
一般国民市民敗北の最大原因＝攻める者が勝ち、守る者は敗北！

未来模擬シナリオに徹底＝”富裕支配階級の有力シンクタンク機関等の所有”
要するに金<金権政治>に物を言わせて、知的エリトを買収、己作戦設計と権力施工機関ヲ

動かす。これでは搾取対象の一般国民市民に勝ち目が無いのは明白！！！2015/5/25

[１]：現状報告の例

①ジェイド・ヘルムは、米国民の預金口座から金を盗む！？

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-3618.html

............................

「最終的に経済崩壊が起こり、米国の生活者への食物供給が中断するであろうことは確実に予期

できる。すなわち、食料不足によって食物を手に入れようと争う暴動が起こるということである。そ

の時、誰もが安全ではなく、米国人は救援と保護を求めて泣き叫ぶだろう」。

............................

・・・そして、悪徳国際銀行家にたぶらかされた政府は、経済崩壊を理由に食料供給がストップして

しまう機会を利用して、「最も大きい富の再分配に立ち会おう」としているのです。これは、米国が

共産主義国になる、ということです。富の再配分を計画する人間は、いったい誰でしょう。それが

1％のビッグブラザーです。1％と 99％は平等ですか？

そうなれば、フードスタンプの全国版ができるでしょう。米国という国モドキの住人は、政府から支

給される食料品引換券をもって、共産主義国家・アメリカの食糧庁が管理するウォルマートに出か

けるのです。

②公的情報を隠し、庶民の個人情報を収集して分析、さらに子どもの性格や

思想傾向を調べて監視へ

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505220000/

これまでも公的な情報を国民に開示してこなかった日本政府だが、「特定秘密保護法」を成立させ

て秘密度は一段と高まった。戸籍が充実し、警察が住民に関する情報を集めている日本は監視

制度が整備されている国だが、「住民基本台帳」や「マイナンバー制度」の導入でその監視度は一

段と高まる。企業が独自に集めている個人情報も膨大で、それを統合して管理するシステムも開

発されているはずだ。既に存在しているかもしれない。

庶民を主権者だと考えていない支配層は昔から強力な監視システムを欲しがってきた。監視社

会をテーマにした小説『1984』をジョージ・オーウェルは 1949 年に書いたが、すでにそれは現実に

なっている。オーウェルはソ連を想定していたらしいが、実際はアメリカが最先端の国だ。

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-3618.html
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-3618.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505220000/


③-1Radical Dreams: The Democracy Movement, Plan For Revolution
https://www.popularresistance.org/radical-dreams-the-democracy-movement-plan-for-revolution/

