
[1]：東大無法学部卒支配のここが日本を滅ぼそうとしてる！！、

東大を出る事はある意味で気の毒な事だ、なぜならば世間現場に出ても実力一番でなけれ

ばならない。「東大出なのに、あの程度か！」といわれる事が絶対許せない。紙試験とは教

科書に既に回答が存在,だが現場は教科書に出ない問題に価値集中。結果として現場は学歴

無関係。いわゆる東大出に創業者は居ないという。田原総一郎氏の電通を読むと「東大卒

を就職試験で落とすのに苦労する、判って下さい,テストマシンでは、現場では使いにくい

のです」と言う趣旨が述べらてる。誇り高い東大卒にすれば最も言われたくない事だろう。

彼ら自身も実は薄々その事情を承知であり，だから紙試験だけで一生を決定する既成保守

的な霞ヶ関官庁支配、その権力突出こそが問題の警察-検察-東大法学部支配である。

彼ら権力は丁稚上げ強行で己に都合悪い国民の逮捕監禁自由剥奪がいつでも可能になりつ

つある事だ(米国では隠れて結構ある)。承知如く小泉福田安部麻生の近年自民党支配は全

くの無能世襲、その結果が一層の日本弱体化に拍車,国民もそれを眼のあたりにし,今度は

民主党以外にないと思われる矢先に東大法学部-<米保守本流別働隊＝東京地検特捜部>と

腐敗マスコミ大プロパガンダによる西松疑獄事件発生での民主党小沢潰しである。

実はこの心理事情を一番承知なのが戦後日本支配の米 CIA、彼ら仕事の究極目的は唯一、

政治軍事経済、文化全てでの「米国利益の為」の日本と日本人を作り上げる事なのだ。

(ヒラリ-米国務長官来日で靖国神社-東大に参拝とは実はリベラル米の日本右派持ち上げ).

然るに立身出世野心だけ突出,創造では今一彼らこそは願ってない(無?)意識の操り人形、

東大法学部支配の警察-検察の米支配層との戦後以来の日米秘密結合である(官僚派)。

優生民族と崇拝する白人から教わる分には、誇りは傷つかないが、仲間日本人から教わる

事だけは誇りに関わると言う訳なのだ(学級一番主義、実害は非東大有能者(国内自立派が

当然多い)への尋常ならざる嫉妬妨害、他方でそれを一般人に感知されないために異端同窓

潰しも盛大にやる、東大卒最大敵は同時に東大卒)。最新米国輸入知識には即飛びつく。

ブッシュ CIA 政権成立と、あの 9/11 自作自演テロ以後，米国では軍産 CIA の flame-up

(謀略的脅迫,丁稚上げ謀略冤罪)と警察権力横暴が隠れて進行した。その技術が日本警察-

検察権力にも影響してるのは小泉政権以後の日本国内謀略事件多数を見ると判る。

CIAが教唆したと見られる横暴謀略偽術が増大しつある。日本警察は米FBIから教育される 。

最近週刊誌には検察は CIA 流謀略技術を習得中どうのこうの記事もあった。

(因みに東京地検特捜部は皆、CIA 謀略教育修了者と言われる)。

-今,東大法学部支配が日本滅亡を謀る- '09/3/29,4/5,6.

大謀略が当初目的の小沢辞任を果たせず,大規模ネジれ。今,麻生-漆間-樋渡は大窮地だ！！！,

ロックフェラ-CIA-東京地検特捜部がに明るみに、今後は対米関係も視野に戦略構築、
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今,司法マスコミ世界は己高給生活の為に平気で真実論理を曲げて、全く逆に,己を身を挺

して戦後自民一党独裁に果敢挑戦する稀有人物の冤罪引き落としにへいチャラという大規

模恥が判らない。<記者クラブ>と称する国策大本営発表同席特権報道閉鎖組織こそも日本

マスコミ腐敗元凶、民主党は平等公開を主張してる.

[2]：戦後日本自立派潰しの３大米国製謀略史：

⑴その第一典型こそが官僚派東大福田(米軍産複合体 CIA と結託の似非右派)と日本自立化

政策の地場新興勢力田中の対決頂点こそが米国製造のロッキード事件謀略(1976)。

<http://www.akashic-record.com/y2003/prosec.html>Nov/17/2003.

⑵戦後最大 CIA 内閣小泉郵政民営化(資産国際解放)と自立派潰しも Bush 並行での米国製.

