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作業仮説です。 
会社のシステム開発 

 
社会システムの戦いの現在地 

は、民主主義国では過去の戦場ではありません。 
しかし、メディア・プラットフォーム。 

一方的に持ち込まれたグローバルな、しかし決定的な闘争がある。 
秘密裏に行われた奴隷制リセットの間に 

 
そして 

一部の人々の意識の中で...。 
の欲求が徐々に顕在化してきます。 
持続可能で倫理的な環境のデザイン 

特別に確保された 
"Global Direct Democracy App "が開催されました。 

 
これは、今日の技術の発表によって、民主主義の進歩はおよそである。15年
前に奴隷制リセットグループによって行われ、研究や孤立した直接民主主義

の発展によって確認され、現在、病気、パンデミック、戦争のイメージ、恐

怖の拡散、コントロールされた創造性の発展、余分に発生した貧困と搾取、

マネーコントロール、情報の抑制、偽情報、さらには憲法や国連人権憲章を

無視して世界的に発表された「秘密の世界的安楽死による人口減少のための

リセット」によって、IQの低下が実行されています。 
スローダウン、ボイコット、サボタージュ 
であり、不可逆的なものへと変化していく。 
功利主義的な態度の未来の独裁者。 

 
最終的にどちらの社会システムが勝つのか 

は、恐怖心の維持とその増大を段階的に行うこと、そして、その力の手段を

主張することによるものである。 
独裁者グループ 

 
または 

 
の相反する創意工夫と知性を感じます。 
ダイレクト・デモクラシー・グループ 
あなたの未来像のための人口です。 

(彼女がまだ自由に表現し、選ぶことができるならば) 
恐怖心を煽り、わずかな時間で勝利を得るために。 
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プリント 
 
 
Fundacion Liedtke  
-Sovereign Global-。 
07157 Puerto de Andratx  
CIF：ES G 653012460 
 
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
他の言語への翻訳の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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デジタル・マニフェスト  
 
社会制度の問題 2020年～2021年3月 

 

著者のDirk Helbing教授、Bruno S. Frey教授、Gerd 
Gigerenzer教授、Ernst Hafen教授、Michael 
Hagner教授、弁護士でAI専門家のYvonne Hofstetter氏、Jeroen van 
den Hoven教授、Roberto V. 
Prof.ジカリとアンドレイ・ズィッター教授は、2016年にすでに、デー
タ独裁による新たな封建的支配の危険性を警告していました。  

"Digital democracy instead of data dictatorship"  

"ビッグデータ、ナッジング、行動制御：アルゴリズム
や人工知能による社会の自動化で私たちは脅かされる
のか？  

自由と民主主義を確保するための共通のアピール"  

"私たちは今、岐路に立っています。ますます強力になるアルゴ
リズムが私たちの自己決定を制限し、少数の意思決定者にコント
ロールされるようになれば、重要な社会的成果が失われ、一種の
封建主義2.0に逆戻りするでしょう。しかし、私たちには今、正
しい道筋を立てて、私たち全員に利益をもたらす「民主主義2.0
」への道を歩み始めるチャンスがあるのです。グローバルな競争
が激しくなっても、民主主義国家は何世紀にもわたって築き上げ
てきた成果を捨てないほうがいい。他の政治体制と比較して、西
洋の民主主義国家は、多元主義と多様性に対処することをすでに
学んでいるという利点があります。あとは、その恩恵をさらに受
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けられるように勉強するだけです。今後は、経済、国家、市民の
バランスが取れた国が先進国になるでしょう。そのためには、ネ
ットワーク化された思考と、情報、イノベーション、製品、サー
ビスの「エコシステム」の構築が必要です。そのためには、参加
の機会を作るだけでなく、多様性を促進することも重要です。"
中国への期待：これが未来の社会の姿か？"このような社会的統
制は、自己責任を負う市民の理想から離れ、封建的な2.0の意味
での主体へと向かっているのです。したがって、今こそ、デジタ
ルによる自己決定に基づいた「民主主義2.0」につながる「啓蒙
主義2.0」が必要なのです。そのためには、民主的な技術が必要
です。民主主義の原則に適合した情報システム - 
そうでなければ、私たちの社会を破壊してしまうでしょう。"  
の記事を抜粋しています。スペクトル・デル・ウィッセンシャフト/特別版：
デジタル・マニフェスト)  
 

 

社会システムの進化は、歴史が示すように、啓蒙、ルネッサンス

、エデュケーションと遅々として進まないものである。  

基本的な疑問は、「メディアは各国の異なる社会モデルにどの

ように組み込まれているのか？  

しかし、21世紀には、政治権力、監視資本主義、メディアグル
ープ（社会的メディアと古典的メディア）の力、PR情報、偽情
報、エビデンスに基づく情報、そしてそれらの表現と出版物での

施行が相互に影響し合い、人々の行動をコントロールし、予測す

ることについて、いくつかの新しい質問が必要とされている。  

何千年もの間、権力を維持するために集団のIQ低下を演出しコ
ントロールするために、恐怖心を煽る情報が使われてきたことが

明らかになっています。今日、これらの恐怖は、あらゆるメディ

アにおける自己確認のためのニューロン的な恒常的な情報ループ



 

 
9 

によって生み出されています。この情報ループは、反民主主義的

な独裁のための効果的な構造を引き起こしたり、支持したりする

一方で、人々の一部に反乱や革命への準備を生じさせます。この

ような反民主主義的な恐怖と効果のループは、双方に生じていま

すが、直接民主主義の導入による第二のルネッサンスと啓蒙によ

って解消することができます。  

データの収集と利用、そして恐怖心をあおるようなメディアの情

報によって、欧米の民主主義国家が政治的にコントロールされ、

一時的に国民のIQを下げることが可能になり、全体主義的な支
配体制の確立につながるのではないか？  

しかし、何世紀にもわたって闘われてきた人権が、どうして廃止

され、民主主義が破壊されるのでしょうか。なぜこのようなこと

がグローバルに、しかもほとんどの国で同時に起こるのでしょう

か。  

今日でも、メディアの誤報や政府の恐怖心によって、人権や憲法

を犠牲にして国民の精神的・物質的搾取を世界的に行うことが可

能なのでしょうか？  

このような結果になる可能性は、私たちの歴史を見れば簡単にわ

かるでしょう。  

 
現時点では、以下のような前提で考えています。  
グローバル企業は、メディアや広報機関、一部の大規模な国際機

関の支援を受けながら、緻密に、秘密裏に、ほとんど認識されな

い方法で国や政府を支配する経済志向の全体主義的な支配構造で

あり、今日では旧来の地域的で封建的な支配体制に取って代わっ

ています。  
 
今日の少数の人々の隠された封建的な支配への意志を照らすこ

とができるようにするためには、昔の支配のシステムを思い出
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す必要があります。 
a) 対象者の人生は、人権なしで生きなければならなかった。 
 
b) 法律はすべての人に適用されるものではなかった。  
 
(c)農奴としての対象者は、自分の生命や自由を自由に使えなか
った。 
 
d) 農奴は、精神的、経済的、肉体的に主人に搾取されていた。  
 
e) 王たちは神によって任命された。  
 
f) 
上級貴族が下級貴族に領地（土地）を与え、その領地に住む彼の

小作人と一緒に農奴として管理した。農民たちは彼に税金を払い

、彼のために働かなければならなかった。封建領主自身は税金を

払わないが、必要に応じて支配者のために戦争奉仕をしなければ

ならなかったのである。 
 
g) 
農奴の運命は、神、教会、封建領主によって予め決められていた

。 
 
 
 
という質問があります。  
当時の臣民は、少数の大名にどのように支配され、畜産のように

どのように搾取されたのか。 
 
その証拠に、当時、王や王子、貴族が支配していた領土のほとん

どは小さく、人口も少なく、人口の約95％は文盲でした。  

支配者は、領地内の人口が増えなければ、少数の警察や兵士、領

地をカバーする小さな秘密警察、他の支配者との同盟や婚姻を通

じて、何世紀にもわたって自国民を搾取することができた。  
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その他の質問はこちらに続きます。  
人口増加を最小限に抑え、恐怖心を煽るために、まず増税を行い

、生活を破綻させ、最後には民族間の戦争を引き起こしたのでは

ないか？クラウス氏は、イギリスとフランスの間の百年戦争（1
337-
1453年）を例に挙げ、中世の戦争では略奪と破壊のキャンペー
ンが主流であったことを示している」とまとめている。その目的
は、敵を物理的に破壊することではなく、敵の資源を破壊するこ
とにありました。")や、ヘカン・ベイカルによる「Spektrum der 
Wissenschaft」に掲載された考古学レポートでは、科学では説明
のつかない集落を丸ごと消し去った虐殺事件について書かれてい

ます。"紀元前350年から200年の鉄器時代には、この地域にセル
ティベリア系のベロン族が居住していたため、この遺跡は最大の
規模を誇っていました。この時、残忍な襲撃も行われており、村
はほとんど都市的な規模になっていた。幅5.5メートルにも及ぶ
道路や公共広場には、歩道が敷かれ、300以上の建物が建ち並び
、そこには1500人とも言われる住民の居住空間だけでなく、店
舗や共同施設などもありました。 
 

家族は、より大きなグループや村として無秩序に団結し、散在す

る知識や考えを交換し、知識、繁栄、独立を達成するための創造

的なアイデアで彼らの実存的な悩みを議論することは許されなか

ったのでしょうか？  

封建的な構造に属さない人々は、知識を得て、成長し続ける家族

や集落、都市を建設し、養うことができないように、意図的に貧

しいままにしていたのでしょうか。もしそうなら、それらは破壊

されたのでしょうか？ 

働けなくなった人は、早死にして知識を得たり伝えたりすること

ができなくなったのでしょうか。  
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領主の財産と領主へのアクセスをいつでも可能にするために、領

主の同意がある場合にのみ農奴が旅行できるようにすべきでしょ

うか。 
 
そのため、農奴になった。  
 
- 知識へのアクセスが何千年にもわたって遮断され、 
学校教育も受けられず、 
聖書はラテン語で書かれ、 
教会の礼拝もラテン語で行われ、あるいは 
税負担が非常に高くなり、国民は貧しいままで、その結果、生存

や病気、戦争への恐怖が高まり、教育や創造性に関心を持てず、

実存的な恐怖から意識的に 
他の人々を排除するようになったのではないか？  
 
そのためには、人口の数字や人々の雰囲気、それぞれの領地の戦

前の記録などが、科学的な研究のための情報となるでしょう。  
 
 
同時に、ロックダウンや危機管理法、メディアによる恐怖ヒステ

リーを通じた中産階級の崩壊は、人口削減を息もつかせぬ速さで

実行するために、人口のIQ低下と相まって、歓迎すべき貧困と
恐怖の促進剤となっているように見える（スターリン、ヒトラー

、毛沢東、カンボジア政府の1975～79年の正当化も参照）。 
  
中産階級の富、技術、知識は、封建的支配のように最低価格で権

力者や政府に還元され、同時に封建的支配の世界的なデータ独裁

体制が確立され、人口を減らし、実用性のあるデジタル封建的支

配を再び構築するために、いつでも危機を宣言する可能性がある

のでしょうか？    
 
 
と問われることもあります。  
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自発的に高い精神的能力を身につけ、その知識を人々の言語です

べての人々に提供し、人々にオリエンテーションや医療、癒し、

知識や悟りへのアクセスを提供した人々（ソクラテス、ガリレオ

、ブルーノなど、名前を挙げればキリがない）が、なぜ非難され

たり破壊されたりしたのか。  
ヨーロッパ各地で行われていたライゼマジェステ、陰謀裁判、信

教裁判、魔女狩りなどを参照。)  

18世紀末まで、民衆の男は読み書きから遠ざけられていた（大
半の州では学校徴収金によっても）。そのため、自分自身を教育

することができず、教育や家族の生活・収入機会の向上を通じて

、民衆の男を増やすことができなかったのだろうか。  

人間は創造性や教育の欠如によって、自分が有用な人間や農奴と

して搾取され、貧乏なままで、働けなくなって早死にしても仕方

がないのだろうか。  

封建制と農奴制によって、民衆の男は、学校や教育を受けなくて

も、自然の力だけを借りて、自分で考えた好奇心や世界の知識に

よって心を成長させることができるほど長く生きることができな

かった。  

なぜかというと、貧乏人やあなたの仕事には税金がかかり、大

名は自分で税金を払わなくても仕事の成果から収入を得ること

ができたからです。それが今と何が違うのか。一方、大企業は、
労働者の税金を国に開示し、徴収し、さらに、法律や政府が認め
た契約関係によって、所得税を減らし、税金の整理や徴収、病気
や仕事の管理、仕事の創造などのサービスを国際的に行って、税
金をほとんどゼロにして、ますます大きな財産を蓄積し、それに
よって、自分の意志で政府やメディアに対して、不正な権力やロ
ビー活動、影響力を形成することができる（封建的支配における
帝国の支配者と資本力のある王子のように）。  
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ドイツの農奴制に関する2020年10月10日のWikipediaからの抜粋
で、ヨーロッパ各地で様々な形で法的に存在していた。  

 

 

 

(ウィキペディアからの抜粋：Serfdom, は青でマークされています) 
この文章はクリエイティブ・コモンズ CC-BY-SA 3.0 Unported License 
に基づいてライセンスされています。 それはウィキペディアの記事「
Schloss Biebrich」からの素材を使用しています。 
著者のリストはWikipediaに掲載されています。 

荘園の領主の同意なしに荘園から離れることは、シュレスヴィヒとホルスタ

インでは規定されていなかった。荘園の領主は、第三者から農奴を取り戻す

権利を持っていました。領主の間には引き渡し条約があり、他の貴族や町、

工芸ギルドは、荘園領主からの許可証を提示できる農奴しか引き取ることが

できませんでした。一方、ヴュルテンベルク州では、いくつかの新しいルー

ルがありました。1455年には、移動の自由が認められていたようで、移動す
る人は人頭税を支払うことを約束するだけでよかったのです。1523年には、
一件の人税が36ヘーラー（シュヴェービッシュ・ホールで鋳造された銀貨）
に達した。  

1495年にはライプヘルの支配から離れることが禁止され、1514年には20年の
移行期間を設けて一般的に離れることが許可されました。1520年にはこの許
可が前倒しされ、1537年には再び戻されました。1551年には再び離脱権が認
められ、1598年にはついに離脱権が撤回された。しかし、移動する権利があ
るからといって、農奴制が終わったり、外国の地方領主に壊されたりしたわ

けではなく、南ドイツでは農奴制の優位性の原則が適用された。  

また、男税などの農奴の税金は、荘園領主が自分のものではない場所でも徴

収することができました。毎年、農奴制が新たに認められた農奴の鶏は、地

主や地方領主の外で鶏領主が「ファスナッハーテンネン」として高額な管理

費をかけて徴収し、人税と同様に鶏帳に記載された。  
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自由の喪失   

農奴制は生まれながらにして確立されており、その決め手となったのは母親

の地位でした。寡婦に複数の結婚相手の子供がいた場合、子供を取り上げる

ことにもなりかねない。  

フリーマンは束縛に陥る可能性がある。自由人が、農村の人々が農奴である

地域に定住すると、自由人の地位が「失効」した。自由に生まれた子供でも

、生まれた後に親が農奴になれば農奴になる。自由人として経済的に支えら

れなくなった人は、農奴になることができた。この宣言が有効であるために

は、降伏の手紙で書面を作成する必要があった。また、1282/1283年と1296/1
297年にはヴュルテンベルク州で、1499年にはバーゼル州で、身も心も荘園
の領主から離脱しないことを誓う、あらかじめ用意されたモデルによる集団

宣誓が行われた。  

農奴制の廃止は、支払いに反して、荘園領主の意向に沿って解放することで

実現しました。荘園を離れてしまうと、農奴制が解除されてしまいます。独

身者は31年6週と3日、既婚者は10年である。  

ヴュルテンベルク州では、個々の領主の間で農奴を交換することは、特に近

隣の領地では例外的に行われていた。また、農奴が結婚して引っ越しをした

いが、身代金を用意できない場合など、農奴の意思で変化が起きた。  

農民は、商品と一緒に売られることもあれば、個人で売られることもある。

通常、貧しい下級貴族は、支払い能力のある上級貴族に農奴を売っていまし

た。  

 
奴隷制と農奴制の区別  

奴隷制と農奴制を区別するには、大きく分けて3つの見解があります。すなわ
ち、両者の違い、類似性、同一性です。 

ダイバーシティ  

史的唯物論は、発展的な違いを前提としています。それによると、奴隷制度

では、働いた生産物はすべて奴隷の所有者に帰属し、所有者は奴隷が生きて

いられるだけの生産物を与えていました。封建制の下では、農奴や地主はま

ず自分の労働生産物の全てを受け取りますが、現物や金銭で一部を封建領主

に差し出さなければなりません。これは、抑圧者と略奪者だけでなく、抑圧

された者と略奪された者も製品を共有しているということです。余剰生産物

は多かれ少なかれ封建領主の手に渡りますが、生産物の一部は当然のことな

がら骨男に属し、この部分は多くの場合、より高い労働力によって増加させ

ることができるという事実は、封建制度を古代のものと比較して先進的なも

のにしており、そもそもその存在を許容しています。  
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類似性  

国際条約やそれを実施する国内の刑法も、奴隷制と隷属制の違いを前提とし

ていますが、法的には同じ結果、つまり絶対的な禁止を命じています。1926
年9月25日の奴隷条約によると、奴隷制とは「財産権に付随する権限またはそ
のいずれかが行使されている人の状態または地位」である。1956年9月7日に
締結された「奴隷制の廃止に関する補足条約」が隷属の法的定義を追加したの

は、それから30年後のことである。"隷属とは、法律、慣習、または契約によ
って、他人に属する土地に住み、働き、有償・無償を問わず、その人に一定

のサービスを提供するように拘束され、自分の立場を独立して変えることが

できない人の状態または法的地位である"。  

1948年12月10日の国連世界人権宣言第4条と欧州人権条約第4条（1）は、奴
隷制や隷属の禁止を謳っており、2009年に批准された欧州連合基本権憲章第5
条（1）も同様である。1866年から2005年まで、北ドイツ連邦、ドイツ帝国
、ドイツ連邦共和国の刑法第234条に、ほぼ同じ文言で奴隷制と隷属に関する
犯罪規定が含まれており、一貫して同じようにカウントされていました。200
5年から2016年までは刑法第233条に、2016年以降は刑法第232条に対応する
規定があります。 

L 

16世紀以降、ヨーロッパでは義務教育を伴う最初の学校が徐々
に導入され、それは18世紀、19世紀、20世紀に工業化が始まる
まで、より大きな国の地域に移されました。しかし、その学校の

仲介任務においては、一般的な知識、想像力、創造性は排除され

、教科は「ABC対象労働者」のための最も重要な文化的技術に
縮小されました。創造性を教えることなく、教科とその内容の限

界を教えることは、19世紀から現代の教育に引き継がれ（多少
の改革はありましたが）、創造性と革新性を排除するという主要

な方向性を維持しています。古典的な「Studium 
Generale（一般教養）」は、知識の分野を結びつけたり、広げ
たりするものですが、一般的に国は提供していませんし、大学も

最小限の形でしか提供していません。Studium 
Generale」の質は、個人の主体性と認知能力に委ねられており
（レオナルド・ダ・ヴィンチも参照）、自らの主体性によって進

歩と革新を見出すことは、（たとえ数々の障害があっても）個人

に委ねられている。  
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Wikipediaより抜粋 義務教育 
この文章は、Wikipediaの記事「Schloss Biebrich」から材料を使用して
おり、Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
Licenseの下で利用可能です。著者のリストは
Wikipediaに掲載されています。 
 
1536年にジュネーブが、その後他の州[2]が、1592年にプファルツ-
ツヴァイブリュッケン公国が小さな州単位で義務教育を導入し[3]、ストラスブ

ール市も1598年には対応する法律を制定して追随していましたが、ヨーロッ
パのほとんどの州で義務教育が導入されたのは18世紀に入ってからで（オー
ストリア1774年、スイス、アメリカ）、家庭教育を含めた義務教育が導入さ
れました（リヒテンシュタイン1805年、フランス1882年、ドイツ1919年[4]）
。 
 
トマス・マルサス以降の社会的ダーウィニズムは、今日の思想家

や想定される人類の救世主（フランス革命の頃1789年～1799年
）にとって、以下の理由から種の保存のために人類を組織的に最

小化することを実現することです。この封建的な領主モデルは、

現代に至るまで、科学的な事実や研究、人類の発展によって長い

間反証されてきましたが、科学的な研究を装った誤った情報によ

って、有用な人間の態度を維持し、利用することだけが目的であ

るという事実から目をそらさせることになっています。  
人類を守るための環境保護やウイルス対策を旗印に、安楽死や優

生学の対策を行う。その後、科学的な啓蒙を装った創造性の欠如

により、世界人口の増加は、民主主義の倫理的な発展をもたらす

ものではなく、脅威として提示されました。何千年にもわたる実

際の発展や、証拠に基づいた研究、何百もの文書によって、最初

の民主主義国家が建設された後も、世界人口の増加とともに、間

違っていることが証明され、それが証明されています。   
 
トーマス・マルサス（1766 -
1834）について、ウィキペディアから抜粋します。 
この文章は、Wikipediaの記事「Schloss Biebrich」から材料を使用して
おり、Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
Licenseの下で利用可能です。著者のリストは
Wikipediaに掲載されています。 
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マルサスは、ウィリアム・ゴドウィンの「人間社会は完璧であり、主要な

問題解決能力を備えている」という楽観的な考え方を批判し、『人口原理
に関するエッセイ』（1798年）の中で、進化する経済社会の問題として
人口過剰を取り上げました。マルサスは、人類が無制限に増加する法則に

盲目的に従う一方で、生活を支える生存手段が同じ割合で増加しないこと

を、明らかに運命的な必然として提示しています。この事実は、彼にとっ

て非常に確立されたものであり、数学的公理として述べることを躊躇しま

せんでした。人間は幾何学的に増加し、食物は算術的に増加すると主張し

た。数値例では1組の夫婦に4人の子供がいれば、それに伴って人口も増え
るが、食料生産量の増加は同じ割合ではない。灌漑の改善により、生産性

は約20％向上します。しかし、この増加はそれ以上の増加をもたらさない
。マルサスによれば、病気、不幸、死などの是正要因が何度も介入してバ

ランスを取り戻さなければ、地球上の人口に対してストックが足りなくな

る時が来るという。マルサスはこのようにして、不幸な人々に対する科学

的かつ道徳的な判断を、後の版では削除されたが、彼の教えの精神を特徴

づけると考えられる文章で表現したのである。 

"占領された世界に生まれ、家族が彼を養う手段を持たず、社会が彼の労
働力を必要としていないとき、その人には食物の一部を要求する権利は少

しもなく、彼は本当に地球上に存在しすぎている」と彼は言った。自然界

の大宴会では、彼のための場所は用意されていない。自然は彼に出発を命

じ、彼女はその命令さえも実行に移すことを怠らない」[3]。 
 
支配階級で広く使われていた封建領主モデルの奴隷制と農奴制は

、トーマス・マルサスの安楽死思想（『人口の原理』『経済学の
原理』）と社会ダーウィニズムによってさらに強化され、人間の
寿命を縮めていった。この封建領主による大量殺戮の思想は、科

