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【【【【序序序序】】】】    

米国米国米国米国によるによるによるによるイラクイラクイラクイラク攻撃攻撃攻撃攻撃にににに対対対対するするするする説明説明説明説明はははは、、、、軍事軍事軍事軍事・・・・政治的政治的政治的政治的なななな弁明弁明弁明弁明からからからから地政学的地政学的地政学的地政学的・・・・経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益

にににに焦点焦点焦点焦点をををを当当当当てるてるてるてる主張主張主張主張にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく存在存在存在存在するするするする。。。。    

元元元元々々々々のののの公式公式公式公式なななな説明説明説明説明はははは、、、、サダムサダムサダムサダム････フセインフセインフセインフセインがががが米国米国米国米国ややややイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと中東地域中東地域中東地域中東地域にににに脅威脅威脅威脅威をををを与与与与えるえるえるえる化化化化

学学学学・・・・生物兵器生物兵器生物兵器生物兵器そのそのそのその他他他他のののの大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器（（（（WMDWMDWMDWMD））））をををを所有所有所有所有していたというものでありしていたというものでありしていたというものでありしていたというものであり、、、、それはそれはそれはそれは現現現現

在在在在ではではではでは信用信用信用信用をををを失失失失っているっているっているっている。。。。WMDWMDWMDWMD がががが全全全全くくくく発見発見発見発見されなかったされなかったされなかったされなかった際際際際にににに、、、、侵略侵略侵略侵略にににに続続続続くくくく米国軍米国軍米国軍米国軍のののの占領占領占領占領

にににに対対対対してしてしてしてワシントンワシントンワシントンワシントンはははは、、、、独裁者独裁者独裁者独裁者のののの除去除去除去除去ととととアラブアラブアラブアラブ世界世界世界世界でのでのでのでの意義意義意義意義あるあるあるある民主主義民主主義民主主義民主主義のののの確立確立確立確立をををを叫叫叫叫んでんでんでんで

そのそのそのその侵略侵略侵略侵略とととと占領占領占領占領をををを正当化正当化正当化正当化したのであるしたのであるしたのであるしたのである。。。。植民地植民地植民地植民地傀儡政権傀儡政権傀儡政権傀儡政権のののの設置設置設置設置はははは２０２０２０２０万人万人万人万人のののの正規軍正規軍正規軍正規軍とととと非正非正非正非正

規規規規のののの殺殺殺殺しししし屋部隊屋部隊屋部隊屋部隊というというというという帝国占領軍帝国占領軍帝国占領軍帝国占領軍によってによってによってによって支支支支えられたものだったがえられたものだったがえられたものだったがえられたものだったが、、、、イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争のののの根拠根拠根拠根拠にににに

関関関関するするするする議論議論議論議論にににに嘘嘘嘘嘘をををを付付付付けけけけ加加加加えているえているえているえている。。。。そのそのそのその占領軍占領軍占領軍占領軍はははは１００１００１００１００万人万人万人万人にににに近近近近いいいいイラクイラクイラクイラク国民国民国民国民をををを殺害殺害殺害殺害してしてしてして

おりおりおりおり、、、、４００４００４００４００万人万人万人万人がががが亡命亡命亡命亡命をををを余儀余儀余儀余儀なくされなくされなくされなくされ、、、、人口人口人口人口のののの９５９５９５９５％％％％をををを貧困化貧困化貧困化貧困化させているのださせているのださせているのださせているのだ。。。。最近最近最近最近のののの

弁明弁明弁明弁明ではではではでは米国米国米国米国のののの占領占領占領占領がががが「「「「内戦内戦内戦内戦をををを防止防止防止防止するするするする」」」」ためにためにためにために必要必要必要必要であるとするであるとするであるとするであるとする言言言言いざまがいざまがいざまがいざまが繰繰繰繰りりりり返返返返されされされされ

るるるる。。。。ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどのイラクイラクイラクイラク人人人人とととと軍軍軍軍のののの専門家専門家専門家専門家はははは米国米国米国米国のののの植民地占領軍植民地占領軍植民地占領軍植民地占領軍のののの存在存在存在存在がががが激激激激しいしいしいしい紛争紛争紛争紛争のののの原因原因原因原因でででで

あるとあるとあるとあると考考考考えているのだえているのだえているのだえているのだ。。。。特特特特にににに、、、、米国軍米国軍米国軍米国軍のののの一般市民一般市民一般市民一般市民にににに対対対対するするするする破壊的破壊的破壊的破壊的なななな攻撃攻撃攻撃攻撃、、、、対立部族対立部族対立部族対立部族ののののリーリーリーリー

ダーダーダーダーややややクルドクルドクルドクルド人商人人商人人商人人商人にににに対対対対するするするする資金援助資金援助資金援助資金援助、、、、そしてそしてそしてそして一般市民一般市民一般市民一般市民をををを抑圧抑圧抑圧抑圧するするするする地方地方地方地方のののの警察軍警察軍警察軍警察軍とのとのとのとの契約契約契約契約

であるであるであるである。。。。大部分大部分大部分大部分のののの米国人米国人米国人米国人（（（（世界世界世界世界のののの他他他他のののの国民国民国民国民はははは言言言言うまでもないうまでもないうまでもないうまでもない））））がこのようながこのようながこのようながこのような上上上上っっっっ面面面面だけのだけのだけのだけの

主張主張主張主張ではではではでは納得納得納得納得させられないためにさせられないためにさせられないためにさせられないために、、、、ワシントンワシントンワシントンワシントン政権政権政権政権はそのはそのはそのはその戦争戦争戦争戦争のののの継続継続継続継続とととと占領占領占領占領をををを次次次次のようにのようにのようにのように

言言言言ってってってって理由付理由付理由付理由付けるけるけるける。。。。世界世界世界世界とととと地域地域地域地域でのでのでのでの超大国超大国超大国超大国としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを維持維持維持維持するためにするためにするためにするために、、、、そしてそしてそしてそして、、、、中東中東中東中東

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける親米的親米的親米的親米的なななな各政権各政権各政権各政権にににに対対対対してしてしてしてワシントンワシントンワシントンワシントンがそのがそのがそのがその支配者集団支配者集団支配者集団支配者集団をををを防衛防衛防衛防衛しそのしそのしそのしその重要重要重要重要なななな同同同同

盟者盟者盟者盟者であるであるであるであるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの防衛防衛防衛防衛をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、支配地支配地支配地支配地でのでのでのでの軍事的勝利軍事的勝利軍事的勝利軍事的勝利がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると。。。。

ブッシュブッシュブッシュブッシュののののホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスおおおおよびよびよびよび親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの議会指導者達議会指導者達議会指導者達議会指導者達はははは、、、、イラクイラクイラクイラクでのでのでのでの勝利勝利勝利勝利がががが世界世界世界世界

的的的的なななな「「「「反反反反テロテロテロテロ」（」（」（」（反抵抗反抵抗反抵抗反抵抗））））政権政権政権政権としてとしてとしてとして成功成功成功成功するするするするワシントンワシントンワシントンワシントンののののイメージイメージイメージイメージのののの基盤基盤基盤基盤となるだろうととなるだろうととなるだろうととなるだろうと

