
 
 
 
 
 
 
 
            誕生の森 
 
 
 
 
 
 
 

よほど無神経な人でなければ、今の世の中、なにかがおかしいと感
じているはずです。 
 あらゆる人や、物が、次から次へと目の前に出てきて、ツルツルす
べっては消えていく、いやな感覚があると思います。 
 この本では、その、「なにがおかしいのか」ということと、「では、
どうしなければいけないのか」 

ということが、私なりの解決も含めて書かれています。 
 
 
 基本的には私も、世の中のあらゆる問題を人ごとだとは思ってい
ないので、なんとかして解決したいと考えています。 
 解決する方向で考えないと、自分もまきこまれてしまうからです。 



私は地球上のすべての問題に対して、人間が地球に対してやって
いることが、ゆがんだ形で人間に返ってくる。 
 そのゆがみが、自分や、ほかの人たち、地球にも伝ぱんしてしまっ
ていると考えています。 
 人間が生態系を狂わせれば、人間も狂っていく。 
 人間も地球の一部だという観点から、解決しようとしているので
す。 
 よって、ある部分の問題を解決するだけでは、問題は次から次へと
無数に出てくるわけで、抜本的に解決しなければなんの意味もない
とも考えています。 
 また、犯罪や災害、事故など、あらゆる被害にあった人を助ける制
度を確立するよりも、災害に備える整備に金や労働を費やすよりも、
時間はかかっても、もうこれ以上被害にあう人を出さない、事故や災
害、あらゆる犯罪そのものを根本的にとらえて、あらゆる角度から探
り、根底から起きないようにするほうが、解決する速度が速いとも考
えています。 
 自然地震くらい起きても、誰も死なない手段、道筋とはなんなのか。 
 この本には、それらの根本的なことを提示し、説明し、掘り下げ、
みんなで解決できる、あるいは緩和できる方法が書かれています。 
 それが正しいかどうかを、これを読んでいるあなたに、問います。 
 
 
 その解決方法をわかりやすく理解してもらうためには、今まで人
間が積み重ねてきた歴史をさか登って話しを進めていかなければな
りません。 
 今、世界中にはびこる、あらゆる問題というのは、個人的な悩みも
含めて、今までの人類がやってきていることの積み重ねが原因にな



っています。 
 これをかえりみない限り、全人類が反省しない限り、地球がかかえ
る問題にも、個人がかかえる問題にも、真の解決はないと考えていま
す。 

厳しい現実もお伝えすることになりますが、この本には、突破口、
解決法が書かれています。 
 自分の体験によって、自分の頭で考えたこと。 
 読んだ本の中から、重要だと感じたこと。 
 誰かに伝えるべきだと判断した、発見や結論、考察が書かれていま
す。 
 ぜひ、熟読されることをねがいます。 
 
 
 人間が人間を殺す報道が毎日流され、少し雨が降るとすぐにどこ
かが洪水になり、水没し始める世界中各地の現状において、地球の上
で生きる者、誰ひとりとして無視はできないと考えています。 
 内容についての疑問や、質問などは、いつでも聞いてください。 
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あらゆる犯罪、事故、洪水や水没、戦争や公害、 
 巨大地震などの自然災害をみんなでくいとめる方法 
 
 
 
 人間が出す排気ガスや二酸化炭素で、北極や南極の氷が崩れ、溶け
出しているという警告が報道で流されてだいぶたちますが、どうや
らこれは本当のことのようです。 
 私がふと思ったのが、海水にもものすごい重量があるだろうな、と
いうことなのです。 
 地震というのが、岩盤が岩盤にめりこんでいき、耐えきれなくなっ
て、跳ね上がるときに起きるのが地震の起きかたのひとつであると
すれば、どんどん重くなっていく海水がめりこませる原因のひとつ
なのではないか、と思ったのです。 
 
 
 水というのは、人が思っているほどに重量があります。 
 たとえば、金属製のたる、ドラム缶いっぱいに入った水を、たるご
と動かすところを想像すれば、かなりの重さだということがわかり
ます。 
 海、とひとことで言いますが、地底深くの岩盤にかかる負荷は、い
ったい何千兆トンなのか、わかったものではありません。 
 先日、アイスランドでは、毎年１１０億トンの氷、氷河が溶け、消
滅していっているという報道がありました。 
 そして、地上に打ち建てられる家屋（かおく）、ビルの数。 



 ひとつの鉄筋コンクリートの建物の重さを、あなたは想像したこ
とがあるでしょうか。 
 １０階建ての鉄筋コンクリートひとつで、平均、６０００トンもあ
るという話しです。 
 ６０００トンというのは、６百万キログラムのことです。 
 ６百万キロという重さは、６０キロの人間が、その場所に１０万人
も積み上げられているという勘定になります。 
 ある町に、１０階建ての鉄筋コンクリートが１００個できると、そ
の場所の地底にかかる重さは、単純計算で、６億キログラム。 
 なんと、６０万トンの負荷が、地上の真下の岩盤にかかるわけです。 
 断層が斜めにずれているのであれば、負荷は斜めにずれて、まった
く違う場所の岩盤に、異常な負荷、重量がかかることになるのです。 
 一般の家庭の木造２階建ての家の重さの平均が、３０トン。 
 ２階建ての鉄筋コンクリートは平均１６０トン。 
 その、各都道府県に存在する家屋の重さを合計した数字を、ちょっ
と想像してみてください。 
 日本全国の世帯数は、２０１８年の総計で、５８００万世帯ほどあ
るそうです。 
 
 建物ひとつの平均を１００トンとすれば、日本国内の家屋の重量
は、５８億トン。 

さらに、これに車などの車両の重量と、１億２千万人の人間の体重
を足してみましょう。 
 日本の車両の数を７７００万台とし、１台の平均の重さを１トン
とすると、これだけで７７００万トン。 
 ひとりの体重の平均を６０キロとすると、１億人で、６００万トン。 
 家屋、建造物と車と人間の総重量は、ざっと、５９億トン。 



 そしてこれも最近、報道で知ったことなのですが、ある場所のダム
の水の重さが、約、２億５千万トン。 
 これが日本中の各都道府県にあると仮定すれば、２億５千万、かけ
る４７、で、１１７億５千万トン。 
 ここまでの総計で、約１７６億トンあります。 
 これに、日本全国で作られた高速道路の重さと、計測外の建造物を
加えると、軽く２００億トンは超えていると推測できるでしょう。 
 日本の陸上だけで、２００億台の車の重量がのしかかっているの
ですが、これでも大幅に少なく見積もっていると感じます。 
 これは、明らかに本来の地上にかかっていた重量ではないです。 
 森林伐採、山の破壊をさし引いても、その分をはるかに超えた重量
がかかっています。 
 日本という極端にせまい陸地、場所に、集中して異常な重量がかか
っているのです。 
 そして、これらが積み上げられたのは、ここ５０年から８０年だと
いうこと。 
 近年に限って、急速に積み上げられていったのです。 
 
 これらは、大自然を破壊し、物質を変態させて積み上げているので
すが、日本など、資源を海外にたよっている場所では、みずからの地
に莫大な体重をかけ、地の底の岩盤に負荷をかけ、自分たちで地震を
起こして、自分たちで死んでいっているのではないかという可能性
が出てきたのです。 
 自然現象に従ってめりこんでいき、海水やそれらの重さが断層の
ずれに加担したり、岩盤が跳ね返ったりするのを助⾧しているので
はないか、というわけです。 
 この説が仮に正しいと仮定すると、絶えず人間が海水や陸上の重



量を増やし、起こす地震や洪水で、どこかの人間、または自分自身を
殺しているということになります。 
 
 そのため、地球では、微弱な地震は毎日、３６５日起きているのだ
そうです。 
 その小さな揺れが、少しずつ岩盤が岩盤にめりこんでいく揺れの
ようです。 
 そして、定期的に、巨大地震。 
 
 また、豪雨というのが、地球の温暖化が上空に海水を大量に吸い上
げ、厚い積乱雲を発生させて降ってくるという報告がありますが、増
えすぎた人間が地上を熱くし、人間も自然も損傷を受け続けている
ように見えます。 
 それらを、くい止める方法があるとしたら、くい止めてみたいと思
わないだろうか。 
 人類全体でくい止められるのであれば、くい止めたいと思わない
でしょうか。 
 それとも、そのときは、そのときだ。人はあり余っているのだから、
大量に人が死んでもいい、と、考えていますか? 
 地震や洪水や水没、同類の殺し合い、あらゆる生命の不和は、人間
が地球に対してやっていることの、地球からの反応だと私は考えて
います。 
 生態系の神は、みずから作った地球を、その上で生きる生命たちに、
そのようには作っていない、と私は考えるのです。 
 それらの問題も含めて、そのほかの地球上のあらゆる問題も同時
に解決に導く方法が、私がずいぶん前から提唱している、「生態系再
生革命」というものなのです。 



もっと正確に書くと、狩猟採集回帰型の、生態系の再生、となりま
す。 
 
 
 なぜ、そんなことをしなければならないのか。 
 それがどういったものなのかを説明する前に、まずは、今現在起き
続けている、人間同士の殺し合いについて、それが、もともと、動物
のあいだで、善だったのか、悪だったのか。普通のこととしておこな
われていたのか、いなかったのか、を説明します。 
 
 同類で殺しあう動物は人間だけである。 
 まったくの野生状態で、野生動物には見られない。 
 
 この、あたり前のようで、はっきりと言われないとわからないこと
がズバリと書かれていたのが、私が１０代の終わりくらいに読んだ、
動物行動学者のコンラート・ローレンツという、動物好きの人が書い
た本でした。 
 宇宙の創造主は、あらゆる生きものに、同種の者を殺さないような
仕組みを作ってある、という手記に、感動したものです。 
 けんかはするが、相手が、「負けました。」といったような意思表示、
行動、動き、態度をすることで、相手は即座に攻撃行動をやめるので
す。 
 
 あとから、動物行動学の世界で、まったくの野生状態でも、同類の
殺し合い、とくに母親の子殺しが見られる、という報告があったよう
ですが、私は、望遠鏡やビデオカメラで観察されている野生動物は、
すでに完全な野生状態ではないと考えています。 



 なぜなら、それらは野生にはない匂いを発し、ライフルの照準器の
中に入っている状態であって、人間よりもはるかに敏感で嗅覚が優
れている野生動物に、なんらかの抑圧（よくあつ）、死の緊張感がか
かっていないわけはないと考えるからです。 
 ましてや、人間が地球に対してやってきたことを考えれば、もうす
でに大昔から、野生動物にも狂いがあってもおかしくはないと考え
るのです。 
 ですので、人間は、まったくの野生状態の動物を完璧には観察する
ことができない、という独自の見解を私は持っています。 
 しかし、明らかに、鹿が鹿を殺す、熊が熊を殺す、といったことは、
本能で、誰もがおかしいと感じるはずです。 
 
 では、人間はどうでしょうか。 
 農耕発祥以後、つまり、人間の奴隷分担化以降の歴史しか記録がな
いため、戦争や合戦など、徹底的に同類で殺し合っている歴史しか記
録されていないのです。 
 あたり前です。 
 権力者も、奴隷もいなかったころは、歴史の記録など必要なかった
のですから。 
 
 たとえば交通事故なのですが、私はこれも同類の殺し合いだと判
断しています。 
 なぜ、人間が作ったもので人間が死んでしまっているのに、みんな、
なんとかしようとは思わないのだろうか。 
 やめても生きていける方法を考えようとはしないのだろうか。 
 これを読むあなたが、車の存在を認め、交通事故などについてなに
も感じないのであれば、あなたも、人間同士の間接的、直接的な殺し



合いを認めているということになってしまうのです。 
 また、このことは、仮に、私や、私の周りの人たち、またはあなた
が、車に乗っても、乗らなくても、乗るのをやめたとしても、地球に
およぼす影響にはなにも変わりはありません。 
 ただ、乗るのをやめた人は、車で人を殺してしまうことはなくなる
ということ。 
 しかし、地球上で、毎年数百万人が車の事故で死に、海水は増量さ
れ続けてしまうという、矛盾が続きます。 
 歩き続けるだけで病気になったり、ひき殺されてしまうこともあ
るでしょう。 
 なぜ、全員で平等に、かつての権力者の子孫さえも、車に乗るのを
やめればいいと思わないのだろうか。 
 この間まで、人間は誰も車や電車などの乗り物なんかには乗って
いなかったのです。 
 生命の数億という歴史の中で、一般の人たちがそれらに乗り始め
たのは、ここ、わずか６０～８０年くらいしかないのです。 
 人を殺している乗り物に依存しなければ成り立たない仕事を、み
んなでやっている。 
 人間が作ったもので人が殺されていることに、みんな目をつぶっ
て生きている、食べているのです。 
 つまりそれは、誰も人の命なんか大切にしていないということに
なってしまうのです。 
 それらのことで死んでしまった人には、残された遺族にとっては、
この世はいまだに戦争状態だと感じることでしょう。 
 しかし、そんな傷を負った人でも、その人がまた車に乗り始めるこ
とで、問題の解決は閉ざされてしまうのです。 
 現代社会の問題が、なにも見えなくなっていく。 



 ねじ曲がった傷を持つ人たちだけが毎日毎日量産され続けている
のですが、このままこの世の中に流されて生きると、あなたが直接誰
かを殺してしまう、または、あなたが誰かから殺されてしまうことも
あるのだということが、理解できるでしょうか。 
 
 
 人間が車をやめていく。 
 今のところ、これを実現させるには、政治的に規則を変えていくし
かありませんし、 
 「では人間はどうやって食べていくのか。」 

というところまでさか登って考えなければならないのです。 
 
 「政治」というのは、なにも難しいことではありません。 
 人間がかかわることができるすべての規則を決めたりすることで
す。 
 間違った規則を変えることも、政治なのです。 
 
 

最近、テレビで、車いすや義足の人をよく見かけますが、原因はな
んらかの事故か病気に決まっています。 
 まるで地雷で足を失った、戦争に参加させられた人のようです。 
 人間が、生きるために、金を得るために製造した、乗り物という兵
器。 
 車やあらゆる車両に乗る人にそういった意識がなくても、人間が
作ったものが殺人兵器、地球破壊兵器になっているということを、ま
ずは知ってほしいのです。 
 そして、それをテレビでひんぱんに映すようになった理由という



のは、国家からの、 
「あなたは、このような不自由な人になってもいいのですか?」 
または、 
「あなたは車に乗って、このような人を増やしたいですか?」 
という問いかけなのです。 
 
 
なぜ、人間が人間を殺すようになったかというと、両手が自由にな

ったために、自分の体に備わっていない武器を手にしたからだ、とい
うのも、ローレンツが報告した、あたり前ながらも、感動させられた
ひとつの情報でした。 
 生まれ持って武器が体に備わっている動物、つのやキバ、つめを持
った動物などは、そのキバで、同種の相手の致命傷になりうる目や喉
もとに噛みつける瞬間があったとしても、決して噛みつかないので
す。 
 抑制（よくせい）がはたらいていて、同種のものを殺さないように、
致命傷を負わせないように、動物はできているという観察の報告に、
すごく感動しました。 
 つまり体に備わっている武器は、異なる動物を食べるために、狩り
のためにあったのです。 
 また、ローレンツは、鳥のくちばしの前に、自分の目を近づけても、
決して鳥はその人の目を突いたりはしないということも発見したそ
うです。 
 
 
 では、なぜ、人間は武器を持つようになったのでしょうか。 
 狩りをするようになったから、と、人は答えるでしょう。 



 しかし、私はそれでは十分な説明にはなっていないと思います。 
 なぜ、今まで食べていたものではだめだったのでしょうか。 
 ２本足で立つ前の、サルだかオランウータンみたいな姿だったと
される人間に、なにがあったのでしょうか。 
 復しゅう心に火がついたからだと、私は考えるのです。 
 いつもは木の上にいるサルが、地上の食べもの、たとえば土に埋ま
る野生のイモなどを、四つ足の動物と取り合いになるときに、逃げ遅
れたサルのお尻を、イノシシのような動物にキバでかみつかれて重
傷を負ったのが、人間への⾧い道のりの始まりだったと、私は考えて
います。 
 食べものの取り合いが、サルに武器を持たせたというわけです。  

食べもののうらみはおそろしい、などと人は言いますが、そういっ
た範ちゅうを超えて、さまざまな生きものの姿を、⾧い時間をかけて、
激変させているのだろうということです。 
 
 怪我を負わされたそのサルなのか、その群れの統率者なのかはわ
かりませんが、そのイノシシに復しゅうするには、殺すには、どうす
ればいいのか、考え始めたのですね。 
 なにかを投げる。 
 とがった木の枝を持って木の上から飛び降りる。 
 さまざまな挑戦があったでしょう。 
 両手を使えば脳も発達するでしょうし、⾧い年月をかけて、やりや
弓を作ったのでしょう。 
 
 やりや弓を作ることができれば、今まで食べられなかった動物も
食べられるようになり、姿かたちはどんどん変わっていったことで
しょう。 



 そこいら辺までは、狩人 対 野生動物 という図式があって、同
類の殺し合いはなかったと想像します。 
 同類で殺し合ったり、傷つけ合っても、なんの得もなかったからで
す。 
 優秀な狩人の血統だけがつながって、人類が増えていきました。 
 野生動物も倒せない、歩けない、木にも登れない、ダメな血統は、
どこにもいませんでした。 
 いても、すぐに死んだのです。 
 狩猟採集社会では、弱い者やにぶい者、バカは、誰もいなかったの
です。 
 弱い者はどんどん死んでいった社会であったでしょうが、それは、
人間が、犯罪者や戦争や労働や事故によって殺された、死んでいった
のではなく、ごく、あたり前の淘汰（とうた）、自然現象であったと
いうことを、理解してください。 
 完全な野生の中で、採集や狩りをして生きていくためには、優れた
身体能力が必要であったということ。 
 だから、人間だけが増え続けるということはなかったのです。 
 また、狩猟採集社会というのは、食べた野草や山菜、木の実、野生
動物、魚、海のものは、狩人たちが食べたあと、移動して、また元の
場所に戻ってくれば、地球が自動的に再生産して増やしてくれてい
るという、信じられないくらいめんどうくさくない、誰もいやなこと
をやって生きる者がいない、奴隷がいない、みごとな、素晴らしい世
界だったのです。 
 動物は勝手に子孫を残して増えるし、食べた植物、果物は、雨と太
陽と空気、つまり地球が再生産してくれるのです。 
 ただし、生きられる資格がある者といのは、食べものを得るために、
動ける者、移動できる者。強い動物から素早く身を隠せる者、逆にし



とめられる者、という、抜群の生存能力がある者たちに限られていま
した。 
 そういった、人間の狩りが始まったのは、今から約４００万年前だ
と言われており、採集だけであれば、数億、数十億年前から始まって
いたとされ、それは今現在でも続いているのです。 
  

また、人間がサルのような動物、以前の生きものだったころ、それ
はねずみのような生きものであったのではないかと考えられていま
すが、昆虫やほかの動物を狩って食べていたことが考えらえれ、そう
考えると、いちがいに、人間の狩りの歴史は数百万年だという認識も、
間違っているということになってしまうのです。 
 私たちの狩りの歴史は、とんでもなく幅広く、深く、⾧いものとし
て、私たちに刻まれている可能性があるのです。 
 サルのとき、木の上から、ほかの四つ足の野生動物の狩りを見てい
て、サルはそれをまねして、学んだのではないかということも考えら
れます。 
 つまり私たち、人間はおろか、地球上のすべての動物の遺伝情報は、
狩りと採集での食べかたで、ほぼ、１００％、埋まっているのです。 
 今のような、エサをもらって食べるようになった歴史は、生命の歴
史、数十億年に対して、わずか数千年しかないと言われています。 
 
 
 かしこくなった人間は、山でとれる食べものの種や根の移植を別
の場所でもやれることに気がつき、やがてそれが人口の大ふっとう
につながることも知らずにやってしまったのが、「農耕」なのです。 
 これは、絶えず妊娠していて、２本足では動きにくくなったメスと
子供たちがやり始めたと想像します。 



 女や年寄りが植物に興味を示すのは、そこに秘密があると思う。つ
まり、楽に入手できる食べものだったわけです。 
 それをオスたちが動物の家畜化、牧畜などとともに取り入れ、仕事
を分担化させていったのです。 
 これが、地球上初の、そして、動物初の、「土地の支配、所有」へ
とつながっていくのです。 
 これは私たちの食べものだから、お前たちは入ってくるな、近づく
な、という争いが始まってしまったのです。 
 誰もが、生まれたときからすでに地上にあるものは、地球ができた
ときからあるものだと思ってしまいがちですが、田んぼや畑という
のは、森林を伐採しての、つまり、もともとの地球、地上を破壊して
作られたものだということを、まずは、理解してください。 
 
 

同種の人間たちのあいだに、境界線ができたのですが、それは現在
でも、国単位、企業単位、個人単位で、その取り合い、争いが消える
ことがなくなったのです。 
 それが、合戦や、戦争、そして今でも人間がやらされている経済戦
争の発端です。 
 自然の大破壊がひたすら続いていく、人間同士の競争です。 
 食べものは誰かが作ってくれるのだから、あとは人間のバカ騒ぎ
がひたすら続いていき、それは現在でも一段とひどくなっていって
います。 
 狩猟採集社会と現在が違うのは、その、食べものを得るために、人
間はエネルギー、生命力を費やしたのであって、あとはそれ以外の余
分な生命力など、どこにもなかったのです。 
 よけいないがみ合いも、殺し合いもありませんでした。 



 なにかで少しあそぶくらいであったでしょう。 
 はらが満たされたら、次の狩りまで、ゆっくり休んでいればよかっ
たのです。 
 だから、地球は壊されませんでした。 
 つまり、災害や事故、戦争、直接的、間接的な殺し合い、金をかせ
ぐ労働、地球破壊のエネルギーは、農耕から作られ続け、百姓とコン
クリート内で働く者たちによって維持されているということです。 
 
 
 そして、農耕をやり始めた者たちには、「保守」の思想、考えかた
が根づいてしまいました。 
 それはどういうことかというと、彼らは、稲作や栽培において、な
にか今までと違ったこと、変わったことをすると、作物が全滅し、自
分の家族も、仲間たちもたくさん死ぬという経験をし始めるのです。 
 この経験から、なにかがおかしいことでも、変えずに、現状の維持、
今までどおりにするという保守の考えかたが根づいてしまったので
す。 
 同じことを繰り返して、より、確実に食べられる道。 
 あなたの人生においても、このことが当てはまってはいないでし
ょうか。 
 
 そして、ある区切られた場所のことだけを考えればいいという考
えかた、それ以外の区画のことなどどうでもいい、自分が加わる組織
さえよければそれでいい、というような、ほかの組織の者たちを憎悪
するという脳みその構造の人間になっていってしまったのです。 
 これは、ねずみの集団が、ねずみの集団を激しく憎悪し、攻撃する
という行動と、ほぼ同じようなことを人間もやっているということ



になります。 
 スポーツ観戦にて、あれだけの観衆が、敵を倒すために、ぶざまな
熱狂をしているのも、それが原因なのです。 
 人間が、サルやオランウータンのような姿だった以前は、ねずみや
もぐらのような姿であっただろうという説も考えると、形態が変わ
っても、今もなお同じことを繰り返しているということになるので
す。 
 人間の医学のためにねずみが実験に使われるのも、このことから
です。 
  

この、保守の考えかたの脳の構造は、人類の奴隷化後、現在でもな
んら変わらず、いっそう激しくなり、親から子供、教師から子供へと
盲目的に伝えられ続けています。 
 人をけり落としてはい上がる者となれ。 
 違う場所にいる組織の者たちと戦うのだ、と。 
 そうやってできあがってしまったのが、この現代社会という、競争
と同種の殺し合いに満ちた、鉄筋コンクリートと車と排気ガスだら
けの世の中なのです。 
 
 
 狩猟民族、遊牧民族は、なにかがおかしいと思ったら、すぐにほか
の方法をどんどんためせばよかった。 
 というよりは、臨機応変に、その状況に適応するように、どんどん
よくしないと、どんどんためさないと、どんどん変えていかないと、
生きていけませんでした。 
 それに対して、変えない民族。同じことの繰り返しをよしとする、
農耕民族、という動物が発生してしまったのです。 



 だから、遊牧民の血統が多いヨーロッパなどでは、盛んに革命が起
き、変えていくことにとても肯定的な人たちが多かったのですが、ど
うやら、今まで世界中で起きた革命というのは、地球への損傷を考え
ない、その場所だけで都合がいいだけの、権力者とその周辺の者たち
だけに都合がいいだけの、革命が起きただけだったようです。 
 
 狩猟採集社会では、食べものは自分で探しに行けばいいのだから、
誰かが誰かに命令するだとか、誰かの言いなりになるということは
ありませんでした。 
 人間が今のように奴隷化したのは、権力者が武力で人間を百姓に
変え、ひたすら食べものを作らせ、つまりは生存の糧も、狩りの用具
もすべてうばい、管理するようになり、ひたすら奴隷にし続け、歯車
を作り続けたからなのです。 
 その権力者が、奴隷を一生働かせておくために、静かにさせるため
に、コントロールしておくために作ったのが、通貨、つまり、お金で
す。 
 
 

土地を占有して定住する農耕民族と、野生動物を飼いならして、草
を食べさせて移動し、太って大きくなった家畜から順番に殺して食
べる遊牧民族とで、戦い、殺し合いが始まりました。 
 これが、地球上初の、同類同士での殺し合いであったのではないか
と私は思っています。 
 やはり、人間同士の殺し合いというのは、食べもののうばい合いか
ら始まるのです。 
 それまでは、ひとりで、あるいは共同で野生動物を追って食べてい
ればよかったのですが、狩猟民族から進化、あるいは退化した遊牧民



族が、農耕民族が栽培するこくもつ、野菜などを食べてしまい、争い
が始まってしまったのです。 
 遊牧民とは、地球上の全民族中、全生命の中で、もっとも自由な時
間を手に入れた人々。 
 さまざまなことを、どこまでも果てしなく考えることができる、優
れた想像力を持つ血統。 
 移動していくたびに出会う、人間にとって、もっとも恐ろしい敵で
ある、人間、のことを考えることができる種。 
 時間がありあまり、あらゆる困難を打破して移動してきた狩猟民
族の血を引く遊牧民族と、腰を曲げ、種を植え、栽培し、家畜のウン
コを肥料にし続けて食べものを作り続ける退屈な民族との勝負は、
圧倒的でした。 
 狩りをやめた農耕民族が、かなうわけがなかったのです。 
 俊敏に動く動物、または人間の集団を相手にし、そのつど、瞬間的
な判断力を必要とし、考えて行動しなければならなかった者たちと、
ピクリとも動かない植物を相手に、ひたすら毎日同じことの繰り返
しをする者たち。 
 農耕をやる者たちの脳は、爆発的に退化していったと考えられる
のです。 
 その戦いで、その統率者、リーダーがやってしまったことは、「農
耕を取り入れる」ということでした。 
 それが、王さま、殿さまの発生の原点です。 
 移動しなくても食べものが得られる方法を知った遊牧民が、農作
物を作る者を管理、奴隷化するために、一部の権力者が必然的に定住
することになり、家畜飼養、はたまた漁業までをも取り入れてしまっ
たのです。 
 奴隷分担社会が始まりました。 



 生きていく人類同士に境界線が生まれ、戦争がはじまり、兵器を開
発し、いずれごみになるものを次から次へと作り出し、人間が老人の
ウンコをかたずける仕事をさせられるようになる現代までは、一直
線でした。 
 農耕、農業。 
 これが、人類の堕落の始まりだったのです。 
 
 ただ、その戦いに勝った者たちの統率者は、対人間の狩りにさえ抜
群な戦略を考え出し、的確で、危機感のある指示を出し続け、あらゆ
る最悪の状況を想像できる者であったということは、間違いありま
せん。 
 オオカミを飼いならして犬にして使い、遊牧される動物、自分たち
の命を管理し、常に同じような遊牧民や農耕民たちとの戦いに備え
なければならなかった、その勝者なのだから、当然のことです。 
 同じ場所で、命のかかっていない稲作労働をやっていた民族とは、
緊張感のようなものがまるで違ったのです。 
 狩りや、人間同士の衝突には、自分の命がかかっている。 
 農耕には、自分の命はかかっていない。 
 これが、農耕民と遊牧民、狩猟民族の決定的な違いです。 
 
 しかし、その、人間同士の殺し合いが、のちのちどのように発展し
ていくかは、昨今の歴史を見れば一目りょう然でしょう。 
 その、同類の殺し合いの勝者の血統が、ヨーロッパ、ロシア、カナ
ダ、中国、アメリカ、などを作り上げ、地球上で広大な土地を所有す
ることになり、人間を植えていく、つまり植民というやりかたで勢力
を拡大していき、現在にいたるのです。 
 しかし、今まで平等であった人間関係に、上下関係が発生し、奴隷



として死ぬ者、兵士として死ぬもの、子孫をたくさん残し続ける者、
という、落差や、矛盾ができてしまいました。 
 命が、平等ではなくなってしまっていたのです。 
 
 

狩猟民、遊牧民、農耕民。 
 基本的に、現在、地球上で生きている私たちは、それら、どれかの
血統に属するのですが、最近テレビで見た情報で、血液型というのが、 
 狩猟民族はＯ型。 
 遊牧民族はＢ型。 
 農耕民族はＡ型。 
 遊牧と農耕を経験している血統が、ＡＢ型。 
 といった報告を見ましたが、どの型の者も、現代社会では一⾧一短
で、誰もが地球全体が見えていない、という状況が続いています。 
 狩猟、遊牧の血が濃い人は、どんどん自分の金もうけの場を広げて
いこうとするし、農耕民族の血が濃い人は、生きていければそれで十
分、と、自分の居場所をかたくなに維持しようとする。 
 ですので、Ｏ型は狩猟民族だから優れているだとか、Ｂ型は世界を
支配したから有能だとかという能力が、どの人も現代社会において
から回りしている。 
 あえて書くとすれば、どんな苦しみにも耐えようとする農耕民族
のＡ型の感覚が、あらゆる場所で優先され続けているということ。 
 その中で、ほとんどの人間が奴隷状態であり、ぶつかり合っている
のが現状であり、みんながみんなで、地球を汚し、破壊し続けている
ことに、なんら変わりはないのです。 
 ただ、動物と⾧く接してきた血統は、生きものをしとめる強さと、
残酷さ。かわいがるという両極端な感情が強く、生きもののよろこび



や悲しみを、わかってあげられる血が濃いのではないか、と考えてい
ます。 
 逆に、農耕民の血が濃いひとは、肉や、人、動物に興味を示すので
はなく、他人がやれといったことをひたすらやり続け、従い、エサを
食べることによろこびを示す人たちが多い、と感じています。 
 ただ、おどろいたことは、生きかた、食べかた、権力者からやらさ
れる仕事の内容によっては、血の型も変化してしまうであろうとい
う推測には、これだけ人間同士がぶつかり合っているさっこんの状
況においても、なっとくのいく情報だと考えます。 
 人類の歴史をさか登れば、誰もが狩猟採集の血統、つまりＯ型だっ
たのであって、Ｏ型の血液の人は、違う血液型の人にも輸血できると
いうのも、それを表しています。 
 
 
 現在でも、その、人間同士の殺し合いが続いていますが、よって、
野生動物から人間が学ぶべきことは、 
 「同類での殺し合いはしてはならない。」 
 ということなのです。 
 これは、あなたが誰かを殺さなくても、世の中で起きている殺し合
いを認めてはならない、許してはならない、ということでもあります。 
 うらみや、悲しみや、矛盾が残る、続いていくからです。 
 うらみや、悲しみは、いずれ怒りへとつながり、誰かと誰かの殺し
合いになるからです。 
 誰かと誰かの殺し合いが続けば、同じ星に住むものであれば必ず、
それに巻きこまれてしまうからです。 
 同種での殺し合いはしてはならない。 
 それは、法律で定められているからだとか、道徳的におかしいから



という理由以前に、生物として、生態系の神から禁止されていたこと
であったのです。 
 なぜならば、同類での殺し合いがいいのであれば、その種は絶滅す
るからです。 
 すぐに、地球から消えるのです。 
 私たちが事故や殺人の知らせ、同じ種の死にハッとさせられるの
は、自分にも関係のあることであって、まさにその本能が働いている
からであり、数がたくさん増えているからといって、許されることで
はないのです。 
 
 また、私たちは、同種の肉や血を食べることを本能的に嫌うような
仕組みに作られていますが、それが、生態系の神が作った、同種の絶
滅をふせぐ回路、信号なのだと私は考えています。 
 神が、人間が人間の肉をおいしく食べられるように、食べてもいい
よというふうに作っていたら、人間はすでに地球に存在していない
からです。 
 

現在では、ほとんどの人類は、かつての権力者が作った、農耕を母
体とした奴隷分担社会の歯車を回し続けています。 
 奴隷分担社会とは、 
 「私、この仕事をする人。 
  あなた、あの仕事をする人。」 
 というように、大衆への奉仕が分担している社会のことを言う、私
が作った言葉です。 
 
 その中で、日本だけの統計でも、自殺者だけで、毎年、約１万人か
ら３万人。 



 交通事故死者が３千人から１万６千人。 
 これは、ここ１００年ほどの統計だそうです。 
 軽傷や重症など、死んでいなければ、その数は毎年５０万件もある
そうです。 
 おどろくのは、ここ数年、電車に飛びこんで死のうとする人が、年
間６００人もいるということで、死んだ人たちは、いちいち報道され
ないのです。 
 東京都内のラジオ番組で、番組のあい間に報じられる道路交通情
報の中の、「～線での人身事故のため・・」、という、毎日ある知らせ
は、ほぼ、全員、自殺者なのです。 
 これが、世界中の国々の総合計だと、おびただしい数になることで
しょう。 
 さらに、大気汚染による世界中の年間死亡者が７００万人という
数字を確認しています。 
 これもまた、死亡ではなく、病気でとどまっている人の数では、け
た違いだと想像します。 
 人間たちは、各報道機関が流す、同類の殺し合いの情報、ニュース
を、無視しています。 
 何十年間も、無視し続けてきました。 
 この本を読んでいるあなたも、そのうちのひとりです。 
 そのニュースを読むアナウンサーでさえ、ただそれを読んで、次の
ニュースを作り笑顔で読んでいます。 
 ロクでもない目に合う人がテレビで流れても、「ほかの誰かがなん
とかしてくれる。自分はそんな目にはあわない。関係ない。」と思っ
ているのです。 
 そんな、幼児しかいなくなってしまいました。 
 あたり前ですが、誰も、あなたの命など守ってはくれません。 



民主主義とは、普通の人たちが、自分たちで生存方法を決めて生き
ていきましょう、という、規則を決めるうえでの、ひとつの政治形態
です。 
 普通の人たちを主（おも）として、規則が、多数決で決まってしま
う政治のことですが、人が死んだとか、どこかの誰かが苦しんでいる
という報道を目にしても、誰もがなにもしようとしないのであれば、
国はそれを放置して業務を進めます。 
 「この国の民衆は、人が殺されるということ、殺すということ、事
故などで死んでしまうということ、人が苦しむということ、自然が破
壊されて世界中が鉄筋コンクリートだらけになっていくことを、認
めている。」 
 と、判断されるのです。 
 誰もが目をつぶって、知らないふりをして生きていますが、それで
は、人間同士の殺し合いを認めていると判断されてもおかしくはな
いのです。 
 農耕を母体とする奴隷分担社会では、つまり、食べる、ということ
に専属の奴隷がはさまっている世の中では、地球上のどこかで苦し
んでいる人を放置すると、その矛盾は姿かたちを変えて、あなたにも
襲いかかってくるのです。 
 
 多数決であらゆる規則が決まってしまう、ということなので、誰も
が進学して、就職をしようとするのが大多数の人たちなのであれば、
国は、ひたすら、雇用、仕事、会社、つまり、労働のイスを作り続け
ます。 
 あらゆる仕事を複雑化させて、あまりにもくだらない業務を増や
し続けるしかないわけです。 
 また、国は、誰もが、高校に進学してください、大学に進学してく



ださい、などとは、ひとことも言ってはいないということ。 
 日本では、中学までは必ず行ってください、ということになってい
るのです。 
 あなたが高校や大学に進学するのは、おそらく、周りのみんなが行
くからとか、親が入れと言うから、教師が進学しろと言うから、あと
あと楽そうだから、楽をしてお金を手に入れられそうだから、という
のが理由でしょう。 
 親は、子供を、なかば、だましだまし、学校に向かわせるのですが、
そんなことでは、なにもかもが狂っていくのです。 
 しかし、国は、誰もが、中学以降、進学しろなどとはひとことも言
っていないのです。 
 たいていの親は、就職に有利だからとか、とりあえず、のような、
そんな理由で進学させることでしょうし、自分もそうさせられたよ
うに、わが子を競争させようとするのです。 
 しかし、そこいら辺から、個人の小さな自立の感覚、が問われるの
です。「１５才」という年齢を、国家、世界は、「大人」だとみなして
いるのです。 
 
 大人というのは、自分で見て、感じて、調べて、自分で考えて行動
する人のことです。 
 しかし、その１５才を育てているのが、幼児よりもおさない、なに
も知らない親たちだというのが、この現代社会の現状。 
 いつまでも羊の群れについていくように、子供に教えるのです。 
 自分もそのように生きてきたので、群れの統率者に従いなさい、が
まんしてお金をもらいなさい、と、それしか教えることができないの
です。 
 本当は、早くから大人たちと働いてみて、この世の中には、ロクで



もない人間しかいない、地球のことなど考えもしない者たちしかい
ない。地球に害悪な、同じことの繰り返しの仕事しかない、というこ
とを、自分の体で体感して、早くから知るほうがいいのです。 
 なぜなら、それを知るのが早ければ早いほど、自分の人生を早くか
ら真剣に考えるようになるからです。 
 自分の人生を真剣に考えるようになるということは、いずれ世の
中のことも真剣に考えるようになるわけで、この世の仕組み、規則に
ついても、真剣に考えるようになるということに、つながっていくか
らです。 
 

必然的に、いろいろなことを「知ろうとする」ようになるのですが、
そこから、この世界の、本当の学習が始まるわけです。 
 これが、高校や、大学まで、なんの疑問もなく通わせられてしまう
と、なかなか世の中がおかしいといったことに気がつけず、あたふた
と一生使われて、競争をさせられて、やりたいんだか、やりたくない
んだかよくわからない仕事をやらされ続けて、それで、人生、終わり
になります。 
 大切なのは、決してそこで、染まらないこと。 
 あくまで、見学として、体験として、世の中を冷静に見るために、
知るために、やっているのだという態度を崩さないことです。 
 会社や国家の奴隷になるということは、その組織のピラミッドの
頂点にいる家族のためにつくし続けることになるということ。奉仕
し続けることになる、働き続けることになるということを、まずは、
体験して、仕組みを冷静に見通して、早く、気がつかなければならな
いのです。 
 これに気がつけなければ、あなたの人生は、なにもわからないまま
で、終わってしまいます。 



あなたは、高校以降で習ったことが、今現在自分がやっている仕事
に役立っていると思うでしょうか。 
 １００人中、１００人が、「役に立っていない」と答えるでしょう。 
 役に立っているとすれば、同じ場所でじっと同じことの繰り返し
に耐えられる人間に洗脳されたこと、訓練をさせられたことだけで
しょう。 
 本当にそのことが、自分の人生に役立っていると思うでしょうか。 
 そればかりか、自分がよくわからないほうに、「進ませられた」、そ
の経験が、自分の人生を縛りつけていることに気がつくでしょう。 
 そうです。 
 現代人は、自分が進みたいほうに進んでいるのではなく、無理やり、
なにかしらの道に、「進ませられている」、「無理やり選ばさせられて
いる」だけなのです。 
 よく、「おれはこの道を進みたい。自分の意思で進んでいる。」と言
っている人がいますが、国家に作られた進む道が、自分がなっとくし
て得る金と、とりあえず一致しているだけのことです。 
 本当はやりたくないけれど、これだったらやってもいいかな、と思
っていたことが、食いものやメスの尻などですりかえられて、頭がパ
ーになったまま、進ませられているだけなのです。 
 
 いつまで親の言いなりになっているのか。 
 いつまで教師の言いなりになっているのか。 
 いつまで社会の流れに順応しているのか。 
 あなたは誰かの人形なのか。 
 あなたの人生は誰のものなのか。 
  
 １５才という年齢は、国家がそのことを問いかけている時期なの



です。 
 テレビや新聞で見る、ろくでもない目にあっている人たちとは、な
んなのか。 
 自分が学校から着させられている、この服はいったいなんなのか。 
 
 
 日本では、中学から、男には軍服を模した学生服、軍用帽子、また
はネクタイをしめさせ、まずは、犬をしつけるように、首をしめてい
きます。 
 女にはマリンルック、と呼ばれる、戦争のために航海する男の奴隷
服、水兵の奴隷服を模した、セーラー服などを着せ始めます。 
 首から巻かれて胸の前に出ているスカーフ、絹布（けんぷ）は、誰
かが負傷したときに、その兵士の傷から出る血を止めるための布が
模されているのです。 
 それらの服は、国家からの、「あなたは戦争に加わっていますよ。」
というお知らせなのです。 
 黙ってそれを着続け、わけのわからない授業を熱心に受け、競争す
る者は、危険人物と判断されます。 
 ばかだと認定され、大学進学や、６５才、７０才までの就労に誘導
し、エサを与え、メスの尻を与え、犯罪をしないように、徹底的に洗
脳します。 
 そんなことでもしないと、あふれかえる、莫大な食いものから出る、
人間たちのエネルギーを制御できないのです。 
 なぜかというと、この世の中、自分の頭で考えて行動することがで
きない人間ばかりになってしまったので、そんな群れを、まずは奴隷
労働の道に誘導しなければ、犯罪者だらけの世界になってしまうか
らです。 



 人の指示に従ってエサを食おうとする者は、いざ、その道が閉ざさ
れたときに、なにをやっていいのかがわからず、人を殺してしまう恐
れがあるからなのです。 
 すべての人間は、人に危害を加える、あるいは人を殺してしまう可
能性があるわけだから、まずはいったん、学校や会社、病院や刑務所
に収容させる必要があるということ。 
 ただでさえ栄養満点な今の世の中。 
 かつて、無数の野生動物を殺してきた遺伝情報を持つ私たち、人間
に、その莫大な精力を、自然破壊には目をつぶり、いったんは、ほか
にままごと仕事を作って、なんとかその食ったもののエネルギーを
消費してもらわないと、とんでもない、犯罪に満ちた世の中になるか
らなのです。 
 ただでさえ暴力などで、ロクでもない目に合っている人がまん延
するこの世の中。 
 だから、同時に、楽しいあそびやスポーツなども作ってきたのです。 
 そうやって徹底的に管理しても、先進国、途上国の刑務所、少年院
は、ひたすら満員状態が続いているということは、知っておいてもよ
いでしょう。 
 
 

また、「自立」についてですが、あなたは、自立というものを、ど
のように考えているでしょうか。 
 中学、または高校や大学を卒業し、就職し、ひとり暮らしをするこ
とが自立だと思ってはいないでしょうか。 
 とんでもない。 
 冗談ではありません。 
 世界中の国々の人たちが、そのような、家族からの分裂を繰り返し



ていたら、地球上の陸地は一瞬にして消えてしまいます。 
 地球破壊を繰り返す企業や会社、国家への就職が、自立? 
 食べものは百姓に作らせておいて、病気になったら医者で直して
もらい、移動するのにも地球を破壊し、汚染しながら乗り物に乗り、
大量の奴隷に支えられながら、そして自分も奴隷を支えながら生き
ているという、それの、どこが、自立なのか。 
 ただ、奴隷が大ふっとうしていく、墜落社会につくしているだけで
しょう。 
 産んだ子供は学校に放り出しておいけばいい、なにかあったら、す
べて学校の責任にする。国のせいにする。帰ってきたらエサを食べさ
せ、ゲームをやらせるだけ。 
 家族で、地球破滅の歯車を回している、それのどこが自立なのだろ
うか。家族なのだろうか。 
 誰も、自分の子供に、どうやって生きていけばいいのか、本心、本
音で教えることができないのが、この狂った現代社会なのです。 
 だましだまし学校に通わせ、エサで釣るようにして言うことを聞
かせて、自分もそうであったように、だましだまし、就職戦争という
下水道に流してやる。 
 そうやって、誰かにだましだまし育てられて、だましだまし社会に
出させられて、競争させられているのが、この本を読んでいるあなた
だということに、気がつけるでしょうか。 
  

国家が、就職や交通、受験や、経済に、「戦争」という言葉を使う
のは、それによってどんどん人が死んでいっているからであり、怪我
をする人たちが毎日出ているからです。 
 戦争よりもひどい状態が、毎日続いている状況なのです。 
 本来の自立というのは、親が子供に、地球が作ってくれた食べもの



の採取のしかた、狩りのやりかたを見せて、死なないような行動を教
え、それを子供ができるようになり、ひとりで食べていけるようにな
ったら、それが本当の自立です。 
 なにもめんどうなことはありませんでした。 
 食べるということに、誰も奴隷がはさまっていない、そんな素晴ら
しい世界を、私たちの先祖たちは何億年も生きてきているのです。 
 私たちの先祖の９９．９９９９９９９９％は、それをやってきたと
いうことと、それしかやってきていないということ。 
 しかし、今は、違います。 
 食べものを栽培する人、服を作る人、動物を飼育する人、殺す人、
切り刻む人、味つけする人、仕分けする人、排気ガスを出してそれを
運ぶ人、売る人。 
 そして、排気ガスを出して、それらを買いに来る人々。 
 これら、専属の奴隷がいなければ、食べられない、生きることがで
きない、仕組みができあがってしまっているのです。 
 現代社会では、その、０．０００００００・・１％の、「異なるこ
と」「先祖たちがやってきていないこと」をやらされているので、現
代の人間たちは、死ぬまで、「なにかがおかしい」「なにかが変だ」、
という思いにとらわれて生きなければいけないということ。 
 そして、その０．０００００００１％への堕落というのは、農耕と
いう、人間の奴隷化が原因だったということは、今後、くどく、何度
でも、覚えてもらわなければなりません。 
 それは、今現在でも続いてしまっているということ。 
 あらゆる矛盾の原点だということ。 
 
 
 



 それではここで、権力者が大衆奴隷を統制、制御、支配するために
作った、ほとんどの人間が死ぬまで追わされる、金、と、一夫一婦制
度について説明します。 
 誰もがみんな、お金は自分で手に入れたものだとかん違いして生
きていますが、とんでもない。 

それは、錯覚です。 
 人の人生は、きちんと、操作、統制、制御されているのです。 
 どんなにがんばっても、食べるだけでやっと、というお金だけを渡
される、ままごとをやらされているだけなのです。 
 それは、誰もに、「現実」というものを考えてもらわなければいけ
ないからなのです。 
 考えない人間には、ひたすら同じことの繰り返しをやらせ、病気に
して殺してしまう仕組みにしているのです。 
 ましてや、人と同じもの、家や車などを、借金をしてまでも手に入
れようとする者、家族は、バカ、ずるがしこい者、と認定されて、早
めに処分して、死んでもらわなければならないのです。 
 なぜなら、地上の空気や土地、資源というものは、とっくの昔に限
界をはるかに超えて消費され続けているからです。 
 お金がかかるすべてのこと、値段が高ければ高いものほど、地球に
とって害悪なもので、大量の人間が奴隷になって作られているもの
だということを考えてみてください。 
 それらがどんな事故や悲しみ、自殺、地球の破壊、汚染で支えられ
ているのかを。 
 人や動物を殺す可能性がある車。土地、家。 
 地球上の場所や物を占有、所有すればするほど、お金がかかる仕組
みになっていることがわかるでしょう。 
 借金制度、クレジット払いにすがる者というのは、その人がバカな



のかどうかを見極めるためのワナなのだということ。 
 借金、または定期的な支払いをして買えるものを、夢だとかん違い
して生きる現代人を、丸ごとワナにはめ、地獄に落としていっている、
ということを知っておいてほしいのです。 
 