過激な夢：革命に向けた民主化運動。以下は Google翻訳です。最後にお読みください。

それはない王から、しかし、与党から、再びこの時間を独立を宣言する時間である欲の軍

（FOG）。この列には、市民革命のための青写真です。

私たちは、ほとんどの億万長者、最も億万長者で、他のどの国よりも多くの個々の富を持

っています。同時に、我々は、最も飢餓とホームレス主要先進国の中で、先進国の中でヘ

ルスケアのない最も、および任意の尺度による刑務所のほとんどの人々を持っています。

それは与党のFOGに代わって行うようにアメリカの資本主義を機能させるために大規模な

刑務所のシステムを取ります。

リッチは、より豊かな取得のように、平均賃金は生活のために働く人々のために、1973年

以来、下落しています。私たちの腐敗した連邦議会がインフレに追いつくために、独自の

賃金を増加し続けるが、ワーキングプアは最低賃金がインフレと生活賃金の両方の遠く及

ばなかったように1968年以来彼らの購買力の約3分の失っています。

泥棒男爵から継承する人は（百分の一の上位四分の一は、すべての真の豊かさの半分以上

を所有していると、働く人々や汗から富を吸い上げる政府が統計でそれらを示していない

ことで、この事実を隠蔽しているが）、および彼らはそのように、彼らは反抗していること

を私達のアメリカの植民地時代の先祖を苦しめイギリス王室の交換、生涯で働くために必

要とされることはありません。

富の格差は、第三世界のそれに近づくと、毎年悪化しています。

私たちの選挙は、私たちの人や私たちの国について気にしていない多国籍企業によって賄

わ冗談、です。そして、それは与党の防衛攻略、汚染と bankstersはマスメディアを制御す

るので、彼らにセントの費用がかかり、それにテレビ広告のためのすべてのバックを与え

るために、主要な候補者を強制するものではありません。はい、私たちの政府を実行する

卑屈なギャングの政治家は最終的に、彼らは何のために私たちを販売するようにへつらう

です。

民主党と共和党は、同じ犯罪者、奴隷労働、児童労働や刑務所労働の後に良い仕事を送信

し、それらの婉曲「自由貿易」に代わって、地球を支配するために、その軍事力を使用し

て、国民を実行支配 FOGからお金を取ります国際労働者階級のための底辺への競争。

物事は、我々は効果的な革命のための統一を欠いて立つように共和党や民主党に投票する

ことは時間の無駄であることを認識するのに十分に目覚めたものは、残念ながら別々の収

容所で、しています。

片側には、一般的に leftists-緑の党、社会主義者、および組織労働者の多くがあります。彼

らはほとんどのアメリカ人の夢を運ぶが、それらはそのように大衆に目に見えないまま、

マスメディアへのアクセスが許可されていません。彼らは、民主党の恐怖から彼らに投票

する」より少ない悪「損失を主流のリベラル派を説得することはできませありません。

http://luvnews.info/FOG.htm
http://www.michaelparenti.org/Superrich.html


反対側には conservatives-リバタリアン、より意識ティーパーティーグループの一部、など

です。彼らはマスメディア報道を得るが、それらは共和党の損失の恐れから彼らに投票す

る仲間の保守派を説得することはできません。

どのようにして効果的な革命のためのグループを統合しますか？解決策は、この列が実証

するように、両方のグループのための希望を提供することにあります。

トーマス·ジェファーソンは、 "小さな反乱が今して物理的で嵐のように政治の世界で良い

こと、および必要に応じてであることを、私はそれを保持する。"彼の声明の中でかなりの

ソリューションを定義し実際には、ジェファーソンは、神は、私たちがすべき禁止」奨励

しました今までこのような反乱のない20年です。」

しかし、そのような全体主義政府がコントロールのための私達の選挙資金を調達し金権政

治の寡頭政治を代表して、どのように革命は暴力なしで可能でしょうか？

共通の目標では、民主主義に向かって私たちの政府をナッジを支持するものは、ワシント

ンモールに収集し、それを占有することになります。人々の海を想像してみて野営し、政

府はの旗の下、回答までそこに滞在し、「民主運動」。

建国の父は、私たちにこれを実現するための道具、平和にアセンブルする人々の権利を可

能にする憲法修正第一条を与えました。これは、許可が抗議が起こる人に対するものから、

このために必要とされているとは言っていません。

大量逮捕が行われた場合、より多くの何千人も、それはエジプトで最近あったように、成

功するために最も重要であろう人々のためにワシントンモールを保持するように、離れて

ロックされたそれらの場所を取るためにで移動します。

この1つはあるとしてではなく、エジプトの計画は長距離ではありませんでした。勝利は、

オリガルヒによって転覆する、1選挙に勝利以上のものです。

私たちの指導者は民主主義運動に関与するものを撮影する警察や軍を呼び出しますか？ど

のようにそれはそのようなものがテレビ放映されている世界のそれらの部分には、テレビ

で見るだろう（私の経験では、米国企業のメディアは、私が関わってきたワシントンのデ

モのほとんどをカバーしていませんが、日本と欧州のテレビカメラがありますどこにでも、

これはアウトになるだろう）。また、参加者は撮影されることになります。

要求は単純になります。私たちの人々は憲法改正の文字列を呼び出します。これらは、次

のものがあります

少なくとも5つの候補者のいずれかがないであろう、各国オフィスのための投票用紙に記載

される必要とされるであろう「A.上記のいずれも。「多国籍企業は、候補者のうち4つを借

りた場合には、市民はまだの「どれも持っていないだろう上記の"オプション。ウォン「上

のなし」場合は、新しい選挙はおそらくに大きなコストで、有権者によって排除前の候補

に場所を取ることになるキャンペーン贈収賄支配 FOGに。何の候補は五十パーセントを有

していなかった場合は、上位2つの流出があることになります。

http://members.cox.net/libertyuv/Bribes.htm


B.公共電波は公共のバック主張することになります。各ネットワークは、選挙に至るまでの

4週間、毎週一度プライムタイムに候補のそれぞれのための無料の中断のないテレビの時間

の1時間を与えるために必要とされるであろう。何のキャンペーン広告は、新しい改正の下

で購入することができなかったようにキャンペーンは、もはや、メディア企業の利益のた

