先人に学び、日本を哲学する

⑥
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アフターコロナの社会はこうなる！（Ⅱ）

Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｗｉｔｈｏｕｔ

ー

ＳＮＳは剣より強し

健

飛岡

Ｕｓｉｎｇ Ｏｌｄ Ｗｅａｐｏｎｓ

ー

（株）人間と科学の研究所 所長

先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

り始めた。

あり、３００年以上続く事は稀であ

せいぜい１００年～２００年の寿命で

きたが、どのような世界の支配者も、

私は世界の支配構造を永年研究して

うな行動をするに至っていない。しか

識していないので、それを拒否するよ

すうすは感じているものの、明確に意

事態が急速に替わろうとした事に、う

き始めているが、旧体制の人々は未だ

■はじめに 崩れるか？旧体制

る。現在のディープステーツの世界支
し変革側は今までとは違った形で〝Ｓ

それに関しては、一部の人々は気付

配も、まだ２百数十年程度しか経って

来ないのかも知

そして最近ではＣ＆Ｃ革命により、

通信とコンピュータと、今から 年前

ン手段を手にし

ミュニケーショ

新しい兵器やコ

いつの時代も、

ション手段としてのＳＮＳという武器

それらを巧みに活用したコミュニケー

会を加速度的に変えている。そこでは

携帯電話やスマートフォンが大きく社

ではス―パーコンピュータとも言える

れない。

た者が、時代を

を所持した大衆は、昔とは比較になら

ぬ程の能力を付与された。それは一人

変えてきたのは
歴史が物語ると

入ってしまい、そして、人間社会全体

り、急速に諸々の構造や機能に亀裂が

社会全体の指数関数的変化の展開によ

なる高度の発達をベースとした今日の

文明化が生み出した科学技術文明の更

きた旧体制は、第２次産業革命以降の

革命による工業化を主体として築いて

から２百数十年前位からの第２次産業

始めたようだ。今まで人間社会が、今

ている時代は、どうやら新しい展開を

如くに、巧みに用いて、今日の状況を

を「ペン（ＳＮＳ）は剣より強し」の

ではなく、新しい武器として、ＳＮＳ

る。暴力革命としての古い武器の使用

それも草の根的にその動きを強めてい

ｕｔｉｏｎ〟を起こし始めているのだ。

方法で、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌ

が、その新しい手段を巧みに活用する

コミュニケーション手段を手にした層

暴力的方法ではなく、明らかに新しい

の暴力革命や、多くの殺傷兵器による

アのルネッサンスの３大発明として、

教改革もまさにそうであった。イタリ

印刷所を用いたマルチン・ルターの宗

そして中世のドイツにおける、活版

ある。

げた事は、歴史の教科書の示す通りで

まさに革命的に著しく変化、発展を遂

ニケーションツールを持った人類は、

け、文字と言う空間的、時間的コミュ

発明し、身に付

かつて言葉を

割を、演じられる資質を持っていると

の良識派の役割を演じていた前衛の役

ば、大衆そのものが、かつての体制内

に担えるようになっている。逆に言え

今日では大衆自らが前後衛の役を一緒

ず革命の可能性を後衛に切り拓いて見

の中の良識派が、その仕を果たし、ま

ていた。その前衛とは、保守の体制派

つては明らかに前衛と後衛とは分離し

る程の能力を身に付けているのだ。か

ｉｏｎ〟を引き起こす事が可能とな

ｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟

ひとりが、かつての革命論的に言え

の幸せをもたらすようには機能しなく

革命的に変革していくのがその姿であ

活版印刷の発明によるコミュニケー

いないし、３００年は超えていないの

ころである。今

なってきている。既に一部の金融資本

る。旧体制の人々は、自分達の生み出

いう事である。明らかに文明の発展に

を起こしつつあるのだ。それもかつて

家を中核とする巨大な権力を握った人

した新しい武器の能力に関して、自ら

ション手段の活用により、初めて１人

伴う豊かさの蓄積とそこでの教育の成

そして自らの革命の後衛としての役

せ、後衛の出動の露払いを行ってきた。

ば、前衛と後衛の１人２役を担った形

達が、自分達の思うままに自由に社会

の〝落とし子〟なのに、その可能性に

の人の考えが大衆に広く伝えられるよ

果である。

回もその例から

を動かしていく構造は、ゆっくりだが

余り気付いていないのだ。いや気付い

うになったので革命を達成出来たので

で、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔ

亀裂が入り始めている。そこでは様々

ていても、無視しているかも知れない。

あった。

漏れない。

に矛盾が表出し、新しい社会の在り方

あるいはその動きの速さに手出しが出

である。そして我々の目の前で展開し

40

が、根源的に模索されねばならなくな
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旧体制から新体制

図１

割も、即ち旧体制の武器庫を襲って武
組織や考え方なのか？先ずはそれらを

その取り巻きであり、今日ディープス

テムや産業システム、そして政治シス

いだ金を銀行に預けると、それにレベ

テムが出来上がっているのである。

科玉条〟をモットーとする彼らの今ま

レッジを掛けて、労働者の得る収入よ

テーツ（ＤＳ）と呼称されるほんの一

圧倒的に資源を所有）

での行動は、まさに金融と情報を中心

りも遥かに巨額の収入を金融機関は制

列挙してみよう。

③それらを生じる資本主義、自由至上

とした産業、経済、更にその背景とな

度的に稼げるようになっている。その

器を手にして革命に馳せ参じるのでは

役を演じられるので、既に武器を誰か

主義、民主主義

る科学技術革新を自らの陣営に引き入

全体のシステムは図２の如くである。

何よりもお金を動かす銀行という組織

から渡されてなくとも、武器に代わる

④Ｋ字型経済の強まり、
（中産階級の

れ世界を完璧に支配してきた。そして、

図２を良く見てみよう。

部の人々である。何よりも、
「金融を

モノを自身で所有しているので、いつ

減少）

儲けを巧みに利用して構築した人脈

先ず金融システムそのものを、自分

①環境破棄をもたらす産業構造

でも革命の主体としての兵士になれる

⑤通貨発行の権限の改革 （中央銀行

と、それを背景にした人事を介しての

達で設計図を描き、その設計図を下に

なく、自らが放送局、新聞社、ＴＶ局、

のである。そこでは人と人とがコミュ

制度の私物化）

国家の金融による支配であった。その

システムを構築すると共に、その運用

が、その中核にあり、人々が働いて稼

ニケーションを、いつでも、どこでも、

⑥ＷＢ、ＩＭＦ等の金融制度、組織と

中核となるのが、ロスチャイルド一族

システムの運用そのものを自分達で支

握れば、
世界を支配出来る」という〝金

誰もが取れる。それが新しい革命主体