主張主張主張主張するするするする。。。。こういったこういったこういったこういった後付後付後付後付けのけのけのけの正当化正当化正当化正当化はははは戦争戦争戦争戦争がががが長引長引長引長引くにつれてくにつれてくにつれてくにつれて信用信用信用信用をををを失失失失いいいい、、、、イラクイラクイラクイラク、、、、アフアフアフアフ

ガニスタンガニスタンガニスタンガニスタン、、、、レバノンレバノンレバノンレバノン、、、、ソマリアソマリアソマリアソマリア、、、、タイタイタイタイ、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、パキスタンパキスタンパキスタンパキスタンなどなどなどなど各国各国各国各国でのでのでのでの国民国民国民国民のののの抵抵抵抵

抗抗抗抗はははは増大増大増大増大するするするする。。。。戦争戦争戦争戦争がががが長引長引長引長引けばけばけばけば長引長引長引長引くほどくほどくほどくほど、、、、経済的経済的経済的経済的なななな負担負担負担負担とととと軍人軍人軍人軍人たちへのたちへのたちへのたちへの抑圧抑圧抑圧抑圧はますますはますますはますますはますます

大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり、、、、帝国帝国帝国帝国のののの防衛防衛防衛防衛にあてがうにあてがうにあてがうにあてがう能力能力能力能力をををを維持維持維持維持するするするする作業作業作業作業はますますはますますはますますはますます困難困難困難困難となるとなるとなるとなる。。。。    

もしもしもしもし、、、、イラクイラクイラクイラクととととアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンでのでのでのでの米国米国米国米国のののの侵略戦争侵略戦争侵略戦争侵略戦争にににに対対対対するするするする政治的政治的政治的政治的・・・・軍事的軍事的軍事的軍事的なななな公式公式公式公式のののの正正正正

当化当化当化当化がががが空虚空虚空虚空虚にににに響響響響きほとんどのきほとんどのきほとんどのきほとんどの人人人人をををを納得納得納得納得させないものならばさせないものならばさせないものならばさせないものならば、、、、このこのこのこの戦争戦争戦争戦争のののの経済要因経済要因経済要因経済要因をををを説明説明説明説明しししし

ててててブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権をををを批判批判批判批判するするするする主張主張主張主張のののの中中中中でででで、、、、いったいいったいいったいいったい何何何何がががが、、、、唯一唯一唯一唯一ではないがではないがではないがではないが主要主要主要主要なものとしてなものとしてなものとしてなものとして、、、、

前面前面前面前面にににに押押押押しししし出出出出されているのだろうかされているのだろうかされているのだろうかされているのだろうか？？？？    

このこのこのこの戦争戦争戦争戦争のののの経済的経済的経済的経済的なななな決定要因決定要因決定要因決定要因でのでのでのでの主主主主なななな焦点焦点焦点焦点はははは石油石油石油石油にににに関関関関するするするする事柄事柄事柄事柄にににに当当当当てられているてられているてられているてられている。「。「。「。「石油石油石油石油



のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争(*)(*)(*)(*)」」」」としてであるとしてであるとしてであるとしてである。。。。このこのこのこの説明説明説明説明もまたもまたもまたもまた様様様様々々々々なななな種類種類種類種類にににに分分分分かれるのだかれるのだかれるのだかれるのだ。。。。第第第第１１１１のののの、、、、そそそそ

してしてしてして最最最最もももも人口人口人口人口にににに膾炙膾炙膾炙膾炙するものはするものはするものはするものは、、、、米国米国米国米国のののの巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業（（（（Big OilBig OilBig OilBig Oil：：：：ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル））））がこのがこのがこのがこの

戦争戦争戦争戦争のののの背後背後背後背後にいたにいたにいたにいた、、、、というものであるというものであるというものであるというものである。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、ブブブブッシュッシュッシュッシュととととチェイニーチェイニーチェイニーチェイニーがそのがそのがそのがその巨大石油企巨大石油企巨大石油企巨大石油企

業業業業にににに押押押押されされされされ、、、、国営国営国営国営であったであったであったであったイラクイラクイラクイラクのののの油田油田油田油田とととと石油精製基地石油精製基地石油精製基地石油精製基地をををを米国石油企業米国石油企業米国石油企業米国石油企業のものにするためのものにするためのものにするためのものにするため

にこのにこのにこのにこの戦争戦争戦争戦争をををを立立立立ちちちち上上上上げたというげたというげたというげたという説明説明説明説明だだだだ。。。。第第第第２２２２ののののバージョンバージョンバージョンバージョンはそれをややはそれをややはそれをややはそれをやや修正修正修正修正したものだがしたものだがしたものだがしたものだが、、、、

ホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスがががが巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業にににに押押押押されたのではなくされたのではなくされたのではなくされたのではなく、、、、必然的必然的必然的必然的なななな行動行動行動行動としてそれらのとしてそれらのとしてそれらのとしてそれらの利益利益利益利益

のためにのためにのためにのために行動行動行動行動したしたしたした、、、、というものであるというものであるというものであるというものである。（。（。（。（これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの戦争戦争戦争戦争をををを追求追求追求追求するするするする際際際際になぜになぜになぜになぜ国際的国際的国際的国際的なななな巨巨巨巨

大石油企業大石油企業大石油企業大石油企業ののののスポークスマンスポークスマンスポークスマンスポークスマンががががメディアメディアメディアメディアやややや議会議会議会議会ののののホールホールホールホールにににに驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど顔顔顔顔をををを出出出出さなかったのかさなかったのかさなかったのかさなかったのか

をををを説明説明説明説明するためにするためにするためにするために持持持持ちちちち上上上上げられたげられたげられたげられた。）。）。）。）    

（（（（****最近最近最近最近、、、、９９９９月月月月とととと１０１０１０１０月月月月にににに連邦準備委員会連邦準備委員会連邦準備委員会連邦準備委員会のののの元議長元議長元議長元議長アランアランアランアラン・・・・グリーンスパングリーンスパングリーンスパングリーンスパンやややや米軍米軍米軍米軍ののののジョジョジョジョ

ンンンン････アブザイドアブザイドアブザイドアブザイド将軍将軍将軍将軍などなどがなどなどがなどなどがなどなどが行行行行ったったったった発言発言発言発言をををを見見見見よよよよ。）。）。）。）    

第第第第３３３３ののののバージョンバージョンバージョンバージョンではではではでは、、、、サダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインによってによってによってによって脅威脅威脅威脅威にさらされていたにさらされていたにさらされていたにさらされていた米国米国米国米国のののの安全保安全保安全保安全保

障上障上障上障上のののの国益国益国益国益というというというという理由理由理由理由からからからから、、、、石油石油石油石油をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために米国米国米国米国がががが戦争戦争戦争戦争にににに走走走走ったとされるったとされるったとされるったとされる。。。。このこのこのこの説説説説

明明明明ではではではでは、、、、サダムサダムサダムサダム････フセインフセインフセインフセインががががホルムズホルムズホルムズホルムズ海峡海峡海峡海峡をををを閉閉閉閉ざしてざしてざしてざして湾岸諸国湾岸諸国湾岸諸国湾岸諸国をををを侵略侵略侵略侵略しししし、、、、サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアでででで

のののの反乱反乱反乱反乱をそそのかしをそそのかしをそそのかしをそそのかし、、、、そしてそしてそしてそして／／／／またはまたはまたはまたは、、、、米国米国米国米国とそのとそのとそのとその同盟国同盟国同盟国同盟国へのへのへのへの石油輸送石油輸送石油輸送石油輸送をををを減減減減らすというらすというらすというらすという危危危危

険性険性険性険性があったとがあったとがあったとがあったと指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる。。。。言言言言いいいい換換換換えるとえるとえるとえると、、、、中東中東中東中東のののの「「「「地政学地政学地政学地政学」」」」によってによってによってによって、、、、親米的親米的親米的親米的ではないではないではないではない

政権政権政権政権がががが米国米国米国米国やややや欧州欧州欧州欧州やややや日日日日本本本本へのへのへのへの石油輸送石油輸送石油輸送石油輸送にににに対対対対するするするする脅威脅威脅威脅威であったとされるであったとされるであったとされるであったとされる。。。。これはこれはこれはこれは明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、

以前以前以前以前はははは WMDWMDWMDWMD プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの推進者推進者推進者推進者であったであったであったであったアランアランアランアラン・・・・グリーンスパングリーンスパングリーンスパングリーンスパンによってによってによってによって打打打打ちちちち出出出出されされされされ

たたたた最新最新最新最新のののの主張主張主張主張なのであるなのであるなのであるなのである。。。。    

このこのこのこの「「「「石油石油石油石油のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争（（（（‘war for oil’‘war for oil’‘war for oil’‘war for oil’＝＝＝＝ WFO WFO WFO WFO）」）」）」）」論論論論のののの推奨者推奨者推奨者推奨者たちはたちはたちはたちは事実事実事実事実にににに基基基基づくづくづくづく各種各種各種各種のののの

検証検証検証検証をしていないをしていないをしていないをしていない。。。。まずまずまずまず石油企業石油企業石油企業石油企業はははは、、、、議会議会議会議会へのへのへのへのロビーロビーロビーロビー活動活動活動活動でもあるいはそのでもあるいはそのでもあるいはそのでもあるいはその他他他他のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる

政治的政治的政治的政治的なななな手段手段手段手段をををを通通通通してでもしてでもしてでもしてでも、、、、戦争戦争戦争戦争へへへへ向向向向かうかうかうかうプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを決決決決してしてしてして熱心熱心熱心熱心にににに支持支持支持支持してはいなかしてはいなかしてはいなかしてはいなか

ったのだったのだったのだったのだ。。。。次次次次にににに、「、「、「、「石油石油石油石油のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争」」」」論推奨者論推奨者論推奨者論推奨者たちはたちはたちはたちは、、、、石油企業石油企業石油企業石油企業があのがあのがあのがあの侵略侵略侵略侵略のののの前前前前にににに行行行行ってってってって

いたいたいたいたイイイイラクラクラクラクとのとのとのとの経済関係発展経済関係発展経済関係発展経済関係発展のののの努力努力努力努力をををを説明説明説明説明できないできないできないできない。。。。実際実際実際実際ににににイラクイラクイラクイラクのののの石油石油石油石油をををを取引取引取引取引するためするためするためするため

にこっそりとにこっそりとにこっそりとにこっそりと第第第第３３３３国国国国をををを通通通通してしてしてして働働働働きかけていたのだきかけていたのだきかけていたのだきかけていたのだ。。。。第第第第３３３３にににに、、、、中東地域中東地域中東地域中東地域におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな石油石油石油石油

企業企業企業企業のののの全全全全てがてがてがてが、、、、政治的政治的政治的政治的なななな安定安定安定安定とこのとこのとこのとこの地域地域地域地域でのでのでのでの経済政策経済政策経済政策経済政策のののの自由化自由化自由化自由化、、、、そしてそしてそしてそして外国人投資家外国人投資家外国人投資家外国人投資家のたのたのたのた

めのめのめのめの石油取引開始石油取引開始石油取引開始石油取引開始にににに主要主要主要主要なななな関心関心関心関心をををを向向向向けていたのであるけていたのであるけていたのであるけていたのである。。。。ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイルのののの戦略戦略戦略戦略はははは、、、、中東地中東地中東地中東地

域域域域でででで進行中進行中進行中進行中のののの自由化自由化自由化自由化プロセスプロセスプロセスプロセスとそのとそのとそのとその巨大巨大巨大巨大なななな市場支配力市場支配力市場支配力市場支配力――――投資投資投資投資とととと技術技術技術技術――――によってによってによってによって新新新新たなたなたなたな

市場市場市場市場とととと石油資源石油資源石油資源石油資源をををを勝勝勝勝ちちちち取取取取ることをることをることをることを通通通通してしてしてして、、、、世界的世界的世界的世界的なななな利潤利潤利潤利潤のののの伸張伸張伸張伸張をはかることだったをはかることだったをはかることだったをはかることだった。。。。米国米国米国米国

ののののイラクイラクイラクイラク侵略開始侵略開始侵略開始侵略開始はははは非常非常非常非常なななな心配心配心配心配とととと懸念懸念懸念懸念をもってをもってをもってをもって見見見見られたのだられたのだられたのだられたのだ。。。。軍事行動軍事行動軍事行動軍事行動がこのがこのがこのがこの地域地域地域地域をををを不安不安不安不安

定化定化定化定化させさせさせさせ、、、、湾岸地域全体湾岸地域全体湾岸地域全体湾岸地域全体をををを通通通通してのしてのしてのしての彼彼彼彼らのらのらのらの利権利権利権利権にににに対対対対するするするする敵対感敵対感敵対感敵対感をををを高高高高めさせめさせめさせめさせ、、、、自由化自由化自由化自由化プロセプロセプロセプロセ

ススススをををを遅遅遅遅らせるだろうからであるらせるだろうからであるらせるだろうからであるらせるだろうからである。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる石油企業石油企業石油企業石油企業のののの経営陣経営陣経営陣経営陣のののの誰一人誰一人誰一人誰一人としてとしてとしてとして、、、、米国米国米国米国のののの侵略侵略侵略侵略

戦争戦争戦争戦争をををを「「「「国益国益国益国益」」」」追求追求追求追求のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして肯定的肯定的肯定的肯定的にににに見見見見なすことはしなかったなすことはしなかったなすことはしなかったなすことはしなかった。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、ササササ

ダムダムダムダム・・・・フセインフセインフセインフセインがががが湾岸地域湾岸地域湾岸地域湾岸地域のののの石油企業石油企業石油企業石油企業やややや国家国家国家国家にににに対対対対してしてしてして何何何何らのらのらのらの攻撃的攻撃的攻撃的攻撃的なななな行動行動行動行動をををを行行行行うようなうようなうようなうような立立立立

場場場場にいないことをにいないことをにいないことをにいないことを理解理解理解理解していたからだしていたからだしていたからだしていたからだ。。。。サダムサダムサダムサダムはははは１０１０１０１０年間年間年間年間にににに渡渡渡渡るるるる経済的経済的経済的経済的・・・・軍事的制裁軍事的制裁軍事的制裁軍事的制裁をををを受受受受

