
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設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
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（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
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に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
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して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
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陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項５０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項５０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
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た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項５２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項５２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
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ギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項５３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項５３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項５４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項５４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発
電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発
電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項５５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
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に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項５５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項５５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項５５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項５６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
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ル合体機関。
【請求項５６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項５６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項５６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
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（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項５７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項５７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
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る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項５８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項５８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
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）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項５８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項５８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
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２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項５９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項５９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項５９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
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陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項６０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項６０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項６１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
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関。
【請求項６１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項６１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項６１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項６２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
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【請求項６２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項６２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項６２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項６２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項６３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
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部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項６３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項６４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
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エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項６５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項６６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項６６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項６６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項６７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
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空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項６７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項６７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
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（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項６８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
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締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項６８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項６９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項６９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項６９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項６９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項７０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７０９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項７１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項７１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項７１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項７１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項７２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
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陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項７３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
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体機関。
【請求項７３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項７３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７４４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項７４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項７５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項７５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）



(104) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項７６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項７６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項７６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項７６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項７６６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項７６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項７７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項７８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項７８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項７８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項７９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
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Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項７９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項７９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項７９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項７９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項８００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（



(110) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発
電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
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て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項８１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項８１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項８１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項８１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項８２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項８３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
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ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項８３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項８３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項８４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
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方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項８４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
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とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項８５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項８６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項８６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
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ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項８８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項８８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項８８６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項８９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項８９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項８９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９００】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項９０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項９０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項９０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
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（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項９１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項９１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２０】



(127) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項９２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項９２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項９２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
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（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項９２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項９３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
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【請求項９３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項９３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
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気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項９４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項９５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項９５３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項９５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
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圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項９６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
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存サイクル合体機関。
【請求項９６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項９７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
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ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項９７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
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クル合体機関。
【請求項９８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項９８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
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の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項９９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項９９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
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度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項９９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１００５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
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力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１００８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１００９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１０１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１０１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
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吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１０１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１０１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
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２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
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で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１０３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１０３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１０４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１０４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１０４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１０４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１０４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１０４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１０５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速する発電
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１０６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１０６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１０６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
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に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１０７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
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＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした
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各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１０８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１０８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１０９１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１０９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質



(153) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１０９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１１０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
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ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１１１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
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けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１１１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
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速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
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とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１１３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１１３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
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増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１１４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１１４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
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圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１１５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１１５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１１６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１１６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１１６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
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収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１１７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１１７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１１７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１１８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項１１８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１１８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１１８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１１８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
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を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１１９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１１９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
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陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１１９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１１９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１２００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１２０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１２０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１２０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法
とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
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衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１２１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１２１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１２１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１２２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１２２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とし
た各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（



(172) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法と
した各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１２２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方
法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１２３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１２３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
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中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１２４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１２４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
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最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締



(177) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた狙う各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１２６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
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タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１２６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１２７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
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を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１２７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２８２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１２８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１２９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１２９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
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を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１２９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１２９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１２９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
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弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水
量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１３０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
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けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１３１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１３１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１３２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１３２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１３２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
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（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１３２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１３２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大方法とした各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１３２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
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対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１３３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
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動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１３３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１３４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１３４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
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方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１３４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１３４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１３５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１３５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１３６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１３６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１３６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１３６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
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ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１３６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１３６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１３７０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１３７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１３７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１３７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
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空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１３７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１３８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１３８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
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【請求項１３８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１３８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１３８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１３８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１３９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１３９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１３９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
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熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１３９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
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合体機関。
【請求項１４０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１４０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１４０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１４０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４０８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１４０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１４１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１４１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車



(201) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１４２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１４２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
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撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１４４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１４４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１４４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
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車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具
（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１４５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締
付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料か
ら選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１４５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ
断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付
けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１４５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１４６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１４６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１４６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
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縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１４７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１４７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１４７６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１４８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を
増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ
）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽
光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１４８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽
光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１４８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１４９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１４９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１４９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
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断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１４９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
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けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１５０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１５０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１５０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１５０７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１５０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１５１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
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対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１５１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１５１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１５１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
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種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１５２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
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水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１５２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１５３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１５３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１５３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１５３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１５４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
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２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１５４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１５５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最
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大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
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管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１５６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１５６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
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を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１５７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１５７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
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吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１５７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
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上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１５９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１５９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１５９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１５９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１５９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
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存サイクル合体機関。
【請求項１６０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１６０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１６１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１６１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面



(231) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１６１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１６２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１６２１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１６２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１６２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１６２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１６２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１６３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１６３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１６３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
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動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１６３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１６４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１６４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
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併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１６５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
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（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１６５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
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サイクル合体機関。
【請求項１６５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
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【請求項１６６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂



(240) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１６７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
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直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
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み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１６９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
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加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１７１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１７１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１７２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
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料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１７２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１７２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１７２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１７２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１７２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１７３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１７３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１７３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１７３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１７３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１７３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
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けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１７４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１７４４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
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併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１７５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１７５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
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具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１７５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
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吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１７７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１７７７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１７８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１７８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
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材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１７９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
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直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１７９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１７９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１８０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１８０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１８０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
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み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１８１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１８１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１８２２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１８２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
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多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項１８３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１８３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
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太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１８３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１８３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１８４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１８４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１８４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１８４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８４９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１８５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１８５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
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弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１８６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１８６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
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Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１８６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１８６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項１８６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１８７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１８７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１８７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１８７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１８７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
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出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項１８８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１８８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
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電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１８９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１８９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
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【請求項１８９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１８９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１９０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
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量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項１９１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１９１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９１９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１９２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
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（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１９２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
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割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
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多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１９４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１９４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１９４４】



(283) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
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（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項１９５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
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対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１９６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項１９６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１９６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直



(287) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１９７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項１９７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
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ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項１９７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１９８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項１９８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項１９８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
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下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項１９９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
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保存サイクル合体機関。
【請求項１９９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項１９９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項１９９９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２００４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２００９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
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２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２０１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２０１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２０１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２０１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
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吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２０２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２０２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
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存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２０２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
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締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２０３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２０３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
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撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２０４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
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速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２０４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２０４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２０４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２０５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２０５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
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垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ



(303) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

クル合体機関。
【請求項２０６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２０６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を



(305) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
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速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
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ル合体機関。
【請求項２０９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２０９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２０９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２０９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２１０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
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＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
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保存サイクル合体機関。
【請求項２１１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２１１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２３】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
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下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２１４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２１４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
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低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
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（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２１４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２１５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
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度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
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直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２１６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２１６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）



(319) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２１７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
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熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２１７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２１７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２１８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２１８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター



(322) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２１８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２１８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２１８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２１８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
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の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２１８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
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ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２１９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２１９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２１９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２２０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２２０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２２０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
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【請求項２２０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２２０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２２１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２２１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
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狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２２１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
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ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２２１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２２１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
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に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
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ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２２２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２２３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２２３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
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ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２２４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２２４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
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段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２２４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２２５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２２５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
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発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２２５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２２６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２２６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
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器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２２６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２２６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２２６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２２７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル



(337) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

合体機関。
【請求項２２７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２２７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２２８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２２８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２８９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２２９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２２９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項２２９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２２９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２２９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２３００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
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対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２３０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２３１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２３１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２３１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
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断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
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タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２３２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２３４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２３４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２３４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
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面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
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ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２３５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２３６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２３６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面



(353) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２３７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
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角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２３８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２３８８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２３９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２３９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２３９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２３９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２４００】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２４０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２４１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２４１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２４１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２４２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２４２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン



(362) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２４２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
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を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２４３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２４３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２４３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２４３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２４３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２４３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
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保存サイクル合体機関。
【請求項２４４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
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【請求項２４４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２４４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２４４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
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２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２４５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２４５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２４５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
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加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２４６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２４６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２４６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
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エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２４７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
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）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２４７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２４８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
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速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２４８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２４９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
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減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２４９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
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を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２４９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２５０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
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を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２５１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
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直角近傍で維持して発電量増大を狙う対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
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料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２５１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２５２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
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直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
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列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２５３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２５３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２５３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５３９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２５４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２５４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２５４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２５５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２５５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水
量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２５６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２５６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
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速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２５６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２５７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２５７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２５７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２５７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２５７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２５７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや出力増大球
（２Ｅ）を加速タービン駆動する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２５８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２５８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２５８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２５８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
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）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２５８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２５９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
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加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２５９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽光
加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２５９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２５９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２６０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２６０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２６０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２６０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太陽
光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
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【請求項２６１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２６１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２６１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２６２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
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速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２６２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２６２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２６２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２６３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
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【請求項２６３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２６４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２６４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
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車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２６４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２６４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２６４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項２６４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２６５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２６５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
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気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２６５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２６５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
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タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２６６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２６６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２６６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２６６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２６７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２６７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２６７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
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段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２６８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２６８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２６９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２６９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
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ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２６９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２７０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２７０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具
（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２７０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締
付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料か
ら選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２７０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ
断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付
けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２７１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２７１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
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酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２７２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２７２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
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衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２７２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
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２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２７３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
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速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を
増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ
）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽
光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽
光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
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存サイクル合体機関。
【請求項２７４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２７４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２７４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２７４８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２７５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２７５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
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イクル合体機関。
【請求項２７６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２７６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２７６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２７６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
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た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２７６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２７６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２７７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２７７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２７７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
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ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
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ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２７８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２７８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２７８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２７９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
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２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２７９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２７９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２７９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
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する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２８０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２８０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
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エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最
大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２８１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
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電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２８２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
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弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
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合体機関。
【請求項２８２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２８３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
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（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
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翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２８４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２８４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２８４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
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垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
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傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２８５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２８５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２８６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２８６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２８６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２８６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
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設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項２８６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２８７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
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【請求項２８７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項２８７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２８７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２８８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
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減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２８８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
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車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２８８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２８８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２８９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２８９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２８９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２８９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２８９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２９０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２９０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
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５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
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大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。



(439) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

【請求項２９１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
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を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
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直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２９３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項２９４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項２９４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
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加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２９５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２９６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項２９６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
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ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２９６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２９６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２９６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項２９７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項２９７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２９８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂



(449) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２９８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２９８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
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ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項２９８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項２９８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項２９８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
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加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項２９９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項２９９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項２９９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
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関。
【請求項２９９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３００２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３００４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３００７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３００８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３００９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３０１２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３０１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３０２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３０２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３０２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３０２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
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大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３０２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３０３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３０３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３０３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３０４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
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に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３０５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３０５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３０５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３０５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
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【請求項３０５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３０６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３０６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
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ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３０６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３０７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３０７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
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力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
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して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３０８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３０８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３０８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３０８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
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陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３０９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３０９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３０９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３０９９】



(467) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３１０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３１０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３１０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
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速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３１１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３１１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３１２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３１２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３１２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
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の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３１２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３１２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３１３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３１３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３１３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３１３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３１４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３１４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
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各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３１６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３１６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３１６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
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段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３１７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３１７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３１７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３１８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３１８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
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ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３１９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３１９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３１９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３１９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３１９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
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体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３２０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３２１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３２１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
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縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３２１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
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＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３２２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
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燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３２３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
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下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３２３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
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クル合体機関。
【請求項３２３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３２４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３２４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
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Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３２５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
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ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３２６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３２６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
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を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３２６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３２６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３２６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３２７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３２７６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３２７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３２８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３２８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３２９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
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【請求項３２９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３２９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３２９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３３００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
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回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３３１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
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タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３３１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３３１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３１９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３３２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３３２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
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直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３３３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
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クル合体機関。
【請求項３３３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３３４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３３４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３３４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
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２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３３５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
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発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３３６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３３６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３３６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
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低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
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ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３３８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３３８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
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大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３３９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３３９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３３９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４００】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３４０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３４０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３４１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３４１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
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【請求項３４１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３４２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
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ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３４２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３４２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３４２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長



(520) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３４３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
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増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３４３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
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縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３４４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３４４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３４５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
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量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３４５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４５９】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
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弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３４６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
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吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３４７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３４７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
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各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３４７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）



(529) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３４８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３４８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
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低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大



(531) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３４９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３４９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
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車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３５１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３５１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３５１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３５１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３５１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３５１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３５１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
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Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３５２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３５２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
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低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３５３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
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度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３５３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３５４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
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回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３５４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３５４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
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する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３５５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
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段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３５６２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３５６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３５６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
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に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３５７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３５７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
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増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３５７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３５８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３５８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３５８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３５９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
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垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３５９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３５９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３５９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
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電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３６１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
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る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３６１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３６１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
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速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３６２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
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に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３６３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３６３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
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）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３６４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３６４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
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圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
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直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３６５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３６６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
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５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３６６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
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けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３６６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３６６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３６７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３６７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３６７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
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直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３６８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３６８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
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【請求項３６８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３６８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３６９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３６９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動
翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３６９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
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ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３６９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３７００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３７０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３７０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３７０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
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方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３７１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
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加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３７１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タ
ービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３７１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３７２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３７２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３７２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
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）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼
弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３７２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３７３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３７３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
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）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３７４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３７４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
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最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を



(574) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

直角近傍で維持して発電量増大を狙う直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３７５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３７５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３７６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３７６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３７６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた狙う各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
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。
【請求項３７７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３７７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３７７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３７８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３７８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３７９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３７９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
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）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３７９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項３８０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽光加熱器（２）
を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
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ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３８１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
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方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３８２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３８２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３８３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
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増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
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（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３８４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
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ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５６】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３８５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３８５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を
加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３８６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
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方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
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【請求項３８６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３８７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３８７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３８７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３８７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
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【請求項３８８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３８８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３８８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３８８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
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向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３８８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項３８９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３８９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３８９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３８９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具
（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締
付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
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タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料か
ら選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３８９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ
断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）
を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付
けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３９０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３９０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
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を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体
酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３９１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３９１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下



(600) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３９１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項３９２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項３９２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３９２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃
焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を
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増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３９２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ
）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３９２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽
光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料
噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋
重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽
光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
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空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３９３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
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増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
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電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３９４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
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多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた狙う各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
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吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３９６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項３９６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項３９６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
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ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項３９７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
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た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項３９７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
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た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項３９８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
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サイクル合体機関。
【請求項３９８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３９９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項３９９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
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大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項３９９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最
大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項３９９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項３９９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４０００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋複数併設型空気管空気（
２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧
入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン



(614) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４００１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４００２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４００３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４００４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４００５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）で落差１２００ｍ増大＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４００６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４００７】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４００８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４００９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４０１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４０１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
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熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４０１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
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手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４０２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４０２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型等太陽光加熱器
（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４０２６】



(618) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４０２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４０２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４０２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型等太陽光
加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４０３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
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上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４０３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋水面浮
上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４０３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４０３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
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狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱
器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４０４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４０４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）水面浮上型太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４０４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４０４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋水面浮上型太陽光加熱器（
２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４０５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
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熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４０５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４０５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋水面浮上型太陽光加
熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４０５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減
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手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４０６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
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を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４０８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４０８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
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対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大方法とした各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
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【請求項４０９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４０９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４０９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０１】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４１０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４１０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４１０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
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。
【請求項４１１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
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加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４１２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
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８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４１２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４１２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４１２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４１３０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加
熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４１３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
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ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４１３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
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直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４１４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４１４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４１５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４１５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
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加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４１６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４１６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
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対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
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併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４１７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入
燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
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の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４１７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸
素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
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減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４１８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋複数併
設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４１８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
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た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）複数併設型空気管空気（２８
ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４１９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
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加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４１９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）複数
併設型空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４１９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４１９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
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から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋複数併設型空気管空気（２
８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋複数併設型空気管空
気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
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車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４２１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
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車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４２１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４２１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４２１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
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力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４２２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
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レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４２３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
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増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４２３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４２３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４２４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
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Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気
管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４２４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４２４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
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ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４２５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴
射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４２５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
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＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４２６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４２６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４２６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
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翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４２７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４２７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４２７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）等
太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４２７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４２７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）等太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
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量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４２８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４２９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４２９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４２９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４２９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４２９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４２９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４３０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４３０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
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Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４３１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
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ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４３１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
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方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２５】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン



(668) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４３３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４３３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４３３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
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段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４３４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
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ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４３５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４３５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４３５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４３６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４３６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
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大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４３６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４３７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４３７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
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から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
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直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４３８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）を圧縮圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４３８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４３８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
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て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４３８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
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み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４３９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４３９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズと空気管空気
（２８ａ）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４３９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
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損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４３９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４４００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内部
空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
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を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４４０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋空気管空気（２８ａ
）内部空気（２８ａ）熱量の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
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）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液
体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４４１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４４１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧
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縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４４１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱
＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
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設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４４２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４４２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）太
陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
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料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅
を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４４２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２
ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大とし
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４４２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太
陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）太陽光加熱器（２）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃
料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する
＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太
陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４４３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４４３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋長レン
ズ（２ｄ）内空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４４３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４４３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする長レンズ（２ｄ）と空気管空気（２８ａ）＋内
部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４４４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と空
気管空気（２８ａ）＋内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４４５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内空気管
空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４４５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋長レンズ（２ｄ）内
空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
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熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４４５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
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レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４４６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加
熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
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多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４４７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４４７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レン
ズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
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）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４４７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４４７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複
数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４４８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２
ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４４８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
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段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４４８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レン
ズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４４９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４４９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レン
ズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４４９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ
）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮
熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２
Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４４９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同
一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４５０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
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ル合体機関。
【請求項４５０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４５０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４５０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
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垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４５１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選



(699) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４５１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
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下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４５２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４５２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
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速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４５３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４５３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
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直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４５３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４５３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４５３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
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増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４５４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
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方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４５４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４５４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４５５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
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２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４５５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
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を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４５５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（
８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６２】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付
具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から
選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断
面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を
設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付け
た部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４５６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４５６８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧
縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４５７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４５７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４５７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４５７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
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タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４５８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大方法とした各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４５８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
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を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４５９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４５９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４５９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱
ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４５９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
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対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４５９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４５９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４５９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
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ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４６０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（
１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０
Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（
８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
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ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択
製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面か
ら選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設け
た出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部
分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４６１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
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（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４６１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水
（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）
締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０
Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造
長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４６１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選
択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出
力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で
断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
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）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により
圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
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の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４６３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ
）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４６４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
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吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長
レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付
の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ
（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長
レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球
（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長
レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
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ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
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量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４６５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱
量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
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体機関。
【請求項４６５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４６６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４６６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
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る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４６６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
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に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）
に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝
撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方
に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４６７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４６７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４６７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
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（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４６８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４６８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
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設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）
圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４６８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４６９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付
ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
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量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４６９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４６９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズや太陽熱増大
吊橋（２ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮
熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４６９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４６９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４６９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４６９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発
力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
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ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４７０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４７０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を太陽光と直角に近付ける＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気
化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
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加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４７０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水



(734) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４７１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を真空で垂直下方に
吸引加速する構成や方法＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱
器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
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関。
【請求項４７２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４７２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ
（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）
の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
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付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセッ
トで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４７２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数
長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ
（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
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下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ
）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大
として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４７３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に
集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ



(738) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

クル合体機関。
【請求項４７３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気
管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ
（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）
で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４７４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
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を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角
近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ
（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）
と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃
低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に
加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）
で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速
度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４８】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱
回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ
）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２
８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速
する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）
を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋、同一
水量最大発電量を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４７５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４７５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７５４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４７５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて鋼球を垂直下方
に加速する構造や方法＋揚水ポンプ（１Ｈ）増大球上昇装置（２Ｆ）で落差増大＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４７５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４７５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
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保存サイクル合体機関。
【請求項４７６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回
転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４７６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
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【請求項４７６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４７６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４７６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向
に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４７７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減
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手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割
して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存
レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４７７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（
２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空
に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
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翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４７８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする等＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減
手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速
＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４７８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦
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損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８
ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４７８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転
＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直
下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４７８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付
の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）
締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レ
ンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断
面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低



(747) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増
大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱
の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４７９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設け
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４７９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（
２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に
回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加
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垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維
持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水ター
ビン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４７９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４７９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列
全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関
。
【請求項４８００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
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分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４８０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４８０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
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を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４８０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
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けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４８１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４８１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
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陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４８２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４８２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４８２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４８３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
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【請求項４８３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４８３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を
熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
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速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４８４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４８４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ



(756) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４８４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
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【請求項４８４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で
圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４８５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
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量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４８５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１
Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ
）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８
０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製
造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
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下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から
選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた
出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分
で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大し
て発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４８６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセ
ットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４８６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空
気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列
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全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の
各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（
５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加
速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直
角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８
０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具
（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選
択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面
から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
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陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設
けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた
部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８７４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回
収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
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発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レ
ンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の
複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備
した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（
２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レ
ンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱により圧
縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（
２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レ
ンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
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圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の
圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
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【請求項４８８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設
けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４８８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気
（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）
を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追
加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で
維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４８９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
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）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の
幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４８９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（
２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４８９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
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を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大と
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４８９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で
太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８
ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速す
る＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と
太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２
ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レ
ンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向
直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方
法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を
長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水
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タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４９０４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２
ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量
（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を
加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２
ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した
対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼
弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４９０８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９０９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直