学的に間違っているだけでなく、人類の生存に逆効果であること

が証明されており、人口数の積極的な増加、世界人口の創造性、

資源採掘によって明らかに反証されています。しかし、トマス・

マルサス（19世紀にはフランス革命の影響で16.5億人）やヒト
ラー、あるいは社会ダーウィニズムを装った非人間的な安楽死思

想は、2020年に78億人を迎える今日まで生き残り、社会階級、
人種、貧困、年齢による安楽死、さらには地球PRを目的とした
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環境保護の議論を装った世界を救うための強制不妊手術など、人

間の本質に対する総攻撃として生き続けています。  
 
ウィキペディアより優生学について抜粋 

この文章は、Wikipediaの記事「Schloss Biebrich」から材料を使用して
おり、Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
Licenseの下で利用可能です。著者のリストは
Wikipediaに掲載されています。 

 
ナチスの人種衛生主義の影響で、多くの政治家や科学者が優生学の考えを

放棄した。1948年に国連で署名された世界人権
宣言には、"結婚適齢期の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制
限もなしに、結婚し、家族をつくる権利を有する。"という一文がありま
す。1978年、ユネスコは、
すべての人間の基本的な平等を理想とすることを宣言しました。[76] 

ナチスの急進主義に呼応して、ほとんどの国がそれまで行われていた優生

学的な政策をやめてしまったが、その考えがなくなったわけではない。ユ

ネスコの初代事務局長であり、世界自然保護基金の共同設立者でもあるジ

ュリアン・ハクスリーは

、英国優生学協会の会長であり、優生学の支持者でもあったが、1947年
に次のように述べている。 

"急進的な優生政策は、政治的にも心理的にも長年にわたって不可能であ
ることは確かだが、ユネスコにとって重要なのは、優生問題が細心の注意

を払って検討され、問題となっている問題について一般の人々の心に伝え

られ、現在は考えられないことの多くが少なくとも考えられるようになる

ことである」。 
 
"急進的な優生政策は、今後何年もの間、政治的・心理的に不可能である
ことは確かだが、ユネスコにとって重要なのは、優生問題が細心の注意を

払って研究されていること、そして、考えられないことが少なくとも考え

られるようになるほど、国民の意識に事実が伝えられていることを認識す

ることであろう。" 
- ジュリアン・ハクスリー[77]（Julian Huxley 

1920年代から1940年代の教科書には、優生学に関連した科学の進歩を説
明する内容が多く含まれていました。遺伝学
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に関する初期の科学雑誌には、優生学に関する記事が多く掲載されていま

した。戦後になって、これらの文献の多くが削除された。科学雑誌の名前

も変わった。例えば、1969年の『Eugenics Quarterly』は『Social 
Biology』と改名しました。しかし、著名な学者の中には優生学を支持し
続ける人もいた。1963年、チバ財団は、
ノーベル賞受賞者である3人の著名な生物学者（ヘルマン・ミュラー、ジ
ョシュア・レーダーバーグ、フランシス・クリック

）が優生学を支持する講演を行う「人間の未来に関する会議」を開催した

。例えば、1953年の時点で、教皇ピウス12世
は、「第1回遺伝医学国際シンポジウム」への注釈の中で、優生学と遺伝
学の基本的なアプローチが道徳的に健全であると宣言している[79]。[80]  

 
ナチス時代  
→ 主な記事国家社会主義者の人種的衛生観念 

第三帝国では、社会政治的な措置によって「アーリア人」の家族の出生率

を高め、「生きるに値しない生命」を防ぎ、隔離し、破壊することが求め

られた。ヒトラーが政権を握ると、早くも1933年7月には優生不妊法が国
家社会主義イデオロギーの重要な部分として導入された（「遺伝性疾患子

孫の予防に関する法律」）。初期の草案とは異なり、強制的な不妊手術

も規定され、比較的大きな人口集団に遺伝的な劣等性があるとされ、国際

的にも前例のないことだが、実際に1939年までの数年間に約30万人の不
妊手術が行われ、

1945年までにさらに6万人の増加が見られている。また、不妊手術を受け
た人の中には、それが原因で亡くなった人もいました。  

ちなみに、アメリカでは

1907年から1939年の間に約31,000人、スウェーデンでは1934年から1948
年の間に約12,000人が不妊手術を受けています。 
ドイツ連邦共和国では、長年にわたって補償金の請求が拒否されていまし

た。強制不妊手術を受けた人に障害年金が支給されるようになったのは、

1970年代末のことである。 

この法律では、遺伝的な原因が疑われるさまざまな病気の場合、すなわち

「先天的な無能

、統合失調症、円形（躁鬱病）の狂気、遺伝性の転落病、遺伝性の聖ヴィ

ート舞踏

病（ハンチントン舞踏病）、遺伝性の盲目、遺伝性の難聴、重度の遺伝性

身体奇形、（中略）重度のアルコール依存症」の場合には、対象となる不
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妊手術が認められていた。(Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses.法律と説明、ミュンヘンJ.F.Lehmanns Verlag, 
p.56）。)避妊手術は、本人、保護者、公務員の医師、施設の責任者の要
請により、「遺伝性健康裁判所

」で決定されなければならず、その決定後は「不妊となる本人の意思に反

しても」実行されなければならなかった（Güttら1934年：p.58）。 

他のヨーロッパ諸国とは異なり、ナチス・ドイツにおけるこの過激な優生

学の変形は、最終的には組織的な「生きるに値しない生命の抹殺」に

もつながり、少なくとも「劣等生」を優生学的に切り捨てることで促進さ

れました。早くも1929年、ヒトラーはニュルンベルク
の帝国党大会で宣言した。 

"［...］もしドイツが年間100万人の子供を持ち、最も弱い70万から80万人
を排除したなら、最終的には戦力の増強にさえなるかもしれない" 

1939年から1941年にかけてのT4作戦は、ヨーロッパのユダヤ人に対する
ホロコーストへの架け橋となりました。  

 

ナチス帝国によって優生学が否定されると、優生学の提唱者たち

は新しい戦略を必要とした。そこで1946年、英国優生学協会の
副会長だったジュリアン・ハクスリーが、ユネスコ（「国連国際

教育科学文化機関」）の初代事務局長に就任しました。彼が書い

た国連の公式文書「UNESCO, its Purpose and 
Philosophy」を見ると。 
"急進的な優生政策が今後何年もの間、政治的にも心理的にも不
可能であることは確かだが、ユネスコにとって重要なのは、優生
問題が細心の注意を払って検討され、一般市民が問題となってい
るテーマについて情報を得られるようにすることであり、そうす
れば今日考えられないと思われる多くのことが、少なくとも再び

考えることができるようになるだろう」。 
 
その 
目的は、優生学や人口管理というテーマを、人類を救うものとし

て、まったく新しいポジティブな方法で装うことでした。これか

らの優生学とは産業界やそのロビイストである政府の立法機関
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ではなく、人間によって引き起こされる搾取、汚染、生態系の

破壊から地球を保護すること。  
数十年にわたる「啓蒙」の結果、世界人口の増加は人類にとって

の脅威であるとされ、崩壊しつつある環境を世界人口の増加に帰

するために、産業界や政府が環境に有害なものを生産したり製造

したりするのを止める力が人々にはないことを忘れていた。抗議

行動やデモは警察の介入によって妨害され、メディアによって信

用されなくなり、参加者の数は稀代の変人として書き留められ、

持続可能な環境概念は持ち出されることなく、場合によっては課

税されたり命令されたりしました。逆に、環境に有害な旧来の産

業は、強力なロビー活動で資金を調達しています。  
業界を保護し、補助するような、政党のための選挙コンセプト、

統制された中心的なメディアの報道を通じて）。雇用維持のため

に、環境に悪影響を与える古い技術に投資し、教育、第二の啓

蒙、Studium 
Generale、人口の創造性の促進、教育と直接民主主義、国民の
ベーシックインカム、そしてすべての市民の共同環境の未来に

は投資しません。 
  
 
20世紀と21世紀における優生学のクロノロジー。 
- 
1948年、ハクスリーは国際自然保護連合（IUCN）を設立しまし
た。  
 
- 
1961年、ハクスリーはWWF（世界自然保護基金）を設立しまし
た。他にも、ゴッドフリー・A・ロックフェラー、オランダのベ
ルンハルト皇太子、イギリスのエリザベス2世の夫であるフィリ
ップ皇太子などが設立メンバーとして名を連ねています。  
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- 
1969年、ニクソン大統領は、ジョン・D・ロックフェラーの主
導で作成された「人口増加とアメリカの未来」という報告書を発

表しました。それは、優生学を再び希望に満ちたものにするため

のものだったようです。  
"人口は無限に増え続けるわけではない。このことに疑問を持つ
人はいないでしょう。私たちは発見の中で、国は今、安定した人
口を歓迎し、それに向けて計画を立てるべきだと考えていると述

べました。 
 
- 
1972年、ストックホルムで初めての環境に関する国際会議が開
催されました。議長はロックフェラーの親友であるモーリス・ス

トロングが務めた。それ以来、ここ数十年の環境保護運動は、酸

性雨、オゾン層の穴、熱帯林など、他の危機的な問題に焦点を当

て、政府や製造企業の責任を明らかにするのではなく、世界の人

口増加のせいにしてきた。 
 
1988年、ようやく「気候変動に関する政府間パネル」として知
られるIPCC["Intergovernmental Panel on Climate 
Change"]が設立されました。気候審議会が作成した報告書は、
メディアや、アル・ゴア元米国副大統領をはじめとする多くの「

地球温暖化」の代弁者にとって、権威ある情報源となった。その

間に、地球温暖化とそれに伴うCO2削減の問題がクローズアップ
され、今日では政治や一流のエリート会議でも大きな話題となっ

ており、優生学への輪が広がっています。  
 
-1988年 フィリップ王子がドイツの報道機関に表明した。  
"生まれ変わったら、致死性のウイルスになって戻ってきて、過

疎化の解決に何か貢献したい。" 
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2021年 
フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、世界経済フォーラム

で、気候目標が達成されない場合、新たなパンデミックが発生す

ると警告しました。 
 
今日の優生学の提唱者たちは、社会ダーウィニズムの思想が混じ

った解き放たれた資本主義によって、新たな推進力を与えられて

いる。  
 
ウィキペディア社会的ダーウィニズムより抜粋 

この文章は、Wikipediaの記事「Schloss Biebrich」から材料を使用して
おり、Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
Licenseの下で利用可能です。著者のリストは
Wikipediaに掲載されています。 

社会ダーウィニズムとは、生物学的決定論を世界観として提唱する社会科学

理論の一派である。19世紀後半から第二次世界大戦までの間、
非常に人気があった。ダーウィニズムの部分的な側面を人間社会

との関連で誤認し、その発展を「存在のための闘争」における自然淘汰

の結果として捉えている。フランツ・M・ウケティッツ
によれば、社会的ダーウィニズムのさまざまな種類は、3つの核となる声明に
同意している。  

- 選択の理論は、社会的、経済的、そして道徳的な観点からも完全に適

用可能であり、人類の発展に役立つものです。 
- 遺伝子には良いものと悪いものがあります。 
- 良い遺伝形質は促進され、悪い遺伝形質は根絶されるべきである。 

社会ダーウィニズムへの批判の一つは、生物学的な法則を人間社会に無批判

に誤って移植していることです。また、その基本的な前提条件のいくつかは

、ダーウィンの理論ではカバーできず、現代の科学では時代遅れとされてい

ます。ダーウィンの理論を自然主義的な誤謬に基づいて

転用することは、必ずしもダーウィンの著作から派生したものではなく、ダ

ーウィンの世界観や人間観にも全く対応していない。  

 
優生論者、安楽死論者、社会ダーウィニストの主張は、科学的に

反論され、今日では、人間の搾取と封建的支配の権力維持を正当

化する大量殺人とジェノサイドの神話とみなされています。 
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しかし、話は集団における教育の発展史に戻ります。  

国内で工業化を進め、国際競争に勝つためには、経済のために労

働者が必要だからといって、革命や反乱、暴動が起きても、労働

者や市民には人権のある議会制民主主義が認められたのでしょう

か。  

インターネット・メディアは、今日まで、封建的な領主の影響を

受けずに、将来の不安を感じることなく、人々が自ら情報を得た

り、自らの情報を世界に広めたりする可能性を与えてきた。対照

的に、PRとメディアの偽情報産業が、自己情報化した人々が、
あらゆるメディアでフェイクニュースを流し、混乱させ、不安定

にし、分裂させ、信用を失墜させようとすることは、新しいメデ

ィアの風景を飛ばせば、可能なことのように思える。   
 
ロボットと自己学習プログラムによる新しい「産業化4.0」は、
将来、単調に働く労働者を不要なものにするでしょう。これによ

り、人々は考える時間を得て、さらに教育を受け、クリエイティ

ブな能力、新しいメディアによる情報の幅と深さを広げ、情報を

疑うことでフェイクニュースと本当の情報を選択的に分けること

ができます。それは、現在、民主主義において長年必要とされて

きた断固とした教育を受けた民主主義者であり、人類の保護と将

来の発展のために、企業と資源のためのより多くの民主主義、共

同決定、共同世界の法律を要求する人たちが現れます。  
 
情報や大衆、メディアの儀式に関する知識は、私たちが発展の過

程でどこで間違った方向に進んでしまったのか、また、これらの

情報の儀式が、国家の社会システムの中で、自己限定的な集団の

中でのみ考え、行動する殺人的なエゴイスティック・システムへ

の道をどのように開いたのかを教えてくれます。  
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ドイツの社会哲学者であるニクラス・ルーマンは、1996年に社
会システムのニューロンやエピジェネティックな有効情報による

創造性と進化のための芸術式をこのように表現しています。  
"これは、一度発明して導入すると、自己実現できるようになる
進化の成果と考えることができます。その結果を、選択によって
構造を制定したり解除したりする現代社会のシステムに移すと、
進化の結果が見えてくる。"  
 
創造性や恐怖心から得られる新しい情報が、メディア情報を介

して神経回路やエピジェネティクスを形成し、人や国家全体をコ

ントロールするという発見は、数年後にノーベル医学賞を受賞し

た科学者たちの研究によって確認されました。   
 
今から75年前、ヘルマン・ゲーリングはニュルンベルク裁判で
、「どうやってドイツ国民を納得させたのか？と言っていました

。  
"「もちろん、国民は戦争を望んでいませんよ。中略）しかし結
局のところ、政策を決定するのはその国のリーダーであり、民主
主義国家であれ、ファシスト独裁国家であれ、議会であれ、共産
主義独裁国家であれ、民衆を味方につけるのはいつでも簡単なこ
となのです」( .... 
)。"選挙権があろうがなかろうが、国民は常にリーダーの命令に
従うようにできているのだ。非常にシンプルですね。何もしなく
ても、攻撃されていることを伝え、愛国心のない平和主義者を非
難し、国を危険にさらしていると主張します。この方法はどの国
でも通用する」。  
(出典：ニュルンベルク日記、フィッシャー出版)  
 
しかし、民主主義国家においても、創造性、イノベーション技術

、発明性、そしてエピジェネティックな創造性と癒しの芸術の方

程式は、今日まで学校や大学で教えられていません。人々のIQ
、健康、自由は、フェイクニュースや、メディアが作成した誇張
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された、最高の恐怖を生み出す出来事の報道によって、何度も妨

害されています（したがって、民主主義も同様です）。   
 
それは歴史であり、長い間知られている知識の多数の保有者は、

知識、創造性、健康の伝達によって導かれた人々の自助に封建的

な領主によってフェイクニュースを非難して暴徒化し、知識の普

及者としてではなく、創造性と自助の知識のメッセンジャーが促

進されました。が、異端者、魔女、威厳を侮辱する者、あるいは

陰謀信者、陰謀を企てる者、民衆を害する者として、権力のシス

テムによって暴徒化し、大多数の民衆は、封建領主によって（報

酬によっても）彼らを糾弾し、追放し、迫害し、殺すように指示

された。しかし、3世紀以上かけてゆっくりと、教育の最初の波
を受けて、封建的な領主が支配のシステムで前面に出ることなく

、隠密に行動することしかできない民主主義が発展していった。 
 
 
いくつかの州では、中産階級の資産、技術、知識が必要です（1
945年までのヒトラーのように）。なぜなら、中産階級とその従
業員（1999年、ドイツ連邦統計局によれば、従業員499人までの
企業（年間売上高を考慮しない）が98％を占めているからであ
る。国の中間層の8％）は、国の自由な発展を保証することがで
きるでしょうか。国民は国家から独立しており、経済財を生み出

すことができるだけでなく、尊厳を持って国家のリーダーシップ

を前提とすることなく、少なくとも国家側からの搾取や汚職のな

い自由な生活を送ることができるのです。中国では1970年代か
ら、共産主義のイデオロギーがプラグマティズムに取って代わら

れ、データ独裁体制が確立されつつある。「中国はもはや共産主
義ではない」と語るのは、中国の歴史学者で元社会科学院のメン
バーである張力帆だ。「社会主義の旗を掲げたエリート主義の資
本主義が存在する」という。"莫大な財産を持つ人が権力を握る
ようになった。彼らは下層階級から搾取している」。特権者は、
資産、資源、権力を党の手で独占してきたという。"少数のオリ
ガルヒが巨額の富を手にしており、社会的分配は極めて不公平で
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ある"共産主義に残されているのは、独裁主義、つまり貴族階級
による独裁主義だ」と言った。"錯覚を起こして人々を騙す」。  
"彼ら自身は信じていない。彼らがすることは、彼らが言うこと
の正反対である」。dpaのAndreas Landwehr氏より引用 
 
帝国の歴史を見ると、数の多い国の民衆を弱体化させ、残りの民
衆の意志をくじくためには、まず成長した文化や倫理観の記憶を

、恐怖が蔓延する危機や戦争によって消し去らなければならない

。また、毛沢東、ヒトラー、スターリン、カンボジア、ドイツ民
主共和国などでは、20世紀に入ってからも、政府に従わない中
産階級や教育を受けた市民の人権を奪っています。世紀に人権を
奪われ、強制収容所に入れられた何百万人もの人々が、Mensch
nutzhaltungの奴隷労働者として搾取されたり、大量殺人によっ
て排除され、実際の背景についてのメディアによって大多数の人
々が欺かれてきた）。)  
 
いくつかの独裁国の中世の法律や規則がどのように似ているか。 
 
 
狂った、洗脳された人々。  
中世では＝憑依された、魔女になった／。 
20世紀の独裁者の下で、戦死者を除いて約5,000～6,000万人が、ヒトラー時代、スターリン時代
、毛沢東時代に限って、投獄され、人体実験の奴隷として使われ、殺された人たちの害虫。  
 
否定派、反政府の陰謀論者...。  
中世では＝非信者、異端者／。  
20世紀の独裁者の下で、戦死者を除いて約5,000～6,000万人が、ヒトラー時代、スターリン時代
、毛沢東時代に限って、投獄され、人体実験の奴隷として使われ、殺された人たちの害虫。  

   
秩序や望ましい未来を危うくし、世間の認識から排除しなけれ

ばならない不適合者や思想的反逆者。  
中世では＝公的に処刑されたり、牢屋に入れられたりした／。  
20世紀の独裁者の下で、戦死者を除いて約5,000～6,000万人が、ヒトラー時代、スターリン時代
、毛沢東時代に限って、投獄され、人体実験の奴隷として使われ、殺された人たちの害虫。  
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これらはいずれも秘密の知識ではありません。歴史家がそれを証

明して久しい。今日の社会システムの進化の問題は、直接民主

主義と持続可能で倫理的な資本主義を求める人々の要求が、後

悔や環境汚染のない高い経済成長の他に、いつ実現するかとい

うことです。  
 
70～80億人以上の人々が、兵士や警察官を増やしても、市民の
電子監視システムをさらに拡大しなくても、国民の基本的権利を

削減し、新たな法律や規制、国家の基本法や憲法の違反を行い、

メディアや国家の議会制民主主義の助けを借りて、今日の政府に

よって統治されることができるのです（今日の難民の流れも参照

）。もし古い政治体制が古い伝統的な原理に基づいて統治を続け

ようとするならば、基本法や憲法で保障されている国民の自由や

権利を、国民に問うことなくいつでも、たとえ100億人や130億
人の人口であっても、国民の権利をさらに制限した緊急事態を制

定できるような方法で削減しなければならないのです。  
 
戦争やパンデミック、あるいは不妊手術や恐怖ヒステリーによ

って世界人口を運命的に、あるいは創造性を欠いて最小化する

ことは、人類の問題を解決するのではなく、すべての人々の未

来を断ち切ることになります。なぜなら、増大する創造性は、

インターネットや、より使いやすいKで認識されつつあるスウォ
ーム・インテリジェンスによって低減または破壊されるからで

す。  
 
世界人口のIQや創造性の低下は、精神的資源の制限につながり
ます。 
私たちの進化は、少数の人々の忍耐力と創意工夫に負うところが

大きい。  
恐怖によって制限された知性は、70年以内に、まだ自由な社会
に関連して、将来の恐怖、人生の喜びの欠如、モチベーションの

欠如、子供との生活から得られる強さの欠如によって、無意味な

存在へと導いています。持続可能性を重視しない思考と行動をす
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る人々は、犯罪やテロリズム、限られたイノベーション、経済シ

ステムの制限、貧困、病気、自由の欠如、免疫力の低下をもたら

します。その結果、衰退し、再分割されたファシストの文化と戦

争、そして封建的な支配体制を生み出す逆の楽園となるのです。  
 
という疑問が湧いてきた。それはなぜですか？  
一方、私たちは新たな持続可能性を必要としており、さらに増加

する世界人口のために、できれば倫理的に使用される無限の資源

を必要としています。 
 
どうすればそんな展開になるのか。 
後進的な封建的勢力は、何年も前から研究によって、各国の国民

から直接民主主義を実施することから始まる世界的な発展によっ

て、政党や政治家、グローバル企業やメガキャピタルの権力が消

滅し、新しい人間的で倫理的な資本主義に変わることを認識して

いたということでしょうか。   
 
第3のミレニアムの始まりは、世界の社会システムの次のような
変化を読み取ることができるように、直接民主主義の来たるべ

き発展を阻止するために、権力者や一部の政治家がまだ活動で

きる最後の瞬間なのだろうか。  
 

1. 人工知能は、人々を単調な仕事から解放し、ニューメデ
ィアを介して寿命と情報を与え、進化的な思考をもたらし
ます。  
 
フェイクニュースで恐怖心を煽り、直接民主主義の導入を

妨げる：人工知能が世界の50％の仕事をなくす。失業者
は恒久的に支援され、年金や社会基金には何も支払わない

ようにしなければならない。   
  

2. 予測される第二次ルネッサンスと啓蒙主義によって、人
々の未来への不安は解消され、遺伝的に利用可能な創造
性が再び解放されるでしょう。 
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      フェイクニュースで恐怖心を煽り、予防する  
      直接民主主義の導入：ますます多くの人が  
      働いている人ではなく、働いていない人がもっと   
      考える時間、意見を交換する時間はもちろんのこと  
      インターネットでの情報収集と議論   
      民主的な発言力を持ち、最終的には    
      直接民主主義は、長い間待ち望まれていたものです。   
      社会システムステップが求められる 
 

 
3. 高齢で健康な人々は、自分たちが住みたいと思う社会シ
ステムについて安心して考える時間が増え、自分たちの人
権でそれを民主的に要求するようになります。 

フェイクニュースで恐怖心を煽り、直接民主主義の導入を

阻止する：人々はどんどん高齢化し、働かなくなり、労働

時間に対する賦課金や税金で賄われている年金や社会保障

基金の負担となっています。 

4. 啓発された自己思考の世界人口の増加は、直接民主主義
を通じて、政府や秘密の世界封建領主の権力独占を打破し
ます。   

          フェイクニュースで恐怖心を煽り、防     
          ダイレクト・デモクラシーの導入：その成長  
          世界の人口の減少は負の連鎖を加速させます。    
          環境プロセス、エネルギー、食品、廃棄物などのほかに   
          地球温暖化対策のための支出は   
          
また、学校や医療制度、年金や医療保険など、さまざまな分野で

活用されています。   
          社会保障基金は、ますます   
          世界の人口に占める失業者の割合   
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          と、さらなる大量移住を招くことになります。 
          (一方、約70億人の人々にとっては、教育は    
          が不要になりました）。)     
       
ポイント1～4は、もはやカバーできませんし、今日のメディア
状況では、PR-
メディア報道、選挙のお土産、誤った科学情報では解決できない

でしょう。それらは、トマス・マルサスをモデルとした封建的支

配の考えに基づく、第5のさらに大きな非人間性の強力な救出の
結論を誤ったものにする。  
 
役に立たない人間は死ぬべきだ。 
 
これは忘れています。  

a.) 社会の情報ネットワーク（ディーター・リートケの一般情
報理論による）には、役に立たない人はいないということ

を 
b.) 環境、気候、環境有害物質、健康システム、工業用食品、
創造的な教育開発の緊急事態など、これらの否定的な状況

は、一部の政府が産業界やビジネスへの譲歩をもって承認

し、奨励してきたものであり、その後の変化を見逃してき

たものです。 
 

1.) 持続可能な生産と製造に関する法律を採用するために   
 

2.) 持続可能な資源に関する法律の制定。  
 

3.) 倫理的で創造的な人々のための教育システムの変革。   
 

情報を通じた共同環境プロセスに人口を同行させるために  
 

4.) 恐怖を煽るような行為に対するメディアコードを導入する
。  

          を通して、現在の危機が示しているだけです。   
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          政府がこれらの災害に対処できなかったこと     
          を開発することができました。  
 
それは、一部の政府が人口を指して行動している。泥棒を止めろ
!  
 