めではなくなります。

C.国立政治運動は、公的資金を調達することになります。これらの限界以上の何かが刑務

所の時間を含む重大な罰則と賄賂と見なされるように公的資金を受け入れることを望むも

のではない候補者は、厳しい制限に開催されます。すべてのドナーが開示されることにな

ります。バンドルは、政治活動委員会を含む、違法であろう。

D.企業は個人として同じキャンペーンの拠出限度に開催されます。企業が実際のように途

方もなく最高裁によって支持した人々である場合、それらは他の人が希望よりも多くを寄

付しないことができるはずです。個々の寄与量は年間最低賃金の5％を超えないであろう。

違反は、罰金や懲役刑をもたらすであろう。

E.年次議会の給与は5回年間最低賃金よりも大きくすることはできませありません。

F.少なくとも4候補が大統領選挙のための議論に表示されるように必要とされるであろう。

国民民主党と共和党は議論手数料は見出しから削除され、はるかにかなりそれを実行する

ために使用される女性有権者より民主連盟、に置き換えられます。

G.は、衆議院のメンバーの数は、各状態への少なくとも一つと、各3万人口のための1つで

創設者の意図に復元されます。

4候補者の理由は明らかです。選挙での共和党と民主党の牙城を（それぞれが公共の利益を

販売する、同じ多国籍企業によって融資）自由主義者のような関係者と民主党に直面して

喜んでいた場合は、保守的なリバタリアンは共和党に直面することがより喜んで解除する

には緑の党。

元の意図に固定された435の代表を変更する理由は、民主主義を拡大することです。市民は

特別な利害関係に恩義を議会のメンバーで、過去にこれまで以上に、今日はるかに少ない

表現を持ちます。ほとんどの市民は議会の彼らのメンバーを見ることはありません。この

民主主義の改正後、ハウスは、選挙を購入する多国籍企業のためのより多くの困難、また

は少なくともはるかにコストがかかり、各レースで4候補とすること、（3.189億の人口に基

づいて）10630に435から展開されることになります、うまくいけば非常に高コスト。実際

に公共の利益を表し、誰かが勝つチャンスがあったことをはるかに良いチャンスがありま

す。

現代の世界ではワシントンで奉仕する議会のメンバーにする必要はありません。新しいメ

ンバーは、地区に滞在し、コンピュータで投票します。直後、正確性を保証するために、

議会スタッフは電話で投票を検証するだろうし、投票の紙コピーは、それを確認倍増する

議会のメンバーに郵送されることになります。メンバーは、市民を表現するために家に帰

るその後、式典で宣誓のための各用語の開始時にワシントンを訪問します。



最低賃金に議会の給与やキャンペーンの寄付を接続するとうまくいけば生活賃金になるた

めに、富裕層や最低賃金を高めるために権力者にインセンティブを与えるだろう。15080

ドルの現在の年間最低賃金を使用して、キャンペーンの寄付金は754ドルに限定されるだろ

う、と議会の給与は75400ドルであろう。

議会のより多くのお金のメンバーは、より多くの壊れた人々が議会に描かれ、取得します。

原則的な人々は、より低い賃金のために動作しますが、この式は、平均の労働者よりも有

意に多くを得ること Congressmembersことになります。

結論

判決の FOGは、これにオブジェクトを、すべての努力は、そのような平和的な反乱から市

民を停止するようになされるであろうことになることは間違いありません。でも勝利で、

霧が抜け穴を見つけるために、彼らは可能性がすべてを行うことになるので、任意の憲法

の変更は、そのようなことについては、この謙虚な作家よりもはるかに多くを知っている

憲法の専門家を採用し、非常に慎重に書かれなければならないであろう。

しかし、主流のプレスでは許可され、現在推奨される変更のいくつかは、事態を悪化させ

るだろうし、この民主主義運動に関与するものは、このことを認識する必要があります。

例えば、任期制限のための運動は、事態を悪化させるだろう。任期制限では、保守派は、

ランドポールを失うことになる、とリベラル派は、バーニー·サンダースを失うことにな

ります。貪欲の支配強制的に、彼らはマスメディアで行うほどの任期制限をプッシュ理由

です。未知の候補者が実行すると、それは欺瞞24/7テレビ広告で大衆を困らせるだろう誰が

お金を有するものが、有利です。

民主主義運動は、この時点では何よりも作業できる可能性が高くなります。時間は自分の

足を下に置くために、アメリカ人のために来ています。トマス·ペインが述べたように、

「Sunは大きな価値があるの原因に輝いたことがありません。」

ジェファーソンは、政府のいずれかの形態はこれらの目的に破壊的になるたび、それはそ

のような原理や組織にその基礎を築く、変更するか、それを廃止し、新政府が制定する人々

の権利である」、独立宣言に言ったように彼らにこのような形でその権限は、その安全性と

幸福に影響を与える可能性が最も高いようでなければなりません。」

民主主義運動は、できるだけ多くの計画を説明するための大規模な努力が続く憲法改正を、

書くためにグループを組織することから始めなければならないでしょう。これはおそらく、

いくつかの時間がかかるだろう。それは人々のかなりの数が計画をサポートしていると考

えられる場合には、次の段階は、ワシントンモールの占有は、次に予定されるであろう。

ひとつのアイデアは、他の人が第二旅団がに移動する、その時点で警察が人を逮捕し、そ

れらを離れて取っていたことを電話、を待機中の一つは、モールを占める、デモ隊の旅団

のものであるかもしれない。第三、第四、第5およびそれ以上は次の呼び出しを待つことに

なります。これは歴史の本を作ることになるイベントです。

貪欲の支配強制的にテレビで「民主主義運動」と呼ばれる連立を攻撃するための難しさを



想像してみてください。国家がバラバラで、我々は大きな夢を見する必要があります。

読者 USAトゥデイの何百万人に少し読み英語名誉協会の矩形として変化としてジャック

Balkwillは出版物のために書かれています。

③-2Ａ Ｗinning Ｓtrategy for the Ｌeft

https://www.popularresistance.org/a-winning-strategy-for-the-left/

左翼のための勝利戦略+以下は Google翻訳です。最後にお読みください。

ウォール街占拠運動は、直接アメリカ企業をターゲットに抗議の上げ潮を強調しました。それ以来、