 
 また、現代社会では、食べる、ということにもお金がかかりますが、
これも、大なり小なり、あなたは地球にとって害悪ですよ、という黙
示（もくし）、お知らせなのです。 
 それよりもなによりも、現在ではその場所に定住していることに
も、必ずお金がかかることになっています。 
 つまり、生きているだけで、あなたはこの生態系において害悪です
よ、と、絶えず言われているのと同じことなのです。 
 当然ですが、本来の狩りや採集に、お金がかかるわけはありません。 
 ひと目、いっかく千金を手にしているように見える人でも、世界の
裏側の連中が、世の中のことをなにも考えない者に、一生あそんで暮
らせるお金など渡すわけがないのです。 
 渡してしまったら、その人はもうその仕事をやめる、と言うでしょ
う。 
 ただし、誰にもたよらないで、自分ひとりで余裕のある生きかたを
したい、という人が、いっかく千金を夢見てがんばるというのは、な
にも知らない若いころにおいて、間違ってはいないと思います。 
 この、あらゆることが管理され、がんじがらめになっている世の中
で、誰にもたよらないで余裕のある生きかたをしたいのであれば、そ
れくらいしか選択肢はないからです。 
 しかし、のちのち、この世の中では、すでに「誰にもたよらないで
生きていく」ということが、不可能な世の中になっている、というこ



とを知らなければなりません。 
 たくさんお金を持っていそうな人がよくテレビに出てくるのは、

お金が必要だから、であり、人より余計に税金を取られているから、
なのです。 

 なにかで大金を手にした人からは、その年にかせいだ分だけ余計
に徴収するのが、「納税」という縛りかたなのです。 
 なぜかというと、ある個人に、すぐに一生あそんで生きていけるだ
けの金を渡してしまったら、なにも世の中のことを考えない人間に
してしまうからです。 
 そうすると、たいていその人は、取られた分のお金を取り戻すため
に、さらにがんばってしまいます。 
 そして、金のゲームに洗脳され、現実から逃げ切ろうとするのです。 
 そのゲームから逃げ切ったようなふりをしている人間たちが、「老
人」と呼ばれる人たちです。 
 これが、世の中の、大衆のコントロール、操作なのだということ。 
 その人が、人生のどの辺りで、自分が単に動かされているのか、作
られた場所で最小限のお金をつかまされているだけなのか、踊らさ
れているのか、ためされているのか、に気がつけるのか。 
 これが、その人の人生を決定づける、重要な分岐（ぶんき）点なの
です。 
 それに気がつけなければ、その人の一生は、ひたすら同じことの繰
り返しが続き、わけのわからない仕事をさせられて、殺されてしまう
のです。 
 

そういった規則、制度が、その人間を奴隷、あらゆる人間への看板
役として、ひたすら働かせておくための、餌づけ（えづけ）術、支配
術であるということ。 



 こと、先進国の人間などは、すべての人間が、日々、支配され、た
めされているのです。 
 とくに有名人などは、テレビなどで出す伝言板の役目として、金を
出して呼べば飛んで来る将棋の駒のように、次々と名前をつけさせ
られ、誘導され、温存させられ、さらし者として飼育しておかなけれ
ばならないのです。 
 そして、もうこいつはだめだ、地球のことなど考えないだろう、と
判断された決定的な時期に、大衆にさらされるように、なんらかの方
法で殺されるのです。 
 後述しますが、なぜ、その人が大衆媒体（ばいたい）、マスメディ
アに利用されて出てきているのかというと、その人の、「名前」に関
係があります。 
 現在の地球の状態、災害や地震の正体、殺人の正体、などの、大衆
への静かな伝言板として使われているのです。 
 これだけの地球人が普通に食べていけているという異常事態は、
影でどれくらいの人間が怪我や病気をかかえながらも、信じられな
い重労働をしているのか。 
 飢えて死んでいっているのか。 
 みんなコンクリートのほうに逃げてきて、楽な仕事をして食べよ
うとしていますが、地球上のあらゆる情報を持つ世界が、それをいつ
までも許すわけはないのです。 
 いっかく千金を夢見る者、夢を大きく持つ者にも、持たない者にも、
世界は、平等に、「学習の道」を用意しています。 
 その道は、なにも学校に行かなければ学べないわけではありませ
ん。 
 これも後述しますが、あなたの好きなことや興味のあることを深
く探っていくことで、ごく自然に学ぶことができる仕組みがととの



っているのです。 
 そして、探っていく過程にて、おかしいことは絶対におかしいと、
気がつけるのかどうか、またはそれをごまかすのかどうかを、見られ
ているのです。 
 
 
 現在、普通の人はあたり前になっていますが、結婚という一夫一婦
制度も、もともとは、権力者が、百姓や奴隷の数を最低限におさえて
増やし、常に食べものと働く人間を確保するために作った、奴隷用の
支配規則だということ。 
 生物初の奴隷、働かされる百姓は、飼われるブタやニワトリ以下に
あつかわれ始めて、それがコンクリートのほうにも派生しただけで
あって、今でもなにも変わってはいないのです。 
 しかし、世界中でおおかた戦争が終わり、統率者の子孫も、奴隷の
子孫も、ほとんど平等に増え続ける現在では、圧倒的に奴隷の子孫の
ほうが多くなってしまいました。 
 あまり参考にはなりませんが、現在、社⾧と呼ばれる人間と、それ
に仕える人間たちの数を比べてみればわかるでしょう。 
 つまりは、今でも、「人間を使う者」と、「それに従う者」、に分け
られているのです。 
 祭りや、大会と呼ばれるものも、もともとは王さま、殿さまが、百
姓や奴隷の結束を強くし、ひたすら奴隷にしておくために作られた
ものであって、それは大衆への娯楽、奉仕として今も続けられていて、
最近では、その地域に人を呼んで金を落とさせるという、うるさい害
悪な金取り騒ぎに利用されているということは忘れてはなりません。 
 ライブやコンサートも同じことですし、大衆から選定され、与えら
れる、「賞」や、「罰」、「刑」も、同じことなのです。 



 ただ、そのようなつながりも、世の中を変えていこうとするときの
つながりに応用できるであろう、ということでしょう。 
 
 
 
 現代のように、誰もが奴隷の下水道に流されていく世の中で、国家
は絶えず、裏から警告をうながし続けているのです。 
 「ほとんど病気」、「大学イモ」、「オヤジ狩り」、「リーマンショック」、
「社畜」、「ブラック企業」、「働いたら負け」、「就職活動＝終活 人生
を終わる活動」、などという言葉は、一般大衆が使い始めて、それを
マスコミが使い始めたのではありません。 
 その逆です。 
 国家の背面、裏側にいる人間たちが作り、雑誌やテレビなどを使っ
て、大衆に突き刺すようにして、出してくるのです。 
 そして、それを大衆が使い始める、という順番。 
 流行語のようなものはすべて、そのようにして作られているので
すが、それが、大量の学生、労働者への、警告、警鐘（けいしょう）
になっているのです。 
 「地球は限界を超えていますよ。」 
 というお知らせを続けているのです。 
 そこからは、その人が、この世の中を見ていって、聞いて、学んで、
どんなことを感じたのか、そしてどのような行動をしたのか、しなか
ったのか。 
 この人はどういったことに興味を持つのか。許せないと思うこと
はなんなのか、などで、あなたの人生は変わってくるのです。 

見張って、管理している人間たちの、あなたの誘導が変わってきま
す。 



 よく、雑誌などに書かれてある、イエスとノーで進んでいく、選択
形式のものがありますよね。 
 あれと同じように、人の人生は、ある者たちの手によって、分岐さ
せられていっているのです。 
 なにも感じることができない、生きているのか、死んでいるのかわ
からない、でくの坊のような者は、死ぬまでめんどうくさい労働をさ
せておく分岐に回されるのです。 
 これが、現代社会という、開放型の刑務所の全ぼうです。 
 
 
 ここまで、人間が関与しているであろう、自然災害や、犯罪、あら
ゆる現代の矛盾を作り出している、人間を管理する制度、きまりにつ
いて説明してきましたが、その根底にあるのが、人間たちが、食わさ
れるエネルギーで労働に暴走して、ほとんど狂ってしまっていると
いうことが、少しでも見えてきたでしょうか。 

そのような、ただでさえ栄養満点な人間が、ただ踏み板を足で踏め
ば、人を殺せる速さと重さの車を乗り回しているのが、ここ数十年間
の人類の現状です。 
 そんなめちゃくちゃなことが原因で、自分が死んだり、家族など、
大切な人が死んだりしたら、誰だっていやなはずです。 
 自分が誰かをあやまって殺してしまうのも、みんないやなはずで
す。 
 それとも、あなたは、人間なんかあり余っているのだから、家族で
あろうが誰であろうが、どんどん死ねばいい、と思っていますか? 
 私は、今まで出会った日本人の中で、「そんなロクでもないことで
は死にたくない。」と言った人を見たことがありません。 
 それどころか、自分の家族にもそのような事故などがあって、金で



も入ってこないかな、くらいに思っているやつらが、大量にいる予感
がするのです。 
 そして、いざ、その大切な人が死んだとき、誰もが、誰かのせいに
していますが、誰も、規則を変えようとしない自分にも責任があった、
などとは絶対に言いません。 
 とたんに、テレビカメラの前で泣いて、お金をください、許せませ
ん、今後、このようなことが２度とないように、・・・などと話す、
演技者に変身してしまうのです。 
 どのように規則を変えていけば、どうすればそのような悲しみは
なくなっていくのか、矛盾はなくなっていくのか、誰も、考えない、
わからない、知らない、関係ない。 
 「自分の利益でいそがしい」、からなのです。 
 みんな、人の不幸をテレビで見ながら、おいしくごはんを食べる、
冷血人間、人間のクズだらけになってしまった。 
 不幸にあった人も、金さえもらえればもうすんでしまう。流される。 
 人が殺されるたびに、死ぬたびに、花を持ってきて、泣きながら祈
るバカたち。 
 いったい、何百万回同じことを繰り返すのだろうか。 
 泣いて、祈っているひまがあったら、なぜ、同じような思いをする
人たちがもう出ない世の中にしようとしないのだろうか。 
 人が悲しんでいるところを見たときに、どうして、自分もあのよう
な思いをするのはいやだ、では、世の中の規則をどのように変えなけ
ればならないのだろう、と思えないのか。 
 このままでは、自分のような悲しい思いをする人たちが、あとから
どんどん出てくる。それでは、どうしなければならないのだろう、と
いう、なぜ、そのような考えかたができないのか。 
 私には、あり余った涙というエネルギーを、ただ、外に出して、演



技をしているようにしか見えません。 
 本当にふんがいして、いきどおっているのであれば、あのように、
テレビカメラの前でペラペラとしゃべるわけがないのです。 
 
 

あなたは、そういったことで死んでもいいと思っているのかもし
れませんが、そういったロクでもないことで死ぬのはいやだ、と思っ
ている人たちにとっては、働くあなたは、「自分を殺す者、自分の首
をしめる者」となってしまうのです。 
 くだらないことで死んでもいいと思っている人は、そんなことで
は死にたくないと思っている人にとって、じゃまな存在だというこ
と。 
 私は、あらゆる人間たちの不和の根源には、この本能が強く作用し
ていると考えています。 
 
 
 

それでは、本題の、生態系の再生というのはどういったものなのか
という説明に入りますが、いたって単純です。 
 徐々に、農耕と医学と労働を切っていく。 
 地球上の人口を大爆発させ続けている原因は、農耕、家畜飼養、漁
業、という、人間が、「食べる生命」を操作してしまっているのが原
因であり、それに油を注いでいるのが、医学だからです。 
 野生動物には、医者も手術も食堂もありません。 
 だから、爆発して増えるということはないのです。 
 虫、害虫などの異常発生は、人間が人工的に作る食べものと、生態
系の破壊が原因だと推測します。 



 余計なものを壊して、片づけていって、より自然な形で、生態系、
地球を再生させていく。 
 段階的に、狩猟採集という食べかたに戻っていく。 
 いずれ、国会議員も制度も鉄筋コンクリートも無くしていく。 
 人類全員が、本物の、完璧な狩猟採集者であり、生物本来の規則を
頑強に守る、全員が警察官であり、全員が狩人でもあるというような
流れをつらぬいていく。 
 今までの人類がやってきた、地球に害悪なことを、親から子供にし
っかりと伝えていき、２度と繰り返してはいけないということを教
える。伝え続ける。 
 人のものをうばう、競争するということは、殺し合い、戦争につな
がっていくということ。 
 人間が、強く、戻っていく。  
 基本は、これだけです。 
 そんな、誰も奴隷がいなかった世界の遺伝情報で埋まっているの
が、人間を含むすべての動物たちなのです。 
 農耕が始まって、権力者と奴隷が出てきた期間は、生きものの歴史
上、ほんのわずか。 
 どんなに多く見積もっても、１万年前くらいであろうと言われて
います。 
 私たちの先祖たちが、もし仮に、アメーバやミトコンドリアのよう
なものから、数十億年の歳月をかけて変化してきたのであれば、１万
年という数字は、わずか、０．００１パーセントしかありません。 
 奴隷状態だった遺伝記録は、それしか刻まれていないのです。 
 だから、現代に生きる人たちも、勉強や仕事などというものは、少
し繰り返せば、誰だってやりたくなくなるのです。 
 私たちの数十億年の先祖たちは、そんなことなどやってきてはい



ないからです。 
この世の中は、やりたくないことをやり続ける莫大な数の人間た

ちが、仮面をかぶって、死んだような目をして、毎朝、下水道のうん
このように移動し、漂っているだけの不気味な世界だということが、
少しずつ見えてきたでしょうか。 
 そんな不気味な世界を、はっきりとした世界に戻すことができれ
ば、進学だとか、就職だとか、通勤だとか、定年までの数十年にわた
る奴隷状態だとか、病気だとか、事故だとか、道路工事だとか、結婚
だとか、排気ガスだとか、原発だとか、殺人だとか、自殺だとか、洪
水や水没、巨大地震などという、すべてのわずらわしいことを、後世
に強制しなくてもすむのです。 
 数百年かけて、またはそれ以上かけて、あとから生まれてくる者た
ちに、少しでもわかりやすい世界を残してやるために、少しずつやっ
ていくのが、この、狩猟採集回帰型の、生態系の再生だということで
す。 

怪我や病気、同種の殺し合い、犯罪、生態系の破壊は、学業という
洗脳、労働、スポーツ、芸術、あらゆる人間同士の競争、そしてそれ
らを支える農業から発生するので、その根底を変えていく、なくして
いく。 
 とりわけ現代人の病気や怪我、殺害を含む死亡などは、ほぼ１０
０％、食いすぎと社会的な抑圧、絞めつけによる圧迫が重なっている
だけなのです。 
 悲しいことに人間というのは、それらをやらされながらも、まんぷ
くになるまでエサを食べると、ケロッと忘れて流されてしまうとい
うのが、強烈な本能としてあるのです。 
 それくらい、「食べる」ということは、その人の頭をパーにしてし
まう働きがあるということは、いつでも、頭の中に入れておいたほう



がいいでしょう。 
 だから、生存の方法を、私たちのすべての先祖たち、前の、前の、
前の、ずーっと前の、父親、母親たちがやっていたことに、徐々に戻
していく。 
 そうしなければ、世界中の矛盾という矛盾は、決してなくなっては
いきません。 
 東京をはじめ、日本から、そして世界中のあらゆる場所から、すべ
ての車両、排気ガス、鉄筋コンクリートが消えていくということを想
像してみてください。 
 この革命は、そういったことを少しずつやっていこうとしている
だけなのです。 
 
 

たとえば、数代にわたって、東京で生きてきた人間、家族が、地方
から出てきて定住する莫大な数の奴隷志望の人間たちによって、自
分の家の周りにどんどんビルが建っていき、道路が広くなっていき、
生まれた場所を追い出される、故郷がコンクリート詰めにされてい
く気持ちが、あなたにはわからないでしょう。 
 労働が、経済が、ふるさとを、そして地球上を灰色のゴミだらけに
していっているのです。 
 放っておくと、あなたの生まれたふるさとも、鉄筋コンクリートだ
らけになってしまうことでしょう。 
 そういったことが、日本国中、世界中で起きているということを、
忘れないでほしいのです。 
 
 
 



 
 

なぜ、あらゆる人間関係はすぐに腐るのか 
 
 
 
 ここまで書いてきた、人間が人間に対してやっているめちゃくち
ゃなことは、すべて、「働く人間たち」がやっています。 
 「働いて金を得る者たち」が、知らず知らずのうちにそのめちゃく
ちゃな歯車を回してしまっているのです。 
 現代社会では、なにかで定期的に金を得るだけで、その歯車を回し
てしまうことに加担してしまう仕組みになっています。 
 なにもしないで食べて、あそんでいるだけの者も、組織から捨てら
れたとかん違いし、人前ではなにも発言しなくなった老人たちも同
じことです。 
 人間もまた生態系の一部なので、その人間が日々、ろくでもない目
に合っているということは、人間は、人間にとっても害悪だという矛
盾が成り立ってしまっているのです。 
 人間が、人間にとって、いやな存在、めんどうくさい存在になって
いる。 

食べものは、誰かが作って売っているのだから、あとは、それらの
仕事をする奴隷さえいれば生きていける。 
 だから、人と人との関係は、あっという間に腐るわけです。 
 友達、夫婦、親子、労働者同士。他人。 
 お互いが地球に害悪な存在だから、すぐに、うざくなるのです。 
 誰かが作る、栽培する、飼う、食べものを食べている者同士が、エ
ネルギーが満タンな者同士が、出会って、向かい合って、ぶつかり合



っているだけなのです。 
 それが、さっこんの、人間関係の完全崩壊を感じさせる根本の原因
になっているのです。 
 うすっぺらな人間関係だけが増えていき、肝心な家族との関係が
すり切れていくかのような、意味、不明な世の中。 
 そして、家族以外の者たちには、不気味な笑顔をふりまくという、
よく、わからない、現代社会の演技者家族たち。 
 それは、誰もが、家族ではない、顔の見えない「大衆」のために、
なにかをやって、金を得ているからです。 
 よって、この世の中には、会社に使われている奴隷同士の、仕事上
の関係とか、腰振り、足開き、といった、オスメス同士の奴隷制度上
の関係などが、うわべだけ、薄皮一枚だけ、わずかにつながっている
だけなのです。 
 みんな、アホのようにがまんして生きているのは、外側だけ、外見
だけを、ほかの者たちに、うまくいっているように見せたいだけだか
らなのです。 
 あとは、餌づけ中、洗脳中の幼児、学生たち、労働者たちの、同じ
楽しみを持つ者同士が、わずかに群がっているというだけ。 
 ともに金もうけをするだけの関係、群がり、集団。 
 それも、お互いが、もうからなくなってしまえば、関係はそれっき
りという、非常に冷たく、もろい、あまりにも管理された、浅はかで、
おさないつながり。 
 
 本来は、食べものを探して、ともに移動したり、ほかの動物や自然
からお互いを守るという、狩猟採集バンドとしての、強固な関係が、
家族や友達をつないでいました。 
 それが今や、食べものは誰かに作らせておいて、地球を破壊して、



汚して、金を得ようとしているのだから、人間は、動物中、もっとも
バカで、おろかな動物だと言ってしまってもいいのです。 
 それをやり続けて、自分たちが生きている土台でもある、地球を壊
しているのだから。 
 学校では、人間は高等動物だと習わせられるが、自然を破壊しない、
同種のものを殺さない野生動物と比べて、どのへんが、高等なのか。 

もはや、笑うしかない。 
ただの、最下等動物ではないか。 

 そんな、本末転倒なことを日々やり続けているのが、現在の人間た
ちであるということ。 

そんなことで、うわべだけの幸せなどを追い続けても、それは積み
木をのせていくだけのままごとであって、すぐに崩れるのです。 
 崩れたあとは、見せかけだけを維持し、死ぬまでがまんして生きる
だけ。 
 それらのあらゆる人間関係の矛盾をも修復、打破できるのが、生態
系再生革命なのです。 
 人間も、再生していくのです。 
 そういった、同じ再生の意志を持つ関係は、そんなに簡単には腐り
ません。 
 この、再生を成しとげようとする者こそを、私は真の高等動物だと
判断します。 
 
 
 よく、「近年は人間関係が希薄になった」という言葉を聞きますが、
それは、戦争や、敗戦、復興、高度経済成⾧、金もうけ、など、権力
者によって、無理やり人と人をつながされてできていたニセの連帯
感があったころとの比較がそう感じさせているだけであって、本来



は、家族が力を合わせて生きていく強いつながりがあれば、それでよ
かったのです。 
 原始社会に、現代のような、親せきだの、知り合いだの、押し売り
だの、会社だの、学校だのという、余計な関係など持たなくてもよか
ったし、いなかったし、必要でもなかったのです。 
 つまり現代では、「家族以外の人間につくしなさい、やさしくしな
さい、サービスしなさい。」という、人を奴隷にし続けるうその声に
動かされては、食わされるという、がんじがらめの循環のわなに、誰
もがはまってしまっているわけです。 
 そのことに、誰も気がついていない。 
 その結果、１秒にひと組みが離婚するという、保育園児同士の家族
ごっこ、ままごとが続いているだけなのです。 
 あとは、学校という、ひよこ状態でのけん騒が、微妙になつかしく
させているだけであって、本来であれば、同種の動物が、学校のよう
な閉ざされた場所で、あのようにすし詰めにされてエサを食べさせ
られるということはないのですし、そのけん騒の記憶があるがゆえ
に、「あの、楽しいひよこ状態をもう一度」というような、就職口、
家族を、現代人という幼児たちは、いつまでも探し続けているように、
私には見えるのです。 
 そんなものは、どこを探してもありません。 
 あるのは、テレビドラマのような、お笑いのコントのような毎日だ
けです。 
 
 しかし、あらゆる学校卒業後には、「労働」がのしかかるので、そ
れからは冷たい生存競争と、うす気味の悪い、仮面の笑顔しか出てこ
ない社会だということは、これを読んでいるあなたも感じているこ
とだと思います。 



 なんのことはない。仮面をかぶった者同士が出会い、くっつき、離
れていっているだけなのです。 
 だから、人間関係が希薄になったのではなくて、なにかの奴隷にな
ったことで、あなたが希薄になっただけなのです。 
 
 

また、現代社会では、あまりにも出会う人間が多く、名前や顔を覚
えただけという関係が次から次へと出てきては消えていくという連
続が、それに拍車をかけているでしょう。 
 なので、現在では、その、無理やり結びつけられているうその関係
に、人間たちがうすうす気がつき始めてはいるものの、どうしていい
のかわからない、という状況だということ。 
 そんなうその関係が消えつつあるからといって、人と人との関係
が希薄になった、冷たくなったと言うのは、ちゃんちゃらおかしい老
人のたわごとであり、なにもわかっていない、ひとりではなにもでき
ない、さみしい人間が言う言葉なのです。 
 
 
 敏感な若い学生や労働者たちは、自分自身がやっかいな存在に変
えられそうになっている、社会に強いられている、と感じているはず
です。 
 社会に出ていくあたりで、よほど無神経な人でなければ、誰もが感
じる、目に見えない矛盾の予兆とは、この、野生者から奴隷へ、とい
う洗脳への抵抗、矛盾感なのです。 
 その矛盾感は、単に、反抗期、などという、あまりにも足りない言
葉ですりかえられていますが、とんでもない。 
 私たちの数億年間の先祖たちの遺伝記録が、現代の意味不明な義



務に、一生けん命抵抗しているのです。 
 「なんでこんなことをしなければならないのか?」 
 という、胸の、奥深くの、数億年間蓄積された、私たちの野生の遺
伝情報への、疑問なのです。 
 本当であれば誰にもたよらずにひとりで食べものを探し、野生動
物をしとめ、食べる時期なのに、学校や会社でエサを食わされ、わけ
のわからないことをやらせられる。 
 飼いならされるか、一生涯の奴隷になるのかの、瀬戸際に対するや
り場のない気持ちが、なにかに暴走しているだけなのです。 
 しかし、ボケっとしていると、あっというまに害悪な存在になるよ
うに洗脳され、エサを食わされ、仕事や趣味や食べものや借金やメス
の尻や酒に酔っぱらって、みんな忘れて生きてしまう。 
 矛盾している存在にさせられてしまったことを、日々、感じられな
くなって生きていってしまうのです。 
 そうなったら、あとはその人は、現実から逃げ続ける人生しか待っ
ていないでしょう。 
 奴隷に変身させられても、毎回どこからか出てくるエサでまんぷ
くになり、忘れ、結果、人間に作られた労働作業をひたすらやり続け
るロボットのようにさせられているわけです。 
 奴隷として詰められるゲームを終わらせ、自分や、奴隷の人間たち
を開放するためには、まずは自分が、「地球を壊して、汚して働くの
はいやだ。」と、心の奥底から痛感し、労働を拒否するところから始
まります。 
 
 それでは生きてはいけないから、だから、狂った制度を変えていか
なければならない、という道順です。ひと同士がぶつかり合って殺し
合っている世の中を、変えなければならない、という意思を持たなけ



ればなりません。 
 自分たちが変えなければ、下から来る者たちは、なにも知らずに
続々と渋滞したその矛盾に突進してくるからです。 
 自分がいやなことは、ほかの誰もがいやなのだという想像力を持
ってみてください。 
 そうすれば、なんのことはない。 
 誰もが、いやなことをやって生きているという、すえ恐ろしい世の
中ができあがっているのです。 
 誰もが仮面をかぶっているから、そのことを誰も言い出せない、窒
息しそうな世の中。 
 いやいや働いて、エサを食べさせられて、また働かされて、という
繰り返しをする人が大多数いる場所では、なにも変わってはいきま
せん。 
 変えていくためには、まずは、これを読むあなたが、この本に書か
れている情報を、誰かに伝えなければならないのです。 
 そして、全員で変えていこうとしない限り、目に見えない対立やい
じめ、意味のない競争、土地の取り合い、殺し合いは、果てしなく続
いていくのです。 
 

原始狩人、採集者たち、または、それに戻って生きたいと思ってい
る人たちにとっては、そういった害悪な存在は復讐の対象であり、憎
むべき存在であるということ。 
 狩りができていた大自然、祖国を、アメリカや日本の企業にうばわ
れた黒人たちの一部も、先進国の人間たちを憎悪しています。 
 テレビに出てきて笑っている黒人は、先進国から奴隷のイスと金
をもらっている人たちだけです。 
 開発のために、祖国を追い出され続けている大量の黒人たちは、た



とえばアメリカの貧民街で、人殺しや犯罪をやり続け、刑務所とアパ
ートを行ったり来たりしながら生きています。 
 日本人、全員がこのことに関係してしまっていることが、わかるで
しょうか。 
 あなたが働けば働くほど、お金で食べものを買えば買うほど、大自
然の中で生きる莫大な数の農耕者、奴隷たち、そして狩人たちが、ふ
るさとを追い出されて、あらゆる国のコンクリートの町の中に移動
してくるのです。 
 地球の上で生きていて、「私は、なにも関係ないです。」 
 ということが、成立しないのが、わかるでしょうか。 
 
 
 

ここから、あの東日本の地震へと話しはつながっていくのですが、
あの地震が起きたあと、しばらくして、私が調べたことは、人工地震
についてでした。 
 いろいろ読んでいきましたが、「立ち上がっては潰される日本」と
いう、ネット上の記事を読みました。 
 
 それを読んだあと、太平洋戦争、中、後、に、４年連続、４度、立
て続けに起きている不自然な大地震の、南海地震というのを調べま
した。 
 軍需工場、三菱航空機製作所などが、まるで誰かが図ったかのよう
に、破壊されたそうです。 
 それから、世界で起きている規模の大きい地震の発生日時を調べ
ましたが、なんと、「１１」がつく日が多いこと。 
 または、同じ数字が並んでいることがあまりにも多いのです。 



 ９．１１がテロだったことを考えれば、やるほうは、じわじわと正
体を明かすかのように、人工的にやっているのだということを知ら
しめるかのように、起こしているのではないかと考えました。 
 
 

湾岸戦争開始     １月１７日（１９９１年） 
 阪神淡路大震災    １月１７日 
 アメリカ同時テロ   ９月１１日（２００１年） 
 東日本大震災     ３月１１日（２０１１年） 
 熊本地震       ４月１４日 
 パリ同時多発     １１月１３日 
 大阪府北部地震    ６月１８日（２０１８年） 
 台風１５号関東直撃  ９月９日（２０１９年） 
 台風１７号九州直撃  ９月２２日（２０１９年）   
 
 
 近年の大きなできごとをこれだけあげれば、十分でしょう。 
 さらに細かく見ていくと、なぜか、正午直前に起きている地震が多
いのです。 
 これは、肥大して、ふっとうし続ける現代人に、お前たちは昼めし
を食うな、食って働くな、働いて地球を壊すな、汚すな、とでも言っ
ているかのような時間帯の地震です。 
 また、この南海地震が起きたあとに、米軍機のＢ２９からばらまか
れたという広告には、「地震の次は何をお見舞いしましょうか。」と書
かれてあったそうです。 
 このあと、その紙に書かれているとおり、広島、⾧崎という順番で、
日本に原子爆弾が落とされるのです。 



 仮に、この告知の内容が事実だとすれば、人工地震というのは、十
分にありえることだと考えるのです。 
 
 

どうして人工的な地震のことを考えたかというと、あれは私がま
だ１０代のころでしょうか。 
 理科の授業を思い出し、地震はプレートがずれて起きる、というこ
とを思い出したからです。 
 で、あれば、海の中の岩盤に爆弾を仕かけて爆破し、岩盤をずらせ
ば、地震は人間が起こせるのではないか? 
 と考えたことがあるというのと、私自身、中学１年のときに、日本
海中部地震というのを体感していたからだというのが、とても大き
いと思います。 
 人は、こういった「体感」がないと、なにかを深く考えるというこ
とがあまりないのです。 
 死者がともなっていなければ、なおさらのことです。 
 あとあと、その「揺れ」が、世界のどこかからの、なにかの伝言、
通達、警告なのではないかと考えるようになるまで、あまり時間はか
かりませんでした。 
 あとあとわかったことですが、人工地震を起こすには、わざわざ海
の中の岩盤に爆発物などを仕掛けなくてもよいのでした。 
 海底にもぐった潜水艦から、断層に向かって魚雷を撃てばいいだ
けの話しです。 
 潜水艦で断層の分かれ目などを探す必要などないのでしょう。 
 一部を大幅に崩せば、連鎖的に崩れるのです。 
 魚雷というのは、水上から撃つものと、海の中で潜水艦から放たれ
るもの。航空機から海に投下されるものなどがあり、その砲弾自体に、



みずから速度を増しながら高速で回転して進む内燃機関などが搭載
されているらしく、仮にその砲弾に核爆弾が積まれているのであれ
ば、その破壊力は私たちの想像をはるかに超えるものであるでしょ
う。 
 海中からではなくとも、海上、空からも発射できるのが魚雷だとい
うこと。 
 また、ずらす断層の位置が深ければ深いほど、その上の岩盤、つま
り地上などの揺れも激しくなるということ。 
 根底を揺さぶれば、海も、地上も、大きく波打つように揺れるので
す。 
 よく、地震速報のときに、「仮に震源が海底だった場合、津波のお
それがありますので、・・・」という説明がありますが、つまりは、
地震とともに津波を発生させたい場合は、より深い海底の岩盤を魚
雷で爆破し、ずらせばいいわけです。 
 さらに、深海というのは、光が届かない真っ暗闇です。 
 誰が、どうやって、断層、岩盤を破壊したかということが、きわめ
て特定しにくいという、一般の人間の盲点を突く、テロリズム、殺傷
破壊行為なのです。 
 
 これが仮に現実として起きているのであれば、そのようなものが、
本当に必要でしょうか。 
 魚雷のボタンを押させられた、たとえば家族が誰もいない 
兵士などは、その後、殺されると予想します。 
 また、家族などを内戦で失った、深い傷を持つ黒人、あるいは、祖
国を先進国の企業でめちゃくちゃにされている黒人などは、自分か
ら海軍に志願し、自分の意志で魚雷のボタンを押したがっていると、
想像します。 



 あなたは、大きい地震の震源が、必ず海の中、沖、で起きているこ
とに、なにも疑問は感じないでしょうか。 
 なぜ、毎回、内陸ではなく、沿岸、海の中なのでしょうか。 
 私は、関東大震災や、阪神淡路、東日本など、それ以前、以後の大
きな地震、最近のテレビで警報が出る地震は、ほとんど魚雷で揺らし
ていると見ています。 
 地震を起こす者たちは、どの辺りの断層をどのように爆破すれば、
どのように揺れて、どのような津波が起こるのかなどを、過去の実験
で、すべて、はあくしていると考えています。 
 魚雷には、核爆弾が積まれているという報告がありますが、原子力
発電所をねらい、爆破することで、汚染水を海に捨てさせれば、魚雷
からの核物質などの証拠を隠すこともできる、といった、ありとあら
ゆることのつじつまが合ってしまうのです。 
 
 
 また、撃つほう、揺らすほうは、なにか、伝言、通達を発している
かのように、私には見えます。 
 私が体感した日本海中部地震ですが、そのとき、私は中学１年で、
技術の教室にいました。 
 １階にあり、窓の外にはプールがあります。 
 つまり、地震は技術で揺らしている、という、その場所限定での伝
言を感じるのです。 
 揺れたあとは、プールの水が空高くに、何度も舞い上がっていまし
た。 
 つまり、原発というのは、汚染水が発生し、それがプールのような
ものにたまっていっている、ということなのでしょう。 
 あの教室にいた人たち、または、体感した人の中で、誰かが地震そ



のものに疑いを持つ者がいなければならなかった、ということにな
ります。 
 家に帰ってきて父親が言ったことなのですが、地震が起こる寸前、
ほとんど同時に、どこか、はるか遠くで巨大な爆発音のようなものが
聞こえたと言ったのですが、そう言われると、揺れる寸前に、私もそ
の爆発音を聞いたような気がするのです。 
 なにか、はるか遠くで、巨大なものが崩れるかのような音です。 
 
 

その地震は、３年後のチェルノブイリ原発事故ともつながり、現在
まで、まるで物語のように警告は続いているのだと感じています。 
 
 これらのことが仮に本当のことであれば、なぜ、そんなことになっ
ているのでしょうか。 
 なんの警告なのでしょうか。 
 私は、人間が地球にやり続けている、破壊、汚染への警告だと考え
ています。 
 それらの地震が自然のものであっても、人工的なものであるなら
なおさら、それらを解決する方法が必要なのです。 
 

初めに書いた、年間１１０億トンもの氷河が溶けている海水の重
さ、積み上げられるビル、鉄筋コンクリート、家屋などの莫大な重量
が助⾧させる地震という推測も合わせると、人類は２重、３重の危機
にあるわけです。 
 大きい、不自然な地震がすべて人工的な地震だと仮定すれば、壊さ
れては元に戻し、壊されてはまた元に戻す作業をしている大衆たち
は、ただのバカだということにもなります。 



 どちらにしても、これらは、人間が増え続けていることと、地球が
荒廃し続けていることに無関係ではないでしょう。 
 １９８５年に５０億人だった地球の人口は、２０２０年が終わる
ころには、実質の数で、８０億人を突破すると言われている。 
 その爆発の核にあるのが、開発途上国と呼ばれている国々、１５０
か国の、連続人口爆発なのだが、人口爆発が治まった先進国に、まっ
たく責任がないわけではない。 
 むしろ逆で、便利で快適なものにおぼれ、それに依存して金もうけ
をしている先進諸国の人間たちこそ諸悪の根源であり、それを解決
に導く最大の責任がある。 
 次の章では、人工地震というものがあるのだとすれば、その破壊行
為の背景にはなにがあるのか。 
 それについての、世界の歴史を説明していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

教科書には書かれていない日本の歴史 
 
 
 
 日本、そして世界の歴史の暗部へと話しは進みますが、世界中の教
科書には、日本とアメリカの戦争について、日本がアメリカに戦争を
仕掛けて、報復された、と書かれていると思います。 
 ほとんどの日本人もそうだと思っているでしょう。 
 しかし、ていねいに歴史を見ていくと、太平洋戦争というのは、ア
メリカが、日本に資源を送り続け、わざと中国方面に領土を拡大させ
る戦争を仕掛けさせたのちに、経済的制裁を加え、我々に従うのか、
それとも、私たちアメリカと戦争をするのかの、２つの選択肢を突き
つけて、ほとんどアメリカに釣られた形で、真珠湾に停泊させてあっ
た「おとり」の船に、「攻撃させられてしまって」、始まってしまった
のです。 
 それも、それまでの日本の、中国への領土拡大に必要な石油、原材
料などは、ほとんどアメリカからもらっていての話しです。 
  
 アメリカ、そしてヨーロッパからほんろうされ、暴れさせられて、
狂わせた日本を、アメリカの属国、世界の奴隷の国にする⾧期的な戦
略が、静かに、計画として企て（くわだて）られてきて、実行された
ように私には見えるのです。 
 これが本当のことであれば、日本は、手玉に取られて、はめられて、
釣られて、魚雷と原爆の実験がてらに、その威力を世界中に知らしめ
るための大量殺傷とともに、アメリカ、世界中の国々の奴隷にされた



国で、赤ん坊のように、本当になにも知らないまま、すべてを支配さ
れた国になった、ということになります。 
 
 相手に先に攻撃させて、 
 「あ、攻撃しましたね? 
  世界中のみなさん、ニュースです。 
  日本は、今、アメリカ領土に停泊中の船に、攻撃を仕掛けてき 

ました。 
  よって、我々は、『応戦』しなければなりません。」 
 
 このように企てられると、その後、歴史が続く限り、その戦争にお
いて、どちらがひたすら悪者あつかいにされるかは、誰にでもわかる
ことでしょう。 
 
 
 このあたりは、いろいろな人が、あらゆる考察を書いているのです
が、私には、一貫して、アメリカが、うしろからホイホイホイホイ日
本にエネルギーを送り、どこかに戦争を仕掛けさせ、日本がアメリカ
に背くやいなや、今度は中国にエネルギーを送り、どんどんアジアの
国々はけんかしろ、と、やらされていたように見えるのです。 

そうだと仮定すれば、なぜ、そのようなことをしたのか。 
アメリカはいずれ当時のソビエトが、中国など、アジア諸国と手を

結ぶことになると、アメリカの存在も危ぶまれることになることを、
あらかじめ読んでいた、⾧期的な戦略であったと私は見ています。 

アメリカの領土面積は中国とほぼ同じですが、ロシアの領土面積
はアメリカの１０倍もあるからです。 

アメリカとしては、ロシア、中国、そして中東などが連結してしま



うと、とてもとてもたち打ちできるものではないからです。 
つまり、アジアの国々が戦った歴史をどんどん作っておけば、アジ

ア諸国が簡単に連結することはないからです。 
 

このように、なにか複雑で、めんどうくさく、こんがらがっている
ものをひも解くときには、そのエネルギーはどこから来ているのか、
を突き止めれば、見えていなかったことが見えてはこないでしょう
か。 

現在の日本も、あなたの人生も、その延⾧線上にあるのです。 
 
 
 

現在のアメリカ大陸という土地は、かつて、ロシアのシベリアから
アラスカを経由して移り住んだ者たちが最初に地を踏んだとされて
いて、それが、インディアンと呼ばれる人たちでした。 
 その名前は、インド人から由来しています。 
 その人たちは、３万年も前から、アメリカ大陸に移り住んでいたと
言われています。 
 そして、ごくごく最近の、１４９２年に、ヨーロッパから来た航海
者の一団が船で上陸し、原住民をも仲間にして、侵略を始めようとし
た者たちの統率者が、コロンブスと呼ばれる人です。 
 コロンブス一団が新しい大陸を探していた目的は、金（きん）、黄
金を探していたからでした。 
 すでに、国家に、金の奴隷として洗脳されていたわけです。 
 イギリス、ヨーロッパが、オーストラリアという大陸を探し出し、
植民させようとしたのも、同じ理由なのです。 
 王さまが、奴隷に命令していたことが、すべてなのです。 



コロンブス一団は、現地人を奴隷にして言うことを聞かせれば、莫
大な金が手に入ることをもくろんで、スペインに帰国する際、船員、
３９人を残して帰国するのですが、次に同じ場所に来てみると、全員
が殺されていたのでした。 

スペインによる、アメリカ大陸への初の植民、という行為でしたが、
そのことが、殺し合いへとつながっていくのです。 
 そこからは、使う言葉の意味のくいちがいもあり、ヨーロッパであ
ふれかえる人々が次々とアメリカ大陸に押し寄せ、先住民族を殺し
ていくことになるのでした。 
 
 現在のアメリカが、中東諸国やロシア、中国などと争いが絶えない
のは、そういった民族的な対立の歴史的背景があるからだと、私は読
んでいます。 
 簡単に言えば、インド人や中国人、アジア諸国、ロシア人の先祖た
ちを、ヨーロッパから移り住んだ、新生、アメリカ人が、侵略のため
に大量に殺したという、世界に公表したくない歴史があるから、とい
うことです。 
 そういったうらみというのは、子孫代々に語り継がれるものです。 

アジア諸国の連結を恐れていたアメリカは、どんどんアジア諸国
をけんかさせて、アジアのどこかの国を仲間にしたいと考えるのは、
当然のことでしょう。 

アジア諸国の中に、自分の国の言うことを聞く属国を持つことが
できれば、これからの外交、政策は、アメリカに少しでも有利に進む
からです。 

ロシアを含むアジア全体が、この先、アメリカの敵になってしまう
ことがあれば、資源的にも、広大な土地にしても、かなうわけがない
という危機感を持っていたと思うのです。 



そこで考えることは、アジアの中のどこかの国を、自分たちから戦
争を仕掛けるのではなく、うまく支配する方法はないものか、と考え
るわけです。 
 

アジアの中で、もっとも弱くて、バカな国はどこだろうか。 
 
 そこで白羽の矢がたったのが、日本だったと私は考えるのです。 
 かつて、１８９４年に、清（しん）に戦争を仕掛けたことがある日
本。 
 清、大清帝国というのは、１６４４年から１９１２年までのあいだ、
中国とモンゴルを支配していた国です。 
 日本にどんどん資源、物資を送り、中国に戦争を仕掛けさせ、アメ
リカにも戦争を仕掛けさせ、そして、それを原爆で終了させれば、日
本は世界中でたったひとりの極悪国として世界に公表でき、永遠に
その歴史を教科書に刻むことができ、アジアからも孤立させること
ができて、さらに、自分の国の専属奴隷国として飼いならすことがで
きるであろう、と。 
 

日本を支配し、国内各地に米軍を配置すれば、「いざというときに、
アメリカは日本国民を守る」、という態度がいつでも明らかになり、
なにかアメリカが政策を打ち出したときに、アジア諸国からの反対
があっても、日本はアメリカの政策を支持し続けなければならない
はめになり、アジア諸国はおろか、世界中の国々からも、アメリカの
操り人形の嫌われ国のような存在になるであろう、というもくろみ
です。 
 アジアに嫌われる日本。 
 世界から嫌われる奴隷国、日本。 



 それを助けるアメリカ、という、自作自演のやりたい放題が続いて
いるように、私には見えるのです。 
 最近では、北朝鮮にミサイルを撃たせておいて、日本国内に弾道防
衛技術を配備させようとする、などなど。 
 これについては、住民に、自分の住んでいる近くにそのようなもの
を配備するのを阻止できたとして、では、どこに置けばいいのか。 
 どこの住民だっていやなのだから、では、どうしなければいけない
と思うのか。 
 北朝鮮から日本に誘導弾が落とされて、ある場所が壊滅したら、ど
うなるのか。どうするのか。 
 普段、政治をいっさい無視してきた者たちに、それら全体のことを
考えさせたいという契機を、アメリカが作っている、と私は思ってい
ます。 
 「では、あなただったら、どのように解決すればいいと思うのか。」 
 アメリカ、世界は、あらゆる人間に、こう問いただしている。 
 そのために、わかる人にはわかる、悪役をやらせられているのです。 
 しかし、わからない人には、まったくわからない。 
 なにしろ、自分たちが住んでいる国土の上を、何度もロケットが通
り過ぎても、誰も、なにも発言しようとしない国の人々なのだから。 
 ロケットが落ちてきて、誰かが死んでも、誰かの責任にすればいい
と考えている日本人という民族たちに、世の中の全体のことを、地球
全体のことを考えられるように、教育し直すのは難しい。 
 子供は、地球に無関心な大人たちの態度を見て、それが常識だと思
って生きていくからです。 
 こういったことがあって、やっと国会で熱弁をふるうまぬけな議
員、政治家が、いかにこっけいであるのかが、さらし者として、見せ
ものとして大衆に公開されているのです。 



 こういった問題、ひとつを取って見ても、真に解決するには、結局
は、自分たちがどのように食べているのか、生きているのか、という、
生存方法に直結してくるのです。 
 
 

そういった経緯、歴史的背景があるために、つまりは旧ソビエト、
世界中の国々と競争していたアメリカは、アメリカはこんなにもす
ごい爆弾を持っているんだぞ、と、世界中に見せつけるために、おど
すために、画策された太平洋戦争でもあったと私は読んでいます。 
 そういったことをする国というのは、なにかにおびえている国で
あって、そういった危機感がないと、そんなことはしないと思うので
すが、その危機感というのが、先に書いた、先住民虐殺という歴史と、
その復讐への危機感であったと見るのです。 
 戦争とは、領土と資源の略奪のためにする、と言われていますが、
この先、先に手を出した国は、あとあと他国から弾圧にあう。それよ
りは、外交を少しでも有利に進めるための、先を見すえた、一歩先を
見通していたやりかたがうかがい知れるのです。 
 アメリカが、人であふれかえった日本の資源など欲しがるわけは
ありません。 
 領土を拡大するよりも、アジアの中に、ひとつでも専属の奴隷国を
持ち、今後、アジアへの外交戦略に利用したかったわけです。 
 結果、日本はアメリカと同じようにビルだらけにされ、アメリカの
商品を売る営業奴隷のような国にされてしまったのです。 
 
 過去に、悪いことをしたのだから、最悪の負い目があるのだから、
なにがなんでも、世界中のヒーロー国、スーパーマン、正義の味方、
だということを示したい。そういう新しい歴史を作り上げたいので



す。 
 かつては世界中から人を呼び、「自由の国」をかかげ、圧倒的な国
になろうとしたアメリカ。 
 これら、陰に隠れていることが、もし仮に本当のことだとしたら、
そんな画策のために死んでいった者たちは、いったいなんだったの
だろうかと、思わずにはいられないのです。 
 スペイン、ポルトガルから来たコロンブス一団がやったこと、その
血統の者たちがアメリカを作ったことを考えれば、こんなことくら
いは軽くやるだろうな、というのが私の正直な見かたです。 
 
 

日本に原爆が落とされたあとの、ソ連、アメリカは、競うように水
素爆弾という、原爆の 1000 倍以上もの威力のある核兵器の製造で
競争していくことになり、それを追って、さまざまな国がその競争を
始めていくことになるのです。 
 日本に落とされた原爆の名前には、それぞれ名前がつけられてい
て、広島に落とされたものは、リトルボウイ 小さな子供。⾧崎のも
のは、ファットマン デブ男。 
 日本は、大自然破壊とともに栄えてきた国の奴隷になり、それとい
っしょに金もうけをさせられ、ひたすら食料自給率を削られながら、
ほかの国に資源や食べものを売ってもらわなければ生きていけない
国にされたのです。 
 太平洋戦争は、アメリカが十分に日本を調べ、どのくらいの軍事力
があるのかを知ったうえでの、「勝てる」とわかっていた、戦争など
とは呼べない、ほかにも大きい目的のあった、画策された戦争であっ
た可能性が、あなたにも見えてはこないでしょうか。 
 ただし、それらすべてを含むものも戦争だ、というのであれば、そ



れもひとつの結果だとは思います。 
私たちは、戦争で負けるということがよくわかっていなくて、また、

自国が、過去の戦争で負けたという実感がまるでないと思うのです
が、戦争に負けるということは、資源的にも、労働的にも、すべて、
相手の国のものになる、言いなりにならなければならない、奴隷にな
る、ということなのです。 
 誰もそんな実感なんかないと思うのですが、日本国内で労働する、
お金をかせぐ、ということは、アメリカ、アジア、そしてヨーロッパ
はおろか、もはや世界中の国々のためにせっせと働いているのと同
じことになるのです。 
 どうでもいいたとえですが、いい成績の野球選手が大リーグを目
指すというのは、その縮図です。 
 せっせ、せっせとお金と人をかけて日本人が育てたのに、アメリカ
に取られるのですが、なぜかというと、得られる金が違うわけです。 
 戦争に負けた国というのは、勝った国の者たちよりも、はるかに低
賃金で一生を暮らさなければならないのです。 
 税金でもそうです。 
 日本各地にある米軍基地の運営資金は、どこの国の人間たちが払
っているか、知っているでしょうか。 
 そうです。日本人の払う税金で、すべてが成り立っているのです。 
 人類にはただでさえ、「労働」、「上下関係」という、かつての権力
者が大衆に課した害悪な矛盾があるのですが、敗戦国というのは、相
手の国の属国という、２重苦、３重苦を背負って生きなければならな
いのです。 
 勝戦国から見れば、なんでも言うことを聞く奴隷の国を持ったの
と同じで、属国には、細かく、めんどうで、安価で、しかもまったく
もうからない製品を永久に作らせておけばいいのです。 



