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プリント 
 
 
 
 
The Sovereign Global Trust 
形成中の英領ヴァージン島 
 
www.the-sovereign.global 
 
連絡先： info@the-sovereign.com 
 
Óディーター・ウォルター・リートケ 1988年～2021年3月/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
翻訳 
本「Der Souverän」と私たちの「Souverän」のウェブページの
他の言語への翻訳についてサポートをお願いします。テキスト翻

訳プログラム DeepL を使ってドイツ語のテキストを他の言語に
翻訳した際に、翻訳テキストの修正によるサポートをお願いして

います（下記メールにて）。  
text@the-sovereign.com  
 
私たちは、他のすべての言語に翻訳された書籍「Der 
Souverän」を、すべてのインターネットユーザーにPDFとして
無料で提供し、翻訳されたテキストでソウベレンのウェブページ

をさらにデザインすることを喜んでいます。ドイツ語のテキスト

から、まだ翻訳されていない他の言語への翻訳の著作権問題を明

らかにするために、電子メールを送ってください。 
book@the-sovereign.com  
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世界のリニューアル  
研究と教育を通じて 
 
情報はウイルスか薬か 2003 
 
情報が私たちの健康や社会を変えていく。テロリストの攻撃は、

過去数世紀の間に見過ごされてきたことを、恐ろしい方法で私た

ちに示しています。私たちは、後ろ向きの信条やイデオロギーが

、進化の過程で無になり、絶望し、憂鬱になったり、攻撃的にな

ったりすることを学ばなければなりませんでした。  
 
何世紀にもわたって、自然や神を絵で表現することの禁止は、コ

ーランの解釈によって明らかにされていました。そのため、想

像力のサブ領域に空想の禁止が敷かれており、宗教的な戒律を厳

格に解釈しすぎると、信者に壊滅的な結果をもたらし、もたらさ

れることになります。その効果は、ビジョンや創造性への制限を

解除することを宗教的な違反と同一視し、未来のための仕事を神

のみに移すことで理解できる。 
 
このような未来の力の神への移転は、世界の発展とは一致しませ

ん。なぜなら、意識の進化の中で、人々の洞察力は、自分自身の

内なる世界、人間や社会の神経ネットワークの発展が、常に外の

世界と一致しているという事実に貢献してきたからです。また、

自然、進化、未来の力、ビジョン、芸術、創造性などはすべて

神からのものであり、世界の発展のために人間が貢献したもの

であるとも言えます。神と人間を厳密に分離すると、信者の中に

よく知られている不調和（人格の低下、恐怖心、抑うつ、依存

症、攻撃性）が生じ、その結果、ヨーロッパの中世のように、神

秘主義を通じて権力者の力を強化し、これがキリスト教世界での

知識の伝達者の迫害と焼却につながったのです。クルアーン以前
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の時代、そして後に定着した運命論的なクルアーン解釈以前の時

代には、同じ文化圏の中で高い文化的・人文的成果が生み出され

ていました。例えば、ピラミッド、アレキサンドリアの図書館、

詩、天文学、建築、数学、医学、芸術などを考えてみてください

。 
 
 
進化、物事、プロセス、システム、未来、神など、それにもかか

わらず必要や儀式として日々直面している未知のものを想像する

ことが許されない、あるいは直感に従うことが許されない、想像

力を遮断するという人々への戒めです。これは、国家と宗教への

依存がシステムに内在しているという事実につながります。なぜ

なら、非想像的で精神的な未来の構成要素は、人々自身の中では

作られず、人々は宗教と国家の指導者から、つまり彼らから与え

られたガイドラインと法律から力を引き出すことになっているか

らです。つまり、想像力が禁止されているために、人々は後ろ向

きな世界の中で新しいアイデアやイメージ、価値観を自ら作り出

すことができず、未来に向けた現代的な理想を築くことができな

いのです。キリストやモハメッドは、自らが偉大なビジョナリー

であり、変革者であったにもかかわらず、です。  
 
独自の新しい価値観がなければ、創造的で生産的な未来の形成は

できません。個人や社会の進化や繁栄は、創造性やビジョンの制

限による困難があって初めて可能になります。集団が意図した発

展段階で止まってしまったり、遺伝子の自然な進化プログラムに

従って発展しなかったりする。そのため、過去にさかのぼった宗

教体系やイデオロギーにおいて、過去の基準体系や価値観が理想

化されているのは当然のことです。 
 
昨日の価値観を持ったまま今日に流通させようとする争いがあ

る。その結果、新しいものや奇妙なものへの恐れから、意識革命

を推し進めている、つまり未来に向けた社会システムを推進して

いる価値観の変革者たちとの闘いが起きているのです。上記のよ

うな現象は、自己完結的なイデオロギーや信念体系のほとんどに
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当てはまります。極端な運命論者、テロリスト、ネオナチとの距

離が認知、想像、未来の形成を通じて縮まることで、彼らは進化

する世界から自らを排除し、自分たちの世界でしか生きられなく

なり、ますます攻撃的に、私たちから見ればますます非人間的に

反応したり行動したりするようになります。 
 
しかし、運命論的な認識から、自分の宗教や信念に従って、ある

いは内的な必要性から、神の戒めに従って行動し、また、神の言

葉によって自分が排除されていると信じている未来や研究の世界

から（想像力の制限の解釈で）行動し、これらの不信心者の世界

では、自分の敵のイメージを見て、そのために他の宗教や世界の

イメージやそのシンボルと戦い、破壊したいと考えている人たち

がいます（テロ攻撃が示すように）。  
 
これは、権力システム（民主主義国家も）の指導者グループが、

宗教、イデオロギー、信念と相まって、内部（システムに属する

メンバー）と外部（第三者）の両方で、権力を維持するためのさ

らなる発展、開放性、創造性、進化を、阻止することが容易にで

きるからです。パワーシステムの最も近いコアに属していない人

々は、誤った方向に導かれたり、脅迫されたり、怯えたり、情報

フィルターによって人格形成が妨げられたりします。困難な状況

下で創造性を発揮し、人々を結びつける新しいアイデアを生み出

し、新しい価値観や理想を創造した人々は、嘘つきとして描かれ

たり、詐欺師や法の番人として裁かれ、家族や社会から孤立して

しまう。近い将来、文化間の教育格差は本質的には変わらないで

しょう。なぜならば、欧米諸国では、美術館やメディアを通じた

芸術の解読の効用や、学校での芸術の解読の必修化、憲法による

創造的な人々の保護、時代遅れの指導手段にしがみつくサークル

によるネガティブなメディア情報の乱発による脳の操作などが、

まだ認識されておらず、止められていないからです。 
 
まさにこの点において、神経細胞のネットワーク化による創造性

の向上に関して、西洋、東洋、第三世界がほぼ同じスタート地点



 

 
9 

に立っていることで、新しいプログラムとコンテンツを持つメデ

ィアを通じた創造性のための公式を世界的に導入すれば（それは

光学的に絵になるものでなければならないので、読み書きやそれ

までの教育とは無関係に）、すべての人々が同時に同じステップ

を踏むことができるという可能性があるのです。文化、宗教、イ

デオロギー、民族間の極端な行き過ぎ、矛盾、誤解は、このよう

な創造性の公式（より正確には生命の公式、平和の公式と呼ぶべ

きもの）が導入されれば、かなり軽減されるだろう。これは、世

界の創造性と知性のレベルを高め、テロや戦争の危険性を減らす

ための大きなチャンスとなるでしょう。 
 
今日までの創造性と脳のブロック 
ヨーロッパでは、歴史的に見て、宗教と権力のシステムによって

、人々が知識（読み書き）を得ることができなかったという経験

があります。このような状態を打破したのは、15世紀にヨハネ
ス・グーテンベルクが発明した印刷術によって、当時の世界の書

籍、ひいては知識が複製され、広められるようになったからであ

る。統計によると、当時のヨーロッパの特権階級の人々は約90
万冊の本を持っていた。その1世紀後、グーテンベルクのおかげ
で、すでに900万人になっていました。グーテンベルクは、エリ
ート主義の封鎖を解くのに大きく貢献した。 
 
知識行政の独占は長く続きましたが、ドイツの個々の領土国家で

は、読み書きができるというかつての特権が、啓蒙主義の努力に

よって18世紀末になってようやく義務化されました。ドイツ語
圏では、1794年にプロイセンで義務教育が導入されました。し
かし、この国だけではなく、ヨーロッパのほとんどの国では、こ