けけけけ続続続続けけけけ、、、、クリントンクリントンクリントンクリントン政権政権政権政権のののの間中間中間中間中、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし軍事施設軍事施設軍事施設軍事施設ややややインフラインフラインフラインフラにににに爆撃爆撃爆撃爆撃をををを受受受受けてきたけてきたけてきたけてきたのであのであのであのであ



るるるる。。。。さらにさらにさらにさらに加加加加えてえてえてえて、、、、石油企業石油企業石油企業石油企業はははは戦争戦争戦争戦争がががが近近近近づくづくづくづく際際際際ににににサダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセイン政権政権政権政権とととと有利有利有利有利なななな石油石油石油石油のののの提提提提

供供供供とととと通商通商通商通商のののの協定協定協定協定をををを発展発展発展発展させるさせるさせるさせる現実的現実的現実的現実的なななな見通見通見通見通しをしをしをしを持持持持っていたのだっていたのだっていたのだっていたのだ。。。。巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業にににに対対対対してそしてそしてそしてそ

ういったういったういったういったイラクイラクイラクイラクとのとのとのとの経済的経済的経済的経済的なななな合意成就合意成就合意成就合意成就のためののためののためののための法案成立法案成立法案成立法案成立をををを（（（（制裁制裁制裁制裁をををを通通通通してしてしてして））））阻阻阻阻んだのはんだのはんだのはんだのは、、、、

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造（（（（Zionist Power Configuration Zionist Power Configuration Zionist Power Configuration Zionist Power Configuration ＝＝＝＝ZPCZPCZPCZPC））））にににに後押後押後押後押しされたしされたしされたしされた米国政府米国政府米国政府米国政府だっだっだっだっ

たのであるたのであるたのであるたのである。。。。    

巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業がががが自自自自らのらのらのらの利益利益利益利益のためにのためにのためにのために戦争戦争戦争戦争をををを推進推進推進推進したというしたというしたというしたという主張主張主張主張はははは事実事実事実事実にににに基基基基づくづくづくづく検証検証検証検証をををを行行行行

われないわれないわれないわれない。。。。逆逆逆逆にににに、、、、巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業はははは米国米国米国米国によるによるによるによる占領占領占領占領のためにのためにのためにのために利益利益利益利益をををを失失失失っっっってきているのであるてきているのであるてきているのであるてきているのである。。。。

紛争紛争紛争紛争がががが激化激化激化激化しししし、、、、破壊活動破壊活動破壊活動破壊活動がががが続続続続きききき、、、、私営化私営化私営化私営化にににに対対対対するするするするイラクイラクイラクイラク人石油労働者人石油労働者人石油労働者人石油労働者のののの抵抗抵抗抵抗抵抗がががが予想予想予想予想されされされされ、、、、

全般的全般的全般的全般的にににに治安治安治安治安がががが悪化悪化悪化悪化しししし、、、、不安定化不安定化不安定化不安定化ととととイラクイラクイラクイラク国民国民国民国民のののの憎悪憎悪憎悪憎悪がつのるからであるがつのるからであるがつのるからであるがつのるからである。。。。    

米国米国米国米国のののの左翼左翼左翼左翼はははは、、、、イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争がががが石油石油石油石油にににに関係関係関係関係するものだったというするものだったというするものだったというするものだったというアランアランアランアラン・・・・グリーンスパングリーンスパングリーンスパングリーンスパン

のののの表明表明表明表明をををを飛飛飛飛びびびび越越越越えてえてえてえて、、、、それをそれをそれをそれを何何何何のののの根拠根拠根拠根拠もももも無無無無いままであるいままであるいままであるいままである種種種種のののの信念信念信念信念にまでしてしまったにまでしてしまったにまでしてしまったにまでしてしまった。。。。だだだだ

がしかしがしかしがしかしがしかし、、、、５５５５年前年前年前年前のののの開戦以来開戦以来開戦以来開戦以来のののの日日日日々々々々をををを通通通通してしてしてして明明明明らかにされてきたのはらかにされてきたのはらかにされてきたのはらかにされてきたのは、「、「、「、「ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル」」」」

がががが侵略侵略侵略侵略をををを推進推進推進推進しなかったばかりかしなかったばかりかしなかったばかりかしなかったばかりか、、、、１６１６１６１６万万万万のののの米軍米軍米軍米軍にににに加加加加えてえてえてえてペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴンとととと国務省国務省国務省国務省がががが支払支払支払支払うううう３３３３

万人万人万人万人のののの傭兵傭兵傭兵傭兵のののの存在存在存在存在とととと買収買収買収買収されたされたされたされた傀儡政権傀儡政権傀儡政権傀儡政権があるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらず、、、、油田油田油田油田のののの保安保安保安保安をただのをただのをただのをただの一一一一つつつつ

としてとしてとしてとして確保確保確保確保していないしていないしていないしていない、、、、というというというという事実事実事実事実であるであるであるである。。。。２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月１９１９１９１９日付日付日付日付ののののロンドンロンドンロンドンロンドンののののファイファイファイファイ

ナンシャルナンシャルナンシャルナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズはははは、、、、イラクイラクイラクイラクにおけるにおけるにおけるにおける「「「「石油石油石油石油メジャーメジャーメジャーメジャー」」」」のののの顕著顕著顕著顕著なななな不在不在不在不在にににに関関関関するするするする記事記事記事記事をををを

大大大大きくきくきくきく取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた。「。「。「。「巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業ははははイラクイラクイラクイラクのののの埋蔵石油埋蔵石油埋蔵石油埋蔵石油にににに対対対対してしてしてして待機戦待機戦待機戦待機戦をををを行行行行うううう    ““““Big Oil Big Oil Big Oil Big Oil 

Plays a Waiting Game over Iraq’s ReservesPlays a Waiting Game over Iraq’s ReservesPlays a Waiting Game over Iraq’s ReservesPlays a Waiting Game over Iraq’s Reserves”””” (September 19, 2007) (September 19, 2007) (September 19, 2007) (September 19, 2007)」」」」というというというという記事記事記事記事であるであるであるである。。。。

いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの小規模小規模小規模小規模なななな企業企業企業企業（（（（oil minnowsoil minnowsoil minnowsoil minnows））））がががが北部北部北部北部イライライライラクククク（（（（クルディスタンクルディスタンクルディスタンクルディスタン））））でででで契約契約契約契約をををを結結結結んでんでんでんで

いるがいるがいるがいるが、、、、それはそれはそれはそれはイラクイラクイラクイラクのののの石油埋蔵量石油埋蔵量石油埋蔵量石油埋蔵量のののの３３３３％％％％であるであるであるである。「。「。「。「ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル」」」」ははははイラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争をををを始始始始めめめめ

たのでもなくたのでもなくたのでもなくたのでもなく戦争戦争戦争戦争からからからから利益利益利益利益をををを得得得得ているのでもないているのでもないているのでもないているのでもない。。。。どうしてどうしてどうしてどうして「「「「ビッグビッグビッグビッグ････オイルオイルオイルオイル」」」」がががが戦争戦争戦争戦争をををを支支支支

持持持持しなかったのかというしなかったのかというしなかったのかというしなかったのかという理由理由理由理由はははは、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが占領後占領後占領後占領後にににに投資投資投資投資をしていないをしていないをしていないをしていない理由理由理由理由とととと同同同同じものであるじものであるじものであるじものである。。。。