 あとは、安い給料で作らせた、安い値段の日本車を世界中にばらま
き、世界中の人々に不快感を与えてやれば、日本人は自然と世界中か
ら悪者あつかいにされる、という、何重もの戦略。 
 日本製の安価な車を世界中にばらまけば、必然的に、日本の車で交
通事故で死ぬ人間が、身体障がい者が、世界中で増え続けるからです。 
 そして、アメリカ車というものは、金持ちが乗るもの、という格差
をつけるためのブランド、商標。日本車というのは、アメリカという
国をさらに誇示するためのものとして、作られたわけです。 
 これらの、⾧大な未来を見すえた戦略を企てるのが、狩猟民族、遊
牧民族の血を色濃く維持した、ヨーロッパやアメリカという合同国
家なのです。 
 
 たとえば、トヨタという車の会社は、２０１８年の時点で、２８か
国、５１か所の工場にて、１７０か国以上の国に車を販売させられ続
けています。 
 ほとんどの人にとっては、やろうなんて思わなかった戦争で、自国
の状況がそんなことになっているなんて、ふざけるな! と思うの
が当然だし、それが、正しい態度なのです。 
 しかし、ほとんどの人はそんなことになんか、まったく注意をはら
わずに、なにも知らないまま、意識なんかもない状態で、働かされ続
けています。 
 イギリスで発明され、自分たちの民族だけを栄えさせた方法、車産
業。 
 日本は、アメリカと戦争をすることによって、その車産業を、いた
だきものとして、まねさせられてしまったのです。 
 車を作って売ることが、国家の繁栄、個人の幸せの道であるという
ことを信じて。 



 その車が、それから数千万、数億の人間を殺すことになり、地球の
南極、北極の氷を溶かすことになるなどとは、まだ誰も気がつきませ
んでした。 
 現在では、その、車を作る競争は、２６か国以上にまで広がり、世
界中に広まりつつあるのです。 
 しかし、そういった、ヨーロッパ、アメリカのやりかたも、大ふっ
とうし続ける人口とあらゆる矛盾、みずからの自然破壊で、とっくの
昔に限界を感じているだろうし、日本国内の米軍兵士たちは、「なん
でおれたちがこんな国の奴隷を守らなければならないんだ?」と、苛
立っているはずなのです。 
 
 
 そのように、私には、アメリカという国は、歴史的に負い目を持っ
ている国に見えるし、その負い目を隠すために、楽しいことをどんど
ん世界に広め、表面だけの友好国を増やそうとしている、道化師のよ
うな国に見えるのです。 

負い目を持っているから、自分たちと同じ負い目を持った国を無
理やりにでも作って、自分たちの罪をにごそうと、ごまかそうとして
いるように見えるわけです。 

大衆を楽しませる、ヨーロッパを経由した、大量の芸人を奴隷に持
ち、過去に暗い歴史を持つ、世界制覇を目指す国、アメリカ。 

楽しいこと、娯楽では常に世界で一番の地位を維持しているかの
ように見せ、英語、カタカナを世界に飛ばすことができれば、世界中
の人間を、アメリカの価値観で染め上げていくことができるのです。 

たまに、どこかとどこかの国を戦わせ、正義の味方、アメリカが解
決する、という、脚本にもとづいたかのような、なにかがおかしいニ
ュース。 



 非常に頭のいい、悪く言えばずるがしこい方法で、「世界中の人間
はみんなトモダチ。」という雰囲気を作り上げている。 
 金がすべて。 
 毎日が楽しければそれでいい。 

そういった価値観に、日本人などは、すでに全員が、完全に染まっ
てしまっているわけです。 
 
 

ここまでが、私の、ある歴史の一部分のアメリカ、世界の見かたな
のですが、魚雷による人工地震が戦時中に大きな効果があったのだ
から、現在でも使われていると考えるのはいいのですが、狩猟民族、
遊牧民族の最高峰の、最先端の頭脳を持つ者たちが、いつまでも戦争
中であったころの考えかと同じだと思うのは、大間違いでしょう。 

魚雷の使われかたは、太平洋戦争、以前、と、以後では、異なるも
のだと私は考えています。 

先にも書いたとおり、今やどこの国も、地球上の人類の大ふっとう
が、自分たちの首をしめることになることが明らかになっています。 

経済活動をし続けることが、人類の未来を破滅に導くということ
を、誰も取り締まれない状況にあるわけです。 

破滅、とひとことで言いますが、人間がふっとうし続けると、必然
的に地球上の森を破壊し続けなければなりませんし、物理的には、人
が、海にこぼれ落ちていくような状況になっているのです。 

地球上がビルだらけになっていき、空気が汚れ、人間同士の殺し合
いがさらに続いている現在が、破滅の真っ最中だと考えます。 

その破滅が、自分に回ってくる前に、解決する手段を人類に聞いて
いる、揺さぶっているのが、現在の人工地震だと私は考えています。 

大きい地震は、死者をともないます。 



あなたは、それを認めるのか、許すのか。 
そのような警告の地震であると、私は読んでいます。 
人が死ぬくらいの地震でも起こさないと、人はまるで催眠術にか

かったかのように、食わされては、働き続けるからです。 
 
 
 

それでは、「命」というものを、これまでの人間たちはどのように
考えてきたのか。民族によって、どのような違いがあるのかを説明し
ていきます。 

英語圏の言葉に、Life ライフ、という言葉がありますが、この言葉
を日本人が聞いたときに、まずなにを思い浮かべるかというと、おそ
らく、生活、だと思います。 
 誰かが栽培したり飼ったりして育てた食べものが置いてある場所
の、店の名前にも使われています。 
 しかし、ライフという言葉には、生命、寿命、存続、人生、世の中、
新しい出発、再出発、一生、元気、活気、弾力、弾性、もっとも大切
な人や、もの、鮮度、実物、本物、などという、さまざまな意味があ
るようですが、これらのことを、たったひとことで、ライフ、と発し
ます。 
 生命や、生きていくこと、人生、といった、命ある者に重要なこと
が全部詰まっているように思えます。 
 日本人が使う「生活」という言葉には、「命」という意味合いがほ
とんどなく、日常でもはっきりと切り離して使っている。 
 つまり、日本人にとっては、生活、というものは、生きること、命
とはつながっていない、奴隷状態を示しているのです。 
 決して、生命を探して食べて生きていくのではなく、奴隷として動



かされた代償として、金という引換券をもらい、作られたものを取り
に行き、さらに奴隷として働くためのエネルギー、食べものを食わさ
せられ、生きている。 
 これは、英語圏の者たちの言葉から見ると、日本人は、生きものの
説明上、死んでいる、のと同じことになります。 
  

日本人にとって、生きるということは、なにものかに仕（つか）え
ること。 
 日本人にとって、生きるということは、なにものかに従ってエサを
もらうこと。 
 日本人にとって、命とは、自分の肉体とは、人生とは、エサをくれ
る人のために、金をくれる人のために捧ぐもの、としてあるのです。 
 
 こういう民族は、権力者のために、自分が死んでも誰かを殺そうと
するので、危険極まりないのです。 
 日本人で一番多い血液型がＡ型だということからもわかるとおり、
ほかの国々とは、おそらく血の割り合いが違う、直近の遺伝記録が農
耕民族だらけだったのでしようがないのかもしれませんが、この、強
烈な奴隷呪縛をぶち破ってやるのは、簡単ではありません。 
 日本国内で、多数決、つまり民主主義でものごとを決める場合、必
ず、人を奴隷にして、自分もなにかの奴隷になって、命に関する重要
な矛盾からは逃げるようにして生きる決まりが、日本のあらゆる場
所で可決され続けてしまっているからです。 
 狩猟民族、遊牧民族は、移動する大地の中で、常に自分の命の危険
とともに生きてきたので、「自分の命」がもっとも大切だと考えてい
る。 

しかし農耕民族は、毎日、自分の命が危険にさらされることはめっ



たにないので、「自分の命」、というものは、自分のものではないかの
ような錯覚をして生きている民族のように思えるのです。 
 遊牧民族からの襲撃にあえば、手を上げて、降参して、奴隷になれ
ばよかったし、これを読むあなたも、殺されそうになったら、手を上
げれば大丈夫、と思ってはいないでしょうか。 
 しかし、ある集団から、殺すと判断された人間は、１発で殺される
のです。 
 そういった現代人に、人工的に自分の命を意識させるのが、人工地
震なのです。 
 
 日本人がよく言う言葉で、「なんか、自分が自分ではないような感
じがする。」というのがありますが、これを読んでいる日本人のあな
たも、自分が自分ではないような感じをもったことはないでしょう
か。 
 それは、自分の命を、忘れているからなのです。 
 自分がやりたいことではないことをやっているから。 
 食わされて、動かされているから。 
 やらされているから。 
 食べものを探す、追う、のではなく、食わされて、意味不明のこと
をやらされているからなのです。 

「生活」という言葉は、もともと、活発に生きる、と書かれている
のですが、今の日本に、活発に生きている人がいると思うでしょうか。 

私が外に出て目にする人たちは、死んだような目をして働く人た
ちしかいないように感じます。 
 ただ、なにかに命令されたり、競争させられたりして、はしゃぐ犬
のような人たちはたくさんいるようですが。 
 本当に生き生きとしているのと、仮面をかぶって、生き生きとして



いるように見せかけるのとでは、天と地の差があります。 
 
 

日本以外の国で、自分の血液型を知っている人はあまりいないと
いう話しを聞きますが、それは、事故などのときに、輸血を蘇生手段
と考えていないからだと思います。 
 つまり、血を流して止まらくなったら、死んだも同じ、と考えてい
たからでしょう。 
 広い地続きの場所で生まれ、どこの地域で生まれた者が、どこへ移
動してくるのかがわからない、生きているのかがわからない、という
状況が先祖代々続いているので、他人の血を自分の体内に入れると
いうことなど、とてもとてもできないと考えていたわけです。 
 日本人がなぜ自分の血液型を知っているかというと、日本では、せ
まい国土で車が行きかうようになると、子供たちの血液型を調べ、学
校に歩いて通う小学生の名札の裏に血液型を書いておくようにして、
子供たちが車にひかれたときに、即座に輸血ができるようにして、私
たちの命を守ってくれようとしたために、必然的にみんなが自分の
血液型を知ることになったのです。 
 日本という国土は⾧い年月をかけて離れ小島になり、余計なもの
を海が守ってくれていたということなので、そのような措置を取っ
ているようですが、飛行機や船が日常的に行きかう現代では、まった
く様相が違います。 
 ただ、そういった延命措置をしない場所では、自分の命、人の命を
みんなが真剣に考えると思うのですが、銃の乱射事件をそのまま放
置して、解決策をいまだに見い出せていないところを見ると、とても
命を真剣に考えている人々だとは思えません。 
 実際、日本でも、暴力団や狩猟者、警察の人間であれば、いつでも



銃を発砲できてしまう危うさの中にあるのです。 
 逆に、交通事故にあっても、なにかの事故にあっても、医学がなん
とかしてくれる、誰かがなんとかしてくれる。もし死んだら、誰かが
悪い。国が悪い。相手が悪い。などという感覚を持っている日本人は、
世界で最低の危機感しか持っていない、保育園児だらけの国なので
す。 
 名札の裏に血液型を書くようにしても、犠牲者がひとりでも出れ
ば、それは不完全な政策であって、意味はありません。 

なぜ、誰も、車をなくしていこうとは言わないのか。 
 その車のために、自分の人生が、一生、債務、維持に費やされると
いうことに、なぜ気がつかないのか。 
 ものを持つようになればなるほど、あなたの命は縮まっていき、持
たなくなればなるほど、あらゆるものから自由になれるのが、現代社
会なのです。 
 どうせ、生きていくためには金がいるのだから、ついでに車を買っ
て、会社の奴隷として生きるというのだろうか。 
 これでは、みんなで一斉にねじ曲がっていくしかないのです。 
 それをみんなでやると、地球がどうなるのか、考えないのだろうか。 
 なぜ、みんなでやめれば、北極や南極の氷も溶けずにすむと、事故
で人が死ぬこともなくなると考えることができないのか。 
 自分が生き残るために銃を持つのも、大間違い。 
 自分が持っているもので、作ったもので、死んでいく者のことなど、
誰も考えていない。 
 こういった原因の根本はなんなのか、を考えていけば、大勢でなく
していかなくてはならないものが、見えてくるでしょう。 
 根本の原因は、金でしか買えない、「作られる食べもの」にあるの
です。 



こういった、ありとあらゆる矛盾の積み重ねを吹き飛ばすのが、生
態系再生革命です。 
 人間がやっていることで崩壊していく地球と、テロリズムの両方
に対応し、すべてを解決に導く、⾧い道のりの革命なのです。 
 革命と言ったって、そんなに大げさなものではありません。 
 ただ、私たちの先祖たちがやっていた生きかたに、戻っていくとい
う、ただそれだけなのです。 
 ただ、人類が、十分に反省材料を持ち、痛感し、戻っていかなけれ
ばならないということ。 
 その上で、今までの人類のやりかたは間違っている、ということを、
世界に突きつけてやらなければなりません。 
 人類が原始狩人に戻り、仮に、サルやオランウータンのような生き
ものに戻ってしまったとしても、です。 
 それは、決して、退化するのではないのです。 
 今の人間が原始狩猟民に戻ることを、人はおそらく退化と呼ぶの
でしょうが、私は、現在の地球上の全動物の中で、もっとも弱く、退
化してしまった動物が、人間だと思っています。 
 それが、製造された服や道具、武器で、見えなくなっているのです。 
 そうやって、仮に人間からサルに戻ってしまったとすれば、人間と
いうのは、地球上の数十億年間の歴史において、ごく、短期間だけ出
現してしまった、単に地球に害悪な生物に変態してしまった、ただの
短い歴史の動物だった、という結末が残るかもしれないのです。 
 そこで、また再び人間への進化を繰り返し、同じことを繰り返そう
とする人類へ残してやれることは、おそらく、巨大な石碑にでも刻む、
農耕、牧畜、遊牧をやろうとする狩人たちへの、これまでの人類がや
ってきたあやまちの警告絵、象形文字のようなものでの説明でしょ
う。 



 まずは上の世代の者たちから、下の世代の子供たちに、これらの情
報を伝えていかなければ、なんにもならないのです。 
 
 

これらを追行していく内閣のことを、仮に生態系再生内閣と呼ん
でおきますが、この、再生への歯車が回り出せば、地球上のすべての
矛盾という矛盾は、少しずつ消えていきます。 
 核爆弾はなくなりますし、原子力発電所もなくなります。 
 学校も労働も事故も人殺しも、飢え死にも暴力も排気ガスも自殺
もすべて消えていきます。 
 そのかわり、カレーライスもパンもなくなりますが、生態系を再生
させて、人間も動物も再生していくためには、そういったものも捨て
ていかなくてはならないのです。 
 人間が、過去の権力者から受けていた奴隷の呪縛を打ち破るため
には、地球上から矛盾にあえいでいる、すべての人をなくすには、こ
のくらいの覚悟が必要なのです。 
 その代わり、あなたも、あなたの家族も、そんなロクでもない目に
合わなくてもすむような世界になっていくのです。 
 

また、どうして地球上から原発や核兵器がなくならないかという
と、個人や会社が労働をやめようとしないからです。 
 広島や⾧崎、福島の人たちが、核爆弾や、原子力発電所をなくそう
といくら騒いでも、なくなりません。 
 なぜかというと、それをなくして、どうやって食べていくのか、生
きていくのか、が、誰からも提示されていないからです。 
 核爆弾、原発はなくして、これまでの経済戦争はこのまま維持する、
というのでは、虫がよすぎる話しであって、どこの国も、自分の国の



人間の食べものを確保しなければならないからです。 
 毎年、夏になると、世の中から核兵器をなくせ、という宣伝運動が
起きますが、それでは、ただの幼児のお祭り騒ぎと同じことなのです。 
 核爆弾のせいで私の家族は死んだ、重傷を負った。 
 だから核兵器をなくせ、と言う。 
 で、あれば、毎日車で死んでいる人も同じことでしょう。 
 すでに数億人をも殺した車は容認して、核兵器は認めない、と言う
のであろうか。 
 どうして、社会的な死人を差別するのであろうか。 
 
 どこかの大統領が、世界中から核兵器をなくす、原発をなくすと言
っても、働かないと生きていけない制度を維持する者たちがいる限
り、つまり、なんの疑問もなく働き続ける者たちがいる限り、核兵器
も原発も消えていかないのです。 
 あらゆる仕事、労働には、電気が必要だからです。 
 労働とは、結局は、地球や人間、全生命にとって、みにくく、害悪
な争いと同じことだということ。 
 人工地震を起こす魚雷には、核爆弾が入っているという話しがあ
りますが、それが必要かどうか、すべての人間たちに、これを読むあ
なたにも、選択を求められているのです。 

この社会では、世界のどこかで矛盾にあえいでいる人を見て見ぬ
ふりをして生きていくと、あなたも矛盾にあえいで生きることにな
る。 
 腐ったこと、汚いことが、ねじ曲がって、変化して、全部あなたに
ぶつかってくるのです。 
 自分だけのこと、あるいは自分と親しい人だけのことを考えて生
きればいいのは、世の中が完璧な狩猟採集社会であったころの話し



です。 
 みんな、今も、そのころの情報や本能で生きているということが、
それらを見えなくさせている原因であって、 
 「どこかの誰かのことなんか知らない、地球のどこかのことなんか
関係ない。」 
 と言えるのは、地球上の人間が農耕を母体とした奴隷分担社会を
完全に無くして、完璧に狩猟採集で生きられるようになってから、初
めて言えることなのです。 
 ましてや日本など、他国から食べものや資源をもらっておいて生
計を成り立たせ、その、他国の中で起きている矛盾や問題を無視する
立場にはないのです。 
 今の世の中がこれでいい、という人は、つらい思いをしている人、
汚く、くさい思いをして、米や野菜を栽培したり、いずれ殺す家畜を
育てる人を容認しているということと同じなので、必然的に、働くバ
カ殿、バカ王、バカ女王と同じになってしまうということを、理解し
てほしいのです。 
 また、そういった、私は百姓でもいい、という人も同様に、地球を
破滅させる歯車を回している、破滅のエネルギーを持つ食べものを
作っているのだということを、知ってほしいのです。 
 

誰も、政治的に変えていくなんてことは、やりたくはない。 
 私たちの数億年間の経験、遺伝情報には、政治的な仕事をする、規
則を変えるなどといったことは、いっさい刻まれていないからです。 
 私たち、人類の直近の歴史で刻まれてしまったのは、金を配る者が
やれと言ったことをやって食べていくこと。 
 権力者に、見かけだけでも服従して、食べていく、エサをもらって
生きていく、ということが、誰もに刻まれてしまいました。 



 これが、異常に重い、やっかいな現実なのです。 
 私たち、人類と家畜だけが、束縛されている。 
 そして、人間が家畜以下のことをやらされているのが現状だとい
うこと。 
 数億年、数十億年間の、狩猟採集という本能、生命力を封じこめて
いる、監獄とも言える洗脳状態なのです。 
 すべての犯罪とは、その束縛から無理やりに逸脱しようとすると
きに、起きるのです。 
 
 

ましてや、こんなに複雑になった世の中をなんとかするなんて、あ
まりにもめんどうですし、地球全体とその歴史、遺伝情報をも含んで
考えられた制度の変えかたなど、誰も考えようとはしないでしょう。 
 しかし、ある時代に生きているすべての人たちが、この地球に害悪
な奴隷分担社会を変えようとしなければ、いつまでたっても過去の
バカ殿やバカ王が作った奴隷制度、争い、カネ、会社、国家、などの
歯車を回し続けなければならないのです。 
 次から次へと生まれてくる人間は、６０年も７０年も学校と会社
に通い続けるという、まるで刑務所の往復生活のようなことをやら
されて、人生を終わらせられるのです。 
 それで、地球になにも問題がなければ、それでもいいのかもしれま
せん。 
 しかし、それらの歯車は、地球を破滅の連続へと回しています。 
 毎日、人間が破滅していっているのをテレビで見てはいないでし
ょうか。 
 その破滅への歯車の動力は、コメやパン、家畜飼養の牛やブタを作
る人間、魚をとってくる人間、なにかを養殖する人によって縛られて



いるということを、学んでください。 
 そして、それを食べる人によって。 
 しかし、ある同じ時代に生きている者たちが、年月をかけて、今ま
で人類がやってきたあやまちを十分に理解し、また人類を完璧で自
由な狩猟採集者に戻すことができれば、あとは、「変える」などとい
うことはしなくてもすむのです。 
 だから、これ以上生態系が悪化しないように、今の時代に生きてい
る者たちが、政治的に変えて、次につないで、なるべく速く、成しと
げなければならないと考えるのです。 
 
 
 

夜中のＮＨＫで、日本の半分しか国土面積がないカンボジアで生
きる人々のようすを、何度か見たことがあります。 
 カンボジアの一部の村人たちが、みずうみの上に何本もの竹や木、
ドラム缶、植物、廃材をつらねて家や学校を作り、浮かべ、そこに村、
集落を作り、その上で水上生活をしているようすですが、それがなに
を意味しているのか、わかるでしょうか。 
 人があふれかえり、暮らしていく自国の場所がないのです。 
 農耕も、ブタを飼うのも、みんな水の上、みずうみの上。 
 うんこもおしっこも、みずうみの中にするのでしょう。 
 学校に通うのにも小さな船で移動するのですが、おそらく虫の発
生が普通ではないと予想します。 
 そんな水上生活をしている人たちが、カンボジアだけでも百万人
以上。 
 ほかに１０か国でもそのような生活をしている群衆がいて、急速
に増え続けているということでした。 



 それでは、彼らに、日本でおこなわれているような埋め立ての技術
や、上下水道を作る技術を教えればいいのでしょうか。 
 そんな地域の人たちに、日本人は、あまりにも安い賃金で、革製品
などを作らせているのです。 
 もちろん、高い賃金で命令すればいいという問題でもありません。 
 そんな、地球を破壊する開発を、世界中の後進国、開発途上国と呼
ばれる、１４６か国の国々が、続々と先進国のまねをし始めているの
ですが、それがどういうことなのか、ちょっと想像してみてください。 
 
 
 

私は、地球を再生させていくことを正しいと思っています。 
 地球を壊して汚すようなめんどうな仕事はなくなっていくし、自
分が倒す、おいしく新鮮な野生動物の焼き肉、刺身、山菜や木の実、
野草、焼き魚、海の幸が待っているからです。 
 私も、表面だけをサッと焼いた鹿の肉を食べたことがありますが、
これが、うまいなんていうものではなかった。本当は、鹿の肉は、生
で食べるのがもっともおいしいらしいのですが、寄生虫が野生動物
からも検出されるようになったので、生では食べられなくなってき
ています。 
 ここでも、野生動物を通して、生態系が汚染されてきていることが
わかるのですが、O157 などの寄生虫の原因は、エサを食わされて、
ぎゅうぎゅう詰めの密集した場所で飼われる家畜が発生させる病気
が原因であり、根底にあるのは、やはりその家畜のエサが作られてし
まう、「農耕」、「農業」、ということになってしまうのです。 
 しかし、これらの汚染も、農耕を徐々にやめていくことで、少しず
つ再生、復活していくことでしょう。 



 現代人は、誰かが飼育して、殺して、切り刻み、スーパーに並べて
くれた肉であればよろこんで食べますが、それらの分担の流れがど
のくらいの地球破壊と汚染、奴隷によっていとなまれているのか、考
えてみてください。かつて、それら全部を自分でやった人たちが、私
たちの共通の先祖、「狩猟採集者」、「狩人」だったのです。 
 しかし、自分で動物をしとめて、食べてください、と言うと、現代
人は、「いやだ」、「そんなことはできない」と言うでしょう。 
 それは、あなたが、他人が育てた食べもので飼いならされているか
らであって、世の中の奴隷を認めているからであり、自分もその奴隷
の奴隷であることに満足しているから。どこにでも食べものがある
世の中で生きているからです。 
 腹が減れば、あなたも、野生の食べものを探し回ったり、狩りをし
たいと思うようになるでしょう。 

現在、日本で生きている人たちのほとんどは、たどってきた直近の
道にて、モンゴル、中国とその周辺の国々、地域にて、農耕をやらさ
れてきた百姓と、飼いならした羊を殺して食べて生きてきた遊牧民
族の血統たちで成り立っています。モンゴルでは、今でも羊の血と肉
を食べているので、体の強さが違うのですが、その、モンゴロイドと
呼ばれる黄色人種が東に流されてきて、米ばかり食べるようになり、
今のように、体も頭も弱体化してしまった民族が、日本人なのです。 
 血、血液、殺傷、と聞くと、飛んで逃げるほどに弱くなってしまっ
た民族、日本人。 
 そんな人たちに、狩りで生きられる地球に戻そう、と言っても、ピ
ンとこないのはあたり前のことだとは思うのですが、現代には、その
ような、食べるための「殺傷」の過程がないために、狩猟本能がねじ
曲がり、人間が人間を殺す、攻撃する、という方向に向き、人が人を
誤って殺してしまうという、同種の事故にも、誰もが目をつぶって生



きてしまうようになったのです。 
 
 地球が作ってくれた、人間も食べられる動物の血液というのは、こ
の上ない栄養が詰まっているのですが、これを毛嫌いする日本人の、
なんと多いことか。 
 血は、骨の中で作られるらしいのですが、食べられるなにかの骨は、
噛み砕いて食べるという感覚が、その人を強くしていくに決まって
いるのです。 
 野生動物の血と肉は、はるかに力があり、食べられる家畜として、
閉じこめられていた遺伝情報が入っていない、地球本来の原始の細
胞に満ちた、最上のごちそうなのですが、自分でそれを再生させて、
とって食べる気力がない、日本のオスたちには、木の上のサルに戻っ
てもらうしかないでしょう。 
 そうやって食べていく、もともとの地球を取り戻せたら、やむなく
死んでしまうのも本望です。 
 死んでしまうのは、全部、自分の責任だからです。 
 または、生態系、地球の事情によるものでしょう。 
 そのときこそ、全生命力を使って、地球が作ってくれた食べものを
食べるために、自分の身を守るために、一生けん命になればいいので
す。 
 私たちは、大自然の中から、仮の住まいや、弓や矢、おのなどを作
り出すことができますし、それらは、私たち全員の先祖たちがやって
きたことなのです。 
 野生動物でさえ、自分が寝たり休んだりする寝床を、葉っぱや木の
枝などを集めて作り出す動物もいるのです。 
 本物の狩りや採集に、工場や奴隷、車は必要ありません。 
 全部、自分の手で作り出すことができるのです。 



 寒ければ、野生動物の毛皮を着たり、家を作ったり、火を起こせば
いいのです。 
 少し前に知ったことですが、切断する石器は石を水平に割り、手お
のを作り、それで木を切り、削り、弦は植物の茎の皮を使い、その３
本をより合わせて弓に張り、矢には樹液を使って鳥の羽根をくっつ
け、完全に自然のものを使って、弓と矢は作れるのです。 
 そうやって、野生動物をしとめ、自分や女、子供に肉を食べさせ、
毛皮を着させることができる優秀な狩人だけが、子孫をつないでい
けたのです。 
 また、女も女で、ひとりで狩りや採集ができれば、現代の、さまざ
まないやなことなどしなくても、十分に生きていけるのです。 
 しかし、地球上で生きる者たち、すべてが、そうやって食べるには、
生きていくには、まずはその環境づくり、環境の再生から始めなけれ
ばなりません。 
 現状では、地球上すべての人に、野生の肉や、山菜、木の実などが
いきわたる分はありません。 
 当分は、みんなで狩猟採集をやって食べていくとうのは無理なの
です。 
 しかし、自然に死ぬ人は死んで、人口が減って、野生を回復させて
いって、野生動物を増やしていけば、またかつてのように食べられる
ことができます。 
 今、現在生きている人がそうやって食べられなくても、これからず
っとあとに生まれてくる者たちのために、その素晴らしい世界の再
生をこころみるのです。 

今は、狩りをやりたければ、お金を払ってください、ということに
なっています。 
 生態系に害悪な社会の中での狩りというのも、これまた、完全には



認められていないわけで、害悪を助⾧するものには、すべて、お金が
かかるということになっているのです。 
 お金は、生態系を破壊する歯車を、なんらかの形で回さないと手に
入りません。 
 その悪循環に、まずは気がついてほしいのです。 
 そうやって得た金で、ただでさえ少なくなった野生動物を狩って
食べるというのは、やはり２重、３重に害悪なことをすることになる
だけなのです。 
 現在の地上は、増えすぎた人間のいとなみ、農耕と産業や、銃での
狩りと、それで食おうとする政治家と企業奴隷で生態系はボロボロ
になり続けています。 
 再生を追行していくには、それらの人たちが十分にみずからを反
省し、同意し、賛成した行動が必要ですし、そして、いったんは労働
の放棄、ものを作って売って生きるということを、拒否しなければな
らないのです。 
 狩りのことをよく知らない人は、今どき、なぜ野生動物をとらなけ
ればならないのか、疑問に思うことでしょうが、それは、野生動物が
増えすぎると、その種が食べるものが減って、その種が一気に絶滅す
る可能性があるので、毎年、いろいろな種類の野生動物をとらなけれ
ばならないのです。 
 本来、野生動物というのは、人類にとって、少なくとも数百万年間
は、うまい肉や毛皮、服、薬、あらゆる用具製作の素材であったので
すが、現在ではこれ以上増やさないために、あるいは農作物を食べに
来る野生動物の駆除のために殺されて、大量に捨てられているとい
うのが現状なのです。 
 人間が自然をぶち壊して、エネルギーを採取し、それをガスやごみ
として捨てているのと酷似しています。 



 本物の原始狩猟採集民族、または本当に野生動物の恩恵を感じて
いて、愛している人たち、野生の復活を望む者たちが、日本のこの現
状を知ったら、日本人など、全員絞首刑にしてもまだ足りないと思う
ことでしょう。 
 

野生動物や、つみ取って食べた野草、山菜、木の実は、地球が自動
的に再生してくれます。 
 もともとは、宇宙の創造主が、地球上の全生命のために作ってくれ
たものなのです。 
 人間が飼育したり、栽培したりしてできる食べものは、人間が永久
に作り続ける限り、それを食べる食物連鎖の頂点の人類は、無限に、
永久に、増え続けていきます。 
 地球が何個あっても足りない状況なのです。 
 そこが、地球が作ってくれた食べものを食べる狩猟採集社会とは
決定的に違うところで、こちらのほうは、食べるものがなくなった種
は、自然と数が減っていくのです。 
 その種が減ると、自然とまた食べるものが増えるので、ある一定の
数が保たれていきます。 
 そこが、誰も管理する人が必要ない、いっさいの奴隷が必要なかっ
た、素晴らしき狩猟採集社会、本来の地球なのです。 
 
 しかし、今、私達が食べている牛やブタ、米などは、生がいそれを
作り続けなければならない、はるか遠い昔に権力者から命令された
血統の者たちが、あまりにもみすぼらしい姿になってまでも、まるで
ノイローゼにでもかかったかのように働き続けて、作ったものが、私
たちの口の中に入ってくることについて、あなたはなにも感じない
でしょうか。 



 その、のろいのような呪縛は、すべての働く者たちの口の中にもそ
の食べものを入れ、その人をノイローゼのようにして働かせる作用
をも持っているのです。 
 地球で起こる、あらゆる理不尽な不幸とともに。 
 
 
 
 
 
 
 
 

間違いだらけの現代の狩猟 
 
 
 
 それでは、なぜ、現在日本でもおこなわれている狩猟が害悪なのか
を、説明します。 
 狩猟に使われている散弾銃の玉は、１発の発砲で、平均、約１５０
粒の鉛を大自然にまき散らすことになるのですが、それは溶けて消
えてなくなるということはありません。  
 ３発発砲で、約５００粒。  
 単純な計算ですが、日本の２０万人の鉄砲ハンターが３発、野山に
撃つだけで、毎年１億発が大自然の土や水の中に埋まります。 
 それに、銃での狩りが許可されている年数をかけてみてください。 
 どのくらいのゴミが、大自然の中に捨てられ続けていることか。 
 まき散らかされた鉛の粒は、原野から消えることはありません。  



 池の中、川の中、土の中、森の中。  
 ライフルやスラッグと呼ばれる単発の玉でも、ひと冬１０万人が
３発ずつ外せば、毎年３０万発が土に埋まります。  
 植物には悪影響極まりなく、腐り、枯れていくのです。 
 はらがへった野生動物や魚たちも、間違って食べてしまっていま
す。  
 威力はありますが、うるさく、難聴者、耳鳴り、聴覚障がい者が続
出しています。 
 このことは、私が２０１２年に狩猟免許を取り、銃の所持許可を得
ようとする段階で、どのような銃を選べばいいのかを調べ、いろいろ
な人に話しを聞いていたときに、男鹿の射撃場に見学に行って、気が
ついたことです。 
 
 自分にだけ、あるいはその集団にだけ都合がいいだけで、仮に、ど
こかに弓でのハンターがいたとすれば、銃を撃つものはただのじゃ
ま者なのです。 
 銃声は、１発だけで周辺の野生動物、すべてを逃亡させるので、そ
れでその日の狩りはほぼ終わりです。 
 しかし弓は、外しても、音が出ないので、そのまま、また狩りを続
行できるのです。 
 それよりもなによりも、地球に害悪なことをやっているサラリー
マンみたいなのが、排気ガスを出して大自然に出ていき、ただでさえ
少なくなった動物を銃で撃ち、野生の肉もむさぼり食うという、２重
にも、３重にも害悪なハンターが、鉄砲ハンターなのです。 
 さらに書くと、道路を作って野生動物の行き場を制限してしまっ
ている人間に、野生動物を仕とめる資格などないのです。 
 あまりにも公平ではない。対等ではない。 



 人間が大きい道路を１本作るだけで、野生動物には国境が引かれ
たのと同じで、移動範囲、生存範囲はせばまり、得られる食べものが
大幅に減ってしまう。繁殖の範囲も、完全に閉じこめられた状態にな
っているのです。 
 それよりも、なによりも、彼らには病院もスーパーも乗り物も、な
にもないのです。 
 野生動物は、食べものを食べるためにいっしょうけんめいになっ
ている。 
 人間は、食べものを得るために、地球を汚し、破壊している。 
 これが、野生動物と人間の違いです。 
 そんな、なにも見えていない人間が、大衆労働者、全員総出の地球
破壊は放っておいて、釣った魚はうまいだとか、野生の肉は最高だ、
などと言っている、この、現代の地獄絵図が見えるでしょうか。 
 そんな目に合っている動物を銃で撃とうとする、あまりにも弱い、
無神経で残酷な人間たち。 
 幼稚園児でも引ける引き金で玉が出る銃など、ちゃんちゃらおか
しいおもちゃの産物なのです。 
 かつてのヨーロッパやカナダ、アメリカなどという、狩りの本場と
言われていた地域で、もっとも称賛された狩りの手段は、弓での狩り
でした。 
 静かで、自然を汚さないからです。 
 しかし、それも昔の話し。 
 アメリカなどでも、かなり前からライフル弾や散弾をまき散らす
狩りが主流になってきています。 
 弓は、自分の腕力、骨、体全体を使います。 
 大きく、強い野生動物ほど、ものすごい重さの弦を引けなければ、
倒すことができません。 



 矢は、放ったあと、ほとんど回収でき、壊れるまで、何度でも使え
ます。 
 魚も、鳥もとれるし、大型の熊や鹿、イノシシなども倒せて食べら
れるのが、弓なのです。 
 この弓と矢が、自分で、木と植物と鳥の羽根などから製作できてし
まうということが、最近私がもっとも感動したことでした。 
 なぜ感動したかといえば、仮に大自然の中に放り出されたときに、
なにも持っていなくても、毛皮やおいしい肉が得られる情報である
からです。 
 食べものが自分の周りから消えてなくなっても、生き延びられる
情報だからであるし、なによりも、工場で誰かが製作して売っている
ものがなくても、弓での狩りができる情報であったからです。 

自分が持っている、おそらくは工場で作られた弓が、ちんけなもの
に感じられたできごとでした。 
 
 
６０年くらい前までは、日本でも弓での狩りが許されていました。 
なんと、弓と矢で野生動物を倒して食べる分には、免許もお金も必

要なかったのです。禁止になった理由が、えものをひと矢でしとめら
れる重さの弦を引くことができない人が増えたために、矢が動物に
突き刺さった状態で行動している野生動物が散見されることになっ
たために、禁止になったということのようです。 
 それに、道路の開発や、車での移動など、次から次へと大自然が損
傷されてしまってきたこともあるかと想像します。 

大自然をみんなで守るには、そして広げていくには、銃での狩りを
完全に禁止し、強い張力の弦を引ける弓使いの狩人を増やさなけれ
ばならないのです。 



 しかし、現在、国内でおこなわれている狩りというのは、集団で山
に入り、数頭の動物を取り囲んでいくように追い詰めていき、逃げて
きた動物を至近距離から撃つという、なにかににているかのような、
あまりにも汚いやりかたでおこなわれているのです。 
 そう、ガキたちの集団いじめとそっくりなようなことを、大の大人
たちが、野生動物を相手にやっているのです。 
 自然を汚す、まるで幼児のままごとのような、老人集団たちの、い
じめのような狩り。 
 そのような、銃を持った弱者集団が、野生の肉をたらふく食べてい
るのです。 
 銃の歴史はたかだか７００年くらいしかないのですが、弓の歴史
はけた違いに⾧く、数万年とも、数十万年とも言われています。 
 私たちの先祖たち、全員がやっていた狩りの方法です。 
 だから、誰もが弓の弦を引くと、その数十万年の血がよみがえるわ
けです。 
 弓については、私がここ６～７年、血が騒いで止まらないものです
ので、機会があれば、また、お話しします。 
 
 
 
 このように、働く人間たちの影でも、汚され続けている地球、大自
然があるのです。  

溶けてしまって、あふれかえるような海水、降雨がテレビで目につ
きますが、再度、その海水を凍らせることはできないのかもしれませ
んが、悪化は食い止めることができるはずです。 
 人類が全員で地球の再生をこころみれば、地球はそれに応えてく
れると思っています。 



 地球上が完全に、あらゆる生物の狩猟採集社会に戻るまでは、ある
いは戻ったとしても、他人の不幸や痛みを、自分の痛みとして感じと
れる生きものでなくてはなりません。 
 
 
 
 ここまで読んだあなたにも、私はそういったことについては、この
ように考えている、というような意見があるかもしれません。 
 まったく違う考えかたがあっても、なにも不思議ではありません。 
 また、こういった、制度に関する切実な話し合いの場が、どこにも
ありません。 
 みんな、逃げるのです。 
 逃げて、作られた、非現実の仕事に没頭して、それで終わりです。 
 ただ、ろくでもない地球を残して死ねばいいという考えかた、その
ときが来たら、みんなで手に手を取り合って死んでいけばいいとい
う考えかたには、とうてい賛成できません。 
 そんな人は、もうすぐ死ぬような人。または、心のどこかで、自分
はもう死んでもいいと思っている、生存本能が狂ってしまった老人
の言うことです。 
 「老人」は、中学生から中年まで、あらゆる階層に存在します。 
 私は、社会的なことにはいっさい関係しない、といった態度を取る、
「学生」、「労働者」、「老人」、という仮面をかぶった者。 
 そんな人は、生まれてきたことを、心から良かったとは思っていな
いのではないでしょうか。 
 では、新しく生まれてくる者たちは、どうすればいいのでしょうか。 
 あとは野となれ、山となれ。 
 おれがこんな世の中にしたんじゃない。 



 変えたいやつだけが変えていけばいい。 
 めんどうくさい。 
 自分だけおいしいものを食べて、金を得るためにさんざん地球を
汚しておいて、死ねばいい、と。 
 そういう者しかいなくなってしまったのです。 
 誰も、規則や環境や食べかたを変えようとする人間がいないので
す。 
 地球を浄化、再生させようとする人たちがいないのです。 
 
 私は、これを読むあなたが維持している、地球の海水を増大させ続
ける車社会、金の世の中が、うざい、めんどうくさいのです。 
 毎年暑くなっていく夏が、毎日ロクでもない理由で人が死ぬ社会
が、ゴミだらけになっていく地球がうざく、そんな世の中にはつき合
いたくないのです。 
 これが、「では、つき合わなければいいではないか。」では済まされ
ないことが、わかるでしょうか。 
 この地球上で、それらにかかわらないで生きていくことは不可能
なのです。 
 
 
 ただ、はるか昔から、そういったロクでもない知らせ、報道を、仕
事として、ひたすら食わせられ続けてきている連中がいるのです。 
 それが、報道の連中です。 
 自分たちがいくら世の中の矛盾や死を集めて、流しても、それを見
ながらなにごともなかったかのように、おいしくごはんを食べる家
族、大衆、労働者に、彼らは、大昔から完全に激怒しています。 
 政治家さえも、毎日死んでいく人には目もくれず、わけのわからな



いことをやっている。 
 だから、これ以上くだらない番組は作れない、とでもいうかのよう
な番組を、ひたすら流し続けているわけです。 
 そのように、公共の電波というのは、完璧に管理されているという
こと。 
 
 

生き延びていこうとするのは、動物の本能にのっとった、おもしろ
いことなのですが、現代社会人からうばわれているのは、その、食べ
るものを得ようとするときの、「過程」なのです。 
 本来、生きものが食べものを得るためには、移動、探索、思考、発
見、採取。 
 追跡、発見、射獲、解体、食べる、などという、ワクワクドキドキ
の、緊張感に満ちたよろこびがたくさんくっついていました。 
 生きるものはみんな、命をかけて食べていたのです。 
 それが、現代社会人から、ごっそりと、丸ごと、うばわれている。 
 そしてそのよろこびや緊張感、楽しみ、興奮は、地球破壊からなる
別のもの、あらゆるあそびや、趣味、スポーツ、芸術、暴力、戦争、
医学、労働、犯罪、栽培、殺し合い。 
 建築、乗り物、移動手段、祭り、イベント、ギャンブル、そして意
味不明な現在の政治。 
 こういったものにすりかえられているのです。 
 
 これらは、自然破壊からなる農業や家畜飼養、漁業、養殖から得ら
れる、不自然な食べものから成り立っています。 
 生まれたときからこのような食べかたをしていると、その食べか
たが不自然だということが、普通の人には見えてこないのです。 



 腹がいっぱいになってしまえば、あとはなんにも知らない、幸せな
パーになってしまうのが、人間だからです。 
 そんな世の中で、そうやって食べて、おもしろいことを見つけられ
ない人には、ロクでもない人生しか待っていないという、矛盾した世
界が広がっています。 
 おもしろいことを見つけた人は、あらゆる矛盾が見えなくなって
しまいます。 
 これが、今、私たちの住む地球の、人類の、現状なのです。 
 自殺者や病人、犯罪者がこれだけあふれかえっている理由が、あな
たにもわかってくるでしょうか。 
 すべての生きものは、いやなことをやらせられてエサを食べさせ
られていると、病気になって死んでしまうのですが、うれしいことや、
楽しいこと、興奮に満ちたことは、生態系の破壊と、それにたずさわ
る奴隷と、毎日、数千から数万の事故死者、餓死者、自殺者、殺し合
いを出しているということ。それらの死んでいく人間たちを踏みつ
けにして成り立っているという、異常事態だということ。 
 そしてその毎日の異常事態のエネルギーは、すべて、農耕、家畜飼
養、漁業から作られているという事実、悪循環から成り立っていると
いうことを知ってほしいのです。 
 その、理不尽に消える命の数の累計は、すでに、過去のすべての戦
争で死んだ人の数よりも、はるかに、けたはずれに、超越しているの
です。 
 
 こういったロクでもない問題を、あとから生まれてくる者たちに、
そのまま丸ごと投げて死んでいっているのが、今の人類の現状であ
って、そんなことを続けていて、いいわけがない。 
 あとからあとから生まれてくる者たちは、その、雪だるまのように



増え続ける問題の中で生きていかなければならない。 
 人間を管理する強さは人口の肥大化とともに強まり、なんのため
に生きているのかわからないという状況は、さらにひどくなってい
くばかりだからです。 
 
 世界の裏側の、そんな素晴らしい世界への再生を切にねがう人た
ちは、今の奴隷だらけの世の中でもいいという考えの人間を駆除し
ていっているように、私には見えます。 
 たとえば、近年、どこかの企業がたえず開発を進めようとしている
スマトラ島に、あれだけ不自然で大きな地震が何度も起きているの
は、誰かがその開発を遅らせよう、じゃましようとしているようにし
か思えないし、チェルノブイリの事故を含む、世界中の事故、巨大地
震も同じだと考えられるのです。 
 人工的に起こされる災害であろうが、自然に起きる災害であろう
が、確かに、経済を停滞させる、企業による生態系破壊を足踏みさせ
る効果があるのです。 
 スマトラ島沖の地震のための、慈善金で作られたトランプは、
ELEPHANT TSUNAMI DECK（ゾウのような津波のかたまり）と呼
ばれています。 
 昔から、ゾウのキバなどが高く取り引きされているので、密猟など
があとを絶ちません。 
 その、人間の金もうけのために殺されたゾウたちの魂の力を借り
て、世界を素晴らしく変える魔法を見せてほしいと。 
 私にはそのトランプを作ったどこかの誰かから、そのような声が
聞こえてくるような気がして、なりません。 
 

電気もガスも水道もいらない。 



 地球を壊すあらゆる発電所、原子力発電所、火力発電所なんかいら
ない。 
 そんな強さが必要ですし、事実、私たちの数億年間の先祖たちは、
そんなものなんかなくても、ちゃんと命をつないで生きてこられた
のです。 
 原子力や火力の発電所、あらゆる工場では、発生した熱の冷却のた
めに、海から大量の海水をくみあげて、冷やしているのですが、熱く
なった熱湯は、そのまま海に捨てているのです。これを、日本中、世
界中の工場、発電所でやっているのだから、海がぬるま湯になってい
き、どんどん地球の表面が熱くなっていくのはあたり前のことなの
です。 
 この、工場で作られるあらゆるものや、電気を作るために、海に捨
てられている熱湯を、温排水と言います。 
 また、私たちが日々出している生活排水は、浄化されたあと、また
すぐに水道に戻ってくるのではありません。 
 そのまま海に捨てられるのです。 
 これらのことが、さらに北極や南極の氷を溶かしてしまうという、
悪循環になっています。 
 このままでは、毎年、夏には４０度を超えることがあたり前になり、
エアコンの性能をぶち壊す暑さが毎年襲ってくることになるでしょ
う。 
 この、毎年上がり続ける気温は、働く人間たちが高くしていってい
る。ここ数年、熱中症で死ぬ人間が、毎年、１０００人。 
 これは、人間の、奴隷労働熱中症、という、働く者たちの「病気」
として、読んでほしい。 
 車を運転して来て、「暑い、暑い」と人の家に上がってくる、能天
気で間の抜けた大人たち。 



 今後、２度と目の前に出てきてほしくないやつらが、一年を通して、
定期的に、順番に、人の家に入ってくる。 
 なにをしに来るのだろうか。 
 エサ、食いものが目当てなのである。 
 人間が人間の首をしめて殺しているということを、自覚しなけれ
ばならないのだが、いくらこういうことを訴えかけても、大量の働く
人は、秋になり、涼しくなれば、すぐに忘れて、また、おいしくごは
んを食べて、同じことを繰り返すというのが、この世の地獄絵図、現
状なのです。 

それらを必要とする者は弱者であり、次々と駆除する。 
 そうでもしないと、とてもではないが、地球はもたない。 
 そのための人工地震による、犠牲者もともなう、世界中の人間たち
への警告であるということ。 
 そんなことなど決してない、とあなたが言うのであれば、地球が自
分を守るために起こす、防御のための自然地震だと思ってみてはど
うだろうか。 
 人間が増大させる海水、地上に打ち建てる建造物、あらゆる地球破
壊に対する、地球からの反応なのだと。 
 現在の社会では、弱者を助けることがその人の食べものを成り立
たせてしまっているという、果てしなく、切りがない、なりわいが続
いてしまっています。 
 本当は死んでいく者たちを無理やり生かすことで、みんな食べて
いる、生きている。それが、その人の金かせぎになっている。研究の
対象になっている。就職口が存在している。 
 そんなことでは、脳みそだけで生きている者にも生殖の機会を与
えようという、ほとんど冗談のような世の中が進行しているのです。 
 