の時期に国民の識字率向上が始まっています。また、国民の貧困

、無知、無気力に対抗するため、国家の維持・向上のための活動

・生産に貢献することも目的としていた。徐々に生活環境が改善

され始め、平均寿命が延び、乳児死亡率も着実に低下して今日に

至っています。200年前から、リテラシーのトレーニング、教育
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、学習は、知識の爆発的な普及に貢献し、上記のような知識の独

占を打破してきました。 
 
今日、あらゆるメディアを通じて、もはやそれなしの生活は考え

られないほどの大量の情報が毎日のように私たちに浸透し、重要

なものとそうでないものを区別することが非常に難しくなってい

ます。非常に敏感な人の中には、このことが原因で、メディアの

情報を遮断したり、提供された情報や選択が間違っていた場合に

は、うつ病、攻撃性、自殺につながり、極端な宿命論者の場合に

は、指導のもとで自殺と攻撃性の共生につながります。これらの

病気を促進する、あるいは病気を誘発するプロセスでは、精神的

あるいは感情的なウイルスによって、脳が一時的あるいは恒久的

に広い範囲で麻痺します。また、ネガティブな情報源としては、

ホラー映画やホラーゲーム、それに対応する印刷物、ネガティブ

に誇張されたラジオや印刷物、テレビのニュースや報道など、受

け手の心に恐怖感を与えるようなものも、段階的に効果を発揮し

ます。それは、人間の進化的、情報的、遺伝子的にプログラムさ

れた感覚器官や、脳の神経細胞のネットワークには対応していま

せん。人間の生活半径はせいぜい100km程度ですが、ネガティ
ブな種類の情報や現実を歪める情報が、準備のできていない精神

的なウイルスとして観察者の意識に暗示され、神経細胞のネット

ワークをそのような方法で減少させ、ネガティブな世界の知識に

つながるような方法で操作します。進化の過程で発達した感覚器

官の直接的な情報受信は、観察者の半径約100mに限られていま
す。 
を限定しています。400mを超えると、どんなに良い目を持って
しても、細部まではわからなくなってしまいます。この半径内で

人がぐちゃぐちゃになっているのを見たことがある人はいるだろ

うか。遺伝子のプログラミングは、種の保存の原則に沿って行わ

れ、視野半径内のすべての否定的で生命を脅かす情報が、直接の

感覚的知覚の可能性よりも優先され、自分自身と自分の種のため

に即座に保護措置を取ることができるようになっています。 
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この種の保存、進化上の保護本能は、一部のメディア企業や政治

家（ヒトラーの権力への道は、精神的なウイルスの使用と組み合

わせ、神経ネットワークの再プログラムのオブジェクトレッスン

である）によって、諜報とプロパガンダメディアの罠として利用

されている。負の発展を遂げている世界を犠牲にしても、犯罪や

過激派、テロリストの行動を助長したり、あるいは指揮したりす

ることで利益と権力を増大させる一方で、犯罪やテロ、人権侵害

との戦いにおいて、憲法で保障された基本的人権の抜本的な対策

や権限の拡大、制限を民主的に要求しています。 
 
彼らの政治的要求を実現するために、グローバルなネガティブ情

報がマルチメディアで受信者の顔や意識領域（半径100m以内）
に送信され、それによって恐怖によって歪められた世界が現実と

して受信者の意識や神経ネットワークにインストールされ、シナ

プスでの突然変異によって、研究によると最大30％まで知能が
低下すると言われています。一方で、このネガティブに誇張され

た世界は、進化の過程で発達してきた視野の外的現実とは一致せ

ず、他方で、知性や創造性の低下により、脳障害者の判断能力が

制限されます。さらに、多くの研究で確認されているように、恐

怖心や抑うつ、人格の低下などが原因で起こる身体的・心理的な

病気もあります。このため、脳障害の陰湿な加害者は、知能が低

下しても病人からは見えないようになっています。精神疾患の患

者数が年々増加していることを、世界保健機関WHOが 
うつ病患者や自殺者に関する発表された数字は、WHOに依頼し
た独自の言葉で語られています。ドイツだけでも34万人のうつ
病患者がおり、専門家が想定している報告されていない件数の多

さを除いても、年間11,000人以上の自殺者がいると言われてい
ます。これらの相関関係や影響は、広範な研究によって明らかに

されており、ドイツのマックス・プランク精神医学研究所（ミュ

ンヘン）が発表した研究「Depression 2000」でも、次のように
述べられています。「経験的に確保された、うつ病の病気の脆弱

性や危険因子については、性別（女性の方が病気になる確率が高

い）に加えて、特に以下の点が挙げられます。 
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家族の遺伝的要因：うつ病患者の第一度近親者では、人生の過程

でうつ病を経験する可能性が有意に高く、一卵性双生児と二卵性

双生児では発症頻度が異なることが証明されている。  
神経生物学的な変化神経細胞内および神経細胞間のシグナル伝達

の乱れ、内分泌学的な影響（コルチゾール、メラトニンなど）、

睡眠覚醒調節の乱れなどがあります。特定の機能不全の認知スタ

イル、先行する不安障害、向精神薬・物質への依存-離別、失業
、人生の危機、喪失体験、孤独感などの急性・慢性の心理社会的

（ストレス）要因（一人暮らしや離別した人は、病気のリスクが

有意に高まる）、特定の慢性身体疾患（慢性疼痛症候群など）。

"出典：マックスプランク精神医学研究所（ミュンヘン 
病気の引き金となる要因は、病気の人がネガティブな認知に与え

る意味によって決まります。 
 
しかし、このような精神的なウイルスのための腐葉土と繁殖地が

、プロパガンダメディア（恐怖を生み出し、知性と民主主義を制

限する、権力構造に奉仕する意思のあるメディア企業）によって

準備されているという事実を隠すことはできません。さらに、マ

ックス・プランク研究所が挙げた因果関係やリスク要因はすべて

、直接的または間接的に（さらなる研究によって確認されている

が）、今日の一般的なメディア慣行に因果関係があると考えられ

る。また、病因論的なうつ病研究では、遺伝的要因、神経生物学

的要因、心理学的要因、社会的要因、行動学的要因のすべてが同

等の役割を果たす多因性の病態を想定しています。上記の分野、

美術史、進化論、認知システムの進化論など、経験的に証明され

た国際的な研究成果を格子状に重ね合わせると、プロパガンダ・

メディアに暗示された心のウイルスが、新しいネガティブな情報

によって継続的に変異し、その結果、臨床的に異なる症状を示す

ことがはっきりと確認できるのです。 
 
政治とプロパガンダ・メディアによる利益拡大と権力拡大の極大

化は、国民の脳を傷つけることにさえ留まらない。その結果、政

権に反対する可能性のあるすべての人が投獄され、殺害され、戦
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争が起こり、民族全体を絶滅させようとするのです（

www.Shoa.de 参照）。  
この現象は、例えば、ナチス政権や 
スターリンの時代、あるいはサダム・フセインとの戦いの中で、

権力者の意に沿うようなメディア企業を意識的、無意識的に援助し
てきたことからもわかる。歴史家の科学的な仕事によって、この現象

は理解しやすい形で提示されています。 
 
今日、権力に執着する人々は、一度この精神的な伝染病を生き

延び、そのつながりを認識した民族は、この病気が再び広がる

ことに対して抵抗力があることを忘れていません。  
これを防ぐために、研究成果は無視され、改竄され、宣伝され、

政治的目標の追求のために結果とは逆に利用される-効果の方向
が逆なのだ。麻薬、大災害、犯罪、ネオナチ、外国人排斥、教育

、芸術、医療などの分野で多くの例が挙げられています。脳への

物理的な損傷によって人格の自由な発達が妨げられると、平均的

な知能指数（IQ）が100～110から80以下に低下するという研究
結果があります。よく知られている試験への恐怖を思い浮かべて

みてください。試験への恐怖は、未来への恐怖として、ニューロ

ンネットワークの一部を一時的にブロックします。 
 
プロパガンダ・メディアに操られる者は、ドイツにおける国家社

会主義の発展が示しているように、創造力や知性のリソースが封

じられているため、有権者としてよく考えて政治的決断を下すこ

とができない（www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, 
Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen も参照
）。傷ついた人の脳は、この状態で権力者に操られ、単純で感情