"日本の郵政民営化問題とは、「日本国民全員の幸せのために使うべき日本の貴重な資産

を、一部のはげたか外国金融資本とその手先に格安で払い下げること」"。

<http://www.m-kiuchi.com/2009/02/05/yuseimineikaminaoshi/>

⑶既成地位が危うくなると支配の悪魔化発生＝旧体制は"窮地"との自白証明。

政治資金収支報告書は相手申し出を記載するのだから虚偽記載すら無罪、国民が問題にす

る常識としての賄賂性証明は、検察起訴 24 日時点でも詳細言及が皆無,それで悪質と非難

は今後公判までに証拠証言丁稚上げしかないの意味だ。検察から辞職者多出となろう.さて

問題は言葉などでなく、小沢に民主党を采配させると本当に対等日米関係に発展する事を

恐れて米国結託する国内保守派が動いたのだろう。彼の真意軽重はわからないが,事件先行

して米軍は第 7艦隊で十分の発言もあった。今回一件は国内問題に止まらず,戦後対米関係

の大清算も含めた大局読みが必須、幸い米国 Obama 大統領は理に適った政治をする。日本

での今回問題では理に整合した国内-国際外交舞台を徹底披瀝すべく仕組むべきなのだ。

不幸な事は米追従こそが日本に最善、その為の上納システムやむ無しの既成派奴隷頭思想,

ロッキ-ド,オ-ム後の日本検察警察沙汰を見ると殆ど東大赤門国営無法ヤクザ組である。

民間ヤクザは精々,局地域縄張りだが、赤門ヤクザは国家丸ごと支配総縄張りである。

高々己個人の高級地位生活の為、国民の痛み苦しみ犠牲に全く鈍感な秀才冷血組織である。

彼らは欧米文明の激烈な詐騙、秘密主義と重大な不完全さを知らない。逆に己日本人の

能力を過小評価、彼ら不幸は自分等以外の才能を理解しない事だ。

日米関係は対等な関係でなければならない<小沢持論の趣旨要約>。

東大既成知識派(従属肯定派)

司法警察官僚-NHK既成マスコミ<奴隷頭>

一般国民<奴隷>と

国内自立創造派(従属否定派)
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[3]:政局推定シナリオ：

⑴検察現場は陰謀に踊らされた、だが上層命令で引っ込みが着かない巨大ネジれ発生！！。

⑵麻生懐刀の政治警察ドン漆間が国家公務員人事を牛耳る.将来民主党との対決有事布石.

3月27日21時29分配信毎日＜内閣人事局長＞官房副長官が兼務…首相強行、火種残す

<http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000119-mai-pol>

⑶3/29日のTV朝日出演鳩山幹事長は今後は小沢代表と運命共同の趣旨発言、マスコミ扇動

の世間動向等とは一時離れてでも小沢潔白確信で代表と共闘を声明す議員もいるが、

⑷守る者は負け、攻める者は勝つ(孫子)：民主党には大勝利機会が！！!、

❶「自民党には捜査は及ばない、....、(献金請求書が存在)」の漆間自白記者会見問題と

漆間副官房長官の国会喚問、記憶なしで放免、同席記者20名余の複数喚問で偽証有罪。

❷官僚機構的に検察警察は情報交換立場にあり,漆間-樋渡(東大同期)検察総長は繫がる。

然るに政治資金規正法ですら無罪可能性があるに、なぜ時期総理秘書と言う政治問題化

必然の起訴なのかの検察説明としての樋渡検事総長国会喚問、だが与党反対でお流れ,

❸ＮＨＫの大虚偽報道：ＮＨＫ国会喚問、だが誤魔化しでこれも放免、....

NHKは小沢代表記者会見報道を一通り終えた25日午後零時定時ニュースで、新たな報道をす

る。「大久保隆規氏が検察に対して、最近になって「嘘記載」を認める供述をしてる事が

関係者取材で明らかになった」と言う内容。後日弁護士は之を否定。そもそも大久保氏は

弁護士と検察官以外との接見禁止状態、ならば関係者とは検察がもらした事なるが、之は

公務員守秘義務違反行為。では誰が捏造か？,NHK福地茂雄会長は誤報誤魔化しで逃れた.

報道は公器、しかも国税徴収同等の国営放送局の国民大規模詐欺は取り潰しに値！！。

<http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/nhk-0f12.html>

<http://idealistk.blog29.fc2.com/blog-entry-394.html>

麻生-漆間-樋渡(学習院-東大共謀頭)は民主小沢潰し謀略としての組閣から始まった(謀略

経験者の知恵)。2/24 日小沢第 7艦隊発言を引き金に WBC 優勝日＝3/24 逆算で 3/3 大久保

秘書逮捕日決定、だがここから大誤算が始まる、まず目的の小沢辞任表明がない(3/4)！！ .