「「「「暴力暴力暴力暴力ののののレベルレベルレベルレベルはいまだにはいまだにはいまだにはいまだに受受受受けけけけ入入入入れがたいほどれがたいほどれがたいほどれがたいほど高高高高いいいい。。。。････････････。。。。むしろむしろむしろむしろ党派同士党派同士党派同士党派同士のののの間間間間のののの緊張緊張緊張緊張がががが増増増増

すためにすためにすためにすために合意合意合意合意がががが結結結結ばれるばれるばれるばれる見通見通見通見通しはしはしはしは減減減減りりりり続続続続けているけているけているけている。（。（。（。（同誌同誌同誌同誌）」）」）」）」巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業にとってこのにとってこのにとってこのにとってこのシシシシ

オニストオニストオニストオニスト主導主導主導主導のののの戦争戦争戦争戦争にににに向向向向かうかうかうかう最大最大最大最大のののの悪夢悪夢悪夢悪夢はすでにことごとくはすでにことごとくはすでにことごとくはすでにことごとく確定的確定的確定的確定的なことなことなことなこととなっているとなっているとなっているとなっている。。。。

巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業のののの交渉交渉交渉交渉とととと第第第第３３３３者者者者のののの取引取引取引取引がががが戦前戦前戦前戦前ののののイラクイラクイラクイラクにににに安定安定安定安定とととと石油石油石油石油やややや収入収入収入収入のののの絶絶絶絶えることのえることのえることのえることの無無無無

いいいい流流流流れをれをれをれを造造造造っていたのだがっていたのだがっていたのだがっていたのだが、、、、あのあのあのあの戦争戦争戦争戦争がそれらのがそれらのがそれらのがそれらの収入収入収入収入ををををゼロゼロゼロゼロにしたばかりかにしたばかりかにしたばかりかにしたばかりか、、、、次次次次のののの１０１０１０１０年年年年

にににに対対対対するどのようなするどのようなするどのようなするどのような新新新新しいしいしいしいオプションオプションオプションオプションをもとことんをもとことんをもとことんをもとことん奪奪奪奪ってしまったのだってしまったのだってしまったのだってしまったのだ。。。。    

戦争戦争戦争戦争があってもがあってもがあってもがあっても、、、、このこのこのこの地域地域地域地域ではいたるところでではいたるところでではいたるところでではいたるところで自由化自由化自由化自由化がががが進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、米国石油企業米国石油企業米国石油企業米国石油企業とととと財財財財

政的政的政的政的なななな利益利益利益利益はははは前進前進前進前進してきたしてきたしてきたしてきた。。。。米国米国米国米国ががががイスラムイスラムイスラムイスラム教徒教徒教徒教徒をををを殺殺殺殺すことからすことからすことからすことから発発発発するするするする障害障害障害障害やややや憎悪憎悪憎悪憎悪がががが増増増増ええええ

たにもたにもたにもたにも関関関関わらずであるわらずであるわらずであるわらずである。。。。    

ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル、、、、つまりつまりつまりつまりテキサステキサステキサステキサスのののの億万長者達億万長者達億万長者達億万長者達ははははブッシュブッシュブッシュブッシュ家家家家のののの政治政治政治政治キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの貢献貢献貢献貢献

者者者者なのだがなのだがなのだがなのだが、、、、ことがことがことがことが中東政策中東政策中東政策中東政策にににに及及及及ぶとぶとぶとぶとシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造にはにはにはには太刀打太刀打太刀打太刀打ちできなかったちできなかったちできなかったちできなかった。。。。彼彼彼彼

らはらはらはらは内的内的内的内的・・・・外的外的外的外的なななな権力権力権力権力にににに欠欠欠欠けていたけていたけていたけていた。。。。議会議会議会議会にににに対対対対してしてしてしてシオニストシオニストシオニストシオニスト戦争推進者戦争推進者戦争推進者戦争推進者のののの力力力力をををを振振振振るわせるわせるわせるわせ

るためのるためのるためのるためのユダヤユダヤユダヤユダヤ共同体組織共同体組織共同体組織共同体組織のようなのようなのようなのような鍛鍛鍛鍛えられたえられたえられたえられた草草草草のののの根組織根組織根組織根組織にににに欠欠欠欠けていたけていたけていたけていた。。。。戦略決定戦略決定戦略決定戦略決定をををを行行行行うううう

上級部局上級部局上級部局上級部局でのでのでのでの地位地位地位地位にもにもにもにも、、、、米国米国米国米国メディアメディアメディアメディアでででで軍国主義的軍国主義的軍国主義的軍国主義的ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを流流流流すすすすハーヴァードハーヴァードハーヴァードハーヴァードやややや



イェールイェールイェールイェールややややホプキンスホプキンスホプキンスホプキンス出身出身出身出身ののののアカデミックアカデミックアカデミックアカデミックなななな著述家著述家著述家著述家のののの軍勢軍勢軍勢軍勢にもにもにもにも欠欠欠欠けていたけていたけていたけていた。。。。再版再版再版再版されたされたされたされたデデデデ

イリーイリーイリーイリー・・・・アラートアラートアラートアラート紙紙紙紙でのでのでのでの声明声明声明声明とととと論評論評論評論評でででで衝撃的衝撃的衝撃的衝撃的なことはなことはなことはなことは、、、、それがそれがそれがそれが公式公式公式公式ななななイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの好戦的好戦的好戦的好戦的

なななな姿勢姿勢姿勢姿勢とととと全全全全くくくく何何何何のののの違違違違いもいもいもいも存在存在存在存在しないというしないというしないというしないという点点点点でででであるあるあるある。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががジェニンジェニンジェニンジェニンでででで子供達子供達子供達子供達をををを殺殺殺殺

していようがしていようがしていようがしていようが、、、、レバノンレバノンレバノンレバノンでででで人口密集地人口密集地人口密集地人口密集地をををを爆撃爆撃爆撃爆撃していようがしていようがしていようがしていようが、、、、ガザガザガザガザのののの海岸海岸海岸海岸でくつろぐでくつろぐでくつろぐでくつろぐアラブアラブアラブアラブ

人人人人のののの家族家族家族家族にににに砲弾砲弾砲弾砲弾をををを浴浴浴浴びせていようがびせていようがびせていようがびせていようが、、、、デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラート紙紙紙紙はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの公式発表公式発表公式発表公式発表とととと、、、、

人間人間人間人間のののの楯楯楯楯やややや事故事故事故事故やややや学校学校学校学校のののの児童児童児童児童にににに混混混混じるじるじるじる狙撃主狙撃主狙撃主狙撃主やややや自己誘発的自己誘発的自己誘発的自己誘発的なななな凶暴性凶暴性凶暴性凶暴性にににに関関関関するするするする見見見見ええええ透透透透いたいたいたいた嘘嘘嘘嘘

をををを、、、、単純単純単純単純にこだまさせるばかりであるにこだまさせるばかりであるにこだまさせるばかりであるにこだまさせるばかりである。。。。全期間全期間全期間全期間をををを通通通通してしてしてして調調調調べてみるとべてみるとべてみるとべてみるとイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによる何何何何

