日本人組織破滅

本質

対策。

2016/4/2４

”日本人は 12 才“(占領軍司令官マッカーサ)＝強者権力に擦り寄る他人依存の日本人。
明治維新は欧米に局地戦争で負け,屈服した薩摩長州が起こした(欧米操縦革命).
日本人は(利己主義での)強者追随で仲間を裏切る。

[１]:失敗事例集.
⑴“組織の三菱”と言われるが、またしても懲りずに不正隠蔽が暴露。３度同じ失敗反復だと絶望一字が
浮上。いったいどこに問題本質があるのか、その対処法は？・

＜三菱自＞燃費不正、経営に打撃…グループ支援不透明
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160423-00000009-mai-bus_all

⑵史上最大最悪の隠蔽＝EXXON-MOBIL(皇帝 Rockefellr)の気候変動科学事実の隠蔽

Exxon knew four decades ago about CO2
Neela Banerjee of InsideClimate News talks about her investigation into Exxon and how the
company's scientists knew since the 1970s about the damage fossil fuels were causing to the
climate. Banerjee also discusses how the company funded groups dedicated ... more
http://www.msnbc.com/greenhouse/watch/exxon-knew-four-decades-ago-about-co2-536557123
707?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

ExxonMobil Faces Heightened Risk of Climate Litigation, Its Critics Say
Advocates explore holding the company accountable after new evidence shows it's long
understood that global warming threatened its business and the planet.
By Bob Simison, InsideClimate News Sep 30, 2015
http://insideclimatenews.org/news/23092015/ExxonMobil-May-Face-Heightened-Climate-Litigati
on-Its-Critics-Say?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

⑶IPCC the injustice manipulated by the Oil Merchant

不正).

http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-do-not-tell-them-the-monster-exists.html
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf

⑷フォルクスワーゲン(閉同族支配)の大規模燃費不正。
http://katayama-osamu.com/wordpress/2015/10/3602/

⑸現代史上最大最悪の隠蔽＝NY9/11 自演テロの隠蔽と世界各地での偽旗戦争拡大
＊9/11

inside job terror(2001) for the aim of against the Muslim Nations.

http://www.911truth.org/ ; http://www.physics911.net/ ; http://www.911scholars.org/
Such unprecedented too big criminal has globally been neglecting.While people had been
arguing on trivial scandals.That is, now our world is upside down world.

⑹昭和天皇独断の日米戦破滅と天皇取り巻きの優柔不断。
日米戦争に先立って陸軍部は日米戦争経済模擬計算を有沢経済博士の下で実行、其の予測
はよく当たっていたと言う戦後評価が高い、然るに山本五十六も米国視察経験から勝てる
戦争にない事を承知、米国の圧倒的生産力優位を承知してたから、おそらく当時の専門家
は皆それを承知だっただろう、でなぜ開戦を阻止できなかったか、答は単純明快で天皇家
意向<敗戦よりも革命が恐ろしい=近衛文麿>に逆らえる人物一人が日本では居なかった。<
ナチドイツではヒトラ暗殺計画失敗>.現北朝鮮がなぜ駄目か、誰も金正日に逆らえるもの
が居ない。でなぜ今の世界は駄目なのか、ロックフェラ世界総統に逆らえる者が居ない。
⑺浅原天皇と理工系オ-ム真理教信者多数の破滅。
自己教育(修行願望)に熱心な理工系学生等が超能力修行を擬似餌に犠牲者に、浅原盲信が
常識ならば簡単に判る違法行為すらも感知せずで強行、ついに霞ヶ関毒ガス散布で破綻。
倫理感の組織責任転嫁で、個人ＩＱがいくら高くても思考停止化では無力化！！！、
ナチス戦犯も戦後の戦争犯罪法廷で組織責任転嫁<軍命令>の口実を多発。組織権力者意向
に沿う事で自己責任感欠如=自己安泰を図る甘えの心理構造(自立無能化)が見える。
⑻小人組織の権力掌握は一途に利己主義追及で破滅＝全体調和が見えない！！！。
日本では３人寄ると腐敗が始まると言う。組織は特定利益追求を共通する個人の集団、
利益追求主義に徹して、外との正常な利害関係を無視すればいずれは破綻が待つ。一組織
が全宇宙に見えるのだろう、だがその外には平等な権利を持つ無数の宇宙もあるのだが。