その運用の恣意性

とその周辺であった。

②巨大な貧富の懸隔（僅かな人間が、

の力の源なのだ。

⑦核兵器、ＢＣ兵器等の増加、
（人類

してみよう。そして〝Ｓｉｌｅｎｔ

のか？それを本稿において今一度復習

や考え方や、組織、制度を有している

体制であり、どのようなイデオロギー

（バベルの塔の建設）

⑩今日の科学技術、文明総体の再検討

り

⑨宗教間の対立とその波及効果の強ま

化（資源制度）

⑧資源、エネルギーの偏在とその戦略

が奴隷として働

がなされ、人々

テムの制度設計

の為の社会シス

に支配―被支配

には、実に巧み

かせられる一般の人々（奴隷）との間

入を稼ぐ資本家（貴族）と、そこで働

そこでは明らかに資本を活かして収

銀行の如き立場におき、その株主に自

行〟を民間企業として、あたかも国立

配している。その中核となる〝中央銀

それでは、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖ

スチャイルドやロックフェラーといっ

中で、これら全てに関わるのが、ロ

ここ２００年～３００年間の歴史の

今日の金融シス

奪されるような

ち に、 搾 取、 収

に気付かないう
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出版社、あるいはアジテータとしての

Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟が崩壊させよ

を何百回も絶滅出来る）

Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟の担い手に誰

⑪文化の軽視と文明とのバランスの崩

それではそうした〝Ｓｉｌｅｎｔ

うしている旧体制とはいったいどんな

がなるかを検証してみよう。

れ

かされている事

（１）創造的破壊の対象となるも

⑫ｅｔｃ．

ｏｌｕｔｉｏｎ〟の対象となるものと

たユダヤ系を中心とした金融資本家と

のとは？

は、どんな社会体制や、制度、そして

金融を中核とした世界支配の構図

図２

先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

自分達で設立し、中央銀行から随意に

他の金融機関、即ち証券、保険等々を

ように法律でなっている。そして中央

ように一定期間で公表しなくとも良い

るのか、損をしているかは一般企業の

その業務内容は、即ち幾ら儲けてい

である金融資本家に還元する。更に金

そして金融機関は、儲けた金を株主

それを取り巻く人々なのである。

イルド一族を始めとする金融資本家と

ている。それを組織したのがロスチャ

を巨大に増やすだけでなく、国土と国

める。すると戦争自体で自分達の資本

し、大義名分をでっち上げ、戦争を始

争を行うのに都合良く国際情勢を醸成

をして打ち負かす事である。そして戦

が力の強い時は、弱い国に対して戦争

運営にとって、国力を強化する方法が

資金調達が出来るようにし、
ＢＩＳ（Ｂ

銀行へ借金を返済する。その時の公定

融資本家は、株主市場で儲かる企業の

家を手に入れ、土地、資源、労働力（奴

では、ジェームスボンドが演じている

ａｎｋ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ

歩合によって中央銀行は更に資本を巨

株を買い、徐々に企業に対しての支配

で巨額の儲けを手にすることが出来る

ｏｎａｌ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｓ：

大化させていくのだ。

隷）
、そして何よりも資本の活躍する

分達とその仲間がなる。それが権力構

国際決済銀行 で) あたかも銀行の経営

力を強めて、その企業の筆頭株主にな

場としてのマーケット（市場）を手に

必要である。その１つとして、その国

の安定化を図るフリをしながら、銀行

他方で巨大な資金を稼ぐ事によって、

り、支配し、更に手にした企業が別の

入れるのである。

諜報部員が活躍している様子が描かれ

の貸し出し資金への梯子（レバレッジ）

その時代を動かしている人々と接触

儲かる企業をＭ＆Ａをしたり、資本交

のだ。

を都合良く掛けられるように設定する

し、様々に人脈を形成すると共に、政

換をしたりして、自陣営に組み込み、

造の源泉である。同時に銀行に加え、

し、他の人々が参入しても、稼いでも

治に関わる人間達を儲けさせ、あるい

産業界の支配を強めるのであった。

の一部を報酬（対価）として受け取り、

一生懸命働いて、企業を儲けさせ、そ

達）は何の疑いも待たずに、今までは

る。その情報が戦争を仕掛けるにして

防衛及び人事等に関する情報を入手す

最も早く、政治、経済、社会、軍事、

そして情報機関を発達させ、世界で

として支出し、金融機関の株主が損を

の下に、国民から税金を〝ソブリン債〟

るので潰せない」との大義名分（ウソ）

と「金融システムは経済を不安定にす

バブルを発生させ、大きな損失を蒙る

そして金融が、その運用に失敗して、

手く好回転している時は良いが、旧ソ

と軍事、防衛予算を増やす。しかし上

る努力をする。その為に科学技術予算

の時代の最高の技術を最強の火力とす

大化し、それ自体で儲けると共に、そ

には自国の軍事、防衛産業を育て、巨

リットのある戦争なのである。その為

最大の武器は、そのように多くのメ

資本主義の資本の自己増殖にとって

巧みに詐取する体制となっている。

は献金をし、彼等との関係が断ち切れ

そうした一方の金融資本家を利する

余剰が発生すると、それを金融機関に

も、企業を買収するにしても、金儲け

しないように配慮する。いずれにして

ないようにもする。

預けるという行為を何の疑いも無く

の為にも強力な武器となるのであっ

ビエトの如く、アメリカとの競争で軍

制度でありながら、一般の人々（奴隷

行っていた。そして金融資本家は、何

も、金融機関は何があっても、損をし

事力を大きくするために予算を使い、

た。
金融資本家、例えばロスチャイルド

と言っても、充分な資金が行き渡るに
は貨幣を印刷することが出来、貸し出

立した。そしてそれを習うように、米

させ、国家を動かす人物までを人事す

法で広げ、結果として人事権を巨大化

に、自国の力が削られないようにして、

うような事が生じる事もある。その為

家が弱体化し、あげくは分裂してしま

他の面での資金がついていかずに、国

収めておくことが必要であった。そし

国のＣＩＡ、ＦＢＩ、そしてロシアの

るようになる。そして国家元首の指名

戦争の利を得る者には、他国間での

他方で何よりも、人脈をあらゆる方

ないようになっているのである。

て中央銀行をバックにした一般の銀行

ＫＧＢ、イスラエルのモサド等であり、

権までを発揮する。すると一番国家の

家が、先ず英国の諜報機関ＭＩ６を設

はその預かった預金にレバレッジを掛

まさに英国の映画『００７シリーズ』

しが出来る中央銀行を、自らの手中に

けて、企業に貸し出し、そのリターン
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学問は、リベラルアーツであり、その