十万人十万人十万人十万人ものものものものパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人集団追放人集団追放人集団追放人集団追放をををを問問問問うううう批評記事批評記事批評記事批評記事がただのひとつとしてがただのひとつとしてがただのひとつとしてがただのひとつとして存在存在存在存在しないしないしないしない。。。。これこれこれこれ

ほどにほどにほどにほどに巨大巨大巨大巨大なななな人類人類人類人類にににに対対対対するするするする犯罪犯罪犯罪犯罪はははは無無無無いためにいためにいためにいために、、、、米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織のののの総裁総裁総裁総裁たちがたちがたちがたちが防御防御防御防御するするするする

ことはできないのだことはできないのだことはできないのだことはできないのだ。。。。これこそまさにこれこそまさにこれこそまさにこれこそまさにイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの公式公式公式公式なななな政策政策政策政策にににに対対対対するするするする奴隷的奴隷的奴隷的奴隷的なななな従順従順従順従順さでさでさでさで

あるあるあるある。。。。それはそれはそれはそれは、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造がががが、「、「、「、「左左左左」」」」のののの弁護者弁護者弁護者弁護者たちやたちやたちやたちやウォルトウォルトウォルトウォルトととととミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーでででで

すらすらすらすら主張主張主張主張するようなするようなするようなするような、、、、単単単単なるもうなるもうなるもうなるもう一一一一つのつのつのつのロビーロビーロビーロビーなどといったものをはるかになどといったものをはるかになどといったものをはるかになどといったものをはるかに超超超超えるえるえるえる何何何何ものものものもの

かであることをかであることをかであることをかであることを、、、、明確明確明確明確にさせるものだにさせるものだにさせるものだにさせるものだ。。。。シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、中東地域中東地域中東地域中東地域でのでのでのでの支配支配支配支配をがむをがむをがむをがむ

しゃらにしゃらにしゃらにしゃらに得得得得ようとするようとするようとするようとする植民支配権力植民支配権力植民支配権力植民支配権力のののの政策政策政策政策とととと利権利権利権利権にににに向向向向かうかうかうかう伝導伝導伝導伝導ベルトベルトベルトベルトとしてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、我我我我々々々々

のののの民主主義的民主主義的民主主義的民主主義的なななな自由自由自由自由にににに対対対対するするするする最最最最もももも深刻深刻深刻深刻なななな独裁主義的脅威独裁主義的脅威独裁主義的脅威独裁主義的脅威としてとしてとしてとして、、、、圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに邪悪邪悪邪悪邪悪なものであなものであなものであなものであ

るるるる。。。。あえてあえてあえてあえて批判批判批判批判するするするする者者者者はははは誰一人誰一人誰一人誰一人としてとしてとしてとして親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル独裁主義者独裁主義者独裁主義者独裁主義者どものどものどものどもの長長長長いいいい手手手手をををを逃逃逃逃れることれることれることれること

ができないができないができないができない。。。。出版社出版社出版社出版社ははははピケピケピケピケでででで封鎖封鎖封鎖封鎖されされされされ、、、、編集者編集者編集者編集者はははは恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい目目目目にににに遭遭遭遭いいいい、、、、大学新聞大学新聞大学新聞大学新聞とそのとそのとそのとその配布配布配布配布

者者者者はははは恐喝恐喝恐喝恐喝されされされされ、、、、大学大学大学大学のののの学長学長学長学長はははは脅迫状脅迫状脅迫状脅迫状をををを送送送送りつけられりつけられりつけられりつけられ、、、、地方地方地方地方やややや国国国国のののの議員候補議員候補議員候補議員候補はははは落選落選落選落選させられさせられさせられさせられ

てててて中傷中傷中傷中傷されされされされ、、、、会議会議会議会議ははははキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルさせられそのさせられそのさせられそのさせられその会場会場会場会場はははは圧力圧力圧力圧力をかけられをかけられをかけられをかけられ、、、、教授連教授連教授連教授連はははは首首首首にされあにされあにされあにされあ

るいはるいはるいはるいは昇進昇進昇進昇進をををを拒否拒否拒否拒否されされされされ、、、、企業企業企業企業ははははブラックリストブラックリストブラックリストブラックリストにににに上上上上げられげられげられげられ、、、、団体団体団体団体のののの年金基金年金基金年金基金年金基金はははは危機危機危機危機にににに陥陥陥陥れれれれ

られられられられ、、、、劇場劇場劇場劇場でのでのでのでの公演公演公演公演ややややコンサートコンサートコンサートコンサートはははは中止中止中止中止させられるさせられるさせられるさせられる。。。。そのようにしてそのようにしてそのようにしてそのようにして、、、、国家国家国家国家とととと地方地方地方地方ののののレベレベレベレベ

ルルルルでこれらのでこれらのでこれらのでこれらの独裁主義的独裁主義的独裁主義的独裁主義的シオニストシオニストシオニストシオニスト諸組織諸組織諸組織諸組織によるによるによるによる弾圧的弾圧的弾圧的弾圧的なななな一連一連一連一連のののの行動行動行動行動がとられるのだがとられるのだがとられるのだがとられるのだ。。。。一一一一

部部部部のののの者者者者のののの間間間間にににに恐怖恐怖恐怖恐怖をををを、、、、ずっとずっとずっとずっと多多多多くのくのくのくの者者者者のののの間間間間にににに怒怒怒怒りをりをりをりを持持持持ちちちち上上上上げげげげ、、、、じわじわとじわじわとじわじわとじわじわと敵意敵意敵意敵意をををを燃燃燃燃ええええ立立立立たたたた

せせせせ、、、、そしてそしてそしてそして沈黙沈黙沈黙沈黙するするするする多数派多数派多数派多数派のののの間間間間にににに自覚自覚自覚自覚をををを植植植植えつけながらであるえつけながらであるえつけながらであるえつけながらである。。。。    

「「「「石油石油石油石油のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争」」」」説説説説のののの第第第第２２２２であるであるであるである地政学地政学地政学地政学バージョンバージョンバージョンバージョンはははは国家国家国家国家のののの安全保障安全保障安全保障安全保障にににに焦点焦点焦点焦点をををを当当当当てててて

ようようようよう。。。。１９９１１９９１１９９１１９９１年年年年のののの湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争のののの後後後後、、、、１１１１１１１１年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる経済制裁経済制裁経済制裁経済制裁とととと武装解除武装解除武装解除武装解除のののの間間間間ににににイラクイラクイラクイラクはははは、、、、

米国米国米国米国をををを後後後後ろろろろ盾盾盾盾にしたにしたにしたにした北部北部北部北部ののののクルドクルドクルドクルド人地区人地区人地区人地区とととと恒常的恒常的恒常的恒常的なななな米国米国米国米国によるによるによるによる爆撃爆撃爆撃爆撃やややや監視飛行監視飛行監視飛行監視飛行によってによってによってによって、、、、

部分的部分的部分的部分的にににに解体解体解体解体したしたしたした貧貧貧貧しいしいしいしい弱小国弱小国弱小国弱小国となったとなったとなったとなった。。。。クリントンクリントンクリントンクリントン政権政権政権政権のののの間間間間ににににイラクイラクイラクイラクはははは何度何度何度何度もももも激激激激しくしくしくしく爆爆爆爆