己安泰を願うならば，まずは全体の安泰を図るべし.......;.日蓮
⑼模倣教育で成功を実力と勘違い、過去に経験の無い時代突入で大混乱開始！！。
既存システムの部分改良は良くできるが、システム改変自体はやらない日本。戦後日本はおおざぱに言
えば欧米技術を導入で民生品の欧米に比較して低価格生産で経済成長。一時は誰かに Japan as
No1 とまで持ち上げられた、だが後進中国＆韓国等が日本と同路線で成長すると様相は一変してきた。
過去に経験の無い時代突入で大混乱が開始、関西の三洋電機、シャープの凋落、そして関東の東芝
の不祥事も皆、過去に経験のない市場窮乏の結果。既成路線発想ではもはやでは出口が見えない。
米国でもあのインテル、アップルすらも凋落時代大潮流が逃れられないのです。

[２-Ⅰ]:失敗メカニズム(Ⅰ)（専制権力＝無謬律支配で.誤り回避不能化)
秘密結社骸骨と骨のヘ-ゲル専制主義支配＝公家の隠蔽（右翼暴力）体質起源。
⑴貴族権力者頂点最悪は己凋落を恐怖し、致命的欠陥を認める事ができず体制改変を拒む事、
＝敗戦よりも革命が恐ろしい............<近衛文麿＝日米戦争時の国家指導者>。
この概念は日本に限らず、気候変動進化の現代世界にも通じます。
HEGEL AND TOTALITARIANISM THE CULT OF STATE POWER
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/hegelnew.htm
PRIMACY OF THE STATE VS. THE INDIVIDUAL
"In civilized nations, true bravery consists in the readiness to give oneself wholly to the service of
the State so that the individual counts but as one among many. Not personal valor alone is
significant; the important aspect lies in self-subordination to the universal cause."
"A single person, it hardly needs saying, is something subordinate, and as such he must
dedicate himself to the ethical whole [this whole being the Nation]."

⑵THE GOOD OF WAR
"War has the deep meaning that by it the ethical health of nations is preserved and their finite
aims uprooted. And as the winds which sweep over the ocean prevent decay that would result
from its perpetual calm, so war protects the people from the corruption which an everlasting
peace would bring upon it. History shows phases which illustrate how successful wars have
checked internal unrest and have strengthened the entire stability of the State. Not only do
nations issue forth invigorated from their wars, but those nations torn by internal strife, win peace
at home as a result of war abroad."

貴族と言う者の過去歴史は暴力で政権掌握、地位没落に通じる平和主義民主主義を最大級に嫌悪
する。暴力は秩序破綻＝失敗であり、平和民主主義は秩序追求になる。この論理が重大。

⑶企業の隠蔽体質はリーダーが責任をもって改善する
http://isaac-gaikokugo-school.jp/article/global-business-leadership
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とは言えど個人にも強力なモラル自覚ガ無いと結局は出来ない。特に無宗教日本は難しい。道徳と言う
のは普及度であって皆がある水準にあれば、みなが従うものだ。武士道時代には責任の取り方として
切腹が、特攻隊時代は皆が国家に命を貸した時代があった。であるならば、どうしたらば？？？

[２-Ⅱ]:失敗メカニズム(Ⅱ).
（既成成功路線固執!!!＝過去に経験のない時時代突入で無能化＝反転不能！！)
⑴過剰適応の不適応＝くそまじめ無能は大間違いを懸命にやって最後に破滅です。
この概念は日本に限らず、気候変動進化の現代世界にも通じるのです

日本軍は過去に成功を収めた戦略に徹底固執、だが時代は変わり不適応になる。
......『失敗の本質 日本軍の組織論的研究』（戸部良一,寺本義也,鎌田伸一,杉之尾孝生,
村井友秀,野中郁次郎共著),ダイヤモンド社(1984 年)、
⑵頭の回転が遅い(頭の回転が速い＝論理反転(固執乖離))。
日本語では有能な人を頭の回転が速いと言う。実は回転とは論理反転の事だ。不都合自体
の命題＝Ａとすれば、正解はその論理否定＝not Ａになるからだ。既存路線＝Ａガうまく
動作しなくなったとすれば、これを一度否定(革命)せねばならない。
⑶既成路線破綻を迎えて、過去学習棄却が出来ない。