でも主要メディアがカバーしている住宅の権利の行動は、リンクされた搾取貸し手、ストライキやフ

ァストフードチェーンやウォルマートなどの低賃金の小売業者、および化石燃料業界をターゲット

にボイコット·アンド·売却の動きや企業に対する他の作業アクションを目的としましたイスラエルの

占領に。

企業を対象とする活動家の決定は、このビューは、最近でサポートされている（不本意や企業の

世界の侵害を停止することができないため、政府は人気の要求に応答しない成長確信反映 統

計調査結果 の公開がほとんど、あるいはまったく影響を与えている」ことを」）政策。これらの動

きは、企業行動を変更することができますが、我々は、彼らが、その政治家への直接的な圧力が

できない方法で、政府の政策に影響を与えることができると信じています。

現代の米国では、いくつかの進歩的な改革が制定されており、同意および/または企業のエリート

の実質的な部門のサポートなしで実装されています。破壊的な質量行動を通じて企業に痛みを負

わは、歴史的に進歩的な変化への社内の反対を削減するための最良の方法であって、た順番に、

それらを表す政治家の抵抗。

それは通常、政府の政策を変更するための最良の方法は、政治家に圧力をかけるか、別のもの

を選ぶことである彼らは舞台裏で公共政策を制御し、企業や機関の利益をターゲットにすると、動

きは実際にはより効果的であることを想定している間にそのように。

Hの OWは、ターゲティングの企業や研究機関のこの戦略は、現在の動きの中で遊ぶのでしょう

か？

最近のファストフードや小売店のキャンペーンは、一例を提供しています。オフィスに民主党を置く

ことは、実質的に最低賃金を高めるための最善の方法であることを、多くのアナリストの想定に反

して、低賃金雇用者をターゲットに、職場行動や抗議が最良の戦略である可能性があります。こ

れらのアクションは、低賃金で世間の注目を集中し、最低賃金を上げるために、ローカルおよび州

の投票 referendum の複数形への道を開くのに役立ちます。



さらに重要なのは、直接的な圧力-ボイコット、抗議、労働ストライキ、またはサプライチェーンの中

断を経て-マクドナルド、ウォルマート、およびその他の強力な企業では「所得格差の問題に公共

焦点を増加させる」は、特に指定された、彼らの一番下の行に「悪影響を与える」ことができますマ

クドナルド社のドキュメントには、最近のように警告しました。手に負えない労働者の昇給を与える

ことによって、いくつかのファストフードや小売チェーンは、最近の抗議行動に反応している、といく

つかは約束している。この圧力は、同時に直接譲歩を得ることができ 、全社的な増加を。

しかし、この直接的な影響を超えて、直接抗議によってもたらさ変更はまた、彼らは（今）、それら

の労働者を支払っているレベルに最低賃金の引き上げに影響を受けた企業の反対を中和するこ

とができます。一部では、彼らの競争上不利を軽減するような増加のために政府に働きかけるこ

とができます。このロジックは 1891 をサポートするために、特定の米国企業を動機付け 食肉検

査法、1906 ピュア食品医薬品法彼らはすでに満たすことを余儀なくされていた基準を尊重する

ために彼らの競争相手を強制するような法律を見たので、および他のランドマークの規制の法律

を。

企業をターゲットと気候行動は、同様の効果を持つことができます。不買運動、訴訟、労働アクシ

ョン、および 売却 都市、大学、および年金基金によっては、することができ 、コスト上げる

大きな汚染のために、より大きな再生可能エネルギー源への（部分的な）シフトを強制します。こ

れは、規制強化に反対を緩和するだけでなく、彼ら自身がすでに満たしている基準を遵守するた

めに彼らの競争相手を強制的に政府の政策をサ ポートするためにそれらを導く可能性があるだ

けではなく。

移動圧力もプッシュを助けるかもしれない 非エネルギー事業を その多くが- の脅威に直面

している 気候変動の影響から-化石燃料の利益に対して有効にします。この戦略は、道徳的な

目覚めを体験して資本家を必要としない-それは単により少ない悪としての移動要求に譲歩を表

示するためにそれらを必要とします。

ほとんどの活動家が意識的にこの戦略を採用していないが、我々はすでに、その有効性のいくつ

かの例を見ています。、考えてみましょう例えば、地元の抗議との建設停止中の法的措置の寄与

184 計画石炭火力発電所、マルクHertsgaardによると 「間違いなく最大の気候勝利」近年ので

すが。この行動は、発電所の排出量のオバマ政権の規制のための基礎を築いている可能性があ

ります- 臆病 と 全く不十分な 彼らがそうであるように-規制がすでに取り消されていた非

常に植物に影響を与えているからです。



より一般的には、anticorporate気候抗議の最近の急増は、実質的にこのように、政府の気候改革

を促進する、大きな汚染と非化石燃料の両事業の費用便益分析をシフトできました。

このアプローチは、個人消費の実践に焦点を当てていない、いくつかの主流の環境保護団体が

何を求めたように、架空の企業の良心に訴えていません。むしろ、それによって資本家と州当局

の両方の計算に影響を与え、組織化質量作用を通じて資本家のコストを課すことを目指していま

す。

企業は改革の最も目に見える敵ではないときに企業を標的とすることはあっても、移民の権利闘

争のように、意味をなすことができます。2011 年 3月、アリゾナ州ベースの企業幹部の数十は、書

いた 手紙を 、彼らは悪名高いような、抗移民法案通過を控えることを求めて状態議員に SB

1070、2010 年にありました、。

問題は、彼らが説明し、法律に応じて、「ボイコットは[ザ]状態のビジネスコミュニティに対して呼ば

れた」ということでした。ボイコット」は、キャンセルまたは離れて入札から投入された契約書を見た

アリゾナ州ベースの企業」というように"[彼ら]画像に有害」であり、「国家の外売上高は減少しまし

た」（ボイコットはまた、多くの主導 メキシコの企業 との取引を停止しますアリゾナ事業）。

彼らの利益への脅威は、公共政策の変化を主張するためにそれらを導きました。その結果は？

週間以内に、共和党の制御議会は 5法案拒否 さらに移民を犯罪するように設計されています。

T彼のアプローチは、運動の成功のための魔法の弾丸ではありません。成功した組織戦略の多く

のコンポーネント、および外部条件も問題があります。行動への企業の応答が目標」に応じて、産

業別、企業によって異なり 、他の企業へのリンクが他の要因の中で、。プログレッシブ動きは戦