逮捕したが秘書自白がない。次に献金請求書(3/5 漆間記者会見)の証拠も挙がらない。

そしてそこで始まるのが既成マスコミの献金疑惑大報道と国民世論調査での民主党内議員

への有罪暗示の虚偽報道大揺さぶり作戦、だが之でも辞職しない。そこで検察は急遽、

多忙の地方検事多数を特捜に緊急召集して、東北地方での有罪証拠探しするのだが、

小沢辞任で検察は降りるよていだったのだが！！！！！.

共謀頭には大誤算発生、ともかくもう公判は降りられない。降りれば麻生-漆間-樋渡(共謀

頭)の首が飛び、政局は一気解散で民主党大勝利へ直結だ。
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⑸民主党が逆転大勝利できる論理：

世論調査では過半数が駄目の小沢、"信頼"と言う重大な徳を喪失してる不幸な現日本人。

「己潔白を知るは本人自身！、小沢代表の嘘で党首継続ならば民主党道ずれ大敗超無責任、

代表が辞任しないのは己潔白の確信にこそある！！！ 」.

現状民主党員は検察マスコミ扇動の小沢黒宣伝で騙されてる大規模選挙民を恐れてる。

ここで真実を捻じ曲げ,己当選の為に無実代表を捨てるとなればこれも超大敗でないか！

民主党員と支持者は彼を信頼する事だけが政権交代＝真の日本救済！！、

全党一丸団結で麻生-漆間-樋渡政治警察検察大謀略をだまされ国民面前で大合唱！！。

党員動揺は国民を一層混乱させる！、今国民大方は報道にはてな？？の気持ち、逆に代表

信頼を団結表明すれば国民は見直す！！！.守る者は負け，攻める者が勝つ！(孫子の兵法)。

真実一貫すれば必ずいずれは国民了解に至り、逆に大勝利！！！、

[4]:小沢は逆説の政治家。

⑴話は逆さま、小沢が大献金を集めるのは選挙費用を供給する為一途に遣ってるのだ。

逆に金を集めない政治家は単なるぶら下がりサラリマン無責任政治屋ではないでしょうか.

本質的な賄賂とは私腹を肥やすと言う意味であろう。それならば政治資金収支報告書の

出口で判るはずだ。これらは皆、領収書証明つきで勘定される法規になってる。果たして

小沢は私腹肥やし政治家なのか！。彼持論は 2大政党制、先進国では当然な状況を作るため,

民主党に勝たせるために必死で献金集めだったが、その中に西松外為違反原資が入ってた

のを掴まされたのだ.筆者は米 Barack Obama 選挙対策本部 e-mail を選挙長期期間中に受信

で目をとおしてきたが、勿論無い訳でないが、政策問題そっちのけでの彼らは毎度毎度徹

底した献金願いのアジ。それほどに宣伝隊国内移動費用とか TV 等宣伝に巨額費用を投じて

勝利した。米国政治意見サイトも献金願いを機会ある都度ひたすら遣ってるのです。

勿論この様な金食い方法が望ましいと思えない(欧州は定額-定時間広告制)、現状制度日本

でも選挙勝利は資金次第で、それを知るのが小沢と現場党関係者たちだったのだ。だから

自民党は小沢さえ居なければで今回大謀略を打ったのだ。政治家を商売にするのは政治屋

であり、大局政策理念(自民打破と民主革新政治実現、日米関係は対等)と政局具体化技術

双方を持ち合わせる稀有政治家なのだろう。だからこれほどの大陰謀を必要とするほどに

敵から憎悪恐怖されてる事の逆を考えるべきだ。

⑵民主党よ、第二，第三、...の小沢を複数急遽養成せよ、若手よ、文武両道た れ！！！,

一人だから陰謀を誘発する、もし複数小沢が居れば、....とっくに政権獲得でしょう。

小沢代表も人間だから有限である，病や場合には暗殺の可能性もあるのだ。



⑶小沢は逆説の政治家。

小沢代表は逆説の政治家。以下は外信小沢評価、(CIA 国だから)内容は謀略言及にないが 、

表題その物は正解。海外も注目です!.

⒜Ozawa: The Man Who Wants to Save Japan(日本救済を願う男/タイム)

By Michael Elliott and Coco Masters / Tokyo Thursday, Mar. 12, 2009

<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1884678-1,00.html>

⒝NEWSMAKER-Paradox plagues Japan's Ozawa as he battles scandal.