的な新しい情報によって、（批判的、バランス的、創造的な意識

のネットワークを排除または制限することで）低下した意識の神

経ネットワークを本能的に再形成することができます。西洋の民

主主義国の教育に置き換えると、科学的研究（ピサ研究参照）に

よると、関連する国のグループを比較すると、青少年は平均して

最高の学力を発揮できなくなっています（IQの低下により）。
メディアによるネガティブな情報の消費が抑制されるどころか、
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さらに助長された場合、同じ結果が後にその国の年間経済データ

に反映されることになる。知的に封印されたメディア受信者には

、攻撃性や抑うつの可能性のほかに、自発的な強制労働への道（

それが精神的ウイルスに新たな力を与える）や、批判や動機付け

なしに支配者が望む社会の一般的な方向性を引き継ぐ可能性だけ

が残されている。第3の千年紀の初めには、義務教育を通じて国
民に知識のシステム、創造的な意識のグリッドが訓練され、確立

され、それによってニューロンネットワークが強化され、特にそ

の中に固定されることを憲法に盛り込むべき時が来ているのです

。そうすれば人間は、進化的に重要な情報とそうでない情報が洪

水のように押し寄せてくる中で、選択的かつ無意識的にプレフィ

ルターをかけることができ、知性や創造性の制限を防ぐことがで

きると同時に、逆に創造性や知性を生涯にわたって自動的に促進

することができる。Katja Thimmは雑誌「Der Spiegel」でこう語
っています。  
 
"すべての学習プロセスは、脳を変える" [2]。 
 
ブレーメン大学の神経科学者であり、デルメンホルストにある

Hanse-Wissenschaftskollegの学長であるGerhard Roth氏は、同
じレポートの中で次のように述べています。 
"すべての学習過程には、脳の変化が伴う"... 
 
目に見える創造性は、種の保存、ニューラルネットワークの形成

につながります。フライブルク大学の数学と教育学の教授である

Gerhard Preiß氏。 
 
"倫理的にも法律的にも、侵襲的な脳実験は禁止されていますが

、... 
人間ですね。しかし、動物実験では、複雑な脳が同じような方法
で学習することがわかっています。彼らの脳では、環境を抽象化
し、一般化し、大小や音の大きさなどのカテゴリーに分類する際
に、同様のプロセスが行われます。基本的な神経の仕組みは、ウ

ミウシから普遍的なものである  
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人間に“ 
 

学習とは、脳に情報を定着させることです。 
彼らはいつでも呼び出すことができます。創造性、知性、人間性

を高めるための可能なツールについて、アーティストのヨーゼフ

・ボイス教授は次のように述べています。 
 
"アートは唯一の進化の力 "だと私は思っています。つまり、人間

の創造性によってのみ、状況は変化するのである。 
 

1988年にアート・フォーミュラが登場して以来、状況を変える
ためのメンタルツールが用意されています。これにより、一般的

に有効な創造性へのアクセスが可能になり、理論を超えて、脳内

のニューロンの創造性ネットワークを促進するグラフィック・オ

プティカルな方法が可能になりました。脳内のプロセスについて

、ゲルハルト・プリスは次のように表現している。  
 

"脳は学びすぎないように保護する必要があります。なぜなら 
一秒一秒、計り知れない数の印象や認識が彼の注意を引きつけま
す。もし、それらがすべて保存されていたら、意味のないデータ
のゴミの洪水によって、脳は非常に短い時間で麻痺してしまうだ
ろう。そのためには、何よりも2つの難しい課題に取り組まなけ
ればなりません。重要なものとそうでないものを区別し、カテゴ

リーを形成する。 
まず、脳はすべての思考やアイデア、感覚的な刺激、感覚、経験
の中から、脳に保存して記憶するのに十分な重要性があると判断
した小さな部分を抽出します。そして、この抽出物を整理しなけ
ればならない。ボスコップ、コックスオレンジ、グラニースミス
など、「リンゴ」というカテゴリーを認識できた人だけが、世界
を理解できるのです。このような膨大な作業を行っているのは、
頭の中にある約1,000億個の神経細胞のネットワークであり、そ
の神経細胞は合計約100兆個の接点（シナプス）で結ばれていま
す。人が受ける印象、刺激、状況のすべてが、特定のニューロン
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の結合を強めたり弱めたりして、この細かく紡がれたネットワー
クを変化させる」。 

 
アートを読み解く公式は、脳内に強化された創造ネットワークを

確立するだけでなく、意識のために情報を事前にフィルタリング

することで、脳を安心させ、知識を（リンゴのように）準備し、

創造性として認識させ、提示することができます。目に見える創

造性は、種の保存、ニューラルネットワークの形成につながりま

す。幼少期から思春期までの間に、与えられた遺伝子のプログラ

ミングによって開発されたシノプスとその相互関係は、大人にな

ってから新たに形成されますが、その際、主に意識によって事前

にフィルタリングされた種の保存のための認知が行われます。こ

の方式では、想像力と未来の形成が、急速に拡大するニューラル

ネットワークによって育まれ、創造的なパフォーマンスを発揮し

ます。脳内の創造性センターやネットワークが進化していること

は、現在でも予見できます。私たちの主要な感覚的知覚は視覚で

あるため、創造性や芸術の認識、視覚的な創造的変化の選択的な

知覚、創造的な視覚は、私たちの具体的な精神的進化の最も重要

で効果的なプロセスである。創造性認知のプロセスは、意識の進

化的エンジンへの遺伝子の種の保存的プログラミングと、公式に

よって作られ、そして／または育てられます。もちろん、この認

知を理解して神経ネットワークに定着させた人は、今日の多様な

メディアの変化を認識してシナプスやネットワークの進化に重要

な情報そのものをパンやゲームからフィルタリングしているので

、認知の速度と密度の差が広がっている。ドイツの研究者・人類

学者であるフリーデマン・シュレンク氏は、この科学的ギャップ

を探ることで、人類の生物文化の進化を急速に加速させることが

できると考えています。基本原理、つまり求められるコードは、

すべての生命体に共通して、種の保存のための情報をフィルタリ

ングしてニューロンネットワークに保存する種の保存のための遺

伝子プログラムとして明確に現れます。その相関関係や心身の衰

えの逆行については、あらかじめ説明されており、経験的に検証

された数多くの研究によって裏付けられています。 
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(a) 種ごとのポジティブな情報の優先順位 
b) 神経ネットワークを不自然に変化させることによるネガティ
ブな情報への薬物依存症 
c) 否定的な外界に対する人格の遺伝子プログラムによる適応 
 
d) 自身の行為による外界の変化は、ニューロンネットワークの
内的認知と一致するために、暴動、人種的憎悪、反ユダヤ主義、

社会主義、共産主義、資本主義、搾取的植民地資本主義、グロー

バル資本主義、宗教的狂信、テロリズム、戦争、あるいは-これ
は頻繁に遭遇するが-ごく普通の狂気にまで至る。このような現
象は、例えば、地域的なもの、国家的なもの、あるいは集団意識

を特徴とするものなど、様々な形態が混在していることがよくあ

ります。 
 
この点について、マドリッドの神経生物学者・研究者であるアル

ベルト・フェルスは、神経生物学における次の重要なステップを

探している。 
 
"例えば、知覚が脳内でどのように符号化されているかを理解す
るために、何らかの神経コードを見つけたいと考えています。あ
るいは、受け取った情報をどのように記憶にとどめるか。コード
です。ハエや人間の脳はどのようにしているのか？どのような基
本原則に基づいていますか？もちろん、詳細は生物ごとに異なり
ます。しかし、もしかしたら、そのような基本原則、普遍的な価
値を持つコードがあるかもしれません。それがわかれば、飛躍的

に進歩することができます。  
かつてメンデルの法則が遺伝学にもたらしたように、私たちを前

進させてくれるでしょう」。 
 

出典：Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of Origins of Behavior" (2000年発行)  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
メディアを利用する人は、遺伝子に組み込まれた種の保存プログラムによって薬物中毒になり、薬物使用に伴

うあらゆる結果や健康被害を受けることになります。今日、私たちは薬物の研究から、神経接続が作られると

、記憶によって依存症が作られることを知っています。人間は、精神的なウイルスを作り出すプロパガンダメ

ディアを通じて、4つの遺伝子の罠に陥る。 
2] ドイツのニュース雑誌「Der Spiegel」No.27/2002に掲載された「Good morning dear numbers」。 
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"このたび、ゲッティンゲンのマックス・プランク研究所の2つの研究チームは、脳の発達初期において、コミ
ュニケーションの刺激がなくてもシナプスが形成されることを実証しました。その後の展開で初めて 
活性化のための刺激が不可欠」。出典：マックスプランク研究所ゲッティンゲン 東京大学の入来篤史氏は、道
具を使用した後の霊長類の脳内で、神経細胞が再編成され、道具が自分の身体の想像力に組み込まれることを

