
－ＣＩＡ自民政権奪取に関わる技術問題－

戦後 60年、超長期日本の実質一党独裁自民政治、なぜ本格的な政権交代がないのか？！、

この裏真相を国民全員が熟知なくて果たして日本に民主政治は可能か！、無理です。

だとすればどうすれば良いか！？。

'08/9/3＾10.

[１]：紛れもない事実としての戦後日本ＣＩＡ潜伏支配の現実：

❶民主党/Chakuwikiなる以下 site を一読参考下さい。鋭い事実指摘があります。

<http://wiki.chakuriki.net/index.php/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A>

この指摘は地方政治現実を良く捕らえて同感、実は地方行政政治ばかりでなく中央霞ヶ関

官庁や国公立の病院福祉文化機関(その民間関連企業)、国公立大学教育研究機関、ＮＨＫ

でも「税公金で動作する全機関」が皆そうです。そればかりでない、大新聞とＴＶ局は

大資本の広告料収入を得る一方で配達員等から、報道姿勢まで結構共産支援遣ってます。

ではなぜ本来は反目のはずの自民(公明)-共産なのでしょうか？！！。全ては愚かな国民騙し

(騙されるような人は愚かとしか表現しようがない！)で、戦後一貫した米一本パイプの

自民一党独裁体制の護持一つにある。

❷戦後日本とＣＩＡ網形成経緯等に関しては/http://www.777true.com/に複数記載あり。

公明党や共産党は戦前は反体制で指導者は政治犯収監、戦後ＧＨＱにて解放された

名誉ある歴史にある。だが米国はその彼等を恐れて抱き込んだ。

26.共産党をコントロールするといい,経団連には触れないといい,何かと御目出度い無能

政党♪,共産党は中央は(建前では)反自民だが,地方に行くと反民主・反社民(≒反経団連・

反解同・反公務員労組)で自共共闘の色が強くなる。実質自民系と共産党だけで回している

市町村議会がウンザリするほどある。民主系は放置プレイ。<赤下線部分は鈴木加筆>.

日本の軍事協力と商品＆資本輸入なくては米体制が持たない。この米意向を曲げるは容易

でない。当然この構造は一般日本人納税者からの大規模詐欺搾取なくては成立できない。

だからこそ敵は徹底した情報収集解析と陰謀で日本国内対抗勢力潰しで大動作にある。

国民内部に常に大規模な裏切りがあればこそ、この戦後体制構造が持続する。

だから年金渋りや各種疾病等の福祉無策、貧困増大、農漁村疲弊、治安悪化社会不安増大

等の社会問題噴出、他方で社会悪に立ち向かう報道言論-研究者、政治家には陰謀脅迫が,

民意は自民にないのに(自民支持は常に 1/4程度の微量！)決して自民一党独裁が崩れない。

過去に民主党の間抜け不祥事が何度も頻発してるのもそういう背景が動作してるからだ。

http://wiki.chakuriki.net/index.php/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A
http://wiki.chakuriki.net/index.php/%E9%91%B7%EE%81%86%E6%95%B1%E5%A7%98%E6%88%9C%E5%AF%8C%E9%8D%8F? 
http://wiki.chakuriki.net/index.php/%E9%8F%83%E3%83%A6%E6%B9%B0%E9%8D%8F%E8%BE%A9%E6%95%9A%E9%8D%8F? 
http://www.777true.com


[２]：過去の経験が役立たない前代未聞の黙示録終末時代に突入の日本と世界：

<<強力な意思統一と断固団結なくば乗り切れない準戦時としての気候変動危機時代へ>>

☞：メタン崩壊問題は/http://www.777true.com/<項目 40>.

