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[0]:破滅を直に見るまで制動が効かない危険なシナルキ-型の日本人とドイツ(系米)人。

⑴個人に全く政府が介入しない極限を無政府主義(アナ-キ)、逆にミツバチの如く全員

が一権力に統率された極限を全体主義(シナルキ-)。ミツバチを例えるは戦前全体主義の

近衛文麿とドイツ発祥の秘密結社スカル＆ボンズ思想(後述)にも見られる共通点、

⑵現代世界先進国や自由主義(経済)と云われるが、米国-日本背景には表面とは逆さまの

隠れ全体主義支配(秘密)が厳然とある。本報告はこの徹底解析と脱却法の提案である。

⑶米国は WASP(ホワイトアングロサクソンプロテスタント)支配の国とよく言われる。だが

筆者は違うと判断、米国筆頭はドイツ系,典型は米国総資産の大半を占有すると言う

ロックフェラ一族支配、9/11 事件で大問題になったブッシュ一族はドイツ系。最も

典型は敗戦ナチス幹部人材を密輸(ペ-パクリップ作戦)して戦後創立された CIA、戦後

中南米-日本の右翼政権背後にて「全ての利益を米国へ」で徹底秘密謀議で活動した。

現代米国ではエ-ル大、日本では東大(法学部)OB がその中心にあると云われる。

⑷"唯我独尊～暴力謀議と破滅指向の必然性"：

第二次大戦では民主主義連合国勝利、全体主義ドイツ.日本敗北、その差異の言及一つで

単純決定的な事は「後者では統帥者意向トップダウン系で、誤り修正能力を持たない事」

に起因した。そも前者と後者の生産能力を勘定すれば事前からして勝利は見えてた。全体

主義統率者{昭和天皇,ヒトラー}意向だけが重視され、周囲参謀は強権意向従順ロボットで

破滅。この事情は今まさに現代にも言えるのだ。何と広島長崎原爆では天皇意向が働いた。

http://alternativereport1.seesaa.net/article/125827910.html

一度権力を手にすると、トコトン己の利益追求のみ徹底して,他者(全体調和)を省みない。

逆に隠れて全体統率を陰謀する。これは日本と彼らの反民主主義での共通点である。

要するにやり過ぎ(過剰適応)で制動が効かず、自分墓穴を掘る破綻が最後に待つのが特徴。

戦前天皇日本とヒトラ-ドイツは共通の"唯我独尊"の独裁全体主義で破滅でも共通！！、

反神と人類命運(ナチス(米国)人は第三次大戦も敗北！！！). ,09/8/16,18

なぜこの様な世界になってしまったか？、原因を知らずして対処が適うとは思われない。

当初は想定内になかった気候急変動破滅、だが徹底して築いた体制護持でブレーキが効か

ない！、地位没落よりも全人類道ずれ自殺！。日本と米国よ目覚めよ！、 己の狂気支配に！、

http://alternativereport1.seesaa.net/article/125827910.html


⑸1990 年の日本不動産投機破滅、2007~2008 の米不動産投機破滅は全く過剰適応の破滅、

1995年オ-ム真理教テロ、2001/9/11ＮＹ双子塔テロも裏政府自作自演テロでも共通.

唯我独尊系は必ず{論理整合派-宗教派-民主派}とは相いれず、必ずテロ恐喝謀議暴力

と一対であり、しかも全体検証抜きでの夢想謀議で破滅する。無理を強引に押し付ける

のだから当然の話になる。{論理整合派-宗教派-民主派}は団結闘争せねばならない。

[1]:ナチスドイツ敗戦とナチス再生第四米帝国の背景にある陰謀支配肥大の歴史事情。

⑴ドイツ敗戦(1945)の表と裏：

日本が敗戦する事で、その無謀と残虐非道等が明るみになり、多数日本人は懺悔につい

たと同様にドイツも同様と思われる(特にアウシュビッツユダヤ人 600 万人ガス室虐殺は

世界を震撼)。ファシズを後悔し、権威を否定する教室とか教育でも民主化が促進された

と聞く。だが表とは裏腹に敗戦にも懲りずにナチス敗残悔し,ユダヤ憎しに懲り固まった

一勢力が世界復讐へ秘密再結合した節がある。もはやそれは連合国管理二分化ドイツ

本国では表立ってできる事でない.然るにブッシュ一族も絡むペ-パクリップ(癌転移)

作戦こそがナチス再生核になった。ナチス重要幹部-軍事技術者多数が米移住した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83

%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%A6

そもそもナチス成立を資金裏支援したのはウォール街とブッシュ家であったと言う⑵⑶。

その驚くべきシナルキ-思想背景はスカル＆ボンズで後述する。

⑵アイゼンハワー大統領の1961 年退任演説(軍産複合体ファシズム台頭の懸念警告).