泥棒とされた人は、目に見える政府の施策の、どこにいても目に

見える力によって（政府のメディアに対するガイドラインや、メ

ディアやPRのレポートによると）恐怖で麻痺し、罪悪感の誤っ
た意識に陥り、強い恐怖のもとで降伏することになっている。世

間のメディアの意見や、法律、規制、警察、軍隊の存在によって

、国民の大多数（徐々に90％まで）が上層部から避けられない
と決められている自分の運命（財産や安全を手に入れることがで

きない借家人として）に陥るのだ。  
 
 

現在のコロナ・ウイルスへ  

パンデミックの恐怖で社会をコントロールする？ 

まず、いくつかの良いニュースがあります。  

コロナ・パンデミックはその恐ろしさを失い、コントロールで

きるようになるのは、私たちが失敗から学んで、政府やメディ

アの意見に左右されることなく、はるかに致命的なパンデミッ

クに対処できるようになってからだ。  

そのためには、将来の予防接種とのワクチン組成物とその混合有

効成分を、これらの時間的に遅れた予防接種が異なる年齢層やリ

スクグループに引き起こす総合的な健康リスクについての研究に

よって考慮しなければなりません（また、ワクチンが人工的なウ

イルスの攻撃によって免疫系を弱め、次のより強いウイルスの攻

撃に備えているかどうか）。  
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製薬業界は、メディアやWHOに加えて、少なくとも自社が開発
・販売したワクチンの健康への悪影響（メディア情報、環境、リ

スクグループの食料や医薬品、政府のロックダウン命令との関係

）についての製造物責任を負わなければならず、政府はすべての

リスクグループを対象としたワクチンの独立した長期研究を委託

しなければなりません。  

製薬業界、政府、メディアが恐怖心を煽り、ロックダウンした人

々が、恐怖心を軽減した後、今、誰もが自分の思考パフォーマ

ンスと行動観察で、前向きに実現していること（2021年以降、
次のパンデミックまで）は変わりません。  

読んだ後はできるだけ早く忘れて、政府の声明やメディアに記

録されている恐怖支配のメカニズムが政治的に展開されたとき

に、初めて掘り起こして思い出すべきものである。 

このダークフィクションにはリアリティがなく、マインドゲーム

でしかありません。さらに考えを巡らせてみましょう。2022年
から2025年にかけて、グローバル社会では、主流メディアから
の情報以外に、社会から排除されることなく、現実や情報として

、反民主主義的なメディアで暴徒化し、政治や世論形成のプロセ

スから信用されないことが許されるでしょうか。  

 
私たちは今、インターネットという新しいメディアを通じて、古

典的なメディアでは感じられなかった隠然たる封建制や第二、第

三の手を誘導したり、決定したりする現実に気付いたのか、ある

いは、このような社会の状況に関するウェブ上の情報は、単なる

偽情報なのか。 
  
中世の信仰の時代や独裁政権の時代のように、戦争やパンデミッ

ク、気候やテロの理由を宣告された農奴を無条件に信じなければ

ならない、封建領主の情報を疑ってはいけない、科学的に明らか

な事実を調べてはいけない、ましてや公表してはいけない、とい
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うようなことが再び起こるのでしょうか。市民が（ウェブやアナ
ログの世界で）出会い、交流し、議論するコミュニティを形成す
ることは許されないのか？  
 
 
さらに、今日の政府の信念は、中世の宗教的教義のように、メデ

ィアによって広められ、政府側からの信用失墜と迫害なしには、

（当時も今も）科学的に疑うことができません（20世紀のヒッ
ト、スターリン、毛沢東の国の主流メディアや、イラク侵略戦争
のための封建的な領主信仰のメディアでは、証明された照明され
た事実はありませんでした）。ヒトラー、スターリン、毛沢東の
世紀や、封建的な領主信仰のメディアによるイラク侵略戦争では
、証拠となる照らされた事実がなく、一方的な政府の情報とそ
の「フェイクニュース」だけが流布され、それによって自己検

閲によって唯一の真実として医学的に「明確化」されてきた。  
"人類に害を及ぼす者 "という意味です。 
 
これは当時も今も、自国の環境や資本主義的医療、人権侵害の

問題を解決することなく、法律や判決、命令によってさらに大

きな人権侵害を行い、メディアの助けを借りて無数の殺人を行

い、自己保存の理由から政府による国民の自己検閲（メディアに
よってのみ可能となる）を含む絶対的な信仰の主張によって、国
民に隠された農奴制を押し付けるために行われています。メディ
アやジャーナリストは、ヒトラーの時代に虚偽の情報を流したこ
とや、フェイクニュースによる大衆の非倫理的な自己検閲を幇助
したこと、人権を侵害したこと、さらには数百万人の殺害や民族
全体の排除・破壊を扇動したことなど、その罪をまだ問われてい
ない）。 
 
一部の政府の中世の封建的な領主の主張をそのまま受け継いで、

国民の自己検閲につながり、また宗派や共産主義、国家社会主義

、資本主義の指導者の非人間的な行為を彷彿とさせるような、こ

のような反民主的で非人間的な情報信仰が今日も存在するのでし

ょうか。 
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気候、テロ、汚染、コロナ・パンデミック、これら（リストは例
示に過ぎず、さらに追加することが可能です）は、イデオロギー
的な動機や創造性の欠如によるこれらの問題がないように、市民

の自己検閲を確立したメディアによって、メディアにおける農奴

の信念として構築され、利用されることができるでしょうか。政

府が緊急に必要なものとして対処・改善しても、「人類を守るた
め」の法律や措置によって、さらなる重大な人権侵害、生活の破
壊、生活の解消、何億人、何十億人もの人々の死につながる理由

として利用されているのではないか？ 
 
 
現在のコロナ・パンデミックは、議会制民主主義がどのように解

体されるかをメディアで例示している。   
コロナ・ウィルスと、政府によるマスメディアの恐怖政治によっ

て、反民主的な自己検閲が確立される可能性がある。さらに、数

多くの陰謀の語り部、-仮説-がある。  
新しいメディアの中の伝説は、メディア消費者を混乱させ、メデ

ィア消費者の視点から、また指針として、政府が提案する自己

検閲を採用することになる。  
 
自己検閲された人は、ゆっくりと慎重にのみ、自分の保護空間を

開きます。そして、そのことがわかるようになってからです。  
 

1. 彼は自己検閲の罠に陥ったかもしれない。 
 

2. 信頼できる情報源や調査により、事実が誤って伝えられた
り、隠されたりしていることが明らかになった場合。 

 
3. 彼は、明らかな科学的データから、異なる新しいイメージ
を形成することができ、自己検閲を取り消すことができま

す。 
 
     4. 2つの情報画像が作成されていることを確認する。 
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         a. 情報政府のラインのイメージと   
         自己検閲の手引きと  
         b. 
責任感のある民主主義者のイメージは、以下に基づいています。   
         明らかな科学的事実を自分の選択と   
         決定を下す。 
 
今日の私たちは、最初の印刷機、ルネッサンス、啓蒙主義以前の

時代と同じなのでしょうか。ただ、支配者は民主的な憲法と選挙

民に縛られているため、偽りの情報とメディアが生み出す選挙民

の自己検閲によってのみ、自分たちの計画を民主的に実行するこ

とができるのです。ここで、彼らは古典的メディアに助けられて

いる。彼らは政府の助けを借りて、新しいメディアにおいても

、新しい封建的な領主法によって主導的な役割を取り戻すこと

ができると期待しているが、結局は、平和的で民主的な啓蒙活動

による知識の嵐の中で、反民主的な自己検閲によって人々に行動

を起こさせることで、すぐに反対の結果になるだろう。  
 
ニューメディアでは、民主主義国家における隠れた封建的支配の

暗い社会モデルに再び光が差し込むことで、倫理的に機能してい

ない2つの力が、政治やグローバルなマネーパワーから、目に見
える形で遠く離れた人々との社会的なつながりを持つ未来を倫理

的に形作るための創造性を発揮することなく、明るみに出るとい

う印象が生まれています。共に目標に向かって（国の母親や父親
、あるいは世界的な後援者として、また、予防策としてカモフラ
ージュされた各国のメディア企業への無数のPR記事や寄付など
のケアを通じて）、ますます高齢化し、より知的になっていく世
界の人口は、彼らの視点からは、社会の財源、環境、資源、自然

、あるいは気候の負担となり、将来的には働くロボットやプログ

ラムに取って代わられ、封建的な領主からは必要とされなくなり

、さらなる啓蒙によって認識が促進され、その結果、革命が始ま

るのです。   
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封建制はその構造上、自己増殖的であり、支配者にとっては殺

人的であるため、この暗黒モデルは少なくとも真剣に検討する

必要がある。  
 
 
 
仮説：革命を防ぐために、一国の人口を数百万人、世界の人口

を10億人以下に徐々に減らしていくこと。これが事実であれば
、公然と議論したり、発表して行うことはできません。なぜなら

、人口や人権活動家、民主主義者が立ち上がり、反発するからで

す。  
 
以下は、政府と権力集中型の資本独占企業の世界的な陰謀が、民

衆に対して行う仮想的な経路である。 
 
現在の大規模な戦争では、世界（プレイヤーを含む）を完全に

破壊してしまう可能性があるため、パンデミックは人口を減ら

すために使用されるべきです。  
 
メディアは国民に巨大な恐怖心（テロ、マネーロンダリング、気

候、プラスチック廃棄物、難民、貧困、環境、パンデミックなど

）をかきたてるが、それらは現実には存在するが、世界人口の増

加により存在しなくなり、それを維持するために、世界破壊とし

てメディアの頭の中で作られるだけで、戦うことはないのである

。)は、現実には存在するが、世界人口の増加により存在しない
ため、それを維持するために、メディアによって世界破壊として

心の中に作り出されているだけであり、戦われることはないが、

実際には、本当に人類を破壊するほどのものであれば、倫理的に

志向された世界的な直接民主主義の確立により、これらの(非現
実的または現実的な)未来を破壊する恐れは、ビジネスや産業の
ための新しい倫理的な環境法を通じて、直接民主主義における新

しい世界的に有効な投票によって改善されるだろう。経済を持続

可能なエネルギー、生産物、製品に転換することは、かつてない

経済成長をもたらし、また、世界人口の増加に伴い、すべての人
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々に新たな繁栄をもたらすものであるため、読み替えることがで

きます。 
 
グローバルアクターは、社会システムの次の進化をどのようにし

て防ぐことができるのでしょうか。 
 
すべては、非倫理的な世界人口の最小化が、政治やグローバル資

本の関係者が、自分たちの権力を長期的に拡大するために考えた

結果であることを示しており、しかしながら、人類が完全に絶滅

することは確実である。 
 
このフィクションの仮説的背景。 
 
意図的に世界人口を最小化することで、海や海岸、森にプラスチ

ックごみを出さない、気候の温室効果、化石エネルギーの消費を

なくすなど、すべての問題を軽減し解決することができるという

、創造性のない、必然性のない見解が出てくるからです。貧困や

飢餓、不健康な食事もなく、難民問題もなく、高齢化や世界の人

口増加、経済成長、不十分な雇用、医療・福祉資金、医療制度な

どの問題もない。 
 
 
これまでに発表された数百万から数十億の世界的なワクチン接種

による人命の損失により、パンデミックや細菌抵抗性を持つ国々

の人口、警察、軍隊は、誤った科学的事実やデータに基づく独裁

的な封建的支配による、個人の寿命を最小限に抑えた、ゆっくり

と浸透していく、主張されている代替手段である自発的な搾取の

意思に耳を傾けることができます。第一段階として、すべての人

間が登録され、マークされます。ただし、皮膚に番号を入れ墨す

るのではなく、PCR検査によって、すべての人間のDNAを保存
し、混乱なく、この人間のプライベートなデータに、政府が技術

的にアップグレードされた軍隊によって、人間、グループ、民族

についてアクセスできるようにします。中世における公開処刑、

昨日や今日の独裁政権における凶悪犯、逮捕、公開暗殺が意図的
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に、そして意図的に恐怖心を煽ったように、ウイルス配布者があ

らゆる国や都市で新たなパンデミックの発生を容易に起こし、人

々の恐怖心を増大させることができるのです。PCR検査を中止
し、代わりに抗原迅速検査と自己検査を導入し、地域全体や都市

全体、さらには市町村を封鎖し、実際にウイルスに感染した住民

がいる小さな地区のみを封鎖するという方法を取らなければ、ウ

イルスのパンデミックの繰り返しは解消されない。リスクグルー

プは特に保護され、病気の重いコースに対する予防接種や、病気

を軽減する作業のリスクグループとスウェーデンの方法で、これ

らの措置とすべての事実の明白な科学的なクリアリングが組み合

わされ、コロナで実際に死亡した数に関連して、微細なほこり、

がん、工業的に生産された食品、喫煙、アルコールなどが政府の

声明やメディアで発見されています。 
 
その過程で、パンデミック・ロックダウンやロックダウンによる

中産階級の崩壊は、人々が目を覚ます前に息もつかせぬ速さで世

界の人口削減を実行するために、人口のIQ低下とともに、貧困
と恐怖の加速装置として歓迎されているようだ（スターリン、ヒ

トラー、毛沢東、カンボジア政府が1975年から79年にかけて行
った大量殺人の正当化も参照）。 
  
安楽死の権力者や政府は、中産階級の富、技術、知識を可能な限

り低価格で手渡す一方で、人口を減らすためにパンデミックによ

っていつでも危機を宣言できる能力を備えた、中国のような封建

的な支配によるグローバルなデータ独裁体制を確立し、功利主義

のためのデジタル封建的な支配を確立するのでしょうか？    
 

 
 
iStockからのみ 
 
そのため、組織や財団がコントロールする災害、犯罪、マネーロ

ンダリング、気候問題、環境破壊、テロ、戦争、パンデミック、

そしてお金をもらっているPR会社のおかげで、メディアの報道
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は、不幸な死者や生存者の数、被災地の数とは不釣り合いなほど

、タイムリーに、意味のある形で私たちの脳に入ってきます。そ

うすると、私たちは気が散ってしまい、（世界を良くするための

恐れから創造性を発揮できず）人口のIQが下がり、今現在の人
権や、すでに手招きされているパラダイスのような自由や未来を

手放してしまいます。また、論理的な思考や抵抗が、証拠のない

科学を信じることを優先した結果、独裁的な支配体制への準備を

することになります。 
 

 
 
 
憲法や基本法で証明されている原則：政府やメディアによって

陰謀論とされた理論であっても、民主主義や自由、社会の進化や

改善に関わるもので、基本法や憲法に基づいているものについて

は、その反対意見や事実を恐れずに受け入れること。この2世紀
の間に奴隷制度と戦ってきた人権をあきらめないでください。そ

れが、民主主義の一番の基本です。それが土台となって、クリエ

イティブな成長や個性が育まれていくのです。疑問を持ち、議論

し、すべての意見や科学的根拠を吟味し、平和的に集まり、デモ

を行い、自分の考えを表現することは、あなたの権利であり、特

徴的なマークです。これは、民主主義国家においては、（欧米の

民主主義国家に見られるように）国家権力によって奪われたり制

限されたりすることはありません。  
 
重要な基礎科学的研究の問題は、発表された救命アイデアや、現

在のウイルスを使った陰謀論や空想上の陰謀物語のすべてが残っ

ていることです。  
コロナウイルスは、メディアでの情報や集団催眠によって、潜在

意識や意識に加えられ、リスクグループの薬との相互作用で生じ

る恐怖（他のウイルスやバクテリアについても）が、免疫力を低

下させるNocebosとして、特に積極的に私たちの体細胞に入り込
む方法として、クリアされているのでしょうか？  
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これは、特定の社会階級や民族、集団全体にとってタブーとされ

る現代のDNA磔刑なのか？  
 
権力の祭壇に磔にされた私たちのDNAを再解釈し、隠された4本
の釘は以下の通りです。 
 

1. ウイルスや実存的な恐怖は、私たちの健康や寿命に悪影響
を及ぼすのでしょうか？ 
 

2. マスクの義務化による酸素不足は、健康や寿命に悪影響を
及ぼすのでしょうか？ 

 
3. 社会的孤立や孤独感は、健康や長寿に悪影響を及ぼすので
しょうか？ 
 

4. Fake Newsをノセボとしたオリエンテーション無力化は
、私たちの健康や寿命に悪影響を与えるのでしょうか？ 

 
さらに、ロックダウンを行うことで、人口の中でのウイルスへの

感受性を高めることができます。Standfort University 
2021年1月のロックダウンに関する研究も参照）。 
 
については、さらなる研究が不足しています。  
病気の原因となる病原体に対する自然な抵抗力の発達が抑えられ

た、人工的な衛生状態に特に配慮した生活によるロックダウンは

、将来のパンデミックには逆効果なのでしょうか？ 
  
ワクチン接種は、ウイルスのバリエーションの進化に寄与するか

？ 
 
未来の、そしてコミューンの予防接種は、支配者による集団の恐

怖-ウイルスの苦しみ-
ターミネーションの人間的あるいは優生学的な槍として使われる

ことがあるのでしょうか？  
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マックスプランク研究所の新しいビデオ装置（リンク：The 
Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society 
MPI）では、増殖中のコロナ・ウイルスを直接見ることができる
ようになったという。一つの疑問が残っています。その効果やウ

イルスに対する抗体は、メディアの大衆催眠（動画参照 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o）によって人
体にのみ生じるものなのでしょうか。ノセボ効果を持つ免疫系は

、遺伝子プログラムをオンオフすることができるため、マスメデ

ィアの情報によって現実の病気が引き起こされたり、促進された

りすることがあるからです。 
 
2014年からのETH 
Zurichの研究成果が証明します。思考は遺伝子を活性化させま
す。新しい神経細胞のネットワークができた後、脳内のミラー

ニューロンによる知見を通じて、病気に関する写真や映画などの

誇張された永続的なメディアニュースを通じて、コロナ・デッド

がこの情報を通じてウイルスを促進したり、遺伝子プログラムが

自らを再プログラムして、種の保存のために酵素、タンパク質、

ホルモン、タンパク質やウイルスやバクテリアを抗原や抗体とし

て産生して（情報による自然進化的な遺伝子の予防接種）、免疫

を獲得することは可能でしょうか？今回、マックス・プランク研

究所のCoronascope 
iScat顕微鏡を使って、この現象を調べることができました。  
 
数年後には、コロナ期のノセボ効果も検証されたり、研究者がこ

の仮説を証明したり反証したりすることで、このことがわかるで

しょう。心身の情報や反応、またストレスとの相互作用、マスク

や減酸素による飛び交うウイルスとの戦いによって、特に効果的

な共生としてウイルスが最初に実現するか、安定化するかは別と

して、製薬業界はPRパニック情報による世界的なノセボ効果を
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利用して、ワクチンや薬剤投与による治療を行っているようです

。というのは、医学的で実際の医療効果スペクトルを持ち、有害

物質が濃縮されていて、抗体や副作用による物理的な免疫反応を

引き起こすが、すでに弱っている免疫システムをさらに低下させ

、その結果、ウイルスを撃退するために同調した免疫システムに

よって細胞を保護するべきであるにもかかわらず、そもそも病気

やウイルスに細胞内の空間へのアクセスを与えることになる。し

かし、どのような測定可能な情報プログラムが遺伝子の中で実行

されているかというと、病気であるはずの若い人や年配の人に、

75歳以上の高齢者が86％、若い人の死亡率は1％にも満たず、さ
らにすべての高齢者がまだ隔離されているという情報を証明した

としても、代わりに、ボーランクンゲンによって負荷を受けた人

間は、一般的なコロナ対策とは別に、特に保護されているという

ことになる。 
Katarina Amtmannがドイツの日刊紙Merkurでレポートしていま
す。 

エルランゲンの2人の医師は、現在、重度のコースをよりよく識
別できるようになるという希望を育んでいます。エアランゲン大
学病院外科の副院長兼シニアコンサルタントのゲオルグ・ウェー
バー博士と、外科のスタッフであるアラン・ベナール博士。今回
、「炎症とがんにおける細胞免疫」研究グループの他の研究者と
ともに、感染症が軽症か重症かを示す重要な初期指標を発見しま
した。infranken.deによると、この物質は免疫伝達物質であるイ
ンターロイキン3であるとのことです。 

インターロイキン3は、人間が本来持っている免疫防御機能を刺
激するタンパク質です。血液の生成プロセスを促進するため、骨
髄移植後だけでなく、一般的な貧血や化学療法後などにも使用さ
れます。ポータルサイトによると、これは血液の形成を促進する
ためのものだそうです。 
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エアランゲン大学の研究者がタンパク質を発見：インターロイキ
ン3の値が低いと重度のコロナの進行が見られる？ 