また、私が言う、「弱者」の定義ですが、世間一般でよく言われる、
身体障がい者や、老人や子供を指すものではありません。 
 現代では、その見かたが間違っていると思っています。 
 人間が作ったもので事故に会い、障がいを負う者。 
 スポーツなどで競争させられて、怪我をしたり、故障する者。 

労働で体を壊す者。 
 先天性のなにかをわずらっている者。 
 さらには現代の洗脳教育で体や頭がおかしくなってしまった人は、
いちがいに、「弱者」とは呼べないのです。 
 なぜなら、そういった人たちは、食べものが作られて、わけのわか
らないことをやらされるこの世の中において、まっとうに生きてき
たとは言えないからです。 
 今の世の中で、怪我や病気をする人たちというのは、たいてい、な
にかに対してがんばってしまう人たちが多い。 
 その人の危機感や能力、優れた才能というのが、すべて、裏目裏目
に出てしまうのが、この、現代社会なのです。 
 なにに対して裏目に出るのか。 
 すべて、地球に対して裏目に出てしまうのである。 
 そこで、警告に気がつけなければ、地球を守ろうとする者たちに撃
たれるのです。 
 社会的に優れた人になろうとするということは、この、狂った社会
の、狂った大衆の奴隷になろうとすることだということ。 
 地球に害悪な世界に手を貸すことになるのだということを、ぜひ、
知ってほしい。 
 しかし、害悪な世界を浄化させようとする人になろうとするのは、
生態系に対して、常に有効です。 

そういった、がんばってしまって、だめになる人たちというのは、



仮にこの地球が完全に野生状態であって、それが続いてきたとする
ときに、抜群の生存能力を発揮する優秀な者であったかもしれない
のです。 
 人間が作ったもののために、弱者と呼ばれている可能性があるわ
けで、その辺の類別のしかた自体が、現代社会ではすでにゆがんでし
まっているということ。 
 つまりは、現在の社会では、まっとうな弱者の見分けかたができな
いのです。 
 私が言う弱者とは、完全に地球が野生状態であるときに、自分で移
動できない者、目が見えない者、採取、狩りをやって食べることがで
きない者、ということです。 
 これもまた、怪我や事故による障がい者や、重度の難病の者たちの
世話をする仕事を増やすよりも、この先、そういった人が出てこない
世の中、そういった人たちが生まれてこない生態系を取り戻したほ
うが、解決する速度がかなり速くなるし、いやな思いをする人たちが
減っていくであろうということです。 
 
 
 誰も本音を言わないで、がまんをして生きているこの世界で、世界
中の国々の、「鉄のカーテンの向こう側」の連中も、本当のことを言
わないかのようです。 
 しかし、日本に関しては、がまんをして、強制的に戦争に行かせら
れたり、働かされたりした時代は、とっくに終わっているのです。 
 いやだったらいやだと、ではどのようにして生きていきたいのか、
どのような世界が理想なのか、はっきり発言してくださいと、国家や
世界は言っているのです。 
 だから、世界はほとんどすべての者に、すべての者をつなぐ空間、



インターネットという場所を作ったのです。 
 ただのバカに、ゲームやメールや金もうけをやらせるためだけに、
世界がインターネットを出してくるわけはないのです。 
 インターネットには、「あみ状の空間」という意味もありますが、
人類をつなぐ最後の通信網の接続、という意味もあります。 
 新聞や本、テレビなども例外ではありません。 
 これらは、世の中を「知る」ために、作り出されているものです。 
 そこで勝手な発言や、金もうけの宣伝をするのはいいのですが、地
球上のすべての人を無視した生きかた、人類の歴史と地球の未来を
無視した発言になど意味がない、ということを知っておいてほしい
のです。 
 そんなことをすると、一瞬にして殺害対象となってしまいますし、
統合媒体は、日々、大衆にわなをかけて、殺害対象を作っていると言
ってもいいのです。 
 殺してもいい人間を、バカを、振り分けているのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 顔面まひ芸人と殺人宗教の作りかた 
 
 ここで、たびたびここに書いてきた、人間の駆除や、テロについて、
ある有名人の事故や、近年の、事件、と呼ばれるものを例にとって、
説明していく。 
 
 ビートたけしのバイク事故は、誰も言いませんが、私はテロだった
と断定しています。 
 【テロ】とは、暴力で人をおびえさせる、とか、それをやる人、と
いうことです。暗殺も含みますし、とくに、政治上の主張を暴力で押
し通そうとすることです。 
 
 細川ふみえをえさに、バイクに乗せ、通る道に油を引いておけば、
勝手に転びます。 
 油という証拠は、次々と通っていく車が勝手に消してくれます。 
 十数人という人間で取り囲めば、簡単にできるでしょう。 
 「細川ふみえ」という名前には、細くなっていく川、悪化する生態
系を踏み絵にする、といった警告も入っています。 
 また、事故直前までの総理大臣が細川護熙（もりひろ）だったとい
うこと。 
 護熙（もりひろ）の煕（ひろ）は、光る、よろこぶ、という意味も
あり、細川ふみえを護（まも）る、または、あなたは生態系破壊をよ
ろこんでいる、という痛快な伝言にもなっています。 
 少し過去をさか登って調べれば、いろいろなことがわかる仕組み
になっていて、それを、誰もが調べられるようにしたのが、インター
ネットなのです。 



 やるほうは、あとからそれを追う者に、暗示、理由などを、なにか
を伝言板として、手がかりとして、正確な説明を残していっているの
です。 
 さらに、酒を飲ませておけば、裁判でうそをつかなければならなく
なり、うそをつけばつくほど、事故の加害的な可能性は見えにくくな
る、自分がやられたことも見えにくくなるということも考慮に入れ
た、精密なテロごっこだったと、ほぼ断定しています。 
 自分の人生において、うそをつけばつくほど、なにもわからなくな
っていく仕組みを、思い知らせているわけです。 
 毎日、演技をして生きれば生きるほど、死ぬまで演技をして、うそ
をついて生きていかなければならない世の中だということ。 
 本当は心の中でいやだと思っている自分の仕事を続けていっては
ならないのです。 
 その後、森喜朗という総理大臣が出てきましたが、これも、わかり
やすい通告になっています。 
 森（地球）が喜ぶ政治をやりなさい。 
 これも、たけしだけに発せられた知らせではないということ。 
 すべての人たちに向けての伝言にもなっているのです。 
 森自身も、自分の名前がどのような方向性にあるのかがわからな
いまま、突き詰められないまま政治家をやっているので、名前での伝
言板に回されたということなのでしょう。 
 もし、そんなことなんかできっこない、という人がいるのであれば、
それは、地球がやった組み合わせである。 
 生態系の律動がそうさせた、地球が自分を守るために、人間を動か
して、使って、人間たちにそのような警告を送った、という、自然現
象だということでも、解釈（かいしゃく）、理解できるのです。 
 しかし、もしこれらのことが本当のことだとしたら、あなたはどう



思うだろうか。 
 私なんかは、テロ集団がやったものであろうと、地球がやったもの
であろうと、怪我をした本人には気の毒ですが、その、「精密さ」に
恐怖を感じます。 
 

また、ビートたけしの父親は、ペンキ屋をやる前に、弓を作って売
る仕事もしていたのです。 

これも、国家からの重要な導き、伝言になっていました。 
世界は、たけしに、映画、「教祖誕生」で、野生動物にふれさせ、

食べていく、生きていく、ということの原点について、考えてもらわ
なければならなかったのです。 

網タイツをはかされ、頭には折り紙で作った金の帽子のようなも
のをかぶせられ、独裁者だかなんだかわからない上着を着せられ、ち
ょうちんブルマのようなものをはかされて、自分がバカにしている
田舎者のようにほっぺを赤くぬられ、タケちゃんマンという姿にさ
せられてテレビにつるし上げられた自分の姿を、まずは、自分でよく
見て、「オレはなにをやっているんだろうか」、と疑ってみなければな
らなかった。 

最初から、完全にバカあつかいされて出させられてきている。 
そういった、自分が置かれている状況に、いち早くおかしいという

ことに気がつき、いったん、止まらなければならない。 
それができないと、怪我や病気にさせられて、無理やり止められる

ことになるのです。 
これは有名人であろうが、普通の人であろうが、まったく同じこと

です。 
ただ、田舎者や老人に対する表面的な嫌悪は、あながち間違っては

いない。 



あとは、なぜ、目ざわりなのかをつき詰めて考え、どのように解決
しなければならないのかを世間に提示するだけでよかった。 
 
 
 狩りに関しては、銃から弓へとさか登らなければならなかった。 
 みんな、アメリカで、銃の乱射によって死ぬ人間を、無視し続けて
いる。 
 アメリカが世界にロクでもないことをしてきたのに、なぜ、と言う
かもしれませんが、あたり前のことですが、戦争をやらせられるのは、 
金と食べものをにぎられた兵士という奴隷だということ。 
 ほとんどのアメリカ国民や日本兵には、過去の戦争などにはいっ
さいの責任がないということを知っておいてください。 
 
 
 

地下鉄サリン事件、などという、小説の題名になってもおかしくな
い名前をつけられている、オウム真理教が起こした一連のことにつ
いて、私がおかしいと思っている点を説明しておきます。 

なぜ、サリン工場のような大きなものが、世間に知られないまま事
件が起こったのか、疑問に思っていました。 
 どこかのテレビ局や新聞社が、ヘリコプターで上空から映せば１
発でわかるあやしいものなのに、事件が起きるまで、知らされなかっ
たと思う。 
 サリン工場を空から映した映像や写真を、テレビでまったく見た
ことがない。 
 それを映して、教団に、「この工場のようなものはなんですか?」
と聞き、きちんと答えられないようであれば、警察の捜査が入ったは



ずで、未然に防げたかもしれない。 
 しかし、マスコミ全体はそれをやらなかった。 
 まるで一体化しているかのように、やらなかったのです。 
 そのときに、報道や新聞、テレビなど、あらゆるものを使って、電
車内にサリンをまこうとする殺人宗教団体を、「どのようにして作る
のか」、ということを考えてみるのです。 
 報道媒体、つまりそれは、世界、国家が使える映像、音声、文書の
こと。 

国家が、その名前の者に宗教を作らせ、娯楽番組に出してよろこば
せ、信者を大量に増やし、敵対する弁護士を出してきて団体に圧力を
かけ、毒ガス、サリンを製造する情報を、なにかしらの方法で伝える。 
 そのような、人間の操作、誘導、手順、経路で、オウム真理教は作
れてしまうと考えるのです。 
 つまり、報道関係を使える国家は、サリン工場という得体のしれな
いものを、大衆に公開しないまま、あの集団たちにサリンを作らせ、
電車内に「ばらまかせた」、という線も出てくるわけです。 
 
 
 
 将棋の七冠王の作り方 
 
 続いて、将棋の、羽生善治の作りかたを紹介したい。 
 羽生は小学２年生のころ、親の買い物のついでに将棋道場に通う
ことになるが、なにかしらのきっかけで、広島カープの野球帽をかぶ
せられている。 
 これは、親がかぶせたものであろうと、羽生が選んでかぶったもの
であろうと、どこかの誰かから、操作してしまえると考える。 



 将来、被爆した者たちのことを考えるように、とのことであったと
思う。 
 赤い帽子をかぶる、ということは、目立つ、ということです。 

その、目立つ、弱い小学生は、道場にいた者たちから、次から次へ
と声がかかり、対戦させられる、よきカモにされることになる。 
 つまり、幼年期から、人より多く負けることになるのだ。 
 羽生の親は帰りの車の中で、善治に、必ず、どうだった? と聞く
はずである。 
 そのたびに、何勝何敗であった、などと善治は答えるのであろうが、
たくさん負けると、親は、自分のことのように残念がるであろうし、
たくさん勝てば、自分のことのようによろこんだはずである。 

常に、がんばれがんばれ、と言うはずだし、勝てば勝つほど、親は
子供のことをほめるようになる。 
 羽生は、もっと親にほめてもらえるように、将棋に熱中したに決ま
っている。 
 親がほめることを一生けん命にやるのが、なにをすればいいのか
わからない、子供なのです。 
 そこで、その熱中にガソリンをそそぐことができるのが、マスコミ
なのです。 
 新聞、テレビ、雑誌。 
 これらが、羽生の背中を押すことができるのである。 
 羽生は、勝てば勝つほど、親にほめられ、良い自己確認を得ること
ができるのだから、将棋にしか集中できなくなっていったに違いな
い。 
 将棋はおもしろいし、それが、自分の存在価値を高めてくれるのだ
から。 
 羽生が勝てば、新聞などの媒体は大騒ぎする。 



 負ければ、騒がない。 
 新聞やテレビが騒ぐと、一般の人たちも騒いでいる、期待している、
よろこんでいる、と普通の人たちは思うのであろうが、そんなことは
ない。 
 騒いでいるのは、カメラマンや記者、テレビに出てくる者たちだけ
である。 
 これが、あやつられた、盛り上げ屋の黒子（くろご）たち。 

歌舞伎で言う、演技をする役者の手伝いをする者たちだ。 
普通の人たちは、一日中、会社か学校に縛られているので、そんな

ことで騒ぐひまはない。 
 しかし、羽生本人や、家族、将棋で争っている者たちは、大勢の人
間が騒いでいる、盛り上がっていると錯覚してしまうのである。 
 ほかの者たちも、羽生に追いつけ追いこせと、がんばったに違いな
いが、その、羽生のうしろにいるかのような、総合マスコミ軍の圧力
を、想像して見てほしい。 
 

自分が勝っても、みんなはがっかりする。 
 羽生が勝てば、日本中の大衆も新聞社も、大歓声を送り、将棋界の
利益にもなる。 
 
 そのような錯覚を起こさせるのが、マスコミなのである。 
 錯覚をした、羽生の対戦相手たちは、羽生だけではなく、新聞社や
日本国民をも敵に回して戦わなければならなくなるのである。 
 そのような重圧にも負けないで、挑戦してくる者もいたのであろ
うが、名前の数、ネームバリューなどと呼ばれる、各媒体での雰囲気
は恐ろしく、自分が勝っても、「あんた、誰?」と言われてしまう雰
囲気に、誰もが気圧（けお）されてしまうのです。 



 それくらい、テレビや新聞が、ある個人を盛り立てるということは、
同じ土俵で争っているものたちを、精神的に地に落としてしまうこ
とができる。 
 これらが、その錯覚におちいっている者たちだけがかかる、催眠術
のような、重圧の正体なのです。 
 その、催眠術にかかりたくないのなら、その操作自体に気がつき、
その操作を常に意識できるようになるか。 

または、テレビや新聞といった媒体からの情報をいっさいしゃ断
して生きるかだが、今の世の中で、そういったことが本当にできるか
どうかは、その人しだいであろう。 

それでなくても、人は小さいころから、それらの刺激がなければ生
きていけない、飢餓状態、中毒状態を作り出されて、操作されている
のだから。 
 あとは、史上初の七冠王まで盛り上げれば、羽生善治のできあがり。 
 世界のホームラン王でも、投手でも同じことで、報道のしかた、で、
ある個人を作ってしまうことができるのである。 
 
 羽生は、いまだに将棋などのゲームにしか熱意がわかないようで、
このことがいかに、「親が子供にほめたこと」が、その人の一生に作
用してしまうかがわかると思う。 
 テストで良い点を取ることでしか、ほめることをしない大人に育
てられた子供は、大人になっても、人より点数を取る人間として、一
生、がんばってしまうのです。 
 親がほめること。 
 ある組織が、金と引き換えにほめること。 
 これが、あまりにも強烈に、あるいは一生、その人を左右してしま
うのです。 



 羽生を地に落としたければ、報道のしかたを換え、土井善晴、など
という人を用意しておき、テレビに出しておけば、自然に勝てなくな
っていくというわけだ。 
 土、つまり、負け、に囲まれた、よしはる、ということである。 
 あらゆる媒体を使って、バカにすればいい。 
 これが、マスコミを利用して作ることができる、人間の精神の高揚、
下落、といった操作術なのです。 
 
 
 手品師を超能力者風に出してきて、出版社を使って暴露本を出し、
死人同然にしておいて、伝言板として使う。 
 すごい投手だ、と盛り上げて、無理をさせ、手術というメスで切り
刻んでいく。 
 攻撃的な芸人を作り上げては、怪我をさせ、事故を起こさせ、つる
し上げる。 
 この世界というのは、この繰り返しを続けているのだが、誰もが、
自分だけは違う、と、信じきっている。 
 そのような世界で、誰が、気がつくことができるのか。 
 本当にかしこい者とは、誰なのか。 
 それを世界は見ている、そして選定しているのです。 
 この世界、全体に危機を感じることができるのは、誰なのか。 
 野生動物でもそうなのだが、頭の良い野生動物は、人間が仕掛ける
わなには、絶対に近づかない。 
 わなにかかるのは、バカな野生動物だけ。 
 人間界も、そのようなわなに満ちているのです。 
 そのことに、誰が、いつ、気がつけるのか。 
 その危機に気がつける者こそ、優秀な野生の血が再生した血統で



あり、子孫を残すにあたいする者であるということ。 
 自分が、食わせられているエサに疑問を持つことができる優れた
種。 
 世界は、人を、犬のように見ているのです。 
 これが、⾧年、野生動物たちを飼いならしてきた、遊牧民族の視線。 
 盛り上げて、持ち上げて、思い切り上に投げ上げれば、落ちたとき
の衝撃が大きくなるということは、書くまでもないでしょう。 
 子供を残せても、バカな親や子供というのは、いずれ、その血筋を
切られてしまうのです。 
 エンターテインメント、とは、日本語では娯楽と訳されるが、Enter
は、入る。Tainment は、封じこめる。 
 「大衆へのさらし者として捕獲された者たち」、と読めることに注
目してほしい。 
 

羽生については、羽生（はにゅう）結弦（ゆづる）、という、弓に
弦を結ぶかどうか、という選択肢が突きつけられており、それを本人
や、大衆が、どう読むかが問われているのだが、悪い予感しかしてい
ない。 

羽生には、この本、「誕生の森」を２０１９年の１月に送っている
のだが、どこをどう読んでいるのか、まったく、わからない。 
 私が１０代後半のころ、本屋で、ギョッとしたことがある。 
 羽生にそっくりの、両手、両足がない人が、置かれている本の表紙
に写っていたのだ。 
 これが、恐怖として、今でも鮮烈に記憶に残っている。 
 
 

テレビやラジオというのは、開局当時から、くだらない集団、個人



を金で釣って、金もうけのゲームをやらせ、競争させ、ひたすらそれ
を流し続け、見ている者をうんざりさせて、すべての人に、自分の周
りや、地球上で起こっている「現実」に目を向けさせようとしている
のだと、私は考えています。 
 「この、騒いでいるバカたちを見よ。」 
 ということなのです。 
 かつては軍とつながり、世界中のあらゆる情報を入手してきた放
送局、新聞社というのが、現在のあのようなバカ番組を、単にひたす
ら流し続けるわけがないのです。 
 バカ番組だらけにしておけば、大衆は不安にかられ、ニュースを見
ようとする。 
 そこで、現実を突きつけてやるしかないのです。 
 なにしろ、食べる、働く、あそぶ、増やす、という病気にかかった
大衆しかいないのですから。 
 
 民放のテレビ局というのは背後に新聞社があり、新聞もＮＨＫも
かつては日本国軍と密接につながっていました。 
 戦争中、これらの組織は軍の奴隷でしたが、戦争はとっくの昔に終
わっています。 
 完全に独立して、国家の背後にいる、意志を持つ者たちの、完全な
発信装置、あるいは応答を示すものになっているということを覚え
ておいてください。 
 ただし、そこで働いている人間たちの 99.9% は、ただの奴隷で
す。 
 流される映像や音声、文字などの決定権を持つ者だけが意志を持
っていれば、テレビ番組などというものは、どのようにでも作れてし
まうのです。 



 報道とつながっているそれらの媒体を動かせる者は、金をやって、
ヒーローに祭り立ててやったにもかかわらず、いつまでたっても世
の中の問題、現実を考えない有名人みたいな者には、いかにぶざまな
やりかたで殺してやるか、それしか考えていないのです。 
 これも後述しますが、有名な者たちの多くが、いかに不自然な怪我
や、死にかたをしているか。 
 その、現在、過去にもおよぶ、私たちが知らないような歴史や、膨
大な情報と莫大な資金を持つ組織がひとつにつながったら。それが
世界のそれらの組織とつながっていったらどうなるか、考えてみて
ください。 
 古くから、大衆から金と情報をもぎ取り続け、現在でも莫大な資金
を持っているのは、新聞社と宗教です。 
 ⾧きにわたって、ひまつぶしに新聞を読んでいるアホ大衆が、新聞
社をひたすら巨大化させ続けている。 
 かつてはそれらを各国の王さまが管理していましたが、今は違い
ます。 
 そして、それらが、世界中の問題を危惧しているすべての者たちと
つながったら、どうなるか。 
 なんでもできてしまうのです。 
 私は、とっくの昔につながっていると見ています。 
 なぜなら、世界全体でおおかた戦争が終われば、あとは、人口過剰
状態、ふっとう状態、人間がやる地球破壊などという、山積みにされ
続ける問題だけが浮きぼりになってくるからです。 
 それを、みんなでなんとかしなければならないはずなのですが、そ
れらにはいっさい関係がないような顔をして、働き続けているのが、
大衆なのです。 
 では、それらの重大な問題を、みんなでひとつになってなんとかし



よう、という流れが、一般大衆の裏側で、模索され、考え続けられて
きたというのは簡単に想像できます。 
 そこで、ひとつにつながったそれらは、あらゆる媒体、企業を作り、
増え続ける大衆に、均一な情報を与え、警告を発し、ある流れを作る
ことができるのです。 
 つまり、新聞社や宗教は、さまざまな会社を作り、商品や人間を大
衆の目の前に出してくることができるのです。 
 テレビ、ラジオ、新聞、本、インターネット、音楽、スポーツ、あ
らゆる娯楽、流行、犯罪、戦争、テロ。 
 人ひとり、または大勢の人間を事故に見せかけて殺すことなど、簡
単にできることでしょう。 
 数十年にもわたってテロリストを育てあげ、飛行機をビルに突っ
こまさせることもできる。 
 人ひとりを病気にさせたり、ひとりの人間にある題名の本を書か
せたり、ロックバンドを作らせたり、殺人宗教団体を作らせたり、犯
罪者、シンガーソングライターを作ったり、人をマジシャンにしたり、
台風、ハリケーン、豪雨などを作って、農作物などを台無しにさせる
ことも、地震を起こして津波で町を流すことも、できてしまうと考え
ます。 
 先の、ほぼ同時に起きた、地下鉄サリン事件と阪神淡路の巨大地震。 
 そして、アメリカで起きた同時テロ。 
 それらが一連の流れになっているのですが、最近であれば、オウム
教の実行犯の合同処刑と、西日本豪雨が、こんなにピタリと重なるわ
けはないと考えています。 
 すべては計画され、大衆にさらされるのだということを想像して
みてください。 
 気象兵器などについてもあとで述べますが、豪雨と、信者の死刑は、



一部の大衆の公開同時処刑だったと、私は見ています。 
 
 
 
 そのようにして、テレビ局全体が裏でつながっていて、テレビの映
像と音声の決定権を持つ者がいれば、ある特定の人物、集団、または
大衆に、均一な情報を与えることができるようになるのです。 
 たとえば、大勢の人間に、ある特定の番組を見せたい場合。 
 ＮＨＫの日曜夜９時の番組を、より多くの大衆に見せたい場合、ほ
かの裏の番組はロクでもない、誰も見たくない番組、不快な映像、見
たくない映像、聞きたくない音を流しておけば、必然的に、大衆はＮ
ＨＫを「選択せざるをえない」かたちで、その番組を見ることになる
わけです。 
 大衆はテレビ番組を自分で選択して、好きなものを見ていると思
っていますが、実は国家の裏側の連中が見せたいものを、ほとんど強
制的に、「見させられている」だけだということが、わかるでしょう
か。 
 これが、本や音楽なども同じことだと考えられる人は、どれくらい
いるだろうか。 
 そうやって、数千万人にその番組を見せることができる。ある一定
な情報を与えることができてしまうのです。 
 一定の情報は誰でも持っている。 
 その、一定の情報の外側、内側にはなにがあるのか、追跡する能力
が問われているわけです。 
 流される者は、流されるままに。 
 抵抗力を失ったバカは、ひたすらバカにさせられ続けるというこ
と。 



 病気や、がんに対して、免疫力を失っている状態と同じだというこ
とを、覚えておいてください。 
 
 
 前述した、テレビや新聞でバカ騒ぎをしている連中、金で踊らされ
ている者たちを、国境を越えて、さらに地球上の莫大な数の大衆にさ
らさせたのが、YouTube です。 
 あれは、途上国の教室でも見られるようにしてしまった、非常に危
険なものです。 
 あれを見て、「オレもこんなふうにして生きていきたい。金を稼い
でいきたい!」、と思う途上国の人間たちが、大爆発しているのがわ
かるでしょうか。 
 そもそも、ウェブ【WEB】とは、クモの巣の意味で、飛んでくる虫
を捕獲し、弱らせ、殺して食べるためのワナのこと。 
 サイト【SITE】は、位置や、場所、という意味のほかに、「こん跡」
という意味もあり、ある機関において、その人が過去に、ネット上で
なにをやったのかというこん跡が、ある管理機関において、自動的に
記録、採取できるということです。 
 
 サイト、は、【SIGHT】ともつながっており、これは視力や視覚、
視野、見える、という意味のほかに、ライフル用語でもある、「照準
器」という意味もあります。 
 最近、ネット上での自分の登録を示す絵などが、ライフルのスコー
プでねらいをつけられているかのような、円状のようなものになっ
ていることに気がついているでしょうか。 
 【SIGHT】には、笑いもの、あわれな姿、見せもの、みっともない
者、さらしもの、という意味もあります。 



 まずは、自分の命、人生について真剣に考えなければ、自分を理不
尽な奴隷状態にさせている現代社会も見えてきません。 
 そうなると、どうすれば理不尽ではなくなるのか、どのような世界
にすればいいのか、誰も考えません。 
 くどいようですが、人間も動物も、腹いっぱいになるまで食べると、
それらすべてを忘れてしまうのです。 
 これを、人間の餌づけ（えづけ）、洗脳、と呼びます。 
 狩猟民族から進化した遊牧民族が、野生動物に対してやった、管理、
支配、増殖、殺傷、が、下敷きにあります。 
 太らせて、いずれ殺して、食べるための。 
 人類最古の奴隷、百姓たち、そして現在の奴隷たちも、このように
洗脳され、食わせられて、働かせ続けられているのです。 
 莫大な数の一般大衆、学生、労働者自身が、地球に害悪な学業や労
働を拒否して、制度自体を変えようとしなければ、革命だろうがなん
だろうが、なにも始まってはいかないということなのです。 

また、鉄のカーテンの向こう側の連中は、すべての人に、ある程度、
社会勉強をさせているのです。 
 学校に通わせながら、さまざまな仕事をさせながら。 
 そして、その人が社会に出て、どんなことに興味を持って、どんな
ことを感じるのか、見ているのです。 
 その人が、どんなことによろこんで、悲しむ人なのか。 
 親でも、教師でも、会社の上司でも、政治家でもない人間が、です。 
 そこで、その人が、いつ、この世で金をかせぐということは、地球
や人間に害なことをやっているということだと気がつくのか、静か
に見ているのです。 
 どんな情報を入手して、どんな不幸な人間を見てきているか、ちゃ
んとはあくしています。 



 そして、コイツはもうダメだ、地球のことなど考えない人間だ、と
認定すると、生態系に害悪な奴隷のイスをひたすら与えて、殺すので
す。 
 
 
 

これは、まだ１０代、２０代とは言わず、この本を読むすべての人
たちに書いておくのですが、いつもどこかで見るような、あらゆる意
味で、うす汚い大人には絶対になるな、ということ。 
 なにかに、うす汚い、と感じることができる人は、汚いこと、おか
しいことを見極めることができる本能が、まだ生きているという証
拠です。 
 うす汚い人間とは、なにかをごまかして、汚いことを見て見ぬふり
をして、人の痛みを無視するような、人の不幸を傍観するようなやつ
のことで、そんな人間には、絶対になってはならない。 
 汚いものを汚い、と発言しなければ、あなた自身が汚くなってしま
うということ。 
 子供は、汚いものを、汚いと、はっきりと言うでしょう。 
 しかし、汚いものを汚いと言わなくなるのが、汚くなってしまった
「大人」なのであり、きれいな言葉しか使わなくなってしまった者こ
そ、真に、汚れてしまった者であるということは、覚えておいたほう
がいいでしょう。 
 汚い言葉を使う人が、汚い人なのではなく、それは、自分だけは汚
くなりたくないという、防御、攻撃に裏づけられた言動なのです。 
 よく、この世のすべてが美しく、光り輝いて見える、などと言う、
死ぬ前の老人がいるそうだが、それは、汚いものがまったく見えなく
なってしまった、盲目の者がいう言葉。 



 完全に汚くなってしまった自分に、まったく気がつけない、大ボケ
が極まった、汚れ切った老人が言う言葉なのです。 
 
 
 今、男たちは、多少ブスでも、帰ればめしを作ってくれて、好きな
ときに足を開いてくれて、掃除もなにもかもやってくれる、自分の母
ちゃん代わりのような女が、のどから手が出るほど欲しいのです。 
 われ先に人と同じものを買い、借金をしてでもマンションや家や
車を手に入れ、自分の人生を先取りし、妥協して選んだようなブスを
妊娠させ、逃げられなくさせ、働く殿さまの地位を欲しがっている、
維持しているのが、現代社会の男たちなのです。 
 恋愛のようなものは、家庭の外でやればいいと考えている。 
 自分が会社の奴隷のまま子供を作るとき、家での奴隷状態を女に
やらせなければならない男は、少なからず罪悪感を持っている。 
 相手にブスを選べば、その罪悪感はうすくなるわけです。 
 「このくらいのブスなら大丈夫、おれのほうが優位に立てる。」 
 と考えているのです。 
 女に、ブス、という負い目を、心の中で勝手に作っている。 
 だから、気を使わなくてすむ、ということ。 
 精神的に楽になれるということ。 
 これが、大量のブスやデブが子供を産んでいる、結婚している理由
である。 
 そして女は、「金づる」、「働く奴隷」として、適当かどうかで、男
を選ぶ。 
 自分が本当に好きな人や、大切にしようとする人には、絶対にでき
ない仕打ち、奴隷あつかい。 
 そんな人間には、絶対になってはならない。 



 そんな人間には、決して近づいてはならない。 
 一生を台無しにされてしまうからだ。 
 そんなやつらと同じ場所で、同じことをやらされていると、同じよ
うにうす汚くなり、せっかくの、うす汚いことを見極める直感、本能
が台無しになってしまう。 
 その、見極める直感、本能こそが、狂ったものを変えていくことが
できる、大切な抵抗力、免疫力なのです。 
 この世の中は、そんな男とでも自分の遺伝子を残せればいいと、仮
面をかぶり、足を開き、化粧をし、はした金を得るために競争し、あ
とは数十億年間の本能、そのままで生きている女たちばかりだとい
うこと。 
 わけのわからない仕事から逃れられるかもしれない、という理由
も手伝って、結婚しようとするわけです。 
 動機、根底が狂っていれば、その本能はどこまでもねじ曲がってい
く。 
 キツネ、タヌキ、ブタ同士の、だまし合い、さぐり合い。 
 ネコのかぶり合い。 
 仮面をかぶった者同士が、自分に都合のいいことだけのために相
手を利用する、釣りのような、なにかをあきらめるかのような結婚。 
 くっついては離れて、排気ガスを出し、大人になった保育園児たち
が、どんどん赤ちゃんを産んでいる、正真正銘、地獄絵図のような社
会ができあがっているのです。 
 そんな、エサがどこからでも出てくる世の中では、私たちは日々、
狂っていってしまうということ。 
 そういった世界だということを理解して、自覚して、ときどき時計
の針を修正するようにして、冷静になれなければ、みんな、どんどん
どんどん狂っていって、エサを食わされては働かされて、地球に害悪



な存在にさせられて、なにも見えなくなっていくのです。 
 こんな狂った世界で、親でも教師でも、政治家でも上司でもない人
たちが、あなたをどこかで見ている、聞いていると、思っておいてく
ださい。 
 教室の中であろうが、会社の中であろうが、車の中であろうが、電
車の中であろうが、あなたの部屋の中であろうが、大自然の中であろ
うが、不思議なことに、みんな見られている、聞かれているのです。 
 なぜ、そんなことをするのか。 
 それは、密室に満ちた現代社会では、いつ、誰が、誰に、なにをす
るのか、わからない世の中になってしまったからです。 
 どんなうそでもつけてしまう世の中だから。 
 
 たとえば、原子力発電所ではプルトニウムが発生するので、ある個
人が、核爆弾を作って、東京全体を吹き飛ばす、などということも可
能なわけです。ある人間が裏でなにをやっているのかをはあくして
おかなければ、取り締まる側はおろか、政府も、皇族も、自分たちの
命が危ないわけです。 
 そういった、大衆には公開されていない情報採取技術で、誰の情報
でも簡単に手に入るのが、現代社会なのです。 
 私たちは、店で売られているもの、お金で買えるものがすべてだと
思っていますが、それはとんでもない間違いです。 
 国家、世界が、すべての高度な情報、機器を、アホな大衆に公開す
るわけがないのです。 
 売られているものは、すべて、大衆に渡してもよい物。 
 渡してはいけない物は、売られるわけがないのです。 
 その、環境全体をしょうあくするような情報採取技術で、その人間
が、裏と表では、どのように裏返るのか、演技をするのか、うそをつ



くのか、観察しているのです。 
 そして、たまに、その人だけに、テレビなどから、パッと返信した
りしているという、双方向のやりとりをしているわけです。 
 本当は、その人はどんな人なのか。 
 そして許せない人間には、あらゆる手段で制裁を加える。 
 ですので、ある室内にいる者の映像、音声を採取するという行為は、
盗撮、盗聴、などと言われていますが、世界がやっていることは、そ
ういった範ちゅうを超える、誰かの命を守ることにもつながってい
るということを頭に入れておいてください。 
 今、この瞬間でさえ、どこかの密室で、親にロクでもない目に合わ
されて、泣いている子供の泣き声を聞いているのが、世界なのです。 

もしも仮に、あなたに透視能力があり、ある場所の音を聞くことが
できる能力があるとして、すぐとなりの家で、または、あらゆる場所
にて、虐待されて泣いている子供が次々と見えてしまったら、聞こえ
てきてしまったら、あなたならどうするでしょうか。 
 おそらく、人工地震で一部の地域を破壊しようとする者たちの気
持ちが、少しでもわかるのではないでしょうか。 
 
 頭がお祭り状態の保育園児のような男と女、そしてその子孫たち
は、みんな、例外なく、地獄めぐりに会っているように、私には見え
ます。 
 「地獄めぐり」とは、人為的な事故で顔面まひにされるといったよ
うな、生やさしいものではありません。 

だめでもともとで、再生をこころみる。 
 なにもやらないで、悲惨な目に合う人間や、地球が荒廃していくの
をただ黙って見ているよりはましでしょう。 
 黙って見ていると、自分が、その悲惨な目に合う人になってしまう



のです。 
 今のところ、私にはそれしか、人類の突破口が見当たりません。 
 当分は、このことを伝え続けて、賛同者を増やして、実際に、政治
的に変えていこうという意思のある人たちを増やしていくしかあり
ません。 
 世界は、この革命のために、インターネットを出してきたと確信し
ています。 
 これを読むあなたが、この本の情報を受け取っているということ
が、一番の証明です。 
 なにも考えない者など、次から次へと殺していかないと、地上の大
陸の面積が追いつかないのです。 
 誰かが、誰かに伝え、またその誰かが誰かに伝え、どのようにして
立候補者を出していくのか、内閣を成立させるのか。既存の制度を維
持していこうとする政治家をどのように動かしていくのか、伝えて
いくのか。 
 既存の政治家だって、もともとは世の中を良くしたいから政治家
になったはずです。 
 しかし今では、世の中の矛盾はそのまま維持して、その中の歯車に
なって笑っているやつらだらけになってしまいました。 

これを読むあなたは、老人のウンコ掃除をする教育をさせられ、そ
の世話に就職させられている下の世代の人たちを見ても、なにも感
じないでしょうか。 
 早く生まれてきた人と、遅く生まれてくる人のやることにこれだ
けの差があるということに、なにも感じませんか。 
 ほかの仕事をすればいいと言うのでしょうが、その職業が渋滞し
ていたら、どうすればいいのですか。 
 どいつもこいつも、金を稼げる自分のイスにしがみついて、ほかの



者のことなど関係ない、というような大人ばかりでしょう。 
 奴隷のイス取り就職ゲームは、時間がたつたびに、ロクでもない仕
事しかなくなっていく仕組みになっています。 
 
 そういった話し合いを、いちいち排気ガスを出したり、電車で移動
しなくてもできるようにしたのが、このインターネットなのです。 
 インターネットでのやり取り、あらゆる端末でのやりとり、あらゆ
る場所での会話、ひとり言、メール、または、あなたの行動は、鉄の
カーテンの向こう側の連中がきちんと聞いている、見ている、はあく
していると思っておいてください。 
 今までのあなたの人生の、すべてを、です。 
 

「鉄のカーテンの向こう側」の連中、とは、世界各国にて、十分に
財産を持ち、現代社会をいやというほど見つめ続けてきた、たとえば、
新聞社やテレビ局で仕事をしてきた者などで、現実を憂（うれ）いて
いる、つまり心配している、悲しんでいる、嘆いている者たち。かつ
ての軍に従えていた者の子孫たち。皇族、王室から離脱した者たち。 

政治的に変えていかなければなにも変わらないと十分にわかって
いる者たちが、世界のあらゆる軍組織とあらゆる企業、そして宗教と
がつながっている集合体だと、私は考えています。 
 軍や警察、政治、テロリスト、企業。これらの人間たちの１００％
は、決定権を持つ最上階の人間たちのひとことで、右にも左にも動か
せるように、洗脳、訓練、餌づけ、されています。 
 そんな最上階の人間たちが、テレビや新聞などに姿を現すわけは
ないのです。 
 テレビや新聞に出てくる人たちというのは、すべて、腹話術の人形
なのです。 



 私がこの、鉄のカーテンという言葉を初めて見つけたのは、コンラ
ート・ローレンツの、『文明化した人間の八つの大罪』からでしたが、
その本で、ローレンツは、大企業と官僚の裏、表、という意味で使っ
ていて、それらをかなり否定的にとらえていたようですが、私の考え
かたは違います。 
 内閣の人間たち、あらゆる議員、あるいは各国の大統領などは、た
だの腹話術の人形、名前の伝言板、いつでも代替え可能な、しゃべる
ただの司会であり、カーテンの向こう側の連中とは、いっさいの接触
がないと見ています。 
 ただ、間接的な連絡系統というのはととのっており、その人を動か
すことが可能であるということ。 
 かつて、巨人軍の川上哲治が監督の時代に、その言葉をもじって、
「哲のカーテン」という言葉が新聞などに出ていたようで、「大衆に
はいっさいの采配を見せない」という意味で使われていたようです
が、つまりは、よく、各大臣の演説などで、演説する人のうしろにカ
ーテンが引かれているのを見ることがあると思いますが、つまりは、
そういうことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 再生の道順 
 
 
 
 生態系の再生という突破口については、１９９２年くらいからぼ
んやりと頭の中にあったのですが、当時は、ではそれをやるために、
まずはなにをしなければいけないのかが、わかっていませんでした。 
 しかし、年月を追うごとに、それが徐々に見えてきたのです。 
 というよりも、世界の裏側にいる、意思のある連中の姿が少しずつ
見えてきて、それらの人たちとの思いが一致し始めた、というのが正
確なところです。 
 まず、最初に成しとげなければならないのは、普通の車両を日本の
各都市部からでも段階的にやめていって、最終的には全部やめる、と
いうことでしょう。 
 これが、単純、明快でした。 
 人間が２本足でどこまでも歩いていくということを実現させるの
がわかりやすいと思います。 
 自分の住んでいる場所から数キロ以内に食料を売る店がある人は、
車を使ってはならない、というような、段階的なやめかたもあるでし
ょう。 
 どうしても⾧距離を移動しないといけない場合は、自転車で移動
するというのもいいが、いずれにしても、それらは将来的にはすべて
やめなければならない。道路を車が通っていなければ、人はその道を
歩き出すであろう。 
 生態系の再生、および弓での狩りについては、各都道府県の特定の



地域を模範地区として、これも、段階的にやっていくという手もある
と思います。 
 田んぼを、もとの森、地球に戻していくのです。 
 大阪であろうが、東京であろうが、地球の吹き出もののような鉄筋
建造物、ビル、コンクリートをすべて破壊し、片づけていく。 
 食べものを、人工的に作られたものから、野生のものへと切りかえ
ていく。 
 電気を使える時間帯を、まずは夜だけに限定して、段階的にやめて
いくという方法もあるでしょう。 
 そして、極力、元の地球に戻していきます。 
 定住も、最終的には人間が捨てなければいけないものですが、すべ
て壊さずに、まばらに残した家屋については、その日、最初にそこに
たどり着いた者たちが短期間だけ使ってもよいことにしてはどうか。 
 食べものはどこかから運ばれてくるということはないので、必然
的に、すぐに移動しなければならないのです。 
 もちろんそこには、電気もガスも水道もありません。 
 あくまで、生死にかかわる悪天候から、一時的に身を隠すためだけ
のものです。 
 いずれ、家屋という家屋は、自然と壊れていくことでしょう。 
 
 車両は、食料などの運搬など、最低限のものだけに限定していく。 
 １年に１回でも、日本全国で一般車両の通行を完全にやめてみる
と、いかにスッキリするかがわかる。 
 それを、テレビに中継させる。 
 １日中車が途切れない道路との比較映像を流し、見てもらう。 
 これで、いかに人間たちが毎日毒ガスを吹いて生きているのかが
わかるでしょう。 



 いずれは、すべて、なくさなければなりません。 
 
 医学に関しては、地球の再生にたずさわる者の怪我や病気は、しば
らくは保障しなければならないでしょう。 
 ビルや余計なものの解体などで出る怪我人や病人です。 
 狩りを始めてもよい、ということになった地域の人は、それからは
病気をするのも、怪我をするのも、全部自分の責任になります。 
 老人などの医学については、家族が２４時間つきっきりで見守り、
世話をする人がいる者の、最低限の医学、たとえば、麻酔などは、し
ばらくのあいだだけ保障する。 
 痛みだけを取り除いてやるしかないが、それ以外はなにもしない。 
 これで、看護師や医者を大幅に減らすことができ、最終的にはなく
すことができるでしょう。 
 つまり、病気や怪我をしたら、もうおしまいだという緊張感を、野
生動物と同じように、人間も取り戻していくのです。 
 
 
 看護についてですが、よく、人間の口に食べものを突っこんでいる
人をよくテレビで見ますが、あんなことは絶対にしてはならない。 
 それがたとえ自分の家族であったとしても、です。 
 なんでもやってやると、その人の脳はさらに死んでいくからです。 
 せめて、目の前の食べものを自分で食べられて、自分でもトイレに
行ける者が、現代での、最低の生きものの条件だと判断します。 
 自分で食事ができていた人のそばにごはんを置いても、自分で起
き上がって食べられなくなったら、その人はもう死にゆく人なのだ
と、判断します。 
 しかし、その死人に、無理やり食べものを突っこんで生きのばそう



とするのが、今の狂った現代社会なのです。 
 無理やり口の中に食べものを入れることが、仕事になっている。 
 それが、その人の、金かせぎ、ビジネス、与えられた仕事なのです
から、あらゆるものが狂っていかないわけがないのです。 

私は、生まれてしばらくたった赤ちゃんのときから、赤ちゃんの口
の中に食べものを入れてはいけないのではないか、と考えています。 
 手づかみで食べものを食べさせる。 
 これで、小さなころから飛躍的に脳が発達するのではないかと考
えています。 
 そして、極力、コメを食べさせてはいけないのではないか、という
直感があります。 
 テレビでよく見る、過保護すぎる母親たちを見ていると、今の子供
たちというのは、脳が発達しないまま、バカなまま育っているのでは
ないかと思うのです。 
 ただ、はしやスプーンを使って食べられることを覚えただけの大
人を見ているような気がするのです。 
 ただ、狂気になって、自動的に競争することだけは決して忘れない。 
 

それから、よく妊婦が、炊けたごはんのにおいで吐き気をもよおす
のを、テレビで何度か見たことがあるのですが、吐き気というのは、
その人に死が襲いかかっているときの地球からの信号です。 
 食べてはいけないものを食べたとき、食べてはいけないもののに
おいをかいだとき、自分が死ぬ危険性に囲まれているとき、など、や
ってはいけないことをやったとき、またはやらせられているときに、
体は私たちに吐き気という信号で教えてくれます。 
 吐き気だけではありません。 
 痛い、やりたくない、うざい、眠い、目が見えなくなってきた。 



 これらの信号は、「あなたが今やっていること、または日常やって
いることをやめてください。」という、体からの信号、訴えかけなの
です。 
 路上の信号でも体からの信号でもそうなのですが、それを無視し
続けると、自分が死んだり、同種の者を殺してしまいますよ、という
数億年間の私たちの先祖からの信号なのです。 
 私たちの体は、そのように、ものすごく精密に、そして単純にでき
ているのです。 
 しかし、現代人も、やりたくないことをやり続けてしまいます。 
  

なぜか。 
 

 食べものが、「金」にすりかえられているからです。 
 食べものを自分で探して生きる、という、その純然な本能を打ち砕
いたのが、大昔の、大衆を奴隷にした、権力者集団だということ。 
 そのようにして、妊娠した女は、胎内に宿る子供に、ごはんを栄養
として送ってはいけない、という信号を感受して、吐き気をもよおす
のです。 
 しかし、日本人や、コメを食べるすべの地域の人たちは、その妊婦
の信号、症状に、なにも疑問を持たないで食べさせてきました。 
 生まれたときから食べさせられているものなので、誰も、なにも疑
わないのですが、何度も書くとおり、現在のコメは、地球上に自然発
生したものではありません。 
 野生の稲を改良して、つまりは、人間が植物の姿かたちを変えてし
まったものに、水を含ませて、火を使って炊き上げたものが口に入っ
ているのです。 
 この、コメが炊けたにおいで吐き気をもよおす女たちを、見逃して



はいけなかったのです。 
 しかし、主食がコメ、という場所に生まれてしまっては、その食べ
ものを疑うことなどできるはずもなく、それを食べる全地域におい
て、妊婦の信号は無視され続けている。 
 現代の、四方八方を壁で囲まれた暮らしでは、妊婦は、「吐き気を
もよおすのは私ひとりだ。だから、私がおかしいのだ。」 
 と考えてしまうのです。 
 この原因が、ある不快な信号を感受したものが、病気だ、おかしい
者、と片づけられてしまう、現代の環境にあることがわかるでしょう
か。 
 妊婦は、たいてい一家にひとりだからです。 
 子供の訴えかけなどは、親が奴隷状態にある場合、じゃま以外のな
にものでもない。 
 そこで、信号の伝達は切られてしまう。 
 誰かがなにかを訴えかけても、そこには、洗脳され、がまんして生
きている奴隷の大人たちが待ちかまえており、なにかを訴えるその
人間がおかしい、と片づけられてしまうのである。 
 この、生きものからの信号を無視、拒否することが、人間同士の不
和の、初めの第一歩なのです。 
 大多数の家族や、あらゆる組織がそういった環境にあり、誰もがそ
の不和の中を生きているということに気がつくでしょうか 

だから、その信号を正確な言葉にして、いろいろな人に伝えなけれ
ば、なにも解決していかないということなのです。 
 
 

その、妊婦の吐き気の信号は、結局、人間と家畜を地球上にあふれ
かえらせ、人間たちが分担労働で一生を縛られ、自分で自分の首をし



めることになっていく警鐘、信号にもつながっていたのではないか
と考えると、生きものからの禁止の信号というのは、地球の破滅の信
号につながっていると見ることができるのです。 
 だから、本当は、ごはんというものは、作ってもいけないし、食べ
てはいけないものだと考えるのです。 
 
 