等もそれであった。そして貴族階級の

士、学者等の文化的に貢献をさせてい

１つは、自然科学であった。

には関わらせず、芸術家、医者、弁護

今日では中央政府が国債の発行を決

る雰囲気を醸し出し、本業のあくどさ

融資本家周辺なのである。

演出する。他
定するが、それを引き受けるのは中央

戦争を巧みに

国間で戦争を

ていく事であ

形で、参戦し

れに介入する

段を釣り上げる事によって大きく稼い

と販売手数料と販売価格を操作し、値

事を仕事として、何よりも発行手数料

理をやり、同時に世界中に国債を捌く

えてロスチャイルドは国債の発行の代

いるが、貴族と奴隷との分化は明確で

して、当時のヨーロッパで今も残って

て、国を超えて活動をし易くした。そ

を可能とし、多くの外交特権を入手し

と共に教養を与え、一流の人物と交流

その為にも、自らの子供達には専門

時代変化のトレンドを巧みに取り入

も涵養させていたのであった。まさに

術をいち早く導入する事の出来る能力

をも身に付けさせ、その時代の科学技

と同時に「奴隷の学問」としての工学

し、当時の常識から離れ、
「貴族の学問」

開により、科学技術の重要性に注目

しかし折からの第２次産業革命の展

を糊塗していたのである。

る。同盟国へ

でいた。それは今日世界の多くの国で

あり、各々のする学問には差異がある。

れ、活用する事が出来たのが、金融資

て。
加えて保険制度にしても、ロスチャ

築し、再保険制度を設け、最後にロイ

設計し、そのシステムを全世界的に構

保険システムを、儲ける仕組みとして

兵に保険を掛けて大儲けしたように、

しておいた。これは全世界においても

有するアメリカ国内の企業の一覧を示

にロスチャイルドとロックフェラーの

ネスを自分達の手中にしている。図４

銀行を中核にして様々な産業界のビジ

イルドがアメリカの独立戦争時に、傭

ド保険があり、最終的に、そこに富が

同様な事が起きており、いろんな地域、

の実践者である。初代のロスチャイル

78

●月刊公論

7

銀行であり、また金融機関である。加

の支援と称し

同様の事がなされている。

物を生産したり、流通させる仕事に関

本家の一族とその周辺なのであった。

蓄積するように仕組んである。その背

ヨーロッパやその植民地であったアフ

そして金融資本家の貪欲な精神は、

する学問は奴隷の学問であり、工学部

後には、金融資本家のシンジケートが

リカにおいても生じている。
そして少なくとも表面的には、金融

構築され、彼らの投資分に応じて、儲
けは分配させ、これまた一番儲かるよ

そして何よりも重要な点は、金融資

ド夫妻は、特にユダヤ人達に対しては、

資本家達は「ノーブレスオブリージュ」

本家にとっては通貨システムであり、

多くのドネーション（Ｄｏｎａｔｉｏ

うになっている。

金とコインとペーパーコインの関係で

達の生んだ直系の男子にしか家業を付

ｎ：寄付、献金）をした。そして自分

受けである。引き受けた後、実際に販

かせず、娘達やその相手には一切本業

あり、更に国債の発行権と販売の引き

売する相手を一番持っているのが、金

ロスチャイルド系企業とロックフェラー系企業

図４

2021.