今回、Weber氏とBénard氏の研究により、血漿中のインターロ
イキン3の濃度が低い場合、コロナの重篤な経過と関連している
ことが多いことが明らかになりました。このタンパク質は、体の
免疫反応の組織化に重要な役割を果たしています。SARS-Cov-
2による肺炎などの炎症部位では、炎症部位の細胞を刺激してCX
CL12というタンパク質を産生させます。"(Münchner 
Merkurより) 

 
マスクの制限、酸素の減少、ロックダウン、社会的接触の減少、

恐怖のヒステリーと生きる喜びの低下が、逆に感染症の多発を引

き起こしていることが明らかになるだろう。MPIのiScat顕微鏡
による新しいビデオ録画の研究は、ロックダウンやメディアによ

る恐怖、感覚の欠如、免疫防御力の低下、そして深刻なコロナ・

コースに、インターロイキン3の生成不足と低レベルが関係して
いることを、より良く理解し、証明することができるでしょう。 
 
 
市民の権利を制限するというコロナのシナリオが、ほとんどす

べての国で同じように展開されているのは偶然だろうか。  
 
もし、その答えが「ノー」である可能性が高いとすれば、もし

かすると、そのプロセスは、「世界を良くするための」国際会議

や特別なテーブルで、オメルタ（オメルタとはマフィアの名誉と
秘密の掟）の下、環境問題を解決するためのカルテルを密かに形
成し、事前に選ばれ招待された人々の予防的調査の助けを借りて

、慎重に調停することを目的として、繰り返し行われたのかもし

れない。  
 
世界救済会議」に招待された各国の政治家、メディアリーダー、

国際機関の長、財団の長、ビジネスリーダーの経歴の統計や調査
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から、個人的な人権のバロメーターとして、その行為によって「

人類を救う」ために世界の人口を減らすというイニシエーターた

ちのデータ独裁者の共創の合意を読み取り、彼らの政治的なイン

や目的を認識し、勢力の政治的な相互作用が偶然に起こるのか、

意図的に起こるのかを見極めることができます。ショシャナ・ズ

ボフ著『監視資本主義と民主主義』も参照）。 
 
貧困は神から与えられたものであり、貧しい人々は躊躇なく脅し

て搾取することができるという信念と伝統を持つ、英国の貴族・

財界人階級に住む「オックスブリッジのトーフ」（ネラ・ポラシ

ェック著「オックスフォードとカンブリッジの架け橋」より）の

グループやクラブがそうであるように。生きること、考えること

がシステムの扉を開くかもしれないということ。新しいワクチン

が開発され、ワクチンの長期試験なしに使用され、各国の規制や

法律によって支えられているのは偶然ではないかもしれないし、

上流階級に属さない人々は、神や生まれによって与えられた実用

的な人々とみなされ、恐怖にさらされ、使用されなければ、免疫

力を下げるワクチンやより強いウイルスの攻撃に備えたロックダ

ウンによって徐々に準備されていきます。   
 
 
トラウマになるようなホラー映画。 
ノセボ・プラシーボの人種的・社会階級的ジェノサイドというフ

ィクション。  
 
一部の億万長者とその政治的アシスタント、PR会社、メディア
、政府による封建的な支配という最悪の架空の未来のシナリオは

、ホラー映画のテンプレートになり得るものです。人々のIQを
下げるための恐怖の集団催眠は、メディアの助けを借りて、人権

を解体することでさらに促進されます。億万長者は、医学の新し

い研究によって、より強力になり、ほぼ不死身になっています。

億万長者ではない普通の富裕層や中産階級、そして一般の人々は

、恐怖心を煽り、IQを低下させ、人権や自由、個人の権利の廃
止、現金、憲法や法律の変更に同意することで、創造性や仕事上
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の生活における権利や「収穫」を手放すことを強いられています

。監視、データ独裁、インターネットの限界は、間違った診断と

治療の結果として病人の早死に、ジクザク誤報はWHOからパン
デミックの危機は恐怖を介して最初に、自由の剥奪、IQの低下
、誤って投与された薬（https://wwwyoutube.com/watch?v=0JcV
glSdQ-
c）ダメージを与える予防接種、監禁、社会的隔離、強制マスク
、年齢層や社会階級に応じた誤った技術の適用などが、段階的、

時代的、国別に現れてきます。恐怖によって存在が制限され、I
Qが低下した人間は、死期が封建領主によって決定されるまで、
薬を飲んだり、同胞を非難したり、いわゆる社会的ポイント（中

国ではすでに導入されている）によって政府に対する善行をした

りすることで、さらなる寿命や小さな自由、贅沢、快適さを手に

入れることができます。  
 
これらの点から、世界の占領と過負荷は、生産-
製造の変化や、人類と環境の倫理的な保全のための持続可能な資

源法の作成によってではなく、時間間隔でコントロールされたパ

ンデミックによる世界人口の密かな減少によって、防ぐことがで

きるという誤った結論が導き出されます。 
 
 
世界の人口を最小限にすることは、問題を解決するのではなく

、人類の未来を断ち切ることになります。   
 
創造性のない世界人口の制限や削減は、精神資源の制限や人類の

総IQの制限につながる。私たちの進化は、少数の人々の忍耐力
と創意工夫に負うところが大きい。しかし、一世代遅れの人種差

別と社会階級の大量殺人が、各国の刑法、すべての憲法と基本法

、そして人権、さらには高等法に違反して実行されると、未来の

恐怖を通り越して、まだ自由な社会との関係において、すでに7
0年以内につながるのです。生きる力の欠如、やる気の欠如、子
供のいる生活から得られる力の欠如は、無意味な存在となります

。持続可能性を志向しない思考と行動をする人々は、犯罪やテロ
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を引き起こし、限られたイノベーションや経済システムの制限、

貧困、病気、自由の欠如、免疫力の低下を引き起こします。その

結果、自由な社会に比べて、衰退し、再分割されたファシスト文

化や戦争を生み出し、すでに得られた持続可能なイノベーション

の発展的ピークを維持することができず、ゆっくりと崩壊してい

くという逆のパラダイスになってしまいます。これは、社会シス

テムを、人間や自然、進化に優しい方法での情報伝達による自然

の一般的な創造システムに合わせるための、社会システムの進化

の次のステップを示しています。  

人々が求めている資本主義の倫理的な転換を実行するためには、

独占的な権力の地位を放棄して、それを人々に移さなければなら

ないからです。 

でも  

それは、何十億もの中産階級の人々、ブルーカラーやホワイトカ

ラーの人々、そして貧困にあえぐ人々、学校で生産された創造性

を失った人々、恐怖の中で方向感覚を失い、人工的に作られたメ

ディア情報（フェイクニュースや証拠のない曖昧な陰謀物語の散

乱）によって創造性のIQが低下した人々です。未来への不安を
持たない誰もが、解放された創造力とそこから生まれるアイデア

やコンセプトによって、世界の封建領主を打ち破ることができる

のです。  

 

政府や権力者、そしてメディアは、法律や憲法、人権の名のもと

に国民の保護と民主主義を実現するために、情報やその結果とし

ての行動を修正し、インターネットを通じてすべての経験的な事

実と可能性を考慮することが求められています。私たちは、ほと

んどの国で、開放的な封建的支配のこの困難な時代を乗り越えて

きました。なぜなら、未来志向の権力者でさえ、世界の人口の広

さにおける創造性の促進、健康、延命、そして繁栄と自由だけが
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生命を保証すると認識しているからです。また、彼ら自身の生存

も、彼らのユニークな繁栄と彼らの生命との愛情と平和の中で。  

 
インベントリー 
虚偽のコロナ条例の高額な費用、損失、そしてコロナ・ロックダ

ウンの施行を無視して、特に人口が示しています。 
 
それなのに、うまくいくのです。  
 
 
4年以内に、自然、環境、気候、創造的な教育、そして人々のた
めにこれほど一貫して行動し、この目的のために資本を使って

いたら、ロックダウンや恐怖心によって失っていたでしょう。  

1. 海や海岸、風景や森にプラスチックのゴミを出さないこと
。  

2. 気候の温室効果や大気の微粉末汚染もありません。 
3. 化石エネルギーの消費量が大幅に減少したこと。  
4. 貧困や飢餓がない   
5. 難民の問題ではありません。  
6. 集団の中でクリエイティブな教育が不足することはない  
7. 宗教間の憎しみがない 
8. 大規模な人口集団の将来に不安を感じない 
9. メディアで流される偽情報や恐怖のウイルスによる病気の
増加はありません。  

10. 遅れていた直接民主主義による議会制民主主義の危機はな
い。 

もし私たちが、コロナ・ロックダウンによって州や国民の間で

たった1年で世界的に失われ、予防接種産業に支払われるお金を
節約していたら、知的な反コロナ・コンセプトでロックダウン

を（スウェーデンのように）放棄し、ロックダウン放棄の節約

された資本を、ポイント1～10の世界的な不満の解消と資金調達
のために使っていただろう。そうでなければ、ずっと前に既知
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の研究結果に基づいて害の軽減に変更していたでしょうし、研究

結果によって今日改善されたスウェーデンの方法や、ロックダ

ウンのない他の州や地域を選択していたでしょうから、集団の健

康や死亡に関するものではないという印象を与えます。  

コロナ・クライシスに関連して、1.から10.までの明らかに
長い危機と、その原因となる数百倍もの病気や死は、未来

への恐怖を引き起こすためのメディアとして利用されてい

るが、危機そのものは修復されるべきものではないという

意見がある。  

1. ロックダウンのない生活に加えて、2つ目の、これまでは
隠されていた資金調達の解決策は、メディアによって人口

に広がる恒久的な恐怖と創造性の削減を解消することで、

危機が即座に取り除かれ、毎年、病人や死者の数が増える

という残念な結果になります。病人、病院での自殺、治療

を受けない、あるいは入院を延期することによる医療経済

的な損害、経済的な損失、メディアの注目を浴びることに

よる創造性の発揮、将来の組織のための人生の時間を奪う

こと、回復、人生の喜びのための時間など、ロックダウン

が引き起こす損害の数倍にもなります。   

不安のヒステリーは免疫力を低下させます。 
What's done is done!  
不幸にして死んだ人は生き返らない。過去を非難しても解決策は

ない。可能な背景と危機の今日の受益者に関するマインドゲーム

や理論は、誰もが彼とポジティブな未来にすべての創造性と強さ

で恐怖なしで動作するように読んだ後、できるだけ早く忘れてく

ださい。 
 
誤った解釈、誤ったデータ、健康を害したりウイルスを好んだり

する政府の対策が何年にもわたって恒常的に続いているのは、意

図的に計画されたものとしか考えられないが、国民は政府には計

画性がなく、間違いがあると信じているのだろうか。もし政府が
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かつて間違いを犯したとしても、何千人もの科学者が危機を脱す

る方法をすでに見つけているのに、同じ政府やメディアによって

信用されず、攻撃されてしまうからだ。  
 
研究が整理され、Lockdown、ロックダウン、不安神経症、社会
的孤立、酸素低下マスク、人生の喜びの低下、それによる免疫防

御力の低下という関連性が実行され、そうしてコロナの感染数の

増加だけが有利になり、もたらされるのです。計画された情報の

混乱が私たちを麻痺させるという事実を物語るものがあります。   
 

自分の命に対する恐怖に身を委ね、他人のより良い解決策を求め

る意見の勇気や創造性をボイコットすることは、自分の勇気やア

イデアの欠如を、自分の恐怖から生まれた仲間の義務として隠し

、救いのアイデア、自分と仲間の命のために立ち上がる勇気、そ

して恐怖による命は致命的な議論の罠であり、安全を与えるはず

が逆の結果を生むことになります。だからといって、今日の視点

から見た私たちの未来の最高の安全保障のために、健康、生命、

繁栄、そして民主主義や自由へのダメージを最小限にするために

、科学的、明白な根拠に基づいてすべてのことを行わないという

ことではありません。  
 
その恐怖が本物かどうかに関わらず。恐怖心が健康、創造性、精

神に与える影響は極めて大きい。健康、自由、民主主義、創造性

に対する恐怖効果の相関関係についての教育を受けずに、何十年

にもわたってメディアによって人々に恒常的に生み出されてきた

恐怖のために、社会の新しいグローバルな倫理モデルを形成する

ことができるように、グローバルな直接民主主義を確立すべきで

あることが公然と明らかになりつつあります。 
 
たとえ政府やメディアがすぐに、無許可のデモや集会に備えてよ

りよい準備をするように考えを改めるとしても、ウイルスが創造

的で心を支配し続けるために、ドイツ連邦軍は今、2024年まで
近代化されています。  
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ロックダウンを強化し、内部では軍隊を使用する？ 
ドイツの基本法（Grundgesetz, 
GG）は、他のほとんどの国とは異なる法的枠組みを提供してい
る。「防衛を除き、軍隊はこの基本法が明示的に許可した範囲内

でのみ使用することができる」と憲法第87a条第2項に規定され
ている。 
その理由は、ドイツの歴史にあるが、それは国家社会主義の時代

だけではない。すでにプロイセンやドイツ帝国では、国内で国家

権力を行使するために軍隊が繰り返し使われており、特に政治的

なデモに対しても使われていました。"ワイマール共和国では、S
PD（ドイツ民主党）の政治家グスタフ・ノスケが帝国軍大臣と
して、地方の反乱に軍隊を使うことを認め、1919年にはスパル
タクスの反乱を鎮圧した。今日の基本法によれば  

 

ドイツ連邦共和国の自国内での軍事行動はもちろん、ほとんどす

べての国での軍事行動が可能です。 
ウィキペディアよりドイツ軍および連合国軍の兵士および文民衛兵による

直接強制の使用および特別権力の行使に関する法律」

に基づいて、犯罪や公務への支障を防ぐための国内での自衛措置

も、定常的な軍事地域の外に一時的に設置された特別軍事警備区域

を確保する場合でも、憲法上の軍事作戦とはみなされない。 

 

マルサスや独裁者グループのメンバーとは  
権力者、政府、組織の中から？どのような特徴を持ったグループ

なのでしょうか？   
 
この疑問は、可能性のある「候補者」の発言や声明を通じて、メ

ディアで誰でも自分で調べることができる。 
 

1. 国民はあまりにも愚かだ。グループのメンバーは、
まず恐怖によって人口にこのような愚かさを生み出

していること、そしてメンバーは、成長し、健康に
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なり、高齢になり、より知的になった世界の人口を

、より良い未来に向けて、戦争をせずに、全人類に

最適な社会保障制度を設けて、統治者や世界的な強

者を破壊せずに、どうやって行くことができるかを

想像できないことに留意すべきである。これにより
、高等教育や創造性だけが人生の初めではなく、お
よそ60歳から100歳までの現役時代の後にシフトす
ることになります。健康な脳は、高齢になっても進
化し続けるという研究結果があります。それが、明
晰さ、知恵、そして以前の問題に対するより良い解
決策につながる）。) 
 

2. 会員は、ダボス会議のスポンサーにもなっています
。 

 
3. メンバーがグローバル・リセットを伝える  

 
4. メンバーは、不信感やメディアでのいじめ、政府の
行動や新しい法律によって直接民主主義を阻止した

いと考えています。 
 

5. メンバーは、パンデミックやウイルス、危機に関す
る研究を行っていますが、解決策が提案されていな

かったり、研究や出版物で誤った指示やアドバイス

、メディア情報を提供して危機を増幅させたりして

います。  
 

6. メンバーは社会的階級の意味での差別主義者であり
、安楽死や不妊手術にも抵抗がない 

 
7. メンバーは、デジタル独裁が望ましいと考えている 
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8. メンバーは、世界の人口が70億人に達し、すべて
の人々が繁栄しながら持続的に共存していくには、

人口数が多すぎるという態度をとっています。    
 

9. メンバーは全員にワクチンを接種してほしいと考え
ています。 

 
10. メンバーは予防接種の記録が必要だと言う 

 
11. メンバーは、意識的なメディアや地理的にリアルな
ロックダウンで、自由を制限したいと考えています

。 
 

12.  メンバーは常にロックダウンを求めている  
 

13. メンバーは、同じテーマに対して反対の情報を提供
することで、人々の思考の混沌を増やします。 
 

このリストは完全なものではなく、たとえカウンターチェッカー

が13項目すべてにおいて同様の表現をしていたとしても、その
人が独裁者グループのメンバーではないという確証を与えるもの

ではありません。なぜならば、その人は、自分では考えないフォ

ロワーであるか、自分で検閲する考えの持ち主であるか、あるい

は、SHE、HE、ITがメディアの情報によってこのような確信を
持った態度を取っただけだからです。  
 
また、このパンデミックを別のレンズで見ることもできます。 
 
人口を減らす計画であれば、どうしてそれが分かるのですか？ 
 
メディアを通じて、人々に恐怖心を与えます。恐怖心は免疫

力を低下させ、脳の創造的なパフォーマンスがゼロになるこ

とが科学的に証明されています。人は、遺伝子的に表面的に

恐怖の構造を条件として、背景のないコロナウイルスに対し
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て、創造的な思考のパフォーマンスと通常の常識を持って、

疑問を持ったり、考えることができるように集中します。  
      
 

 
 
恐怖心のない人間には脳があり、スイッチが入っていて、普

通の常識を持っているのだから、脳のないウイルスよりも創

造性があるのは確かである。  
 

 
では、何が怖いのか？  
私たちは危険を察知しました。  
なぜなら、私たちは愛する人たちのコロナのリスクと、仲間

のコロナの恐怖を知っているからです。私たちは、メディア

に不安を抱く仲間たちの個人的なコロナの衛生規則を尊重し

、政府の恐怖の規則によって、私たちの創造性、精神、自由

、繁栄、生涯または健康だけでなく、常識や尊厳、素晴らし

い未来を奪われることなく、論理的で科学的に明らかな衛生

規則を守ります。また、中世にあった創造性のない恐怖のル

ール（パンデミックの引き金についてはまだ何も知らず、疫

病の原因をユダヤ人や魔女、あるいは神の罰だとしていた）

がすべての人に適用されるべきであり、これらが人間性を低

下させる可能性があることを黙って見ているわけにはいきま

せん。18世紀のトマス・マルサス（当時の地球上の人口は
16.5億人）のように、世界をネガティブに投影させてはなり
ません。その反対のことは何千年も前から理解でき、人類の

増加、平均寿命の増加、繁栄の拡大、そして創造性による人

間の自由が証明されています。  
 
 
ついに主権者になる！？ 
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いざとなれば、このような後ろ向きなマルサス主義者から民主主

義と国民を守るための、シンプルで倫理的な方法があります。な

ぜなら、このような権力者にとっての負のゴースト、世界人口

の増加、健康と延命の増加、情報の自由が発生すると同時に、

ソーシャルメディアやPR会社、メディアによって、事実と持続
可能で創造的な解決策によって、持続可能性、共同環境、倫理に

基づいた新しい新興で豊かな経済が発展することを認識している

からです、もし人々が直接民主主義の中で生活することができれ

ば、未来の新しい世界観を描くことができます。  
 
はっきりしているのは、人類は、メディアやゲーム、映画を通じ

て恐怖が蔓延し、それに伴ってIQが一時的に低下しているにも
かかわらず、より知的になっており、世界人口が増加し、恐怖ヒ

ステリーが軽減されて平均IQが再び上昇すると、世界の持続可
能な方向性のために、社会的資本主義を備えた直接問題民主主義

を求めるようになるということです。 
 
以上の点について、支配者やグローバルパワーを破壊することな

く、戦争をせずに、成長し、健康で、高齢で、より知的な世界人

口と、すべての人々に最適な社会保障制度を備えた、より良い未

来に行く方法を、権力者たちは想像できないということを指摘し

ておきたい。偽情報、フェイクニュース、民主主義への取り組み

の糾弾は、陰謀論として理解されるべきなのか？  
 
この小さくて特別な独裁者集団は、自分や家族のために、社会の

中で恐れずに自分の居場所を伸ばすために、歴史やエピジェネテ

ィクスそのものが証明する、人類の創造的な群知能能力について

教育を受けるべきではないでしょうか？ 
 
このような心の行き詰まりと恐怖の罠からの解決策を提案せずに

、映画的に暗い架空の世界モデルを実現し、それをすべての言語

で世界的に実現することは、致命的であり、私たちの倫理的な世

界全体の発展を低下させることになります。なぜなら、それらは

メディア情報の恐怖情報と結びついており、それらが一緒になっ
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てホラーの未来に行き着くという見通しを形成するからです。こ

のような多重に複製された恐怖は、ヒステリーを増大させ、映画

の受け手の知性を民衆の中で低下させ、大多数の民衆に自殺、鬱

、攻撃といった反応を引き起こし、これまでの革命で見てきたよ

うに、少数派である権力者に向けられ、勝ち取った人権を侵害し

たり解消したりする。  
革命は、最近の歴史で何度か見られるように、恐怖をまき散らす

ヒステリーと、それに伴う社会進化のための人口のIQの低下に
よって、世界の倫理的発展には特に寄与しない。  
 
私たちは社会として、人間的な発展を成し遂げたという点で、革

新の「先駆者と先駆者」に多くを負っていると認識しています。

彼ら自身が集団の恐怖にさらされていることは理解できます。と

いうのも、彼らはもともと異なる考えを持っており、社会の中の

カインズはまだ羨望を抑えていないか、それを自分の発展のため

に方向転換して利用することを学んでいないからです。社会にお

けるグローバルな先駆者を除外すると、世界の人口における進化

のアクセラレータとして欠落してしまいます。  
 
誰もが、特に成功した大金持ちに対する妬みをやめるべきです。

なぜなら、このような強者に対する妬みやいじめは、法律に違反

し、人権や自由を損ない、無力感や恐怖心に苛まれてこのような

行動をとる人のIQを証明するだけだからです。ネガティブなイ
メージや映画、思想で人々の脳を汚染してはいけません。電力し

かかかりません。これは間違った方法であり、社会の後退につな

がります。しかし、憎しみやヒステリー、恐怖や偏見を持たずに

、お互いに警告しなければなりません。なぜなら、前世紀に世界

的に見て、（戦争の死者を除いて）思考力が高く、国家に依存し

ない中産階級の約4,000万人が、強制収容所で暴力的な死に導か
れたり、奴隷労働を強いられたりしたことは否定できないからで

す。私たちは民主主義において、社会秩序や法律が再び封建的な

支配や独裁のようになることを望んだり、それが政府の目的であ

ると主張することは確かにできません。  
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憲法で証明されている原則。 
政府やメディアが陰謀論と決めつけている理論であっても、基本