過去の成功者はいわばなりあがり貴族、したがって過去路線否定を拒む者だ。
過去の成功者はいわば学習成功貴族、したがって過去路線否定を拒む者だ。
既成体制＝公家や東大出には注意せねばならない。
これは他人事ではない、誰も給与-贅沢減を言われれば抵抗する者だ。
これを認められる者は未来予測に長けた有能者になる、無能者が抵抗するのだ！！。

[３]：破滅回避の対処法。
⑴二大筆頭論理学：
Ⅰ：嘘＆間違い＝矛盾は最終的に秩序破綻になる。真理真実だけが秩序構築へ。
例)破滅に向う気候変動無視と 9/11 大嘘での中東偽旗戦争拡大、その究極は？

Ⅱ：間違いＡの訂正は論理反転＝notＡ．現状否定(回転＝革命)になる。
例)気候変動無視は確実な大破滅、ならば現実直視の窮乏政策以外に生き延びる方法無し。

⑵組織滅亡を回避してこそ知恵の価値がある＝有能！。
無能化の基礎＝無批判過去の記憶学習、無批判頂点権力への追随。←思考停止ロボット化

有能化の基礎＝未来に向けて{情報検索訓練、論理構築訓練}→自信と自立！！。
信じられる基礎(真理,真実,哲学)から目的機能を論理構築(設計合成).
設計合成ではあれこれ色々思考錯誤を重ねる事が重要、失敗経験多数が後に役立つ！！
*失敗多数を知る＝どん底を知れば恐れ消滅、成功を知れば自信、強くなる。
簡単な例えは基礎素材探し(解情報検索),それでシステム機能建設(論理構築)。
憲法合成～生き方＝哲学(真実正義共生)と世界情勢環境 → 具体法制化
経済合成～哲学＆生存資源環境＆技術 → 生産流通分配＆所得(納税)－消費
政策合成～哲学＆経済技術＆世界情勢環境 → 具体法制化
⑶破綻した(資本主義 vs 気候変動進行)体制護持の貴族権力頂点が腐敗原点。
*石油屋 Rockefeller&英国皇室等の欧米資本家貴族＝Bilderberg,ナチス成立は米国資本支援、
戦後ナチス技術＆人材の蜜輸入で CIA 軍産石油複合体の世界右翼暴力支配、悪名高い ISIS は
米国が作り、操縦している(自作自演戦争と都市テロ).

⑷貴族権力からの命令受任で保身の利己主義大衆が破滅最終力になる！！！。
＊あるサイト記事に安倍等が日本破滅を推進して平気でいられる心理に着いて以下記述。

欧米権力に追随こそが自己保身になるのでトンデモにも無批判盲従すると言う趣旨。
＊通貨大増刷,海外派兵安保,気候変動無視,国民監視発言禁止政策,脱税無視の消費増税策,..
＊国内には国民監視＆民主主義裏切りの政治警察直通の各種組織複数がある(権力への甘え)。
ナチス幹部が戦争犯罪法廷で上部命令に従っただけの主張と本質が同じ。
無能無責任無道徳＝矛盾がこれで成立するのだから、何らかの秩序破綻は不可避に、

＊日本の戦時中スロ-ガンは国体護持＝天皇制護持、その最後が広島長崎原爆破綻！！。
今の米戦争屋遠隔操縦のならず者国家＝北朝鮮も同じく金正日体制護持一色！。
今の米戦争屋主人のならず者国家＝ナチス米国も Rockefellr 体制護持一色！？。
⑸政治団結：簡明真実な一つ哲学を共有する事での大同団結こそが勝敗を決する。
総じて言えば各人利己主義に起因する国民内部の裏切り＝反団結こそが、日本世界を駄目
にしているといっても過言でない。
http://www.777true.net/Nothing-Betrayals-could-Turn-the-Upside-Down-World.pdf

利己主義→利他主義の思想回転は何かでかい回心が無いと難しい。現状の甘い体制の行く
末が見える有能人は大回心が出来るだろうが、一般には難しい。未来を見えるようにする
何か衝撃的なイベントが思想回心には必要だろう、
欧米中東ではキリスト教とイスラム教が政治中核、日本には日蓮が一つがあります。