生じさせ、そ

金融資本家のシンジケート
図３

先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

それはあたかも〝宇宙船地球号（ルー

し「イルミナティ」の掲げる思想は、

に、限られた数の奴隷（ゴイム）で世

ざっと駆け足で、今日の世界の金融
ドヴィヒ・フォン・ベルタランフィ）
〟

まさにこうした状況の中で「宇宙船

危険視され、その組織は廃止され、そ

の人が何らかの形で実感している事で

資本家達の築いた社会システムの全体
として、このグローブ（地球）を捉え

地球号の乗組員には、人数制限があ

界を形成する構図を描き出した。しか

像を概観したが、まさにこうした独占
ねばならなくなってきたことを意味し

ある。

システムが人々に気付かれ、徐々に創

ている。その中では、その当時ですら

の組織の人材は当時職能組合から思想

人口が多過ぎるので、人口の減少論が

る」との認識が強まってきている。し

ても何とか誰かが解決してくれるだろ

盛り込まれていた。

ている。何よりも〝人口増加（２０３５

うとの「長いものには巻かれろ」の考

そうした背景が今日の物理的限界

造的破壊に進みつつあるのが今日の世

後戻りのできない所まで拡大する可能

えで傍観しているケースが多いのであ

（？）と一緒になって、
〝人口抑制論〟

団体に変革していた「フリーメーソン」

性が高いのである。例えば既に以下の

る。しかし事態は刻々と悪化している

が次第に強まった。

に移った。そして今日まで脈々と続い

ような大きな問題が地球社会に発生し

のだ。そんなに猶予は無い。そうした

人口に関しては、人口の感覚的な不

かしこの地球の住人の多くは、余りこ

（２）このまま金融資本家の独占

ているし、それが決定的に作用し、人

状況では、未来を考えに抜いて施策を

安を学問的に分析した著名なマルサ

れらの問題について考えないか、考え

独裁を許していると今後どうな

類社会を破壊してしまう可能性を帯び

打つ人々の方が、良くも悪くもその時

年位までに１００億）
〟により、様々

るのか

てきているのだ。

代の支配力を握る事が多い。そこで少

な問題が生じているし、更にそれらが

（１）で述べたような世界の支配の

〇資源エネルギー：不足と偏在

界と言えるだろう。

構図で約２百年数十年以上が経過して

〇水不足：降雨量の変化 地下水位の

ｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏ

うである。実はこの辺りがＳＤＧｓ
（Ｓ

生産の構図は、そろそろ終わりが来そ

には限界がある。従って物質的富の再

地球が有限であり、無限の物質的増大

を巨大なものにしていった。ところが

大につながり、益々金融資本家の蓄積

をもたらし、それが資本の循環的な増

震 台風 バッタの襲来 ｅｔｃ．

〇自然災害の多発：山火事 洪水 地

〇環境破壊：生態系の破壊

〇土壌汚染：地下水位の低下、乾燥化

〇大気汚染：オゾン層の破壊

スチック問題）

〇水質汚染：海洋汚染（マイクロプラ

〇食糧不足：食料汚染 ⇒Ｆ１種子

上昇

幸せに暮らせる世界を創るには、ユダ

迎え、彼らはこの地球上でユダヤ人が

（ＡＤＡＭ ＷＥＩＳＨＡＵＰＴ）を

学者であったアダムヴァイスハウプト

いう秘密結社は、そのトップに大変な

イルドが組織した「イルミナティ」と

ヤー・アムシェル・バウマー・ロスチャ

元々初代のロスチャイルドのマイ

し過去に目を向けて見よう。

という原理が控えていた。人口が抑制

〇第２に異性間の情欲は必ず存在する

存に必要

〇第１に食料 生
( 活資源 が) 人類の生

の帰結を得る。その背景には、

いので、生活物資は必ず不足する」と

が、生活資源は算術的にしか増加しな

は制限されれば幾何級数的に増加する

ス『人口論』がある。そこでは「人口

そうした状況は、彼らに巨大な利益

きた。

ｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）の話しと関

されねば 年毎に倍加するとし、それ

は幾何級数的に拡大する事になる。確

ヤ人が支配するユダヤ帝国を建設する
しか方法は無いと考え、その建設を夢

〇電磁気汚染：電磁調理器、携帯電話
等

わってきて微妙である。こうした地球
の本来に関わる事にまで資本家の儲け

かに私が調べて、グラフ化しても第２

次産業革命以降の地球上の人口は指数

見て実行計画を作成した。
そこではユダヤ人主体の帝国と共

〇ｅｔｃ．
これらひとつひとつに関しては殆ど

の材料とされてしまう可能性が潜んで
いる。
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25

自由競争主義、民主主義の体制を敷く
世界中の多くの先進国に怖れを抱かせ
ている。

開している企業を調べて見ると、ユダ

ヤ人資本家達が多いようだ。

そうだとすると、今後益々中国共産

ド・ロレンツは、
『人類の犯した八つ

またノーベル賞生物学者のコンラッ

は生産手段を資本家ではなく、誰が所

主義革命〟の論理付けをした。そこで

本論』を書いて貧困撲滅の為の〝共産

を今のまま市場を拡大して、資源を大

の最大の市場であろう。その中国市場

上）いると推測される中国市場が、そ

人が、日本人並みの人口分（１億人以

の巨大な人口と１億円以上持っている

ルデンシックスティーズ〟を境として、

である。

しい市場」であったとも捉えられるの

世紀の雄イギリスの資本家達の「新

して現在でも一部の人々の間では、根

しい批判が表出したが、表向きは別と

子の優劣を定義するのか」を始め、激

を巧みに活かし、今や２０１２年に日

国が存在し、特に中国は〝後追いの利〟

ア、東欧諸国を始め、多くの社会主義

そして今日地球上には、中国、ロシ

に参入し、中国共産党と結び付き、儲

る拡大を望むならば。彼らが中国市場

に続けていくのであろうか？仮に更な

る。それでも資本が資本の拡大を貪欲

めざるを得ない状況になっていた。そ

業を海外に移転し、新たなる市場を求

なっていた。それ故、アメリカは生産

投下しても、利益の得られない状況に

してきていた。１９７４年以降資本を

既にアメリカの生産業は、
実は〝ゴー

強くその考えは潜在している。

けを分けねばならない。だが良く考え

の失敗例がベトナム戦争であった。し

本のＧＤＰを追い抜き、２０２８年に

マルクスも一神教のユダヤ人であり、

かし、アメリカは新しい産業と第３次

そうした厳しい「人口論」や個体

中国の１国支配の中華思想との相性は

産業革命を通じ、即ちＩＴ革命、ある

して海外市場の拡大を意図したが、そ

そうした状況は、貧しい状態の前ま

悪くないと考えるのが普通であろう。

いはＣ＆Ｃ革命を通じ、新しい産業分

てみると元々共産党の創始者でもある

では、共産主義への道を可能性として

そう考え、今月中国市場で、中国共

野を形成し、その分野の圧倒的盟主に

はアメリカのＧＤＰも追い越す勢いで

ると考える考え方も登場した。まさに

捉えたが、今日では現実的に、存在し、

産党と協調しながら、巧みに事象を展

の「優劣論」のある状況において、社

マルクスの貧困哲学論であり、
「労働

巨大な共産国家が誕生し、資本主義、

ある。

者階級の窮乏 貧( 困 化) 法則」である。

会形態そのものが貧困を生み出してい

マルクスは『共産党宣言』を出し、
『資
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関数的に増加してきた。
そして「この幾何級数的増加と算術
的増加の差は、人々を貧困化させる」

党とユダヤ金融資本家との結び付き事

業を通じて活発になっていくことが予

さてそうした考え方がある一方で、
他方で金融資本家達にとって、稼ぎ手

想されるのである。

の大罪』の中で、
「豊かな人に比べて、

有するかによって様々な社会主義が描

量に消費すると、地球環境そのものが、

その市場としての魅力は少しずつ変化

18

7

と結論付けた。しかしその後の化学の

としての労働者階級という考え、稼ぐ

雄としてパックアメリカーナの盟主ア

さてそうであるとすると、 世紀の

いるのかを知る事が重要である。彼ら

メリカ合衆国はどのように対応してい

場としての自由経済市場をどう考えて

にとって、これからの資本の投入先は

くのであろうか？実はアメリカという

貧しい人々の生殖能力の実践は大き

かれたが、何よりもマルクスの結論は

もたなくなってしまうと指摘されてい

19

2021.

発達は肥料、農業の発達により、その
説を一部修正せねばならないが、今日
でも大筋その指摘は正しいと考えられ
る。しかし人口は養えても、その人々
と地球の体調が問題と化して来ている