実証した。出典：東京大学 

     
自由の方程式？2020 

 
私たちは、今欲しいものの情報や広告をどんどん手に入れ、以前の思

考を確認して現在従事しているものを示す神経ネットワーク構造に深

く深く潜っていきます。映画や音楽のサービスは、私たちが聴いてい

るものをより多く表示し、ニュースフィードは、私たちがすでに信じ

ていることや恐れていることをより多く表示します。これは現実の世

界ではなく、そのほんの一部分に過ぎません。  
 
この情報を信じて思考が偏り、他の情報が疎かになって、他人への思

いやりがどんどん薄れていきます。隣に住んでいても、全く別の現実

を生きているようなものです。これが、情報ロボットに誤った情報を

与えられ、精神的な島の世界で、生命の多様性や全体を見ることがで

きずに孤立して管理されているエイリアンの世界で、私たちが生きた

いと思う世界なのでしょうか？  
 
アルゴリズム文化の中で、ソーシャルメディアは私たちの認知や願望

を確認するものをどんどん 
見せてくれ、さらに世の中の多様な情報のほとんどを遮断してしまい

ます。 
 
アルゴリズム開発者は、私たちに奉仕し、私たちが望むものをより多

く提供していると主張しています。しかし、彼らが実際に与えている

のは、製品やアルゴリズムを設計した企業のために私たちを操作しな

がら、すでに経験したことをさらに繰り返すことなのです。食べ物に

見せかけて砂糖や飴だけを与えることは、砂糖を作る側にとっては助

かるが、子供は病気になり、最終的には早死にする。アルゴリズムを

使った反復的な文化は、私たちの注意を制限しながら、情報の多様性

を排除したり、薄めたりすることで、人間の持つ天才性や創造性を失

わせる、停滞した滅びゆく文化です。  
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それは、私たちの創造性、知性、多様性、寛容性、生命、種や自然の

保護に向けられたもので、創造性に関する情報の切り取られた過激化

だけでなく、一方的な缶詰の情報が私たちの身体に及ぼす負のエピジ

ェネティックな作用様式にも関係しています。また、人間のためでは

なく馬のために発明された情報の目隠しによって、民主主義や差別化

された意見集団の口を塞ぎ、メディアによる情報の事前選択とその解

釈上の主権を主張し、大衆の独裁として民主主義と平和を危険にさら

すことになります。 
 
アルゴリズム・ロボットがメディアと私たちの選択的知覚をコントロ

ールしているため、私たちは現実として現れるプログラムや情報の開

発された先入観のない枠組みの中でしか成長できません。 
 
まだ見たことのない、考えたことのない、信じたことのないものを与

えてくれるアルゴリズムはどこにあるのか。消費者やブランドの神経

症に陥ることなく、人格、健康、生涯をより幸せに、より健康に、よ

り共感的に、より持続可能に、より意味のあるものにし、パンデミッ

クや病気、恐怖を煽るメディアウイルスに対する免疫システムを強化

できる 
ような方法で、創造性をもってこの思考の牢獄を突破するアルゴリズ

ムは 
どこにあるのでしょうか？それは、私たち自身や企業や独裁者が私た

ちにさせたいこと、事前に考えたりプログラムしたりすることではな

く、私たち自身、社会、自然、そして世界にとって本当に必要なもの

を与えてくれるものです。自然はすでに何億年も前に、植物、動物、

人間、さらには脳のない単細胞生物や動物の中で、このアルゴリズム

を遺伝子的に開発し、種の保存のために情報の蓄積やエピジェネティ

クスによって洗練させてきました。自然界のアルゴリズムの名前は、"
クリエイティビティ"。芸術と革新、より多くの食料、自由、私たちの
繁栄、長寿と健康、そして民主主義への第一歩を与えてくれました。

あとは、すべての人が主権を持つより良い未来のために、選択性のあ

る自然-天才的なアルゴリズム、創造性を明らかにしていくだけです。  
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エシカル・キャピタリズム 2014-2020 

 
心からの感謝の気持ちを込めて、次の章を捧げます。 
著書「Systemopposition」の著者であるMichael Greven氏。 
批判や提案を通じて、より公正な新しい社会システムを開発するため

の貴重なアドバイスをしてくれた人で、「エシカル・キャピタリズム

」のモデラーをこのように表現しています。  
 

"ディーター・リートゥク "はアーティストだ。  
社会学・社会哲学者 

これまで知られていなかった心の領域で" 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011年  
政治学教授、マールブルグ、ダルムシュタット、ハンブルグの各大学学長、DVPW倫理委員会委
員長、DVPW教育・研究常設委員会委員長、アマルフィ賞ルイジ・ストゥルゾ特別賞受賞。  

ドイツ政治学会の名誉ピン賞受賞 
社会システムとしての「エシカル・キャピタリズム」をデザインするためのアドバイザー。 

 
マイケル・グレーベンの発言は、ヘーゲルの弁証法や観念論とマルク

スの唯物論との統合による「倫理的資本主義」の実現がまだなされて

いないことを示しています。  
 
エシカル・キャピタリズムに関する以下の考えは、特許の救済策には

なり得ない。  
 
このリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。  
もちろん、新たな開発や研究によって要求されるパラメータは変化し

ますが、新たな知見と合わせて、200億人を超える将来の平和に向け
ての方向性を示しています。既成の文脈を考慮し、将来の展開を議論

するだけでなく、政治家や企業にも注目してもらい、ドイツやヨーロ

ッパだけでなく、世界の社会的・政治的レベルで倫理的資本主義をど

のように発展させ、実施できるかについての思考プロセスを刺激して

いきたいと思います。 
 
今日の視点では、人類や自然、環境にさらなるダメージを与えずに、

弱点や暗部を持つ資本主義をさらに拡大することは得策ではありませ

ん。逆に、資本主義の利点を含み、国連憲章の人権や創造の意味での

種の保存を守り、実行するとともに、持続可能性と共同環境を基本的
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な前提条件と基礎として目指す、新しい資本主義の概念が必要である

。  
新たな社会進化の推進力として必要なのは 
"エシカル・キャピタリズム"。  
 
倫理的資本主義の進化的優位性 
最新の研究によると、それは私たちの遺伝的、エピジェネティック、

自然的、社会的、進化的なDNAプログラミングに対応するもので、「
Being our human」です。 
 
倫理的資本主義の目標 
エシカルキャピタリズムは、持続可能な共同環境型製品やビジネスモ

デルの開発、そして自然とともに人間を優先するエシカルな利益に焦

点を当てています。 
 
1.自由な発展に対する権利 
すべての人には権利があります。情報の自由、報道の自由、担当者に

よるメディアコードの検討、教育、創造性と個性の自由な開発、自分

の信仰するコミュニティに存在する創造性を最もシンプルに（理解し

て見ることによってのみ）神経生物学的に適応させるための教育シス

テムを通じたコードイゴ・ウニベルソへの自由なアクセスなどです。

文化とその国民を理解するとともに、これまで誤解されていた宗教、

民族、文化、芸術作品、革新的技術を理解する権利、自由にアクセス

できるインターネット、教育、学校、職業訓練、さらにはトレーニン

グシステムを利用する権利、さらには、Código Universoと様々なメデ
ィアコードに関する情報を、地域的に優位性のある国語と英語で提供

する権利、これに加えて 
無料でアクセスできるコンピュータと、無料のインターネット接続を

備えています。 
 
2.国際社会による保護 
すべての人間は、全体主義的な国家体制、独裁政権、テロリズム、戦

争、大量虐殺、拷問、抑圧、搾取、人種差別、排除、虚偽や誤解を招

くような情報、および恐怖の直接的および潜在的、微妙な広がりに対

して、自らの自由と尊厳を守り、世界共同体を保護する権利を有して

います。 
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3.無条件のベーシックインカムを得る権利 
すべての人は、清潔な飲料水、衣類、医療、食料、適正な住宅、およ