❶：米国凋落.世界情勢歴史的激変に伴う生活第一野党の大認識変革必要性－

①商品技術経済飽和から"資源飢渇経済"への大推移：

「世界資金をかき集めて世界経済牽引にあった米国が 9/11-イラク侵攻破綻、住宅融資破綻

(500兆円以上)で終に凋落開始、最終的あがきとしての＄爆刷による食糧石油生活資源産品

高騰化は日本のみならず世界各国も軒並みに大打撃、他方静かに？かつ確実大規模に進行

する世界気候変動での旱魃洪水風水害等での社会基盤破壊と食糧資源破壊の同時進行、

今年は終に北極点融解も、その海底には一気気温上昇に作用する大量メタン爆弾の指摘が、

今後最悪推移では 3~4度温度上昇が見込まれる。既に全球僅かに１度上昇でアフリカ、

オーストラリア等は旱魃(洪水)地獄、アジア.米国でのハリケン強度は過去にないまでに。

3~4度温度上昇は全滅ではないにせよ瀕死の地獄化は不可避であろう。

②自滅する様な文明 は棄却すべき超有害欠陥品への認識大革命：

他方精神世界(宗教をも含めた超常性認識の人々の意味)関係者言論には 2012、2040年世界

破滅の予言も<但しメタン融解気候変動に関する時間推移に関しては報告が見当たらない>.

物質文明快楽大享受で今なほ人類を誘って止まない現代文明、人を麻薬中毒破滅に誘う様

な英国産業革命に発する近現代文明は「生きる」と言う生命原則、神勅命に反する悪魔の

沙汰、聖書もコラ－ンも実はこの事だけの予言警告の為だけにあったのです。

☞：神ともあろう者が何故悪魔を創造したのか？、古来よりある大疑問、回答は仏教の方

が答えてる。光あらば闇あり，善あらば悪も，肯定否定二値論理の般若心経。

然るに何故、人間だけに神-宗教があるかと言えばその全ては悪魔との戦いの為。

勿論、悪魔<サタン>とは仲間殺し(戦争動物)の原罪を抱えた我々人類自身！、

最後の審判とは人間悪魔性の判定、無論、悪魔ならば救済はないと言う理屈、

☞：ユダヤ教タルムードやコラーンによれば神は人類を土(畑耕作で生かす)から作り、

サタンは smokeless-fireから創造したとされる。然るに現代文明主役の石油や問題の

メタン氷塊は煙なしで発火(発火した時,人類瀕死！）である。因みに悪魔を天界から

投げ落としたは天使 Michael、英国ローリングストンズ、Mic Jager の大 hit 曲に

Jamping Jack Flash(1968)がある.同曲歌詞内容を解析するとすごい事が判る。彼等は

因みに「悪魔を哀れむ歌」なども作曲。米国牧師の息子 Marvin Gaye(故人)の

Save the Children<アルバム whats going on,1971>も今にすれば凄い予言曲。当時で

は時代が多少早すぎて意味不明であっただろう。
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❷戦後過去の成功観念だけで動く時代大変化も先読みができない世襲自民の無能露呈。