〝儲かる市場〟であり、何よりも 億

い。その事によって人類の遺伝子が全

「資本主義―帝国主義 共- 産主義」の流

国そのものが「新大陸」ならぬ、 ・

体として劣化していく」と指摘した。

れを示した事であった。

のが現代なのだ。

20

その指摘に対して「何をもって、遺伝

14

世界の人口推移
※参考

先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

場が出現し、アメリカ資本は中国に大

いる。そうした状況に変容した中国市

その製品の多くは海外の工場で行って

においては、設計はアメリカでしたが、

主体であった台湾からや中国、そして

く結果となり、今までは単に生産工場

れは徐々に生産する国が力を増してい

の方が儲かるので、海外に出した。そ

出し、設計はするが、その生産は海外

その結果、アメリカはアイディアを

第２次：加工組立

第１次：素材

ていった。

次～第７次のサービス業へとシフトし

ら、更に第３次を５つに分割した第３

来の第３次産業としてのサービス業か

から第２次産業では稼げないので、従

心となっている。そして中国の元が最

フラン、円、ユーロのバスケットが中

基軸通貨であり、今やドル、ポンド、

が世界通貨であり、戦後はドルがその

ころにある。そしてその中核となるの

引対象としての商品としてしまったと

にその信用媒体自体をＦＸのように取

くいってはいない。

挙して打って出た。その結果、中国を

近そのバスケットに入ったのである。

なった。しかし実際のＩＴ機器の生産

巨大化させ、アメリカを今や喰わんと

第３次：流通、販売等の対物サービス

リカの２００８年のリーマンショック

東南アジア各国が、アイディアを出す

第５次：情報提供等の対情報サービス

しているのである
力を付け、自らがアイディア 設- 計

は、アメリカの金融資本家達の経営す

株や債券と組み合わせて、危険な金融

何故この話をしたかと言えば、アメ

それでは簡単に盟主の座を２１世紀

生産を出来る分野を大きく増やしたの

（金融業も含む）

る証券会社が、ジャンク債までを優良
ビス

第４次：接客等の対人サービス

のパックスシリカの中国へ譲渡するの

である。それが今日の様変わりの世界

第６次：知識の生産、流通、対知識サー

-

か？いやそれは無い。あくまでもアメ
の構図である。

確かにアップルにしろ、マイクロソ

リカは世界の盟主としての立場を保持
しようとするであろうし、バイデン政

だ。しかしバブルが弾けて、世界中に

商品を作り、世界中にバラ撒いて稼い
そしてアメリカは海外との貿易収支

巨大な損失をさせた。しかし金融界は、

第７次：宗教等の対精神サービス

にしろ、ＧＥにしろ、稼いではいるが、

は、大幅赤字となるが、資本収支にお

フトにしろ、ヒューレットパッカード

しかしどう考えても、１９７４年以

その背後で同様に稼いでいるパート

権になってもその努力はしている。

降アメリカの第２次産業は儲からな

救済させたからである。要は金融界が

その痛みを自らのものとせず、ソブリ

トランプ大統領は資本収支をそのまま

政治の世界をコントロールしているの

いて海外から資金を集め、貿易赤字と

にして、生産をアメリカに引き戻そう

である。

ナーや下請けが沢山〝世界の工場〟と

そこでは明らかに産業全体としての

との政策を行った。しかし儲からなく

くなっているし、資本の投下どころで

発展途上国であった国々が、いつしか

なっている体質は、そう簡単に替われ

ン債で税金を使い、金融機関の多くを

うとし、橋頭保としてのベトナム戦争

独立した力を持つようになっており、

ないので上手くいかなかった。

のバランスを取っていた。それなのに、

であった訳だが、アメリカが自国の植

単純な産業競争においては、相当先進

呼ばれる国や地域に居るのである。

民地化しようと狙ったが上手くいかな

国に肉迫している。

はない。そこで東南アジアへ進出しよ

かった。そして今日でも、アメリカは、

出ると国家（国民）が、その穴埋めを

金融業が儲けるだけ儲けて、損失が

物造りの国ではなく、サービス産業大

家達のアメリカに対しての価値づけ

を定める尺度となっていると同時に、

は「物々交換の時における双方の価値

界の国々がアメリカに追随せざるを得

通貨のドルは守られるものとして、世

いるのである。その中でも世界の基軸

するという仕組みを巧みに作り上げて

国であり、一般の製造業への投資は

はどうなるのであろうか？そもそもア

取引上の信用媒体となっていた」とこ

なかったのであった。

そして金融業の凄さは、本来貨幣と

魅力のある投資ではなくなってきてい

メリカの最盛期は〝ゴールデンシック

ろに価値の中心があるのであるが、更

さてそうであるとすると、金融資本

る。トランプ氏はゴリ押しをして、ア

スティーズ〟であり、１９７０代後半

国であり、情報、金融と軍事産業等の

メリカ第一主義を打ち出したが、上手
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しかし多くの国々の多くの国民、何と
けさせる手伝いを無意識にしているの

なっているが、二重の意味で疑わしい。

但し、彼の表向きのスローガンは戦略

中国やインド、あるいはアフリカや南
米に向かっていて、それらの国々の経

だ。

目標としては正しいのだが、

政治家までが、そうした巨大な損失の

営資源は、様々な形で金融資本家によ

〇そして旧体制の護衛兵として働いて

どう考えても、今日の９つの経営資

いて、多くの人々が無意識の内に手先

穴埋めのメカニズムに気付かず、あた

時間 環境 健康」のどこをとっても

それは中国共産党と一部金融資本

として使われているのではないか！

〇彼自身が金融資本家の１人ではない

一部の金融資本家の築き上げてきたも

家との結託が、既に出来上がってい

り侵食されていると考えるのが妥当で

の崩壊が与える経済の影響の大きさ」

のの方が遥かに巨大であり、今までは

るという事を示唆している。確かに

源「人 金 モノ 情報 知識 文化

という言葉から、それを救済する事に

圧倒的な量の前に、誰も手も足も出な

私が清華大学の客員教授をしている

かもそうする事が即ち「金融システム

何の矛盾も考えないように飼い慣らさ

い状況であった。歴史の何人かの大統

誰が創造的破壊者となり、〝Ｓ
頃、中国人はアメリカの金融関係から、 （３）

る。

融機関の損失を被らされているのであ

自分自身の損と共に、税金によって金

果で、損をするのは一般の人々である。

喜んでいるのだ。しかしいつもその結

国民を、その危険なゲームに参加して

たキャピタルゲインが大きいので一般

られている。実際株式市場を始めとし

〝資本家の資本の肥大化〟の為には

は当然であり、慌てる事は無い！

な仕掛けを先行的に打ってくる。それ

は気づいているので、それに対し様々

る。だが今までの権力達も、その事に

大なエネルギーに変えていくかであ

を用いて、世界の仲間と同調して、巨

の乗組員〟が目覚める。そしてＳＮＳ

きている。後はいかに〝宇宙船地球号

た矛盾を変化せしめ得るものとなって

しかし時代状況は明らかに、そうし

組員の考えを受託し、その力を結集

それではひとりひとりの地球号の乗

平等にしようとするのは大変である。

かな生活を地球の乗組員に出来るだけ

力と富を取り戻して、真に平等で、豊

しているので、一部の人間の手から権

彼らの方が、あらゆる経営資源を手に

持つ力も決して弱くはないし、むしろ

を増していく流れはあるが、旧体制の

武器に新しい抵抗勢力が草の根的に力

いずれにしても、これからＳＮＳを

問題への解決努力のように見える。し

る事は、今日人類社会が抱えている大

せている。確かに彼のやろうとしてい

が流れ、トランンプ教の支持者を喜ば

プラン〟がまもなく実施されるとの噂

であり、彼のやろうとしている〝Ｑ―

統領のトランプ氏が、
〝今日の救世主〟

指摘した。しかし最近、元アメリカ大

られたひとりひとりの集合体であると

ではその革命の主体は、自覚し、鍛え

ｕｔｉｏｎ〟の話しを少しした。そこ

冒頭で〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌ

ｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉ

のか！

今やアメリカ経済は再び２００８年
領が、それに挑戦して、死に追いやら

１００億以上の寄付口座が提供され、

あろう。

のように危ない金融商品が出回ってお
れたのであった。

資本家の殆どは仲間内のスケープゴー

ので、アジア、アフリカ、南米等にそ

〝新しい肥沃な市場〟が必要不可欠な

させることの出来るのは誰なのか？そ

かし、そのやり方は世界を混乱に陥れ、

れてしまっているのである。

り、いつはじけてもおかしくないと語

トにされない限り、常に市場がどう

の毒牙を向けていて、着々と準備して

れを次に考えてみよう。その１人は元

結局アメリカが独り勝ちする為のプラ

ｏｎ〟を起こすのか？

なっても損をしないで稼ぎを貯めてい

きている筈である。

アメリカ大統領のトランプ氏であると

ンと考えられ、世界の支持を得られず、

中国のエリート層を洗脳する事を実施

くだけなのである。

という事は先ほどにも少し触れた

一部の人々は信じ、彼の熱い支持者に

そして未だ多くの世界の人々は、一
部金融資本家達によって築き上げられ

していた。

た「地球の搾取計画」に気付かず、
日々

が、一部の金融資本家達の矛は、既に

逆に言えば、今のシステムでは金融

真面目に働いて、彼らの詐取者を設
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先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る
没収。それを世界中の人々へ配り、
人々