び／または無条件のベーシックインカムを得る権利を有しています。

このベーシックインカムは、本人の要請に応じて社会のために自発的

に働くことを可能にし、また、自分の人生に意味を与え、さらに収入

を生み出す仕事や作業を行うことを可能にします。それに加えて、毎

月のベーシックインカムは、社会における様々なレベルの富のプラッ

トフォームのいずれかに自分を設定する機会も与えてくれるのです。

一人ひとりが、「コードイゴ・ウニベルソ」を通じてエピジェネティ

ックに存在する創造性を解き放つことで、倫理的な製品や倫理的なビ

ジネスモデルの普及、倫理的な概念への自らの経済的参加を通じて、

国、企業、人生の倫理的な発展と経済的成功に貢献することができま

す。無条件のベーシックインカムは、人間の尊厳を確保するものでな

ければなりません。税金を払わなければならないのは、仕事やコンピ

ュータのパフォーマンスの受益者である企業や組織だけです。封建時

代のように、仕事の成果が税金で罰せられるようなことはあってはな

らない。 
所得税や労働税は、社会保障費や健康保険、年金保険と一緒に取り消

され、使用地や配送地でのオンライン売上税や、請求書を発行する自

治体や国、または企業のパフォーマンスを行う生産地の国でのグロー

バル生産税に置き換えられます。  
付加価値税や売上税の改革が行われています。  
 
方法は 
エシカルキャピタリズムの目標を達成するためには、国家や世界的な

企業、宗教団体ではなく、搾取的、支配的、二元的なシステムを支持

し続けたくない、エシカルな世界のポジティブでオープンなデザイン

に参加したいという世界中の人々が必要なのだと思います。倫理的な

資本主義には、法律や憲法は関係ありません。しかし、倫理的資本主

義が禁止される国であっても、倫理的資本主義の原則に従って生活し

ている開かれた国の人々のより速く、より強い発展する創造性、より

良い健康、より高い繁栄は、人々の実用的で哲学的な自由な形成の可

能性を証明しています。徐々に、（過去500年の歴史が示すように）
閉鎖的な社会システムであっても、（世界人口が増え続ける中で）人

口の自由、尊厳、繁栄、健康、国連人権憲章の遵守、宗教の自由がな
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ければ、いかなる国家も社会システムの進化を永久に防ぐことはでき

ないという認識が広まっていきます。 
 

選挙の質問を提案します。有権者のコミュニティと、人口の群

知能を活用して開発されるAIソフトウェアツール（そのため、市
民が開発した投票質問をプールし、フィルタリングし、精緻化し

て議論する）は、それぞれ3つの賛成派と3つの反対派の非党派
的、非個人的なグラフィック・ファクト・フィルムを、証拠に基

づいた情報に基づく明確な説明とともに提供し、有権者の教育、

知識、自由な意思決定を促進します（大学の非党派的な学生が、
事実とメディアコードの遵守について制作、審査します）。 

 
 
 
 
 

 
ダイレクト・デモクラシー 2014 -2020 
 
私たちの10,000年の歴史を振り返ってみましょう。  
 

人が増える＝人権が増える。 
より多くの自由、より多くの繁栄、より多くの健康、より多くの

人生、より多くの情報、より多くの知識。 
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これまでの資本主義では、生産で利益を得るために、機械の働き

方に人間を合わせてきました。世界の人口が増えれば、将来的に

自分でプログラムを書くようになるロボットを、イノベーション

で人に合わせていきます。将来的には、一人ひとりが自分の選ん

だ国で、尊厳と繁栄と健康のうちに意義のある人生を送ることが

できるように、個々に仕事が整理されていくでしょう。  

創造性、教育、民主主義、そして第二の悟りとの関連性は、数多

くの研究で明らかにされており、私はこれらの研究結果を繰り返

しています。なぜならば、国民がより多くの人生時間、創造性、

教育を持つことでポジティブな未来への道が開かれると考えてい

るからです。また、直接民主主義によって国民が自己組織化でき

ないという一部の支配者の見せかけの主張にも反論しています。 

ここで忘れてはならないのは、すでに直接民主主義の可能性が公

表されると同時に、メディアの助けを借りて外部から人工的に、

恐怖のシナプス変異によって私たちの脳に、知性の境界線と無力

感が構築され、自由の解決策と個人の責任が減少し、IQを下げ
る恐怖の永久ループとそれにつながることです。  

a.恐怖心や思考のブロックの影響に関する出版物や議論は、これ
らの恐怖心を軽減していますか？人々は、過剰に引き出された非

現実的な恐怖や、思考を麻痺させる情報から身を守ることを学び

、これらをその意味と現実的な恐怖の尺度で自分自身で再評価し

、再評価された情報を無視するのではなく、もしそれが可能で必

要であれば、あるいは影響を受けた人々のために助けを組織する

ことができるのであれば、恐怖を解消する民主的プロセスにおけ

る人々の群知能を介して、全体的な共同世界の解決策を見出すの

です。  

b.メディアによって脳にねじ込まれた、神経生物学的、エピジェ
ネティックに効果的な恐怖、創造性、IQブレインロック（本当
の危険を警告することになっており、遺伝的にプログラムされて
いて、思考恐怖症のために反民主主義的にIQ低下のために集団
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をコントロールするために悪用されることがある）は、芸術にお
ける創造性プロセスの主権と創造性のフォーミュラによって再び

解除され、脳のニューロンネットワークにおけるミラーニューロ

ンと情報バイパスによって、具象的で宣言された革新性や問題解

決策となっている。これは、今日の科学的に知られた（エピジェ

ネティックにも効果的な）自己と種の保存のための認知情報によ

る進化の神経脳の奇跡です。メディアと権威を信じ、4年間無力
で、フェイクニュースとロビイズムに支配されていた人が、創造

性が生み出すネットワーク形成（3重の意味で）により、積極的
で創造的な思考を持つ民主主義者となり、直接民主主義の主権者

になるのです。 

また、ダイレクト・デモクラシーに反対する人たちが忘れている

のは、人口ブロックチェーンが確保されていることです。ロボッ

ト、持続可能な未来、創造性、健康、自由、教育、倫理プログラ

ム、コストや税金の削減プログラムなど、すべてのジャンルにおい

て、国民からの最良の投票案や選挙での決定をBIGデータで最適
化し、アクションプランや立法案に変換します。は、政党に所

属する政治家やロビー活動をせずに、人気投票に利用すること

ができます。そのうち、選挙番組や選挙質問（それぞれの選挙
質問について、大学が制作した賛成派と反対派の6つのファクト
フィルムを実施するためのもの）に選ばれたもの（開発と有権者
の監視のためのOpen 
Sours）は、6つのファクトフィルムを見た後に、市民の選挙ラ
イセンスを取得して投票に解放されます。 
 
所得税と賃金税は廃止されます。税制は、損害賠償の汚染者負担

の原則に従ってエシカル・バランス（エシカル・キャピタリズム
参照）に変更し、純粋な消費税に変更します。認知機能が正常で
、選挙に参加できない、あるいは参加したくない市民は、選挙と

いう民主的なプロセスに参加せず、民主主義者としての自分の意

思決定を仲間に押し付けるため、選挙の年の年収に対して10％
の税金を支払うことになります。  
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自由、秘密、直接選挙  
直接民主主義で自分の人権を主張しよう  

 
 
地域、国、世界の否定的な発展は、同じレベルで倫理的な考えを

持ち、憲法や法律の根拠に基づいて対抗することで、問題に基づ

いた直接民主主義によってすべての人々に肯定的な未来を開くこ

とができるのです。  
 
あなたとあなたの子供たちが、すべての人に健康と繁栄をもたら

す自由な世界で暮らしたいと思うかどうかを、秘密投票で選ん

でください。  
 
監視資本主義の独占を法律で解体し、ソーシャルネットワークや

諜報機関のメガデータを倫理的なアイデアの開発のためにエンド

パーソナライズして公開し、監視資本主義のデータ予測による潜

在意識の利用が知能やIQを下げるために使われないように、直
接民主主義による投票を行う。個人、グループ、民族の人格、

自由、創造性、健康、生涯、民主主義、経済的自由、倫理的発展

の機会と自由を守るために、監視資本主義を法律によってすべて

の人の利益のために倫理的資本主義に変えなければならない。 
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トピックの直接選択  
選挙の争点

について、科学的に検証されたファクトチェックフィルムproと
ファクトチェックフィルムconをそれぞれ5分ずつ3本、
イシューパネルがメディアやソーシャルメディアで紹介します。     
 