先に話した、目が見えなくなってきた、ときに、親は迷わず子供に
メガネをかけさせているようですが、これは間違いです。 
 なにかで弱った動物の視力が、回復しないわけはないのであって、
最初は、一時的に弱っているだけなのですから。 
 それが、「日常やっていることをやめてくれ」、という体からの信号
なのです。 
 しかし、メガネをかけさせることによって、いやな勉強を強要し続
けることによって、本来持っている自然な回復力がうばわれてしま
う。 
 いやなことをやっていくと、自分の体の生命力というのはほろん
でいくのです。 
 このことも、将来、地球を壊して生きるように洗脳されている子供
の目を見えなくさせるという、地球からの抵抗、罰、知らせだと考え
ると、生態系というのはなんとうまくできているのだろうかと、感心
するのです。 
 地球を汚して壊すのが大衆だから、それを守るために、生態系の抵
抗力が生まれてくるというのも、ものすごい。 
 地球を壊して汚す人間たちがいるのだから、それを阻止しようと
する人間たちが出てくるのも、当然といえば当然のことなのです。 
 人間の行動をやめさせる、地球の抵抗力。 



 現代社会では、目が見えなくなるとすぐにめがねをかければすむ
ので、わからなくなっていますが、完全な野生の中で目が見えなくな
るということは、死ぬ、ということを意味するのです。 
 めがねをかけている人を見ると、ある枠の中だけしか見えなくな
ってしまった人、というふうに見えるのですが、自分はそうはならな
い、という危機感が必要だし、親がそのように子供を見ていなければ
ならないということなのです。 
 事実、めがねをかけている人は、めがねの枠の外は、ボヤ～っとし
て、はっきりと見えないと言っていました。 
 だからといって、自分の見栄えを良くしようと、コンタクトレンズ
を入れる人がいますが、眼球に人工的なものを当てがって、目にいい
わけがありません。 
 
 
 子供は、初めは、どうしたら親などにほめられるかを期待して生き
るしかない。 

そこで、勉強をしてテストでいい点を取ることでしかほめること
をしない親に育った子供は、間違いなく人よりもいい点数を取るた
めだけにいっしょうけんめいになってしまう。一生を費やしてしま
う。 
 人間たちが、ねじ曲がり、よくわからない姿、格好にさせられてい
ることを、自分を鏡に映して、自分で確認して見てください。 
 親や大人が子供に見せる姿や、格好、行動というのは、ほとんどそ
の子供の一生を左右してしまうくらい、強力なのです。 
 
 
 自殺したいという人間については、家族の同意を確認して、薬物な



ど、医学的な方法で死んでもらいます。 
 まだ、現代では、勝手にどこかで死なれると、それを片づける人の
労力が必要になってくるからです。 
 毎日、電車に飛びこんで死ぬ人たちがいるようですが、それを片づ
ける人たちの身にもなってみてください。 
 そして、飛びこむ人の気持ちにもなってみてください。 
 人間が人間を圧迫して、自殺させているだけなのです。 
 みんな平等になるのだから、労働などなくなるのだから、社会的な
悩みなどなくなるのだから、みんな原始狩人に戻っていくのだから、
変えていくことに協力しろ、と言えば、誰も自殺などしなくなると考
えます。 
 
 

そういったことを徐々にやっていって、どのくらいの人口が減る
のか、ようすを見てみる。 
 私は、日本の国土の限界人口は、おそらく数万人ではないかと考え
ています。 
 限界人口とは、それ以上増えると、人間同士の殺し合い、食べもの
のうばい合いが始まってしまうであろうという数です。 
 数千から数万という人数が保たれ、続いていって、なにがおかしい
のだろうか。 
 それぞれの地域で、人口の数の競争をしろなどとは、誰も、ひとこ
とも言っていない。 
 自分の住む地域に人を増やしたいなどと言っている人は、自分た
ちが売るものの売り上げが伸びればいいと思っているだけの人たち
です。 
 あまり、ふざけないでほしい。 



 人間や、ある種の個体数というのは、大幅に増えもせず、減りもし
ないというのが、地球においての、本来の適切な存在のしかたなので
あって、それが、現代では大幅に狂っています。 
 人間と家畜だけが、大ふっとうし続けている。 

ある種が絶滅するだとか、大幅に減るという淘汰は、地球が決めれ
ばいいことなのですが、現在では、人間が、ある種の生命を絶滅させ
続けている。 
 地球には、本当に地球のことを考えられる優秀な人間たちが、数百
万人ほどいれば、それでいいのです。 
 その、自然な淘汰に逆らっているのが、現在の人間たちだというこ
と。 
 
 また、日本という国土が、完全に狩猟採集で生きていける土地なの
かどうかもわからないし、世界全体がそのように動いていかないと、
日本や、世界中の地域の、「本当の気候」というのもわからないでし
ょう。 
 しかし、やってみないとわからないのです。 
 私たちの体は、そのときの環境によって、生き延びやすく変化して
いくことでしょう。 
 食料は、食料自給率が低いことを利用して、国内の自然からの恵み
を回復させていって、それを食べるようにし、海外からの食べものと
交差させていく。 
 なにもやろうとしない人間の分は、配らないようにしていく。 
 遊牧移動や家畜飼養、船での魚の捕獲、わな、は、最終的には全面
的に禁止する。 
 狩猟用具は、弓、やり、石器、鳥もち、ブーメランなどの、木や石、
植物などを使って、自分で作れて、自分の力を使って倒すものに限定



する。 
 私が書いていることが正しいと思う人、それを伝えたいという人
を増やして、小学校の教室などを借り、勉強会という形で、一般の人
に、広く、日本中で、伝えていくという方法も考えられます。 
 生態系再生内閣のようなものが政権を持つことができれば、小さ
いころから子供たちに、こういった重要なことを教えていき、余計な
ことはいっさい教えない、というような学校を作っていくこともで
きるでしょう。 
 というよりも、親や大人が、子供に教えていけばいいだけの話しで
す。 
 そういった地道な方法でしか、根強く伝わっていかないと思うの
ですが、そういったことは私もやってみたいです。 
 そして、その情報を受け取った人で、自分も伝えてみたいという人
が、どんどんつなげて、伝えていくのです。 
 またそこで、誰かからの正確な批判というのも出てくるかもしれ
ません。 
 それはそれで、みんなでその情報を共有し、学んで、考えていくの
です。 
 こういった意見の交換は、今のところ、インターネット上でも可能
です。 

ところで、あなたの身近な人の名前に、「森」や、「山」とつく人は
いないでしょうか。 
 テレビなどではあふれかえっているように見えます。 
 日本に、世界に、境界線のない森を、もともとの地球を復活させま
しょう、という、世界の裏側からの伝言、通達だと考えてみてくださ
い。 
 あらゆる分野から、たくさんの人たちが出てきていますが、たとえ



ば、タイガーウッズの、ウッズ、Wood も、ひとつの森、樹林、森林
という意味があります。ただこれには、閉ざされたひとつの森、とい
う意味が強く、ある区画の森を、「金持ちのトラ（タイガー）」が買い
占めている、と、取れます。 
 国境や境界線のない、もともとの地球の森は、Forest フォレスト
と呼ぶようです。 
 みんな、そのことを伝えるための、腹話術の人形のように、あやつ
られているのです。 
 ただし、その人がその意思を持てば、その人は人形ではなくなりま
す。 
 人形のままでいようとする者は、いつ捨ててもいいのです。 
 本人がいつまでもそのことに気がつけなければ、あとは処分、駆除、
殺されていっているように、私には見えます。 
 このことは、この本の中の、「世界は死の警告と再生の鼓舞にあふ
れている」にて、あとあと説明します。 
 
 

すべての国では、個人が、人と同じことをやって、一気に大金は手
に入らない仕組みを作っています。 
 普通の個人は、車や家を、借金をしなければ買えない仕組みになっ
ているのです。 
 そこで、借金をする人間は、バカだと判断されるのです。 
 人生、命を先取りして、地球をより、破壊するのだから、あたり前
なのですが、その人の財産は、完璧なまでにはあくされ、身動きの取
れないように管理されているのです。 
 もし、自分に金がなくても、物が手に入る国の人間たちが、みんな
そのようにして借金をして車などを買ったらどうなるのか。 



 現在のような、車と排気ガス、家だらけの地球になってしまうので
す。 
 だから、そういうバカはなるべく早く処分しなければならないの
です。 
 なにかで有名になった人も、その人の力だけではなく、すべて、伝
達者などの理由があって、誘導されているだけなのです。 
 これは、有名、無名、関係ありませんが、この間まで戦争を繰り返
していた国家、世界が、明らかにくだらないことをやり続ける者を、
いつまでも、のうのうと生かしておくわけはないのです。 
 

かつて、世界中の軍、つまり国は、「自分の国の人間のために」と
いう、境界線を引いたあやまちに縛られていました。 
 今は、もうそんなことはない。 
 世界はとっくの昔にそれを反省している。 
 それを知りつつ、地球に害悪なことをして生きようとするものに、
周辺から知らせていく。 
 それでも変わらないようであれば、圧迫して、殺す。 
 世界国家は、誰もが進学し、誰もが就職を探し続ける限り、その、
「多数決」を見て、ただ、奴隷仕事を作り続けていますが、根底にあ
る大自然を、普通の人よりははるかに重要だと考えていると思って
おいてください。 
 これはこの先の話しですが、生態系の再生に賛同者が増えていき、
立候補したいという人が出てくるかもしれません。 
 そういった人には、既存の選挙活動や、テレビカメラの前でしゃべ
る、選挙当日に集団で集まって中継される、勝手にカメラで撮られる、
などということはしなくてもいいという、強い態度をつらぬかなけ
ればならないと思っています。 



 そんなもの、必要ないからです。 
 私が今まで書いてきた、この膨大な情報を、数分や数時間で、しか
も映像つきで、正確に大衆に伝えられるわけはありません。 
 誤解され、うざがられるだけでしょう。 
 勝手に、そういっためちゃくちゃなことをされても迷惑なわけで
す。 
 ですので、マスメディアの言いなりにはならないという態度を持
っている人でないと、むずかしいと思います。 
 あらゆる大衆媒体に、約束を守れないのであれば、規則を変えてい
くということ、すべてから手を引く、という条件をつきつけてやるく
らいでいいのです。 
 お前たちは、流されるニュースが正常だと思っているのか、という
ことを、突きつけてやるのです。 
 人の姿を勝手にカメラで撮るな、と。 
 お前は地球を再生させようとしている者の命の保証ができるのか、
と。 
 既存の政党がやってきた、あらゆるバカなことをぬりかえて、差別
化をはかっていきます。 
 背広、スーツというのは、アメリカが考えたビジネス奴隷の服なの
で、着ない。 
 なぜなら、そういったことは、誤解され、変えていくことのさまた
げになると考えるからです。 
 間違っても、選挙カーでうるさく怒鳴る、集団で飲み会などをする、
などということはしたくないわけです。 
 まだ、賛同者が数人しかいないときに、その数人が立候補したとし
ても、今のところ当選するわけはないし、当選したとしても、あまり
意味はないでしょう。 



 １人の当選者よりも、１０００人の、本物の理解者が必要なわけで
す。 
 だからといって、なにも変えようとしない、見ているだけのやつら
のために、こちらが心身を削ってまで、なにかをやってやる必要もま
ったくない。 
 自分は、生態系を汚す歯車のためにお金は稼がない、という態度、
行動だけで、しばらくは十分でしょう。 
 世界を操作する者たちに、そのようなやりかたが正しいと判断さ
れれば、そのように世の中が動いていくと考えています。 
 働く大衆たちに、社会的なあらゆる立場や肩書きを、まずは捨てて
もらわないことには、いつまでたっても、働く者と働く者の対立、競
争、それを支える者と、支える者同士のいがみ合いが続いていくだけ
だからです。 
 
 また、制度を変えていくときの仕組み自体がおかしい、遅い、と感
じるのであれば、それ自体の見直しも必要だろうし、それは後続の者
たちのためにもなるだろうということです。 
 
 
 

ここまで読んでみて、あなたはどのように思ったでしょうか。 
 わからないことや、質問は、いつでも、何度でもしてもらってもか
まわないのですが、本全体の感想については、読んで、すぐに返信を
返すのはやめてほしいのです。 
 これらのことは、私が３０年ほど興味を持ち続けていることで、機
会があるたびに考えて、調べて、経験して、想像し、考察した結論な
ので、すぐには理解してもらえないかもしれないからです。 



 十分に熟読して、気になるところは自分で調べてみて、テレビや報
道、世界、人物というものを、少し違った視点からしばらくは見ても
らって、読み終えてから１か月後、以降にでも、あなたの意見があれ
ば、送ってきてください。 
 テレビや新聞というのは、必ずしも推奨することを取り上げて流
しているのでは決してないということ。 
 そればかりか、バカな大衆を写し鏡にしたような、度をこえたバカ
を作り、それをたれ流し続けているということを、まずは、知ってほ
しいのです。 
 テレビを見たら、それに出ている人に、自分自身を発見してみてく
ださい。 
 
 
 この、「誕生の森」には書かれていない、事柄の考察や発見なども
ありますので、ほかに読んでみたいと思うものがありましたら、返信
に書いておいてくれれば、電子手紙にて送ります。 
 内容は、ざっと、こんな感じになっています。 
 
 
 

生態系再生革命とは 
 

同類の殺し合いを維持している労働者たち 
 
 人間が起こしている地震 
 
 



 弓の狩人 
 弓のすごさ、弦の張力 
 日本で、弓での狩りが禁止になった理由 
 原始狩猟の魅力 つながる革命 
 コメ、パン、野菜が虫歯を作る 
 農耕が、人間と地球をダメにし続けている 
 
 
 狩猟と農耕とサラリーマンは共存してはならない 
 

「働きたくない」は、正しい 
 
 虹と弓 
 
 人類共通の希望、本音 

労働、奴隷状態からの解放 
 
 
 人の死は、地球からの信号、警告をともなっている 
 あらゆる生命の死も同じである 
 
 
 銃がダメな理由 
 
 弓でやってはいけないこと 
 
 嘘が書かれた世界の教科書 



 人間が知らずに作ってしまっている致死性ウイルス 
 それを利用するテロ 
 
 農耕が引き起こす洪水、巨大地震 水没していく世界 
 
 人は、デブになるとバカになる 
 
 

人工知能、将棋ソフトから学ぶ 
 ダメなものはやめる、継続しない 
 奴隷の脳からの再生 
 将棋の駒が教えてくれること 
 
 

気象兵器とは 
 人工降雨、台風、ハリケーンを人工的に作る方法 
 なぜ、「⾧崎は今日も雨だった」のか 
 

夏の海は温泉になっている 
 

 ごはんやパンを食べ続けるとバカになる理由 
 
 監獄されていた家畜の肉と、完全な野生動物の細胞の違い 
 
 

人間が病気になる仕組み 死の兆候 
警告 デブ、ハゲ、メガネ、白髪、怪我 



食わせて、太らせて、病気にして、殺す 
全媒体一体型の大衆殺人戦略 

 
 
 食わせて、太らせて、働かせて、ストレスをかけ、さらに太らせて、

病気にして、直して、働かせて、弱らせて、殺す 
ＬＩＦＥ ! ～人生に捧げるコント～ 

 
 
 強く⾧い空腹は体のあらゆる機能を回復させる 
 
 多くの日本人が植物人間になって死んでいく理由 
 
 
 世界中のすべての幼児、子供番組、本、音楽などは、大人用に作ら

れている 
 
 地球上の、夢と欲望と金を追う８０億人 
 
 人は、狂った人によって狂っていく 
 
 
 あらゆる組織、個人的な問題、悩みは、人間がやっている地球破壊

が根本の原因である 
 
 車の速度制限違反の取り締まりが、「ネズミ捕り」と呼ばれる理由 
 



 地球に、いっさい役に立っていない現代人 
 
 親と学校に、感情を殺されて社会に出てくる者たち 
 
 
 マスメディア、あらゆる大衆媒体が伝える、裏地震情報 
 「予告」と「解説」 
 
 
 
 
 
 
 
 

２つにひとつの選択 
 
 
 
 まずは、この本の内容を理解できる人がいるのだろうか、というこ
とと、そのように世の中を変えるべきだと思う人はいるのか。 
 文章の内容は伝わるのかどうか、少しずつ、ていねいに書き直して、
電子の手紙やＣＤに入れて、この人ならわかるかもしれない、という
人を見つけたら、その人に送っているところです。 
 １冊の本にするのであれば、どのような始まりで書き始めて、どの
ような構成にして、どのように並べかえればよりよく伝わるのか、や
っているところで、日々、新しいものになっていっています。 



 ここ数年、書き続けていますが、完成形というものはなく、世界の
動きによって、人間の体のように、日々、新陳代謝（しんちんたいし
ゃ）していけばいいと思っている。 
 
 この本の、「誕生の森」という題名は、かつて、私の名前で検索す
ると最初に出てきていたもので、秋田市が、そのころに生まれた赤ち
ゃんのために、杉の苗木を仁別という、山のほうに植えたことが書か
れた広報の一画（いっかく）の名前から取りました。 
 その月に生まれた赤ちゃんの名前の中に、私の名前があったわけ
ですが、小学校、中学校が同じだった同級生の名前でも、かなり出て
いました。 
 私の名前が出ているその中の記事のひとつには、当時の人が書い
た、交通事故をゼロにしたいという、悲痛でもあり、また、その希望
を捨てていないかのような文章が書かれています。 
 影にいる人たちも、いずれ、そのような改革をすすめていこうとし
ているかのように私には思えたので、勝手に名前をもらっています。 
 ２０１８年の６月の末まで、当時の広報の画像と、その中の記事を
区分けして電子文書化したものがネット上で閲覧できていたのです
が、７月以降は見られなくなっています。 
 しかし、名前が載った本人であれば、その「誕生の森」は、市に連
絡すると、電子書類としてもらえるそうです。私ももらいました。 
 
 
 私が現在も書き続けている、この「誕生の森」のことですが、すぐ
に本のようなものになって、それで流されて、忘れられるという展開
がいやなので、まずは、個人と個人のやりとりから始めているわけで
す。 



 考えかたというのを、しばらくは何度も読んでもらって、あれば批
判もしてもらって、送り、反応をもらうということをしています。 
 この本を読んで、人はどう思うのか。 
 そして、実際の、政治的な改革、人類の規則の書き換え、こんがら
がった規則をほどいていく、元に戻していく作業というのにつなげ
ようと考えているのです。 
 原始的なことに、ただ、戻っていくのではなく、人間が今までやっ
てきた、あらゆるあやまちを、十分に糧にして、反省材料として持ち
帰って、戻っていくのです。 
 ゆくゆくは世界各国と連結してやっていかなければいけないこと
なので、慎重にやらなければならないのですが、私ひとりでは、なに
も進んではいきませんし、もはや地球にははっきりと、時間がないと
感じています。 
 私たちが死ぬまでくらいまでの時間はあるのでしょうが、その先
から生まれてくる地球の全生命にとっては、荒廃し、ビルだらけの、
人間と車があふれかえった場所で生きていくしかない地球しか残ら
ないのです。 
 だからといって、都市部から大自然のほうに人が移動して、定住し
たり、なにか商売をやり続けても、それはそれで、どんどん自然を壊
していくことになんら変わりはありません。 
 今のところ、国家はそれをふせぐために、個人に与える金を制御し、
各都市部を人の集まるゴキブリホイホイのようにして、自然の破壊
を最低限におさえようとしているのです。 
 
 
 生きものはみんな酸素を吸って生きていますが、その酸素を作る
元を壊すのが森林伐採であり、それが、秒刻みで地球上の酸素をうす



くしていっています。 
 酸素というのが、植物に雨がふって、太陽の光が当たり、光合成に
よって生み出されてくるということは、みんな学校で習ったはずで
す。 
 単純な話し、地球上の植物、すべてを伐採すると、酸素を必要とす
るすべての生きものが、全員、窒息して死ぬのです。 
 このまま企業や国が森林伐採、開発を続けると、ある区画の人間た
ちが窒息して死ぬという事態があっても、なにも不思議ではありま
せん。 
 ものを売る商売、作る商売、それらにからむすべての職業、仕事と
いうのは、その、人殺しとも思える歯車を、日々、回し続けているの
です。 
 
 
 感想や意見があれば、送ってきてください。 
 批判などもあれば、ガンガン書いてきてください。 
 では、あなただったら、世界中の問題はどのように解決すればいい
と考えるでしょうか。 
 その、違った解決法が、人類の突破口になるかもしれないのです。 
 重要な情報を共有して、みんなで考えていかなければなりません。 
 これを読むあなたも、地球の上で生きる、ひとつの生命なのです。 
 なので、地球上のどこかの腐った問題というのを放置しておくと、
それは、グルっと回って、あなたや、私、そのまわりの家族、あなた
の大切な人にぶつかってくるということを、忘れないでください。 
 私はこの本を、２０１７年初めころから、以下の人たちに送り、読
んでもらっています。 
 



じゃん  北九州市に住み、銃で狩りをやっていて、その日記を公開 
しているサラリーマン。 

 
 
小林 一彦 

広島在住で、三代目春駒という名前で、いろいろなことをやってい
る人。２００７年の２月に、齊藤令介から次の本になる予定だったも
のをメールでもらった人。 
 
 
船木 純 

秋田市生まれの、日記などを公開している人。この「誕生の森」を
読んだあと、会社を辞め、立候補し、当選したそうです。 
 
 
相馬 孝介  秋田の新聞に週１回、４コマ漫画を描いている人。 
 
 
佐藤 政洋 

大阪に住む、奇術が好きで、オンライン奇術研究会という交流サイ
トを作った、５００人ほどの会員を持つその管理人。 
 
 
石原正康、見城（けんじょう）徹  幻冬舎、という出版社の人たち。 
 
 
 



秋田市 
 
日本将棋連盟 
 
札場 厚彦  茨城の水戸に住む、トランプの手品が好きな人。 
 
 
浜井 浩一 

ＮＨＫ「視点・論点」にて、犯罪に関する統計を発表していた、京
都在住の龍谷大学の教授。 
 
 
寺田 学  という政治家 
ＧＡＵＺＥ  ガーゼ、というハードコアパンクバンドの一員。 
自由民主党  本の受け取りなし。 
塚本 賢  秋田でマジック同好会をやっている県職員。 
西野 泰平  愛知県の手品師。 
 
ビートたけし 
齊藤 令介  狩猟家 アウトドアスポーツライター 
村上 龍 
蝶野 正洋 
前田 知洋 
Mr.マリック 
ヒロ・サカイ 
木暮 武彦 
野島 伸幸 



平野 啓一郎 
佐野 元春 
小熊 英二 
先崎 学 
くまもと被害者支援センター 
矢口 高雄 
富谷 圭司  秋田の文房具店の子供。 
熊谷 明希  くまがいはるき 大仙市 文化財保護課。 
磯田 武司  ネット上の将棋情報所、「将棋タウン」の管理人。 
 
デーモン小暮 
高橋 智史 
吉川 晃司 
糸井 重里 
羽生 善治 
石澤 典夫 
武田 真一 
古舘 伊知郎 
⾧野 智子 
 
福士 睦 

ふくしあつし 日本テレビ職員。前に仕事をしたことがある人。 
 
鈴木 勝裕  かつひろ さきがけ新聞職員 
 
山本 裕史  ＮＨＫ学園高等学校講師。国立環境研究所 副セン

ター⾧ 



羽生 淳子 
総合地球環境学研究所。ローレンツを訳した日高敏隆が作った研

究所の人。 
 
安成 哲三  総合地球環境学研究所⾧ 
 
森下 卓  たく 将棋棋士 
 
田島 照久  尾崎豊、浜田省吾などの写真を撮ってきた人。 
 
 
杉山 洋行  ひろゆき 中学の同級生。歯医者。 
 
淀川 心一  近所に住んでいる小学、中学の同級生。 
 
竹下 輝  てる 近所の、小学、中学の同級生。 
 
佐々木 浩  小学、中学のときの、近所に住む同級生。 
 
菅原 誠一  小学のときの同級生。愛知県で精神科医をやってい

る。 
 
佐川 潔  きよし 小学、中学の同級生。金足農業、巨人からオリ

ックス、日本ハム。 
 
竹田 太郎  近所に住む米店の子供。ひとつ下の学年。 
 



椎名 剛  つよし 近所の金物店の子供。ひとつ上の学年。 
 
平岡 真  車販売会社、男鹿オートの店⾧。同級生。 
 
 
山田 直弘  奇術が好きな人。 
 
三輪 晴彦  ネット上の手品情報、「マジェイアの魔法都市案内」

の執筆者。 
樋口 肇  ひぐち はじめ 手品用具販売。 
二川 慈夫  手品書籍を執筆させられてきた人。手品用具販売。 
野中 寿  奇術師 
 
星野 徹義  トランプマン。手品用具販売。 
 
加藤 英夫  トランプ手品のやりかたなどを販売している人。 
和泉 圭祐  手品用具販売 
帯賀 淳  The Willard という楽団の歌手。 
 
吉田 輝星  金足農業から日本ハム。 
 
村上 通明  みちあき ホンダカーズ秋田泉中央店、整備士。 
       バンドをやったことがある人。 
 

ほか、親せきなど、十数人。 
 
 私以外の人同士でも話し合えるように、名前を出しています。 



 地球を、ひとりの人間、人体だと考えたときに、あらゆる働く者は
ガン細胞であり、それを駆除する役目を、世界統合国家が絶えず請け
負っています。 
 こんな世界にしてしまったことに、世界は責任を感じているので
す。 
 それが、天然の駆除細胞。ナチュラルキラー細胞。地球のガンを取
り除く世界合同軍隊。 
 汚い者には、その数百倍もの汚いやりかたで、一掃するのです。 
 普通の人にできることといえば、壊された器官、臓器、脳を再生さ
せていこうとするくらいなのですが、生態系再生革命というのは、す
べての人たちに、ガン細胞のままでいるのか。それとも、地球という
人体を再生させていく者になるのか、２つにひとつの、どちらの細胞
になるのかはっきりしてください、という選択肢を突きつける、強い
革命なのです。 
 あなたは細胞同士の殺し合いを認める人間なのか。 
 あなたは他人の人体を殺す細胞なのか。 
 あなたは殺されてもいいのか。 
 
 今の地球には、ガンの特定、切開、除去、などといった治療が必要
な状態であって、そのためには、まずは細胞が本来持っている本能で
ある、細胞から細胞への情報の伝達が必要だということです。 
 生きているすべての者たちは、現代社会の成り立ち、人類の歴史を
振り返り、つまりは、人間が作ってきてしまった生存の矛盾、生存の
ための仕事の詐欺化、人間の奴隷化、震災や災害、犯罪の正体を追わ
なければならないということ。 
 追跡し、解明しなければなりません。 
 それを考察してきた結果が、これまでの私の、この本の内容です。 



 それができたら、あとは、伝えていくということを続けなければな
りません。 
 最終的には、地球上のすべての場所にいる人々にも伝え、理解して
もらい、批判も受け止め、学び、地球を再生させていく制度を確立さ
せていかなければなりません。 
 そして、人類がまっとうに生きていけるように、教育、環境作りを
しなければならないのです。 
 細胞の本能でもある、伝える、つなげる、ということを、まずはど
こまでもやっていくのです。 
 地球に対しての犯罪をやり続ける人類に対して、できることとい
えば、それくらいのことしかないのです。 
 そういった世界を実現させるには、まずは日本が、世界中に見本を
見せられる国にならなければなりません。 
 ゆいつの被爆国が、被爆国だからこそ、世界を引っぱっていかなけ
ればならないのです。 
 また、それを主張することができる、強い権利があるのです。 
 それが仮に、世界のあやつり術であったとしても、やめなければな
らないことはやめなければならないし、正しいと思ったことは成し
とげなければならないのです。 
 アメリカの大衆、世界の大衆を動かすのは、それからでしょう。 
 こういった、世界からの伝言は、黒人の大統領であった腹話術の人
形のオバマから、またはそれ以前から、ずっと、続いています。 
 私なんかが言い出すずっと前に、世界はこの人類の回帰に、大衆の
同意を待っていただけなのです。 
 これを読んだあなたも、地球への態度を問われることになります。 
 明日、また、あなたがどこかに労働、金かせぎに出かければ、理不
尽な死亡者を、あなたが作ることになるし、あなたが死んでしまうか



もしれない。 
 誰かに殺されてしまう可能性があるということと、地球の破滅へ
の歯車を回してしまうことになるということを、忘れないでくださ
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界は死の警告と再生への鼓舞であふれている 
 
 
 
 普通の人は、人の名前を見たときに、表面的に記憶するだけですが、
その人の名前がどのような意味をともなって並んでいるのかに注目
して見ると、別世界が現れてきます。 
 とくに、なにかで有名になった人などは、おもしろいくらいに地球
や自然、命に関連した名前がつけられています。 
 有名になれば、大勢の人がその名前を目にするからであり、それが
そのまま、大勢の人たちへの、大切なことの伝言になるからです。 
 その名前がつけられた子供には、みんなで、影から、大勢の人の前
に出るある分野の奴隷、将棋の駒として、「育て上げる」のです。 
 私はこれらの過程を、国家、世界の裏側の者たちが共同で極秘にや



っていると考えています。 
 親が自分の子供に名前をつけるときに、なにを参考にするのか考
えてみてください。 
 あらゆる媒体で目にした文字や、気になる人物、自分の家族の名前
の文字などを組み合わせたりして決めているでしょう。 
 そうすると、本や新聞にどのような名前、文字が使われているか、
現在ではテレビに出る人や架空の登場人物などが、どんな名前か、で、
名づけられる人の名前を操作することができるのです。 
 そして、さまざまな分野の世界に誘導するのです。 
 その名前には、ある、ねがいや、一般には公表できないことの説明
などがこめられているからです。 
 以下にあげる人たちは、死んだ人たちも含めて、なぜ自分は取り上
げられているのか。自分の名前にはどんな意味があるのか、を、まっ
たくわかっていないようです。 
 しかし、それらは、万人への警告、通達にもなっているのです。 
 
 
 
森 光子 

森の中で輝く子、狩人になりなさい。本名 村上美津。森を光らせ
ないと、村の上から美しい津波が襲いかかることになる。 

 
 

森繁 久彌 
もりしげひさや 森をしげらせ、永遠に保ち、弓を引け。 

 
 



森 進一 
森へと進みはじめなさい。本名 森内一寛（かずひろ）。森をゆる

やかに、広く、余裕のあるものにしなさい。 
 
 
山口 百恵  山には、食べられる百もの恵みがある。 
 
 
森 昌子  森がさかんに歌っている。 
 
 
五輪 真弓 

世界中の大陸をつなぐ真の弓。オリンピックはその原始の炎を絶
やさないためのものであったが、それをたくされた齊藤令介が、弓を
捨て、銃で野生動物を狩り始め、家族とともに北海道で農耕をやりだ
したため、現在のオリンピックはめちゃくちゃになっている。もとも
とオリンピックは、やり投げや弓など、原始的な狩りを守るためにお
こなわれていた。 
 
 
森田 一義 

タモリの本名。田んぼを森に戻すことをひとつの正しい道『義』と
するのか、ひたすら森を田んぼ、支配された土地、ビルや住宅、会社、
工場などに変えるのかの選択を大衆にせまった名前。タモリは後者
を選んでしまった。 

タモリはＮＨＫでかなり前に、野生動物を観察する、「ウォッチン
グ」という番組の司会をやらせられている。 



 また、「笑っていいとも」の始まりの歌の歌詞が奇怪である。 
きのうまでのガラクタを、処分処分 すっきりウキウキウォッチ

ング。 
 
 
森田 美由紀 

森は田んぼにされたが、かつては美しい森であった。 
 
 
前川 清 
前の川のほうが清らかにきれいだった。クール・ファイブ＝Ｇ５ 
「⾧崎は今日も雨だった」＝主要５か国（Ｇ５）の決定による人工

降雨。 
 
 
王 貞治 
 王さまを、正しく治しなさい。 
 地球、世界をバットで殴り続ける世界一の王たち。 
 
 
⾧嶋 茂雄 
 日本に茂る、オスたち。 
 
 
金田 正一 
 田んぼ、支配地で金を得ることが正しいとする者。 
 田、という漢字は、自由な行き先の岐路、十字路が閉じこめられて



いるという文字。 
 
 
野茂 英雄 

野を茂らせる英雄になれ。 
 
トルネイド投法は、人工台風のお知らせ。人の手によって作り出さ

れる台風、ハリケーン。 
その年の台風が、台風何号、と呼ばれるが、「巨人の星」の、大リ

ーグボール～号、という呼びかたに、当時の大人たちは人工台風を疑
わなければならなかったのであろう。 
 
 
清原 和博 

原野を清くすることを、和になって広く知らなければならない。 
 

これに対し、桑田真澄は、田んぼを桑でたがやすことを、真に、清
らかにする、という名前。 
 

桑田はバブル期に土地転がしのうわさを出させられたようだが、
つまりは、農耕民族、という野球人形として、清原とともに誘導され、
対決させられたと読める。この２人の名前が示しているのは、原野を
広げようとする者たちと、土地を支配しようとする労働者たちは、い
ずれ対決しなければならない、白黒、はっきりさせなければならない、
ということが読めて取れる。 

それが、引き分けに終わったことを示している。 
 



金田正一（かねだまさいち）が、調子に乗っていた新人、⾧嶋茂雄
と対決させられているのも、田んぼで金を得ることを正しいとする
者、という名前の金田との、農耕 対 日本のオス、狩人 という図
式を大衆に見せたかったということがよくわかる。 

これも、ほぼ引き分けに終わっていることを示している。 
 
 
 野球＝野生の球（たま）＝地球。Base Ball＝土台のたま＝地球。 
 現代の野球は、人類が地球をバットで殴り続けて、あそんでいるさ
まを大衆に見せている。 
 地球をなぶり殺しにしてあそんでいる人間たち、それに熱狂する
大観衆、と見ることができる。 
 プロで使われる公式の球、硬球（こうきゅう）には、１０８つの縫
い目があるが、これが仏教では、ちょうど１０８つあるというぼん脳、
欲望を意味しており、高校生からは、あなたは、その欲望の玉で、地
球をもてあそんでいる者たち、競争している者たちであるという警
告を見ることができる。ぼん脳、という言葉には、自分を苦しめるこ
とになる欲望や怒りの感情、という深い意味がある。 
 日本の高校野球にも硬球が使われているが、いまだに、試合開始時
に鳴る空襲警報のようなサイレン、号笛（ごうてき）は、球児や、そ
れを応援する者たち、あるいは、すべての人たちへの、地球破壊、戦
争継続中という警告の信号になっている。 
 ちなみに、吉田輝星という名前は、田んぼを吉として輝く星、とな
っていることから、必ず狩猟民の名前を冠せられた者との勝負をさ
せられることであろう。 
 今も昔も、みんなただの操り人形だということが感じられないだ
ろうか。 



 広島と⾧崎に落ちた原爆の時期に、これから社会に出て、人をけり
落として生きていくことになる高校生を、野球で競わせ、カメラでと
らえ、甲子園でさらしている。 
 それを主催しているのが、朝日新聞社。 
 それをＮＨＫが放送している。 
 
 サッカーボールは、もともと、死んだ人間の頭がい骨をけってあそ
んでいたということから、白黒の頭がい骨のような模様が基調とな
っているが、現代人は、死人を、地球を、けってあそんでいる、競っ
ている、ということが示されている。 
 
 
イチロー 

オリックスブルーウェイブの Orix は、Oryx  とも発音し、意味
は、アフリカ産の大型のレイヨウ、ウシ科の動物のこと。「アフリカ
の動物による青い津波」と読める。オリックスバッファローズで、ア
フリカの水牛。妻の名前が、弓子。 

本名の「鈴木」は、現代では金属の木、すなわち鉄筋コンクリート、
ビル、と読むことができる。日本で一番多い名字の「佐藤」は、良く
読んで、藤＝富士、つまりは日本だけを支える人、日本の中だけでつ
くす者、と読めるし、奴隷のアリが好きな、砂糖、と読むこともでき
る。つまり、日本で一番多いこの２つの名前が指し示すものが、現在
の日本を、世界をむしばんでいるわけだ。森林伐採と、ビル。砂糖。
地球の虫歯。 
 
 
 



矢野 顕子  矢が野を飛ぶ世界を顕らか（あきらか）にせよ。 
 
中森 明菜  森の中には食べられる山菜があることが明らかです。 
 
森口 博子  森の中で食べられるものに博識な子になれ。 
 
遊佐 未森 

遊びを支えていたのでは、地球上の森は成り立たない。 
 
郷 ひろみ  ふるさとは広いですよ。 
 
 
佐野 元春  野を助け、大自然をもともとの春に戻す者になれ。 
 
 
吉野 金次 

佐野の曲集、「サムデイ」の制作統括者。野原が良い、吉ですよ。
金は次にしなさい、という名前。 

尾崎豊の「街路樹」も担当。尾崎はその曲で、現代人は、コンクリ
ートに植えられて生きさせられている街路樹であると歌っている。 
 
 
松田 聖子 

田んぼの優れた聖人。本名 蒲池法子（かまちのりこ）。山口百恵
とすれ違うように出させられている。久留米市荒木町出身。米が⾧ら
くそのまま（久留米）にされ、日本中の木が荒らされている、という
意味の名前の地名。 



神田正輝→田んぼを神として正しく輝く者。その後、歯科医の波多
野浩之と再婚するも、離婚。ＳＥＩＫＯとは、日本の時計製作所のこ
と。日本で正確に時を刻もうとする人。これらのことから、今の日本
はコメを正しいとする者とはうまくいかず、虫歯、つまり地球を壊す、
会社を削る、治療、殺そうとするも、うまくはいかない、という掲示
が見える。 

多くの津波で野を洪水にする人、で、波多野浩之と読む。  
歯、という字は、コメを食べるのを止（と）める、閉じこめる、と

いう成り立ちの漢字。    
当時のデーモン小暮がラジオで話していたのだが、マツダ、とは日

本の車の会社のことで、SEIKO は世界的に有名な時計の会社。これ
らを合わせて、ソニーは、松田を、よりわかりやすい名前で、世界に
通用する歌手にしようというもくろみがあったのだそうだ。一番初
めに歌わせられた曲の名前が、「裸足（はだし）の季節」＝原始に戻
る時期。後期に、「瑠璃色（るりいろ）の地球」＝宝石のような青い
地球。 
 
 
大山 康晴 

大きな山、つまり大自然を、すこやかに晴れにしなさい。 
 
今の地球は、森林が根もとからむしり取られ続け、ツルッパゲ状態

になりつつあるという、顔と名前の同時警告人。 
 牛乳ビンの底で世の中を見るようなことをしてはいけない。６９
才で死亡。 
 
 



米⾧ 邦雄 
米の時代が⾧すぎる、日本のオス。 

 
将棋の棋風が、「泥沼流」と呼ばれていた。泥の沼 つまり田んぼ

に苗を植える、農業を支える流れ。健全な地球を保てない政策、人。 
ボンクラーズ つまり、お前たち将棋指しは、先を見通せない「ぼ

んくら」だ、という通告の名前の将棋ソフトと対戦させられ、すぐに
死亡。兄の名前が米⾧修。米の⾧い時代を修正しなさい、という名前。   

「米」という表記が、日本ではアメリカを指す言葉であることにも
注目してほしい。 
 
 
青野 照市 

人が集まる場所と野生を照らし合わせて見ろ、という名前。 
米⾧とともに中野区で、将棋の戦法である、鷺宮定跡（さぎのみや

じょうせき）を発案する。これは、詐欺の宮、と読まなければならな
かった。皇室が大衆を奴隷化させて野を削っているのが定跡、常識に
なっているのだから、地球に対して、人民に対して、詐欺なのである。
ほかの国の王さまも同じことです。 

鷺、さぎという鳥は、北欧神話にて、すべてを知りつくしながら沈
黙する鳥とされる。 
 
 
中原 誠 

原野の中でいつわりなく生存する者になれ。将棋の棋風が、「自然
流」と名づけられていた。 
 



森安 秀光 
森を安く見て、ひいでて光る者。または、森を安泰（あんたい）に

する光りをもたらす者になれ。学校の勉強だけをやれと教えていた
１２才の息子に刺殺される。４４才で死亡。 
 
森 信雄  森のオスからの力強い知らせ。将棋棋士。 
 
 
森 雞二 

もり けいじ 森の中で絞める２人目のニワトリを探す研究会。 
野生に戻らない家畜の鳥。終盤の魔術師。将棋棋士。 

 
 
真部 一男  真の部分を学ぶ、ひとりのオスであれ。 
 
郷田 真隆  支配された生まれ故郷にて、真に隆盛しなさい。 
 
 
阿久津 主税 

あくつ ちから 人工地震で起きる津波は、主に税金で起こされ
ていることが⾧らくそのままにされている、という名前。【久】は、
時間的に⾧いこと。永久。⾧い間そのままにされていることという意
味。 
 
 
鈴木 大介 
 地上が鉄筋コンクリートだらけになることを大きく助ける者。 



永井 英明 
永久に英国の井の中にあることが、明らかになっている。ＮＨＫ杯

テレビ将棋トーナメントの司会者だった。 
 
 
里見 香奈  あなたは、ふる里をかえり見られる、かな? 
 
 
森田将棋 

将棋ゲームソフト。これも同様に、森を選ぶのか、田んぼを選ぶの
かの選択肢を大衆に求めている。どちらも選ぶという選択肢は、破滅
が続く未来しか待っていない。 
 
 
関根 金次郎 

将棋連盟の創始者。プロ棋士たちの関門の根底には、金を次に考え
なさいという考えかたがある。金よりも、現代社会の局面を読み、人
類の次の一手を考えなさい。関根＝関所の根底。ある境界の通行に手
続きが必要な場所。 
 
 
大山 倍達 

ますたつ 武道家、空手家。大山康晴より、倍も、達者、と読む。 
「猛牛を殺す」、すなわち、誰の力も借りずに食べものを得る狩り、

とつながった暗示。将棋の大山へのヒントにもなっていたが、本人に
も、「空手バカ一代」の主役に設定されるなど、警告も多かった。戦
時中の日本統治下状態での朝鮮半島生まれ。本名 民族名で、さい 



えいぎ 崔永宜。韓国名で、崔倍達。 
 
 

毎年ＮＨＫで、将棋や囲碁の小学生名人戦というのをやっていま
すが、あれは、将棋なんてものをやって生きるバカに、お金を取って
いるまぬけたちに、小学生でもできることをやって生きていて、なに
か疑問は感じませんか? 恥や罪悪感はないのか? と、問いかけ
ている番組なのです。 
 もちろん、お金を取っていなくても、将棋に没頭するすべての人た
ち、とくに、大人たちに向けて、です。 
 確かにおもしろいあそびなのですが、影で事故死者や飢え死にす
る者たちを出してまでも、おおやけの見世物として継続するもので
はないと考えます。 
 そのことに、大昔から、将棋、囲碁棋士たち自身に気がついてほし
かったのです。 
 金を配る者や、権力者から言われてから放棄するのではなく、みず
からが気づき、終息させるというのが大人というものでしょう。 
 阪神大震災で人が大量に死んだ直後でも、人前で平気でのうのう
と将棋をやった２人と、すべての将棋棋士たちがためされた、阪神淡
路大震災だったと、私は見ています。 
 

谷川と、羽生。 
 谷川は、神戸市須磨区生まれ。 
 すべての現状は、過去を検討しなければわからない。 
 振り返らなければ、追跡しなければ、探らなければ、わからない。 
 そして、これから進む未来も見えてこない。 
 将棋や囲碁は、そのことを教えています。 



 過去をふり返らなければ、どこが間違っていたのか、そのとき、人
類はどのような道を行くべきであったかということが、永遠にわか
らないままになってしまうのです。 
 原因は、過去の情報からしか発見できない。 

病気、怪我、災害、あらゆる失敗もそうです。 
過去を探ることで、さけなければならないこと、繰り返さなくても

いい方法を探ることができるのです。 
しかし、現代人は、次から次へとやらされる義務、仕事、労働に食

傷されている。 
これが、過去をふり返るひまもなく、流され続けている原因であり、

過去の情報から、いっさいを学ぶことができない現状になっている
ということ。 

私たちは、自分の過去から、他人の過去から、人類の過去から、地
球の過去から、生命の過去から、あらゆることを学ばなければならな
いのです。 
 

将棋や囲碁というのは、先を読む感覚もやしなわれるし、過去を検
討する感覚も備わる。 

これが、各新聞に、⾧年、連載され続けている理由です。 
しかし、その感覚が現実にも生かせないと、なんにもならないわけ

です。 
新聞、国家は、みんなでこの現代社会の現状を振り返り、次の一手

を考えようではないかと、大昔から言っている。 
 それが、現代社会でも、それを見る者たちの写し鏡になっていると
いうことです。 
 新聞社の上のほうの連中や、世界は、棋士たちを脳性まひ患者以下
の子供だと認定し、さらし者、笑いものにしているように、私には見



える。 
 羽生の⾧年にわたる好敵手で、名人位を争った、子供のときからの
競争相手の名前が、森内俊之。 
 羽生も、周りの者たちも、誰も気がついていない。 
 
 
 
ダイ・バーノン 

カナダ生まれの手品師。ダイ Die は、死ね、という発音。カナダ
の首都、オタワ生まれ。手品に関しての助言に、「より、自然であれ    
Be natural、Be yourself」、というものがある。自分がいつもやる

動作を、手品に応用しなさい。という教え。とくにトランプを使った
手品で多くの技法や見せかたを考えた人。 
 
 
ラリー・ジェニングス 

日本人に、トランプという小さいものを使って、奇術を見せること
を教えさせられた人。しかし、それは単なるあそびの伝達ではなかっ
た。 

人間伝言板という、カードマジック。テロの伝達。 
海底の岩盤をずらすグライドと呼ばれる技法、岩盤を岩盤で跳ね

上げさせる動きを、クラシックパスという技法などで伝えさせられ
ている。       

あらゆるテロ・人工地震のやりかたを、アメリカ、世界が、日本人
に伝えたという伝言板人形にされている。現実では、トランプ手品を、
ラリーが加藤英夫に教えた。 

ダイ・バーノンを先生とし、トランプを使った手品を考えた。 



 Ｊ、＝日本への練習、学び、教え、対話。 Japan + Learning = 
Jennings 
 

ラリー Rally という発音は、球技での打ち合い、応酬、対話、車
での⾧い距離の競争、などという意味で日本人は使っていますが、本
来の意味には、呼び集める、結集する、ふるい立たせる、回復する、
立ち直る、持ち直す、奮起する、などの意味合いが強く、よって、「ラ
リー・ジェニングス」という名前は、日本への訪問者が、日本人に、
大衆への伝言方法、通達方法、その他、もろもろの、世界を再生させ
る方法を、カードマジックを通して、「教えさせられている」、という
名前になっている。 
 対話をすること、力を結集させることで、間違った世界の規則を変
えていくということを、日本人は学ばなければならない。 

で、ラリー・ジェニングス。 
 「まぼろしの訪問者」という名前のトランプ手品は、本人の代表作
である。 
 人工地震や人工降雨、人工台風、大量処分というテロリズムは、よ
り自然であれ、Be natural、Be yourself という、ダイ・バーノンか
らの掲示。 

あらゆる建造物を破壊する、という行為には、経済をいったん足止
めさせる、世界中の大自然を荒廃させる人間の、奴隷状態を停滞させ
る、という効果がある。大衆が、人間同士の殺し合いになにも言わな
い、変えようとしないことを踏まえての行為だと考えられる。 
 彼が、いまだに野生動物を大切にする国、カナダ出身の殺し屋の伝
言板、ダイ・バーノンから師事された、アメリカ生まれの者だという
ことからも、これらの情報の経路を見ることができる。 
 



カナダの国土は日本の２７倍もあるそうだが、２０１７年の時点
で、人口は約３６００万人。優れた者しか子孫を残せない、目には見
えない選定制度があることがかいま見られる。 
 人工地震の方法の伝達について、テレビでは、「世界丸見え!テレ
ビ特捜部」という番組で、かなり前に、ヒロ・サカイが、トランプで、
岩盤を岩盤で跳ね上げさせる動きである、クラシックパスの技法を
暴露させられていたのを見たことがある。 

この番組名は、各家庭、すべての部屋、密室は、世界から、丸見え、
丸聞こえである、ということが示された名前でもある。 
 それを私が見抜き、その理由を理解した２００９年あたりに、急に、
司会の楠田枝里子（くすたえりこ）が、１９年間務めた司会を降板さ
せられている。つまり、くす玉が割れた、ということなのだろう。番
組に出ている連中は、「楠田」から、くす玉の、ま、が抜けているこ
とから、ただのまぬけあつかいにされている、ということがうかがい
知れる。 
 つまり、世界から、あなたの生活が丸見えですよ、ということに気
がつけない、自分が出ている番組名からも気がつけない、まぬけな出
演者たち、ということです。 
 「名探偵コナン」を⾧らく放送している日本テレビらしい演出であ
った。 
 このことを友達に話したら、いつの間にか番組から楠田の姿がな
くなっていた。 