法や憲法に基づいて、民主主義や自由、社会の進化や改善に関わ

るものについては、その反対意見や事実を恐れずに受け入れるこ

と。苦労して勝ち取った奴隷制に対する人権を、この2世紀の間
だけで放棄してはいけない。それが、民主主義の最高の基盤です

。その上で成り立っており、それがあなたの創造的な発展と個性

を促進しているのです。疑問を持ち、議論し、すべての意見や科

学的根拠を吟味し、平和的に集まり、デモを行い、自分の考えを

表現することは、あなたの権利であり、特徴的なマークです。こ

れは、民主主義国家においては、（欧米の民主主義国家に見られ

るように）国家権力によって奪われたり制限されたりすることは

ありません。  
 
それにもかかわらず、私たちはインターネットや新しいメディア

を通じて、これまでの古典的なメディアでは感じることができな

かった、秘密の封建制や第2、第3の背景の手（ロビイズム）を
導く、あるいは決定するという新しい現実に気づくのだろうか、

あるいは、このような社会の状態に関するウェブ上の情報は偽情

報にすぎないのだろうか。 
 
中世まで世界の人口は5億人に達していたが、そのうち約50〜70
％が飢餓状態にあり、平均して約20年以上も生きられなかった
ことは、権力者でさえ知っている。35年（権力者はその約2倍の
期間を生きた）、そして、数字が示しているのは、（500年後の
）今日、世界人口が17倍になり、寿命が2倍になったとしても、
全人口の89％を養うことができ、持続可能な栽培、生態学的、
倫理的な研究目標、および食料の適切な分配に焦点を当てれば、

増加する世界人口の100％、または食料の余剰を生み出すことが
できるということです。  
そして、今日の一般市民は、中世よりも自由で、人権と憲法を持

ち、（支配者がかつて生きていた頃の）2倍の長さを健康的に生
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きることができ、より多くの自由、繁栄、尊厳を持っているので

す。  
 
 

不安を解消する 

自分の命に対する恐怖に身を委ね、より良い解決策を求める意見

の勇気と創造性をボイコットすることは、自分の恐怖から生まれ

た勇気とアイデアの欠如を仲間の義務として隠すことを意味し、

自分と仲間の命のために救いのアイデアを使い、恐怖によって命

を妨げることは、安心を与えるはずが逆に死と貧困を生み出す、

致命的な論証の罠である。だからといって、今日の視点から見た

私たちの未来の最高の安全保障のために、健康、生命、繁栄、そ

して民主主義と自由へのダメージを最小限にするために、科学的

、明白な根拠に基づくすべてのことが行われるわけではありませ

ん。  
 
その恐怖が本物かどうかに関わらず。恐怖心が健康、創造性、精

神に与える影響は極めて大きい。健康、自由、民主主義、創造性

に対する恐怖効果の相関関係について教育されないまま、何十年

もの間、メディアによって人々に恒常的に作り出されてきた恐怖

のために、社会の新しいグローバルな倫理モデルを形成すること

ができるように、グローバルな直接民主主義を確立すべきである

ことが公然と明らかになりつつあります。 

解決策はあります。直接的な民主主義者になり、政治や科学から

のすべての情報を、その意味を理解するまで疑う。すべての科学

と、賛否両論ある非業界団体の新しい研究が、恐怖に対する証拠

に基づく決定と対策のために参考にされ、誰にでもわかるように

メディアで発表されることを、政治とメディアに要求する。 

根拠のない意見や中途半端な真実を、科学的な恐怖の事実として

脳にねじ込まないでください。 
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恐怖を煽るような意見や報道は、非民主的な手段であり、民主主

義への攻撃であると同時に、あなたのIQ、健康、自立と尊厳、
自己決定への攻撃であると考え、科学的根拠に基づいたあらゆる

防護策を遵守してください。 

人類の歴史を振り返ると、非出生者一人ひとりの創造的な可能性

が、集団のさらなる進化のステップ（自由、健康、延命、繁栄、

倫理、直接民主主義）を欠いていることがわかります。子供たち

は生まれながらにして学習能力の高い天才です。社会や学校は、

ABCや専門科目を教えるだけでなく、子供たちの天才的な革新
力や思考力を低下させ、条件付けすることを組織しています。  
したがって、すべての新生児は歓迎され、直接民主主義におけ

る主権者を、その衰えない知性の可能性によって強化すること

ができるのです。  
 
私たちが加速度的に進化しているのは、この100年の間に生まれ
ていなかった天才たちのおかげです。私たちの世界は暗くなって

しまう。世界の人口推移の統計の数字もそれを証明しています。

世界の人口が増えれば、私たちはより長く生きることができ、よ

り多くの人々に、より良く、より持続的に食料を供給することが

できます。  

それは、数十億人の中産階級、ブルーカラー、ホワイトカラーの

90％の人々と、貧困にあえぐ劣等生、学校で生産された創造性
が薄れ、恐怖の中で混乱し続け、創造性のIQが人工的に作られ
たメディアの情報（フェイクニュースや証拠のない曖昧な陰謀論

の物語が散見される）によって低下することです。未来への恐れ

を持たない一人一人が、適切な創造的教育を受けて解放された創

造力とそこから生まれるアイデアやコンセプトで、世界的に恐怖

のデザインの力を打ち破ることができるのです。 

世界中には、「知識人、医師、研究者、美術史家、政治家、自由

思想家、権力者、ジャーナリスト」がいて、横並びの思想家、中

流階級の人たちが、一部は仕事や命の危険を冒して私たちを守っ
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てくれていて、嘘や誇張された恐怖情報を正しく分類し、経験的

にフォローし、「恐怖」を持たずに論理的に考えることができ、

科学的な事実に基づいて正しいつながりを私たちに説明してくれ

ているのです。  
 

政府や権力者、そしてメディアは、法律や憲法、人権の名のもと

に国民の保護と民主主義を実現するために、情報やその結果とし

ての行動を修正し、インターネットを通じてすべての経験的な事

実と可能性を考慮することが求められています。ほとんどの国で

開放的な封建的支配が行われていたこの困難な時代を乗り越えら

れたのは、先進的で強力な人々でさえ、世界の広い範囲の人々の

創造性、健康、延命、そして繁栄と自由を促進することだけが、

彼ら自身の生存を含む人生を、彼ら独自の繁栄と人生との愛情と

平和の中で保証することに気付いたからです。  

古典医学の研究は、20年から30年後に、体細胞の若返りによる
長年の望みである健康で多元的な延命を人々（まず権力者）に与

えようとしている。しかし、国民の多くが経済的に余裕がないた

め、現代の不老不死に近い人々（政府がアクセスを妨害している

ため、これらの延命剤を買える、あるいは手に入れられない人口

の最大約20％）と、サップやモーダル（体の細胞を若返らせる
薬を買えない人口の約80％）の間に、新たなテロの溝が描かれ
ることになる。これを防ぐためには、健康と細胞の若返りを、さ

らに短時間で、すべての人がグローバルに無料で利用できるよう

な遺伝子プログラムを開発しなければならない。Fundacion 
Liedtkeは、「www.aimeim.info」というソーシャルネットワーク
アプリを使った細胞の若返りに関する研究プロジェクトを支援し

ています。すべての人が何世紀にもわたる時間を享受し、豊かさ

、健康、自由を享受して、思考、意識、創造性をさらに拡大・構

築し、倫理的で持続可能な自然との共生世界を「共世界」として

発展させることができる、ポジティブな倫理的世界を実現できる

ようにしたいと考えています。国連憲章の人権や民主主義国の憲
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法は、封建的な支配や奴隷労働、拷問や恐怖を伴わない、人格の

自由な発展を保証しています。これらは、この数世紀の間に苦労

して手に入れた自由という最高の財産であり、この財産は、恐れ

を知らない意識の高い世界の人々の増加と、国連によってますま

す強化されています。何千年もの歴史が証明しています。 

人が増える＝人権が増える、自由が増える。  
より多くの富、より多くの健康、より多くの人生。  

より多くのノウハウ 

すべての人間は、約1200～1500グラムの遺伝的創造力を持って
いますが、その一部は恐怖の脳塊によってブロックされています

。歴史的に見て、私たちはおそらく2000人の心を削るような恐
怖心を持たない脳（人類の歴史上これまでに生きてきた1100億
人の脳約1億5000万トンの中の2.4～3トンの脳量-約0.000002％-
が迫害されたり、排除されたり、処刑されたりもした）のおかげ

で、自由、健康、食料を発展させることができ、歴史的に見ても

3～4倍の寿命を手にすることができたのです。現在、地球上に
は約1,000万トンの生きた人間の脳があり、そのうち創造性によ
って過去70年間に様々な段階を経た約10万トンの脳（70～80万
人、約0.01％）がすでに失われています。彼らのおかげで、私た
ちは社会の中で特に速く、そして一部は持続的に需要をカバーす

ることができています。このような創造性の解放とその利用は、

今後も指数関数的に発展していくでしょう。10～20年後には、5
～10％のクリエイティビティ・アンロックされた人々（現在の5
00～1000倍）がいて、彼らはこのプロセスを実行し続け、持続
可能な資源を生産することだけを望み、人間と動物が、自然の中

で、また自然とともに、倫理的な原則に従って共存していくこと

になるでしょう。そのためには、（国連の人権憲章と、新世紀の

神経学的およびエピジェネティックな研究成果に基づいた）メデ

ィアコードを伴う新しいメディア法によって、メディアが社会に

もたらす恐怖を最小限に抑えなければなりません。ジュリアン・

アサンジやエドワード・スノーデンのような内部告発者や、社会
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による彼らの保護は、この革命的ではあるが、権力者や権力者の

人権侵害、あるいはその帝国構造の人権侵害に怯えることなく、

人間の倫理的で持続可能な創造力をもって生き延びるために必要

な開発にとって、重要なシステム修正と創造性促進の意味を持っ

ています。すべての人間は、演出された恐怖なしに、また、資本

を使わずに永続的かつ健康的に生きる権利（それは彼の人権であ

る）を持っていなければならない。自分の知識、意識、人格を、

イノベーションの選択的な知覚によってゴミ、恐怖、生命を脅か

す内容から分離し、生命を維持する情報と生命を脅かす情報を区

別することができる。彼には、選択する権利があり、もしそうし

たいのであれば、進化すること、何歳になっても新鮮な心と体で

新しい職業を学ぶこと、勉強すること、芸術、人、自然、あるい

は自己と自分の創造力に打ち込むこと、そして、自己学習プログ

ラムやロボットを備えた進化する持続可能な豊かさの社会の中で

、一時的にも永続的にも何もしないこと、特に「無」は創造と切

り離せない相対的なものであるからです。  

人類の歴史が証明しているのは、創造性の向上が健康、長寿、す

べての人々の繁栄を可能にし、自然でクリーンな環境、持続可能

な食料、エネルギー、資源の生産、そして新しい情報によるすべ

ての人々の創造性の進化である。 

"人類の群れの創造性や知性を... 
作る人になってもらう」。 

今日、人類はすでに、科学の新知見を人々に伝えることで、あり

きたりな強者から自らと自然を守り、種や自然を守る未来の可能

性を理解して民主的に行動する場を与え、人々の群れの知性から

生まれた、未来を構築し拡大するためのイノベーションや情報を

インターネットを通じて世界中に発信しています。 
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世界社会は、過去50年の歴史が証明しているように（ありきた
りな権力構造によって仕組まれた戦争にもかかわらず）、100億
人、200億人という世界人口の増加を通じた創造性の成長、そし
て成長する群れの創造性を持つすべての人間の永続的で健康的な

繁栄の生活という解釈のもとで、ますます強くなっています。今

やこのプロセスは、創造性の地球規模での消滅なしにはもはや覆

すことができないところまで来ており、人類は初めて、制限のな

い世界人口の地球規模の群知能による制限のない、倫理的に設計

された持続可能な平和の時代に成長することになります。    
     
政治とメディアが方程式を作るとき。 
 

"人が増えれば創造性が高まる 
= 

よりエシカルでサスティナブルなソリューション」。 
 

を得ることができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
65 

 
 
 
メディアコード2014 

 
諜報活動や健康増進あるいは 
情報による削減をマークしなければなりません

。 
 

 
 
政府やメディアによって広められ、誘発された恐怖は、新たに発表された神

経生物学的およびエピジェネティックな研究によって証明されており、出版

が必要とされています。 
 

 メディアコード 
 

大げさで間違った、ネガティブな情報は体を痛めます。  
知性、自由、民主主義。 

 
利益と権力の拡大にしかならない   
独裁者、政治家、個々の企業の  

と言って、人々を助けることはありません。  
または民主主義の発展のために   

 
私たち、被害者は  

誤った情報を与えられた人々、国家やメディアに惑わされた人々、共謀者や

犯罪者、傷害の加害者たちは、世界中の被害者として国別グループに参加し

、脳のネットワーク化や人間の心の奴隷化を防ぎ、自国の人口のIQ最小化を
阻止しない国のメディアや政府に対して、憲法に基づいた訴訟を起こします

。   
 

私たちは  
うつ病になりやすい人は約20～25億人。  
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世界の人々。       
年間で1億人以上が早死にしている。   
無数のものがその知性のために  

創造性と自由。   
計り知れない差別を受けている。  

疎外された人々や創造的な人々のために  
他の信仰を持っている人      
犯罪者の数が多すぎること。  
人殺し、独裁者、テロリスト。     
運命論者や狂信的な信者のために。    
殺戮者や自爆テロリストのために    

その結果、多くの人々に恐怖を与えることになりました。  
搾取される側と自発的な側  
奴隷のような生活をしている人   

健全な生活を営む機会を奪われた数十億人の人々。   
ポジティブな未来を奪われた数十億人の人々と、未来に生まれた人々が  

は、あなたにも同じことが起こっています。    
 

 訴えています。 
援助の失敗、援助と教唆、組織 
高等法に基づく権利に対する犯罪の 
また、人口のIQも低下しています。  

基本法、憲法および各州の刑法で保証されている制限の結果としての、脳へ

の身体的傷害。  
個人的な自由の権利。  

人権や消費者の権利を侵害していること  
とのことです。 
国連人権憲章  
人格の自由な発展 

 
扇動、幇助、組織化 

から、あなたの臓器やメディアリリースを通して 
殺人 

テロリズムです。 
搾取。 
犯罪です。 
自由の剥奪。 

を自発的な奴隷にしていた。 
知能と創造性の低下に 

人口の 
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対して競争を制限するものである。 
他の経済の 

戦争の推進のために 
と恐怖心によって                       
目標とするIQの低下 

アンダーフローと同様に、人口の  
民主主義の 

 
私たちは要求します。  

メディア情報の表示義務について。   
遺伝的に固定された中毒性があり、微妙に、潜在的に-

恐怖をもたらすネガティブなメディア情報を消費することは、知性と健康を

低下させるので、消費者と消費者は、予見とラベリングによって自分自身を

守るしかないのです。  
ネガティブな情報から   

 
このような事前警告が必要なのは   

a. 
ネガティブなメディア情報を消費すると、受信者のシナプスに変異が起こり

、将来のビジョンや創造性が阻害される。 
 

b.)は、すべての人間に存在する遺伝的な恐怖-
中毒プログラム（さらなるネガティブな情報への中毒）を通じて、ネガティ

ブな情報によって活性化され、中毒の影響で本来の判断力を失い続けます。  
は厳しく制限されています。    

 
c) 

組み合わせる能力が薄れたり、スイッチが切れたりするため、恐れずに存在

する先見性、発明性、創造性、創造的なネットワーキングの知性を含め、ま

たそれらと比較しても  
の元々の可能性を示しています。  

人格スペクトラムが非常に小さくなります。   
 

d.)不健康な恐怖反応がエピジェネティックに、神経生物学的に定着し、彼の
子供たちに伝わってしまう。   

 
したがって、ネガティブな情報は  

人間の尊厳のために  
ヒューマン・ライツ。  
刑法に基づいています。  

民主主義はもちろん、憲法や基本法にも違反している。  
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とその健康と創造性への有害な影響 
 集団の中で   

 
被告は  

神経生物学やエピジェネティックな研究結果、進化論や行動学の研究によっ

て得られたより良い知識にもかかわらず、私たちはこのことについて保護し

警告してこなかった。  
一時的にIQと創造性を  

ネガティブな情報にフォーカスされた状態でのポジティブな視覚能力を100％
まで低下させる）。   

健康を害したり、病気を引き起こしたり、モチベーションを低下させる  
積極的に未来を形作るために  

 
癒しと救済の妨げとなるもの 

被告はさらに、以下のように意図的に行動しています。 
アートの認識を隠していた 

ネガティブな情報やノセボによる突然変異の恐怖プロセスを 
脳内のミラーニューロンを介して脳の結合性やIQの低下を逆転させ、神経の
ベイパスを介して知能の制限を逆転させ、文化（技術、芸術、文学）から国

民に創造性を移転させ、国民の健康、創造性、自由、繁栄を可能にするもの

です。 
 

私たちは  
報道の自由を制限することには反対ですが、ネガティブな情報を表示するこ

とや、健康に中立的でポジティブな情報とネガティブな情報を混在させるこ

とには反対です。ネガティブな情報は、病気によって脳や身体に物理的なダ

メージを与えるだけでなく、自己決定や人格形成、他者との共感を深めるこ

とができず、社会や医療システムに大きな負担をかけるからです。  
 

私たちはこれに反対です。  
人間の神経脳ネットワークの創造性と癒し、そして人々のより高い群知能は

、人々の創造性を促進する政府とメディアのブロックカードによって妨げら

れています。  
 

私たちはこれに反対です。  
政府の形態としての民主主義は、人間の内心の恐怖区分によって非常に損な

われており、精神的区分の恐怖と後進的な独裁の国の内側と、外側から「基

本法と人権に反する政府と選挙の決定」を見ることができる  
となっていますので  

民主主義自体が反民主主義になる  
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つまり、自分自身に反発しているのです。 
 
 
ネガティブなメディアの情報、ゲーム、映画は、IQを最大30％低下させ、創
造性の低下、犯罪、敵意、排除、人種差別、ファシズム、戦争、悲観主義、

うつ病、貧困、行動障害、病気、ネガティブな生活、そして最大28％の早死
ににつながると言われています。 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

以下のロゴマークが付いたポジティブなメディア情報、映画、ゲームは、IQ
、繁栄、人格形成、友情、未来を切り開く力、創造性、自己決定、自由、民

主主義を促進し、より長く、より健康的な生活をもたらします。 
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創造性が鍵となる2019-2020年 
                             
              

60年代に発明家として、また芸術の世界に後から入ってきた私
は、文化的・教育的な組織では満足に答えられない問題に何度も

直面しました。 
なぜなら、私と同じように、何百万人もの市民が、芸術における

創造性についての疑問や、どうすればもっと創造的になれるのか

という疑問に対して、論理的な答えがないと感じていたからです

。 
 
重要な質問は 

アートとは何か、アートには意味があるのか。 

芸術作品は、王様の新しい服、イメージ、マーケティングに過ぎない

のか、それとも服の裏には国民に隠されるべき何かがあるのか。すべ

てをアートと宣言してしまうと、中身がぼやけてしまい、心の霧の中

で服が形を変え続けてしまいます。   

特に、独裁者とその国家宣伝部が、今日のアートの主人公たちと同じ

ような発言をして、現代アートをほくそ笑んだり、不信感を与えたり

して、国民への影響力を強め、アーティストの排除や処罰にまで至る

のだからなおさらだ。アートは投機や金儲けのためだけに使われるの

か？しかし、アートの意味についての疑問は残り、なぜ国や美術史家

がこのようにタブー視するのか？何がいけないのか？芸術の背後に何

も発見できないのであれば、美術史家や美術雑誌、あるいは学校の授

業に至るまでの国による、このような大々的な宣伝活動には意味があ

りません。  

芸術の感覚を奪うことは、驕りや排斥を伴うエゴイスティックな階級

意識を養うことになるのか、それとも芸術の観察者である人間の精神

の本当の偉大さを曇らせるだけなのか。教育を受けたブルジョアジー

は、宗教が科学研究の成果によって信者を神の言葉や教会の教義に従

わせるという任務を果たせなくなっている今、芸術の助けを借りて、
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混乱した無力な国家の信者になるように教育されるべきなのだろうか

。美術史家は、その言葉を無条件に信じなければならない新たな司祭

となることができるのか、さもなければ、背教者やその精神に順応し

ない者、従わない者は、芸術の共同体や教育を受けた市民から排除さ

れることになる。1.) 

これは単なる理論ですか？ 

あるいは、アートには社会の発展のために科学的、経験的に理解でき

る秘密の意味があるのか、それとも（産業時代の初めに導入された）
学校のシステムが古いだけなのか。もしかしたら両方ともそうなのか

もしれません。  

人工的に作られた数式の存在が証明されれば、人間はエピジェネティ

ックに操作されているという事実がすべてを物語っています。 

私は、新しい神経生物学的な研究結果に基づいて、芸術の公式を探し

ながら、これらの疑問を追求したいと思いました。 

すべての芸術のための公式を探していた私は、1979年にその答えを出
しましたが、1988年になってようやく、芸術の公式を人間の創造物の
ためのグラフィック・シンボルとして実装しました（これは、1984年
にヨーゼフ・ボイスが私に求めた、すべての人間の創造物、つまりす
べての時代にわたる芸術を、非常にシンプルで、明確で、理解しやす
い方法ですべての人に説明してほしいという要求に対応するものです
）。私は『Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst』（芸術の鍵-
芸術の謎解き）という本で、1990年にドイツで主観的な芸術と客観的
な芸術の芸術式を一般に紹介し、2019年には「Artinvest」という芸術
作品の証明書付きの芸術評価システムを開発し、芸術と装飾を作品の

革新的な内容とそのレベルによって明確に分けています。  
 
芸術と進化の方程式 2.) 
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生命＋意識の拡大＝芸術 

 
 
 

芸術の法則とは  

"芸術や美術史のベの字の解消、あるいは芸術による意識の解消"   

 

芸術の法則と社会の発展のために 

"芸術の法則の公用化は、創造性、知性、健康の限界を撤廃し、社会に
豊かな繁栄をもたらす。" 

 
"芸術の高次のレベルは、ヘーゲルのテーゼ、アンチテーゼ、シンセシ
スによる弁証法があらゆる芸術作品の中で芸術に適用されることで明
らかになり、それゆえ、絵の中で可視化されるプロセスとしてそれ自
体が芸術作品となる。"    

現在のところ、ドイツではこの数式は出版されておらず、学校のカリ

キュラムにも導入されていません。 
芸術式を導入しないことで国民の創造性を阻害したり、恐怖による情

報拡散でIQを下げることを許したりすることは、民主主義、進化、精
神的発展、そして国民の繁栄を妨げる。政治家は、基本法や自国の憲

法だけでなく、最終的に立法者の上位に位置し、ニュルンベルクでナ
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チスの犯罪者を有罪にした「高等法に基づく規則」にも反して、意識

的にも無意識的にも援助を省略したり、幇助したりして行動する。 
 
政治家や個々のメディアは、奴隷制度、搾取、自由の剥奪、脳への身

体的危害、「高等法に基づく規則」の違反を隠密かつ積極的に幇助し

たとして、今日、神経生物学やエピジェネティクスの研究結果の発表

によって責任を問われる可能性があります。  
 
a. 

 恐怖心を煽って病気にしたり、IQをズタズタにするようなメデ
ィア情報が、警告表示（タバコ製品と同様の表示と警告）なしに

流布されている場合。 
 
b. 