❸経験が役立たない時代に必要な技術：

①過去既成の成功経験が役立たなくなる。

21世紀世界は一つの終局にある。その一つ理由が科学根源がこの宇宙創生と神-宗教真意の

理解到達に達した事であり<既成学会無視>、他一つは産業革命以来の物質文明経済体制が

気候変動危機招来と言う事で敗北が自明化した二点である<未だに省エネ技術等で回避で

きると思ってる人は真相を知らない。今後は人為 CO2 無放出でも温度上昇は停止しない,

過去 1度で世界は大荒れ、それが 3~4 で大気エネルギ増分が 3~4 倍化する>。即ち従来常識

が大破綻してる現実だ。前者はその人間欲望満開性に魅惑され、宗教を時代遅れと抑圧し

たが、ここに至って大逆転が起きた事。宗教こそが人間本質とその終末を見抜いてた。

この逆転世界下に今後は過去経験が有害化，又は役立たない時代に入るだろう。

☞：般若心経ではこの俗世を逆さま<悪魔夢想支配>とも見なす。だから俗世一切を離れて

出家、涅槃(安泰に至る悟り)に至る道を究めると述べる。厭離一切顛倒夢想究尭涅槃。

しかしこの政治非関与姿勢を問題視したのが政治積極関与の法華経教徒集団。

②発想大転換ができる：

人は常識で生きる者であり、まして成功者に成れば成るほどに過去栄光に固執する者であ

る。だが年齢だけでは判断できない。修羅経験の人間ならば転換重大性を熟知をしてる。

発想転換ができる要件一つは論理思考である。理論と現実が一致する認識にある識者。

もしくは問題設定と解析ができる研究者集団とも言える。後者方法は現実的である。

しかし情報参謀と決断責任施工指導者は別物であり、この両者組み合わせが重大だろう。

①それにも関わらず国民無知を見越してのそれを補うマスコミ保守大声援の演出：

経験知識は指導者としての基本資質と見なされて来た。だがこれからの気候変動世界では

従来経験がむしろ邪魔になる可能性が高い。過去経験は役立たない事態になるから。

かような変局時代に際して世襲二世支配の自民政府とそれにたかる既成権益団体等は既成

体制護持だけに関心、到底この状況では未来先取りで対応は難しい。政治成果と言うのは

国民に作用する政策結果だけに意味がある事は誰も判る。政治家人物などは最終的には

無関係、好人物と言えど政策無策で駄目なら無用である。しかし変革を恐れる既成体制は

マスコミを中心に肝心の政策議論を無視して背後に追いやり、今後は保守大声援の国民を

愚弄した「人物政局スキャンダル中心の演出」に回るだろう。

②一国の政治流れは 10 万トン巨大タンカの全速直行、そこで 180度急転回できるだろうか 。

巨大慣性が働いて小型と異なり急転は不可。だがそれでもとなれば急停止と舵を制限一杯

まで切っての先読みでの大転換操作の先導が必須だ。核心はこの先読みの精度であろう。



[３]：戦後日本ＣＩＡ潜伏支配打破がなければ本物政治は実働しないのだが、

①米国の日本軍事諜報占領体制は終わらない。日本保守政治とは日本独立反対なのである。

②日本経済米従属化体制が終わらない。中国経済との結合を嫌がる言論の何と多い事か。

③国民重労働での大稼ぎ上納の対米資本輸出体制、引き換えが国民福祉貧困化策、

詳細は<http://www.777true.com>項目 1:奴隷日本 参照されたし。

④永田町政治家ならば上記事情は承知してる。政権を真剣に取ろうと言う意思が無かった

社会党が崩壊して、もはや安保廃棄を言える政党すらが無くなった。

⑤体制根幹に支障がある問題に関与しかねない本物政治家、学者研究者、言論人等では

過去に裏陰謀テロ等で倒れてる。国政中心地永田町は国内で最もＣＩＡ代理人が暗躍

する世界は皆が承知で、しかも近年は沈黙が支配にある。、

⑥上記問題が誰の口にも遡上する自由時代に無ければ日本政治に明日など無い。政治家は

脅迫下に甘んじる名誉俸給利権代理目当てのただの政治屋や過ぎない。それらは彼等が

張るネットＨＰの内容を見れば表向き姿勢は判る。内心は判らないが。

⑦まず永田町人が超党派？でこのＣＩＡ代理人駆逐で意思団結でしか始まらない。

それに反対する人間は明白に代理人であろう。まず己の政治的自由と安全確保である。

意思ある議員は率直に支持者に事情を話して己の身安全確保に協力してもらうべきだ。

真意を汲み取れば協力者がいないはずが無かろう。米国の脅迫に屈する限り、到底日本

に独立自由が来る訳がない。これからの生き延びる為の政策選択すらできない。

⑧ともかく一度、野党への政権交代がなければなければ始まらない要素も多分にある。

政権党になる事は行政権力掌握であり、政権政党でなければできない事多数が可能に

なる。この事は選挙での国民一票次第で、できる事でもある。その時でも組織防衛は

第一級問題になるが、その前に内部分裂を潜在させてると空中分解破綻もあり得る。

だから政権奪取に望む政党は事前に内部調整＝団結是非こそが死活を制するだろう。

政権交代は既成権力にしてみれば死活問題、当然彼等の反撃に備えねばならない。

勿論、その時の米政治がどうであるかも大問題になる。

この事は日本では大手を振って公然と今なほある日本戦後のＣＩＡ裏支配が語られない

現実を見れば判るだろう。真実が語られないでは全てが始まらないでないか！。

それにもまして米国でも大問題成ってるＣＩＡブッシュ政権の気候変動問題、反体制政治

運動に対するに対する露骨にして陰険な反動政策である。実は日本国内協力勢力も全く

同じ動作にあり、実態支持層は少数にしても主力にあるのだ。

この仕事は本質的な戦後終焉政策でしかないのだ<日本の真の独立国家化>.