略を作り上げる際に考慮にこれらを取る必要があります。

しかし、歴史的な記録は、プログレッシブポリシーへの政治的抵抗をバックストップ（通常は、常に

ではないが、企業）の機関を標的の有効性を示す例が充実しています。

基本的に民間部門の労働組合を合法化1935全国労働関係法（NLRA）を、考えてみましょう。それ

が議会を通過したときにほとんどの企業のリーダーは、法案に反対し、それが最初の 2年間は強

制力のない行ってきました。しかし1937年に、多数の大企業は、コースを逆転させ、それらの職場

での不安を鎮めるために、新しい全国労働関係委員会（NLRB）になりました。全国のほぼ 9000 ス

トライキを含む - - 1935 年から 1937 年に噴火した労働攪拌の急増は、位置のこの変化を担当し

ていました。



自動車産業では、例えば、全米自動車労働組合内のライバル派閥が大幅に出力を低減し、業界

の利益を脅かし、操業の中断を交互に従事しました。この文脈で、自動車会社は、ストライキを継

続的に中断するより少ない悪としてNLRB公認組合を、見に来ました。自動車メーカー - とは、最

終的には、他の大企業での管理は - したがって、それを正当と NLRA の実施を可能にする、

NLRB を求めました。

分離のジム·クロウシステムは、ほとんど同じ方法で終了：主要なビジネス上の利益の質量の圧力

が政府の政策の漸進的変化をもたらしました。バス boycotters、座り込みの参加者、および自由

のライダーは、脆弱な経済制度を標的とし、ほとんどの部分は、公務員にそのエネルギーを集中

しませんでした。南部の多くの場所では、デモ隊が決定的に企業が耐えられませんでしたコストを

課す、地域経済を破壊しました。経営者は、自分の施設で分離を終了しただけでなく、政府の政

策の変更に反対を軟化しないだけ。

市民権の歴史家 チャールズ·ペインは、 破壊的な抗議行動に直面南部の白人の間で、抗議

行動はので、「最も一貫進歩的な役割を果たしグループがビジネスマン、されていることが判明」と

いうコメント"一番下の行のために健康ではなかったです。」

アルバニー、ジョージア州で地方政府に焦点を当てて失敗したキャンペーンの後、1961 年から

1962年に、マーティン·ルーサー·キング·ジュニア自身が政治権力構造が経済的に耳を傾け、「とい

う」は、市内での事業」キャンペーンがターゲットとしているべきであると結論付けました権力構

造。」バーミンガムで 1963 年のキャンペーンは、ダウンタウンの分離の廃止につながる、そのアド

バイスに従った、と後で立法勝利に決定的な証明しました。

どちらの場合も、政府の政策の変更を求める動きが彼らの利益、あるいはその存在を弱体化する

と脅しによって、これらの変更を受け入れるために彼らの経済敵を強要しました。改革の敵 -

1930年代の大企業製造業では、1960年代に分離された企業は - 最終的には、労働ストライキ、

ボイコットを超える進歩的政策の変更、およびその他の破壊を好むようになりました。

十分に脅かされると、それらのいずれかのリラックスした彼らのポリシー変更に反対または積極的

には政治家の行動の決定的なシフトにつながる、それを促進しました。ない交感神経政治家の選

挙 - これらのケースでは、政策改革を引き起こしたビジネスリーダーの姿勢でした。

公職の政治的所属と比較して、直接、制度の圧力の重要性は、明示的に保守的なニクソン政権

の動作が例示されます。ニクソンは、ケネディとジョンソン政権を組み合わせよりも、南部のより多

くの公立学校をdesegregated第二次世界大戦以降の任意の大統領よりも多くを費やして、国内の

社会増加、社会保障拡大最低保証収入、および確立されたフードスタンプ、環境保護庁を提唱し、



労働安全衛生局。

これらのプログラムや政策は、ニクソン自身の信念に由来していなかった - 彼らは彼に操縦する

ための余地を残した政治的背景の結果でした。そのコンテキストだけで公民権と黒解放運動だけ

でなく、環境、貧困撲滅、フェミニスト、LGBT、反戦の高騰、そして労働者の動き含まれておりませ

ん。

ほとんどの部分については、これらの動きは、ワシントンの確立を圧迫または持続選挙キャンペ

ーンを従事自分の時間を費やすことはありませんでした。彼らは、その代わりに、彼らが対処しよ

うとした問題を作成し、企業や政府機関に対する制度的圧力を開発しようとしました。ポリシーの

変更は、政治的な駆け引きから生まれた - この圧力に起因する - 特に対象と機関。

間接的にしか連邦政府に焦点を当てているが、1960 年代の動きは、1930 年代の労働運動のよう

に、10 年前には考えられないされていた進歩的な政策変更をもたらしました。1930 年代後半と

1960 年代後半によって実行可能な市民権の執行装置によって力を与え NLRB：彼らはまた、政府

機関と能力に大きな変化をもたらしました。

すべての将来の大統領は、（機関が継続的な攻撃の対象となるものの、最終的に弱体化 - 私た

ちは戻り先となるポイント）にかかわらず、当事者の、それらの機関によって制約されることになり

ます。

Cの orporations は、プログレッシブ改革の唯一の敵ではありません。時には変更をブロックキー

の利益は次のように強力な政府機関であり 国境警備隊、 NYPD、あるいは軍事的リーダーシ

ップ。ここで再び、最も効果的な戦略は、当選者の代わりに、問題のある機関を標的とすることが

できます。

例えば、ベトナムから米国の撤退を取る。 従来の解釈は 撤退が（反戦運動、世論と議会で個

人に与えられる信用の程度が異なる）継続戦争議会野党から生じていることを保持します。

しかし、実際には、米軍を標的質量作用は、議会が戦争に反対する独自の halfhearted 措置を取

り始めた前であっても撤退を歓迎するために多くのトップ軍司令官をもたらし、決定的な要因でし

た。戦争は、新しいを発表しない音声も景色ジョンソン大統領の「賢い人」の助言に反映されたホ

ワイトハウスの日で彼の 1968 年 3 月 31 日の前にトップ企業のリーダー、の反対につながった金

融費用の価値がなかったことを意味エスカレーション。

軍と態度で企業のリーダー「シフトの根本的な原因は、ベトナムの人口の持続的かつ弾力的な抵



抗でした。その抵抗は、順番に、慢性的な人員の問題につながる、米軍のランク内で反乱を触媒

する助けました。1972 年、入隊兵士の 47％はに従事していた「異議または不服従、「数百充員数