〇バチカンの解体と巨大な量の金塊の

〇イギリス王室はもうすぐ潰れる

実施される

〇量子金融システムがもうすぐ世界で

本潰し策〟

〇東日本大震災はＤＳが仕掛けた〝日

話しで、全世界へ出動

〇戒厳令により、アメリカ軍の出動の

ムの愛好者の全世界的拡がりの話し

達への性行動の話しと、アドレノクロ

〇小児性愛のエプスタイン島での子供

くである。

おうとした事の主要なモノは以下の如

話を触れておこう。トランプ氏が行な

う。そこで少しだけトランプ陣営の噂

れたプランであるように映ってしま

統領へ」の夢の為に、意図的に捏造さ

実際には実現出来ず、彼の「今１度大

される

〇東京湾のレインボーブリッジが爆発

の当選（開票マシーン）

〇作られた選挙違反によるバイデン氏

リカ本土に引き込む

Ｆｉｒｓｔ〟多くの企業を強引にアメ

ｅａｔ Ａｇａｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ

〇〝Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒ

エネルギー問題は解決する

〇テスラのフリーシナジーで、世界の

験をし、許容と開発をさせてしまった

〇北朝鮮への曖昧な態度と核開発の実

シュは処刑される

〇ヒラリー・クリントン、オバマ、ブッ

〇同盟国との関係の疎遠化（特にＥＵ）

〇ケネディー・ジュニアは生きている

壁の建設

〇難民問題の取り締まり、メキシコの

後の一転としての変化

でいるという。そして３月 日にヒラ

は役者が演じていて、本人は既に死ん

オが代用されていて、バイデン大統領

既に閉められていて、何処かのスタジ

例えばアメリカのホワイトハウスは

死である。

あたかも出現可能のように広めよう必

だ！〟と強弁し、
「絵に描いた餅」を

信的なトランプ信者は〝それが真実

造しているようにもみえるところが妄

ランプ陣営の一団が意図的に情報を捏

ＳＮＳを用いての秘密結社のようなト

されているのみである。しかも今日の

欲しいという事のプロパガンダが配信

れた事が無いし、何となくこうあって

られている事が掛け声だけで、実行さ

救世主のようにも見えるが、実際に語

会の腐敗を正す〝正義の味方〟であり、

これらを概観してみると、今日の社

設が出来ていたとも語る。大変にＳＦ

人宇宙飛行士が月面着陸した時には施

る。そして月の裏側に既に、アメリカ

事を指導しているとの噂まで流してい

て来ていて、彼らがこの地球上の出来

には、宇宙人が宇宙船で地球に飛来し

に改善するという。更に一連の出来事

にし、人々に配り、人々の経済を一気

眠っていた巨額の金を下に、金本位制

問題を解決し、バチカン宮殿の地下に

ギー革命を生じ、地球上のエネルギー

ナジーの原理を開発実用化し、エネル

マスクが、先祖のテスラーのフリーエ

更にテスラー・モーターのイーロン・

は出来ないだろう。

の築き上げた〝地球支配〟を潰すこと

り、これではとてもディープステーツ

カ軍の特殊部隊の陰での動きだけであ

矮小化された噂であり、一部のアメリ

〇中国共産党の世界制覇への抵抗。ア

定からの離脱）

〇環境問題はウソだとの話し（パリ協

る

年も働かなくて、生活出来るようにす

の今までの借金を債務救済し、かつ何

〇バチカンも創価学会も、金が無く

世界中の人々の救済が間近に迫る

〇ＮＥＳＡＲＡ・ＧＥＳＡＲＡ法案で、

ムが直ぐに出来る

〇金の裏打ちのある新しい通貨システ

いている

〇処罰の為にアメリカ軍が世界中で動

先ほどのディープステーツの気宇な

トハウスは今も稼働しているという。

ているし、アメリカ大使館ではホワイ

トン氏のホームページは更新され続け

ところがその後もヒラリー・クリン

が流されている。

決により処刑されたとのデマ情報まで

リー・クリントン氏は、軍事裁判の判

仮想の世界の話しであり、彼の大統領

ると、トランプ氏が救世主と言う話は、

る。しかしここで示した事柄を見て来

ランプ陣営の力量も大したものであ

この位の大規模な世論操作をするト

編をＳＮＳで交信させ、人々を戸惑わ

的で面白い話しである。夢と現実の錯

せているに過ぎない。

メリカからの締め出し（ファーウェイ）

なったので、現在は資金繰りが大変で

〇人工地震の話し、気象兵器の話し

復帰作戦のアドバルンに過ぎないと判
ある

仕掛けに対して、余りにもお粗末な

〇コロナへの対応の遅れ、過ちとその
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26

断せざるを得ない。従ってこうした話
なって欲しくはないのだが。
張っていくのだ。

上に建設する事であり、
「ワンワール

それはあたかもユークリット空間に

少し途中で話を別の視点に移そう。

を余儀なくせざるを得なくなるという

リアルの世界での政治経済体制が転換

され、それがリアルの世界に反映して、

いき、ヴァーチャル世界で革命が構築

応しい戦略戦術を生むのである。

に？やはり明確な戦略目標がそれに相

ｖｏｌｕｔｉｏｎ〟の戦略目標はいか

ド」にすることが戦略目標であった。

おいて、座標の原点（中心）がある

シナリオである。

将来像を描き、現状の問題に対しての

もう１つのシナリオは、明治維新の

が、リーマン空間には中心が幾つもあ

既に今日のツイッターや様々なＳＮ

現実的解決策を宇宙人の助けを借りな

それでは〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏ

る。その話しが今の動きの解読の助け

Ｓ上での発言がリアルな政治を動かし

くとも世界の人々に示せる新しい地球

には関わりたくない。

になる。また今日のビットコインが、

始めている。まさにトランプ陣営の動

人としてのリーダーの登場が望まれる

その戦略が「金融システムを支配する」

衆国のバックスアメリカーナに次い

その中心に何らかの権威も待たず、ブ

きがその一例であろう。

時のように、坂本龍馬の如き人物が

て、中華人民共和国のパックスチーノ

ロックチェーンによってＰ２Ｐ（ピア

ここで十分に理解しておかねばなら

ｌｕｔｉｏｎ〟を指導するのは誰なの

の姿が視界の中にちらつき始めてい

ツーピア）のサイバースペースに作ら

しかし現実において中国が我々の求

さて目をもう少し、地球儀上に移し

確かに、今日の未来学者達の観察で

れた台帳に全ての取引が記録され、そ

ないのが、ディープステーツには明確

なのであった。
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅ

は、２０２８年頃に中国のＧＤＰはア

な戦略目標があったことである。ユダ

める新しい革命の担い手ではない。何

ネット上に登場し、世論を引っ張って

メリカを追い越し、軍事力においても

れが取引の信憑性を担保するかの如く

ヤ人の支配するユダヤ帝国をこの地球

か？そしてどの組織がヘゲモニーを取

アメリカを確実に追い越す予想が出さ

に、これから生じるであろう〝Ｓｉｌ

故なら基本的人権を基本的に無視した

てみると、より巨大な歴史の流れが見

れている。中国の宇宙ステーション計

ｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟の１

中国共産党の一党独裁であり、少なく

世紀は大英帝国連邦（ ヵ国）のパッ
クスブリタニカ、 世紀のアメリカ合

る。

るのか？

画を見ると、それが推察される。それ

つのシナリオは、ヴァーチャルスペー

とも世界の全体の平和を考える立場に

のは中国であると言わねばならないだ

として、今日の状況で一番持っている

１つの動きとして結集して〝Ｓｉｌｅ

多くの中心があり、それが全体として

るのではなく、リーマン空間の如くに、

る。まさに現存の１人の人物が引っ張

ろう。それ故〝Ｐａｘ Ｃｈｉｎａ〟

ラン〟ではない。やはりもっと地球の

のである。その可能性は次第に姿が見

える可能性が高まっている。

なく、中華思想の実践が目標であり、

ある面で新しいディープステーツが中

国共産党だからである。だが明確に戦

略目標が国民に示されている事は無視

してはいけない。明確な旗印は一般大

衆には判り易いのである。また現実的

に中国の経済展開は、パックスチーノ

到来を予想させるには十分の力量を備
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えて来る。現実的には、現在は 世紀