撃撃撃撃されされされされ、、、、５０５０５０５０万人万人万人万人とととと推定推定推定推定されされされされるるるる子供子供子供子供をををを含含含含むむむむ１００１００１００１００万人万人万人万人をををを超超超超えるえるえるえる国民国民国民国民がががが、、、、米国米国米国米国がががが科科科科したしたしたした食料食料食料食料

とととと基本的基本的基本的基本的なななな医薬品医薬品医薬品医薬品とととと上水道施設上水道施設上水道施設上水道施設のののの剥奪剥奪剥奪剥奪にににに関連関連関連関連するするするする状況状況状況状況によってによってによってによって、、、、早早早早すぎるすぎるすぎるすぎる死死死死をををを迎迎迎迎えたのだえたのだえたのだえたのだ。。。。    

２００３２００３２００３２００３年年年年のののの侵略侵略侵略侵略のののの以前以前以前以前にににに、、、、イラクイラクイラクイラクはそのはそのはそのはその海岸線海岸線海岸線海岸線もももも領空領空領空領空もももも、、、、国土国土国土国土のののの３３３３分分分分のののの１１１１をさえもをさえもをさえもをさえも、、、、

コントロールコントロールコントロールコントロールすらしていなかったのであるすらしていなかったのであるすらしていなかったのであるすらしていなかったのである。。。。米国米国米国米国のののの侵略侵略侵略侵略がががが明明明明らかにしたようにらかにしたようにらかにしたようにらかにしたように、、、、サダムサダムサダムサダムのののの

軍隊軍隊軍隊軍隊はははは通常通常通常通常のののの戦闘戦闘戦闘戦闘でいかなるでいかなるでいかなるでいかなる防衛線防衛線防衛線防衛線をををを張張張張るだけのるだけのるだけのるだけの基本的基本的基本的基本的なななな能力能力能力能力をもをもをもをも持持持持っていなかったのでっていなかったのでっていなかったのでっていなかったので

あるあるあるある。。。。外国外国外国外国のののの親米勢力親米勢力親米勢力親米勢力にににに対対対対してあるいはしてあるいはしてあるいはしてあるいはホルムズホルムズホルムズホルムズ海峡海峡海峡海峡にににに対対対対してしてしてして脅威脅威脅威脅威をををを感感感感じさせるようなじさせるようなじさせるようなじさせるような戦戦戦戦

闘機闘機闘機闘機はははは１１１１機機機機すらもすらもすらもすらも無無無無かったかったかったかった。。。。米国米国米国米国にににに対対対対するするするする頑強頑強頑強頑強なななな抵抗抵抗抵抗抵抗はははは後後後後ににににゲゲゲゲリラリラリラリラ戦戦戦戦のののの中中中中でででで非正規軍非正規軍非正規軍非正規軍がががが携携携携

わるわるわるわる形形形形でででで行行行行われるようになったのでありわれるようになったのでありわれるようになったのでありわれるようになったのであり、、、、バースバースバースバース党政権党政権党政権党政権によってによってによってによって作作作作られたられたられたられた正規軍正規軍正規軍正規軍によってによってによってによって



ではないではないではないではない。。。。言言言言いいいい換換換換えるとえるとえるとえると、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地やややや石油施設石油施設石油施設石油施設やややや親米国支配者親米国支配者親米国支配者親米国支配者たちやたちやたちやたちや中東中東中東中東のののの輸送輸送輸送輸送とととと搬出航搬出航搬出航搬出航

路路路路にににに向向向向かってかってかってかって「「「「国家国家国家国家のののの安全保障安全保障安全保障安全保障」」」」のののの概念概念概念概念をどれほどをどれほどをどれほどをどれほど拡張拡張拡張拡張しようともしようともしようともしようとも、、、、サダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインはははは

明明明明らかにらかにらかにらかに脅威脅威脅威脅威ではなかったのであるではなかったのであるではなかったのであるではなかったのである。。。。それでももしそれでももしそれでももしそれでももし、「、「、「、「国家国家国家国家のののの安全保障安全保障安全保障安全保障」」」」のののの概念概念概念概念をををを再定義再定義再定義再定義しししし

このこのこのこの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける米国米国米国米国ととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの支配支配支配支配にににに敵対敵対敵対敵対するするするする可能性可能性可能性可能性をををを持持持持つつつつ者者者者をををを物理的物理的物理的物理的にににに消消消消しししし去去去去るるるる

というというというという意味意味意味意味にするとしたらにするとしたらにするとしたらにするとしたら、、、、サダムサダムサダムサダム････フセインフセインフセインフセインはははは国家国家国家国家のののの安全安全安全安全にににに対対対対するするするする脅威脅威脅威脅威であったとであったとであったとであったとレッテレッテレッテレッテ

ルルルルをををを貼貼貼貼ることがることがることがることが可能可能可能可能かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。しかしそれはしかしそれはしかしそれはしかしそれは、、、、米国米国米国米国のののの対対対対イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの説明説明説明説明にににに関関関関するするするする

議論議論議論議論をををを新新新新たなたなたなたな領域領域領域領域にににに持持持持ちちちち込込込込むことになりむことになりむことになりむことになり、、、、中東中東中東中東でのでのでのでの米国米国米国米国ととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののヘゲモニーヘゲモニーヘゲモニーヘゲモニーをををを求求求求めめめめ

るるるる戦争戦争戦争戦争をををを正当化正当化正当化正当化するするするする偽偽偽偽のののの WMDWMDWMDWMD とととと「「「「石油石油石油石油のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争」」」」プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをでっちをでっちをでっちをでっち上上上上げたげたげたげた政治政治政治政治

勢力勢力勢力勢力についてのについてのについてのについての議論議論議論議論へとへとへとへと変変変変わるだろうわるだろうわるだろうわるだろう。。。。誰誰誰誰がががが米国米国米国米国によるによるによるによるイラクイラクイラクイラクへのへのへのへの侵略侵略侵略侵略とととと占領占領占領占領にににに責任責任責任責任があがあがあがあ

るのかにるのかにるのかにるのかに関関関関するするするする、、、、はるかにはるかにはるかにはるかに重要重要重要重要なななな隠隠隠隠ぺいのぺいのぺいのぺいのキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがががが、、、、我我我我々々々々ををををイランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争にににに引引引引きききき

ずっていくずっていくずっていくずっていく現在現在現在現在ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ攻勢攻勢攻勢攻勢とととと極極極極めてめてめてめて緊密緊密緊密緊密にににに関係関係関係関係しているのであるしているのであるしているのであるしているのである。。。。    

    

【【【【イラクイラクイラクイラク開戦理由開戦理由開戦理由開戦理由のののの隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽からからからから対対対対イランイランイランイラン戦争戦争戦争戦争プロパプロパプロパプロパガンダガンダガンダガンダへへへへ】】】】    

親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの権力構造権力構造権力構造権力構造ははははイランイランイランイランにににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃のためにのためにのためにのために、、、、よりよりよりより激激激激しいしつこさでしいしつこさでしいしつこさでしいしつこさで戦戦戦戦いのいのいのいの