 芸術の認識による神経細胞のネットワークの修復と、人々の健
康、創造性、IQの増加の回復が、芸術の公式によって妨げられて
いる場合。  

 
浮かび上がる文脈。 
 
ネガティブな情報によるIQの低下  
さらに、遺伝子の修復と芸術式による創造性の伝達をシャットダウン

すると、創造性が永遠の恐怖に閉じ込められた社会が生まれます。 
 
 
 
 
政治家もメディアも驚いている。  
フランスやアメリカなどの他の国では、ポピュリズムや人種差別、宗

教や他の人々との隔離などが、IQの低下とともに進んでいること。  
 
2019年3月28日のタイムヘッドラインと不思議。  
 
"昔はもっと賢かった。ドイツをはじめとする先進国のIQは数十年前か
ら上昇していました。数年前から下がり続けています。WHY?"  
 
逆のフリン効果が発生しました。ジェームズ・フリンは20世紀に、先
進国のIQが毎年上昇することを発見しました。どうやら、ドイツはエ
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ピジェネティックに芸術の公式を認識できないようにブロックされて

いるようだ。週刊誌「Die Zeit」に掲載されたNataly Beuel、Nike 
Heinen、Tanja 
StelzerによるIQ論説が、それを端的に示しています。エピジェネティ
クスの研究結果が出ているにもかかわらず、ドイツではアートフォー

ミュラーとそのポジティブな効果に関する報告はまだありません。ス

ペインでは、少なくとも地域的には、1992年にはこの方式が詳しく報
道され、その原理は、ある新聞社が「アートのパズルが解けた」とい

うタイトルで毎週52回の記事で説明していた。  
 
まず最初に、なぜ陰謀論や陰謀なしに、ドイツだけでなく他の国でも

精神的な発展において暗い壁の前に走っているのかを理解しなければ

なりませんでした。すでに1910年、カンディンスキーは著書「芸術に
おける精神」の中で、繁栄やすべての人々の前向きな発展を妨げるこ

の倫理的進化の障壁を「黒い手」と呼んでいます。  
 
社会、メディア、政治家には原則として罪はありません。なぜなら、

彼らの行動は彼らにとって明確ではなく、したがって彼らによって意

識的にコントロールされていないと考えることができるからです。ま

た、秘密結社の利益のために、国民の精神的な発達を妨げて、彼らを

よりよく利用できるようにしたり、考えられないようにしたり、精神

的に間違ったことを教えたりして、メディアの助けを借りて選挙のた

めの大衆としてほぼあらゆる方向に操作して利用できるようにするよ

うな協定や暗黙の協定もありません。議会制民主主義は、今日のよう

にインターネットが発達するまでは、直接民主主義によるより良い世

界への道を歩むための最も重要なステップでした。国会議員や政党が

（独裁体制のように）恐怖心によって住民のIQを妨げたり、間違った
情報によって革新的な新しい芸術作品へのアクセスを妨げたりして、1
000年の支配の正当性を得ようとしたり、直接民主主義を妨げようと
することは認められません。しかし、芸術とは何か、それにもかかわ

らず、全世界のすべての芸術分野における10万件の芸術と著作権のプ
ロセスが、すべての芸術作品について法律的にも芸術史的にも経験的

に証明されているという知識が、なぜ得られないのかは説明できない

。  
 
確立されたアートマーケットの関係者は、アートフォーミュラの出版

をどのように受け止めていますか？ 
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美術評論家のケニー・シェクターが、14のギャラリーを持つ国際的な
アートディーラー；ラリー・ガゴシアンについて、Arteフィルム（201
7年よりグリット・レーダー監督）の中で解説しています。ケニー・シ
ェクターの映画の引用。 
"アートの世界はまだマフィアのようなもので、オメルタが宣告される
と「秘密」になり、マフィアのように誰も語らないルールがあります
。  
アートの世界には、年間600億円のお金があります。おそらく、最大
のビジネスでありながら、メカニズムの仕組みに関する情報が最も少
ないのではないでしょうか。映画に出てくるアートディーラーのラリ
ー・ガゴシアンは、「もし人々がそれを理解しないなら、彼らはこの
世界の一部ではない」と言っています。オメルタとは、マフィアの名誉の
掟です。マフィアの格言：「耳が聞こえず、目が見えず、口がきけない者は

、100年安泰に生きる」)アートマーケットの主人公たちの反応は、人権
や法律に違反していることや、美術館の教育的使命に反することから

逃れているが、インターネットを通じて成長している書籍市場との比

較に見られるように、あまりにも近視眼的に考え、自分たちの利益の

期待に反して行動していることも事実である。入門者であるアートデ

ィーラーは、アートマーケットを自分たちの封印されたモノプールビ

ジネスと考え、その結果得られる利益を、わかりやすいアートの公式

から秘密裏に守らなければならないと考えています。これは利己的で

、一般の人々の創造性の発達を妨げ、芸術判断の混乱を招き、"芸術や
装飾とは何か 
"という詐欺を助長するものです。なぜなら、アートフォーミュラによ
ってアートマーケットが世界的に開放されたり、国民に民主化された

りすると、目的芸術作品（美術史に残る革新的な作品）や主観芸術作

品（装飾品）の価格や需要が高まり、アート作品やアーティスト、ク

リエイティブな製品の市場が100倍になるからです。市場はObjective 
ArtとSubjective 
Artに分かれますが、どちらも早く成長するでしょう。美術館や美術愛
好家、一般の人々に芸術への道を開くために、Fundacion 
Liedtkeは、作品の革新性に基づいて、当該作品が本物の芸術作品（Ob
jective Art）か装飾品（Subjective 
Art）かを明確にする「Artinvest」という芸術証明書を開発しました。(
参照： www.freebocks.gratis) 
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しかし、なぜ私たちが遺伝的に備わっている創造性へのアクセスを妨

げられるような状況に置かれているのかを知りたいのであれば、アー

トマーケットよりも行動研究を深く掘り下げなければなりません。学

校のシステムでも、創造性が表現されていなかったり、誤って表現さ

れていたりすることがわかりました。アートは天才的な一撃として称

賛されますが、学習可能なイノベーションプロセスとして記録・訓練

されることはありません。子供であっても革新的な技術を選択的に認

識することができるようになる（子供は学習の天才として生まれ、脳
はすでに細かく配線されている）芸術の公式は、子供だけでなく、人
口全体からも隠されている。 
 
子供の中の天才は、18世紀の学校情報システムで傷つけられたり殺さ
れたりしています。その過程で、社会はどれだけの脳資源と持続可能

なイノベーションを失っているのか。   
 
アートアカデミーでも、数式による創造のプロセスは教えられず、過

去の技法が前面に出ていることがわかります。このような状況下では

、アートを作る、クリエイティブになるという脱皮は、学生にとって

非常に難しいことです。  
 
革新のエンジニア？ 
大学や専門学校では、公式に基づいてイノベーションエンジニアリン

グを教えているわけではありません。エンジニアのディプロマやInn
ovationsの博士号を取得することはできません。 
 
しかし、15世紀から18世紀にかけて、印刷機を使って国民が読み書き
を独学したように、創造と革新の全体像とその進化的継続は、インタ

ーネット上の若者が自習で数式を選択して学んでいくことになります

。広がりつつある多動性は、激動する社会の古い価値観から抜け出す

方法として、その助けとなる。 
 
 
 
 
昔の教え方に何の意味があるのだろう。  
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同じシステムで訓練を受けた誤った政策立案者は、パブロフのシステ

ムを限定的に使用して管理することで、国家と国民に不利益をもたら

します。  
コンテンツを教え続けること（工業化時代に始まり-神に感謝して-
機械のための労働者を訓練したが、未来の概念がないために現在のた
めのものであり、創造性の式の応用自体を訓練していなかったから）
。すべての人々に繁栄と健康を与え、人間の尊厳を保証する民主主義

を実現するためには、夜明けの新しい時代には、旧来の概念では十分

ではありません。  
 
中期的には社会不安が増すのでは？ 
国家や学校制度によって創造性が抑圧され、永続的に繰り返される仕

事を機械やコンピューター、進化し続けるプログラムが代行する未来

に、人々は何をすべきなのか。  
 
革命や流通戦争、後進国や右翼的な理想を掲げた社会の分裂に陥りた

くなければ、私たちには一つの選択肢しかありません。  
- 学校や国民の間で、アートの手法を用いて創造性を開放するこ

と。   
- 不安を煽るネガティブなメディア情報（タバコ製品など）を表

示する。  
- すべての人々に基本的なレベルの繁栄を保証します。 
  

 
研究では天才的な才能を蘇らせるために、誰の遺伝子にも認知能力が

備わっています。集団の平均IQは再び上昇するだろう。 
 
人間の創意工夫の能力を復活させる効果は、3〜6ヶ月で明らかになり
ます。  
 
政治家は、インターネットやソーシャルメディアの経験にもかかわら
ず、国民に創造性がありすぎると国家（または政治家）が混乱すると
考えています。  
 
そんなことはありません。その逆もまた然り。  
国家や企業は、例えばインターネット企業に見られるように、それま

でにはなかった未来の力で繁栄する。これは、旧来のシステムで考え
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ている人たちを怖がらせ、閉鎖につながる可能性があります。新しい

考えを持つ人にとっては、それが喜びをもたらし、未来を開くものと

なる。ベーシックインカムがあれば、人々は自分にとって喜びや意味

のある仕事だけを引き受けるようになります。ドイツでは現在、すで

に500万人がボランティア活動を行っています。過去100年の数字を見
てもわかるように、人間の週の労働時間は減っていく。国は、企業が

労働時間の管理者であり、労働者や従業員の「税金の徴収者」である

という事実から脱却しなければならないだろう。傾き、センスメイキ

ング、勤務時間、教育、現在の心身の状態、共有メタデータによる説

明責任、そして、従業員が自分の時間を適切に規制して配分できるよ

うにすることで、共通の利益のために働くことができるという特権を

取り込む、新しい仕事のモデルが開発されるでしょう。ここでも、オ

ンライン企業はすでに経験を生かすことができます。仕事が趣味にな

り、ご褒美になる。そのための最初のアプローチが「NWoW - New 
World of Work or New Way of Working」です。 
 
学校のカリキュラムにアート式が導入されています。憲法や基本法で

は、創造性の保護が保証されており、芸術的な訓練を受ける権利や、

脳に悪影響を与えるIQ低下メディア情報、映画、写真、ゲームなどは
、憲法や基本法の条文にあるように、マークを付けなければならず、

通常の情報と混在させてはならないとされています。  
 
新しい人気のスポーツは、発明、芸術、そして今日と明日のためのよ

り良い持続可能で倫理的な新しいコンセプトを開発することと呼ばれ

ます。クリエイティブになり、クリエイターになり、有意義な人生を

送り、ポジティブなアイデアを具現化して世に送り出す。 
 
私自身の経験から  
 
1988年にイノベーション・コードとしてのグラフィック・アー
トの方式を美術史的・科学的に証明した後、1989年から1993年に
かけて、メディア用のアートの方式を用いた新しいフォーマット（テ

レビ、印刷、ラジオ）を開発しました。これは、創造性を高めるため

にこの方式を一般に知らしめるとともに、世界のイノベーションがこ

れまで以上に急速に発展していく新しい予見可能な時代に備えて、遺

伝的に存在するイノベーションに対する選択的な知覚を人々の脳内ネ
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ットワークに単純かつ永続的にエピジェネティックに解放するためで

す。 
a.宝探し-
アートフォーミュラーを使ったフリーマーケットでの作品探し  
b.1,000点の美術史とあなたのイノベーション。  
c.Shining stars -若手アーティストの作品における革新性の紹介。  
   
私は、マスコミが芸術式の報道を妨害し、新しいフォーマットでの発

表を望まないことを知った後、世界的に有名な美術家のオリジナル作

品1,000点を集めた大規模な美術展を芸術式で解読し、音楽や文学作品
など異なる芸術のエポックを越えて実施し、すべての美術作品、芸術

、芸術運動に対する芸術式の有効性を記録することを決断しました。  
 
今回の展覧会では、8歳の子供なら誰でも理解できるシンプルなイノベ
ーションの方法を、国際的に有名なパトロンとともに世界に向けて発

信することになりました。当時の私は、「この展覧会では、もはやア

ート・フォーミュラの導入を防ぐことはできない」と勘違いしていま

した。  
 
1994年からは、23,000平方メートルの敷地に1,000点以上のオリジナ
ル作品を展示する美術展「art 
open」を開催し、パトロンにはドイツの大臣、ロシアの元大統領、ス
ペインの女王をはじめ、ロシア、ポーランド、スペイン、スウェーデ

ン、フランス、ドイツの美術館やコレクションの責任者たちが、この

アート・フォーミュラを熟知し、その正しさを確信していました。美

術館では、巨匠の作品を無料で貸し出してくれた。その中には、ダリ

、ピカソ、ルーベンス、エル・グレコ、ボイス、マレーヴィッチ、カ

ンディンスキー、そして石器時代、ブードゥー教美術、ロシア中世、1
9世紀美術、さらにはクリスト、ギーガー、エルンスト・フックスの作
品などの大規模な展覧会を完成させ、「art open - art from the stone 
age to the present 
day」という展覧会でこれらの作品を使った芸術式を説明し、あらゆる
時代や芸術運動を超えた一般的な有効性を一般の人々に提示すること

を目的としました。 
 
アート・オープン」は、内容的に異なるエポックを横断し、一つの公

式だけで作品を説明できる世界初の美術展でした。  
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芸術作品は、その文化的革新のステップにおいて、芸術式によって記

録され、その結果、連続した発展の包括的な進化指向の全体像が初め

て得られました。その後、展覧会を訪れた人たちは、イノベーション

／進化のないアートは存在しないということを、まぎれもなく理解し

た。革新性のない作品は、表意文字の装飾です。  
 
一般には知られていないが、この数式は文化的な歴史を刻んでいる。 
コンサルタントとして、私は  
ニクラス・ルーマン教授 
カール・ルールバーグ教授 
フランツ・ミュラー・ホイザー博士（Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
ハラルド・シュゼーマン教授・博士 
マンフレッド・シュレイ教授・博士 
フリーデマン・シュレンク教授博士 
学術的にも社会的にも定評のある専門家の方々を味方につけることが

できました。また、他の美術館の館長を説得して、「アート・オープ

ン」という美術展で勝負することができました。 
 
この展覧会は1999年7月10日にエッセンの展示ホールで開かれました
。  
来場者は無料で入場でき、発表・展示は昼夜を問わず24時間行われま
した。  
エッセン市との話し合いの中で、展覧会の建設を続けるのであれば、

一人当たり20マルクの入場料を徴収することが事前に要求された。そ
のためには、資金面だけでなく、妨害や制裁を受けることなく、円滑

な運営ができるように、市の支援を受けられるようにする必要があり

ました。私は、1996年に総面積23,000平方メートルの展示会場を20万
マルクの固定額で借りており、1999年7月のオープニングの条件は、
作品のスポンサーや貸し手全員と契約で合意し、計画していたので、

このような条件に同意することはできなかったし、しなかった。  
私が拒否されたことを受けて、現地ではこの展覧会の開催を妨害する

ような誤った報道や操作が行われました。 
 
メッセ・エッセン社（エッセン市の会社）からは、エッセン市を代表
して「アート・オープン」を毎年の展示プロジェクトとして開催する

ことを提案されましたが、それには若干の変更（1人20DMの入場料）
が必要で、1999年の最初の「アート・オープン」は何年か先に延期さ
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れました。既存の契約上、一時的な移転に加えて、入場料を20DMに
することは、当時は現実的ではありませんでした。そして1999年3月
、市議会はメッセ・エッセンの展示ホールの大規模な拡張を決定し、

「アート・オープン」と同じ月に開始され、何年も引き延ばされたの

である。借りた展示場は板張りのフェンスで閉ざされていた。展覧会

の入り口は、これまで知られていなかったホールの入り口に移されま

した。 
 
現在の私の視点では、「アートオープン」の閉鎖はオープン前から予

定されていました。なぜなら、工事中にすでに展示が妨害され、サボ

タージュされていたからです。開封の際には、爆弾攻撃が予告されて

いた。展覧会運営の事務所に侵入され、通信簿や企画書の入ったパソ

コンが盗まれた。スポンサーからのメールが組織のオフィスに届かな

い。  
 
7月14日の夜10時からは、ルール地方のジャーナリスト約100人を集め
た記者会見が行われ、展示作品によるアート・フォーミュラのプレゼ

ンテーションとデモンストレーションが行われた（後になって、市外
のメディアの記者がエッセン市の公的なセキュリティ・サービスに惑
わされて、再び出発してしまったことが判明した）。翌朝、現地時間
の10時には、展示ホールのすべての扉の鍵を変えて「アート・オープ
ン」を封印した。来場者はホールに入ることができず、さらに警備員

が展示を見学できないようにチェックしていました。記者会見に来た

外国の報道関係者は、市の警備員に追い返された。しかし、それは同

時に、アート・フォーミュラの世界的な導入と、国民の革新力の強化

による繁栄の迅速かつ持続的な発展を妨げた。 
 
薄っぺらな理由で、既存の法律に反して、高水準の芸術作品、展覧会

の独自性、芸術の方式、芸術史的なコンセプトや後援にかかわらず。 
 
スペインのソフィア王妃 
ノルベルト・ブルーム博士（連邦大臣 
ゴルバチョフ（ノーベル賞受賞者 
 
と同様に、ドイツ基本法を無視して、芸術作品を式に含めた。 
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アートワーク保険では、通常の古い鍵を新しいセキュリティロックに

交換することが条件となっていました。展示会の管理者は、この保険

条件を認識しており、古い鍵を新しいセキュリティロックに交換して

いました。とはいえ、トップクラスの美術品だけにリスクも高く（鍵

が古い、保険が解約されている）、エッセン市のメッセ社が鍵を交換

してくれました。その後、裁判所は、展示場の閉鎖と扉の鍵の交換が

、家主の恣意的な行為として禁止されたことを認めました。  
 
アドルフ・ヒトラーは、創造的な芸術作品が、見る人や読む人の神経

細胞の脳内ネットワークを変化させることをすでに確信していました

。そのため、新しい視点や革新性を持った特に創造的な作品は、住民

に対して退廃的な芸術として信用されず、その作者は迫害されたり、

文学作品であれば焼却されたりしました。  
 
芸術作品の没収や焼却はできなかった。しかし、鍵をかけて展覧会を

中断することは可能で、アートフォーミュラを使った作品が公になる

ことはありませんでした。   
 
1999年の最初の衝撃では、1945年以降、第三帝国が存在しなくなった
ドイツで、なぜ当局が薄っぺらな理由でこの閉鎖を指示したのか、ま

ったく理解できませんでした。 
 
芸術を国民に説明するだけでなく、人々が芸術鑑賞者になり、より創

造的になることで、人々を強化し、すべての芸術を民主化するような

芸術の公式は、今日でも「退廃的な芸術」なのでしょうか？美術史的に
は、ポップアートに分類されます（ポップアートでは、人々の人気のあるシ

ンボルが描かれ、個人がスターとして祭り上げられます）。芸術の公式は、

その単純明快さで、ポップアートとすべての芸術が革新であることを宣言し

、すべての芸術をポップアートにし、すべての人間を創造者にします。  
  
美術史家、美術鑑定家、美術評論家、哲学者、知的先駆者などのメデ

ィアからの反発はどこにあるのでしょうか？ 
 

"アート・フォーミュラ "には気づかなかったようだ。  
はポップアートの皇帝であり、すべての芸術を民主化する一方で、自

分自身を無力化している」と述べています。 
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その後、硬直した閉鎖性から目を覚まし、80年代に制作した遺伝子ア
ートの成果と、遺伝子のプログラミングとその継承に関する新しいエ

ピジェネティック研究の成果とを比較したときに、初めてそのヒント

と証拠を得ることができたのです。1999年にドイツで起こったことは
、かつてのナチス・ヒトラーの国として、芸術と近代作品の創作者（
ほとんどがユダヤ人）に対する報復の拠点であり、島であり、私たち
の祖先とその子孫のエピジェネティックなプログラミングによって行

われました。 
ニューロンネットワークのエピジェネティックな条件付けは、芸術の

革新性（退廃芸術）やユダヤ人に対する誤った情報や客観性のないメ
ディアニュースによって遺伝子プログラムの刷り込みを指示し、ドイ

ツ人の意識はナチス時代の恐怖によって条件付けられています。 
 
芸術を公式で説明することは不可能であるという、一部の美術史家の

現在の意見は、芸術が公式で説明できないという芸術愛好家自身の経

験によって支えられています「そのような公式はないので」。芸術は

見る人の目の中にある」というのが、教育を受けたブルジョアのポピ

ュラーな意見です。これにより、エピジェネティックな条件付けが変

更されましたが、この変更に伴う未来への集合的な恐怖を現在まで持

ち越しています。4.) 

 
この遺伝子プログラミングは、政治が示すように、現在でもほとんど

行われていませんが、芸術の公式を発表することでまとめて消去する

ことができます。  
この可能性は、エピジェネティックに刷り込まれた、今日までのナチ

ス帝国への無意識的な後続の服従によって阻止されている。5.)  

 
ドイツの雑誌「プリンツ」や「シュピーゲル」では、芸術式を貶めた

り悪意なく報道していた。  
Ulrike KnöfelによるオリジナルテキストSpiegel。  
"生命＋意識の拡大＝芸術 
"という芸術の方程式を生み出したわけです。そしてエッセンでは、大
衆の意識を啓発したいと考えています。リードケは「100万人の来場
者とXXL」を見込んでいます。記録的なキャッチコピーの看板は、有
名なアーティストがどんな新しいものを生み出したのかを、一般の人
に驚きをもって伝えるためのものです。マニエリストのエル・グレコ
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の絵の横には "Extension of Body 
Proportions"、カンディンスキーの横には "Beginnings of Abstraction 
"というプレートがあります。このような「革新的な発明」こそが、偉
大な芸術の唯一の秘密であると、リートケは知りたがっている。アマ
チュアがこの「芸術の言葉」を理解していれば、創造的なスタジオで
自ら芸術活動を行うことができた。そして、その遺伝に対して何かを
する。マスターが発見したと信じているすべての洞察は、遺伝子に影
響を与えます。"6.) 