それからが本格的な仕事が始まると言う意味である。もし対米従属持続ならば、
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⑨組織防衛は専従専門家集団と大域協力網がなければできない。

筆者は長期に渡り諜報世界現場にもある立場で，敵技術手法<ガイドラインとしての Manual

化>のおよそは掴んでるがこの地でそれを文書化する事は難しい。但し趣旨は上記 website

<http://www.777true.com>項目1:奴隷日本/付録７:経験的に推定されたCIAマニュアル。

付録：予言歌/ Jumping Jack Flashと Save the chilrdren/.

ローリングストンズの Jumping Jack Flash歌詞に注目。曲(1968)2年後に仲間の一人が

プールで水死,と成ると歌詞は一つの予言！、しかしそれだけでない.Mick Jagger洗礼名も

Ｍ,あのサタンを天界から投げ落とした Michaellなはず。名前は無意識に人の一生を支配

する.だから彼は後に「悪魔を哀れむ」歌も作った。その内容はロシア革命,ケネデイ暗殺

何やらで結構、悪餓鬼にしては知的内容。然るに Jumping Jack Flash の歌詞内容を普通に

見る限り意味不明.克明に見ると実はもっとすごい事を言ってる様だ。麻薬でラリッて幽界

離脱(trip)、そこで未来を見て戻って来るのは,Jucelino-Nobrega師<同師は薬などには無

縁>と同じ機構でないのですか。

十字架暴風のずぶぬれ雨に生まれて,歯のないババに背中を鞭打たれて育てられたは悪魔

的、Jumping Jack Flash＝俺は稲妻野郎と誰かが訳してるが,本来は操り人形、だが

文字通りに解釈すると、飛躍的稲妻状のJack(国旗)は英国固有切り裂きJackの意味も、

頭を貫いた大釘が王冠になどは英国的、悪魔的だ、しかもIt's a gas , gas , gasそいつ

は冗談 冗談 冗談。gasは多様な意味があって、俗語では行けるとか,冗談にもなるらし

いが,methan gasでも良い訳だ。冒頭の荒れ狂う異常天候下とこれをつなぐと自分には将来

ありえるメタン爆出発火と酸欠化での人類終末姿を想像せざろうえないじゃないですか。

人類破滅のCO2増加は英国産業革命に始まると言い方は一方的だが、彼等にすれば無意識

自責感があるのかも。それともう一つ、かって英文wikipediaで悪魔サタンを調べると、神

はアダムやイブの人間を土から作られ、サタンだけはsmokeless fire(煙なしの火)から作

られたと聖書外伝にはあるとされる。然るに時限爆弾とされる北極海での問題のmethan

clathrate(メタン氷塊)は氷に煙なしで火が着くのです。

smokeless fireは意味が深い、まず石油であり、天然ガスであり世界を破滅に追いやった

現代悪魔文明の根底にある訳です。それと今述べた methan clathrate(メタン氷塊)、

前近代の火力特徴は木材燃焼だから煙つきでしょう。

付録２番目は同時代の米国マービンゲイで，彼もＭ,その予言は現代伯仲核心を突いてま

す。こうなった世界に着いて誰が一体責任を取ると言うのかの超重大な予言指摘。

この時代にこれだけの事が書けるのは特別な世界を見て来た(trip)からです？！。

最小限の、敵と類似した技術手法,組織がなければ勝てない当然な理由を意味します・
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-Ｊaｍping Ｊack Flash, it's ａ gas,it's ａ gas－

by Rolling stones<Mick Jagger & Kieth Richard,1968>

<http://www.nurs.or.jp/~kaien/Diary/Words/Words012.html>

☞：以下では上記訳を筆者意向で部分<若干修正補足>してる.