アイクはドイツ系、米体制風刺漫画シンプソン家族のモデル。戦時中,欧州ナチス暴虐

制圧司令官、戦後又しても同じ血を引くドイツ系米人がナチス再生、彼の懸念は的中。

http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/kb/EisenhowerAddress.Html

上記一文だけで見事にわれ等の共通敵の本質を見事に射抜いています。終戦 1945 年から

1961 年まで僅かに 15 年である。ここに米国にてのナチス再生こそがこの証言である。

⑶ケネデイ暗殺(1963)と真犯人隠蔽で判るCIA-軍産複合体(MIC)の米支配の立証。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%83%87%E3%82%A3%E5%A4%A7%E7%B5

%B1%E9%A0%98%E6%9A%97%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

ケネデイは軍産 CIA 複合体(MIC)の肥大化を嫌い、ソ連との軍縮を図るが MIC 謀議で暗殺.

Oliver Stone 監督「映画 JFK」は背景事情本質を見事に具体映像し,非常に判りやすい定番,

軍部 CIA 警察司法行政-民間ヤクザ-テキサス右翼等にいたる背景ファシズムが見える。

私たちは、地球的な広がりを持ち、性格的に無神論で、目的追及において冷酷で、その

方法において狡猾な、敵意あるイデオロギーに直面しています。 ..........

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%A6
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/kb/EisenhowerAddress.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%83%87%E3%82%A3%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E6%9A%97%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%83%87%E3%82%A3%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E6%9A%97%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6


⑷古きよき人間劇時代の 1945~1970 年代、1980~2000年代は暴力破滅映画が増大化。

戦後米国映画推移を見るとユダヤ勢力からナチス勢力に移行が目によく見える。最近は

軍国主義国家.米国是思想の為の国民洗脳マシンの要素がある。だが一部には優良品も、

⑸軍国主義国家米国の証明：米国の軍事費用 400b$＝40 兆円、全く他国を圧倒！！。

この過剰暴力装置等が米を"唯我独尊系"にしてしまう要素一つである。

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070814_military_spending/

[2]:破滅必然のシナルキズム/1883 年エール大學発祥のエリ-ト秘密結社スカル＆ボンズ。

1883 年 W.H.ラッセル,アルフォンソ.タフト創設のエ-ル大學支配エリ-ト結束組織＝秘密

結社が骸骨＆骨、彼らエリートの採用した公式世界観基礎が F.W.ヘ-ゲルの封建主義ドイツ

プロイセン支配者の御用哲学、

⑶背景に反キリスト＝悪魔崇拝主義としての自己欲望実現に最大価値を置く悪魔哲学。

手段を選ばない無法放埓の海賊哲学の肯定。人は支配すべき者と支配される者に二分

される<悪魔哲学>.資本主義の飾り窓国家米国は競っての自己欲望実現国家でもある。

⑷(ユダヤ)キリスト教が隣人愛を解く教義に隠れて反抗、これがナチスとして実現。

⑸ハード土地所有を禁じられた被差別ユダヤ人が民族結束組織化と金融法律医学科学-

宗教ソフト世界で覇権頭角を示した方法を流用。ユダヤ人を身代わり敵悪役に仕立てる。

⑹反復になるが要するに唯我独尊哲学、非常にエリ-ト意識で誇り高く、己誤謬を絶対に

認めないから最後に破滅が待つ必然性が起こる。

⑴国家(支配者)こそ絶対理性であり,国家国民に個人はなく,支配者手先になる事.

＝国家国民(奴隷,人間牧場⑶)は支配エリート優勢貴族の搾取対象、

＊p384,ブントの実験心理学教室は科学的に人間の心を操作し,"家畜人間"にしてく学問.

⑵支配体制拡張路線として正(味方)反(敵)合(闘争決着)の歴史展開戦略としての弁証法。

敵を意図的に設定して永久闘争で内部引き締めと覇権拡張主義(欲望実現哲学)。

＊平和の時代は歴史ペジの白紙，この退屈さは人間に相応しくない(ヘーゲル).

人は死ねば唯の骨(無神論)、ならば生きてる間にやりたい放題(現世欲望実現)、....