千の誘導のために報告することを拒否し、良心的兵役拒否者は殿堂を上回っ。

反戦候補ジョージ·マクガバンにわたって地滑り1972勝利はニクソンが戦争を継続するためにカバ

ーしましたが、軍の深化制度危機はすでに提唱または撤回に同意する軍事指導者の増加を導き

ました。成長しているビジネス野党と組み合わせ姿勢でそのシフトは、1968 年から 1973 年の間に

米国のデエスカレーションと段階的な終了を生じました。

イラクからの米軍の撤退2011年は多くの点で類似していた：米軍を標的質量作用は、当選者に送

信された軍の指導者、の間で弱めのコミットメントにつながりました。ベトナムのように、最も重要な

破壊的な力は、イラク内の（暴力と非暴力の両方）制御不能な抵抗がありました。この抵抗は米軍

に大きなひずみを作 成し、中で発現 低下入隊率、低 兵士の士気などの組織の成長 戦争

に反対イラク退役軍人 と抵抗する勇気。

イラク政府とき - 米国のプレゼンスにイラクの抵抗によって圧力をかけ自体は - 米国の人員に

対する耐性を付与することを拒否し、それが最初のブッシュ政権を告げ、その後、オバマ政権は、

その撤回はイラク政府を可能にすることに好ましかった統合参謀本部でしたその兵士を起訴しま

した。

両方の引き出しには、議会、大統領、および電力の当事者が比較的重要でした。軍の指導者は、

究極の決断をしました。この修正主義物語は、将来的に反戦戦略に重要な意味を持っています妨

げる 軍の動員を、軍内の抵抗を支援し、企業のための戦争のコストを増加させることが最も効

果的なアプローチであってもよいです。

キー機関に対する破壊的抗議のこの強調は選挙や政治家を標的にすることは常に非生産的であ

ることを意味するものではありません。私たちは電力の当事者が行うものではありませんと主張し

ていない 何の 違いを。しかし、企業や他の大規模な金融機関の影響は、プログレッシブ政策

の制定と実施は、直接圧力を介して影響を与える最初の中和に依存してもよいことを意味します。

Bは、企業や政府政策への影響をeyond、標的と企業の戦略は、運動を構築するための重要な利

点を有します。

まず、anticorporate メッセージは民主党に投票しません多くの人々の間で広い共鳴を持っていま

す。米国民の超党派の大企業への不信感は、 世論調査からも明らかである、と敵意はほとんど

寄生セクターに向けて最大で 特に 化石燃料、金融、医療保険。ほとんどの人はまた、（2013



企業があまりにも多くの政治的影響力を持っていると思う ピューの調査は、 大不況が著しく非

エリートを犠牲にして大規模な銀行、企業、富裕層に利益をもたらしていたので、回答者の 3分の

2が政府の政策を感じたことがわかりました）。

でも、ほとんどの共和党有権者がによって示されるように最低賃金が、はるかに低すぎると思う

成功 4 における賃金引き上げ投票法案の昨年 11 月に「GOP は述べて」。彼らは民主党の候補

者や職員をサポートするように依頼しない場合は企業をターゲットとする動きは、これらの有権者

の多くを引き付けることができます。

第二に、企業や政府機関を対象と動きがパーティベースの政治的行動を特徴づけるために傾向

が見当違いの信仰とその結果としての幻滅のサイクルの影響を受けにくいです。

我々は、すべてのパターンを知っています。数年ごとに、リベラル派と進歩の何百万人は、変化を

もたらすために民主党に見えます。そうでないとき、私たちは、共和党の障害物で怒る、そしてお

そらくも民主党であり、共和党demagoguesは次の選挙で人気の怒りを生かすように絶望に見ます。

私たちの生活のあまりを支配する法人、その他の無責任機関：動きが彼らの本当の敵に挑戦し、

人々に力を与えることができたときに士気喪失が少ない可能性があります。人々は高尚な響きの

政治家について何よりも、これらの目標について少ない幻想を保持する傾向がある（おそらく部分

的にこのような理由のために、行動ターゲティング企業も2008年のように、より破壊的な戦術を使

用する傾向がある 研究 における 社会学のアメリカジャーナル が見つかりました）。

最後に、この運動の戦略は、それが資本主義、人種差別、家父長制、戦争の中心に制度上の私

たちの怒りや分析の焦点を合わせるため、全身の変化を促進する長期的な目標をより助長するこ

とができます。

政策改革勝つ、すべての後に、 十分ではありません：彼らは基本的な制度や社会のシステムを

そのまま残すため、改革が定義希薄によるものです。最近の歴史は痛いほど明らかにしたように、

黒の人々のための労働保護と市民権が確立された利益によって激しいカウンター攻撃の対象と

なっています。軍撤退は帝国暴力を終了していません。

最終的には、唯一の古い制度を破壊し、その場所でより多くの文明のものを構築することにより、

我々は勝つ改革の勝利を保護するために望むことができます。直接形状政策は政治家に焦点を

当てたよりも良いこの目標を進めているようだ抑圧的な機関が直面しています。



関連記事：

今それがエスカレートする時間だ、動員＆受賞 2015 年 1 月 30 日

シカゴコミュニティコッホ·ブラザーズ汚染で撮影＆受賞 2015 年 3 月 3日

ファストトラック：我々は勝つている、作成した偽のグループは、Repubsはノーと言うしない2015年

3 月 12 日

軍事戦略？誰がそれを必要とするのか？2015 年 4 月 1日

視点：「働く権利」倒すためにスマート戦略 2015 年 3 月 19 日を

[２]：現状認識と対策案.、

⑴筆者若年時代に米軍事産業一角の日米合弁企業で５年勤務した。その顕著たる特徴は

⒜企業の大型成功から米経営者は唯我独尊-頂上独断決済。企業利潤(企業延命)第一原理に

徹底、⒝その為の関係情報徹底収集-分析、その上で未来シナリヲで動作する。国家納品収

益＆納税額も大きいはずで、⒞米国家機関<政府-CIA-米軍>等の横連帯も強力。当時副社長

は米国防次官だった。⒟経営者とその部下は反共-米資本主義-優生主義思想。⒠何事も数

理的 51%-goのデジタル決済の様だ、翻して合弁日本企業側は人情的決済の古き良き時
代?!。⒡当時は高収益-高給与？だったが無駄なく使われる。⒢社員思想私生活監視は厳重.

⒣1970年代筆者は共産主義口実で弾圧経験,順法精神がなく無法丸出し強引は9/11と同じ.

⒤cia 劇場陰謀=意識無意識の協力者複数を操作して組織的陰謀環境をでっち上げる。

敗戦後日本では天皇家-財閥を筆頭に行政-政治-民間等に幅広く CIA 協力網がある。

＊山川暁夫,CIA,教育社,1978.