 
今日までメディアによって「タブー」とされてきたアート・オープン

とアート・フォーミュラの閉鎖は、国民の創造性とIQの発達を損なう
ものであり、創造的で知的な社会だけが将来的に世界市場で自己主張

するチャンスを持つことが1999年にはすでに明らかになっていたにも
かかわらず、また、トップの政治家、当局、メディアは、私から手紙

で早い段階で公認アートの効果について知らされていたにもかかわら

ず、である。18世紀の読み書きのように、芸術や芸術式による創造性
を国民に開放しなければ、世界市場で成功するためのイノベーション

の土壌を失うことになります。  
 
このような行為は、民主主義全般、基本法や憲法、さらには刑法や国

連人権憲章に違反するだけではありません。また、社会や企業、国全

体の発展にとって有害であり、反民主的であり、人格や知性を低下さ

せ、出自の情報を隠すことで「自発的な奴隷による奴隷貿易」を促進

するものである。それは、重要な美術史的作品の「収容所への監禁・

保管」や文化財の破壊・盗難など、民族の文化・革新力や世界人口の

革新力・進化を阻害するものであり、敗戦国や支配国の民族を父祖の

革新から引き離し、作品や記念碑に蓄えられた民族の精神的・肉体的

健康や思想の力を破壊することにもなった（例えば、以下参照）。例

：カルタゴ、アレキサンドリア、最近ではスターリン、ヒトラー、毛

沢東の行動など）。)あるいは、芸術作品を没収・投獄し、偉大なモニ
ュメントの場合のように、その存在や意味を神秘的に難解に説明し、

新たな偽りの内容を提供することもある（石器時代の洞窟、ピラミッ

ド、円墳、ストーンヘンジ、ネブラのスカイディスクなど）。征服さ

れた人々は、力、創造性、革新性をほとんど発達させることができず

、（迫害され、殺された）賢女や薬師の薬の応用による健康知識を持

つべきではありませんでした。人間は、宗教の教義と支配者の意志に
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無条件に自分と自分の心を委ねなければならなかった。偽りの情報や

抑圧された情報によって、古い独自の文化に蓄えられた革新性とのつ

ながりが妨げられ、人々が再びつながりを取り戻し、支配構造に対抗

して一つの民族として立ち上がることができないようにしたのです。

人々はアイデアの力を失い、恐怖におびえ、病気になり、壊れた状態

にされ、人々と土地が支配者に搾取されやすくなりました。ヒューマ

ニズムによって、このような心の閉塞感は徐々に解消されていきまし

た。議会制民主主義が導入された。先人たちの「芸術の癒しと文化の

革新」に関する失われた知識が高揚することで、現代人は芸術作品の

解明を通じて近代の啓蒙につながり、解明された知識を自由に使える

ようになります。第2次啓蒙（人間は誰でも創造者であることを示す）
は、1999年にエッセンで開催されたアート・オープン・アート展が5
日間で閉幕したことを合図に始まりました。  
 
アートの方程式は、内部の人やアート通だけがアクセスでき、社会人

には秘密のままであるべきなのか？ 
ガリレオは、聖職者の言語であるラテン語ではなく、民衆の言語であ

るイタリア語で知識を書き留め、伝えていたために断罪されたのだと

、当時のバチカンの裁判記録が示している。  
 
人口のアート式？ 
しかし、1999年7月14日午後10時にart 
openの展示室で行われたアートフォーミュラの記者会見（Zeitの編集
者Ursula 
Bode氏が出席し、アートフォーミュラとその住民への影響について個
人的に話をした）や、15日に行われたアート展「art 
open」の閉会式で何百万ものメディアが報道したにもかかわらず、今
日まで住民は知らないままです。すべての芸術形態に適用できる、理

解しやすく経験的に証明された芸術の公式があり、誰もが芸術を見る

ことで芸術を理解し、このプロセスの結果、自然な神経生物学的およ

びエピジェネティックなプロセスによって自分の創造性を高めること

ができること。 
 
1999年7月15日付の「Die 
Zeit」紙に掲載されたボーデ女史の記事は、「Spinnerpotenz」という
見出しで、「Liedtke is 
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communicative」という曖昧な表現で、悪意を持って芸術の公式を説
明しています。  
 
計算式の仕組みを知った上で作品を作ったレオナルド・ダ・ヴィンチ

は、その知識を使って芸術に取り組む過程について、"見ることと理解
することは同じことだ "と言っています。 
 
2005年には、「art 
open」展の閉鎖について、その背景を私の視点で解説した『コード・
リートゥーク』という本を出版しました。美術品の公式は正しく、何

百万点もの美術品を対象に、研究者や著名な美術史家が行った実証的

な調査にも耐えた。しかし、この方式について公に議論されたことは

ありません。ドイツでは、その存在が知られていないだけでなく、情

報も隠されています。また、公式が紹介されていたとしても、表面的

に悪意をもって伝えられているだけで、公式のメッセージや効果には

触れられていません。  
 
アートフォーミュラとアートオープン展は、非人道的で何世紀にもわ

たって維持されてきた、プロレタリアートから知的境界線を守るため

の知識の壁を破るものとして、国民のためにすべての芸術をあまりに

も単純に解読するという方法を全面的に用いて美術史家たちを突破し

、後者はアートオープンの違法な閉鎖と悪意をもって真っ向から反応

するしかなかったのだろうか？美術史家やメディアのどうしようもな

い、そして今日に至るまで反社会的な行動は、後の観察では、この公

式に対する美術史的な称賛であった。 
 
創造的な知性による人格の自由な発達と、より多くの民主主義は、19
99年のドイツでは意図的に望まれていないのでしょうか。一流の政治
家が顧問の美術史家から適切な情報を得ていないのであれば、国民の

創造性の促進を上司の問題にしなければなりません。国全体の発展は

美術式の導入にかかっているのですから。これを受けて、EUは2009年
を「国民の創造性促進の年」と宣言しました。芸術式の存在が政治家

に届いていないため、役に立たなかったのです。 
 
ノーベル平和賞受賞者の話 

 
"あなたの先駆的なアプローチが、多くの人々のより広範で即時的な知り合い
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につながることを期待しています。 
 アートと  

私たちの時代には、特に重要なことだと思います。 
 と崇高な仕事をしています。 

 
ミハイル・ゴルバチョフ 

ノーベル平和賞受賞者／「Código Universo」アートオープンアート展のパトロン 

 
啓蒙活動にもかかわらず、社会の倫理的発展が難しいのはなぜか。   
 
歴史に裏打ちされた思考のタブーは、私たちの発展を

妨げるのでしょうか？ 
 
よく見て、新しい神経細胞とエピジェネティックな研究結果を考慮す

ると、私たちは歴史の中で神経細胞とエピジェネティックに事前形成

されており、5つの「秘密の思考のタブー」が数千年に渡って思考の基
礎となっています。このタブーは、メディアの情報によって、エピジ

ェネティックな事前形成に沿った選択的な知覚と組み合わされて、現

代でも常に適応されています。そのため、この除外事項を通じて、ま

た最近では、メディアにおける将来の恐怖のデザインを通じて、新し

い国家社会主義が発展する可能性があります。しかし、これはドイツ

に限ったことではなく、すべてのグループ、社会、国に無制限に当て

はまることです。 
 
これらの思考のタブーは、あまりにも基本的で、コード化されている

ため、私たちはそれを思考の禁止やタブーと認識することすらできま

せん。せいぜい宗教的な戒律や伝統、政治的な意見や定型句として認

識する程度で、今日まで保存されてきた古いエピジェネティックな刻

印や、儀式や伝統、情報によって何度も更新され変化していくもので

はない。  
 
人間の倫理的発展のためには、第2の悟りを開き、5つのタブーを破る
ことが必然である。 
 
 
5つの思考のタブー 
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タブー1：メディアのネガティブな情報だけが面
白い。  
読者や視聴者はそのように望んでいる。メディアのデータがそれを証

明しています。私たちには報道の自由があります。  
 
実際のところ  
メディア、映画、ゲーム業界が、フィクション、ノンフィクションを

問わず、不穏なコンテンツを過度に強調して恐怖を生み出し、広める

ことは、受け手の脳内の負のニューロンネットワークを通じて、創造

性や知性を低下させます。一方的なネガティブな世界観を伝え、ネガ

ティブなニュース、うつ病、攻撃性、戦争などへの強い依存性を遺伝

子的に作り出し、選択的知覚システムとしてネガティブな情報スパイ

ラルを作り出します。遺伝的に、何百万年もかけて成長してきた人間

の感覚器官の限られた知覚範囲は、約100メートル（現代の報道や伝
聞では、写真がなければ約100キロ）であるが、それとは無関係に、
メディアによって恐怖を生み出す世界の情報が意識の中に入ってくる

（遺伝的に与えられた感覚器官の範囲をはるかに超えて遍在している

）ので、地球規模の、つまり逃れられない世界の脅威が脳の中で現実

のものとして作り出され、メディアによる否定的な選択的認識がこの

「極端な世界観」を裏付けることになるのだ。研究によると、私たち

は攻撃的になったり、憂鬱になったり、あるいはその両方になったり

して、それが遺伝子プログラムにエピジェネティックに反映され、結

果として私たちや子供たちの行動に影響を与えることがわかっていま

す。  
私たちは進化上の理由から、種の保存に関わるネガティブな情報を、

一種の中毒のように遺伝的に（事前に）プログラムされているため、

遺伝的な恐怖の罠に陥っています。この罠は、何百万年も前に種の保

存を守るために発達したものですが、現在では、権力者やメディアを

通じて、私たちの進化や健康に反する方向に向けられることがありま

す。これらの古い遺伝子プログラムは、感覚器官の直接的な情報範囲

が50～250メートルで、伝聞の情報によると間接的な情報範囲が約100
キロにも及び、恐怖を与える情報を世界的に広めることで、権力の行

使、搾取、流通の増加に利用されています。世界のあらゆる恐怖を生

み出す情報は、メディアによって私たちの脳に運ばれてきます。私た

ちは、遺伝子の種の保存プログラムに従って、さらなる情報を待たな
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ければなりません（私たちの遺伝子プログラムは、さらなるネガティ

ブな情報に対する中毒性のある行動を生み出します）。このように、

不安を感じる情報について原因や相関関係を探ろうとする遺伝子プロ

グラムによる依存症の状態に入ってしまうと、創造力が阻害されてし

まいます。絶望感、憂鬱感、感覚の喪失、精神的・肉体的疾患が恒常

的に発生する。歴史が示すように、この状態で未来への出口、想像力

、自信を育むことができるのは、ほんのわずかな人だけです。私たち

は、自分たちの行動力を取り戻し、再び創造的な判断ができるように

なるために、メディアに掲載されている恐怖を引き起こすネガティブ

な情報について、さらに原因となる情報を探し続けています。 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
約70万人の被験者を対象とした史上最大の覆面心理調査において、Fa
cebookは2014年、70万人のユーザーのある部分にはポジティブなニュ
ースを、ある部分にはネガティブなニュースを送りました。その結果

、ネガティブなニュースは、多くのユーザーに抑うつ的または攻撃的

な感情をもたらしましたが、他のユーザーはポジティブな感情を報告

しました。 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
このようなIQの低下は、何千年も前からの伝統です。  
公共の場での処刑（要人や国民が参加すべき、あるいは参加できた）

、はりつけ、火あぶり、石打ちなどから、今日の紙媒体、テレビ、ソ

ーシャルネットワークでの犯罪者の公開「処刑」に至るまで。今日のI
Q低下の「作業」は、意識的にも無意識的にもメディアに引き継がれ
ています。 
 
IQを下げるようなネガティブなメディア情報に対して、（例えばタバコのよ
うな）表示義務に関するメディアの議論が妨げられることで、人口のIQ状態
は神経的にさらに低下します。健康やIQに悪影響を及ぼす情報を強制的に表
示する場合、報道の自由は守られます。 
 
 
タブー2：芸術にはルールや単純な公式はない。 

 
実際のところ 
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このようにして広まった芸術の本質に関する誤った記述は、芸術作品

によって（脳内のミラーニューロンを通して）より創造的になる道を

塞ぎ、脳研究やエピジェネティクスが示すように、革新的なものを知

覚することで神経細胞のネットワークを継続的に最適化し、知能を高

めることを妨げています（ノーベル賞や、遺伝学や医学における過去2
0年間の研究成果も参照）。  
 
アートや人々の創造力を、簡単な数式の手段で世界の人々がアクセス

できないようにすること。  
1. ポピュリズムと同様にIQを下げて恐怖心を煽る。  
2.

 芸術やクリエイティブな職業を封印し、企業や国全体の発展の
ような研究をすること。 

3. 
 国家における人民的または集団的な社会主義と独裁を促進する
こと。 

4.
 うつ病や体調不良を助長したり、集団でそれらを減らすことが
できない。 

 
ネガティブな情報によって生じた傷つき、中断されたニューロンネッ

トワークを、創造性によってニューロンの「バイパス修復」で修復す

る可能性は、研究結果が証明しているように、アートと認知の公式に

よって、IQを再び向上させることができる（これは実証研究で容易に
検証できる）。この関連性は、芸術式を伝えないことで隠されており

（イノベーションや著作権のコピーに関して世界で10万件の裁判が行
われていますが、判決ごとに芸術式が確認されているため、世界的に
法的にはその正しさに疑問の余地はなく、さらに芸術史的にも証明さ

れています）、国民のIQの発達に悪影響を与えています。これは、多
くの国の基本法、憲法、刑法、さらには国連の人権憲章にも違反して

います。  
 
メディアや国家によってNON-
EFFECTSを介して破られた個人の発達の自由、人間の基本的な権利
の身体的・精神的な完全性の保証は、民衆によって要求することはで

きない。なぜなら、民衆はこれらの影響を認識することさえなく（タ

ブー1）、タブー2を介した芸術の公式による「すべての芸術と革新を
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理解する」という単純なアクセスによって、認知や芸術を介したシス

テムから独立して、IQ、人格、健康、自由の低下に無力にさらされて
いないからである。  
 
国家の復興は、短期的には可能です。なぜならば、博物館には千年来

の技術革新や芸術作品が集められ、すでに展示されているからです。

美術館は、その歴史上初めて、その使命を果たし、すでに展示されて

いる作品の公式を公開することで、タブー1と2を破り、知の進化によ
る平和的な革命を起こし、社会における新しい社会的、グローバルな

課題に対応することができます。  
 
 
タブーを破った1.と2.を克服したことで  
人間の脳にあるタブー3、4、5は、イノベーションの認知情報の後の
新しい選択的な知覚で、自分自身をニューロン的に同等に持ち上げま

す。この知覚は、私たちの進化に遺伝子プログラムされており（NEU
GAR）、ニューロンの知性のバイパスを持つアートの公式によってロ
ックが解除されているからです。このようにして、恐怖心、攻撃性、

抑うつ、IQの低下した人口は過去のものとなった。ダイレクト・デモ
クラシーは、「アート・フォーミュラ」の発表により、新しい、より

良い世界、あるいは私たちの前向きな発展への道を見出しました（書

籍：「エシカル・キャピタリズム」も参照）。 
 

このアート・フォーミュラは、アート・オープンという展示コンセプ
トの核として、美術愛好家を魅了するだけでなく、自然史家にとって

も爆発力の高いステートメントを含んでいる。" 
 

フリーデマン・シュレンク教授博士 
ダルムシュタットのヘッセン州立美術館の副館長 

この2つの大きなトレンドセッターであるタブロイド紙は、どの
ようにして世間の注目を浴びるようになったのでしょうか。 
1. 美術展を通して：i = E = MC2 -第二の啓蒙-。  
 世界的に認知された平和の建築サイン「Globalpeace 

Campus」の設置。 
3. 科学的に証明された、神や創造物が存在

 するという経験的な証明によって、式：i = E = MC2. 
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4.
 信仰共同体がグローバルな宗教の憲法に統合される可能性があ
ること。 

5. 
 信者も非信者も、個性を伸ばすためのあらゆる可能性を持った
健康で永続的な自由な生活を送る無制限の権利を持ち、創造主＝

知識人としての誓いによって保護されていることを、メディアや

創造物の前ですべての人が宣誓することによって。  
 
 
次の3つのタブーは、1＋2のタブーが破られたときに、国民の脳
内で持ち上がる。 
 
タブー3「無限を理解することはできない  

 
実際のところ 
この声明では、研究における無限のリソースとエネルギーを省いてい

ます。無限に近い研究が、限りある資源、未来への非現実的な不安、

排除、空間的な意識を生み出し、整理し、強固なものにしています。  
リソース・アロケーション・ウォーズ。 
 
 
 

 
タブー4 - 神や創造物は理解してはならない。 

 
実際のところ 
このようにして、「創造者たる人間」は、労働者、宗教団体やイデオ

ロギーの構成員、消費者、被験者や有権者としてのみ「選別」され、

人類全体のために積極的な役割を果たすことが実質的に制限され、縮

小されている。しかし、すべての社会における研究と進化は、（一時

的な後退はあっても）自分の世界の創造者としての人間についての反

対の真実を証明し、私たちに見せてくれる。 
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タブー5「地上の楽園は、人間の邪悪な面によっ
て実現できない。 
 
実際のところ 
これは、啓蒙主義以降の時代、特にこの50年間の時代が証明している
ように、真実ではありません。それは、創造の力、人間の創造性、そ

して人類の進化によって、すべての人々にとっての地上の楽園を実現

するために、長い間努力してきたという事実を隠し、目をそらすため

です。  
 

• 私たちは150年前に比べて約2倍の時間を生きています。  
• 重くて単調な作業を、どんどん機械が代行してくれるようになり
ました。  

• 以前の時代に比べて、（発展途上国であっても）どんどん良くな
っています。  

• 食料を適切に分配すれば、生産された食料は初めてすべての人に
行き渡ることになる。  

• 私たちは、初めて1,000万トンもの生きた脳の塊を同時に自由に
使えるようになりました。この脳の塊は、私たちの進化のために

新たな創造的な方法で「第二の啓蒙」を通じてネットワーク化す

ることができますし、その知的・物質的な成果（イノベーション

）をもっと一緒に使うことができます。  
• マインドと創造性は、私たちの新たな無限のエネルギーと資源の
源となり、「第二の啓蒙」の時代に新たな人類が誕生するたびに

増え続けていくでしょう。ハーバード大学教授のスティーブン・

ピンカー氏の著書「エンライトメント・ナウ」も参考にしてくだ

さい）。 
 
5つのタブーがあることで、人口の知能や創造性は、数千年前からエ
ピジェネティックにあらかじめ決められた知能のストップにぶつかっ

ています。これらの停止は、メディアのFake 
Newsと相まって、IQの低下と搾取、そして人口の容易なコントロー
ルにつながります。 
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グローバル化した現代社会では、すべての人が健康で豊かな新しい倫

理的世界を築くための思考の5つの禁止事項は、私たちにとって最悪の
人質であり、戦争を引き起こし、私たちの進化を何度も後退させ、そ

もそも独裁者や戦争を可能にしています。 
 
危険を認識し、危険を回避する  
 
私たちは、第2の悟りを開いて、5つのタブーや禁止されている思考を
、革命を起こさずに、インターネットを通じて平和的に直接解除する

ことができます。 
 
アートフォーミュラーで「第二の悟り」を得ると、すぐに次のような

目に見える結果が得られます。  
 
1. 第二の啓蒙」の核となる芸術式は、古代文化の神秘性や謎を解消す
る。私たちは、自分たちがどこから来て、人類が将来どこへ行くの

かを知っています。将来への不安が解消される。 
 
2. この公式を適用し、メディアでネガティブな情報を周知した上で、
「第二の啓蒙」の中で社会に倫理的な資本主義を展開することがで

きるのです。 
 
3. 第二の啓蒙」によって、すべての人の創造性と知性の開発が始まり
、それがより多くの民主主義と、持続可能な新しい発明につながる

。  
経済は、人口と鏡像のように、そして全体的な理解の意味で持続的

に発展していきます。 
 
4. 第二の啓蒙」の道具として使われているこの方式は、私たちのとこ
ろに来たいと思っている人たちのための解決策を示し、彼らがいか

に私たちの社会システムに負担をかけずに緩和しているかを公開し

ています。 
 
5. この数式と「第二の悟り」により、事実上アクセス可能な無料のエ
ピジェネティックプログラムが開発され、回復、健康、細胞の若返
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りのためのインターネットポータルを通じて誰もが利用できるよう

になっています。  
 
6. この公式に基づいて、「第二の啓蒙」により、「Globalpeace 

Campus」の名の下に、すべての宗教の平和的共存の概念を実現す
ることが可能になります。 

 
式の導入と「第二の啓蒙」の開始からすでに6ヶ月が経過し、人口にお
ける最初の結果を認識することができます。 
 
人々はより活発になり、より意欲的になります。  
より健康的に  
と長生きしています。 
そして、二人は幸せに暮らしています。  
不安が少ない。 
精神的な停止や絶望感が少ない。 
うつ病が減ることで、自殺者数が減ります。 
犯罪や攻撃性が少ない。 
さらなる繁栄 
1年後、2年後には統計でわかるようになるでしょう）。 
 
その時の彼らは  
より多くの創造性を発揮することができます。  
より多くの情報を得ることができます。 
もっと思いやりを。 
より高い社会意識を持つために  
日常生活や社会における問題を、より多くの、より良い解決策で解決

する。 
発明品の提出が増える。 
彼らは自分の国の政治や民主主義にますます積極的に参加するように

なるだろう。 
 
エシカル・キャピタリズム」では、民主主義についての新しい理解が

、グローバルなテーマと事実に基づいたインターネット・デモクラシ

ーのほか、企業、人、国家のエシカル・バランスシートを用いて展開

されます。恐怖心を煽ると、いじめのように罰せられる。基本法や憲

法の精神を考慮して、学校の授業にアートフォーミュラを導入したり
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、特別に編集されたメディアエリアで恐怖や病気を引き起こす情報を

認識できるようにしたりします。このようなコンテンツには、たばこ

や医薬品、食品などと同様に警告表示を行い、環境保護に貢献します

。- すべての人に平等な機会を提供することに貢献するものです。 
 
最終的には宗教間で、人権を認めた上での世界平和のための宗教憲法

を締結する。 
 
投票したい人には、投票権が与えられます。政党はもはや閣僚を提供

することはなく、それぞれの選挙に関連すると思われるトピックを、

情報フィルム（ファクトチェック付き）によって準備するだけです。

これらの問題に対する投票権は、選挙の関連問題に関する個人向け情

報フィルムがインターネット上で明らかに閲覧され、理解された場合

に付与されます。 
 
それぞれのテーマの投票権をお持ちの方は、投票することができます

。選挙権はそれぞれパーソナライズされ、異なる生物学的アクセス特

性が提供されます。閣僚は超党派のプロフェッショナルで、独立した

人材紹介会社によって選ばれ、指名されます。閣僚委員会が閣僚を任

命します。 
 
人々は、もはやブロックされていない自分の知性を意識して使うこと

で、自分の生活や国家をどんどん良くしていくことができるでしょう

。国に関心のない人、投票権のない人、投票しない人は、国側の努力

が大きいため、約10％多く税金を払うことになります。 
 
未来への不安をあおるのではなく、未来への解決策を導き出す民主主

義では、デマゴーグや独裁者はもはや温床を見つけることはできませ

ん。また、メディア、特に本能を刺激して創造性を失わせるメディア

を通じて、不安を広めることもできません。 
 
私たちの未来  
この「メタデータ」は、エシカル・プロジェクトやコーポレート・バ

ランスの作成、最適化された持続可能な製品やコンセプトの開発のた

めに公開され、誰でも利用できるようになります。米国家安全保障局（

NSA）のメタデータは、すべての人のものです。 
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人々はほとんど永遠に生きることができるようになります。 
すべての資源は、人類の創造性によって地球規模で豊富に利用できる

ようになります。世界人口が大幅に増加すれば、なおさらです（すで

に過去に証明されています）。 
 
残された課題は？   
主権者になって、恐れずに未来に触れて、「第二の悟り」から始めて

みませんか。 
 
 
 
 

 
のどちらかを選択することになります。 

 
資本主義 独裁者 
功利的な態度で 

 
 

の工事をすることもできます。 
 

ダイレクト・デモクラシー 
自由に、持続可能な環境で、より長く、より健康的な

生活を送ることができます。 
すべての人に豊かな生活を 

 
 
 
 