－スカル＆ボンズ結社ソング－

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070814_military_spending/


[3]:気候急変動破滅問題こそは彼らの想定外での最終的(?)大失敗！！。

ドイツ人は科学-芸術等でも才覚顕著で世界に欠かせない民族、だが第一次,二次大戦と

ドイツ直輸入米 CIA の戦後世界謀議活動は悪評この上ない政治的失敗ばかりなのだ。

だがもう一つ致命的大失敗がある(これは世界民族全てにも言えるのだが)。それは現在、

米国主導既成マスコミでは隠蔽されてる北極氷層融解と海底メタン融解全球規模破滅-

人類はもとより地上生命絶滅問題の可能性の最近での認識である。

⑴NASA GISS/メタン：その科学的旅路(のけ者から超スタ-へ)by Gavin Schmidt,2004/9.

http://www.giss.nasa.gov/research/features/methane/

1971 年頃に気候変動問題が開始した当時、メタンは全く眼中におかれなかった。だが

1976 年 Wei-Chyung Wangはその強力な GHG 効果発見、Jerome Chappellazは積層氷中泡

の古代大気の微量化学分析法を開発、これで古代気候のとんでもない諸事実が明白に

なる。1990代初頭に Jim Kennettが短期間急激での同位炭素量変化に注目、後の地球

温度上昇とメタン大量融解での正帰還急激温度上昇での生命種大破滅メカニズムになる

クラスレ-ト引き金説に提唱となる。古代気候観測によれば PETMとペルミアン末期に

メタン破滅での生命種大絶滅が二度あった。だからおよそが最近 10年の話なのだ。

http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_methane_release

⑵日本では 2000年に加藤修一議員がメタン危険性とその IPCC気候変動モデル組み込み

推奨を指摘する国会質問。首都大東京現西沢潤一学長もメタン破滅を早くから警鐘。

IPCC(国家間気候変動会合)のヴァレンシア 2007/11/17声明では不可逆、叉は急変動な

気候可能性は指摘されてるが具体的にメタンとは指摘されてない。

⑶1997 年の京都議定書では 5％-CO2 削減量が謳われた。だが 2009 年イタリア.ラクイア G8

会合では何と 80％以上削減を認識合意、だが問題は手遅れ期限の 2050 年。欧州では

京都議定書に従い削減を実行、だが批准国日本も不参加米も逆の増大である！！、読者は

国際機関のいい加減さには驚愕するだろう。何故か？、米国支配層と秘密談合する欧州

世界支配層(超富豪＆貴族)の裏指図で動いてるからだ。2013 年北極融解危機は以下。

http://www.geocities.jp/sqkh5981g/Tackling-the-regime.pdf

選択は現状維持で破滅か、緊急統制経済で空中炭素引き抜きで生き残りを図るか二つに

一つと思われる。現状趨勢(既成資本権力にシナルキ-支配されたマスコミ報道)は現実

真相隠蔽に働いてるは事実である。現状趨勢からすれば全球統制経済は途方もない夢想

に見える。だがこれしかないし、全く原理上で不可能と云う話でもないのです。

⑷2013 年北極融解とメタン破滅危機を直視した時、20％以上は緊急の全球統制経済

でしか実現できない。となれば現資本主義世界体制は終わりである。

http://www.giss.nasa.gov/research/features/methane/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_methane_release
http://www.geocities.jp/sqkh5981g/Tackling-the-regime.pdf


[4]:気候急変動破滅の地獄模様：

人は死の意識を避けてる。だが気候急変動破滅がもたらす地獄は並大抵でない、カほど

甚大苦痛世界を舐めるくらいならば、なぜ困窮だが生ある全球統制経済を決断しなかった

かを後悔するだろう。その為に地獄模様を直視！。

⑴IPCC バレンシア 2008/11/17日声明からの抜粋要約{WGII 12.6, 19.3, 19.4, SPM}：

人為温暖化気象変動の大きさ-速度次第で不可逆，叉は急激な変動招来する危険がある。

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf

現状趨勢が持続すれば助からない事(不可逆,急峻)が起こり得ると言う警告。科学者報告

は IPCC 上層検閲を経て世界声明される。関係科学者の精一杯の抵抗？。具体言及は無、

⑵世界広しだが,気温上昇地獄を具体表現したのはこの英国サイト一つ？！！

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article1480669.ece

(抜粋和訳)RED ALERT(赤警告)