(768) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ
）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４９１０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋
衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下
方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４９１１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の
長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締
付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レン
ズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全
動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
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球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面
長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を
加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大
球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の
長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多
段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて
発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・
対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４９１８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９１９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２
８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
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保存サイクル合体機関。
【請求項４９２０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にす
る＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂
直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４９２１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
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吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ
）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低
減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分
割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（
３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを
多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９２９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既
存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４９３０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（
２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射燃焼を可能にする＋衝撃低減手段
（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真
空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を
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狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾
み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネ
ルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４９３４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設
けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆鋼球を垂直
下方に加速する構造や方法＋耐熱材（２Ａ）断熱材（２ｃ）半筒外箱（７７Ｂ）＋太陽熱
増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧
縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
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る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減
手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９３９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集
中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン
・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４９４０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力発生タービン翼を１／１０前後にす
る設備方法＋継手（８０Ａ）で長大とする太陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にす
る＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低
減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加
速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量
増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直
列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機
関。
【請求項４９４１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（
２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
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直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長
レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対
向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）
を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４９４４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（
２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて比重大物質を垂
直下方に加速する構造や方法＋締付具（８０Ｂ）で真空可能にする長レンズ（２ｄ）と太
陽熱増大吊橋（２ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ
）圧縮熱量で気化爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）
を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（
２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対
向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４９４７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセット
で設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タ
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ービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４９４８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９４９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管
空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動
翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆比重大物質
を垂直下方に加速する構造や方法＋全面電化住宅全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２ｂ）を
吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化爆発力
最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度
を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近
傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車
水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４９５１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービ
ン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイ
クル合体機関。
【請求項４９５２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み
車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネル
ギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
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爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼弾み車水タービン・対向