あなたの声  
雇われた専門家の管理職を使って政府の役職に就く問題直接選挙

制度に投票する。テーマ型直接民主主義では、政党や政治家は

選出されませんが、選択して提示された選挙テーマについて、

主権者である有権者が選挙アプリを通じて投票します。  
 
ブロックチェーンの選挙は、秘密で安全であり、操作することが

できません。  
 
100以上の言語に対応した無料のダイレクト・デモクラシー・モ
バイル・アプリ

に登録すれば、あなたとあなたの家族の健康と尊厳、そしてあな

たの人生と自由について皆で持続可能な自然と倫理的な未来を決

めることができます。  
 
選挙アプリは、地域、州、世界の

5つのレベルで問題解決型民主主義の多数派が出現するまで、問
題解決型民主主義の有権者を集め、団結させます。主権者になっ

て、ソーシャルネットワークで自由を考える人々とつながりまし

ょう-www.the-sovereign.自由な考えを持つIssue Direct 
Democracyの人々と交流し、友人関係を築き、アイデアを交換
しましょう。 
 
自分の生き方を選択する  
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www.thesovereign.com 
は、より良い生活のために、新しい友達を見つ

けるための選択アプリです。  
 

 
 
みんなが4人の友達を作れば、指数関数的に短期
間で民主的な多数派になり、人権の尊重や資本

主義の持続的発展を要求できるようになります

。  
 
すでに7％に達している  
www. the-sovereign.com 
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の有権者は、世界をより良い場所にすることが

できます。  
 
4年間でどれだけのスピードでソーシャルネット
ワークが成長するかを考えてみてください。  
  

ソーシャルネットワーク 
www.the-sovereign.com 
私たちは、ネガティブでグローバルな課題に対して、

倫理的に、ポジティブに、グローバルに、そして国民

国家で対応していくしかありません。  
 
ザ・ソブリン・グローバル・トラスト（TSGトラスト 
TSGトラスト（結成中）は、政党でもイデオロギーで
も宗教でもなく、世界的に活動する草の根運動であり

、倫理的に設計された持続可能な環境と国民国家にお

ける共同環境のために各国で立ち上がり、各国の進化

した文化に応じて、「人類の創造性の群知能ソフトウ

ェアプログラム」を介して、直接民主主義におけるそ

の国の人々のより良い未来への道に、自由、尊厳、自

己決定における最適で倫理的な生活を伴うように支援

するものです。  
要求事項-
直接民主主義、人権の尊重、資本主義の進化。 
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あなたの街で  
あなたの国で  
あなたの国のコミュニティで  
グローバル 
 
ダイレクト・デモクラシーの話題で今すぐ投票を 
そして、あなたの国の多くの人々があなたに同意すれ

ば、基本法や各国の憲法で保証されている社会のモデ

ルを手に入れることができます。  
 
国家を増やすのではなく、法律や規制を減らし、持続

可能な共同世界の枠組みを作ることで、より良い未来

につなげていきたいと思います。  
 
あなたとすべての人々の自由のために活動してくださ

い。 
 
ダイレクト・デモクラシーはとてもシンプル 
グローバルな直接選挙アプリで投票し、ソーシャルネ

ットワークを通じて、すべての人々のための平和、自

由、健康、繁栄の新しい倫理的世界に関心のある人々

とつながってください：www. the-
sovereign.すべての人々のための平和、自由、健康、繁
栄の新しい倫理的な世界に関心のある人々と一緒に楽

しむことができます。彼らと交流し、あなたやあなた

の子供たち、そしてすべての人々のために、地域社会

や地球社会をより公正で自由なものにするために、彼

らと一緒に形作っていきましょう。  
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民主主義、社会、環境、そして私たちを取り巻く世界

を改善するために、あなたの創造的な改善案を投票や

議論に持ち込んでください。  
世界を形成する自由は、国家や企業の製品やサービス

が、人間や創造的で持続可能な共同世界を保護・促進

するのではなく、市民や共同世界の尊厳、創造性、自

由、健康、IQ、寿命、繁栄を制限、損傷、減少させる
ところで止まります。  
 
私たちを取り巻く環境や世界、人権や憲法は、新しい

自由、健康、尊厳、そしてすべての人のための豊かな

生活への道を示しています。  
 
自己決定権、創造性、そして恐怖心のない生活の権利

を主張してください。 
 
時間があるのは、それが私たちのためになるからです

。 
と、有権者向けプラットフォームwww.the-
sovereignで支持者を集め続けています。人口のマジョ
リティーが形成されるまでは  
 
in CITIES, REGIONAL,   
国や世界で  
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これにより、各国の憲法や基本法に基づき、議

会制民主主義から、人間や環境、自然を大切に

する倫理的な資本主義を持つ直接民主主義への

転換が可能となります。  
 
とりあえず、選挙アプリを残しておくことで  
ブロックチェーンで暗号化された、無記名投票のため

の「the-sovereign 
app」を開発し、それをすべての優勢な国の言語で各国
向けにプログラムする。 
 

"The-Sovereign 
"の選挙アプリの投票システムは、ブロックチェーン暗
号のセキュリティを使用します。まだ開発されていな
い選挙アプリは、有権者の匿名性を保証するために、

有権者の識別と投票を分離します。 
 
アプリの選挙プログラムで 
www.the-sovereign.com 
では、AIソフトウェアと地球社会の群知能を使って、
社会システムの長期にわたる次の進化のステップを開

始し、人と環境にとって最良の未来を形成する、より

公平で持続可能な世界を実現します。  
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有権者は政党や有権者グループに束ねられることなく

、ブロックチェーンで保護された主権者の選挙でのみ

、選挙の質問に対する主権者の回答という自由意志で

選挙結果に出会うため、選挙の質問はロビー、市場、

政治家、メディア、政党の影響を受けません。さらに

、ロビイスト、政党、メディア、政府が、投票用紙、

選挙、有権者に影響を与えたり、選挙用のギフトを買

ったりできないように、秘密のセキュリティ対策が施

されています。The Sovereign 
Organisation」への寄付は、受託者であるFundacion 
Liedtkeにのみ行うことができます。寄付者の名前のリ
ストは、Fundacion LiedtkeやDirect 
Democracyの主催者が編集・管理するものではありま
せん。主権在民の直接民主主義への資金提供やスポン

サー活動は、選挙の争点に影響を与えたくないため、

できません。   
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自信を持って参加してください。  

世界の未来の形成を、ロビイストや政府に任せてはい
けません。 

 
たとえ政治家がデモで屈服しても。  

注意して、注意して、そして今すぐ電話して  
ダイレクト・デモクラシー 
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あなたの最初のグローバルな選択  
グローバルな直接民主主義の確立に向けて 
 
14歳の方であれば、どなたでも直接選挙に参加
することができます。  
 

 
 

あなたのブロックチェーン・ボール  
最初の原理的な問題について               
 
 
ファーストチョイスに登録しておくと、時間になったらお知らせ

します。 
 
選挙用紙。 
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名字・名前	 
年齢	 
国名（選択 
都市（選択 
郵便番号	(	) 
Eメール 
電話 
Whatsapp	
母国語（選択	
追加言語（選択	
	
あなたのデータは秘密であり、共有や販売、広告への提供は行われませんが、主権在

民の直接民主主義、すべての人のための無料の健康アプリの世界的な配布のためにの

み使用され、内部クッキーを使用してGlobalpeace Campus Peace Centerにアクセス
情報を提供し、新しい、より良い世界で倫理的な資本主義を作るために使用されます

。 

直接民主主義を望むのか？ 
 

O はい      
O ノー        
意見のないO 
(必要に応じてチェックしてください) 
 
ソブリン・ブロックチェーンによる選挙は、地域的に

も世界的にも、選挙の不正操作や汚職から守ります。フ
ォームの開始 
 
 
 
 
、寄付の領収書がなくても関係者にとっては非常に簡単です。 
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The-Sovereign.Global」トラスト 

 
 
The Sovereign Global 
Trustとはどのような会社ですか？ 
The Sovereign Global (TSG) 
Trustは、信託の創設者、メンバー、Sovereign 
Coinの資産と、国家の直接民主主義を実現するために各州に設
立されたSovereign Trustの資産を管理しています。  
  
トラストのメンバーは、政党や宗教ではなく（また、政党や宗教

になることを望んでもいない）、宗教、所属政党、イデオロギー

、世界観、社会的・経済的・民族的な所属、社会的・教育的グル

ープの志向、肌の色などに関係なく、以下のような人々の草の根

民主主義運動である。性別や年齢に関係なく、事実上の問題や選

挙上の問題について一緒に考えることで、人間と自然を重視した

倫理的な資本主義の概念を、それぞれの国の憲法の枠組みの中で

、平和的かつ民主的に全世界の人々の利益のためにグローバルな

直接民主主義で投票し、人間と自然のための平和で健康で繁栄し

た新しい持続可能な共同世界に投票するためです。 
世界初の直接民主主義を実現するために、イギリス領バージン諸

島の法律に基づいて「Sovereign Global Trust」を設立。 
ソブリン・トラストは、各州ごとに、その州の文化、法律、憲法

、および州の言語を考慮して設立され、その州の差別化された投

票問題を解決案とともに整理し、決定と投票のためにソブリンに

提案する。 
 
TSG信託は、投票用紙のデザインと同様に、外部からの決定に
左右されることはありません。  
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TSG信託の媒体への広告掲載やスポンサー活動はできません。  
 