現状温度上昇趨勢ならば,我々は絶滅に直面するだろう。そこでの熱化で何が起こるか ？

1c Increase

氷層のない海洋はより熱吸収で高温化促進,1/3世界で旱魃,低地では洪水、

2c Increase

欧州は熱波でやられ,森は山火事,植物はストレスで炭素吸収から放出へ,1/3種が絶滅直面

3c Increase

植生＆地中からの炭素放出は温度加速、アマゾン瀕死,超ハリケン沿岸打撃,アフリカ飢餓、

4c Increase

永久凍土の暴走融解は全球温度上昇停止不可能、英国の多くは強度洪水で居住不能、地中

海地域も放棄される。

5c Increase

海洋海底からのメタン放出は全球温度上昇を加速,両極で氷は無い,人類は食糧を求めて生

き延びるべく移住するが無駄、多くの動物が陸から離れる。

6c Increase

黙示録的な嵐,洪水が突発,硫化水素ガスとメタン湧出が競って原爆的パワーで全球火の玉

化、地上生命は終わり、細菌程度が生き延びる。

従って 2050 年などは全くの夢想で、現実瀬戸際は 2013 年？、余りに時間がないです。

気候変動鍵は全球温度が何度より,何度超えると後戻り不可能な正帰還が始まるかにある。

即ち温度上昇は地球自然からの GHG 自発放出を促進、それは一層の温度上昇を招来する。

筆者見解では 1℃近傍で北極氷層全面融解を許容すると,メタン融解正帰還開始で

最終地獄の６℃に進行してしまうだろう。

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article1480669.ece


⑶Jumping jack flash by the Rolling Stones(1968).

I was born in a cross-fire hurricane

And I howled at my ma in the driving rain,

But its all right now, in fact, its a gas!

But its all right. Im jumpin jack flash,

Its a gas! gas! gas!

I was raised by a toothless, bearded hag,

I was schooled with a strap right across my back,

But its all right now, in fact, its a gas!

But its all right, Im jumpin jack flash,

Its a gas! gas! gas!

I was drowned, I was washed up and left for dead.

I fell down to my feet and I saw they bled.

I frowned at the crumbs of a crust of bread.

Yeah, yeah, yeah

I was crowned with a spike right thru my head.

But its all right now, in fact, its a gas!

But its all right, Im jumpin jack flash,

Its a gas! gas! gas!

Jumping jack flash, its a gas

Jumping jack flash, its a gas

Jumping jack flash, its a gas

Jumping jack flash, its a gas

Jumping jack flash

十字砲火の嵐の下、尋常でない所で俺は生まれ、超土砂降り雨の中でママにしがみつい

た、...歯無しババに育てられ,背中を鞭打たれて教育された,...気がつくと大洪水で溺れ

て瀕死、血が流れてる足元に倒れて見ると、彼らも血を流してた、見ればパン屑が捨てら

れてるのに気分を損ねて怒りが頭を貫いた(飢餓状態)、しかし今ではどうでもいい、

俺は Jumping jack flash, Its a gas! gas! gas!、そりゃ冗談なんかでない！！！

<筆者の意訳>。



⑸Save the Children by Marvin Gaye(1971).

I just want to ask a question

Who really cares?

To save a world in despair

Who really cares?

There'll come a time, when the world won't be singin'

Flowers won't grow, bells won't be ringin'

Who really cares?

Who's willing to try to save a world

That's destined to die

When I look at the world it fills me with sorrow

Little children today are really gonna suffer tomorrow

Oh what a shame, such a bad way to live

All who is to blame, we can't stop livin'

Live, live for life

But let live everybody

Live life for the children

Oh, for the children

You see, let's save the children

Let's save all the children

Save the babies, save the babies

If you wanna love, you got to save the babies

All of the children

But who really cares

Who's willing to try

Yes, to save a world

Yea, save our sweet world

Save a world that is destined to die

Oh, la, la, la, la, la, la, la

Oh, oh dig it everybody

俺は皆に聞きたい、誰が絶望にある世界を真に救済に当たるというのか！、歌も無い、花も

咲かない、ベルも鳴ならない世界の時が来る、死すべき運命にある世界を誰が進んで救済

に当たるというのか、あの世界を見ると胸が痛む、何と云う恥沙汰なのだ、..ひたすら

全ての子供たちの救済の為に皆は生きてくれ、...この事を皆が突っ込だ議論をしろ！。

(みなの政治責任糾弾)<筆者意訳>.



[5]:今我々に可能な選択枝<肯定＝人は共に生きる！、否定＝憎悪戦乱の餓鬼地獄、>

米国民とオバマ政府の決断が無ければ，日本が率先するしかないだろう。

事の是非を皆で合議してもらいたい。