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４９５４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直
列全動翼弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電出力増大球（２Ｅ）を圧縮空気速度で垂
直下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種自動車類全盛にする＋太陽熱増大吊橋（２
ｂ）を吊具で左右上下にする＋空気管空気（２８ａ）内部空気（２８ａ）圧縮熱量で気化
爆発力最大に増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した対向直列全動翼
弾み車水タービン・対向直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで
設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４９５８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を
狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車
ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９５９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空
気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【請求項４９６０】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電燃料費０ＣＯ２排気０で発電量温熱量冷
熱量増大＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を
追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍
で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水ター
ビン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイク
ル合体機関。
【請求項４９６１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締
付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手
段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段
に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
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に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割し
て締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦
損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスター
ビンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材
料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）
を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた
発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９６９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レ
ンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増
大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾
み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて水銀を垂直下方
に加速する構造や方法＋太陽光加熱器（２）を太陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２
Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に
近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う
摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガス
タービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増
大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン
・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合
体機関。
【請求項４９７２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）
をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４９７３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７４】
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　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光
を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列
全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種
エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋太陽光加熱器（２）を太
陽光直角方向に回転＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重
力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光
を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾
み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ
保存サイクル合体機関。
【請求項４９７６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ
）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車
水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存
サイクル合体機関。
【請求項４９７７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締
付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備し
た直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法
の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９７９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付
具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割締付具（８０Ｂ）締付の長レンズ（２ｄ）の幅を増大
して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・
直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体
機関。
【請求項４９８１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レン
ズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ
）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３
）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設け
た発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙
う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガ
スタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋分割して
締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）をセットで設けて発電量増大を狙う摩擦損
失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービ
ンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋分割して締付具（８０Ｂ）締付の複数長レンズ（２ｄ）を
セットで設けて発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水
タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サ
イクル合体機関。
【請求項４９８６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
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部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長
大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービ
ン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル
合体機関。
【請求項４９８７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長
レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９８９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料
から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を
具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発
電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９０】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存材料から選択製造長レンズ（２ｄ）を長大として発電
量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動
翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９１】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ
）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具
備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電