⑵2008 年米レ-マン破綻後から 7年、資料①報告に見るように近未来危機直面の米企業経営

者は未来模擬シナリオに徹底<危機管理>、その計画は非常にラジカルな物の様だ。過激化

起因は思想＝唯我独尊優生主義、”人は支配する者,支配される者”に 2分<悪魔思想>.

⒜国家国民は優生貴族の搾取対象、......Hoegel哲学

⒝敵を設定しての永久闘争路線<暴力崇拝である!!!＞......Hoegel哲学

⒞危機を自ら演出して、事態を己有利に図る<陰謀崇拝である!!!、9/11 は最大規模!!>.

...by Bertram Gross,Friendly Fascism,

基本的に米国はナチス狂気勢力支配<唯我独尊と暴力崇拝>と思えば現状趨勢がよく判る。

NAZIS's madness
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/_floorB1F_nazis_X.html

The Ghost of NAZIS.
http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/_floorA6F_hc.html

http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/_floorB1F_nazis_X.html
http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/_floorA6F_hc.html


金 権政治力で

支配側分配

市民 側

分配

政治敗北でこの

分量だけ知的

＋行政的分配が欠落、

自費でこの生産力確保

がないと勝てない

更に前述の米国家機関<政府-CIA-米軍警察=暴力装置>等の横連帯も強力、この時期に

JadeHelm15 国内軍事演習実施は危機の裏返しは確実、9/11 の次があってもおかしくない.

近未来危機に対してラジカルな対策を断固頂上決断決行が彼ら特徴！！、これは島国日本

人から最も遠いパ-ソナリティ、破綻を直に見るまで何も出来ない日本人の正反対！！！

アラブの指導者も危機を直感しての決断決行は素早いと言う<佐々木良昭氏>、

戦後高経済成長で＆長期平和で甘やかされた先進国市一般民では日本同様かもしれない。

⑶一般国民市民敗北の最大原因＝攻める者が勝ち、守る者は敗北！

未来模擬シナリオに徹底＝”富裕支配階級の有力シンクタンク機関等の所有”
要するに金<金権政治>に物を言わせて、知的エリトを買収、己作戦製造と権力施工機関ヲ

動かす。これでは搾取対象の一般国民市民に勝ち目が無いのは明白！！！

敵陣の繰り出す悪政数々に対して一般市民の大規模抵抗運動は必須効果があるが，それだ

けでは先手が取れないです。場合によっては市民暴動等を誘発する<裏切り者が>事が口実

で弾圧進行の恐れも、相手の繰り出す罠を充分に予測しないとまずい。

⒜人行動を支配するのは情報、然るに体制側は新聞ＴＶの大規模腐敗マスコミ支配、

これが現状の国民大規模だましに動作してる。→ 速報可能な低価格ネット活用

⒝国権文部省の大学研究機関予算人事管理権での研究教育支配。→

国民市民は真の情報を得るには{金+人材力コスト必須}を認識せねばならない。

確かに納税として本来費用支払い済みなのだが政治行政捻じ曲げで対価獲得が無い。

時代切迫に面して真の国民市民奉仕の知的情報収集分析と政策設計研究機関設立が急務、

⑷一般国民市民の中の有能者は監視と陰謀追い落とし個人テロ対象。

資料②報告の通りでしょう。指導者を標的に国民内部の裏切りがあっては勝ち目がない。

http://www.777true.net/Fatal-Weakpoint-in-Japanese-Thinking-Way.pdf

1%政府行政機関

生産力

99 ％

市民

http://www.777true.net/Fatal-Weakpoint-in-Japanese-Thinking-Way.pdf


⑸これで原因ひとつが判ったのだから、打つ手は充分にある。

相手の想いと動き、および己のそれを組合わせ想定の先読みでの必勝策。

Ⅰ:2008 レ-マン破綻の前年 2007 に北極海氷層が最小を記録、この年,気候科学者の警告声

明が世界的に出た。実は今日の経済軍事荒れ模様は地球最終危機＝気候変動崩壊の煙幕

ででしかない事を念頭に置かねばならない。”軍事危機は己生命の直接危機だから、よく判

らない気候変動どころでない、経済危機は明日の生活がかかるのだから、よく判らない気

候変動どころでない”という仕組みだ。その黒幕は石油屋ロックフェラ帝王、その邪悪な

精神は「敗戦よりも革命が恐ろしい」の一点。ナチス成立を裏支援し、戦後はナチスを蜜

輸入でcia軍産複合体ナチスＵＳＡを作った張本人。気候変動ipccも石油大手EXXON-MOBIL

で捻じ曲げ,今日の地獄行き寸前世界状況を招いたのだ。

2011_3_11 の福島原発破綻日本を米裏政府政策から予言する重大記事

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J20-the-principal-criminal-Rockfeller.pdf

http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf

http://www.777true.net/It-is-us-who-are-on-the-GermanWings-Airbus-A320-whose-door-is-fi

rmly-locked.pdf

Ⅱ:何といっても我々は圧倒的多数派、真実ひとつでの団結こそが必勝戦略！！！。

真実(≡実現)は特定の個人の意見などではない！！、

⒜科学的真実は唯一＝確率事象も含めてゲーデル完全性定理の意味で保障されてる。

*可観測現象無矛盾性＝現実に起こる事,見える事象は唯一、Ｗイメ-ジでの事象は無い。

⒝工学-経済設計的真実＝設計合成では設計思想に依存して一意性があるとは言えないが

設計思想が一度固定されれば、最適設計としての一意性はあるだろう。

⒞思想＝人の生き方！！

論理として無神論と有神論がある。後者に伝道者はあれど天界託宣は伝道者意見ではない。

イスラム預言者ムハンマドもその事を再々述べ，個人-偶像崇拝を強く禁じてる！！

＊天意に従う者は義の政治,背く者は力の政治.........墨子

⒞1:有神論<天界託宣>＝人は神の前で平等，真実正義博愛で”共存”を追及！！！、
＊己安泰を願うならばまずは全体の安泰を祈るべし....日蓮

⒞2:無神論＝前者の論理否定、現代世界支配米ナチス勢力は後者にある。

ナチスの殊更にユダヤ迫害＜ユダヤキリスト教-イスラム教＞は有神論に起因。

＊神が居なければ全てが許される....ドストエフスキー

＊人が死ねば唯の骨と骸骨,ならば生きてる間にやりたい放題しほう題<skull & bones>

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J20-the-principal-criminal-Rockfeller.pdf
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
http://www.777true.net/It-is-us-who-are-on-the-GermanWings-Airbus-A320-whose-door-is-firmly-locked.pdf