One Two!、I was born in a cross-fire hurricane <十字砲火>暴風雨の時に俺は生まれた

And I howled at my ma in the drivin' rain 打ちつける雨にお袋の下で怯えた

But it's alright now でももう大丈夫

In fact it's a gas , but it's alright そいつは冗談 でも もう大丈夫

I'm Jumping Jack Flash 俺は稲妻野郎<飛躍する稲妻Jack>

It's a gas , gas , gas そいつは冗談 冗談 冗談

I was raised by a toothless bearded hag 俺は歯のない髭のある婆に育てられ

I was schooled with a strap right across my back 鞭で背を打たれしつけられた

But it's alright now でも もう大丈夫

In fact it's a gas , but it's alright そいつは冗談 でも もう大丈夫

I'm Jumping Jack Flash 俺は稲妻野郎

It's a gas , gas , gas , oh そいつは冗談 冗談 冗談

I was drowned , I was washed up 俺は溺れ(Brian Jones) 打ち上げられる

And left for dead 皆は俺が死んだと思った

I fell down to my feet and I saw they bled , 俺は倒れ 血だらけの足を見た

yeah , yeah

And I frowned at the crumbs of 俺は耳パン屑を見て気分を悪くし

a crust of bread , yeah , yeah , yeah

I was crowned with a spike right through 大釘が俺の頭を突き抜け

My head , right through my head それが王冠になった 俺の頭を突き抜いてな

But it's alright now でも もう大丈夫

In fact it's a gas , but it's alright そいつは冗談 でも もう大丈夫

I'm Jumping Jack Flash 俺は稲妻野郎

It's a gas , gas , gas , oh そいつは冗談 冗談 冗談

I'm Jumping Jack Flash , it's a gas 俺は稲妻野郎 そいつは冗談

I'm Jumping Jack Flash , it's a gas 俺は稲妻野郎 そいつは冗談

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

＊悪魔を哀れむ歌<http://dokuritsut.exblog.jp/5641515/>

http://www.nurs.or.jp/~kaien/Diary/Words/Words012.html
http://dokuritsut.exblog.jp/5641515/


-Ｗhat ｇoing on(1971)、Ｓave the chilldren、Mercy mercy me－

by Ｍarvin Gaye. <(株)Universal Music.Co; M.G,What's ｇoing on>

米国人 soul singer のＭarvin Gaye も MichaellのＭだ.それもまさに今から既に 40 年近

く前<Rolling stones と同世代>だが、すごい予言 song を歌っている！。彼父親は牧師で、

宗教啓示的だったが不幸にもその父親との口論で寿命を縮めてしまった<歌詞翻訳筆者>。

⑴Ｗhat's ｇoing on(1971)<(これから)どうなるのか？>

完成度の高い美しい曲で,事実全米 1位にもランクされた。間抜けにも歌詞中身を知った

のは CD購入の 40年後。中身はベトナム反戦歌、hateを削げるのは戦争でなく love。

デモ行進での警官横暴も非難、結論は皆で話合えばこれからどうなるかが判るだろう。

⑵Ｓave the chilldren<子供を救え,当時では早急すぎて意味不明だっただろう>

宗教的終末予言と救済呼びかけ歌、

Who really care?

To save the world in despair, 絶望の中の世界救済を誰が本当に面倒見るのか！、

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

Flower won’t grow, 世界が歌わなくなり,花が咲かず、鈴も鳴らない時が来る.

Bell won't be ringing,

Who's willing to try to save the world that is destined to die

When I look at the world it fills me with sorrow

Little chilldren today are really gonnna suffer tommorow

Live life for the chilldren

⑶Mercy mercy me(環境汚濁問題)、

お慈悲を、お慈悲を、物事全てが昔とは違ってしまった、

☞：Obama 妻も Michelle、彼の大統領指名受諾演説を見ると「どうであれ、間違いを正し、

変革へみんなで共に前進しよう」という呼びかけと思われる。

<http://k.d.combzmail.jp/t/d3sa/707i7sy0ddbyqxoqz4 >

誰が死すべき宿命にある世界を喜んで救済に当たるというのか！<正に現代状況!>,

その世界を見渡すと悲嘆で胸が詰まる。

今日の幼子は明日の苦痛の日々に本当にこれから行こうと言うのか

その子供たちのための人生を生きてくれ！、

☞：Marvin はこれだけの事を言うのだから、当時(1971)何か"啓示"を見たのだろう.

米国では人種差別主義者等を hate groupe と呼称する。これは非白人系米人には切実実感

で、その反語として love supreme(John Coltrain,Jazz player)などが生まれてる.

バプテスト派には通うな警告予言が多い<Jeremia Right 牧師,Obama の元師匠、9/11 に絡ん

で米国は呪われてるとの発言で物議>.

http://k.d.combzmail.jp/t/d3sa/707i7sy0ddbyqxoqz4