故にアメリカは、そうした中国の新し

スの中で多くのリーダーが登場し、彼

初頭であるが、歴史的に見ると ～

い動きに対し〝最後の抵抗〟を旧体制

らがネット上で新しい政府を樹立する

19
ｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟を引っ

しかしそれはトランプ氏の〝Ｑ―プ

のリーダーとしてしようとしている。

べく、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕ

18 21

経 営 資 源 人( 金 モ ノ 知 識 情
報 文化 時間 環境 健康 を) 国家

ｔｉｏｎ〟を生じていく可能性であ

図５に示した如く、今日語られる

54

の可能性は否定し難い。私自身はそう

中国の可能性
図５

20

先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

する手垢の付いた共産主義が問題なの

産主義が即〝Ｎｏ！〟ではなく、現存

場が予想される。それを考えると、共

新しい時代の共産主義のような形の登

ｓｉｃ ｉｎ Ｃｏｍｅ〟のような、

産は、機械化されていくので、
〝Ｂａ

歩を考えると、基本的な生活必需品生

ない。少なくとも今日の科学技術の進

ｎ〟のリーダーが見えてくるかも知れ

〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏ

少し洞察してみよう。その視点からの

ここで次の時代のインフラについて

り大幅の人口減少に向かうであろう。

学的な事実であり、いずれ中国はかな

実としてやっている。そして人口統計

うに中国も多くの民族を滅ぼす事を現

が人口削減を１つの目標としているよ

る事が中心である。ディープステーツ

るだろう。自分達の考え方を推し進め

までのディープステーツと同じと言え

からである。しかしやっている事は今

はなく、はっきりと表に登場している

る。何故ならＤｅｅｐ（ディープ）で

ディープステーツかどうかは微妙であ

ないのである。ところで中国共産党を

を一緒に創造的破壊をしなければなら

して、今度は自身が放送局、ＴＶ局、

時間で入手出来る。そして自分で解釈

的レベルで、居ながらにして極めて短

況は多くの人々があらゆる情報を世界

生み出すかである。明らかに今日の状

ｉｎｅ）内の前後衛をどのように育て、

て、旧体制（Ａｎｃｉｅｎｔ Ｒｅｇ

達成するには、今日の情報社会におい

ｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟を

緒になると指摘してきた。

ｉｏｎ〟においては前衛と後衛とが一

日の〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔ

スタイルが今までの主流であるが、今

り拓いたところで、後衛の参加という

ある程度明確になり、革命の展望の切

を入れて、
〝プロセルシューマー〟の

〝Ｓａｌｅｓ ｐｅｒｓｏｎ（販売者）
〟

重要だ」と語ったのに対し、更に間に

セスシューマー〟が時代の潮流として

ンシューマー）が一緒になった〝プロ

は生産者（プロダクター）と消費者（コ

の『未来の衝撃』の中で、
「これから

まさに私が未来学者のＡ・トフラー

ｉｏｎ〟の実現は掛かっている。その

かに〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔ

る。その事を自覚して使用するかどう

にしているのは間違いなく事実であ

大衆一人ひとりが〝革命の武器〟を手

もっと詳しく論じよう。しかし今日の

えつつある。

であると言うべきであろう。そしてア

いや、既に減少し始めているとの説も

ｌｕｔｉｏｎ〟を実行して、２つの

何よりも〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏ

で除外されてしまう。ネット自体が旧

も、現体制批判の情報は、ネット検閲

今の中国でもロシアでも、アメリカで

手となる事が出来るのである。しかし

新聞社、出願者としてメディアの送り

である。そこが大きな１つの弱点であ

える」という〝情報の加工〟のところ

ネックがある。それは「自分の頭で考

きているのである。但し今のところの

知識のプロセルシューマーが登場して

おいても同様な事が生じており、情報、

それはまさに情報メディアの世界に

時代が来ると指摘した。

点の理解に関してである。

メリカが「Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ

登場している。

ディープステーツをこの世から消し、

体制側に圧倒的な力量で所有されてし

既に皆さんお判りのように、
〝Ｓｉ

Ｆｉｒｓｔ」を掲げ、自国とその考え、

さてそう考えて来ると、何とも話は

かつディープステーツ支配の国々の

る。

制度の保存を意図していないのに対

ややこしくなってくる。何故なら、本

人々をも救済していくプランとは、ど

まう可能性は今のところ高い。いかに

ているこの違いの差は大きい。

何よりも革命においては、その革命

ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟の本質的側面で

が課題であるし、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒ

のヘーゲルの指摘の如くに、天才的情

むと、
「量的、増大は質的転換を来す」

しかし、これは今のＩＴ活用が進

（４）前衛としての役割

当の地球上の幸せを考え、真の平等世

ネットの情報の流通をフリーにするか

し、中国は明確に世界戦略を打ち出し

界を造ろうとすると、すると、２つの

のようなものがあるだろうか？

対象の国や組織の中に体制内良識派を

ある。

ディープステーツ、即ち

の古いディープステーツ

前衛として育て、内側からの分裂を起

〇ロスチャイルド、ロックフェラー等

〇中国共産党という新しいディープス

報の加工者や創造者達が出てきて、明

こすことが一つの常道である。分裂が

この点に関しては、別のところで

テーツ

7

2021.