方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９２】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択
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断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失
低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービン
を多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９３】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発
電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全
動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９４】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋既存レン
ズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大
を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９５】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋既存レンズ断面から選択断面長レンズ（２ｄ）で太陽光を
空気管空気（２８ａ）に集中発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全
動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エ
ネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９６】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加
速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ
）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直
列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各
種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９７】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）を熱ポンプ（１Ｇ）で圧縮熱回収＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力
増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断
熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段
（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に
設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９８】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮熱により圧縮熱回収器（２Ｃ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手
段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋
真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大
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を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み
車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項４９９９】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）の圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋衝撃低減手段（２Ｇ
）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近
付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩
擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタ
ービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保存サイクル合体機関。
【請求項５０００】
　理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電タービンを多段に設けて被覆水銀を垂直
下方に加速する構造や方法＋蓄電池駆動各種船舶類全盛にする＋空気管空気（２８ａ）内
部空気（２８ａ）圧縮空気熱量（２８ｂ）で水（５２ｂ）を加熱＋液体酸素圧入燃料噴射
燃焼を可能にする＋衝撃低減手段（２Ｇ）を設けた出力増大球（２Ｅ）を加速する＋重力
加速度を追加垂直下方に加速＋真空に近付けた部分で断熱の長レンズ（２ｄ）と太陽光を
直角近傍で維持して発電量増大を狙う摩擦損失低減手段（３）を具備した直列全動翼弾み
車水タービン・直列全動翼弾み車ガスタービンを多段に設けた発電方法の各種エネルギ保
存サイクル合体機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　地球最大加速が重力加速度で最大熱量が太陽光で理論最良エンジンは、空気力太陽光重
力加速度発電＋重力加速度発電となり、重力加速度発電では１０００ｍ以上等限り無く落
差を増大出力増大して、水銀や鋼球等の比重大物質１ｃ等の出力増大球２Ｅを真空中で垂
直下方に重力加速度加速し、被覆や潤滑油等衝撃低減手段２Ｇを設けた比重大物質１ｃ等
を重力加速度加速の過程で、全動翼弾み車重力タービン８Ｆを駆動重力加速度発電として
、例えば水銀の重力加速度発電にすると大気圧同速度仕事率ｋｇ重ｍ／秒を、既存蒸気タ
ービン発電の１７００×１３．５倍＝２２９５０倍にし、理論的には白金球が１７００×
２１．３＝３６２１０倍で最良ですが、資源量や単価を考えて軸受大量生産中の鋼球の重
力加速度発電にすると、既存蒸気タービン発電の１７００×７．８倍＝約１．３万倍にし
て、消費熱量０タービン以外の設備費０として９．８ｍ／毎秒毎秒の加速とし、既存蒸気
タービン発電の１０００倍発電量を余裕最大で狙う重力加速度発電技術に関する。
【０００２】
　噴射推進やメタンハイドレート回収等熱量を必要とする簡単構成は、空気力太陽光重力
加速度エンジン乃至空気力太陽光重力加速度発電として、太陽光加熱器２や太陽熱増大吊
橋２ｂや夫々を変形の空気管空気２８ａや内部空気２８ａを加熱し、熱ポンプ１Ｇで繰り
返し圧縮熱回収冷却繰り返し６００～１０００度として、最終熱回収冷却の過程で必要に
応じて燃料噴射燃焼や液体酸素圧入燃料噴射燃焼し、過熱蒸気５０温度や水５２ｂ温度を
上昇して、圧縮熱回収器２Ｃの圧縮空気を４０度前後４００ＭＰａ等とし、水５２ｂは１
００～３００度等として水噴射ポンプ６ｚにより４００ＭＰａ噴射等として、水５２ｂを
真空中で垂直下方に重力加速度加速の過程で大量の鋼球等出力増大球２Ｅを加速し、対向
直列全動翼弾み車水タービン又は直列全動翼弾み車水タービンを駆動して、空気力太陽光
重力加速度発電水タービン駆動で、既存蒸気タービン発電の１０００倍発電量を狙うと共
に、圧縮熱回収器２Ｃの過熱蒸気５０温度を４００～５４０度に上昇し、メタンハイドレ
ート回収やオイルサンド回収や永久凍土メタン回収や噴射推進船舶の駆動等、水温熱５２
ｄや過熱蒸気温熱５２ｄとしても各種用途に使用する、空気力太陽光重力加速度発電や空
気力太陽光重力加速度エンジン技術に関する。
【０００３】
　圧縮熱回収器２Ｃの４０度前後４００ＭＰａ等の圧縮空気速度により、大量の鋼球等出
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力増大球２Ｅを垂直下方に重力加速度加速し、対向直列全動翼弾み車ガスタービン又は直
列全動翼弾み車ガスタービンを駆動して、既存蒸気タービン発電の１０００倍発電量を狙
い、排気空気温度を絶対０度に近付ける過程で液体窒素や液体酸素でも回転出力を発生し
、排気後は圧縮熱で水５２ｂや過熱蒸気５０を加熱した熱量に近い膨大な冷熱５２ｅを回
収して、例えば非常に安価な氷大量生産都市部を氷冷却して冷夏都市に逆転する等各種用
途に使用し、残りの冷熱は海水冷却の過程で海底に窒素や酸素等と共に各種栄養分を供給
して、植物プランクトンや海藻類等を大増殖し、食物連鎖により魚類等を大増殖して、既
存火力原子力発電が海面温度を７度上昇し、冬場に海面を冷却海底に栄養分を供給する自
然現象を不可能として、テレビ報道でも日本近海の海藻類や魚類が絶滅に近付いており、
海底に酸素や窒素の冷熱を供給する過程でＣＯ２等の栄養分も同時に供給し、食物連鎖で
海藻類や魚類激減を逆転する各種空気力発電技術に関する。
【背景技術】
【０００４】
　後追いエンジン発明阻止のため、高校や大学で理論最良エンジンと徹底的に騙しており
、小学校理科に戻って理論最良エンジンを考えると、出力や仕事率の単位がｋｇ重ｍ／秒
等重量×速度のため、重い物質を高速度にして回転出力発生が理論最良エンジンです。回
転出力発生で充分な頃発明の火力原子力発電海面温度７度上昇を１００年続けると、ＣＯ
２排出量や海水表面温度７度上昇海域が１０％成長で１０００倍を超えるため、旱魃や豪
雨や風速を１０倍の３００ｍ／秒台風や季節風として南極の氷を０に近付け、陸と海の食
糧が０に近付き、人類が絶滅する背景があります。火力原子力発電では海面温度７度上昇
は環境に影響皆無と騙しており、日本近海の海藻類や魚類が絶滅に近付くテレビ報道が実
際です。ＩＰＣＣ北極予測も７度上昇がコンピュータ計算外のため、衛星去年観測北極海
海氷面積がＩＰＣＣ予測４０年後に近い状態で観測された報道があり、ＩＰＣＣ予測全部
を大誤報と考えるのが良く、平均的に１度温度上昇しても異状気象は困難で、９０％前後
が海面温度７度上昇と考えると、１００年前後で海面温度２～３回上昇１４～２１度上昇
海域が出現し、南極の氷が０に近付き、海面上昇が７７ｍに近付く背景があります。
【０００５】
　出力や仕事率の単位がｋｇ重ｍ／秒等重量×速度のため、重い物質を重力加速度加速に
して回転出力を発生するのが理論最良エンジンですが、考えた痕跡が皆無という背景があ
ります。そこで空気力太陽光発電として、水の気化爆発力タービン駆動にすると消費熱量
を既存蒸気タービンの１／５３９にし、大気圧同速度同熱量仕事率ｋｇ重ｍ／秒を５３９
×１７００倍＝約９１万倍にし、水銀の気化爆発力タービン駆動にすると、大気圧同速度
同熱量仕事率が９１万倍×１３．５×２８／１３．５＝２５４８万倍になり、白金球や水
銀や鋼球等比重大物質を垂直下方に重力加速度加速にすると、低速で落差を増大する入力
より重力加速度加速だけでも出力発生は大幅に増大し、タービンの大型化多数化＋落差を
１０００ｍ以上に増大限り無く出力を増大できる背景があります。地球での最大加速が重
力加速度で最大熱源が太陽光であり、重力加速度源も熱源も無限大に近く、ＣＯ２排気０
や燃料費０の理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電として、無限大に近い発電量
とし、重力加速度発電＋太陽光発電蓄電池駆動や電気駆動の、各種自動車類全盛や各種船
舶類全盛や全面電化住宅全盛等、極端に安価な電気駆動が得られる背景があります。
【０００６】
　昭和１７～１８年に理論最良エンジンの発明を決意実際は改良から始め、昭和３８年岡
山地方発明センターの請負で試作を開始して、自分でも試作を続けましたがエンジンの試
作は非常に困難です。そこで昭和５７年２月より国内大企業等多数にご協力のお願い始め
ましたが、日本企業等の協力が皆無で、外国唯一お願いしたクリントン大統領の協力がお
願いの都度３年３回得られ、１９９２年米国特許５１３３３０５号、１９９３年米国特許