己安泰を願うならば，まずは全体の安泰を図るべし.......;.日蓮
以上は世界にも大通用する基礎哲学、世界を味方にできるから。政治団結はサッカ-で
個人技貢献多数が無ければ達成不可能な高度技術です。団結とは単に統一行動と言う事だ
けではすまない、状況真相を正確に掌握した上での目的機能を明確にし、その実現技術が
必要になる。また分裂策動を陰謀する敵多数を抱えるから。
⑹敵を知り、己を知れば百戦危うからず <孫子>
市民インターナショナル

Rockefeller ナチス米国と国内追随勢力
公家資本貴族,政治警察,報道

社会民主主義

資本主義競争政策(勝者全獲得)

民主主義＝自由平等博愛、真実正義共生

国家国民と天才は専制君主の手先、
国家国民は専制貴族の搾取対象

国際連帯での平和主義

敵を設定しての永久戦争路線

全国民内部からの能力選抜指導者

貴族世襲制→無能劣化指導者排出
＊政治家世襲が日本は非情に多い

共同の敵が見えないので分裂状態!!!(現状)

凋落恐怖で内部団結、陰謀を企む

→右に見えます→大同団結力(今後！)

騙し脅しの分裂策動心理戦技術駆使

有神論

反宗教無神論

気候変動対策＝世界共同作戦

気候変動無視＝最終決戦作戦(自殺作戦?)
人類９９％？殺戮作戦

富裕層課税

富裕層脱税(パナマ文書)

教育無償化政策

教育有償政策

日本人組織破滅 本質

対策 要約：

⑴論理矛盾(嘘と誤り)は最終的破滅に直結、誤り＝Ａは、否定＝notＡ(革命回転)．
恥の文化で失敗を隠蔽する。恥は自己虫感情、罪は他者への責任感
⑵強者甘えと裏切りの日本人。
”日本人は 12 才“(占領軍司令官マッカーサ)＝強者権力に擦り寄る他人依存の日本人。
明治維新は欧米に局地戦争で負け,屈服した薩摩長州が起こした(欧米操縦革命).
日本人は(利己主義での)強者追随で仲間を裏切る。
坂本竜馬は長崎武器商人 T グラバーの配下、グラバーは幕府最大謀反人を自称。
＊あるサイト記事に安倍等が日本破滅を推進して平気でいられる心理に着いて以下記述。

欧米権力に追随こそが自己保身になるのでトンデモにも無批判盲従すると言う趣旨。
⑶救済：

己安泰を願うならば，まずは全体への奉仕を図るべし.......;.日蓮
＊大陸で厳しい歴史を経験した民族は、味方と思う人材を大事にする(信頼できる経験則)
**世界で通用するのは強力な論理だけだ。

人組織破滅 本質

対策 要約：

⑴自分と同類以外は信頼しない(分裂気質=過剰自己保身=他人攻撃性)、失敗隠蔽。
* 頂点権力者プロイセン君主のヘゲル専制主義哲学=国民と天才は君主の手先
石油帝王 Rockefeller(CIA-軍産石油複合体)と反共主義(反ユダヤでのナチス支援),

気候変動隠蔽と 9/11 自演テロ陰謀.→ 将来世界不安定化(破滅危険性大!).
⑵過剰適応の不適応＝被害妄想的由来で軍事力(暴力)過度の信奉(CIA-軍産石油複合体).
(分裂気質=過剰自己保身=他人攻撃性)、失敗隠蔽＝気候変動進行と大破局!!!
⑶救済：

己安泰を願うならば，まずは全体への奉仕を図るべし.......;.日蓮
＊本来キリスト教目的は政治革命にあった，後に敗北して倫理規範に...(ゲ-テ)。
＊＊世界破滅推進の元凶＝米国革命がないと世界は終わりだ！！！。
＊＊＊人類懺悔改悛=救済を啓示する宗教は本物！！！。
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

*米国筆頭はドイツ系米人，帝王 Rockefeller も、米国はドイツである！！。
然るに国連憲章ではドイツと日本は敵国条項、汚名挽回は大反省での行動以外にない。