●月刊公論

85

確な戦略目標の提示の下に、戦略、戦
術、戦闘を考え出していく事になるで
あろうと考えるのである。

はウィキリークスが政府の秘密密書の

リークを図って成功したが、その後の

にＩＴ戦士達は戦うのであろうか？そ
れには実際の社会の中の出来事を見て

活動は制限されている。

う。

みよう。

する状況が生まれつつある。

しないような天才的人物を数多く排出

い良く成長を遂げ、学校教育では輩出

トを使って、情報、知識を吸収し、勢

自習により「干天に慈雨」の如く、
ネッ

て、明らかにネット上の教材を用いた

務教育の平均的人材の育成の枠を超え

上、その為の総背番号制、これらを使

る拠点の特定と所有者の追跡能力の向

判断能力の高度化、更にはＧＰＳによ

度と通信網の強化、そしてＡＩによる

所の全国化、そして５Ｇ以上の通信速

をしていても認証が出来る）と設置箇

別能力の高度化（マスクやサングラス

である。今日のカメラや通信内容の識

空：伝書鳩の能力を高める為の飼育

リア海に走らせた

海：１番速い船をドーバー海峡、アド

陸：１番速い馬車の製造（二重底）

の手段を講じた

うに配慮した。

に、自分達の情報がリークされないよ

は、インテリジェントを強めると同時

ハッキングした情報をリバースを掛

こに暗号化技術がかけられていても、

て、世界中の情報が入手出来る。そ

ながらにしてハッキングする事によっ

こでも電話が掛けられる訳であり、居

その１つは前述の如く、ネットの使
用制限である。と同時に今の中国が

（ケース１）かつてのロスチャイルド

おそらく、そうした若い優秀な、そ

用して旧体制側は、革命兵士達を割り

パリ～ロンドン間

（ケース３）相手方の防衛システムを

やっているように監視システムの強化

れでいて正義感を持ち、今日の世界の

出し、拘束して活動機能をダウンさせ

リ間 ｅｔｃ．

実際、今日の若者達は、今までの義

将来に対し、
「明日の世界の形」とし

ていくのである。そして、そこに更に

ウィーン～ナポ

そして当時の一般の人が読めないユ
ダヤ語で文書を作成した。
（ケース２）新しい暗号化の手段の開
発

る。まさに世界中がそれを目指して

の量子コンピュータを所有する事であ

事が可能となる。その為には世界最高

し、相手方の武器を自らの武器にする

器のアンロックのメカニズムを入手

け、更にＡＩ分析する事によって、武

代と語っても良い。今や地球上のど

磁界の世界〟であり、
〝電子戦〟の時

今日のＩＴ社会は何と言っても、
〝電

混乱、破壊させる方法

て戦略目標を呈示し、ＳＮＳで世界中

スパコン量子コンピュータが参入して

その１つは陸海空にその当時の最速

に同志を募り、先ほど申し上げたよう

この能力が２つのディープステーツ

いる。

ト上に革命軍を作り、ヴァーチャルか

側にも、革命の側にも、日一日と強まっ

な中心があるかないか別として、ネッ

らリアルな世界へ戦場を移して〝Ｓｉ

いるが、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌ

ｕｔｉｏｎ〟側が、それを所有すれ

これは昔から、イタチごっこであり、
ある期間のみ通用するケースが多い。

ば、この地球上の平和なる統率者にな

ていくのが、今日社会である。どちら

戦時中、日本軍の「ニイタカヤマノ

れるのである。その可能性は圧倒的に

ｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ〟を

ボレ一二〇八！」がアメリカによって

ディープステーツ側が強いがそれを

が巧みに一歩進んだレベルで抜け出る

解読されていた事は有名であるし、し

〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏ

醸成させる可能性を強めている。

どうやって監視社会から脱出し

かも今日では暗号というだけで検閲に

るし、旧体制側からの反撃も強いもの

それでは旧体制側のＩＴ活用による

ソフト」の作成が重要となる。今日で

閲にかからないで通過する為の「通信

かかる可能性がある。解決の為には検

（ケース４）相手の持っている武器を

いのだ。

ｎ〟側が手にする可能性はゼロではな

かである。

があるであろう。そしてここがポイン

て革命に参加出来るか？

しかし反革命的な動きも、当然強ま

トであるが、２つのディープステーツ

として所有しているのだ。それを巧み

監視と拘束の暴力に対して、どのよう

側の方も同じように情報を強力な武器

に使って防衛戦を仕掛けてくるであろ
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先 人 に 学 び 、日 本 を 哲 学 す る

破棄する武器の開発
世界中の通信ネットワークを脳場とし

であり、様々な電子機器を脳具とし、

Ｓｙｎｂｒａｉ

レイン＝略して

の人間の持っている脳の力によって生

異により生じた訳ではなく、元々生身

今日核拡散防止条約が一時は、米ソ

まれる〝知識創造編集の天才〟なので

て、新しい武器としての脳産物を生み

ｎ）の活用こそ

の間で進む共に、新しい核保有国の登

ある。それは空想の世界の話しではな

出す。そこではいかに良い小麦や米や

が、ヴァーチャ

場を防いできたが、既に有名無実にな

く、これから普通に登場してくる〝天

野菜を生み出すかではなく、そうした

どうなるであろうか？それを考える上

おいて、その支配者像と軍自体の姿は

業社会の到来に

さてこうした脳

まさにニーチェの言葉「神は死んだ、

えるであろう。

〝全脳の神へ〟近づく事になるとも言

の度合いであるのである。ある意味で

才によって支配される可能性がかなり

によって可能となる知識創造編集の天

その意味で、脳業社会は１人のＡＩ

才の奇形〟なのである。

ルウェポンを生

り、アメリカ、ロシア、中国、北朝鮮、

み出す上で、重

で、次の認識が重要である。明らかに

そして人間が神になった」の意味を少

要となる。

従って〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｒｅｖｏｌ

人類が今まで生み出してきたあらゆる

し変えて「神は死んだ。そして人間ひ

在来兵器を作り出すのではなく、脳産

ｕｔｉｏｎにおいては、いかに脳民兵

知識がＡＩ化され、そのあらゆるＡＩ

物としてのアイディアや武器を出すか

保管場所で核を爆発させてしまう技術

士を育てられるかになってくる。これ

を縦横無尽に使いこなす知的怪物が一

インド、インドネシア、イスラエル、

を開発する方が利口であろう。その技

は防衛軍側にしても同じである。防衛

イギリス、フランス等が所有し、イラ

術こそが新しい核抑止力であるし、そ

軍の方が今のところ、サイバースペー

とりひとりが神になった。それらの神

の勝負となる。
「どうやって作るのか」

れを所有した存在が〝孤高の王様〟で

方で登場し、他方では目まぐるしく中

の中から、全知全能のゼウス神が新た

ン等の造れる能力を持つ国も登場して

あり、地球上最強の権力者になるであ

スでの脳民兵士の育成には優位であろ

心となる人物が代わる時代となるであ

に形を変えて登場した」と言えるので

ではなく、
「何を作るのか」のアイディ

ろう。もう少しレベルを下げて、核の

う。脳産物としての武器とは、様々な

ろう。何故なら、ＡＩの活用により、

はないだろうか

いる。

みでなく、武器を持つ事が恐怖に変わ

相手側の装置の心臓部のコンピュータ

１人が１００万人の能力を持つことが

は脳具と同じであり、脳そのものが

装置である。明らかに脳民兵士の武器

ｒ）が１人で巨大かつ強力な軍隊の役

ｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｍｏｎｓｔｅ

まさに１人（匹）の知的怪物Ｉｎｔ

ば、彼が脳業社会を明るく展開してく

おそらく知的怪物が善意の人であれ

ア勝負なのである。

る状況を作れれば、それも大きな力と

に入って、相手の困るような操作をす

そこでは核を造る能力よりも、核の

なる。

可能だからである。

ヴァーチャル武器を生み出す武器とな

割を果たすことが可能となる時代状況

れるかも知れないのが、悪意の人とな

果たして、人類知の化身として知的
る方法であり、前述の核の電子的起爆

る。しかもその脳は３つの脳、即ち私

が訪れようとしているのである。あた

ると、この世は地獄になる可能性もあ
それらを統合（Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚ

ジラのように放射能を浴びて、突然変

存在である。しかし知的怪物とは、ゴ

も知れない。

る。何とも恐ろしい時代の到来なのか

るのであろう？

怪物の登場により、脳業社会はどうな

私はこれからの時代は、第五次産業

が『生命体経営学』の中で定義した脳

かも地球防衛軍としてのゴジラの如き

（５）脳業革命の到来とそこでの

革命（脳業革命）による〝脳業社会〟

である。

では革命の戦士は、ロシア革命の後衛

ｅｄ）した総合脳 シ( ンセサイズドブ

支配者象

の到来であると語り続けている。そこ

の農民ではなく、ＩＴで武装した脳民

7

2021.
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３つの脳

図６