録画された映像を見て、なにかしゃべっていればいいという番組。 
お前たちは金さえもらえればなんでもやるのか、という、新聞社、

国家の裏側からの、まぬけなタレントたちへの警告番組。さらし上げ
番組である。 

同じく、楠田が司会をやっていた「なるほど!ザ・ワールド」も、



現代社会の仕組みを説明する番組になっていた。 
 
 
ハリー・フーディーニ 

急げ 自分への拘束【労働】から脱出せよ。さもなければ、死、あ
るのみ。脱出芸人だったが、みずから、その肩書きから脱出できなか
った。現代社会からの腹部殴打を喰らって、５２才で死亡。毒殺のう
わさもある。 
 
 
ユリ・ゲラー 

イスラエル生まれ ユダヤ。 
 揺り（人工地震）・ゲラー（笑う） 墓に献花される花、ユリ。 
 スプーン 救うことを、ねじ曲げる、折る。 
 種を発芽させる者＝農業、農耕者。 
 
 
松旭斎天洋 

消去くさい、天洋。大衆を手品のようなもので殺しているにおいの
する、海【洋】。天の世界。 
 
 
引田 天功 

田んぼを引くこと、支配された土地を消すことは、天の功績である。
しかし本人は、脱出ばかりを繰り返し、４５才で死亡。天洋の弟子。 
 
 



島田 晴夫 
日本の田んぼ、支配された土地を晴れさせよ。舞台奇術師。 

 
 
スピリット百瀬 

百の瀬戸際にあるたましい。 
 
本名、大嶽重幸。 
人類の重大な幸せのためには、地獄のような山を越えなければな

らない。 
トランプを手裏剣のように回転させて投げ、野菜を真っぷたつに

切ったりする人。浮浪者であった時期があったという。 
 
 
野島 伸幸  日本の野、野生を伸ばして幸を作りなさい。 
 
 
トランプマン 

手品用具販売、「東京マジック」の代表。東京の殺し屋のマジック。 
本名 星野徹義＝星のように野生を広げることに徹する者。 
星野源＝震源＝人工地震は東京が起こしている。 
巨大地震というのは、野を殺す会社、人間たちが震源になっていて、

それらを憎悪する者たちが起こしている。 
トランプ手品に使われるトランプで、有名なトランプの名前をい

くつかあげると、バイシクル、タリホー、ビー、などがあるが、意味
はそれぞれ、自転車、きつね狩りのときの猟犬にかけるかけ声、ミツ
バチ、という意味。 



トランプ Trump という言葉、あるいは発音自体には、最強手段、
踏みつけにする、などという意味もある。 
 
 
エスパー清田  常人にはない力で、田んぼ、支配地を清める。 
 
 
矢追 純一 

日本に突き刺さる矢を、混じりけなく、純に追いはじめろ、という
名前。また、単に、弓矢での狩りを追及しろという名前にも読める。 

ＵＦＯに興味がある人。魚雷などの、未確認の兵器を探り出さなけ
ればならなかったのであろう。 
 
 
 
若島津 

若い島、なにも知らない日本に人工地震による津波。おそらくこれ
は時期的に、日本海中部地震の説明人だと思われる。 
 
高田 みずえ 

高台に水。アメリカ、世界との、やさしい言葉のあやとりを。「潮
騒のメロディー」＝津波の旋律（せんりつ）。若島津の妻。 
 
⾧崎 宏子 

秋田市生まれの元水泳選手。⾧崎に落ちた原子爆弾は、水中でも広
く爆発しているという、泳ぐ人間による、人間魚雷伝言板。日本海中
部地震の裏側の説明選手。 



塩田 耕一 
 たがやす農耕民の田んぼに、塩の海水を撃ちはじめる。 
 秋田テレビの開局当時からのアナウンサーだが、人工地震を伝え
るための要員として、開局前から用意、育成されていた人物だと見え
る。 
 
 
舞の海  テロ、という技のデパート。海が舞う津波。 
 
 
御嶽海 

みたけうみ 神、天皇、宮廷などに属する者が与える、地獄の山の
ような津波。「御」には、そのような意味がある。 

御嶽海 久司 みたけうみひさし。そのような地獄のような海は、
永久に権力者がつかさどる、という名前。 

２０１４年には、御嶽山（おんたけさん）の火山噴火にて５８人が
亡くなっている。２０１８年に初優勝し、１９年には、台風１７号が
九州に直撃した当日に、２回目の優勝をしている。 
 
 
永谷園 
 米を塩水にひたして食べるお茶漬けのもと。 
 永久にそのような谷にある園、という名前だが、津波という海水に、
永久にひたされる恐れのある日本、と読むことができる。 
 なぜか発売元、主要株主が南海地震で被害を受けた三菱になって
いる。戦争では、ほかに、日立なども被害を受けているという。 
 相撲会場の花道には、「テッポウ厳禁」の張り紙が貼られている。 



島津 有理子 
津波に支配された日本を揺らす、理にかなった津波。 

 
 
島津 亜矢  アジアの矢「魚雷」が日本を津波で襲う。 
 
 
津久井 教生 

ニャンちゅうの声の人。世界は津波に⾧い間囲まれている、という
ことを教えて生きる。しかしそれだけではただのネコ。 
 
 
津久井やまゆり園 
 障がい者施設の中の１９人が殺された場所。 
 永久に津波に囲まれ、山を揺らされ、殺される園（その）、という
名前。 
 これが、日本という場所と合致している。 
 
 
NEW WAVE OF BRITISH HEAVY METAL 

英国製の重金属が引き起こす新しい津波。つまり、魚雷。メタリカ
の楽曲の骨格を作った。 

７０年代後半から８０年代前半にかけて、イギリスで出現した、ロ
ック音楽の形態。 
 パンクもハードコアも、イギリスという国家が作っていて、ロック
ンロールやブルースは黒人がやらせ始められている。 
 格好だけでも、国や世界、大人たちに反抗する者たちを作り、大衆



に見せている。 
 
 
スラッシュ・メタル  重金属が打ちのめす。 
DEATH METAL  死の金属。 
GRINDCORE  地球内部を砕く。地球を苦しめる。 
ロックンロール  岩が転がる。岩盤が転げまわる。 
 
 
ザ・ドアーズ  ジム・モリソン 

事務、森、損。 
 

会社というもの、国というもの。扉、ドアがあるすべてのものは、
森を破壊、損失する行為につながっている。 

奴隷へのドア。死の扉。 
就職、起業など、すべての労働への扉、ドアというものは、地球を

殺す、自分を急速に殺す方向に向かっているというお知らせの名前。 
代表曲は、THE END。映画、「地獄の黙示録 Apocalypse Now」

の冒頭と、主要人物の殺害の場面で使われているという。 
２７才で死亡。死のハモンドオルガン。 

 
 
尾崎 豊 

あなたのうしろから（尾の崎に）、豊作をねがう奴隷がついてきて
いる。２６才で死亡。単に、尾の崎についてくる者たちを豊かにしろ、
という名前でもあるのだろう。 
 



ジョン・レノン 
革命をあきらめた者、笑いものにした者。４０才で射殺。 
Lennon の n を２つつなげると、Lemon レモンと読めるが、レ

モンには、不良品、くだらない、まぬけ、人をだます者、などの意味
がある。 

１７才のころ、母親を、警察が運転する車での交通事故で亡くして
いる。警察という国家権力が、自分の母親を殺した、という事実と向
かい合い、世界中からそれを解決しようとしなければならなかった
人だと思う。 

自分で車を運転するようになることで、これらのことがまったく
見えなくなってしまうのです。 
 
 
ポール・マッカートニー  男性器を真っ赤にしている人。 
 
 
イエロー・サブマリン 

黄色い、注意をうながす潜水艦。 
 

１９６９年１月１７日に、イギリス生まれの楽団、ビートルズの曲
集として発売された。この日付けは、湾岸戦争が開始された日と、阪
神淡路大震災が起こされた日と重なっている。 

先に同名の映画にもなったもので、青⿁たちが、とある国の侵略を
始め、ビートルズの４人が潜水艦に乗って、青⿁たちと対決する物語
りだという。 
 
 フジテレビの「ポンキッキ」で、ビートルズの「プリーズ・プリー



ズ・三―」が流れているのを聞いたことがある人は、その曲の途中で、
「ダイ! カモーン!」と編集されて流されていたのを思い出せる人
がいると思う。 
 ダイ、とは、先に書いたとおり、死ね、という発音の英語である。 
 
 
Bone To Be Wild ステッペンウルフ 

野生のオオカミ 野生生まれ。 
Heavy metal thunder 
重金属の雷鳴＝魚雷 死のオルガン、教会音、パイプオルガン。 
 
 

【オルガン】Organ プログレッシブ英和中辞典より抜粋。 
 器官、臓器 陰茎 
 政治的な組織、行政の中枢機関。 
 
 
両津 勘吉 

世界からの人工地震による津波と、日本が放つ魚雷の両方に勘づ
けば、吉。 
 または、両（昔のお金の単位）、つまり、津波は金で起こされるこ
とに勘づけば、吉。 
 
 
太宰 治 

だざい おさむ 本名 津島修治。津波に飲みこまれる日本を治
して修めなさい、という名前であった。 



氷室 京介 
冷たい部屋で支配地を助ける奴隷。 
本名 寺西修。 
アフリカ、ヨーロッパ、インド【つまり西】からの死体、支配を修

繕しなさい。インドネシアは２０１９年にて、地球上でもっとも人口
増加の激しい地域。 
 
 
松本 智津夫 

人工地震をさとる、知っている者。グレート義太夫＝三味線、偉大
なる口三味線、ただの嫌がらせ。 
 
 
円 広志 

まどかひろし 日本人が「円」を世界中に飛ばす、つまりは広く円
を志す（こころざす 円広志）こころみはすぐに終わるという予告人
間伝言板。 
 飛んで、飛んで、飛んで、・・・・・回って、回って【バブルの１
発屋】。日本の経済、景気は、アメリカ、世界が操作できる。個人も
企業も、いつでも首をしめることが可能だというお知らせの名前。 
 本名は篠原義彦なので、原っぱを群がり生えさせることを正しい
道としなさい、という名前であった。 
 
 
美川 憲一 

美しい川に戻すこと、保つことを、一つの憲法、規則にしなさい、
という名前。 



ただしそれだけでは、ただのオカマ。狩りと採集で食べていくと主
張して、初めて、オス。 

本名 百瀬由一 ももせよしかず。百もの瀬戸際にあるものを見
つめはじめよ、という名前だった。 
 
 
細川 たかし 

細くなっていく川、荒廃していく川を志すあなた。 
ザルツライオン＝塩が入った歯磨き粉。ライオンが、魚雷津波で大

衆をザルにかけて、海水、つまり塩の津波で流す＝ザルツ。 
ライオンの親は、子供をがけから突き落とし、はい上がってきた者

だけを育てるという言い伝えから。 
ライオン＝アメリカ 世界。「３月のライオン」＝３．１１、東日

本大震災。虫歯建設株式会社を、流す、壊す、駆除する。 
ザルツ Salz は、ドイツ語で「塩」のこと。 

 
 
トイレの神様  うんこ労働者を津波、洪水で流す神さま。 
 
 
井森 美幸 

森の中の、美しい幸（さち）。 
森を守るために、企業、会社、大衆（虫歯菌）を、豪雨、洪水、津

波などの、「うがい薬」で大量に殺している。お口くちゅくちゅモン
ダミン。問題だらけの民（たみ）、問題民。 
 
 



浜田 剛  元ボクサー 撃つ 浜から撃つ魚雷。 
 
浜田 雅功  松本【日本のバカ殿】を殴る、撃つ、たたく。 
 
浜田 省吾 

広島、原爆被災地生まれ。巨大地震の多くは「正午」直前に起きて
いる、というお知らせの名前。浜からの打撃、人工地震でみずからを
省みる（かえりみる）者。 
 
浜田 幸一  国会でイスを持ち上げて暴れた政治家。 
 
浜崎 あゆみ 

浜の崎から撃たれるあゆ、小さい魚、小さい魚雷、小さい地震。 
 これらの名前は、「浜からの攻撃」、つまり、魚雷津波の伝言板たち。 
 会社の吉本興業は、ヤクザ、殺し屋の伝言板にされている。 
 
 
大場 政夫 

帝拳ジム初の世界王者ボクサー。高速道路で事故死、２３才で死亡。
初試合後、週刊誌の、「殴られる青春」に登場させられている。名前
が、政治が大きな場所、すべての場所は政治が支配している、とも読
める。つまり、・・・。 
 
 
大場 久美子 

大場の死、大部分の場所での死は、⾧い間、政治に【組みこ】まれ
ている、という名前。テロ。鳩ヶ谷町立中居小学校卒業。＝伝書鳩。 



クミコ  以下、単発で発売された楽曲の題名。 
 

接吻  2000 年 カップリング「鳥の歌」 
お帰りなさい  2001 年 カップリング「情熱」 
幽霊・わすれな歌 
わが麗しき恋物語 
さいごの抱擁 
わたしは青空 
さよならを 私から 
届かなかったラヴレター  2009 年 カップリング「車輪」井上 

芳雄とデュエット 
 

INORI ～祈り～ 
最後の恋 ～悲しみのソレアード～ 
きっとツナガル ＆ はじまりの朝 
サヨナラをあげる 
指も髪も唇も 
広い河の岸辺 
先生のオルガン 
うまれてきてくれて ありがとう 

 
 
森 公美子 

世界の大半である森、野生の美しさを保つために、人の死は、政治
によって、おおやけ（公）に組みこ（久美子）まれている。 

脂肪＝死亡 に満ちている。本人がデブ。 
 



玉置 浩二 
目つきが齊藤令介にそっくりの伝言板人形。大自然（安全地帯）に

玉（弾）を置いてくることを広めてしまった２人目、あやまち。 
 のちに、齊藤は家族とともに北海道で田園生活を始めるが、玉置も
のちに、『田園』という曲を歌わせられている。 
 
 
矢沢 永吉 

矢を放って狩りができる世界を実現すれば、永続的に吉である。 
 
 
斉藤 清六 

米屋のコメディアン。狩りを推奨するくせに、コメも認める矛盾者、
という、齊藤令介批判のために養成されていた伝言人形芸人。 

村の、時間の、時間の・・。村上龍の時間。飯ごうで米炊きの解説
に精を出すロクでなし。バイ、ナラ。 

これらの背景は、このあとの説明で徐々にわかってきます。 
 また、狩猟民族であったインディアンに対して、コメを食べ、芸を
する人間がコメ（米）ディアンと呼ばれるというのもおもしろい。 
 コメディアン、というのは、こっけいな人、という意味。 
 
 
南海キャンディーズ 

南海に、何回アメリカの魚雷? 
南海地震はアメリカの魚雷によるものであるという告示。 
アメちゃん、とは、ひと昔前、日本人がアメリカ人のことを言った

言葉。キャンディー、あめ。 



また、日本の内閣の解散は、アメリカ政府の裏からの指示でなされ
る、という説明がともなっているように見える。 

キャンディーズという３人組のアイドルの解散から。 
何回、アメちゃんからの解散?＝南海キャンディーズ。 

 
 
グリコ森永事件 

永久の森を、大阪弁【なにわのあきんど】の、金が欲しいだけのや
つが壊している。森に毒を混入している、という、現代に生きるすべ
ての人の写し鏡の犯罪。 
 
 
およげ!たいやきくん 

一度は自由を夢見た人が、何度も目先の金に釣られて鉄板の上で
焼かれる、就職してしまう、仕事をしてしまう、歌。 

曲の売り上げがいまだに日本一だと公表されているが、当然、真っ
赤なうそ。 

毎日、子供番組で流れているあの重苦しい曲を、５００万人の日本
人が買うわけはない。 

一度、自分が買わないものは、ほかの人も買わないのではないか、
という想像力を持ってほしい。 
 本などのベストセラーも同じことで、売り上げの数というのは、人
に手渡った数ではなく、問屋への注文の数が公表されるだけなので
す。したがって、売り上げの数はいくらでも外側から操作が可能だと
いうこと。 

歌の内容が一般的な日本人の人生を歌っているので、１位という
ことにしたいのだと思う。 



世良 公則 
せら まさのり 世界を良くする、おおやけ（公）の規則を定めろ。 
すべての人間同士の関係はツイスト＝ねじれている。 

 
 
手塚 治虫 

本名 手塚治。塚、は、墓という意味。人の手による殺害、死亡を
治しなさい、という深い名前であった。 
 
 
森ビル  地球はビルの森が乱立し続けている。 
 
 
岩波書店 

岩盤によってもたらされる津波のことが書かれたものを売る店。 
広辞苑。「苑」には、囲いをして鳥獣を飼うところ、という意味が

ある。 
 
 
力道山 

山のような力の道。 
日本はユーラシア大陸からの血を受け継いでいる。日本統治時代

の朝鮮生まれ。相撲力士でもあったが、民族間の差別などで大成でき
なかった。 
 当時の日本人は、力道山が外国のレスラーをたたくことに熱狂し
ていたそうだ。 
 



ザ・デストロイヤー 
破壊者。覆面をかぶり、正体を明かさないが、みんな知っている破

壊者、アメリカ。 
 
 
アブドーラ・ザ・ブッチャー 

石油王から送られる殺し屋。ブッチャー＝屠殺者（とさつしゃ）、
破壊者。家畜の肉屋という意味もある。 
 
 
ジャイアント馬場 

体が、大自然破壊にてやせ細る日本を表している。肉（野生動物）
が削られ、やせ細る馬、国、土地。死にゆく馬。人が人を奴隷（馬）
にする場所で、こかんだけ赤くして戦う日本人。巨人。 
 
 
三沢 光晴 

米軍三沢基地を晴れやかにせよ。なくせ。元はトラの覆面をかぶる
タイガーマスクであった。トラ、トラ、トラ、つまり、日本兵。４６
才で死亡。 
 
 
アントニオ猪木 

アリ【ant】のニオいがする、いのししの木。つまり、奴隷化して
いく野生、地球、国。のちに、本当にアリ（モハメッド）との対戦を
させられる。 

マサ斎藤（齊藤令介）との決闘もやらされている。 



奴隷化する国 対 齊藤令介 という図式があったのです。 
かつて巌流島（がんりゅうじま）は、戦争のための要塞にされた場

所であったという。 
 異種格闘技をやらされていたのは、同種での殺し合いはいけない
が、相手を食べるという前提のもとで、異種同士の狩りは正当である、
という暗示。 
 
 

猪木と矢沢永吉が、なぜ肩に赤いタオルを「かけさせられて」登場
していたのかの説明。 
 ボクシングの、試合をとめるために投げられるタオルで言う、「ひ
とをねちねち攻撃するのはもうやめろ」という、赤信号を国家から投
げられていた、ように見える。 
 また、弓の弦を引くときに力が入る、肩から背中にかけての僧帽筋
（そうぼうきん）という深い場所にある筋（きん）があるのだが、あ
のタオルはその部分にかけられている。 
 弓使いのハンターを増やせ、世界に向かって広げろ、ということな
どであるように見えるが、本人たちは気がついていない。 
 矢沢は原爆被災地の広島生まれで、猪木は少年時代をブラジルで
過ごしている。 
 
 
坂口 征二 

日本の下り坂の入り口にて、害悪の討伐に向かう２人目の者、とい
う名前。朝日新聞社からの殺し屋の看板人。 
 
 



⾧州 力 
⾧い州、つまり、日本の力。革命戦士。世界の大陸、州の力。 
「ラリアット」には、家畜を捕獲する縄、という意味がある。 
「沖縄」という地名が、沖からのラリアット、つまりは人工地震に

よる津波にも合致してしまうという恐ろしさ。 
 
 
藤波 辰爾（たつみ） 

富士（日本）を襲う津波と、革命戦士との名勝負数え歌。 
 
橋本 真也 

破壊王。日本が渡る真の橋は、単なる破壊であってはならない。 
４０才で死亡。 

 
橋本 大地 

橋本真也の子供。正しい道順、かけ橋とは、大地に根ざしたもので
なければならない、という名前。または、もともとの大地に戻すこと
である。 

２０１１年３月６日に両国国技館で初出場するが、その５日後に
東日本大震災が起きている。ファッションブランド、「DESTROY 狂」
（破壊狂）で、自分の入場衣装などを作っているらしい。 

つまり、日本や世界の裏側では、東日本の地震を「起こす」ことが
あらかじめ計画されていたと私は見ている。 
 所属する大日本プロレスの、もよおしもののぬいぐるみの人形の
名前が、「デスかもくん（死ぬかも）」。 
 人間、商品など、あらゆるものが伝言人形になっていることが少し
ずつ感じてもらえると思う。 



蝶野 正洋 
蝶が飛ぶ野原は、世界的【洋＝海、海外】に正しい。 
N.W.O New World Order 新しい世界秩序。 
新しい世界の注文。 
新しい世界からの指令。 

 
 
レインメイカー 

オカダ・カズチカが得意とする打撃技。 
相手を回転させて、直後に至近距離から自分の腕をたたきつける

ものだが、名前が、台風製造の方法、人工降雨、という、雨を降らせ
る作り手、という名前づけから。 

いかにプロレスラーやスポーツ選手、有名人が、影のテロの方法の
伝言版役として操り人形にされているのかが感じられる。 
 

プロレスは、試合が始まったときに、まず初めに、ロックアップ、
という、２人が組み合い、力くらべをする組み合いかたがあるのだが、
ロックアップ Lock up というのは、留置場、監獄という意味。相
手を閉じこめる、という意味があるのだが、私たちは、現代社会、働
き続けようとする莫大な数の大衆、奴隷とロックアップしなければ
ならない。 
 どちらが監獄されるかの勝負だ。 
 プロレスはかつて、これを見せていた。 
 
 
 
 



全日本プロレス＝旧日本 
 
新日本プロレス＝新しい日本を作りなさい。 
 
Ｎ.Ｗ.Ｏ＝そして、新しい世界の秩序を作りなさい。 
 
ノア＝ノアの箱舟 
 
 

ある日付けにおいて、なんてんなになに、という言いかた、たとえ
ば、１．４ いってんよん、東京ドーム、など、日付けをこのように
言う表現を、私はプロレスから聞いた。 
 プロレスとは、ある脚本にもとづいて、人間が人間を攻撃して見せ
る見せ物なのだが、9.11、3.11、などという、テロや戦争、災害の
日付けを言うときにも使われている現状を、あなたはどう読み解く
だろうか。 
 
 

番外 
ＷＡＲ＝戦争 
天龍＝村上龍 
戦争小説を書く変な大仏。女子レスラーと試合をしたという、前代

未聞の男。 
 
 
おさかな天国  魚雷地獄 
 



さかなクン  ギョギョッ! 
 
 
高田 純次 

劇団、東京乾電池＝東京革命バッテリー。 
バッテリー Battery には、乾電池や、投手と捕手、という意味以

外に、砲台、砲兵中隊、殴打、圧倒するような一群、犯罪、などとい
う意味もある。 
 
 
高田 文夫 

相棒は自殺した景山民夫だった。つまり、影で自殺する民が山のよ
うにいる、という名前。この両者の目は、ギョロ目。東京の者たちか
らの魚雷。放送作家、作家＝報道されるものは作られている、という
ことの暗示。 
 ビートたけしとともに深夜ラジオをやらされていた。 
 
 
宇宙戦艦ヤマト  地球を守る戦艦 太陽系の物語。 
古代 進  古代に向かって進め。 
森 雪 
 
沖田艦⾧  沖からの攻撃。波動砲＝波を動かす砲弾。つまり、魚雷

による人工地震。 
 
島 大介  日本を大きく助ける者。 
古代 守 



 
 
           宇宙戦艦ヤマト 
 
        さらば地球よ 旅立つ船は 
        宇宙戦艦ヤマト 
 
        宇宙のかなた イスカンダルへ 
        運命背負い 今 飛び立つ 
        必ずここへ 帰って来ると 
        手を振る人に 笑顔で応え 
 
        銀河を離れ イスカンダルへ 
        はるばるのぞむ 宇宙戦艦ヤマト 
 
 
        さらば地球よ 愛する人よ 
        宇宙戦艦ヤマト 
 
        地球を救う 使命を帯びて 
        戦う男 燃えるロマン 
        誰かがこれを やらねばならぬ 
        期待の人が 俺たちならば 
 
        銀河を離れ イスカンダルへ 
        はるばるのぞむ 宇宙戦艦ヤマト 
 



財津 和夫  津波は人間の財産が和になってもたらされる。 
 
 
根津 甚八 

日本には、八方から襲いかかってくる津波による甚大な破壊が根
っこにある、戦争状態である。 
 
 
紳助竜介（漫才コンビ） 

齊藤令介は、結局サラリーマンと村上龍を助けるだけの、チンピラ
の漫才小説に利用されて終わりだ、という、この２人組の写し鏡の伝
言板。「愛と幻想のファシズム」。 
 
 
いかりや⾧介 

齊藤令介は⾧きにわたっていかっているが、表向きは単にサラリ
ーマンに奉仕しているだけ、という警告名。本名 碇矢 ⾧一 いか
りや ちょういち 船を止めておくための矢。弓矢での狩りを⾧く
続けるための第一歩。 

本との仲をとりもち、工事する、仲本工事＝村上龍。 
いかりや（齊藤）と仲本（村上）のバカ兄弟コント。飛行機、ブ～

ン。 
これらが、「愛と幻想のファシズム」という小説への、用意されて

いた痛烈な批判であった。 
ちょっとだけ見せる、加藤。いずれも、横すべりしている、流され

ている【ドリフト Drift】という警告。ドリフトには、牧場からさま
よい出る家畜の群れ、漂流、成り行きまかせ、という意味もある。 



ババンバ、バンバンバン。温泉気分で銃を撃つ音。 
 
 
「愛と幻想のファシズム」 

齊藤令介の本音の部分を主体とし、齊藤をほぼ主人公にした、村上
龍が書いた小説。本名 村上 龍之助。生態系を再生させるという発
端のようなものが書かれている小説。 

しかし、世界の見かたも、狩りについても、間違いだらけのことし
か書かれていない。 

齊藤、村上というこの２人が、現実ではまったく関係のないことの
ように生き続けている。 

装丁を描いた横尾忠則は、高木ブーにそっくり。この２人に前述の
バカ兄弟を合わせると、「雷様」のコントになっていた。 

つまり、日本全体をしかるのではなく、ただ、世間話をして終わっ
た３人。 

志村けんは、おおよそ一般的な日本人の奴隷人形。 
この小説は、こういったサラリーマンを量産しているだけだとの

通告であろう。 
ドリフターズは、齊藤、村上、この２人への実況生中継のような警

告であり、自分の座らせられた奴隷の職業、肩書きを捨てられるのか
どうか、ためされた小説であった。それだけ、人類の回帰を考えると
いう点で、重要な小説であったと思われる。 

自分の社会的な地位を取るのか。地球の再生を取るのか。それは、
すべての人にもためされている。この２人は、人類の規則を変えよう
とすることから逃げ続けている。村上龍もまた、原爆被災地の⾧崎県
佐世保市生まれ。 

世界を支え、保ちなさい、という名前の場所だ。 



 この小説の主人公の名前が鈴原で、殺人宗教団体の教祖の名前が、
麻原だった。 
 

また、齊藤令介は１９８０年代に、村上龍に、「農耕が地球をだめ
にした。」ということをはっきりと伝えている。このことは、わざわ
ざ村上龍の本に証拠として残っている。 
 にもかかわらず、齊藤令介は、西東京から家族とともに北海道、帯
広の十勝、音更町（おとふけちょう）に移住し、農耕、果樹栽培など
をやり始める。２００６年ごろから、単身で千葉県富里市に移り住み、
鹿の尿などを販売する仕事をしているという。 
 現在の千葉県知事の森田健作は、２００９年から知事を務めさせ
られている。 
 
 
辻 仁成 

つじ じんせい 辻、という文字には十字路という意味があり、あ
なたは本物の思いやりのある道に進めるのか、の岐路にいる、と読む
ことができる。どちらに進んで、人と成るのか。それとも、動物園の
中のサルのままでいるのか。しかし、地球破壊に本物のサルはいっさ
い関係がない。 
 
 
忌野 清志郎 

憎まれ、嫌われ、呪われている野を、清くすることを志しなさい。 
本名 栗原清。５８才で死亡。 

 
 



「料理の鉄人」  人を料理する、殺す鉄人。 
 
 

NHK の夜９時のニュースの裏で、なぜ、⾧年、「きょうの料理」を
放送しているのか、の説明。 

ニュースで流されること、すべては、作られ、料理され、編まれて、
大衆に提出されている、という説明になっている。 

「きょうの料理」の司会をしている後藤繁榮（しげよし）は、１９
９９年から１３年間、ＮＨＫラジオ第一で、「地球ラジオ」という番
組を担当させられていた。 

ＮＨＫの番組は、Ｅテレが、そのときに放送している表の番組、Ｎ
ＨＫ総合の、解説、説明、種明かしになっているのです。 
 
 
「料理天国」 

料理され、殺され、天国に送られる人間。 
料理地獄。 
総合司会、吉村真理（芳村）（吉村は旧姓）。 
村にとって良い真理とは。 
龍虎＝村上龍。 
料理を食べ続けるだけのデブ。ネタにして文章を書くだけのまぬ

け。龍角散＝村上龍が拡散する白い粉、薬物。 
ゴホン!（ご本）と言えば、龍角散。村上は薬物を世の中にまん延

させる小説、エッセーを生がい書き続けた。 
 作り上げられたヒーローというのは、批判要素とともに世に出さ
れてくる。 
 



 キッチン戦隊クックルン 
地球を守るために選ばれた３人の子供たちが、命令されてやって

きた怪人を倒す料理番組。 
 
 
「３月のライオン」 

３月１１日の、子孫をがけに落とす獅子。つまり、ライオンによる、
魚雷による人工地震と津波の説明。 
 
 
フジテレビ 
「ライオンのごきげんよう」 
「ライオンのグータッチ」 
「もしかしてズレてる?」 
「セブンルール」 
 
 
サザエさん 

磯野波平＝平野に、磯からの野生の津波。磯野藻屑源素太皆 これ
は、磯野家の明治維新ごろからの先祖とされる。いその もくず み
なもとの すたみな と読む。人工地震による津波で、もくずとなっ
た者たちが太い素（もと）のスタミナになっている、と読むことがで
きる。 
 
 
必殺仕事人  大衆の中の特定の人間を、必ず殺す、仕事人。 
 



早めのパブロン 
早めに、まずは自分がパブロフの犬であることを知れ。金、という

条件反射で動く犬。食いものでも好きなものでも同じこと。かぜ薬の
名前を使った、現代人にとって重要な警告。場合によっては、死ぬま
で病気を引きずって生きることになる。ロン、とは、マージャン用語
で、当たり、あがり、という意味。 
 
 
「前畑がんばれ」 

畑の前は、野生、原野である。かつてのオリンピックで、すなわち、
地球の自然よ、がんばれ、と叫ばされていたアナウンサーがいたよう
です。 
 
 
 
おかあさんといっしょ 歴代おねえさん おにいさん 
 
斉藤 昌子 
森 晴美 
斉藤 伸子 
森 みゆき 
茂森 あゆみ 
 
田中 星児 
水木 一郎 
坂田 おさむ 
速水 けんたろう 



一貫して、地球、森の復活をねがう名前。水におおわれていく国の
危機。田んぼの坂道、という、田んぼにできていく工場や会社、家屋
という地球の坂道を直しなさい、といった警告を見ることができる。 

また、いかに齊藤令介が期待されていたかをうかがい知ることが
できる。私が子供のころ、斉藤こず恵という子供の役者がいたが、齊
藤令介には大型の鹿はとれない、えものの恵みがこない、という伝言
になっている。 
 
 
ビートたけし 

「地球を守りたかったら人間殺せ」と言わされた人。それが大学入
試の小論文問題に取り上げられ、結局その言葉は、そのころの日本人
のほとんどが知ることになったが、みごとに、大人たちは、いっさい、
誰も、考えなかった。 

本来の Beat の意味は、打つ、たたく、殴る。心臓の鼓動が打つさ
まにも使われる。ほかに、探し回る、だます、など。 

本名は北野武。北の野での戦力、軍事力。戦う者。 
日本人が、たけしから見抜けなければならなかったことは、嫌われ

ることを恐れないで発言すること、であった。 
そのような人の見本として、出させられてきたのです。 
人に嫌われることを怖がっている現代社会人の多さは、異常であ

る。 
ただしそれは、大衆に自分を注目させるために、わざと嫌われる発

言をするといったこととは、はっきりと違う。たけしは、後者だった
のだと思う。 
 

嫌われるのを恐れるのにもきちんと理由があって、金がもらえな



くなる、異性と関係を持てなくなる、保てなくなる、というのが一番
の理由かと思う。 

ある集団に属している者は、その集団から仲間はずれにされるこ
とを恐がるが、それでは、一生、萎縮（いしゅく）して生きなければ
ならない。 

誰に嫌われてもいい、という立場や姿勢で生きるには、個人として
生きること。そして、その、嫌われるのではないかという主張に、ひ
とりよがりではない、確実な自信を持っていれば、強く生きられるの
である。 
 

いずれにしても、根底にある原因は、食べものが金で管理されてい
るので、みんな、萎縮させられて、生きさせられているということな
のです。 

生きることが、金で管理されているから。 
ある組織の中で、和を保たなければ、従順な奴隷でいなければ、食

べていけなくなる心配が根底にあるからなのです。 
これが、自分で野生から食べものをとってくればいい世の中であ

れば、誰にも気がねなどしないで生きていけるのです。 
あの人に嫌われないようにしよう、などという、ネコをかぶった、

化粧をした人生は必要ない。 
 

現代社会で、人と人がぶつかるということは、本能が、制度、規則
とぶつかり合うということである。支配規則を変えていくために重
要なことなのです。そこで、自分を曲げていたのでは、その人は死ぬ
までねじ曲がり続けることになる。 
 

たけしは、老人と田舎者をバカにすることで世に出させられたが、



そのことで、さらに、日本全国から大挙として田舎者を東京に呼び寄
せることになるのだが、そのことで生まれ故郷が滅んでいくことを
考えなければならなかった。 

「だから私は嫌われる」という本を書かされ、売られたのだが、そ
れらの人たちをバカにして世に出されたのだから、自分の誇れると
ころは、それくらいしかないわけです。 

この、たけし、齊藤令介、村上龍、の３人を、世の中は、生態系再
生内閣の重鎮（じゅうちん）にしたいのではないかという雰囲気は感
じていた。 

２人が東京生まれで、ひとりは田舎者と老人をバカにする漫才師。 
ひとりはハンター。 
ひとりは、原爆被災地でもあり、古くはポルトガルの船が来航した

土地であり、貿易港としてさかんであった、米軍の基地もある⾧崎県、
佐世保市生まれだということが大きいと思う。 

しかし、このままではこの３人は、ただのだんご３兄弟になってし
まうであろう。 

この３人に、やれ、立候補しろ、と言うのではない。 
この３人が内閣をやっていこうと思うくらい、生態系の再生を支

持する者たちを増やさなければならない、ということです。 
 
弟子の名前が、東国原英夫 東の国、つまり日本にて、原野に英知

を持つ者になれ。 
大森うたえもん 本名 大森博文 地球を大きな森にすることに

集中して考えろ。織りこめ。 
松尾 憲造 最良の日本人たち（松尾）で新しい憲法を造りなさい。 

 
 



森 昌行 
たけしの前事務所の社⾧。森をさかえさせて行きなさい。 
たけしとともに、世界中に森をスーパープロデュースしなさい、と

いう名前だった。森は番組制作会社、「スーパープロデュース」で働
いていた。 
 
 
逸見 政孝 

政治を見ることを逸した者。４８才で死亡。 
「クイズ世界は SHOW by ショーバイ!!」の司会をさせられて

いたが、ともに司会をさせられていたのが、渡辺正行という、コント
「赤信号」のリーダーだった。 

となりに、「止まれ」という名前の警告人がいたのに気がつけなか
ったので、殺された、と私は見ています。 

とは言っても、どんどん神経を削ってやれば、人は弱り、死ぬので
す。 
 
 
サカナクション 

さかな＋アクション＝魚雷 Action＝活動、動き、軍事行動、テロ
リズム、訴え。 
 
 
米米ＣＬＵＢ 
 こめこめクラブ。米とアメリカを賛美するサル、日本人、モンキー。 
 
 



SEKAI NO OWARI  世界の終わり。 
 
 
豊田 喜一郎 

日本の車の会社、トヨタの創始者。田んぼが豊作になることを喜ぶ、
ひとりの男、という名前。 
 
 
本田 宗一郎 

ホンダの創始者。日本を田んぼだらけ、支配された土地だらけにし
た、組織、首位の者、という名前だった。 
 
 
織田 信⾧ 
 たんぼ、支配地を織ることを、⾧きにわたって信じきってきた者。 
 戦国大名。 
 
豊臣 秀吉 
 豊作を吉とする秀逸なけらい。 
 
 
サザンオールスターズ（南のすべての星）「TSUNAMI」 

南のすべての死人【星】、つまり黒人のうらみが放つ魚雷が起こす
地震、津波。 

桑田佳祐  くわを持って田んぼをたがやす人を助ける者。 
 原 由子  原野に戻しなさい。 
 



Core 2 Duo  原子爆弾２つによる二重奏。 
 
Core i7 

主要７か国による核戦術。 
 
個人と７か国で進める思考、情報処理能力。個人と７か国が、あな

たの考えかたの、核、芯、を問う。 
この、ＣＰＵという演算機につけられている名前が、世界の核爆弾

の使いかたの違いの説明の流れになっているように見える。 
 
Core i9  ７か国に、プラス２か国。 
 
 
セブンイレブン 

主要７か国のサッカーチーム。共同でものごとに取り組む、裏の国
家の動きのお知らせ。 
 
 
ケンタッキー・フライド・チキン 

日本の家畜、ニワトリを、丸焼き、から揚げにするアメリカ。 
カーネル・サンダース＝地震、かみなり、火事、親父、を、兼ねる、 
カーネル・サンダー＝かみなり。 

 
 
トンボ鉛筆  三菱鉛筆 

日本の鉛筆制作会社。鉛筆の側面に、Tombow の文字を見たこと
がある日本人は多いと思うが、Tom トム、とは、白人にぺこぺこす



る黒人の代名詞のようなもの。また、Tomahawk トマホークの略で
もある。 

トマホークとは、インディアンのまさかり、石おの、の意味がある
が、アメリカの巡航ミサイルをも指す。Bow は、おじぎ、礼（れい）、
服従、屈する、などの意味もあるが、三菱鉛筆と競合させられている
ことから、やはり南海地震を伝える名前だということが考えられ、
「白人に撃たせられる、黒人からの魚雷の弓矢」と読むと、ぴたりと
くる。 

国家が、ほとんど暗号のような形で、戦争の実態、裏側を伝えよう
としているのがよくわかる。 
 
 
ブラーザー・トム 
 Bro.TOM 
 バブルガム・ブラザーズのひとり。札幌の米軍基地内で生まれたら
しい。 
 父親がハワイの先住民で、母親が日本人だという。 
 顔を黒くぬり、テレビに出てきたのを見たことがある。 
 風船ガムの兄弟、という直訳だが、ガムは、歯についた食べかすを
取ると言われている。 
 
 
トム・クルーズ 
 その黒人奴隷が、船で巡航（クルーズ）している。 
 
 
 



ランドセル 
小学生が背負わされるものだが、オランダから輸入された背負い

カバンのランセル Ransel がなまった名前のようで、日本では幕末
時代、奴隷兵士が背負わされた背のうのことを指しているようだ。 

また、Land Sell Land＝土地 Sell＝売る と読めることから、
やがて自分の生まれた場所を他国に売る者にされる、その義務を背
負わされる者になる、とも読める。 
 いずれにしても、現在の日本のすべての土地は、アメリカ合衆国が
所有している、好きにできる場所だということ。 
 
 
津村順天堂 

津波で村を襲い、順番に天に送る店。バスクリン→緑のお湯。 
緑の大自然への回帰を考えなさい。 

 
 
緑のドル札 

アメリカの紙幣はすべて緑色。そのほかの国の紙幣も緑色に印刷
されたものが多いが、いわゆる、金を使う、かせぐという行為は、自
然を壊すということにつながっていることへの警鐘になっている。 
 
 
歩行者天国 

歩行者は常に車で殺され、天国に行っている。道路は、歩行者が天
国に行く場所になっているという名前づけ。歩行者地獄。 
 
 



朝の連続テレビドラマ小説 
毎朝、月曜から土曜までＮＨＫで放送されているもの。 

 毎朝、大衆たちの、ままごと家族ごっこ、学校、会社ごっこが始ま
るという時間帯に、その大衆の写し鏡として、１９６１年から放送さ
れている。このドラマの中に矛盾、こっけいさを見いだせないあなた
は、すでにこっけいな人生を歩んでいる。 
 おしんを見て涙を流す前に、おしんたち家族と、権力者たちの姿、
やっていることの違いに目を向けなければならなかった。 
 決して、おしんを見下したような目で見て、私はおしんよりはまし
だ。だから自分もがんばるんだ、などと思ってはならない。 
 
 
有働 由美子  弓の狩人へと誘導する子になれ。 
 
 
首藤奈知子  しゅどう なちこ 

世界のドン、ボス的な重要人物は、ナチズム、つまり劣性、おとっ
ているものの子孫を切ることも許容している。 
 
 
⾧野 智子  野を⾧く広げることを、判断できる子。 
 
 
クローズアップ現代  クロースアップ・マジック 
 
 
 



テトリス 
 世界的に人気のあるパズルゲーム。 
 ロシアの人が考えたのだそうだが、表現される画面が、真下の地底
に魚雷を当て、地上のものを大幅に崩すことを伝えているゲームに
見える。 
 ゲーム中に流れる音楽は、ロシア民謡の Red Army Choir という
曲で、赤軍合唱団、という意味。ドイツとの戦争で、戦場の兵士たち
が歌ったという。 
 テ ト リ ス に、ロシアの「ロ」を入れて、並べかえると、 
 テ ロ リ ス ト になってしまう。 
 
 
連想ゲーム 
 かつてＮＨＫにて、２２年間にわたって放送されていたクイズ番
組。 
 アメリカＣＢＳ局の「パスワード」というクイズ番組から着想を得
て製作されたのだそうだ。 
 
 
あなたの知らない世界 
 かつて、日本テレビの「お昼のワイドショー」の中で流されていた
一区画で、恐怖、心霊体験を流していた。 
 民放のテレビ局というのは新聞社が母体になっているとされ、日
本テレビは読売新聞、ＴＢＳは毎日新聞、フジテレビが産経新聞、テ
レビ朝日は朝日新聞社、テレビ東京は日本経済新聞社。ＮＨＫは国民
が払う受信料と政治的な金でできている、というのが、こんにちまで
のたてまえである。 



 そういった重要な機関は、本当はとくにお金を集める必要などな
く、造幣局で印刷した札束を裏からいくらでも流せば、双方向の発信、
受信機関としていくらでも続くのである。 
 わかりやすいたとえとして、国家、新聞社がテレビ局を作り、タレ
ント事務所を作り、あそびやスポーツを作り出し、小説家を作り出し、
それらを操り人形にして、大衆と、裏側の世界との接点を増やし、世
の中をより良く変えていこう、というねらいがうかがいしれる。 
 ほとんどの人たちは、これらのことを知らない。 
 世界中の国々、新聞社、テレビ局の裏側にいる者たちを、ただのバ
カだと思っていてはいけない。 
 「あなたの知らない世界」が、とうの昔に、すでにできあがってし
まっているのである。 
 
 
堀井 雄二 「人生はＲＰＧである。」 

ドラゴンクエストの脚本、絵の外郭を描く担当者。 
ドラゴンクエストは、自分で、または誰かと力を合わせて、世界中

の問題の根本を解き明かすんだ、解決するんだ、という正義感を持つ
者を増やそうという意図で作り上げられ、日本国民とアメリカにば
らまかれた。 

もちろん、作った本人にそのような思いはない。 
しかし、いつまでも、王さま、社⾧、国家、から言われたことをや

っていたのでは、ただのやらされ奴隷であり、それは死ぬまで続くと
いう教えも含まれている。 

現実では、人から命令される枠、会社、国家という境界線、つまり、
「人間が作ったゲーム」という枠を突破して考えることができなけ
れば、現実でも、いつまでも命令された、人に作らされたゲームをや



らされる、という警告が入っている。 
私たちは、このゲームの登場人物たちのように、作られ、設置させ

られているのだが、どの人物になりたいかは、自由なのである。 
しかし、これらのことに、制作者たちも、ゲームをやる者たちも、

まったく気がついていない。 
堀井雄二。 
取り囲まれた現代を掘り下げ、調べ、オスの２人目になりなさい、

という名前であった。 
 
 
カンタベリー地震 

２０１１年２月２２日、１２時５１分に、ニュージーランドで発生
した地震。ニュージーランドには、齊藤令介の息子、剣介が住んでい
るという。 
 
 
ゲリラ豪雨 爆弾低気圧  気象兵器を知らせている。 
 
 
桜 

さくら。日本に植えられている木。「サクラ」という言葉には、内
輪での者たちで演出を手伝う者、という意味があるが、日本全国、そ
れで成り立っている。 
 
 
桜田 淳子 

支配された場所には、たのまれた応援者がたっぷり存在している、



という名前。 
 「統一教会」とは、すでに、世界中のすべての宗教は大衆の見えな
いところでつながっている、ということの掲示。事実、異宗教の者同
士が結婚したり、同じ会社で歯車を回したりしている。 
 
 
桜 金造 

サクラが、金を造っている。コメディアン。広島市生まれ。お金は、
あなたがかせぐのではなく、影の者たちから演出されて、あなたのも
とに運ばれてくるのです。 

間違ってはいけないのが、その、サクラ、の人に、サクラだという
自覚はありません。 

遠隔的に操作されているのです。 
 
 
黒柳 徹子 
 影に徹する日本の武力。 
 黒柳の頭はたまねぎのように見えるが、日本武道館の屋根の上に
あるものになっている。 
 舞台を陰で支える、黒子（くろこ、くろご）。 
 
 
松任谷 由美 

松竹梅で言う、日本で最良とされる者【松】になって、田んぼ（支
配地）を超えて美しくなろうとする者に、任せる弓。 

由美【弓】、谷【矢】がたくされている。 
「目にうつるすべてのことは、あなたへの、メッセージ」 



 
 なぜ、このような、人名を使うなどというめんどうくさいことをす
るのかは、わかった人もいるかもしれません。 
 とくに、潜水艦からの魚雷で大きな地震を起こされ、国民が死んだ
可能性がある、などという、殺傷、破壊などの可能性を国が公表する
と、すぐに敵国を定めて、騒ぐ者が出てきて、おさまりがつかなくな
る可能性があるからであり、なるべく、やんわり、伝える必要がある
からです。 
 また、証拠を、過去にさか登って調べることはおそらくできないで
しょう。 
 それらの、一般の人間たちが立ち入れないところで起こされるの
が、人工地震や気象兵器だということです。 
 

テレビで取り上げられる人をおもに並べましたが、番組を作る、中
枢（ちゅうすう）の者たちは、番組の内容とはまったく違うことを、
視聴者に訴えかけたがっているということが感じられたと思います。 

人物、競技、商品名、などというものは、別の角度から見てみると、
明らかに、まったく違った情報が提示されているのです。 
 人によっては、同じ番組を見ていても、まったく違う情報を受け取
ることができるということです。 
 
 

自然への回帰などの通達は、ある個人や集団が言うだけではだめ
であって、みんなが意識して、つなげて、意思をひとつにして変えよ
うとしなければ、変わっていくことはないからです。 

あくまで、国家からの命令ではなく、自分の意思、国民の意思とし
てなされなければ、意味がないからなのです。 



 
 

人類が渡るかけ橋とは 
 
 
 
 よく見ていくとおもしろい、２つの言葉を見つけたので、書いてお
きます。  

よく人間は、なにかのかけ橋、なにかとなにかをつなぐものとして
のたとえに、「虹」という表現を使う。 
 虹、とは、英語で、RAIN 雨 と、 BOW 弓 の結合語である。 
 雨が上がる寸前に、残りの霧と太陽の光が合わさってできるのが
虹だ。 
 虹という文字からは、大自然を広げるのには虫も手伝っている、と
も読める。 
 
 それから、機動戦士ガンダムというアニメ。 
 少し前に、私はゲームを通してガンダムに少し興味を持ったが、言
葉に注目してみれば、GUNDAM とは、 GUN 銃、と、DAM せき
止める、おさえる、の結合語。 
 ガンダムはゲーム中、銃などを連射するが、興味を持った子供たち
に、その姿を見て、なにか疑問は感じないのか、という問いかけを見
ることができる。 
 「世界から銃をせき止めろ」ということなのだが、こういった意図
が、制作者集団にあったとはとても思えない。 
 機動戦士ガンダムの原作は、矢立 肇（はじめ）と富野由悠季（よ
しゆき）という人らしいが、矢立のほうは、制作者集団の共同ペンネ