寄付は匿名でTSG Trustにのみ行うことができます。 
 
ソブリンコインのアクワイアラーデータはブロックチェーンで保

護されており、TSGトラストのメンバーであっても閲覧できま
せん。  
 

ソブリン・トラストの任務 
ソブリンコインの販売による純利益と寄付金をもとに、エシカルな世界を推

進するための3つの優先事項に100％出資しています。 
 

a.) 世界的な直接民主主義国家「The Sovereign」の設立です。  
b.) Globalpeace Campus INC "の5つの平和センターの建設。 
c.) すべての人に無料で提供されるグローバル健康増進アプリ「

aimeim」の研究とプログラミングを行っています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sovereign Social Network: 
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Sovereign-Star:   Social-Network: 
動画、映画、写真、テキストを紹介します。  
                                言語選択を伴うトピックとオプション問題と     
                                母国語のマーキングを      
                                との情報交換＋フレンドシップリクエスト  
                                個人的に知り合えるアポイントメントカレンダー 
 
Sovereign-Fink:      Public Videocall-Conference Assembly and     
                                 イベント回路  
 
Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain and special secured     
                                 とのタッププルーフの電話とビデオ。  
                                 電話会議 
                                 ソブリン・ポスト  ブロックチェーンと特別に確保さ  
                                 れた   メールシステム 
 
Sovereign-Lark：   ブロックチェーンで特別に確保された     
                                 主権者 のテキスト、写真、ビデオ友情システム  
                                コミュニティ  
 
ソブリンのコミュニケーションシステムの倫理規定  
メディアコード、国連人権憲章、人間の尊厳に反するもの、憎悪や暴力、い

じめや差別を美化、扇動、促進するもの、事実として明らかに虚偽であるも
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の、情報の自由、創造性、民主主義、持続可能な環境の発展や国民の教育を

制限しようとするものなどのネガティブな情報は削除されます。利用者は、

通信利用者として、また「ソブリン・トラスト」によって各国のメンバー、

大使、事務局長としてブロックされる可能性があるため、掲載されているネ

ガティブな情報のためにソブリンの通信システムを利用しないことを確認し

ます。 
 
The Sovereign data security: user and voters remain secret. 
Sovereignユーザーのすべての個人データおよびSovereingn通信システムのす
べてのデータ。Falcon、Post、Fink、Larkは、ユーザーの所有物であり、無
制限の財産であり、販売や共有されることはなく、ブロックチェーンで保護

されています。 
 
Blockchain Sovereign Coinは、あなたのグローバルな独立性を守ります。 
 

 
 
 
 
新しいグローバル・ブロックチェーン・ソブリン・バリュー・エクスチェン

ジ  
ソブリンコインをアートインベストの美術品や株式、グローバルピースの不

動産と交換することで、グローバルかつ経済的な柔軟性と、倫理的な利益を

得ることができます。 
Sovereignの有権者およびユーザーの機密性を維持する目的で、すべてのデー
タは、Sovereignネットワークの運営者によって交換することなく破棄される
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ことがあります。ソブリン通信システムの利用者は、当局、政府、ハッカー

攻撃または第三者による危険が生じた場合、自分のデータがソブリンネット

ワークの運営者によって回復不能な形で破壊されることに同意し、ソブリン

通信システムを利用することをここに表明します(運営者によるデータの回復
または交換のための費用の払い戻しはありません)。あなたの資産や重要なデ
ータは、携帯電話やスティック、パソコンにブロックチェーンで保護された

状態で安全に保管されます。削除後、選挙妨害、偵察の試み、投票用紙の作

成、秘密投票、他国の法律に基づく選挙制度などのリスクがある場合は、ソ

ブリンのサーバーは新たな場所で運用されますので、ユーザーは再度ログイ

ンすることができます。  
 
 
ソーシャルネットワーク「Sovereign」は、広告やクッキーがない 
Falcon、Lark、Fink、Postのシステムを含むソーシャルネットワーク
Sovereignの利用は無料です。 
登録されたSocial Network Sovereignのユーザーには、安全な通信プログラム
の完了時に通知が送られます。 
 
Social Network Sovereignユーザーとしての無料登録  
The Sovereign Gobal 
Trustの会員であることや、直接民主主義の有権者であることは、Sovereignの
安全なソーシャルネットワークを利用するために必要ではありません。 
 
この登録は無料で、登録が完了するとSovereign Security 
Programmeへの参加が保証されます。 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com   
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メンバーになる  
 

"The Sovereign Global Trust" 
  

グローバル・ソブリンのプログラム  
新しい世界のためのグローバルな倫理的社会の方向性を変えるた

めの作業基盤として、各国の状況や要件に合わせた変化とその実

施のための提案がいくつか想定されているに過ぎません。 

いずれのメンバーも、選挙のための提案と投票問題を提出するこ

とができ、その上で変更や投票への参加は、その後、その国のソ

ブリン大使とトラストの総幹事によって組織され、選挙のための

国語での投票テーマに応じて、政党や人物を介さずに事実確認を

行いながら、KIウィキの投票問題メディア手順で当該国の住民が
投票することになります。 

ウェブサイトwww.the-
sovereign.comはピンで二重に固定されています。Cuckisは、私たちによって設定されていませ
ん、データは販売されていませんが、平和と直接民主主義の開発を促進するためにのみ使用され

ます。The Sovereign votersとThe Sovereign 
Trustメンバーのすべてのデータは、平和と民主主義のプロジェクトのためだけに確保されており
、それ以上はトップシークレットです。地方、州、世界の選挙結果は、名前や個人情報を除いて

オンラインで公開されます。投票者だけが、暗号化されたモバイルアプリで自分の投票をブロッ

クチェーンの選挙統計で確認することができます。政府当局がユーザーのデータにアクセスする

ことはありません。直接民主主義のための選挙アプリのopensouceが作成したブロックチェーン
選挙プログラム；the-
sovereign.globalは、プログラム構造の閲覧と制御のためにオンラインで公開されています。
 
今すぐ無料の「ソブリン・トラスト」メンバーとして登録してください。 
www.the-sovereign.com 
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TSG 

トラスト・オーガニゼーション 
TSG協会の組織 
の人は建設中 

 
 
TSGトラストのアンバサダーまたはジェネラルセクレ
タリーに応募する。 
 
の国の大使や事務局長になる。  
"The Sovereign Global 
"Trustでグローバルな直接民主主義を提唱するなら。 
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登録フォームです。  
国別組織: www.the-sovereign.com 
 
 
 
 
 

ソブリンコインの買取について 
 
ソブリンコインを購入して、グローバルな直接

民主主義の構築を支援する 
 
皆が年間20枚のソブリンコインを購入すれば、情報の自由、市
民権、民主主義を打ち立て、 
健康と自由を守るための独立した財政的な強さを持つことができ

ます。  
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ソビエト連邦のコイン 
 

創造性は、あなたとあなたの子供たちを自

由で豊かにします。 
 
メディア、組織、政治家、独立した中産階級の会社、株式、不動

産、財産、さらには労働時間、健康、寿命、創造性、革新性、国

民の自由など、支配のための重要な財をお金と交換できるように

、交換手段として生産された価値のないこのお金を持っているの

ですから、封建領主にとって、お金は遊びのお金の機能しかあり

ません。  
 
支配者が恣意的に利用できるもの（お金）は、民衆にとっては、

自由、労働、健康、繁栄といった虚像や学校制度を通じて、世界

的な封建制度の課金された遊び金となり、交換の対象となります

（conializationの始まりであるガラスビーズと金の交換のように
）。人間の自由の独占の中で、精神的価値や金銭的価値、交換手

段である金やお金を民衆から奪い続け、より多くの権力を伴って

支配者に蓄積します。 
 
ソブリンコインの特徴は、なんといっても  
は、世界の平和、健康、人間主権を構築するためにのみ使用され

ており、この目的のために、オンライン直接民主主義と呼ばれて

います。  
 
www.the-sovereign.com。  
 

とのことです。  
 

"The Sovereign Global Trust"   