 
1）中世のように：教会は解釈の主権を主張し、創造の唯一の代表者であると主張していた。信者は

信じなければならなかった。それ以上はありません。彼は教会の教義に心を捧げなければならな

かった。思想家や自由思想家がそれに従わない場合は、異端者として宗教から排除されたり、火
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あぶりなどの処刑が行われた。また、教会の歴史を見ると、信仰の最高位の代表者たちが、教義

や異端審問の時代の信仰の解釈を通じて被造物から距離を置き、被造物をその本質から矛盾させ

、この世で主張する解釈上の主権で被造物を溶解させてきたことがわかります。中世の人々の精

神的、健康的な成長は止まったり、衰えたりしていました。印刷が始まってから18世紀末までの
間に、民衆が独学で読み書きをするようになったのだから、長い間の啓蒙活動と革命がなければ

終わらなかった。  
  
今日、美術史家の言葉である「人口にとって芸術を理解するための単純な方法や芸術の公式は存

在せず、美術史家の特定の作品の定義を信じることだけが芸術を生み出すということ」を疑い、

それを表明する芸術の非信奉者は、一種のモビングや無視のプロセスにさらされている。しかし

、このことは、人間の創造物に対する美術史家の唯一の表現者としての主張と唯一の解釈上の主

権を証明するものであり、少なくとも恣意性によって、芸術家による芸術作品の誕生、美術史の

進化、さらには人口におけるIQの発達と革新力に（創造の本質への自由ではなく）制限を与える
ことになるでしょう。  
 
芸術が創造であることは、美術史家の間でも異論はない。しかし、美術史的に新しい情報を含み
、美術史の進化を示す客観的な芸術と、美術史的には何の革新もないが、主観的な芸術作品とし
て世界中の様々な鑑賞者に新しい個別の情報を喚起したり、引き起こしたりするだけの作品とは

区別しなければなりません。美術史的な作品も、美術史家や美術鑑賞者の主観的な解釈によって

、その作品自体に美術の革新性が見られなければ、客観的な作品は生まれません。  
主観的＋主観的＝主観的な芸術作品。一方で、美術史そのものには革新性がない視覚芸術作品の

主観的な解釈が、その解釈テキストの革新性によって、文学における客観的な芸術作品となるこ

ともあります。  
 
芸術作品の解釈は、文学における芸術のスタイルを確立することを可能にしますが、主観的な芸

術、コピー、盗作、美術品の装飾を客観的な芸術作品として識別することはできません。なぜな

ら、それらの作品は、形式と内容という客観的な芸術作品に必要な2つの連動した、相互に正当
化する革新を欠いているからです。  
視覚芸術に明快さをもたらす分水嶺は、客観的芸術と主観的芸術の間にあり、また視覚芸術と、

独立した芸術運動として可能な「解釈芸術」の文学との間にあります。美術史家は、この境界線

を研究を通して知っていなければ、授業を聞いていないことになる。芸術における境界線を認識

している美術史家が、その解釈において境界線を考慮に入れず、また芸術作品の評価において境

界線を公表しないことは、誤った情報による詐欺であり、遺伝学、エピジェネティクス、健康、

民主主義、自由、そして社会的発展に関連する全体的な文脈においては、社会的であり、住民の

奴隷化と搾取を幇助するものであり、ドイツ基本法、ほとんどの国の憲法、刑法、そして国連の

人権憲章に違反しています。 
 
これは誤解してはいけない。すべての芸術、芸術運動、芸術の解釈は、社会をそれぞれの教育や

創造性のレベル、年齢や文化、それまでの教育などの意識のプラットフォームから拾い上げ、す

べてのプラットフォームにまたがる創造のための芸術の公式によって、人々の革新的な力や創造

性を明らかにし、刺激するために必要かつ重要です。しかし、芸術における革新、創造、創作の

境界が曖昧になってしまうと、遺伝的に存在する革新に対する選択的知覚がそれを把握、理解す

ることができず、脳内のミラーニューロンが種の保存と人間の進化のために、理解された革新を

採用してより創造的になるという任務を果たすことができないため、成功しないでしょう。創造

物の内核や原理に反する恣意性の霧は、誤った情報が混じった芸術の境界線を曖昧にすることで

、芸術鑑賞者の意識の中で創造力を理解し、応用することで解消されます。ヨーゼフ・ボイスに

よれば、社会のさらなる進化（社会彫刻）のためには、作品の中の創造を最もシンプルな方法で

誰にでも見えるようにする、明確に定義された芸術の方式が必要だという。国や学校制度、古典

的なメディアが今日まで芸術の公式を発表してこなかったので、i＝E＝MC2という公式を使った
芸術展を新しいメディアで発表することで、さらなる啓蒙が可能になります。  
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3世紀以上にわたって、印刷機以降は国の助けを借りずに、人々が自分で読み書きを学ばなけれ
ばならなかったように、各国の人々は、新しいメディアの助けを借りて、芸術の方式によるニュ

ーロンの創造性の伝達から自由になるでしょう。これは、300年以上のプロセスを繰り返すので
はなく、美術館での展示や、新しいメディアの助けを借りて、3ヶ月間でアート・フォーミュラ
を使って、すべての国で起こることです。  
 
創造性と創作が人口に移ることで、攻撃性、鬱、病気、貧困、戦争、テロリズム、ファシズム、

人種差別、搾取、排除、犯罪などがさらに解消されます。全体論的な教育、ヒューマニズム、健

康、繁栄、そして自由が、数年後には明らかに測定可能な状態になり、人間と自然の倫理的な全

体論的未来のために、民主主義に決定的な再生力を与えることになります。  
 
 
2.客観的芸術とは、芸術の歴史において新たな客観的知識を生み出すものすべてであり、その知

識は、芸術の歴史において、新たに考案されたものとして、形式や内容において認識された、あ

るいはまだ認識されていない革新的なものとして、芸術の歴史において、芸術の進化の記録にお

ける作品の革新を通じて、芸術の歴史において、新たな作品とともに、芸術の歴史を見る人の誰

もが経験的に証明することができるものである。このイノベーションと新しいニューロン・ネッ

トワークを確認するプロセスは、芸術作品を介して主観的な鑑賞者の脳内で行われるだけでなく

、主観的な効果もあるが、芸術作品はその歴史の中でのイノベーションの認知プロセスを鑑賞者

の脳外に展示し、美術館で公開されるため、芸術史のイノベーションによって自然科学的に客観

的に記録される。美術館に展示されている作品は、このように美術史の進化における客観的な芸

術のプロセスを記録しています。したがって、客観的なものであれば、芸術の歴史に形式や内容

の革新を加えることができる芸術となります。認識された創造性の伝達を通じて、脳内の何百万

もの新しい神経生物学的ネットワークを通じて、アートを理解した人の意識やIQが同時に開発さ
れます。この芸術式のプロセスが人々に伝われば、人間的で経済的に豊かな、民主的な社会を手

に入れることができます。 
客観的な芸術＝芸術の歴史における革新／芸術の歴史における変化／鑑賞者の意識の変化は、客

観的な芸術によって可能ですが、それは鑑賞者それぞれに異なる主観的な変化や洞察を引き起こ

す可能性があります。  
主観的なアートとは、美術専門家が（客観的なアートでなくても）アートと宣言したり、鑑賞者

がアートと認識したり、個人の意識にとって美術史とは無関係な主観的な体験が、認識されたも

のや作品を通して鑑賞者の意識に新たな思考を引き起こし、ミラーニューロンを介して神経生物

学的な脳のネットワークを補強したり、新たに構築することを可能にするものです。  
主観的な芸術＝装飾、非芸術、コピー＝芸術史的な革新性がない／主観的な芸術によって、見る

人の意識の変化が可能なのと同じである。したがって、主観的な芸術作品の革新が、鑑賞者に新

しい情報として認識されるかどうかは、鑑賞者の意識の知識やイメージの進化状態（鑑賞者がど

のような芸術作品の革新を知っているか）にかかっています。それは生物学的な進化の過程であ

り、新しい知識だけが見る人のニューロンネットワークを変える。  
主観的なアートと客観的なアートは、見る人によってそれぞれ異なる思考プロセスやニューロン

ネットワークを引き起こします。しかし、客観的な芸術とは対照的に、主観的な芸術におけるこ

のアートワークのプロセスは、主に鑑賞者自身や、認識している鑑賞者の脳の新しい画像処理や

、鑑賞者のIQテストなどによって、主観的に判断するしかありません。  
一方、Objective 
Artでは、作品の革新性の情報は、作品そのものや美術史を通じて、美術館ですべての人に公開さ
れ、科学的に経験的に理解することができます。そのためには、芸術を理解するための鍵（芸術

のABC理論、万人が理解しやすい芸術の図形式）や、芸術の理解がパンやバターのような贅沢で
はなく、創造性、知性、健康の神経細胞の改善や発展的な繁栄を即座にもたらすという情報が、

これまで欠けていたため、独裁的な権力体制の確立と維持に有利に働き、民主主義が損なわれて

いました。  
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3.
永久に未来を不安にさせる情報によって、神経細胞に突然変異が起こり、フリン効果にもかか

わらず、受け手のIQは一時的に強く、しかし潜在的には永久に少しずつ低下する。不安、鬱、慢
性的な苦しみ、攻撃性、自殺、IQの低下、テロ、戦争、大量虐殺などに関するインターネット上
の科学的な調査研究もご覧ください。Fundacion 
Liedtkeは、長年にわたる独立した科学的研究を行いたいと考えています。この研究では、数多く
の科学的実証研究から得られた、原因とその影響、さまざまな恐怖と人間の創造性の妨げとなる

ものの相互作用の集合体をまとめています。この研究の内容と目的は、国民の恐怖と創造性の阻

害状態を記録して分類し、それをその国で認められている人権、国民の平均IQ、自殺件数、犯罪
性、人種・外国人恐怖症、ポピュリズム、メディアの自由度、国の民主主義や政治に関連するピ

サ調査の結果と関連づけて評価し、どうすれば世界をより倫理的に形成し、すべての人がよりよ

く生きることができるかについての新たな洞察と解決策を得るための国のカタログです。 
 
ナチス時代の凶悪犯のようなメディアによる未来への恐怖のプログラミングは、ドイツ人に深く

根付いており、ナチス帝国でのより良い生活や、集団の中での偽りの改善された可能性、共感や
親近感による自分の命の危険、迫害されている人々の考え、強制収容所で死ぬか殺されるまで過
ごす可能性など、当時の理由とエピジェネティックに結びついている。

 

 
5.
エピジェネティクスとアートの関連では、1999年に権力を握った政治家たちが、美術展アート
オープンを閉じることで第二の啓蒙を止めようとしたことで、反ユダヤ主義、人種差別、異論を

唱える者の排除という古いエピジェネティクスの刷り込みを、アートの方式で取り除くことがで

きなかったこと。遺伝、神経生物学、文化、社会、富裕層と貧困層、老齢者と若年者など、あら

ゆる不自然な制限を共生によって解消する処方です。それは相反するものの結合の象徴であり、

知識が潜在意識に入り、ここから意識的な思考を形成することで検証されます。選択的な知覚は

、思考や潜在意識における好奇心、創造性、革新性、進化に再び調整されます。進化に関する革

新性や知識を含まず、恐怖を引き起こすような "ゴミ情報 
"は、意識の中を駆け抜け、潜在意識には辿り着かず、この進化の情報が知識の後の選択的知覚
によって重要なものとして認識されず、さらには矛盾しているために、うつ病や神経症、IQ低下
や外部から決められたプログラムされた見方の思考の巣を難なく形成することしかできません。

アートフォーミュラを世界的に導入すれば、どの国でも（どの国にもそれぞれの歴史があります

）、人種差別や反ユダヤ主義、ファシズムを解消することができるでしょう。それは、人々の創

造性や知性、共感力を高めることで、アートや人間に対するアートの境界線をエピジェネティッ

クに廃止することにつながります。  
 

6.
新しい神経細胞とエピジェネティックな研究結果によると、芸術作品から蓄えられた創造性は

、脳内のミラーニューロンを介した芸術認識によって集団に伝達され、心や共感、さらには遺伝

的な心の能力の低下、軽減、制限に対抗することができます。エリック・カンデルは、2000年に
ノーベル医学賞を受賞している（神経細胞の信号伝達に関するカールソン、グリーンガードとの
共同研究）。さらに、脳のミラーニューロンと遺伝学やエピジェネティクスとの相互作用に関す

る研究成果により、「情報、芸術、想像力が遺伝子プログラムのエピジェネティックな再構築を

促進し、人間は変化する環境の中で豊かに成長していくことができる」という言葉が数年後に確

認されました。 
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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
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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ことは、信者の

よく知られた不調和（人格の低下、恐怖心、抑うつ、依存症、

攻撃性）をもたらし、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

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
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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

当てはまります。極端な運命論者、テロリスト、ネオナチなどが

、認知、想像、未来の形成を通して距離を置くようになると、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。つまり、反応や行動がますます攻撃的になり

、私たちから見れば、ますます非人間的になっていくのです。 
 
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。どんな困難

にも負けず、創造性を発揮して、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たちは、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
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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

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てからであ

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
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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、
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、極端な運命論者の場合に

は、指導の下で、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。 
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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。 
 
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

です）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

れています。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、同時に犯罪やテロ、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

下しても病人には見えないようになっている。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
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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。 
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なります。一卵性双生児

と二卵性双生児では、本疾患の発症頻度が異なることが証明され

ています。  
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等

しく関与している多原因の病態を想定しています。上記の分野、
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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

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考えてみてく

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, 
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Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen も参照
のこと）。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、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
報告書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"... 
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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  
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
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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
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す。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
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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・シュレンクは、この科学的なギャップを

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。 
(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発展する。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
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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」。 
"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統合されることを実

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 
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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。  
 
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
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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。  
 
 
 
 
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。  
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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。既知の文脈を考慮し、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

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。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
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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。 
 
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、倫理的な概念への経済的な参加を通じて、国や

企業、人生の倫理的な発展と経済的な成功に貢献します。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 
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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

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します。 
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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。 

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
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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.神経生物学的、エピジェネティクス的に有効な恐怖、創造性、
IQのブレインロック（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ます。思考恐怖症のために反民主
主義的にIQを下げるために集団をコントロールするために悪用
される可能性があります）は、芸術における具象的な創造性プロ
セスの主権と創造性の方式で再び持ち上げられ、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を介して

説明された革新性や問題の解決策となります。これは科学的に知

られている（エピジェネティックな効果もある）今日の自己と種

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。 
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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。   
 
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。  
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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。   
  
 
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「Issue 
Direct Election System」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
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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  
 
 
www.the-
sovereign.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。  
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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。  
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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、

倫理的な創造性をもって、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。  
 
プエルト・デ・アンドラッチ・マヨルカにある非営利

団体Fundacion LiedtkeのSovereign 
Clubは、政党やイデオロギー、宗教ではなく、世界的
に活動する草の根運動です。この運動は、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

のためにすべての国で立ち上がり、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

定による最適で倫理的な生活を伴うように支援します

。  
 
イシューを要求する-
直接民主主義、人権の尊重、倫理的資本主義。 
 
 
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  
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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な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。  
 
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。  
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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、すべて

の人に新しい自由、健康、尊厳、繁栄をもたらす道を

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  
 
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。  
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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。寄付者の名前のリストは、Fundacion 
LiedtkeとDirect 
Democracyの主催者は公表していません。Sovereign 
Direct 
Democracy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。    
  
 
 

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、および内
部クッキーを使用したGlobalpeace	Campus	Peace	
Centerのためにのみ使用され、新しい、より良い世界で倫理的な資本主義を作るため
のアクセス情報を提供します。				 

 

 
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。 
 
 
 



 

 
135 

 
 

Fundacion Liedtke  
                      組織部門 ソブリン 
 
非営利団体「Fundacion Liedtke」とは？ 
Fundacion 
Liedtkeは、直接民主主義を実現するために、Sovereign 
Coinの収入や寄付金、美術品、寄付者の不動産や株式、資産を
管理し、グローバルヘルスシステムのアプリ、Globalpeaceのキ
ャンパスセンターを構築し、直接民主主義を実現するための民間

のSovereign Clubを主導しています。  
  
Fundacion LiedtkeのSovereign 
Clubは、政党や宗教ではなく（政党や宗教になることを望んで
もいない）、宗教、政党への所属、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に関

係なく、現在と未来の問題に取り組む人々の民主的な草の根運動

である。肌の色、性別、年齢に関わらず、事実に基づいた質問や

選挙の話題にのみ参加し、人間と自然に調和した倫理的な資本主

義の概念を整理し、世界的な直接民主主義をもって、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、全世界の人間の

利益のためにオンラインで投票し、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を実現するための活動を

行います。 
 
州主権クラブは、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結成され、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、決定および投票のために主権者に提案し

なければならない。 
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Sovereign 
Clubは、投票問題のデザインと同様に、外部からの影響を受け
ません。  
 
ソブリンクラブメディアでの広告・スポンサー活動はできません

。  
 
Sovereign 
Coinの取得者や寄付者のデータは、ブロックチェーンで保護さ
れています。  
 

Fundacion Liedtkeのタスク  
ソブリンコインの寄付金の販売による純利益で、Fundacion Liedtkeは倫理的
で創造的な持続可能な世界を促進するための3つのフォーカルポイントに100
％出資しています。 

 
a.) 直接民主主義「The Sovereign」の確立。  
b.) 平和センター「グローバルピース・キャンパス」の建設と「ニュ

ー・ルネッサンス」展の開催：i = E = MC2 
c.) 健康と創造性を促進する無料アプリ「aimeim」の研究とプログラ

ミングを100以上の言語で行っています。  
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The Sovereign Social Networkです。 

 
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    
                                母国語表示のための     
                                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 
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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

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。ユーザーは

、通信ユーザーとして、また、国のメンバー、大使、事務局長として「ソブ

リンクラブ」から追放される可能性があるため、記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使用しないことを確認します。 
 
The Sovereign data security: user and voters remain secret. 
ソブリンユーザーのすべての個人データおよびソブリンの通信システムのす

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。 
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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
ことがあります。ソブリン通信システムの利用者は、ここに、またソブリン

情報システムを利用することにより、（居住国の法改正など）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す

るものとします（運営者によるデータの復元または回復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、スマホやスティック

、パソコンでブロックチェーンで保護された安全な状態に保たれます。選挙

妨害、偵察の試み、投票用紙の作成、秘密投票、異なる国の法律に基づく投

票システムなどのリスクが存在する場合、ソブリンのサーバーは新しい場所

で運用されるため、削除後、ユーザーは再登録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  
直接民主主義の有権者であれば、安全なSovereignのソーシャルネットワーク
を利用するためにSovereign Clubのメンバーになる必要はありません。 
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。 

 
登録ネットワーク 主権者 www.the-sovereign.com         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
140 

  
メンバーになる  
 
                     ソブリンクラブにて 

Fundacion Liedtkeの組織体制について   
アートコレクション「ニュー・ルネッサンス：i＝E＝MC2」を

紹介します。  
と「Sovereign」、Fundacion Liedtkeの  

とのことです。  
直接民主主義を実現するための主権者クラブ   

  
Sovereignは、直接民主主義の国家組織を実現するための法人化
されていないクラブです。 
 
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、最初のステップでの変更とその実施のため

のいくつかの提案がなされていますが、これは各国の状況や要件

に合わせて行う必要があります。 

本クラブの会員は誰でも、選挙のための提案と投票問題を提出す

ることができ、それに基づいて変更や投票への参加が、その後、

国のソブリン大使とクラブの書記長によって組織され、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

認を行うKIウィキの投票問題メディア手順で、当該国の国民が投
票を行う。 

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Sovereign 
Club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。直接民主主義選挙アプリのopensouceが作成したブロックチェーン選挙プロ
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グラム；the-
sovereign.globalは、プログラム構造の点検・管理のためにオンラインで掲載・公開されます
。

 
今すぐ無料の「ソブリンクラブメンバー」として登録してください。 

主権者組織は建設中 
 
主権者組織の大使または事務局長への応募  
 
一国の大使や事務局長になる  
世界的な直接民主主義を目指したい方は、主権者組織の 
 

 
 
登録フォームです。  
国別組織: www.the-sovereign.com 
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ソブリンコインの寄付購入について 
 
ソブリンコインを注文して、グローバルな直接

民主主義の構築を支援する 
 
みんなが年間20ソブリンコインを寄付したり購入したりすれば
、情報の自由、市民権、民主主義を打ち出し、 
健康と自由を守るための独立した経済力を持つことができます。 
 
 
 

ソブリン・コイン 
 

歴史が示しているのは、創造性が自由と平和と健康を

可能にするということです。 
 
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

（植民地化の初期には、ガラスビーズを金と交換していました）

。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、支配者に蓄積され、より多

くの権力を伴うことになります。 
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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、オンラインのダイレクト・デモクラ

シーのウェブサイトであるwww.the-sovereign.com。   

を設立した組織に 
  
Fundacion 
Liedtkeは、1,000億枚のソブリンコイン（TSGコイン）を1TSG
コインの額面で発行し、新しいエシカルな世界を構築・拡大して

いきます。  
 
寄付または販売された「ソブリンコイン」の純利益は、100％積
み立てに使用されます。  

a.) 直接民主主義の「The Sovereign」です。  
b.) 平和センター「Globalpeace Campus」と 
c.) "新・ルネッサンス展：i＝E＝MC2" 
d.) また、健康と創造性を促進する無料アプリ「aimeim」の研究とプ

ログラミングを100以上の言語で行っています。 

ソブリンコインは、客観的な（革新的な）芸術作品やInnovative 
Art With Worldのアイデアを
一般の方から、または芸術作品の所有者からソブリンコインに交

換してもらうことで獲得でき、ポジティブな世界の発展に貢献す

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のアート作品で、その価値がアートインベストの証明書
に表れているもの。 
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人々の自由、創造性、健康、そして富は、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・アート

ワーク・コレクションの芸術作品によって人々に生み出された文

化的価値は、ファンドアシオン・リートケにプールされています

。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、新たに出現した環境・共

同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に依存

しないアートやアーティストに、創造性、健康、教育、民主主義

を促進する新たな自由を与え、イノベーションを通じて人々の繁

栄をもたらす、自己生成する新しい文化資産です。  
 
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。  
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"The Sovereign Coin (TSG-C)"  
コインを購入された方は、プエルト・デ・アンドラッチ・マヨル

カにある非営利団体Fundacion 
Liedtkeの口座にお振り込みください。Fundacion 
Liedtkeは、事務手数料やその他の手数料なしに、純利益の100％
をグローバル・プロジェクトの構築に使用します。  
"Direct Democracy The Sovereign" 
"「グローバルピース・キャンパスセンター」と   
"aimeim health app "を使用。 
 

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 
 
アートインベスト認定作品  

  
 
ソブリン・コイン  
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安全：すべての人々のための自由、平和、健康における直接民主主義の構築

。 
 
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ユーロの寄付 
X 100ソブリンコイン = 97ユーロの寄付 
X 1.000ソブリンコイン = 950ユーロの寄付 
X 10.000 Sovereign Coins = 9.000 Euro donation 
X 100.000 Sovereign Coins = 80.000 Euro donation 
X 1.000.000ソブリンコイン = 7.00.000ユーロの寄付金 
 
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ことも

考えなければなりません。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
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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

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
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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

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