Ⅲ:江戸時代の公安体制維持策として五人組があった、現代ではこれを平民側から逆用すれ

ばよい。即ち団結規模最小＆団結力最強単位の五人組を己意思で作る手がある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E4%BA%BA%E7%B5%84_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2)

これは連帯責任・相互監察・相互扶助の単位であり、領主はこの組織を利用して治安維持・

村（町）の中の争議の解決・年貢の確保・法令の伝達周知の徹底をはかった。また町村ご

とに遵守する法令と組ごとの人別および各戸当主・村役人の連判を記した五人組帳という

帳簿が作成された。

＊{フットサル,バレボ-ル}も 5 人組！！、攻撃とその補佐で 2名、及び守備が 3人。

Ⅳ：話は前後してしまうが、もし本物気候変動対策が施工できると化石燃料制限と気候変

動悪化に伴う生活物資不足発生で配給経済が不可避化する、資料①の最悪化する現体制延

長でも同様になる。

だからココを全地球人が今、了解すれば本物の気候変動対策が早期に可能になるのだが、

＊誰もあなたの話に耳を傾けてくれないのでしょうか？ あなたに反感を持っている人たちが

集まって、あなたの目標を片っ端から妨害しようとしているのでしょうか？ その人たちは、あ

なたが苦労して勝ち取った地位から、あなたを蹴（け）落とそうとしているのでしょうか？ 行

く手に幾多（いくた）の障害が待ち受けているような気がするのに、努力を傾ける価値はあるの

でしょうか……？ 今あなたが激怒しているのは無理もないことです。でも今週、あまり引きこ

もらないようにしてください。なぜなら宇宙はこれ以上あなたに屈辱（くつじょく）感を味わわ

せるつもりはないからです。状況が好転することを期待してください。そうしたらその期待は満

たされるでしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E4%BA%BA%E7%B5%84_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2)
http://ja.wikipedia.org/wiki/年貢


付録１：緊急性優先順位で並べた事実確認と広報事象の対象：

http://www.777true.net/How-to-sale-the-Climate-Policy-hated-by- All.pdf

ともかく残された時間が少ない事を念頭に決断を下さねば助からない！！

Ⅰ：気候変動とその必要可能な緊急対策。

⑴緊急の北極冷却工学設計と施工。←北極全面氷層融解とメタン地球破滅回避策

⑵緊急の CO2-80％削減世界政策と新エネルギ体制。

←気候凶暴最小化策＝0.2～0.4℃上昇での 20～30 年後の停止と下降開始。

Ⅱ：既成体制破綻と来るべき新世界体制＝世界革命にならざろうえない。

上記Ⅰがデジタル決済できる事は既成体制破綻の結論、その結果は新世界体制設計開始

⑴上記Ⅰの科学事実は経営者の世界連帯を持っても曲げる事が出来ない。

既成体制破綻とは敗戦と等価!!、爆弾瓦礫は無いが実質は化石燃料体制全面解体です。

資本主義経営者は敗戦を認めねばならない、現状延長は操縦室ドア固定<気候危機無視>

での Germanwing 副機長と同じ世界規模の巻き添え自殺路線の超悲惨さを認識せねばなら

ない。現状心理は大規模集団同調麻痺、皆が無視だから俺一人でどうなるの責任転嫁、

＊筆者観察では現代エリト等は目前作業集中で,全体<気候危機進行,偽旗戦争蔓延等>を

無視できる事で一時安泰を得てる節が見られる。その意味では経済危機も軍事危機もあり

がたい存在になる逆説が発生している<UP SIDEDOWN WORLD！！>.

⑵敗戦調印が成就すれば新世界体制設計開始＝世界革命始動！！

⑶上記Ⅰ,Ⅱの世界計画を妨害する勢力がある！！！。

http://www.777true.net/Oil-and-Military-the-Deathperate-Industry-has-been-causing-the-wor

ld-desperate.pdf

米ナチス抵抗勢力は世界規模での偽旗戦争を推進、その究極は米欧 vs 露中の核戦争か

誰が偽旗戦争推進役の黒幕か？！！

気候変動＋偽旗戦争主犯

＝副機長Ｄ.ロックフェラ-逮捕!!

.....「敗戦よりも革命が恐ろしい」

http://www.777true.net/How-to-sale-the-Climate-Policy-hated-by-All.pdf
http://www.777true.net/Oil-and-Military-the-Deathperate-Industry-has-been-causing-the-world-desperate.pdf


付録２：想定要素と組み合わせ、

未来解析では対象相手と作為者己で起こりえる可能性要素{A},{B}を総て数え上げる作業がある。

Ａ1 Ａ2 Ａ3 Ａ4 Ａ5

Ｂ1

Ｂ2

Ｂ3 @

Ｂ4

Ｂ5

この行列要素<要因の組み合わせ>が将来の起こりえる結果の可能性<確率>になる。

現実=歴史は因果の時系列になるから、上記は時間をとめた一時状況に対応。

@ひとつ結果をとれば,そこから己と相手の取りえる次期想定要素が派生、次期対戦へ、

＊ある問題を設定し,想定要素をくまなく数え上げるは基本的な筋肉訓練でしょう。

ゲ-ムである囲碁も将棋もそれをやってる訳です。