ームなのだそうだ。 
 そしてその名前。 
 矢を立てはじめろ。 
 遠く永きに野を富ませろ、という、弓と大自然と狩りを助⾧するよ
うな組み合わせになっている。 
 本名は、富野 喜幸。 
 野を豊富にすれば、誰もが喜び、幸せになる。 
 そんな意志のある者たちが、ロボットアニメを作ろうとするわけ
がない。 
 彼らは、影から金を配る者たちに誘導され、操られ、伝言、警告を
ともなって、姿を現していたのだ。 
 国家の背後の連中のしわざなのか。 
 生態系の流れ、律動が、ただそうさせているだけなのか。 
 いずれにしても、⾧きにわたって、ガンダムを追い続ける、まだ少
年の感覚を失っていない者たちに、世界の情勢をアニメでの映し鏡
として、何者かが、いま現在も、地球の再生を訴えかけているように
しか私には思えない。 
 私がやってみたそのゲームの最初の画面には、一瞬だけ、弓と矢の
絵が現れたのだった。 
 
 
 地球上を浄化、再生させるためには、本物の意志を持つ原始狩人を
増やさなければならない。 
 正確には、原始狩人で生きていける環境と、人間本来の生命力を取
り戻さなけらばならない。 
 働く者たちを放置しておいて、それは絶対に実現しない。 
 それが、雨と太陽が教えてくれる人類の「虹」なのだ。 



 かつては、サル、オランウータンから人間になるためのかけ橋、虹
であったのであろう。 
 弓の狩人は人間同士の関係をも強固につなぎ、再生させる。 
 狩人になれない者は政治的に動かす者に回ればいい。 
 両者がともなっていれば、強い代表がそろうだろう。 
 潰すべきものは、奴隷サラリーマンと農耕、すべての働くバカ、で
ある。 
 この原始のエネルギーは、地球上のすべての鉄筋コンクリートと
家屋、車と同類の殺し合いを消す力を持っている。 
 この、すべてを再生させる世界の警告、鼓動に乗れなければ、生態
系から淘汰される。 
 ただ、それだけなのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

人間が作っている致死性ウイルス 
 
 
 
 医者であり、ウイルスや免疫に詳しい、畑中正一が書いた「殺人ウ
イルスへの挑戦」という本によれば、エボラウイルス、ボルナ、サッ
サウイルスなど、人間を殺してしまうウイルスは、もともと熱帯雨林
に生息していて、国や企業がそこを伐採、破壊、開拓をしたことが原
因で、それらのウイルスを地上にまき散らし、人間が感染し、次々と
人が死んでいっているということが書かれてあった。 
 私は人間であっても、地球には入ってはいけない地域があるのだ
ろうなと考え、当時はそれ以上、考えようとはしなかった。 
 しかし、熱帯雨林の存在も、浅い歴史しかないのではないか、と考
えてみる。 
 あの湿地帯は、増えすぎた人間の二酸化炭素が流れに流れてでき
た可能性は否定できないのではないだろうか。 
 ヒントは、いずれは水没してしまうというベネチアという都市、砂
浜が海水で浸食され続けているさっこんの現代社会にあると思う。 
 ビートたけしは、そのヒントを持たされて賞をもらったにすぎな
いと思うのだ。 
 
 私たちは、地球のある一部が水没しようとしているということは、
自分が生きている場所もいずれは水没してしまう可能性がある、と
いう想像力を持たなければならなかった。 
 それをたどれば、結局その原因とは、北極、南極の氷を溶かし続け、



地球を熱くしている車や、工場などの、人類がやり続けている現代社
会に問題があり、イギリスの産業革命を通過して、それを出現させて
しまった、人間と家畜を増やし続ける、数千年前から続く農耕、とい
うことになる。 
 
 今も地球上でおこなわれている農耕、家畜飼養、漁業などは、人間
同士の殺し合い、商業上の競争、事故、自殺を増大させ、維持してい
る。 
 かつての人間が狩猟採集に費やすエネルギーは、すべて人間自身
や生態系にぶつかってきてはねじ曲がり、腐り、地球上のすべての人
間、生命にぶつかってくる。 
 これらの害悪を維持しているのは、「働く人間たち」である。 
 そしてそれらを浄化していくためには、働く人間たちがみずから
の意志で働くことを拒否し、制度を変えようとしなければならない。 
 生態系の再生は、これを読んでいるあなたと私から始めなければ
ならない。 
 または、あなたと、ほかの誰かから始めなければならない。 
 
 子供を病院で生ませない。 
 母乳を粉ミルクなどのほかのものでおぎなわない。 
 農耕と医学を徐々に切っていく。 
 食べものを人口飼育、栽培から地球の素の恵みに切りかえていく。 
 社会的な死ではなく、真っ当な死、あたり前の死を取り戻していく。 
 それを数百年、数千年かけてやっていく。 
 この第一歩は、間違いなく正しい。 
 
 この仮説が正しければ、人間を死に至らしめる致死性ウイルスも



また、農耕をやる人間が作った、人間が人間に米やパンを作らせ始め
た権力者が発生させた、ということになり、それが現在も維持され、
いちだんとひどくなり続け、新種のウイルスも作り続けているとい
うことが、浮き彫りになってくる。 
 だからといって、致死性ウイルスを消滅させるために、人間が出し
続ける二酸化炭素を吸収する、熱帯雨林をすべて伐採し、コンクリー
トで固めることはできない。 
 人間と家畜が莫大な二酸化炭素を出し続けた結果、それらを吸収
して酸素を作る、熱帯雨林が誕生した、ともいえるのではないのだろ
うか。 
 その中に、人を殺す微生物が生まれたというのも、非常に興味深い。 

やはり、破壊しないということに限る。 
つまり、経済の歯車を回してはいけない、働いてはいけないという

ことになる。 
 現代のあらゆる仕事をする者、命令をする人間も、指示に従う人間
も、教師も生徒も上司も部下も同僚も、この世の中を認めるすべての
者は、みんな殺人者なのだということが成立してしまう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

家畜の肉と野生の肉 
 
 
 
 家畜の肉。牛や豚を食べ続けると、人間も家畜、サラリーマン、単
純労働者になってしまうのではないか。 
 これが、世界各地で事実となってしまっている。 
 その、家畜、奴隷状態から抜け出そうとするのならいざ知らず、現
代ではよろこんで、その家畜の道を走り続けるオス、メスだらけにな
った。  
 これは、人間が野生動物の肉ではなく、家畜の牛やブタ、農耕から
得られる植物、こくもつを食べるようになったからだと思う。  
 
 かたや、大自然を走り回って、先祖代々食物連鎖の生存競争を繰り
返してきた肉。  
 かたや、一生をなんの苦労もなく人間からエサをもらい、一日中ひ
しめき合って生きてきた、退屈極まりない肉。  
 一生を家畜のように生きてもおかしくないと、脳も細胞も奴隷と
して再構成されていく人間たち。 
 そして、毎日やってみた経験もないのに、夢、夢、夢、と、追わさ
れる人間たち。  
 しかし、唯一の救いは、その牛や豚も、先祖をたどれば野生動物だ
ったということ。  
 
 かつて、キャロライン・ケネディが、日本のイルカ捕獲に関してな



にかつぶやいていたとニュースで言っていた。  
 ハンターだった斉藤令介は、アメリカの自然保護団体が、日本のク
ジラ捕獲を禁止したことをかつて批判していた。  
 まずは、お前がひとりでとってきてから、言ってほしかった。  
 クジラもイルカも、同じことではないのだろうか。  
 自分でとってこられないものが食べられなくなったからといって、
文句を書くのはバカ王様と同じだろう。  
 どこまで、人は堕落すればいいのだろうか。 
 これで、自称ハンター、アウトドアスポーツライターなのだそうだ。 
 うすっぺらな経験をした、浅はかな想像力の者が、間違った情報、
考えかたを流している。 
 
 人間が漁船などで大量に魚をとって食べているので、クジラ、イル
カなどが食べる魚が少なくなり、浜辺に打ち上げられて死んでいる
という、単純なことではないのだろうか。 
 そんな、生態系全体のことも考えられないで、自分たちさえおいし
い思いをすればそれでいいと思っている、自称、釣り師、ハンターた
ち。 
 変な漁船で海に出なければ食べていけないほど増えすぎた日本人
を、地球の人口を、もう増えないようにする方法、適正な数に戻す方
法、それを維持できる生存方法を考えるべきではないのか。 
 いずれにしても現在の日本は、食べものの６～７割を海外から食
わせてもらっている。 
 ゴミを売って、食いものを買っているのだ。  
 日本人はアメリカやオーストラリアから飼われている牛や豚だと
いうことを、日本の 1 億 3 千万人、全員が自覚しない限り、一歩も
先に進めないだろうと思う。  



 食料自給率、１００％を超えている国が正しいわけではない。 
 農業、家畜飼養で食べものを増やしている国、すべてが、同罪であ
るし、捕鯨砲、漁船というのを使っているという時点で、生態系の違
反である。 
 海の魚をそうやってとることによって、人間や動物が食べる川の
魚も減るのである。 
 銃が陸上の野生動物を激減させたのと同じことなのだ。 
 
 だいたいクジラなんて誰が食べているのだろうか。 
 子供のころ、缶詰めで食べたことはあるが、あまりうまいとは思わ
なかった。 
 おいしければ、捕獲すればいいというものでもない。 
 ひとり、または数人で、自然のものを利用して、自分で製作したも
のでとるのが、野生の規則、本来の食べかたであった。 
 工場や奴隷が作っている、さおや、ルアーなどでとるなど、論外で
ある。 

クジラは世界各国でかなり前からとられているそうだが、そのこ
ろにはすでに地球上に人間があふれかえっていた、ということだ。 
 
 ひとりで海にもぐって、自分で作ったやり、自然のものから自作し
たもりを突き刺してとってくるのならいい。 
 しかし、集団で船で出向いて捕鯨砲を発射したり、網を投げてとる
のは、いずれやめなければならない。 
 それよりも、日本の会社、世界中の会社、企業、工場、学校、老人
施設を少しずつぶっ壊して、原野を再生させ、野生動物を増やして、
それをとって食える世の中にしたほうが、人間も地球も、力強く生き
られる。 



 誰にもぺこぺこしなくても生きられるのだ。 
 これが、学校にも会社にも行かなくてもいい、素晴らしき人類の本
来の姿、狩猟採集社会である。 
 地球の、そして人類の突破口は、今のところ、これしか見つかって
いない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

不完全な「物の名前」 
 
 
 
 私はかなり前に、自分が使っている「物」の名前に、あるものが足
りないということに気がついた。 
 それがどのような過程を通じて作られているのか、どんなことを
起こすことになるのかという、過去と未来が表現されていないので
ある。 
 たとえば、車、だが、これを、人の命をうばっている「物」という
視点で書き表すと、こうなる。 
 
 殺人型有毒ガス噴射式内燃車両。 
 車に、最初からこういった名前がつけられていたら、あなたはそれ



を買うだろうか。 
 存在を許すだろうか。 
 つまり、名前というのは、美化、肯定されてつけられているのだ。 
 それだけではなく、あらゆる「物」の名前が、作られる過程などを
無視されてつけられていることに気がつくだろうか。 
 短く、最低限の説明がなされただけで、大衆に売るための、都合の
いいような名前しかつけられていないのです。 
 たとえば、銀の硬貨、銀貨を、徹底的に正確に表現すると、こうな
る。 
 
 大自然の山を壊し、発掘された岩盤を砕き、それを燃やし、銀を抽
出し、ある型にはめられ、工場の中で作業をする人たちが形作った、
大衆を操作するための金属の円盤、貨幣。 
 
 人間が作ったありとあらゆるものが、このようにして作られてい
る。 
 どうやって作られて、今、自分の目の前にあるのかが、その物の名
前からわからないために、ほとんどの人が、自然破壊、生態系破壊か
らそれが作られているということを意識できるわけがないのだ。 
 資源が再生されてできてくる物でも、もともとは環境破壊から作
られている。 
 さらに、栽培される食べもの、飼育されたりする動物の肉などを１
発で人に伝えるには、とんでもない⾧さになってしまう。 
 たとえば、ニワトリ、を説明するとなると、小冊子１冊くらいの⾧
さが必要になってくるのではないか。 
 したがって、この世のあらゆる「物」の名前は、不完全である、と
いうことができる。 



 狩猟採集でつみ取られる食べものも、もぐ、とる、殺す、ことに変
わりはないが、人間が自然破壊とともに栽培する野菜などと、地球が
自動的に再生産してくれる食べものは、はっきりと違う。 
 人間がやってしまった最悪なことの第一歩は、田んぼや畑を作る
ために、木を、根っこから引き抜いてしまったことであった。 
 これでは、同じ木は、そこからは生えてこないだろう。 
 地球を再生させていくときには、やみくもに植林させていくので
はなく、周りの地形を考え、不必要だと判断したアスファルトやコン
クリートを引きはがし、なるべく同じような土を盛り、まずは地球の
自然な回復力はどんなものなのか、⾧い目でようすを見て、極力、壊
された地帯の周辺のようすと同じように、再生させていかなくては
ならないと考える。 
 まずは、よけいな建物を壊し、簡単な土や砂を引き、空き地を作り、
それをどんどん広げていけば、やがてはその空き地は間違いなく大
自然につながるのだ。 
 地球が生んでくれたごちそうの行動範囲、繁殖範囲を回復させて、
増やして、つないでいく。  
 それをとって、食べる。 
 それができない者、歩いて移動できない者は、どんどん死んでいく。 
 その恵みが少なくなってきたら、今度は人間が減る番なのです。 
 これで、人間だけが爆発的に増えるということはなくなる。 
 
 今まで地球を壊してできあがってしまったもの、すべてを力にし
て、それをエネルギーにして、回帰していく。 
 なくなっていくのであれば、それはそれでしようがないという感
覚を持っていなければならない。 
 私にも、あなたにも、そうやってできあがってしまったものの中に



は、かけがえのないもの、好きなものというのがあるはずです。 
 しかし、それらは、生き延びていくためにどうしても必要なもので
はないはずです。 
 それらの製造をなくしていって、地球が自動販売機のように作っ
てくれる、「環境」、「食べもの」を、増やしていく、復活させていく、
ということです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日本に落とされた原爆と、大衆を動かす技術 
 
 
 
 私はかなり前に、あらゆる名前をいったん切って、またつなげて意
味を探る、という考えかた、思考、頭の体操、言葉のあそびのような
ことをすることで、見えなかったことが見えてくる、ということを発
見しました。 
 ほとんどの人は、ある個人の名前や、そのほかのあらゆる「物」、
「商品名」「地名」などの意味には気を払わないと思うのですが、こ
れらの名前の意味が、世界の裏側の連中からの信号を受け取る、読み
取る法則、読みかたであることに気がついた私は、飛躍的に世界が変
わり、爆発的に情報量が増えたと感じています。 



 世界の裏側で模索され、一般大衆にはとくに公表されていない情
報が、それらの名前を通じて、知ることができる、説明されている、
可能性があるのだから、おもしろくないわけはないのです。 
 そのほとんどが、「荒廃していく地球への警告」だとわかってから
は、私が実現しようとしている世界が、世界の裏側の連中と一致して
いると確信しています。 
 
 なにかで有名になっている人は、その人の才能が認められて取り
上げられているのではなく、作られている、その世界に、伝言板とし
て誘導されているのです。 
 良き名前として。 
 悪い名前の警告として。 
 その人が読んでいる新聞、雑誌、テレビ、興味のある人、などで、
揺さぶる。オスやメスの本能を揺さぶり、あらゆる社会的なもの、た
とえば、金、欲しい物、などを利用すれば、なにかでがんばる者を作
り出すのはとても簡単なのです。 
 金でしか食べものを買えない世の中を作り上げているので、人を、
ある一本道に誘導することができてしまう。 
 そして、ごていねいなことに、世界は、ひとりのヒーローを作り出
すときに、その人への戒め（いましめ）や、警告なども同時に作って
いるのです。 
 
 たとえば、私は中学３年のときに、転校生が聞かせてくれた尾崎豊
に興味を持ちましたが、時代を振り返ってみれば、尾崎自身にも、こ
れでもか、というくらいに、警告があふれかえっていたのでした。 
 
 



ジャンボ尾崎 
すぐに墜落するジャンボジェット尾崎＝日航ジャンボ機墜落事故。 
ジャンボ尾崎＝尾崎将司。尾崎豊は、将棋の駒の王さまで、単に誰

かを攻撃しようとしているだけである、という掲示。この事故では、
坂本九が死んでいる。坂本九は、かつてアメリカのレコード売り上げ
で１位にさせられているが、実際にあの歌が全米で売れるわけはな
い。～ジャンボ鶴田。世界がエースにしてやったのだから、三沢（基
地）もハンセン（アメリカ）もぶっ飛ばせ。旧日本を作り変えろ。 

ジャンボ鶴田の本名は鶴田友美。 
支配された土地を美しくする友、支配者。鶴田は４９才で死亡。 

 
 
山川 豊  山と川を豊かにしなさい。アメリカ橋。 
 
大川 豊 

学生を応援する者。大川興業。害悪な大きな川。金を取って見世物
にする川、つまり「興行」をやり続ける者。尾崎自身。 
 
夏木 豊 

夏の木にとまっている、セミのようにうるさい者。それがまん延し
ている。 
 
田所 豊 

支配された土地があふれかえることをする者。豊作にしようとす
る者。ダイヤモンド・ユカイの本名。 
 
 



尾崎 亜美 
尾の崎についてくる者たちが、アジアで美しくなるには。または、

尾崎は編まれている。 
 
水谷 豊 

水の谷に落ちる豊。熱中時代＝北野広大 北の野、北欧、日本の北、
野生を広大に広げていけ。 
 
江夏 豊 

夏の海におぼれる豊作祈願人。体を壊すまで投げ続けなければな
らない。その後、ボロボロの体を引きずってアメリカへ。薬物常習者。 
 
武 豊 

飼育された馬。現代社会では会社。それに乗って、走らせるだけの
者。佐野量子＝野を助ける警告の量、数に学べ。 
 
吉川 晃司 

尾崎の友達。元水球選手という、やはりこれも水中で爆発する原子
爆弾の通達。本来、魚雷は、敵の船を爆破させるために、船から船へ、
水上をすべるようにして進むように作られたのだが、その球の軌跡
が、競技における水球とにている。  

吉川自身も原爆の被爆地域、広島で生まれている。 
 
 

探せば、もっともっと出てくることでしょう。 
 いつまでもあいまいなことをやり続ける者は、殺されてしまうの
です。 



 しかしこれらは、尾崎本人にだけではなく、この、名前の読みかた
を知った者にも、同様の警鐘、警告となっているのです。 
 また、相手がたの、たとえば山川豊という演歌歌手たちにも、同様
の警告になっているということにも注目してみてください。 
 名前をつける人の上をいく、ものすごく考えられた名前のつけか
た、利用のされかたをされていて、考えられた大衆への露出がされて
いるのです。 
 ですので、自分の名前に使われている文字や、読みかたなどが同じ、
なにか、には、注意をする必要があるのです。 
 すべての人間に適用できる、精密な警鐘、警告なのであって、目に
うつるすべてのことを、「人ごと」だと思ってはならないのです。 
 

いくつか、尾崎に関することについて書くと、尾崎は高校時代、け
んちん汁を出す定食屋で働いている。 
 この時期、仕事が終わったあと、駅で酔っぱらう、ぐだぐだのサラ
リーマンなんかを見て、それを自分の未来の姿ではないかという危
機感を持ち、歌を作り始めたのだと思う。 
 ましてや、浜田省吾など、現代社会の矛盾を歌う者などの音楽を聴
いていれば、自分がそれをなんとかできないか、自分たちで解決でき
ることはないのか、と考え始めてもおかしくはないのです。 
 事実、尾崎は、一番初めのライブで、はっきりと、「革命」という
言葉を使って、客たちに訴えかけているのです。 
 

「腐った街で埋もれてくなよ・・・ 
俺たちがなんとかしなけりゃあよ、なんにもなんねえんだよ・・・。」 
 
この言葉は、そのライブの中で、尾崎が観客に向かって言った言葉



ですが、それを見た者も、周りの大人たちも、尾崎のその言葉を完全
に無視したのです。 
 東京生まれの１８才は、東京が、「腐った街」に見えていたのです
が、これを読むあなたには、どのように見えるのだろうか。 
 つまり、尾崎は、音楽をやっていこうというよりは、この世の中の
腐った部分というのを、なんとかしようと思っていたのです。 
 大人たちは、この、尾崎の根底にある気持ち、葛藤を、探し出し、
いっしょに解決策を見い出し、世の中を変えていく力に変換してい
かなければならなかったのです。 
 しかし、やったことは、どいつもこいつも、互いの金もうけのこと
ばかりだった。 
 

そのようにして曲を作り始めた、仕事先のけんちん汁定食屋。 
 これは、のちに、本を書いてくれ、と、しつこくまとわりついてく
る、見城（けんじょう）徹の警告になっている。 
 見城は、愛称で、「けんけん」と呼ばれているのだそうだ。 
 けんちん汁。 
 つまり、のちのち、見城のちんぽの汁を作らされるはめになります
よ、という、あまりにも汚い表現の、警告になっていたのです。 
 それだけ、世の中が、汚い、ということ。 
 見城のちんぽの汁の、定まった食べもの を作る奴隷。 
 これで、けんちん汁定食屋での、労働。 
 このように、自分の過去を少しふり返るだけで、これから自分が進
ませられるなにかへの警告がなされるように、あらゆる名前が関連
づけられているのですが、これが、すべての人に当てはまるようにな
っているというのが、この世の中のものすごいところ。 
 人の名前やものの名前に、なにか関係がないか、クイズ、なぞ、あ



てもののような掲示がなされているということは、知っておいても
損はしないでしょう。そればかりか、それに気がつければ、その人の
得になることばかりなのです。 
 それに気がつけなかった尾崎は、１０代最後あたりで、当時、角川
書店で働いていた見城にまとわりつかれ、金というエサを与えられ、
わけのわからない本を書かされ続け、死んでいくのです。 
 しかし、そのわけのわからない本にも、現代社会の矛盾をひも解く
重要な警告が示されていた。 
 自分で、なにかを変えていこうとする尾崎と、それにはまったく関
心を示さない、金もうけしか頭にない大人たち。 
 大衆をだまして、いっしょに金をかせいでいこうぜ、と言い続ける、
腐ったブタのようなやつしか日本にはいませんでした。 
 心の奥底で、なにかを良くしたい、と考えている尾崎が、そいつら
との関係に、死ぬまで亀裂を持って生きてしまうのは当然のことで
した。 
 この、亀裂が入った関係性というのは、実はすべての現代人、人間
同士に存在するのです。 
 ただ、ネコをかぶっているのか、演技をしているのか、ごまかして
生きているのか、あるいはその態度をはっきりさせて生きているか、
いないのかで、ひと同士が衝突する、しない、というだけなのです。 
 ただ、ほとんどの現代人の怒り、落たんというのは、すでに制度に
縛られた、自分の目先の矛盾に対しての、ふてくされのようなものば
かりなので、その縛られた状況でいくらそれを打破しようとしても、
絶対に根底からは解決しないということ。 
 その矛盾の奥底には、人間が地球に対してやっている矛盾、犯罪が
発端になっているということは、覚えておいたほうがいいでしょう。 
 この世のあらゆる問題、矛盾は、人間が地球に対してやっているこ



とが原因になっているのです。 
 それから、漫画の、「あしたのジョー」という物語りに出てくる登
場人物が、尾崎と見城の関係に酷似している。 
 

矢吹 丈＝尾崎 豊 
 力石 徹＝見城 徹 
 見城 徹＝丹下 段平 
 
 矢吹のけんかを見て、その腕にほれ、しつこくボクシングの道に誘
ったのが、丹下段平。 
 オリコン１位にされた尾崎にしつこくつきまとい、角川書店で本
を書かせたのが見城徹。 
 

少年院に入れられ、養豚場のブタの背中に乗って脱走しようとし
たのが、矢吹。 
 それを阻止したのが、力石徹。 
 ブタ、つまり大衆を利用して、音楽を売って、金で自由になろうと
したのが、尾崎豊。 
 
 顔面を殴れなくなり、リング上で吐くのが、矢吹。 
 ライブでさけび終わったあと、舞台の袖でおう吐するのが、尾崎。 
 
 それでもジョーに誰かを殴らせて、しつこく教えを説こうとした
のが、丹下段平。 
 薬物で捕まり、拘置所から出てきた尾崎に再度本を書かせようと
したのも、見城徹。 
 最後の対戦相手が、ホセ・メンドーサ。 



干せ、面倒さ。 
 白い灰。 
 
 矢吹丈はバンタム級という体重の階級であったが、バンタム 
Bantam とは、人間の観賞用のニワトリの、チャボ、という種の名
前で、けんかをさせられては人間を楽しませる闘鶏用（とうけいよう）
の家畜のことです。 
 ほかに、小柄でけんか好きな人、という者を指すときにも使われる。 
 
 

尾崎の失敗は、自分でも歌っていたように、「正しいこととはなん
なのか」、を、探すことをあきらめたこと。 
 そして同じように、周りの連中も、探さなかったこと。 
 誰も、探さなかった。 
 誰も、歌の意味など、日本語など、聴き取れていないのです。 
 「尾崎はそれを探しているのか。ふーん・・・・。」 
 などと、人ごとのように考えるのです。 
 これでは、誰も、なにもわからずに、流されていくだけでした。 
  

それから、自分の体からの信号を無視したこと。 
 自分の人生、なにかがおかしい、と思ったときに、「止まらなかっ
た」こと。 
 今、自分がやっているなにか、を、やめなかったこと。 
 これも、尾崎だけではなく、すべての人に当てはまることなのです。 
 尾崎は、金のために音楽を作ることに疑問を持っていたはずです。 
 体は、何度もやめるように、警告していたはずです。 
 それをごまかして、金のために、またやり始めた。 



 今の世の中、自分の命より、金を優先した人は、そこで、その人の
命は終わりです。 
 
 自分がぶつかっている矛盾は、ほかの誰もがぶつかっている矛盾
だと考えなければならない。 
 また、あとあと、必ず誰かがぶつかる矛盾だと感じなければならな
い。 
 それを、自分が解決するんだという態度を持たなければならない。 
 そうすれば、この世の中の支配規則を変えていかなければならな
い、という一択にぶつかるのです。 
 そうしたら、どのように変えなければならないのかを、見つけ出す。 
 それから逃げ続けているのが、尾崎を始めとする、すべての現代人
なのである。 
 それから逃げると、殺される、という見本のために殺された一人だ
と、私は尾崎のことを考えている。 
 
 
 その、けんちん汁や、漫画などの警告ですが、誰が、どのような誘
導で、こんなことをやっているのか。 
 後述しますが、これは皇室の末端、周辺の者たちと、皇室離脱者。
そしてそれらの子孫たち。 

あらゆる指令系統、発信装置を持つ、その協力者たちであることが
見えてくるのです。 
 見城はその後、自分の城を見出すことに徹する、という自分の名前
のとおり、角川から数人の仲間を引き連れて、出版社を作ります。 
 彼らにも、「野性時代」、「野性の証明」、などなど、これでもか、と
いうほどの、自然への回帰の警告がなされている。 



 角川、という名前にも、川は、岐路、角（かど）にある。汚くなっ
た日本の川をどちらの方向に持っていくのか、という選択肢が突き
つけられている。 
 川をきれいな方向に持っていくためであれば、春の樹、つまり桜、
影の協力者たちがいますよ、という深い名前であったのが、角川春樹
だった。 
 

一貫して私が感じることは、そのような誘導で、そういった人たち
を見本として出してくるのには、おかしいことはおかしいと、はっき
りと言える人間をたくさん増やそうとしているように感じるのです。 
 そうしないと、一生を奴隷のまま働いて終わる、機械のような、な
んの感情もない、血がかよっていないような人間しか、社会に出てこ
ないからです。 
 そんなことでは、明らかにおかしい規則も、絶対に変わっていくこ
とはありません。 
 いまだに、生徒が先生に反抗する、子供が親に反抗する、大衆が国
に抵抗する、などといったような形で終わってしまっているのが、現
在の、人間と制度の関係。 
 現在も、そこで止まってしまっているのです。 
 どこが、どのようにおかしいのか。 
 では、どのようにしなければならないのか。 
 それを発言した者が、ほとんど誰もいないということなのです。 
 
 
 
 話しは音楽に戻りますが、私はその後、メタリカというバンドに熱
を上げるのですが、のちに、少しバンドの歴史を振り返ってみると、



人の死に関して、明らかにあやしいことだらけなのでした。 
 私がまだメタリカを知る少し前のことですが、メタリカがライブ
ツアーの移動中、バスがすべり、横転して、メタリカの一員である、
クリフ・バートンというベーシストだけが、ひとり、死んだのでした。 
 それを知った当時は、なにも疑いもしませんでした。 
 しかし、なぜ、このことを、誰も疑わないのだろうか、と、今では
思うのです。 
 なぜ、何十人も乗っているバスが横転したのに、ひとりだけしか死
なないのか。それも、なぜバンドの一員なのか。 
 のちに、新しいベーシストの、ジェイソン・ニューステッドが入っ
てくるのだが、その名前に注目してほしい。 
 
 Jason Newsted 
 
 この名前を、いったん分解して、つなげて見る。 
 

ジェイソン  「１３日の金曜日」という映画の殺人⿁。 
 ニュース  報道、知らせ、情報。 
 テッド  Ted＝広げて干す。 
 
 これらをつなげて読んで見ると、お前たちの一員を殺し屋の手に
よって殺し、ニュースにしてやった、と読めるのです。 
 また、バンザイクリフから飛び降りる日本人を殺したのはアメリ
カなんだよ、という知らせにも見える。 
 Ｊ、の、ＳＯＮ で、日本の息子、子供。 
 アメリカは、日本の子供を殺して、報道している、とも聞こえる。 
 こういった不可解で、あやしい死は、有名人の死を少したどってい



くと無数に出てきますし、有名、無名にかかわらず、自分の命とは関
係がないと思わずに、警告としてとらえてほしいのです。 
 メタリカは、過去に死んでいった音楽関係の者たち、または死んだ
一員などに、疑いを持たなければならなかったのです。 
 それを掘りさげなければならなかった。 
 メタリカの、ジェイムズ・ヘットフィールド自身への警告は、以下
のようなものを見つけています。 
デビッド・カッパーフィールド 

自由の女神、つまりアメリカの象徴を消したように見せるだけの、
手品師。また、「デビッド」という名前は、愛称で「デイブ」と呼ば
れることもあることから、イギリスのパンクバンドのダムドの歌手、
デイブ・バニアンという、墓堀人の仕事をしていた、舞台で殺し屋の
仮面を演じ、歌う人とつながる。カッパ。 
 
ロニー・ジェイムズ・ディオ 

ガンによって、６７才で死亡。 
 
ダイムバッグ・ダレル 

小銭を入れる袋。はした金を追う人生は、ダレる、と読める。大幅
に弦をたるませ、基準にない低い音を出し、メタリカの王者の座をう
ばおうとしたが、失敗したバンド、パンテラのリードギターリスト。 

ジョンレノンが射殺された同日、１２月８日に射殺される。３８才
で死亡。 
 
 
 メタリカが出す音、というのは、ちょうどそのころ、アメリカと日
本に広められた映画、「ターミネイター」の世界の、金属的な音をさ



らに重くしたような仕上がりになっており、鉄筋コンクリートを破
壊しているのか、または建造しているのか、よくわからない音作りに
なっているのが、そのまま本人たちへの写し鏡になっている。 

その主役でもあるアーノルド・シュワルツェネッガーは、のちに州
知事に誘導されるなど、間違いなくメタリカは国家をあげて作られ
ており、のちに世の中を考える者たちの代表として、完全に政治的に
からめられて出させられてきているのです。 
 アーノルドはその後、心臓の手術をさせられることになるのだが、
その際に、心臓の弁をブタのものにさせられていることから、地球の
ことがまったく見えていない、と警告されているように見える。 
 父親は、ナチスの党員だったという。 
 ターミネイターの監督は、ジェイムズ・キャメロン。 
 この名前は、ジェイムズは自宅でも国家からカメラで撮られ続け
ている、という名前に読める。 

メタリカのジェイムズにしても、狩りに興味を持たせられている
ことから、世界を変えていく一人の代表として、間違いなく、導かれ
ているのです。 
 
 

こういった警告、誘導は、音楽、文学、映画、アニメ、スポーツ、
ゲーム、テレビ番組、報道、などなど、あらゆる娯楽や商品、労働に
かいま見られます。 
 一度、すべての作られた物や、人間は、世界の裏側の者たちの脚本
にもとづいて作られている、育成されている。と、考えてみてくださ
い。 
 有名、無名は、関係ありません。 
 その視点であらゆるものを見ていくと、壮大な別世界が見えてく



るのです。 
 その、脚本の合奏、合唱に、参加しない者たちが、次々と殺されて
いっているように、私には見えるのです。 
 クリフが死んだあと、メタリカは、殺し屋の伝言板、ジェイソンを
加入させて、世界に名を広めた曲集を出したのが、１９９１年８月１
２日。 
 アメリカを筆頭とする多国籍軍がイラクを空爆して始めた湾岸戦
争が、１９９１年１月１７日に開始されたということを振り返れば、
かなり用意周到に計画された、若者を熱狂させるメタリカを伝言板
に使い、戦争を正当化させるかのような国家戦略だったということ
が、うかがい知れるのです。 
 阪神淡路大震災は、この４年後の同じ日、１９９５年の１月１７日
に起きることになる。 
 湾、とは、陸地に入りこんだ海のこと。 
 湾岸というのは、その岸。 
 すなわち、波打ち際で起こす戦争。 
 つまりは沿岸を震源とする、魚雷による人工地震を伝えるための
戦争であったとも考えられるのです。 
 この戦争、湾岸戦争は、アメリカが中東の石油の支配権をにぎるた
めの、自作自演の戦争であった、と、なにかで読んだことがあります
が、石油産出国から広がる、莫大な生態系破壊による発展を足踏みさ
せる戦争でもあったと、私は見ています。 
 そして、アメリカを中心とする、あの戦争に参加した国々の人間た
ちに憎悪を持つ、爆発的な数のテロリストの製造のために。 
 あの戦争で家族を殺されたイラクの人々の中には、間違いなく復
讐を誓う人間が出てきているわけで、その復讐の対象は日本人も例
外ではないということを知っておいてほしいのです。 



 一応は、その復讐のために、旅客機２機をビルに追突させた、アメ
リカ同時多発テロが起きたのではないかということになっています。 
 それも、２００１年の９月１１日に起きています。 
 アメリカ、世界の戦略に注目して見てください。 
 アメリカだけが悪者にならないような戦略が組まれているのです。 
 それからというもの、メタリカは世界ツアーを絶えず回らせられ
るのですが、世界中の国々を管理下に置く戦略。アメリカがかかげる
政策に、世界の国々が同意せざるをえない形の看板役に、メタリカは
なっている。 
 つまり、メタリカの動きを見れば、アメリカ、世界の裏の動きがわ
かるというような仕組みになっています。 
 そして、安全な権力者、その家族は、殺されることがないのです。 
 権力者というのは、ライフルで頭部を吹き飛ばされて殺された、ア
メリカの元大統領の、Ｊ・Ｆケネディーなどではありません。 
 のちに、メタリカには、また、新しいベーシスト、低音弦楽器を担
当する一員が入ってくるのだが、少し皮膚が黒く、髪を三つ編みにし
ているさまが、太ったインディアンににていることから、すでにアメ
リカ、ヨーロッパは、かつてのインディアンの子孫さえ変革の一員と
して認めていることを起想させる。 
 
 

また、人間が人間を殺すことをテレビで流し、世界中の大衆に問題
を投げかけたものでもあったでしょう。 
 その戦争をネタに、本を書く者、金をかせぐ者、歌を作る者。 
 結局、メタリカは、「おれたちは誰の言いなりにもならない、誰の
操り人形にもならない!」、と叫んで世界的な成功をおさめたにもか
かわらず、今では、ライブをやって新作を作る、ただの奴隷集団にな



ってしまったのです。 
 なぜ、ロックバンドに、男も女も興味を示すのかというと、その格
好が、狩りをする狩猟バンドの姿にそっくりだからです。 
 あの姿に、狩人たちの幻影を見るから。 
 だから、狩猟本能が目覚める、１５才くらいの、とくに男たちが、
下手をすると一生、目がくらんだままになってしまう。 
 ギターやマイクスタンドは、やりや、弓、そのもの。ドラムをたた
く棒は、こん棒そのまま。 
 事実、すべての弦楽器の原型は、弓なのです。 
 ボーカルの叫び声は、えものに襲いかかるときの合図、掛け声。 
 しかし、肉を分けてくれるのではなく、ただお金を取られるだけだ
とわかった、とくに女たちは、血の気が引いていくように、急速に冷
めるのが速いというわけです。 
 バンド、という言葉の語源は、狩猟部隊、狩猟採集民の仲間、結束
する者たち、という意味が始まりになっている。 
 
 
 私は、舞台、ステージの原型、起源は、処刑場であったと考えてい
る。 
 権力者が、見せしめのために、人前で奴隷を殺すときに、必然的に
人が集まり、見せもののようになっていったのです。 
 大勢の奴隷が権力者集団に歯向かわないように、大勢の人々にも
よく見えるように、高い場所で処刑をおこなうようになってできた
のが、舞台の原型。 
 それしか、「見せもの」と、大衆の位置関係ができあがっていった
過程が、想像できない。 
 そのあとに、権力者がしゃべったり、誰かが楽器を演奏したりする



ようになったという流れだと思っています。 
 大衆より高い位置に上げられた者は、弓や銃で殺しやすかったわ
けだし、大衆をひたすら働かせるための、殺傷、見せもの、娯楽のた
めに、見せもの 対 大衆 の格好の位置関係ができたのだ。 
 そこいらへんから、大衆をだまして、おどして、軍隊のようなもの
を作るための、「～式」のようなものができたとしか考えられない。 
 それが、現在でも、いたる場所に存在し、姿かたちを変えて、誰も
が経験させられるものとしておこなわれている。 
 先祖代々、そんなこわい思いをさせられてきたのであれば、現代の
人々も、働くことは絶対的に正しいものだ、と、思いこんでいてもお
かしくはない。 
 しかし現代では、そのような、ほとんど病気、の現代人に対して、
その治療として、真逆の恐怖を大衆に刻もうとしているように、私に
は思える。 
 
 働く者は、次々と殺される。 
 地球のことを考えないものは、殺される。 
 
 本物の権力者たちには、すでに「国」などという境界線はない。 
 私たちは幼稚園、小学生のころから、大人たちに勝手に企画されて
やらされる、昔ばなしなどの演劇をやらされて、誰もが舞台に「上げ
させられて」いる。 
 私は子供のころに、「～会館」などと呼ばれる場所で見る、さまざ
まな見せものが始まる前の、幕が上がる前の舞台に、少し恐怖や奇妙
な感覚を覚えていたのですが、その、恐怖を今になって追ってみると、
おそらくはそういった歴史が過去にあったのではないかということ
がうかがい知れるのです。 



 日本で、原爆を落とされた場所の名前に注目して見る。 
 広島、⾧崎。 
 これは、「崎（先）を⾧く見て、島を広く使え。」と読めてしまうの
です。 
 アメリカの軍部は、相手の国の言葉を、その国の人間よりも理解し
て、落とす場所を考えて落とした、と私は考えています。 
 暴れ狂う日本を静めるためにこのような措置を取ったのでしょう
が、誰もこのような通達があったと、そういった考えかたで見ている
人はいないように思います。 
 死んでいった人たちのためにも、このように考えて見るべきでは
ないだろうか。 
 そうすれば、死んでいった者たちが、みずからが犠牲になって、地
球を救うたましいとなって、ようやく浮かばれる、むくわれるのでは
ないかと、考えています。 
 仮に、そんな伝言めいたことは、アメリカの軍の中枢の人間たちは
考えていなかったとすれば、これもまた、言葉を作った人間たちが、
先祖たちが、伝えてくれている、道を指し示してくれているというこ
とになります。 
 学べば、いいだけの話しなのです。 
 学ぶ、というのは、決して、言いなりになるのとは違います。 
 学ぶというのは、その人や、なにかから、重要なものを発見し、追
跡すること。そして、調べて見る、自分の頭で考えてみること、と言
ってもいいでしょう。 
 自分の頭で考えて、自分の考え、意志を、持つのです。 
 アメリカだけから学ぶのではない。 
 国境などという境界線で人をくくって見ている限り、あなたは、全
人類から学ぶことができない人間になってしまうことでしょう。 



 私たちは、生まれたばかりの赤ちゃんから、老人にいたるまで、す
べての生命、地球が作り出したあらゆるものから、なにかを発見し、
学ばなければならないのです。 
 そういった考えかたをすることが増えたという経緯もあり、私は
報道でなされる人の死などについて、その死を、人間の手で作るには、
どういう方法があるのだろうか、と、ときどき考えるようになりまし
た。 
 それを突きとめることによって、世界の裏側の連中がやっている
ことが見えてきたり、自分の命が助かる確率が飛躍的に増えるから
です。 
 そういったことを暴く、あるいは突きとめるには、「殺す側の視点」
に立って考えると、視界が晴れるように見えてくることがあります。 
 ある、死んだ人を、自分が殺すのであれば、どのような方法で殺す
のだろうか、ということです。 
 それが、狩猟民族や遊牧民族の血が色濃い者たちの、鋭い感覚、考
えかたを、ものにすることになるのです。 
 そうやって思考することは、なにも間違ってはいない。 
 なにかについて、絶えず、疑いを持つ感覚を持つこと。 
 そのようにして自分で見つける危機、感じる警告は、あなたや、あ
なたの大切な周りの人の命を助けることになるかもしれないからで
す。 
 物理的に可能であると思われることは、何度でも、疑って考えてみ
るという習慣が、あなたの命を救うことになる。では、どのような世
界をみんなで作っていかなければならないのか、ということを考え
るきっかけになるということを、ぜひ、学んでほしいのです。 
 
 自分の人生、命について、食べものやお金をくれる者には、疑いを



持たず、なにがなんでも従いなさい、と、親や教師に教えられてきた
純粋むくな日本人には、最悪の状況を想像する、といった、自分の命
に危機感を持つということが、どういうことなのかさえわかってい
ない人たちばかりなのですが、その危機感が、自分や、誰かの命を救
うこともあるのだということを知っておいてほしいのです。 
 周りを海で囲まれて、同じ陸地にほかの国が存在しない日本では、
とにかく、人とうまくやりなさい、疑うことは悪いこと、人を信じな
さい、仲良くやりなさい、と、教えられます。 
 しかし、広い大陸で生きている人たちは、どこから、どんな国の人
間が入ってくるのかわからないので、かしこい親は、子供に、 
 「知らない人を信用するな。知らない人間にはついていくな。」 
 と教えることでしょう。 
 知らない人間を信用してついていくと、殺されるはめになるかも
しれないからです。 
 しかし現代では、その、「知らない人」に金と引き換えについてい
き、家族でもない知らない人たちに奉仕し続け、老人親分に一生つく
して、働かされて、死んでいくということになってしまいました。 
 
 もはや世界中の人間たちが、自分の命は大衆のためにつくすこと。 

そのために死んでいくことなんてためらわない、しようがない、と
考えているのではないかという、恐ろしい奴隷状態にあると見てい
ますが、それでは、なにも解決しないのです。 
 誰も、やりたいことなんかやって生きていないという、恐ろしい世
の中ができあがってしまっていることがわかるでしょうか。 

私が３０才くらいのころに友達に話したことで、なんで、台風は、
毎年、誰かがねらったように、日本の上を通過するのだろう、と言っ
たことがありました。 



 ふざけて、人工台風を作って日本を攻撃しているんじゃないの
か? と、言ってみて、すぐに、台風を発生させる方法を考えてみま
した。 
 日本の上を通る気流というのは、もともとはどこの地域にあった
気流なのか。 
 それは、天気予報を見れば、誰でもわかります。 
 その場所を特定し、日本のはるか南東の海上で、台風の目を作るよ
うに、天に向かって回転する、空洞のロケット砲を発射すると、台風
の目は作れるのではないだろうか、と。 
 飛行機が通る気流の流れを利用する、下降気流を利用する、乱気流
を利用する、小型飛行機を使う、などなど、さまざまな方法が考えら
れるでしょう。 
 そのような方法で、台風を日本に「当てる」ことができてしまうと
考えるのです。 
 人工台風というものがあるとするならば、それらを発生さる理由
として、農作物やくだものを台無しにさせる効果があるのです。 
 また、さっこん、世界各地が洪水で流される知らせを見ますが、本
物の自然洪水というのもあるのでしょうが、日本の洪水について、私
は疑いを持っています。 
 豪雨というのが、温暖化が海水を大量に吸い上げ、厚い積乱雲を発
生させて降ってくるという報告に、あるものが足されていると思っ
ています。 
 少し前に、自分の住んでいる場所に流れている川は、どこから流れ
てくるのか、グーグルの地図で追っていったことがあるのですが、ほ
とんどの川は、山へとつながっていきます。 
 そこで発見した不自然なものが、数億トンもの水を貯めておくこ
とができる、ダムでした。 



 車で山を登って行ったときに見たことがある、恐ろしいほどの量
の水を貯めておくことができる、ダムです。 
 ダムの水門の開けかたで、ある場所を水没させること、川を洪水状
態にすることが可能です。 
 それを、雨が降ったときにやると、あたかも、雨が原因で洪水が起
きているように見せられます。 
 急激に水門を開けると、川の曲がり角で水はあふれるので、流れを
見て、門を調節すると、ねらったところの村や町を流すことができる
でしょう。 
 ゆっくりと水を増量させて開けていくと、テレビで映るような川
のはんらんを、人工的に作り出すことができるということです。 
 これは、人を殺す銃をダムに見立てて読むと、機動戦士ガンダム 
GUNDAM ともつながっており、ガンダムは、「宇宙戦艦ヤマト」の
後続企画として作られたことから、波動砲、波を動かす砲弾、つまり、
魚雷によって引き起こす人工地震ともつながってしまうのです。 
 仮に、影で、こういった気象災害と思わせるテロリズムがおこなわ
れているのであれば、天気予報などを真顔で解説している予報士な
どは、ただのまぬけ、ということになってしまいます。 
 ちなみに、つづりは違いますが、DAMN（ダム）という言葉には、
破滅させる、地獄に落とす、呪う、といった意味があります。 
 
 

人間が地球を暑苦しくして、余計に水蒸気を空に吸い上げさせ、よ
り大量の雨を降らせ、川を満杯にしてしまい、それをダムでせき止め
るから、少しのことではんらんするのだという報告もありますが、そ
の余分な水は、結局は人間が溶かした北極や南極の氷だ、ということ
も、物理的にはありうるのです。 



山の上、高いところ、つまり私たちのはるか遠くの頭上には、あら
ゆるものを流して水没させる、数億トンもの水が貯められていると
いうことは、常に頭の中に置いておかなければなりません。 
 
 仮に、これらの人工的な破壊が事実だとするのならば、なぜ、そん
なことをすると思うでしょうか。 
 繰り返しになりますが、誰も地球のことなんか考えていないから
だと、私は強く思っています。 
 報道がなにを伝えても、私がこういった本をいくら書いても、なに
くわぬ顔で、明日また、みんな学校や仕事に出かけてしまうからです。 
 誰も、社会的な矛盾を、自分たちで変えていこうとはしないからで
す。 
 そんな、病的に働き続ける大衆の動きをとめるには、考えてもらう
には、生命を犠牲にしても、その人の命にかかわる、なにかというも
のを人工的に作り出して、あらゆる媒体、テレビ、新聞などで流して
いかなければ、誰も自分の命を真剣に考えようとはしないからなの
です。 
 
 自分の命を真剣に考えられない人間は、人の命も真剣に考えるこ
とはできない。 
 自分の命を真剣に考えられる者こそが、人の命も真剣に考えるこ
とができえる。 
 
 よって、そんな、自分の命も、人の命も考えられないような人間が
生きていてもなんにもならないので、犠牲として死んでもらう、と、
世界は判断しているのです。 
 そんな人間は、ギリギリのところで、信用できない人間だからです。 