を設立した組織に 
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ソブリン・グローバル・トラストは、1,000億枚のソブリンコイ
ン（TSGコイン）を、1TSGコイン＝1ユーロで発行し、新しい
エシカルな世界を構築・拡大していきます。  
 
ソブリンコイン」の販売による純利益は、100％積み立てに使用
されます。  

a.) グローバルな直接民主主義の "The Sovereign"  
b.) 平和センター「Globalpeace Campus」と  
c.) 健康アプリ「aimeim」の  

 

ソブリンコインは、客観的な（革新的な）芸術作品や革新的な

アートコワールドのアイデアを

人口から、または芸術作品の所有者自身がソブリンコインに交換

することで生成され、その富に貢献することができます。所有ま

たは制作からアート・オープン・ミュージアムのソブリン・アー

ト・コレクションに含まれる作品は、イノベーションAAAによ
る「アートインベスト鑑定」によって客観的かつ科学的に証明さ

れたものでなければなりません。AAまたはAのアートワークで
、その価値は「ソブリンコイン」の証明書に表されています。 

人々の自由、創造性、健康、富は、初めて主権的なシステムによ

って吸い上げられることはありません。ソブリン・トラストの美

術品コレクションのうち、美術品を通じて人口に発生する文化的

価値をスピンオフし、「ソブリン・アート・コレクション・トラ

スト」にまとめています。TSGコインの価値は、美術品の販売
、美術品オークション、恣意的に作られたものではない客観的な

美術品の達成価格によって拡大し、TSGコインは質の高い美術
品の最初の交換媒体であるため、その価値は世界中で上昇します

（1985年から2015年にかけて、500万回のオークションと700の
オークションハウスで決定された、1945年以降に制作された美
術品の価格は、平均1100％の上昇を示しました）。美術品の価
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格が上昇すると、ソブリンコインが美術品と虚心坦懐に結びつく

ことで、ソブリンコインの価格も美術品とともに上昇する）。)
ソブリンコインは、特に自由の将来性が高く、エシカルキャピタ

リズムによる直接民主主義という新しく登場した環境・環境市場

を補完するものです。 

 

市民の自由： 
このように、ソブリンコインは、政府の援助やギャラリーへの依

存なしに芸術やアーティストに資金を提供し、創造性、健康、教

育、民主主義を促進し、イノベーションを通じて人々の繁栄をも

たらす、新しい自己生成型の文化財であり、芸術作品を担保とし

た交換媒体であり、さらに、「TSGコイン発行国」のシステム
に内在する法律に従って、英領バージン島の法律によって「ソブ

リンコインの自由」が保証されているのです。 
 
X 
直接民主主義を支えるソブリンコインを購入するために、電信送

金で注文。  
"The Sovereign Global Trust"  
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ご購入いただいた商品をプエルト・デ・アンドラッチ・マヨルカ

の非営利団体Fundacion 
Liedtkeの口座にお振り込みください。Fundacion 
Liedtkeは、ご購入いただいた商品の100％を「ソブリン・グロー
バル・トラスト」に寄付し、Liedtke 
Fundacionは事務手数料やその他の転送料を差し引くことなく、
グローバル・トラストを構築します。  
"Direct Democracy The Sovereingn" 
"「グローバルピース・キャンパスセンター」と  
"aimeim health app" 
をソブリン・グローバル・トラストに送信すると、ソブリン・グ

ローバル・トラストはコインの購入を確認し、安全なブロックチ

ェーンプロセスで生成後すぐに予約・注文されたソブリン・コイ

ンを送付します。  
 

銀行振り込みのための銀行情報  
口座名義人：Charitable Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx/  
IBAN：ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
スウィフト: CAIXESBB652 
 
ソブリン・シオンのクッションには、アートインベスト社の認定

を受けた世界の芸術作品が使用されています。 
アートインベスト認定作品  

  
 
ソブリン・コイン  
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セキュリティ 
直接民主主義、自由、平和、そしてすべての人々の繁栄のために。 
ソブリンコインオーダー www.the-sovereign.com 
X              20ソブリンコイン＝         20ユーロ 
X            100ソブリンコイン＝         97ユーロ 
X         1.000ソブリンコイン＝       950ユーロ 
X       10.000ソブリンコイン＝    9.000ユーロ 
X     100.000 ソブリンコイン =  80.000 ユーロ 
X  1.000.000ソブリンコイン＝7.00.000ユーロ 
 
X クレジットカードまたは請求書と銀行振り込み 
 
X Sovereign Coin Pay Pal/でのご注文について  
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結論から言うと 

投資判断について  
by Niklas Luhmann 1996 

 
 

これまでに社会で観察され、培われてきた最も印象的な再記述は

、コペルニクス革命と、さらに根本的には現代物理学のマクロと

ミクロの次元に見られます。しかし、このような見解の変更は、

科学的な研究の結果として提示され、それが真実であるために人

は従わなければなりません。このような研究やその発表、受け入

れを社会自身が可能にしているという事実は考慮されていません

。もちろん、宗教的に確立された世界観を継続するための研究が

なくなったことも一因です。しかし、これは次の千年紀、あるい

は世界の再記述を継続するための十分な視点なのだろうか。ある

いは、科学自体が実用的な方法を選択し、構成主義的な認識論を

採用しているという事実に、社会はどのように対応できるのか。

再記述をするということは、確かに科学が問題の新しい解決法を

提案して問題そのものを変えることであるが、問題が解決できな

いことに気づくことでもある。加えて、常に新しい情報を提供す

るマスメディアは、過去を振り返る可能性を変えてしまうもので

す。しかし何よりも、詩は過去を忘却の彼方から奪い取り、本来

の意味でのアレテイアを新たに記述できるように提示する役割を

果たしている。しかし、世界そのものが常に選択によって更新さ

れているのに、どうしてこのようなことが可能なのでしょうか。

アレタイアを目的とした古典的な再記述の他にも、意思決定に関

する情報を生成する別のコミュニケーション形態が登場していま

す。 
 
社会は更新していくものであり、問題はコミュニケーションがど

うやってそれについていくか、社会そのものをどうやって更新し
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ていくかである。確かに、意思決定によって常に更新される社会

は、自らの不確実性を生み出すシステムとして理解されなければ

ならない。次の政治的な選挙がどうなるか、国際金融市場のマネ

ーの変動がどこで投資につながるか、誰が誰と結婚するかなど、

前もってはわからない。これに対処しなければならない世界は、

時間の中で自らを実現し、常に開かれた新しい未来を生成する存

在としてしか考えられないでしょう。このように考えると、自分

のことは自分で決めるという社会と、過去が凝固した現在の状態

では「これから」のことは決められない、未来に向かって開かれ

た世界とは同型である。このような世界情勢は、社会がそれに適

応するために現在取り組んでいるいくつかの用語に現れています

。私たちは、できるだけ多くの異なる未来の発展のための条件を

整えるために、リスクとリスク計算、あるいはイノベーションと

創造性について話しています。 
 
自分に勇気を与え、確かに何もせずに待っていても、問題は解決

しません。自分が参加して起こったことを後から理解できるよう

にするためには、事実を作り出す必要がある。つまり、世界はも

はや、目に見えるものと見えないものの総体として、「

Universitas Rerum」としては考えられないということです。世
界の概念は、意思決定の相関概念となり、意思決定の可能性の限

界は、手つかずの世界よりも自らの歴史によって与えられる。だ

からこそ、文学は（そして科学も）、前述のように記憶を拡張す

る機能を持っているのです。さらに、世界が決定を下すことを許

すならば、時間がそれによって不可逆的になること（過去と未来

の違いが常に更新されるため）、そしてそれが、永続しないにも

かかわらず意味を現し、その出現によってすでに沈静化する出来

事によって起こることを認めなければなりません。このようにし

て、特別な力（エネルギア）ではなく、基本的な構成要素の不安

定さによってダイナミズムを発揮する、厳密な意味での歴史的な

世界が出現するのです。これはもう、足場のない世界としか言い

ようがありません。世界を観察することは、起こったことに戻る
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ことであり、出来事として起こったからこそ、もはや変えること

ができないのです。このような世界の描写は、未知の可能性が秘

められており、その実現のために（より正確には）人が決めるこ

とができる未来をより強く強調しています。 
 
 
ニクラス・ルーマン教授  
ビーレフェルト大学 
顧問の美術展アートオープン  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