(スキャンダルと闘う日本の小沢へ"ニュス作り屋の逆説”の垂れ流し)

ロイタ-電：Mar 5, 2009 2:01am EST：注：newsmakerの真意は捏造かも,

<http://www.reuters.com/article/rbssIndustryMaterialsUtilitiesNews/idUST1630120090305>

⑷東大官僚 vs 田中角栄。

上記タイム記事中でも民主小沢政治改革とは官僚支配から政治支配へ権力移行と言う主張

が述べられてる。思うにかってのロッキド事件で田中角栄を目の敵にしたのが東大官僚、

＊下層階級出身,低学歴で、東大卒,高学歴の財界人-官僚からは生理的に嫌われてた.

<http://www.akashic-record.com/y2003/prosec.html>

東大支配は日共ではより露骨で,実は第一野党の足を引く事で公明同様に保守補完勢力、

国民血税で動く国立大学-学会日共支配はこれら大學-学会を国家危急の現在,政策実学で

役立たない存在にしてる。東大卒は特殊環境被育成者たちで,そのはた迷惑な不健全性(税

金にたかる構造)を自己認識せねばならない。世襲と紙試験選抜者共通点は新規創造性能力

保証がない事だ。即ち革新がない事であり、支配保守護持の裏返しなのだ。いま正にその

典型こそ東大法学部の漆間-樋渡の警察検察の官僚人事掌握による、反既成体制国民への

無制限な逮捕自由剥奪等での日本政治警察国家体制化の脅威であろう。

⑸「政官業外電 悪徳のペンタゴン」の基本構造:

<http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_1905.html>

弱肉強食奨励 vs 雇用セフテイネット重視 大資本利益 vs 国民の利益

官僚利権死守 vs 官僚利権根絶 官僚利益 vs 国民の利益

対米隷属外交 vs 独立自主外交 外国資本利益 vs 国民の利益

以上の構造から戦後一党独裁自民党が左側政策、民主党が目標とする政策が右側が

簡明に了解できます。だから民主党小沢が狙われた構造もこの大規模利権構造に由来する・

従って次の段階として対米政策大局が策定されねばならないです。
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補足：占領下人脈<山川暁夫,ＣＩＡ,教育者,1976>

東京地検特捜部のその発祥由来と云うのが実はその性格を見事決定してる事が判る。

戦前日本政府は巨額の金銀財宝を日銀地下倉庫に溜め込んだ。占領軍が押し入るがない.

そこで GHQ が設立したのがこの隠匿物資探し押収の為の東京地検特捜部、最初から米国

の尻尾振りとして育成されたのだ.戦後一貫して国内自立派潰しに米から重宝にされた。

特捜 CIA 教育修了者が出世街道との話。だから自立派にすれば目の敵であるはずだ.

<http://doubleheadeddragon.blog41.fc2.com/blog-entry-3.html>

これは検察に限らず警察官僚も GHQ にはこき使われたはずである。元政治警察ドンの

漆間氏も CIA 説がある.

<http://blog.livedoor.jp/seiginomikata8/archives/55233719.html>

<http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2009031002000069.html>

<http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2009031002000039.html>

西松違法献金、漆間氏発言に関する参院予算委やりとり.

<http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090304-527751/news/20090309-OYT1T00421.htm>

結論:

本文ではひどく東大卒非難になったが、現東大本質の反革新＝米支配癒着構造<米保守本流

ヒラリ-国務長官が訪問する理由、但し長官は野党党首とも会談でバランス>と官僚等に

よく見られる税金たかりの両構造(米国軍産 CIA 複合体本質も税金たかり)を非難してる事

に留意願いたい。両構造＝反民主主義(エリ-ト選民主義)である。又一般人に向けて云いた

い事は東大出を特別扱いにしない,非東大出を卑下する必要は毛頭ないと言う事だ。筆者は

東大卒多数に教育され,恩師とかっての同僚もいる。又この東大反民主保守権力と闘う多数

東大 OBが居る事も認める。

いつでも何処でも国民の自由剥奪可能な警察-検察の正体と,人を何者にも丁稚上げること

ができる既成大マスコミ正体の双方を国民過半数が認知した時、日本は一変できる！！。

政治警察国家にするのか,明治維新以来の官僚統治を脱して新規民主化日本にするのか、

今回の西松疑獄こそは戦後最大最後の日本民主化独立の絶好好機なのである、特に若人は

己の長期将来が賭かる事を同僚ともども早急議論-認識して真剣勝負で当たって貰いたい。

Yes,we can !!!,Yes,we can !!!,

http://doubleheadeddragon.blog41.fc2.com/blog-entry-3.html
http://blog.livedoor.jp/seiginomikata8/archives/55233719.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2009031002000069.html
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2009031002000039.html
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090304-527751/news/20090309-OYT1T00421.htm