 報道で公表される、殺される人間、死ぬ人間というのは、世界統合
政治とでも呼ぶ、裏でつながっている世界各国によって、認定され、
殺される、切られる、ということ。 
 
 これが、鉄の幕の裏側の連中が、日々、おこなっている、大衆を動
かす技術なのではないかと考えています。 
 もしそうであれば、その思いを、私がこの本で伝えている、という
ことになるのです。 
 なるほど、これ以外に、大衆の心に訴えかける手段が、つまり、制
度を変えていこうという力を生み出していく方法が、私にはあるよ
うには思えません。 
 自分が死なないのであれば、人は制度を変えようとするわけがな
いからです。 
 この本を読んだ人にも、そのような力が生まれることをねがって、
やみません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

近未来の予測 
 
 
 
 このまま大衆が、自分たちの手で制度を変えようとしなければ、ど
のようなことが起きていくのか。 
 まず、地球の人口爆発をとめるための自然現象、または、自然現象
に似せたなにか、は、果てしなく続いていくことは、これまでも書い
てきたとおりです。 
 地球は、間違いなく、自然淘汰から逃げ続ける人類、増えすぎた人
間を殺すほうに、巧妙な手段を使って回っている。 
 先進国で人口の爆発が止まっていると思っている人もいるのでし
ょうが、正確に書けば、世界、国家が、「止めている」のです。 
 あなたは、自分の職業について、またはこの世の中は、異性と出会
う機会が少ない、と思ってはいないでしょうか。 
 それは違います。 

それは、国家が、あらゆる場所の、全職種にて、オスとメスが簡単
にはくっつかないように、管理しているだけなのです。 
 作られた出会いの場はたくさんありそうに思えるのですが、そん
な場所では、ロクでもない人としか出会えないように作っているの
です。 
 自分ではなにも成しとげていないのに、それでも無理やり子供を
作ろうとする人には、「はずれ」が割り当てられる仕組みになってい
るのです。 
 異性の、はずれ、ではありません。 



 人生の、ハズレ、です。 
 しかし、誰にでも、人生を当たりにする選択肢は、常に用意されて
いるということ。 
 この本には、自分の人生を当たりにする道順のことしか書いてい
ません。 
 成しとげる、とは、社会的になにかで成功した、とか、その道で生
きられるようになった、食べられるようになった、ということではあ
りません。 
 そんなものは、自分をいつわって、自分にうそをついて、やりたく
ないことをやれば、誰にでも手に入ることだからです。 
 そんな者に、世界が幸せなどというものを配ってやるわけはない
のです。 
 成しとげる、とは、地球への態度がはっきりしていて、それが成熟
している、という状態のことです。 
 社会的な肩書きや職業を捨てても、莫大な数の奴隷から地球を守
りたいのか。 
 それが問われるのです。 
 そして、その態度が世界に認められ、十分に信用されている状態の
こと。 
 
 
 普通の結婚などしても幸せにはなれない。 
 人と人の関係はボロボロ。 
 そのような雰囲気を作り、与える金を制御し、向上心を持つ人を増
やし、人口が増えるのを極力、おさえているのです。 
 生まれたオスとメスが次から次へとくっついて、オギャー、オギャ
ーと、子供を産める社会を作っていたら、とてもではないが地球がも



たないからです。 
 これが、各先進国がやっている、音のない人口調節。がんじがらめ
の管理社会。 
 今の時代になっても、最低限の奴隷、労働者を確保するために産ま
せているという手段がとられているのです。 
 しかし、それでも、産んだ者勝ち、というような、産んだら、誰か
が、みんなが、なんとかしてくれるだろうというような風潮は止まり
ません。 
 自分の人生を、一生を、命を、くだらない奴隷仕事に捧げても、子
供を産む、というのがこれまでの大衆の流れですが、それに、裏側か
ら静かに歯止めをかけているのが、さまざまな国々のやりかたなの
です。 
 また、出会う男女というのも、影の者たちから、ふさわしい者同士
がくっつけられているのです。 
 例外なく、みごとに、リカちゃんハウスの人形のように、あなたは
こっち、あなたはそっち、というように、誘導され、配置させられ、
くっつけられている。 
 あなたはあそこに移動して、これをやってください。 
 そして、これにふれて、どんなことを感じるのか。 
 そこで、その人がどのような反応を示して、どんなことを考えるの
か。 
 なにも感じない人は、こっち。 
 人の心の痛みを感じた人は、こっち。 
 みごとに、振り分けられていっているのです。 
 そして、その者に、ふさわしい者とめぐり合わされる。 
 ハズレには、ハズレを。 
 奴隷には、奴隷を。 



 なにも考えることもなく、なんのたくわえもなく、生まれる子供の
将来を考えることもなく、これからの地球全体のことを考えること
もなく、インスタントラーメンのように子供を作る者たちは、テレビ
でさらし者にされるように、駆除されていっていることがわかるで
しょうか。 
 そんな者たちには、地獄めぐりしか待っていないのです。 
 また、結婚した被害者たちは、同じ被害者を作って話し相手を欲し
がるため、周りの人間には、本当のことは話さないのです。 
 しかし、国家が、相談する場所を作り、今まで隠されていた家族間
の不和の情報を集め始め、それをテレビで公開しているので、みんな、
がまんして生きているだけ、というのがバレてしまったのです。 
 

そのような大衆操作のために、子供を産まない、または欲しくても
産めないで人生を終わってしまうメスのほうが圧倒的に多いという
事実は、知っておいてもいいでしょう。 
 どれだけの本能、いく千万もの生きものの欲望が潰されているの
か、費えて（ついえて）いるのか、わかるでしょうか。 
 
 では、どうしなければいけないかと、普通のオスもメスも考える。 
 自分の人生を変えるしかない。 
 しかし、自分だけが食べられるようになっても、自分だけが成功し
ても、世の中はなにもよくはならない。 
 だから、人類全体の制度、規則はどのように変えていかなければな
らないのか。 
 世界は、こういう順番の、学びの道を用意しているのです。 

このまま途上国で人口がふっとうし続け、先進国の人口が減って
いくと、必然的に、黒人と白人がどんどん交配していくのですから、



人間の肌の色はどんどん黒くなっていきます。 
 とくに黒人を差別するわけではないですが、日本人全員の肌が真
っ黒になってしまう、世界中の人間の肌が完全に真っ黒になってし
まう方向に動いているのです。 
 そうなったら、おそらく肌の色はそう簡単には元に戻らないでし
ょう。 
 人間本来の姿が黒いのであればいいのですが、やはりそれも移動
していった地域で生きることで、少しずつ皮膚の色は変わっていっ
たと考えるのが自然です。 
 私が現在、皮膚の色が黒い人たちについて感じているのは、日本語
が話せる黒人をどんどん増やし、魚雷のボタンを押す機会を、日本が
多くにぎろうとしているように感じています。 
 これが、人が金で動く世界を利用した、世界による奴隷駆除の反逆
だと考えています。 
 かつて、白人に奴隷にされた黒人を、革命の矢を放つ者として、演
出しようとしているのです。 
 そのこと自体が表ざたになり、公表されれば、報道は自動的にそい
つを連日、糾弾（きゅうだん）、非難するだけでしょう。 
 悪者にされた者がただ一人、生けにえにされるだけなのです。 
 ただ、魚雷による人工地震がおおやけになれば、過去の地震につい
ても大衆は疑いをもつことになり、それが、世界が地球を守るための、
最後のほうの、最終手段のひとつではないかと考えている。 
 かつての私たちは、野生動物をひとりでしとめられることができ
てこそ、一人前と言われたのですが、現在の地球上では、その、純粋
な狩りの伝統が今でも受け継がれているのが黒人の一部の人たちだ
けになってしまったようで、これが、なにかと黒人がテレビなどの媒
体で取り上げられている理由だと思う。 



 そういった純粋な狩りを、日本人は、全員、忘れている。 
 
 

仮に、地球に害悪なだけの先進国が、日々、飢え死にしていく者た
ちを救うために、毎年、世界で捨てられているという１３億トンもの
食べものと医学を、年間６６０万人が飢え死にしているというアフ
リカに送るとどうなるか、わかりますか。 
 今よりもさらに人口は大爆発していくのです。 
 すでに、それとにたようなことを、自分たちの会社を維持するため
に、やり始めている企業が出始めている気配を感じるのですが、地球
を救うということと、誰かに作られた食べものを、金でうばい合って
食べるということは、真逆のことだということを学んでください。 
 飢え死にする人たちを救うには、私たちが狩猟採集者に回帰しな
ければならないのです。 
 
 
 すべての者が、こういった矛盾を変えようとしなければ、水没、洪
水、大地震はこれからも起こるでしょう。 
 重要なのは、「そんなことなどあるわけがない。」と盲信して生きる
よりは、 
 「もし仮にそうだとしたら、なぜそんなことをするのだろうか、ど
うしなければならないのか。」 
 という考えかたのほうが、規則を可決させたり、対処していく速度
が圧倒的に速いのです 
 あらゆる理由、可能性を見逃すことで、なにもわからなくなってい
きます。 
 そこで、そういった災害を毎回黙ってテレビで見ているのか、根本



的な原因の可能性を探り、改善していこうとするのか、が、各個人や
組織に問われているのです。 

そして、人工地震などのテロ行為自体があるのであれば、それをや
めさせるには、世の中の規則を変えていく、世界から同類の殺し合い
をなくすのだという意思表示を、個人からやっていき、行動し、ある
いはなにかの行動をやめて、伝えていかなければならないというこ
となのです。 
 
 
 それでも、ひたすら奴隷労働を続けようとする者たちに、世界は、
ほかの星への移住をうながす方向に動いているようすが、うかがい
知れる。 
 地球の先住民は狩猟採集者たちであり、あらゆる生命はそれを繰
り返して生きてきた。細胞や分子の段階、生命の起源からそのような
食べかたをしているのだから、その食べかたには数十億の歴史があ
る。どうしても農耕で作られたものを食べて働きたいのであれば、ほ
かの星でやってくれ、と。 
 誰かが作った食べものを食べて、その代償に地球を汚して破壊し、
同種の者たちを殺しているなどという狂った歴史は、ないにひとし
い。しかし私たち人類は、その、ほとんどないにひとしい、狂った歴
史を歩んでいるということを知ってもらいたい。 
 人に食べものを作らせて生きていきたい者たちの、追放。 
 労働ごっこ、サラリーマンごっこ、家族ごっこ、お店屋さんごっこ
をやりたいのであれば、地球から出ていってやってくれ、と。 
 どんどんロケットで打ち上げて、ブラックホールに捨てよう、とい
う動きです。 
 人類が月にたどり着いたのは、１９６９年のこと。それまでには⾧



い年月がかかっており、世界はかなり前から、地球上の人類の大ふっ
とうを心配していたかがわかります。 
 しかし、同じようにほかの星を汚して、破壊していくのか、という
ことになっている。労働者から地球を守るためにはしようがないの
であろうか? 
 殺人衛星、キラー衛星と呼ばれる軍事衛星が、完成されているとい
う情報があったのが、１９８４年のこと。 
 ミリタリーサテライトと呼ばれる、その国家機密軍事衛星からは、
地球上の個人を、寸分狂わず殺すことができる粒子ビームが撃てる
のだという。 
 子供のころに見たロボットアニメの中でのことが、現実に可能に
なっている恐れがあるのです。 
 その、変幻自在な角材を飛ばすような立体粒子破壊光線は、宇宙上
に浮いている衛星の鏡面角度でねらいを定め、破壊範囲を調節し、地
球上の、ひとりの人間から、ある広大な地帯を一瞬にして消滅させる
ことができるのだそうです。 
 今のところ、そんなものが使われているのだとすれば、火山を噴火
させるために、山の火口に穴を空けたり、台風を作ったり、地震を起
こすことくらいであろうか。 
 あなたは、こんなものが必要だと思うでしょうか。 
 宇宙がゴミだらけになっていくのにも、これを読むあなたが加担
しているのだから、考えてみてください。 
 
 
 もちろんこれらのことは、大衆が自分たちの規則を変えようとし
なければ、着々と進んでいくことなのだろう、という予測です。 
 人間同士の殺し合いに、大衆がなにも訴えかけなければ、それもま



た民主主義。そういった人間が大多数なのだと、政治上、とらえられ
てしまうのです。 
 そして、その人は、地球を守ろうとする組織から、殺してもいい対
象となってしまう。 
 「宇宙旅行」と名前をつければ、バカはすぐにロケットに乗りこも
うとするということなのでしょうし、そのとき、ロケットに詰めこま
れるのは、地球に対してなにも発言しない、考えない、あなただとい
うことです。 
 
 あらゆるものを機械化させ、それに人間を殺させ、責任を機械のせ
いにして淘汰していく、という流れも見えます。 
 なにか起きたら、代表をクビにしていくという流れ。 
 映画の「ターミネイター」のようなことが現実化しつつあるのです
が、あなたがこの流れになにも言わなければ、それが実現されていく、
ということです。 
 残念ながら、それも民主主義なのです。 
 
 
 ２人にひとりがガンになる時代、などとテレビで言っていますが、
人をガンにする世の中を国家が作っている、と考えてください。 
 意味不明になりつつある人間同士の関係、不和が、競争が、もっと
もその人の神経、命を削る。 
 世の中は、間違いなくそういった場所を増やしている。 
 現代社会では、人間が人間にとって、もっともつらい存在だという
ことを、世界、国家はとっくの昔に知っている。 
 病人、怪我人を作るには、その不和を増大させてやればいいわけで
す。 



 ガン細胞というのは、正常な細胞に傷がつくことで、徐々にガン化
していくのですが、その、細胞に傷をつける原因が、労働、あらゆる
やりたくない、誰かからの命令、なのです。 
 現代社会の人間関係が、その人を殺す、ガンを作る、と言ってしま
ってもいいでしょう。 
 子供のころ、誰もが、やりたくないことに異常に反発するのは、こ
のためです。 
 子供は、この世界のあらゆる常識に、完全には洗脳されていないの
で、自分を殺す方向のなにか、には、ものすごく敏感で、全力で反発
する、抜群の抵抗力が保たれています。 
 その抵抗力を、徐々に手なずけ、首をしめていき、金という幻のほ
うびを与え、台無しにしてしまうのが、同じように操作されて生きて
きた、親、なり、この現代社会だということ。 
 これが、誰もが子供のころ、大人に感じる正当な矛盾の感覚、純粋
な不信感だということ。 
 感じる矛盾は、なにも間違ってはいないのです。 
 その、言うことを聞いたあとのほうびが、実は自分を操作するため
のものであったと気がつくかどうかのころに、人はガンにされたり、
老人に変態させられたりするのです。 
 体が、急速に死のほうに逃げようとする。 

そのような、だまされて動かされる人間同士を交配させていけば、
どうなるのか。 

生まれたときから白血病、先天性のなにかを背負わせられながら
生まれてくる者たちが大ふっとうしていくわけです。 

残念ながら人間の体は、やりたくない命令に対して、抵抗力など持
ってはいない。戦争や戦後、高度経済成⾧期などという、短期間の、
命からがらなにかをやる、命をにぎられているという緊急事態があ



って、ほんの少し抵抗力を持っていたのではないか。 
しかし現在の日本には、その、命のかかったなにか、というのは、

ほとんど存在しない。 
自分の命はいいから、人の命を助けなさい、という、意味不明の言

葉にあふれた世界になっている。 
 そうすると、生まれてからすぐに、死ぬ方向に細胞が働く遺伝情報
を持つ者たちが爆発的に生まれてくる。 
 人の細胞を傷つけることが平気な種たち、傷ついた者同士で交配
させる。 
 急速に死に向かう遺伝情報を持つ血統が、人工的に作られている
のだと考えられるのです。 
 そんな、奇形、悪形を、テレビでさらす。 
 頭の悪い者たちを圧倒的な方法で淘汰していく、かなり前からお
こなわれていた方法ではないかと思う。 
 
 
 働く者。 
 なにかを書いたり、しゃべったりして生きていこうとする者。 
 スポーツをやって生きていこうとする者。 
 犯罪や事件をたれ流すだけの者たち。 
 医学で人を助ける者。 
 音楽で生きていこうとする者。 
 踊る者。 
 競争する者。 
 食べものを作り続ける者。 
 誰かを助けて、生きていこうとする者。 
 



 世界は、生態系に害悪なことにはいったん、目をつぶり、こういっ
たことで人と人をつなぎ、楽しいことも作ってきました。 
 人類の規則を変えていくには、学校を作ったり、なにか楽しいこと、
おもしろいこと、好きなものがいっしょな人を作っていかないと、つ
ながりが生まれにくい、というギリギリの構想です。 
 そのつながりが、あらゆる境界線をぶち破って、狂った規則を変え
ていくことにつながっていかないと、それらのおもしろいことを作
った意味がないのです。 
 私が、この本で成しとげなければならないと主張してきたことは、
実はもともと、世界がかなり前から成しとげたいことであったとい
うことが、徐々に見えてきたでしょうか。 
 しかし、世界は、いつまでもそういったことを続ける、現実がまっ
たく目に入らない人間たち、または無視する者たちを、とっくの昔に、
発達障がい児、脳性まひ患者、人間のクズ、認知症患者、だと判断し
ているように、私には見える。 
 目が見えない者。耳が聞こえない者。文字が読めない者。 
 人間たちが地球を破壊していることが判明して、テレビで流され、
何十年が経過したことだろうか。 
 労働者が地球を汚し、破壊してきた年月が、ざっと、３００年間。 
 その労働者を発生させたのは、それ以前の、数千年にわたる農耕期。 
 これがはっきりと見えた現代にて、それに抵抗する勢力が出てく
るというのも、当然といえば当然のことなのです。 
 その、地球を守ろうとするキバは、とうの昔に労働者に向いている
ということを、いっこくも早く察知すること。 
 政治には、表の政治と、世界的につながっている裏の政治があるこ
とを意識すること。 
 それが、仮面をかぶって働き続ける大衆の写し鏡になっていると



いうことを、知ること。 
 
 
 商業上の競争は、地球や全生命を破滅させ続けている。 
 それを支えているのが、工業、農業、漁業、その他のあらゆるなり
わいであるということ。 
 だから、テレビは、日々、カメラでそれらを撮り、流し続ける。 
 今では、災害や犯罪を誘発し、一般の人間たちに機械を持たせて、
勝手に録画させて、その映像を集め、公開している。 
 大衆が、同じものを買わされ、あやつられて、動かされているのが
わかるだろうか。 
 

テレビジョン【Television】とは、「遠い未来」、という意味なので
す。 

Tele = 遠い、遠距離 ＋ Vision 光景、姿、見通し、予見、理想、
幻覚。 
 それを、みんなで作らなければならないのです。 

現代人は、遠い未来など、どうでもいいと思っている。 
追っているのは、目先の食いものと金と物だけ。 

 そして、あなたがいつも見ているテレビも、人間が作って、人間が
決まりにもとづいて決めた、一見、つまらない幻覚、まぼろし。 
 破滅の真っただ中。 

世界の終わり。 
 つまらないあなたの写し鏡。 
 しかし、角度を変えて見てみると、警告であふれかえっているのは、
先に説明したとおりです。 
 テレビ、つまり、世界が指す未来、理想は、テレビを見て、自分の



頭で考えない人には、わからない仕組みになっているのです。 
 本であろうが、音楽であろうが、同じこと。 
 自分の頭で考えないと、踊らされている人の幻影しか見えず、世界
からの信号を感じることができない仕組みになっているのです。 
 そして、私には見えた、世界が指し示した理想の世界というのが、
この本に書かれてある、みんなで実現させるしかない、もともとの世
界、地球なのです。 
 もちろん最後には、そのテレビも消えなければなりませんが、今の
ところ、一瞬にして大勢に情報を伝えることができる媒体なので、消
えるのは最後のほうでいいだろうということでしょう。 
 彼らは、地球が良い方向に行くのであれば、いつでもやめてもいい
と考えている。 
 あのようなくだらない番組が、必要だとは考えていない。 
 しかし、今のところテレビなどは、現実から逃げようとする者を縛
ることに、使えるのです。 
 あらゆる媒体なしでは生きていけなくさせ、刺激中毒にし、奴隷を
鉄線で縛り、囲んでいく戦略です。 
 
 日本には、「ザ・テレビジョン」という番組表雑誌がありますが、
あの表紙では、まぬけなタレントがレモンを持たされて、写っていま
す。 
 あれは、人をだまして金を取る者、という意味の、さらし上げ写真
です。 
 そいつらも、テレビに映っている者たちも、みんなあなたの写し鏡
なのです。 
 学校や会社、国家に、盲目的に従う奴隷の血統など、もう誰ひとり
として、必要がない状況だということ。 



 この世の奴隷を認める人というのは、いつか、なにかしらの奴隷か
ら、または、なにかの意志のある者たちから、殺される運命にあると
いうことは、決して忘れてはなりません。 
 
 

以上が、このまま誰も世の中の規則を変えようとしなければ、起こ
りうるであろうという、私の近未来の予測と、希望です。 
 それでもまだ、あなたは誰かと競争するために、生きるために、く
だらないものを維持するために、学校に行ったり、仕事にでかけたり
するだろうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

地球に還（かえ）れない現代人 
 
 
 
 本来、すべての生きものは、死んだら土に還っていきました。 
 それを虫が食べ、動物が食べて、土の中の養分になり、なんらかの
植物などの栄養として、循環していく。 
 生存記録、遺伝情報、細胞、栄養を、ほかの生物に引き継いで、か
つての地球の全生命は回ってきたのです。 
 私はそれが、本物の輪廻転生だと思っています。 
 死んでも、ほかのいろいろな生きものの中で生きていったのです。 
 その食物連鎖の末に、また、ある狩人が食べることで、死んだ人は、
また、人間となって生まれ変わることができるという考えかたです。 
 社会的な思い出のようなものはいっさい消されて生まれ変わるの
でしょうが、その種にとって必要な、生存の本能、情報などが備わっ
て、生き返る。 
 本来であれば、誰か大切な人が死んだら、その人を地上の土に埋め
て、植物から虫、鳥、野生動物、そして大自然へと戻っていったので、
目に映るあらゆるものが、その大切な人とともにある、かのような、
ものすごく温かい、生存意欲をかきたてる世界が、かつてはあったの
だろうと、私は感じます。 
 空を飛ぶ鳥を見ても、木や葉っぱを見ても、なにかの動物の鳴き声
を聞いても、あの中には私の大切な人が宿っているのではないか、と
でもいうような、その人とともに生きているかのような。 
 太陽や、宇宙の星々のうねりさえ、かつてはその人を生まれさせた



ものであり、自分をも誕生させたものであると考えると、ものすごく
温かい気持ちになったことでしょう。 
 かつては、そんな大切な人が宿っている大自然を破壊するなんて、
その人をもう一度殺すことと同じだ、という感覚もあったと思える
のです。 
 しかし、現代社会では、まるっきり、違います。 
 農耕が始まり、人類が爆発的に増えたために、死体がゴロゴロ山積
みになって、埋める場所にもこまるようになり、死んだ人は、焼却場
で、まるで生ごみのように燃やされるようになったのです。 
 あとは、生き残った者同士で、食べものを食べ、酒を飲み、思い出
話しをして、それで終わりです。 
 外に出ても、その、死んだ人とのつながりも、つながる可能性も、
ほとんど見当たりません。 
 だから、大切な人が地球に還らないために、平気で、パワーシャベ
ルで地球をぶち壊すのです。 
 だから、平気で環境破壊に手を貸すような労働をひたすらやり続
けているのです。 
 そんなことよりも、みんな社会的なことでキュウキュウとして生
きているために、なにかの奴隷として生きているために、死んだ人の
ことなんかとっとと忘れたい、忘れなければ、自分の奴隷としての人
生が成り立たない、というのが本音でしょう。 
 それどころか、土地を占有して、金をかけ、墓を建てるなどという、
最後の最後まで、自分たち、人間の首をしめるようなことをしていま
す。 
 
 私の母親の生まれ故郷は、山と田んぼだらけのところですが、今で
も、亡くなった人は山林の中に埋めて、小さな石を置くくらいで、地



球に返している家族もいるようです。 
 死んだ人の体を土に埋めるのは残酷なようにも思えますが、あら
ゆる生命を殺して、食べて生きてきたものは、最後には食べられて、
還っていくのが当然だと考えます。 
 それが、数十億年間の私たちの先祖たちの、再生のしかただったの
です。 
 しかし、その田んぼだらけのふるさとも、少し雨が降れば洪水が起
こるようになり、急速に高速道路やビルなどが積まれていっている
のが現状です。 
 人間が作った道路というものが、地球を枯渇（こかつ）させるため
の、人間というガン細胞を運ぶ血管、神経になってしまっているので
すが、しかしそれは、全生命の再生への経路として、逆用もできてし
まうのです。 
 
 医学をやめ、農耕もやめ、十分に人類が減り、自分の生命力が続く
限り生きて、自然から食べものを得て生きることができる、そんな自
由で当然な生きかたができるまで、人間が戻ることができれば、人間
がいったん命を終わるときに、そうやって普通に地に倒れて、また全
生命に宿って再生していくことができるという、死ぬ間際でさえ希
望に満ちながら旅立てるという、素晴らしい世界を取り戻すことが
できるのです。 
 そうすれば、死ぬまでは、ほかの虫や動物なんかに食べられてたま
るか、といった生存意欲が、緊張が、張りが、その人の生命力を支え
ることになるでしょう。 
 古代の人たちは、そのように、生態系との一体化をぼんやりとでも
感じながら、生きていたのではないかと感じるのです。 
 



 ここまで達成できれば、それが、完璧な、生態系の再生だろうとい
うことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ 
 
 各項目について、簡単に捕捉していきます。 
 
 

この本で、私は、人間は歩くことに戻るべきである、と書いていま
す。 
 私たちは子供のころから、ある義務のために、学校に行かされるた
めに、毎朝歩かされて生きてきました。 
 ほとんどの人は、義務以外で歩いたのは、もっと小さかったころだ
けなのではないでしょうか。 
 つまり、歩いても、あまりおもしろいことがなかったのです。 
 それが、権力者という奴隷、ともども、人類が歩くことを捨ててし
まった原因だと思っています。 
 歩いても、なんだかわけのわからないことをやらされる場所しか
待っていなかったからです。 



 そうであれば、早く移動できる車や電車に乗ったほうがいいわけ
です。ただでさえ、そのわけのわからないことに、自分の人生のほと
んどの時間をうばわれるのですから。 
 本来、すべての生きものが歩くのは、移動するのは、食べものを食
べるためでした。 
 大自然から隔絶されたところに生まれ、食べものが管理された世
の中に生まれては、歩くのもいやになるのは当然のことです。 
 それまでの私たちの先祖や、野生動物たちとは、「歩く」、意味がま
ったく違うからです。 
 しかし、この本、「誕生の森」では、そのような世界を取り戻すこ
とができる方法、手順が、書かれてあります。 
 話しは少し飛びますが、男が車に乗ってやってきたというだけで、
その男に足を開いて腰を振らせた女が、この５０年で、何億人いたの
であろうか。 
 その５０年のあいだに、世界の人口は４３億人も増えているとい
う。 
 男にとって車は、労働の足代わりと、女を釣る、ひとりで自由に移
動できる、という、格好の害悪なおもちゃになり、それは現在、女も
同じような理由で買っている。 
 私たちは、首輪でつながれながら交尾をする犬を見て、それに自分
自身を発見できなければならない。 
 
 

仮に、自分の一生の行動を、雲の上からひたすら撮影されていると
して、人生を閉じるときに、その映像を超早回しで見させられるとす
るならば、あなたは自分の移動の単調さに、がく然とすることでしょ
う。 



 ほとんどの人たちは、幼稚園、小学校のころから、定年になるまで、
そのような単調な往復移動をさせられているわけです。 
 こういった感覚、想像力、視点で、毎日自分がやっていることを客
観的に見ることができるわけです。 

あなたがもし、乱立するマンション群の壁やコンクリートを透視
できるとします。 
 すると、あらゆるビルの、数十メートル上の各階、部屋から、人間
たちのふん尿、生活排水が、雨のように流れ落ち、下水に吸いこまれ
ていく、地獄絵図のような光景を見ることができるでしょう。 
 しかし、それは、想像力で予測して見ることができるのです。 
 
 

狩りへの回帰についてですが、状況、その場所の気候にもよります
が、鹿、一頭をしとめると、家族４人が半年以上食べていける肉が得
られるのが、狩猟採集という生存方法なのです。 
 どのくらい自由な生活なのか、わかるでしょうか。 
 鹿ばかり食べているわけにもいかないのでしょうけれど、一頭と
るだけで、半年も自由にあそんで暮らせるのが、狩りでの生きかたな
のです。 
 また、かつては、野草や木の実を探して食べる、狩りをする、とい
うことが、あそびとつながっていたので、知らず知らずのうちに、調
和のとれた栄養をとれていたのです。 
 大自然を茂らせ、野生動物をもっと増やし、それをとって食べよう
というのが、この本の単純な呼びかけです。 
 ただし、自然に死ぬ人間は、きちんと死んでいくということをやっ
ていかなければならないということ。 
 



フライドチキンになるニワトリの先祖は、日本の国鳥でもあるキ
ジです。 
 キジが、人間に飼いならされて、ニワトリになったのです。 
 鹿は、牛の仲間で、牛も、もともとは大自然の中で、俊敏に動き、
走り回って生きていました。 
 ブタの先祖はイノシシ。 
 同じように、狩人だった人間が、まるで家畜のような姿になってい
るのがわかるでしょうか。 
 

学生。 
 サラリーマン。 
 すべての労働者。 
 
 ブタ小屋も牛小屋も、彼ら動物にとっては刑務所と同じであり、そ
れが、人間にも、教室や会社、職場という刑務所になって割り当てら
れているだけ。 
 人間が動物にやっていることの罰が、そのまま人間にぶち当たっ
てきているのがわかるでしょうか。 
 最後に、牛やニワトリには、死刑が待っているのです。 
 野生動物も、人間が食べものを与えることで、自分で食べものを探
すことができなくなってしまうのですが、現代人も、まさにそのよう
な状態にあるということ。 
 現代の親子の関係というのは、動物園のエサやり飼育係と、変な芸
をやるサルの親子の関係であるということ。 
 
 
 本来の、食べものを探す、得る、という行動は、食べものが用意さ



れたスーパーや定食屋に行くことではないということ。 
そんなものがなくても生きていけたのが、私たちのすべての先祖

の、狩猟採集者であるということ。 
 現代人は、食べものときれいな川の水があれば生きていけるとい
うことを、忘れています。 
 
 
 人間が小さいころに誰もがかかると言われている病気に、はしか
や水ぼうそうなどがありますが、私はそれが、人工的に栽培する植物、
こくもつ、つまりコメやパンに原因があると思っています。 
 稲に水を含ませたものを食べさせて、健全に育つわけがありませ
ん。 
 小さい子の病気が、「食べるものが違う」ということを、病気とい
う信号として伝えてくれているのです。 
 仮にこのことが、あらゆる方面から認められれば、母親と子供とい
うのは、吐き気や発疹、病気、痛みなどという、言葉にはならない信
号で、「違う、違う、おかしい、おかしい」、と、今でも、一生けん命
に訴えかけ続けている、ということになります。 
 日本人は、そのような信号、痛み、に対して、誰もが、がまんする
ようにしつけますが、それでは地球からの信号を無視して生きてい
ることと同じなのです。 
 なにかがおかしい、という信号を無視してしまうことで、その矛盾
を解決する糸口は閉ざされてしまう。 
 対して、かつての欧米人や黒人などは痛みに対してとても敏感で、
そんなことをしてまでも医学で直したくはない、という人が多かっ
たのですが、現代社会では、おもしろいこと、楽しいことが増え続け
ているために、どんな医学でも駆使して生き延びようとする人たち



が大ふっとうしているのも事実です。 
 重要なのは、楽しいこと、おもしろいことを、金かせぎにしてしま
わないこと。 
 これを金かせぎに利用してしまうと、結果、競争させられてしまう
ことになるからです。 
 金をもらってやること、と、金をもらえなくてもやりたいこと。 

これらには、天と地の差がある。 
最悪なのは、本当はやりたくないことを、金のためにやらされてい

る、という、自分の現状である。 
 そして、食べものにすりかえられた金を得るために、働くために、
医学で自分の体を直し続ける。 
 これで、あらゆるものが見えなくなる。 
 現代社会の盲人、ろう者、とは、これらの者たちのことを指す。 
 
 

人々につけられる名前と、その人の誘導についてですが、皇族の末
端の支配者層と、皇室離脱者、その子孫たち。大日本帝国陸軍に所属
していた者たちの子孫たち。それに協力する者たちが、新聞や本、テ
レビなどを使って、人と人とを影からつなげているだけにすぎない
のです。 
 昔、あるテレビ番組で、「日本の社⾧」という一区画があったので
すが、それを担当させられていたのが、宮尾すすむ。 
 宮、というのは、皇族のことです。 
 つまりは、皇族のしっぽたちが、大昔から、影から人を誘導して、
社⾧にしたり、職人にしたりしているだけなのです。 
 現在放送されている「ミヤネ屋」という番組も、宮、の根の、屋、
と読めるでしょう。 



 つまりは、司会の宮根誠司ともども、すべては皇室が支配している、
というお知らせなのです。 
 宮の、根の、誠司。皇室の根っこが、いつわりのない裏の政治をつ
かさどっている、と読む。 
 皇室が個人を自由に動かすことができて、会社というものも、裏側
では支配している。そうすると、ある個人を転勤させて、ある人間と
ある人間を出会わせる、などということは、リカちゃんハウスの人形
を動かして配置するのと同じように、簡単にできてしまうのです。 
 なぜ、このようなことが言えるのかというと、そういったことをす
る時間的余裕や指令系統を持っている人、自国や地球のことを心配
している人間たちというのは、皇室の末端の者たち、皇室から離脱し
た者たち、その者たちと同じ思いを持つ協力者たち、共通の意思を持
つ者たちしかいなかったからです。 
 人生の大部分を、世界中のロクでもない情報を受け取っては、やり
きれない気持ちをくすぶらせてきた者たち。報道関係者の子孫たち。 
 のちに、その者たちに賛同する人たちというのが、静かに、影で、
出てきたのでしょう。 
 あとは、物と金かせぎに洗脳されたバカだらけだけで、地球や世界
中の人々のことを心配している者など、いるわけがないのです。 
 競争、競争、また、競争。 
 休むことも知らず、たくわえてのんびりすることも知らず。 
 食べる、働く、子供を産む。 
 あそぶ、寝る、腰を振る。 
 養豚場のブタたちの地獄絵図の世界。 
 なにかのために一生けん命にがんばります、などと言う、大うそつ
きだらけ。 
 ただ、そういった制度側の人間たちとは別に、なににも所属してい



ない個人として、みずからの意思で行動する人たちがいることも十
分に感じることができています。 
 

彼らは、あなたが家の中ではどのような人間で、家の外ではどのよ
うな人間なのかということを、知っています。 
 どのようなことに心を痛める人なのか、なにが好きなのか、嫌いな
のか。 
 どのようなうそをつく人間なのか。 
 なにを知ったのか。 
 すべて、はあくしています。 
 人でなしのような者は、容赦なく切ります。 
 これが、国家というものなのです。 
 そして、日本のありかたを、世界のありかたを、地球のありかたを、
一般の人間たちから考えてくれ、と。 
 しかし、戦争で自国の人間を大量に殺してしまった親族を持つ彼
らからは、なにも言えないのです。 
 では、なんでもかんでも彼らのせいにして、彼らから世の中を変え
ればいいだろう、と、言う人がいると思うのですが、すべてをなにか
にまかせて、うまくいかなければ、すべてをそいつらのせいにすると
いうのもまた、大衆なのです。 
 世界は、自分たちで考えて、自分たちで決めて、うまくいかないこ
とも全部自分たちの責任として受け止め、変えていける人間たち、失
敗を予測して、予防して、今後の地球を考えられる人間たちを育てよ
うとしているのです。 
 
 

天皇はかなりの⾧い期間、国民からは神のような存在であったと



されるようで、それは、かつて、国民全体に、敵国を憎悪する、好戦
的な兵士に洗脳するためのものであった。 
 昔の歴代の天皇たちの写真を見ると、その国の最初のスター、カリ
スマというのは、その国の王さまだったということがよくわかる。 
 日本の最初のスター、つまり作り上げられ、祭り上げられて出てき
た英雄は、その当時の天皇だったのです。 
 そういった独裁者の象徴を作り上げ、大衆に、ともに敵国の人間を
殺そう、という感情を鼓舞しないと、軍隊というものはできあがらな
い。 
 国は、その、スターの姿を大衆に見せ、その中から、自分も、とも
に戦争に参加したいという人間を誘発し、群衆から軍人になろうと
する者をすくいあげ、洗脳し、軍人にしたのである。 
 そこまで追っていくと、見えてくることがある。 

なんのことはない。 
 天皇も、王さまも、その国の政治の、単なる奴隷なのである。 
 そのような歴史があったために、現在でも、あの、大衆の病的な崇
拝状態が続いているが、誰が見ても異常を感じるはずです。 
 しかし、天皇は、戦争に負けて、人間宣言、というものをしたそう
です。 
 やらされ、人間宣言。 
 ただの、腹話術の人形。 
 「国民を思い、国民に寄りそう」、などと言っていますが、毎日死
んでいる国民をテレビで見ていて、どこが、思っているのか、寄りそ
っているのか。 
 被害にあった人々に話しかけることが、思うこと、寄りそうことな
のか。 
 それでは、ただのバカと言われてもしようがないのです。 



 皇室の周辺の人間たち、全報道媒体は、間違いなく、テレビに出て
くる天皇、皇族を、日本人というバカ集団の象徴に祭り上げてきただ
けなのです。 
 しかし、彼ら、皇族たちも、みずからの意思で皇族を離脱した者た
ちも、好きで皇族になったのではないし、なぜ、自分がそのような身
分でいなければならないのかということが、わからないわけですか
ら、その辺のことを、国民はわかってあげなければなりません。 
 敵国に戦争を仕掛けよう、と決めた連中たちは、もうどこにも存在
しないのです。 
 ともに、変えていく、という感覚が必要だということ。 
 生態系の再生というのは、人間の上下関係をも消そうという変え
かたなので、当然、最後には、皇室というものもなくさなければなり
ません。 
 警察も政府も権力者もいなくなるのですが、そういったものがな
くなっても、国民は同種の殺し合い、傷つけ合いをしないかどうか、
信用されるまで、なくなることはないでしょう。 
 
 

過去の戦争については、どこの国が勝とうが、負けようが、地球に
とって、決して良い方向には行っていなかったということ。 
 地球にとって良い方向に行っていないということは、人間にとっ
ても良い方向には行っていないということ。 
 先代の権力者たちがやったアホなことは、ひたすら後世に伝え続
けなければならない。 
 今のところ、地球と真に共存した生存をしている国など、どこにも
ない。 
 文明と未接触な民族がいるということも聞くが、彼らが仮に、農耕



をやっていたら、おそらく、それで終了。 
 よって、真の正義を持つ国もないし、正しい国などどこにもない。 
 国という枠をなくしても、真っ当に生きられる地球にしなければ
ならない。 
 
 

世界統合国家、とでも呼ぶべきつながりは、誰でも発言できる場所、
インターネットを作りました。 
 そして、それにもかかわらず、自分ではなににも発言することはな
く、なにも考えず、なにかを知ろうともせず、ただひたすら金をかせ
ぐためだけに生き、誰かが決めたことにひたすら影で文句を言い続
けるのは誰なのか、殺してもいい対象を探しているのです。 
 それとは逆に、地球上の理不尽な不幸を知ろうとして、探り、なん
とかしようとする者は誰なのか、探しています。 
 私も社会に出て、誰かが作った規則に、影で文句を言うだけのよう
な、腐ったブタのような人間たちをうんざりするほど見てきました。 
 これが、日本人、世界の奴隷の、大多数の、「影」の姿なのです。 
 それが、そいつの、真の姿。 
 目上の者にも、規則に対しても、口を閉ざし、さっさと逃げるよう
に生きている者。 
 こそこそ生きようとする、ずるがしこい者。 
 本当はその矛盾を考えることによって、追跡することによって、こ
の世の中を知っていくのですが。 
  
 みんな、金のためにうそをつき、演技をさせられ、いやな思いをし
ているのに、なぜそれをなくすという発想ができないのか。 

みんな、大なり小なり、金にはいやな思い、めんどうくさい思いを



しているのに、なぜ、それがなくても生きていける世界を考えないの
か。 
 それは、これを読んでいるあなたが、毎日、金に執着（しゅうちゃ
く）して生きているからなのです。 
 みんなでいっせいに、やめればいいだけの話しです。 
 食べかたを狩猟採集に切りかえていく段階において、生きるのに
必要なものだけを配給制にする。 
 そのほかの、明らかに不必要だと思われることはやめていく、とい
う、段階的な変えかたもあるのです。 
 もし、みんなでそう決めて、そうしなければならなくなったときに
は、皇族にも、政治家にも、金というものがなくなるわけです。 
 
 

国境にかかわらず、死んだ数にかかわらず、同種、あるいは異種の
死、あらゆる生命の死に、なにかを感じることができる人は誰なのか。 
 世界はそんな人しか必要としていません。 
 あらゆる生命の死は、地球からあなたへの信号、警告。 
 逆に言えば、それを無視する人たちを、どんどん殺してしまわない
と、地球がもたないのです。 
 だから、世界は、自然淘汰から逃げる人間たちに、人工淘汰をやり
続けているということ。 
 死人が出ない人工地震や災害などをいくら起こしても、働くだけ
の大衆はすぐに忘れる。 
 揺れる遊園地のように楽しみ、それで、終わり。 
 繰り返し報道で流して訴えかけ続けるには、死者が必要だという
ことなのでしょう。 
 それでなくとも、人が死んだって、気にもとめない大衆しかいない



のだから。 
 報道番組と娯楽番組が完全に分かれていると思ったら大間違いで
す。 
 違う人間が作っていると思うのは、大間違い。 
 根底で支配している人間は、みんな同じ人間たちです。 
 それを作る根底の者たちに、それぞれの局の境界線などありませ
ん。 
 テレビ局の境界がないどころか、あらゆる会社を作って、あやつり、
常に連絡を取り合い、あらゆる人間を動かすことができて、出版や広
告、音楽も発信手段、そして大衆への応答として使っています。 
 その、報道される内容は、集められた数千の知らせの中から、日々、
選ばれて流されているということ。 
 影で作って、流す。 
 つまり、「流す側」は、流すニュースを、「選べる」ということです。 
 私たちは見たい番組を見ているのではなく、小さいころから、見せ
る側が見せたいものを見させられているだけだという意識を持つこ
と。 
 
 
 人と物と食べものがあふれかえっている世界で、その過剰状態に
過剰を積み重ねているのが、現代社会人であり、これを読むあなたで
あるということ。 
 なにも変えようとは思っていない、あなただということ。 
 テレビは、そのような人間たち、つまりはあなたの写し鏡を、絶え
ず放送しているだけなのです。 
 
 



 現在の地球の食物連鎖の頂点にいるのは人間である。 
 ということは、人間は、誰もが、地球の管理人にならなければなら
ない。 
 その地球の管理人が、日々、労働とともに、あそびとともに、生態
系を破壊し、汚しているのが現状だということ。 
 その管理は、国家がやるのではなく、これを読んでいるあなたの、
地球への態度が変わらなければ、国家も、世界も変わってはいかない
ということ。 
 この世のすべての職業、仕事というのは、農耕によって食わせられ
続ける現代人の、エネルギーのはけ口として、国家、世界が作った、
ただのままごとあそびだということ。 
 それを、地球、人間、あらゆる生命に害悪だということを知りなが
ら、世界はやっている。 
 つまり、制度を変えていくために、人と人をつなぐための、疑似的
な集まりのままごと、学校や就職や結婚であるということ。 
 テレビに出てくる国会議員たちは、そのことを知らない。 
 まずはこのことを、少しずつでも、一般の大衆に広めていかなけれ
ば、なにも始まってはいかないということ。 
 この本を読んだ人は、最低でもこのことは知っておかなければな
らない。 
 
 問題提起であれば、小さな子供にでもできる。 
 泣き叫ぶ赤ちゃんでさえ、なにか問題があったことを訴えかけて
いるのです。 
 しかし、その、泣き声を人に聞かせるように訴えかける大人たちし
かいなくなった。 
 必要なのは、誰かのその訴えかけの根底にあるものを翻訳し、解決



法を探り、発見し、提示する、伝える、解決する、ということです。 
 または、自分の胸の内側にあることを、はっきりと言葉にすること。 
 しかし、見渡せば、陰でぶつぶつ文句を言うだけの、子供のような
大人しかいなくなってしまったのです。 
 または、その、うっ積した、不平、不満をがまんして、飲みこんで、
ふてくされながら生きている者たち。 
 これでは、なにもよい方向には向かっていきません。 
 国鳥でもある野生のキジの遺伝情報ではなく、飼いならされて、食
べものをもらうことがあたり前になってしまった、ニワトリ、ブタ、
牛、変態させた植物の遺伝情報で満たされてしまった、３歩歩けば、
みんな忘れてしまう脳を持つ民族が、私が一番よく知る、日本人とい
う民族だということ。 
 飼いならされた状態での助け合いだけに一生を捧ぎ、働くという
ことは、結果、莫大な数の人間が、海の上、みずうみの上に放り出さ
れて生きていくことになっているということ。 
 ひたすら人間同士の殺し合い、いがみ合いが続いていくというこ
と。 
 
 
 
 制度は、絶えず、国民全員に、伝言、通達、警告を発し続けていま
す。 
 せまい日本だからこそ、急速に発展したすべてのものの背面にあ
る害悪、矛盾に、どこの国よりも速く気がつき、変えていかなければ
ならないはずなのです。 
 この本を読んだ人で、その信号に耳をかたむけられる人たちがひ
とりでも増えることをねがっていますが、この数十年間、私はこうい



ったことを話したり、書いたり、それを見せたり、ということをして
きましたが、私の案に賛成だ、正しいと思う、という人は、今のとこ
ろ、誰ひとりとしていません。 
 賛成かどうかはわからないけれど、書いていること、うったえかけ
たいことは理解できた、という反応もありません。 
 あるいは、まったく反対です、という意見もありません。 
 また、返事をくれた人もほとんどいません。 
 話しにもならないのです。 

つまり、このままでは、私が書いてきたように地球が再生されてい
くことはない、ということなのですが、そのときになったら、投票だ
けすればいいと思っている人が、変えていくことに協力している、政
治に参加しているなどとは、決して思わないでおいてください。 

口先だけで、労働者から地球を守りたいということは、誰にでもで
きる。 

健全な地球というのは、決してそれを壊す労働者のためにあるも
のではない。 

私は、これを読むあなたに、あなたが生まれてきて、住んでいる地
球を、あなたはどうするのか、どうしたいのか、と、聞いているだけ
なのです。 

しかし、自分の職業だとか、社会的な地位だとか、夢だとか、そん
なものを捨てても、地球を守りたいのかが問われているわけで、私は、
そんな、決まりきったものになろうなどと思ったことは一度もない
し、そんなものには洗脳されないまま、ここまで生きてきていると思
っています。 
 
 
 最後に、日本語のこの本の、英語、ドイツ語、フランス語、スペイ



ン語、ベトナム語、アラビア語、中国語、などへの翻訳を手伝ってく
れる人たちを募集します。 
 相手の国の言葉を勉強していて、両国の言葉を話せる人、書ける人
で、２０代から８０代くらいまでの人。 
 この本の意図を理解している人たちで、双方の国々の違い、事情を
軽くでも知っている人。 
 一文一文、厳密に訳していくので、ネットでのチャットで、即時に
意思表示、応答できる人が理想ですが、事情と状況によっては、ネッ
ト環境がなくてもかまいません。 
 その言語への翻訳には、ひとつの言語に対し、たとえば英語であれ
ば、いつも日本語を使っている人で、英語の勉強をしている人。 
 いつも英語を話している、書いている人で、日本語の勉強をしてい
る人、というように、ひとつの言語に対し、最低でも２人には手伝っ
てほしいと考えています。 
 私とともに、その２人以上の人たちで、一文一文、みんなで議論を
し、適切な翻訳を心がけ、進めていきます。 
 ひとつの言語に対して、私が納得できる、信用できる人たちがそろ
わなければ、その言語への翻訳は開始されません。 
 報酬などは、いっさいないと考えていてください。 
 その国の人たちに適した翻訳を目指します。 
 場合によっては、この本の半分以下の文量ですんでしまうことも
あるでしょう。 
 こういったことまでしなければ、とうてい、ほかの国の人たちにな
ど、伝わるわけがないと考えています。 
 今のところ、日本人にもまったく伝わっていないのだから。 
 
 変えていくためのすべては、とっくの昔からととのっている。 



あとは、大衆の、鉄の意志だけが問われているだけなのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上神谷 修 
 
kamigamiya@gmail.com 