５２３０３０７号、１９９５年米国特許５４２９０７８号の駄目発明が判明したのです。
既存のエンジンに致命的な欠点が非常に多く一発発明不可能が判明し、急がば回れと１９
９７年ホームページを開設して欠点を１つづつ改良特許出願して、２００６年理論最良エ
ンジン近くに到達したものです。
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【特許文献１】米国特許第６１１９６５０号、中国特許第８８１８号、ＥＵ英国特許９０
２１７５号、米国特許第６２６３６６４号があり、上記多数の背景技術を改良や、下記特
許文献２も理論最良エンジン発明の過程の発明です。
【特許文献２】先の出願として特願２００７－１７９２０４号、特願２００７－２２１９
７０号、特願２００７－２３７３６７号、特願２００７－２５０３４８号、特願２００７
－２６５１１５号、特願２００８－６６１２号、特願２００８－２２２４６号、特願２０
０８－２４６５６号、特願２００８－２８５８２号、特願２００８－３０１６２号、特願
２００８－９４４５２号、特願２００８－９９８７０号、特願２００８－１２５６６５号
、特願２００８－１３４０４６号、特願２００８－１３７６２９号、特願２００８－１５
７５５６号、特願２００８－１５８８３０号、特願２００８－１６２８４２号、特願２０
０８－１６４１１１号、特願２００８－１６６９０７号、特願２００８－１６９９７９号
、特願２００８－１７３０４６号、特願２００８－１７４２３１号、特願２００８－１７
８７００号、特願２００８－１７９８７２号、特願２００８－１８１０５２号、特願２０
０８－１８２３２５号、特願２００８－１８６７９５号、特願２００８－１８８１６５号
があります。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　既存世界の火力原子力発電所では、ＣＯ２増大地球温暖化加速や海水表面温度摂氏７度
上昇海域を１００年で１０００倍等とし、冬場に海面冷却海底に栄養分を供給していた自
然現象を不可能として、植物プランクトンや海草類やサンゴ等を激減、食物連鎖により魚
類の食糧激減魚類を大幅に激減人類の海中食物を限り無く減少し、旱魃や集中豪雨や台風
や季節風を１０倍等に増大して、例えば台風や季節風を３００ｍ／秒等として陸上での食
糧生産も加速度的に困難とし、人類絶滅の危険を増大のため、理論最良エンジン空気力太
陽光重力加速度発電により既存世界の１０００倍発電量として、既存世界の火力原子力発
電所を全廃し、空気力太陽光重力加速度発電蓄電池駆動各種自動車類全盛や、蓄電池駆動
各種船舶類全盛や全面電化住宅全盛にし、ＣＯ２排気０燃料費０で人類絶滅を先送りする
最大の課題が在ります。
【発明の効果】
【０００８】
　ＣＯ２排気０燃料費０の理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電により、例えば
鋼球の重力加速度発電にすることで、大気圧同速度仕事率ｋｇ重ｍ／秒を既存蒸気タービ
ンの１．３万倍にして、既存世界の発電量の１０倍発電量を超えて、空気力太陽光重力加
速度発電蓄電池駆動各種自動車類全盛や、蓄電池駆動各種船舶類全盛や全面電化住宅全盛
にし、既存世界の火力原子力発電所全廃ＣＯ２排気０にして、地球温暖化を防止し、海面
７度上昇海域を０にして、人類絶滅を先送りする効果があります。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　発明の実施の形態や実施例を、図面を参照して説明するが、実施形態や実施例と既説明
とその構成が略同じ部分には、同一の名称又は符号を付して、重複説明はできるだけ省略
し、特徴的な部分や説明不足部分は、順次追加重複説明する。又非常に難解な脳内理論最
良エンジン発明のためと、意図する所及び予想を具体的に明快に説明するため、アイディ
アを仮説数字で説明するが、正解は実験数字として理論最良エンジンの仮説数字に限定し
ません。最良と思われるアイディアを多数の用途で重複説明し、用途に合せてアイディア
を選択使用して、請求項では多用途に合せて選択使用するため千変万化します。
【実施例１】
【００１０】
　図１の対向直列全動翼弾み車重力タービン８Ｋは、対向に全動翼弾み車重力タービン８
Ｆ８Ｆを夫々対向直列垂直に限り無く多段に設けて、出力増大手段２Ｄを開放出力増大球
Ｅの鋼球等比重大物質１ｃを落下し、空気抽出器５１で真空にして、鋼球等比重大物質１
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ｃの出力増大球２Ｅ＋真空中で重力加速度９．８ｍ／毎秒毎秒の加速を、落差増大で出力
増大効率良く利用し、選択したタービン翼断面４Ｘのタービン翼８ｃ及び側板８ｄの、全
動翼弾み車重力タービン８Ｆ径や加速距離を選択して回転数を１万回転以下に低減して、
タービン翼８ｃに作用させる鋼球重量を、既存蒸気タービンの１．３万倍から１０～１０
００倍に低減するため、軸方向長は１００～５００ｍ等として多数に分割します。
【００１１】
　両側に発電機や空気圧縮機の熱ポンプ１Ｇを駆動可能に具備して、タービン外箱７７ａ
内に最適間隔で具備し、磁気摩擦動機装置５５・５５等により同期して、対向無接触に適
宜に接近又は噛合せて噴射質量に合せた強度大きさ間隔で多数設けて、タービン翼８ｃ８
ｃを夫々の円筒胴８ｅ８ｅの外周軸方向半径方向に用途出力に合せて延長拡大し、出力発
生タービン翼８ｃを１／１０前後にし、対向直列や直列の全動翼弾み車重力タービン８Ｆ
タービン翼８ｃや出力増大球２Ｅに、被覆や潤滑油等の衝撃低減手段２Ｇを設けて衝撃を
低減して、例えば鋼球を潤滑油や不燃液体と共に噴射して転がり接触の回転出力発生にし
、落差１０００ｍ等に可能な限り増大燃料費０ＣＯ２排気０設備費最少として、既存蒸気
タービン発電の１０００倍発電量を狙います。
【実施例２】
【００１２】
　図２の直列全動翼弾み車重力タービン８Ｌは、全動翼弾み車重力タービン８Ｆを外箱垂
直部９４Ａと平行垂直に限り無く多段に設けて、出力増大手段２Ｄを開放出力増大球Ｅの
鋼球等比重大物質１ｃを落下して、空気抽出器５１で真空にして重力加速度９．８ｍ／毎
秒毎秒加速落差増大で出力増大し、選択したタービン翼断面４Ｘのタービン翼８ｃ及び測
板８ｄの、全動翼弾み車重力タービン８Ｆ径を大径等として高速の回転数を１万回転等に
低減して、タービン翼８ｃに作用させる鋼球重量を、既存蒸気タービンの１．３万倍大気
圧同速度仕事率から５～５００倍に低減するため、軸方向長は２００～１０００ｍ等とし
て多数に分割します。
【００１３】
　両側に発電機や空気圧縮機の熱ポンプ１Ｇを駆動可能に具備して、タービン外箱７７ａ
内に最適間隔で具備して最適間隔で設けて、噴射質量に合せた強度大きさ間隔で多数設け
て、タービン翼８ｃを円筒胴８ｅの外周軸方向半径方向に用途出力に合せて延長拡大して
、出力発生タービン翼８ｃを１／１０前後にし、全動翼弾み車重力タービン８Ｆタービン
翼８ｃに衝撃低減手段２Ｇを設けて衝撃を低減して、転がり接触の回転出力発生にし、落
差１０００ｍ等に可能な限り増大燃料費０ＣＯ２排気０設備費最少として、既存蒸気ター
ビン発電の１０００倍発電量を狙います。
【実施例３】
【００１４】
　図３の図１図２側面図対向直列全動翼弾み車重力タービン８Ｋ乃至、直列全動翼弾み車
重力タービン８Ｌは、全動翼弾み車重力タービン８Ｆを平行水平垂直に限り無く多段に設
けて、出力増大手段２Ｄを開放出力増大球Ｅの鋼球等比重大物質１ｃを落下して真空中で
重力加速度９．８ｍ／毎秒毎秒を効率良く利用し、選択したタービン翼断面４Ｘの図１図
２タービン翼８ｃ及び測板８ｄの、全動翼弾み車重力タービン８Ｆ径を１０ｍ近い大径と
して、回転数を３千～１万回転等に低減し、対向直列ではタービン翼８ｃに作用させる鋼
球重量を、既存蒸気タービンの１０～１０００倍等に増大して、軸方向長は１００～５０
０ｍ等長大として多数に分割し、両側に発電機１や熱ポンプ１Ｇ等を具備して、タービン
外箱７７ａ内に最適間隔で具備し、噴射質量に合せた強度大きさ間隔で多数設けて、ター
ビン翼８ｃを円筒胴８ｅの外周軸方向半径方向に用途出力に合せて延長拡大し、全動翼弾
み車重力タービン８Ｆタービン翼８ｃに衝撃低減手段２Ｇを設けて衝撃を低減して、転が
り接触の回転出力発生にし、落差１０００ｍ以上等に増大します。
【実施例４】
【００１５】
　図４噴射推進船舶駆動等熱量を必要とする用途では、図５図６の太陽光加熱器２や太陽
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熱増大吊橋２ｂを翼形にして水上を音速以下で安定飛行にし、夫々の空気管空気２８ａや
内部空気２８ａを熱ポンプ１Ｇで吸入複数回圧縮熱回収して、最終圧縮熱回収冷却の過程
で必要に応じて液体酸素の圧入燃料噴射燃焼熱交換冷却燃焼し、限り無く高圧燃焼熱交換
冷却燃焼して、４００～５４０度４００ＭＰａ等過熱蒸気５０＋１５０度４００ＭＰａ等
圧縮空気２８ａに分割保存使用とし、出力増大手段２Ｄ過熱蒸気制御弁２５を開放、５４
０度４００ＭＰａ等過熱蒸気５０爆発速度により出力増大球２Ｅを加速して、対向直列全
動翼弾み車タービン８Ｋの全動翼弾み車水タービン８ｂを駆動し、合体機関燃焼部を駆動
して噴射推進船舶駆動の場合は、１５０度４００ＭＰａ等の圧縮空気を燃焼器に供給燃料
噴射燃焼して、温度上昇の過程で外周４００度等の過熱蒸気５０を過熱して夫々最良噴射
とし、空気吸引噴射では既存船舶の２０倍速度狙いにします。
【００１６】
　図４メタンハイドレート回収等温熱と冷熱を必要とする発電では、図５図６の太陽光加
熱器２や太陽熱増大吊橋２ｂの、空気管空気２８ａや内部空気２８ａを熱ポンプ１Ｇで吸
入複数回圧縮熱回収して、最終圧縮熱回収冷却の過程で液体酸素の圧入燃料噴射燃焼熱交
換冷却燃焼し、限り無く高圧燃焼熱交換冷却燃焼して、１００～３００度２４ＭＰａ等高
温水５２ｂ＋４０度４００ＭＰａ等圧縮空気２８ａに分割保存使用とし、出力増大手段２
Ｄ２Ｄ圧縮空気制御弁２４Ａ高温水制御弁２５Ｂを開放、４０度２４ＭＰａ等高温水５２
ｂを水噴射ポンプ１Ｇで４００ＭＰａ噴射として、その水速度と重力加速度と真空により
出力増大球２Ｅを加速し、４０度４００ＭＰａ等圧縮空気２８ａ膨張速度と重力加速度に
より出力増大球２Ｅを加速して、対向直列全動翼弾み車タービン８Ｋの全動翼弾み車水タ
ービン８ｂ＋全動翼弾み車ガスタービン８ａを駆動し、既存蒸気タービンの１０００倍発
電量狙いにして、１００～３００度等の高温水５２ｂをメタンハイドレートに注入メタン
を回収し、全動翼弾み車ガスタービン８ａ排気温度を絶対０度に近付け、膨大な冷熱を回
収してメタンを冷却液化して、安価氷の大量生産として都市部を氷冷却冷夏都市にする等
、各種用途に使用します。
【実施例５】
【００１７】
　図５の太陽光加熱器２は各種水面を利用して、発泡プラスチック等の断熱材２ｃを半筒
外箱７７Ｂで囲って半円等の長大な筒を設けて、その中に耐熱材２Ａを設けて空気管空気
２８ａを既存の熱吸収材２Ｂ含めて具備し、上部に複数等の幅広長大な長レンズ２ｄを継
手８０Ａ＋締付具８０Ｂで密封真空断熱可能に設けて、長手方向には継手８０Ａで無限延
長可能に、１８０度方向転換の場合は管端をＵ型管５２Ａで接続太陽光に直角維持回転す
る装置を設ける等とし、既存技術で真空等として断熱して太陽光を複数併設含む空気管空
気２８ａに集中して、長レンズ２ｄの幅や長さ増大で空気２８ａ温度を急速上昇し、１日
で３日分温度上昇する等として、既存のレンズ断面全部を選択使用可能とし、選択したレ
ンズ断面を直線状に延長して太陽光を直線状に集光して、レンズ材質全部を選択使用可能
とし、半円長大筒状等の太陽光加熱器２を水上非常に僅少な動力で太陽光と直角方向に回
転して、限り無く大量の空気管空気２８ａを燃料費０ＣＯ２排気０で高温として、内部空
気２８ａ＋複数併設型を含む空気管空気２８ａは、熱ポンプ１Ｇで吸入複数回圧縮熱回収
冷却複数回６００～１０００度等として、図６圧縮熱回収器２Ｃで水５２ａを水温熱５２
ｄや過熱蒸気５０にします。
【実施例６】
【００１８】
　図６の太陽熱増大吊橋２ｂ実施例５長レンズ２ｄは、前記と略同様に構成して複数を更
に幅方向に締付具８０Ｂで締付密封し、太陽光と直角に設けて吊具左２ｆ吊具右２ｇの最
上部で左右を上下に移動して、太陽熱増大吊橋２ｂを太陽光の移動方向に合せて傾斜太陽
光との直角受光とし、複数の空気管空気２８ａに複数の長レンズ２ｄをセットで設けて、
加熱温度に合せた長レンズ２ｄの幅で複数具備して断熱や焦点距離の短縮を可能にし、太
陽熱増大吊橋２ｂを発泡プラスチック等の断熱材２ｃで構成保温して、落差を３００～１
０００ｍに増大の過程で複数の空気管空気２８ａ温度を高温とし、内部空気２８ａ＋空気



(788) JP 2009-209921 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

管空気２８ａは、熱ポンプ１Ｇで吸入複数回圧縮熱回収冷却複数回６００～１０００度等
として、図６圧縮熱回収器２Ｃで水５２ａを水温熱５２ｄや過熱蒸気５０にし、５４０度
４００ＭＰａ等の過熱蒸気５０速度＋重力加速度＋真空で出力増大球２Ｅを加速して、対
向直列全動翼弾み車タービン８Ｋ乃至直列全動翼弾み車タービン８Ｌを駆動し、空気力太
陽光重力加速度発電として、空気力太陽光重力加速度発電蓄電池駆動の、各種自動車類全
盛や各種船舶類全盛や全面電化住宅全盛にします。
【００１９】
　図６先の出願水熱交換器２Ｙの酸素量増大手段１Ｂ＋燃料噴射弁７を使用し、圧縮熱回
収器２Ｃとしても使用して、最終圧縮熱回収冷却の過程で液体酸素の圧入燃料噴射燃焼熱
交換冷却燃焼し、限り無く高圧燃焼熱交換冷却燃焼して、１００～３００度２４ＭＰａ等
高温水５２ｂ＋４０度４００ＭＰａ等圧縮空気２８ａに分割保存使用とし、１００～３０
０度２４ＭＰａ高温水５２ｂは図４タービン駆動の他に水温熱５２ｄとして、メタンハイ
ドレートに注入メタンを回収する等各種用途に使用し、業務用や家庭用の各種温水設備機
器類や各種蒸留水製造設備類や各種温室類や各種暖房設備機器類や各種調理設備機器類や
各種洗濯乾燥機類や各種食器洗い機類等を製造販売します。４０度４００ＭＰａ圧縮空気
２８ａ図４全動翼弾み車ガスタービン回転出力発生排気の過程で、絶対０度に近付く膨大
な排気を圧縮空気冷熱５２ｅとし、アルコール冷熱５２ｅや氷冷熱５２ｅとして熱交換貯
蔵して、業務用や家庭用の各種冷凍設備機器類や各種冷蔵設備機器類や各種冷房設備機器
類や各種製氷設備機器類や各種温熱冷熱配管ビル類等を製造販売運用し、安価氷の行列等
で都市部を丸ごと冷却して、ヒートアイランド現象を逆転して冷夏都市にします。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
　ＣＯ２排気０燃料費０の理論最良エンジン空気力太陽光重力加速度発電により、既存世
界発電量の１０倍発電量とし、非常に安価な空気力太陽光重力加速度発電蓄電池駆動や電
気使用の、各種自動車類全盛や各種船舶類全盛や全面電化住宅全盛等にして、安価膨大な
温熱利用によりメタンハイドレートやオイルサンドから燃料等を回収し、安価膨大な冷熱
利用により都市部を氷冷却冷夏都市にして、地球温暖化防止する可能性があります。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】対向直列全動翼弾み車水タービン８Ｋ重力加速度利用の断面図（実施例１）
【図２】直列全動翼弾み車水タービン８Ｌで重力加速度利用の断面図（実施例２）
【図３】直列全動翼弾み車水タービン８Ｋ８Ｌ＋発電機の説明図（実施例３）
【図４】直列全動翼弾み車ガスタービン８Ｋ８Ｌ＋発電機の説明図（実施例４）
【図５】太陽光加熱器２の説明図（実施例５）
【図６】太陽熱増大吊橋２ｂ＋圧縮熱回収器２Ｃの説明図（実施例６）
【符号の説明】
【００２２】
　１：発電機、　１Ａ：水銀排気検査室、　１Ｂ：酸素量増大手段、　１Ｃ：アルコール
冷熱、　１Ｆ：水ポンプ、　１Ｇ：熱ポンプ、　１Ｈ：揚水ポンプ、　１ｃ：比重大物質
、　２：太陽光加熱器（水面浮上長レンズ複数段で太陽光追跡）　２ａ：復水器、　２ｂ
：太陽熱増大吊橋（吊具左右を上下して長レンズ複数段で太陽光追跡）　２ｃ：断熱材、
　２ｄ：長レンズ、　２ｅ：水面、　２ｆ：吊具左、　２ｇ：吊具右、　２Ａ：耐熱材、
　２Ｂ：熱吸収材、　２Ｃ：圧縮熱回収器、　２Ｄ：出力増大手段、　２Ｅ：出力増大球
、　２Ｆ：増大球上昇装置、　２Ｇ：衝撃低減手段、　２Ｈ：冷熱復水器、　２Ｙ：水熱
交換器、　３：摩擦損失低減手段（撥水作用や加熱高温手段等で摩擦損失を低減）　３Ａ
：撥水作用（水との摩擦損失低減手段）　３Ｂ：加熱高温手段（電気抵抗や電磁加熱等既
存技術で高温にする）　３Ｃ：冷熱回収手段、　３Ｇ：撥水作用（水銀との摩擦損失低減
手段）　４Ａ：タービン翼断面（既存断面）　４Ｂ：タービン翼断面（出力面湾曲少断面
）　４Ｃ：タービン翼断面（出力面直線断面）　４Ｄ：タービン翼断面（出力反対面直線
断面）　４Ｅ：タービン翼断面（出力反対面湾曲少断面）　４Ｆ：タービン翼断面（既存
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の反対断面）　４Ｘ：タービン翼断面（４Ａ～４Ｆより選択断面）　５Ｃ：空気排気室、
　６：ノズル、　６ａ：ノズル噴射部、　６ｂ：ノズル噴射部、　６ｄ：ノズル噴射部、
　６ｚ：水噴射ポンプ、　６Ｆ：圧縮空気噴射ノズル、　７：燃料噴射弁、　８ａ：全動
翼弾み車ガスタービン（全動翼ガスタービン）、　８ｂ：全動翼弾み車水タービン（全動
翼水タービン）、　８ｃ：タービン翼、　８ｄ：側板、　８ｅ：円筒胴、　８Ｅ：全動翼
弾み車水銀タービン（全動翼水銀タービン）８Ｆ：全動翼弾み車重力タービン、　８Ｋ：
対向直列全動翼弾み車タービン（対向直列全動翼弾み車水銀タービン対向直列全動翼弾み
車水タービン対向直列全動翼弾み車ガスタービン対向直列全動翼弾み車重力タービン）、
　８Ｌ：直列全動翼弾み車タービン（直列全動翼弾み車水銀タービン直列全動翼弾み車水
タービン直列全動翼弾み車ガスタービン直列全動翼弾み車重力タービン）、　１１Ａ：隔
壁、　１１Ｂ：水室　１１Ｃ：空気室、　２４Ａ：圧縮空気制御弁、　２５：過熱蒸気制
御弁、　２５Ｂ：高温水制御弁、　２８ａ：空気、　２８ａ：内部空気、　２８ａ：空気
管空気、　２８ｂ：圧縮空気熱量、　４９：燃焼ガス、　４９Ｂ：煙突燃焼ガス熱量、　
４９Ｃ：工場使用熱量、　５０：過熱蒸気、　５１：空気抽出器、　５２ａ：水、　５２
ｂ：水（太陽光で温度が変る水）　５２ｂ：高温水、　５２ｄ：温熱、　５２ｄ：水温熱
、　５２ｄ：過熱蒸気温熱、　５２ｅ：冷熱、　５２ｅ：水冷熱、　５２ｅ：圧縮空気冷
熱、　５２ｅ：アルコール冷熱、　５２ｅ：氷冷熱、　７７Ｂ：半筒外箱、　７７ａ：タ
ービン外箱、　８０Ａ：継手、　８０Ｂ：締付具、　８１：支軸、　８１ａ：支点、　９
４Ａ：外箱垂直部、　９５：高温水溜、　９５ｂ：圧縮空気溜、　１０３：冷熱回収器、

【図１】
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【図３】
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【図５】
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