太鼓太鼓太鼓太鼓をををを打打打打つつつつ。。。。そしてそしてそしてそして「「「「軍事的軍事的軍事的軍事的なななな選択肢選択肢選択肢選択肢ををををテーブルテーブルテーブルテーブルのののの上上上上にににに置置置置くくくく」」」」ためにためにためにために、、、、共和党共和党共和党共和党ののののホワイトホワイトホワイトホワイト

ハウスハウスハウスハウスとととと同様同様同様同様にににに民主党民主党民主党民主党のののの議会議会議会議会とととと大統領候補大統領候補大統領候補大統領候補たちをたちをたちをたちを上手上手上手上手にににに誘導誘導誘導誘導するするするする。。。。公然公然公然公然たるたるたるたる戦争戦争戦争戦争プロパガプロパガプロパガプロパガ

ンダンダンダンダとととと並行並行並行並行してしてしてして、、、、リベラルリベラルリベラルリベラル派派派派ののののイラクイラクイラクイラク戦争批判者戦争批判者戦争批判者戦争批判者たちがたちがたちがたちが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが「「「「本当本当本当本当ははははイラクイラクイラクイラク戦戦戦戦

争争争争にににに反対反対反対反対したしたしたした」」」」などとなどとなどとなどと主張主張主張主張するするするする記事記事記事記事をををを発表発表発表発表しているしているしているしている。。。。ガレスガレスガレスガレス・・・・ポーターポーターポーターポーター（（（（Gareth PorterGareth PorterGareth PorterGareth Porter）、）、）、）、

元元元元ＣＩＡＣＩＡＣＩＡＣＩＡ分析官分析官分析官分析官レイレイレイレイ・・・・マクガヴァンマクガヴァンマクガヴァンマクガヴァン（（（（Ray McGovernRay McGovernRay McGovernRay McGovern）、）、）、）、ウィルカーソンウィルカーソンウィルカーソンウィルカーソン大佐大佐大佐大佐（（（（CoCoCoColonel lonel lonel lonel 

WilkersonWilkersonWilkersonWilkerson）（）（）（）（コリンコリンコリンコリン・・・・パウエルパウエルパウエルパウエルのののの補佐官補佐官補佐官補佐官）、）、）、）、ウルトラウルトラウルトラウルトラ・・・・シオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・ネオコンネオコンネオコンネオコンであるであるであるであるマイケマイケマイケマイケ

ルルルル・・・・レディーンレディーンレディーンレディーン（（（（Michael LedeenMichael LedeenMichael LedeenMichael Ledeen））））などなどのなどなどのなどなどのなどなどの実実実実にににに様様様様々々々々なななな著者著者著者著者がががが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは米国米国米国米国ににににイイイイ

ランランランランをををを攻撃攻撃攻撃攻撃してもらいたかったのでしてもらいたかったのでしてもらいたかったのでしてもらいたかったのでイラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争にはにはにはには反対反対反対反対したとしたとしたとしたと叫叫叫叫ぶぶぶぶ。。。。他他他他のののの者達者達者達者達はははは、、、、イスライスライスライスラ

エルエルエルエルがががが米国米国米国米国ににににイラクイラクイラクイラクへのへのへのへの侵略侵略侵略侵略はははは中東中東中東中東にとってにとってにとってにとって悲惨悲惨悲惨悲惨なななな結果結果結果結果をををを招招招招くだろうとくだろうとくだろうとくだろうと忠告忠告忠告忠告していたとしていたとしていたとしていたと主主主主

張張張張しししし、、、、イランイランイランイランにににに向向向向けてそのけてそのけてそのけてその秤秤秤秤をををを傾傾傾傾けながらけながらけながらけながら対対対対イランイランイランイラン攻撃攻撃攻撃攻撃はははは予想予想予想予想してきたことだとしてきたことだとしてきたことだとしてきたことだと叫叫叫叫ぶぶぶぶ。。。。ここここ

ういったういったういったういったイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル免責者達免責者達免責者達免責者達はははは別別別別のののの責任者達責任者達責任者達責任者達をををを指名指名指名指名するのだがするのだがするのだがするのだが、、、、それはそれはそれはそれはブッシュブッシュブッシュブッシュ----チェイニチェイニチェイニチェイニ

ーーーー----ラムズフェルドラムズフェルドラムズフェルドラムズフェルドののののラインラインラインライン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは米国米国米国米国ネオコンネオコンネオコンネオコン（（（（むしろむしろむしろむしろシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンとしてとしてとしてとして知知知知られるられるられるられる））））

でありでありでありであり、、、、件件件件のののの連中連中連中連中がががが主張主張主張主張することにはすることにはすることにはすることには、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと別別別別にににに、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの地域地域地域地域におにおにおにお

けるけるけるけるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの主導性主導性主導性主導性をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、行動行動行動行動したというのであるしたというのであるしたというのであるしたというのである。。。。    

またそれとはまたそれとはまたそれとはまたそれとは別別別別のののの見方見方見方見方もあるもあるもあるもある。。。。こちらによるとこちらによるとこちらによるとこちらによると、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは米国米国米国米国ののののイラクイラクイラクイラク攻撃攻撃攻撃攻撃をををを推推推推しししし

進進進進めめめめ、、、、戦争戦争戦争戦争をををを立案立案立案立案ししししプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを進進進進めそしてめそしてめそしてめそして戦術戦術戦術戦術をををを練練練練るためにるためにるためにるために、、、、米国米国米国米国のののの親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル信信信信

奉者達奉者達奉者達奉者達をををを通通通通してそのしてそのしてそのしてその力力力力でででで全全全全てをてをてをてを行行行行ったったったった、、、、ということになるということになるということになるということになる。。。。このこのこのこの見方見方見方見方はははは、、、、シオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたたたた

ちがちがちがちがイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの利益利益利益利益にににに反反反反するするするする行為行為行為行為はははは一切一切一切一切行行行行わなかったとわなかったとわなかったとわなかったと認識認識認識認識するするするする。。。。実際実際実際実際ににににイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルルのののの高官高官高官高官たちはたちはたちはたちは、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府、、、、特特特特ににににペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴンのののの特別計画室特別計画室特別計画室特別計画室（（（（the the the the Office of Special PlansOffice of Special PlansOffice of Special PlansOffice of Special Plans））））

のののの内部内部内部内部でででで、、、、米国内米国内米国内米国内のののの手先達手先達手先達手先達とととと共共共共にににに、、、、軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃をををを正当化正当化正当化正当化するするするする偽情報偽情報偽情報偽情報をををを流流流流すためにすためにすためにすために日日日日々々々々のののの作業作業作業作業

にににに携携携携わっていたのだわっていたのだわっていたのだわっていたのだ。。。。もしももしももしももしも、、、、我我我我々々々々がこれからがこれからがこれからがこれから示示示示すようにすようにすようにすように、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが米国米国米国米国をををを後押後押後押後押しししししししし

ててててイラクイラクイラクイラクをををを攻撃攻撃攻撃攻撃させることにさせることにさせることにさせることに深深深深くくくく関関関関わったとしたらわったとしたらわったとしたらわったとしたら、、、、そしてそしてそしてそして米国米国米国米国ををををイランイランイランイランにににに対対対対するするするする戦争戦争戦争戦争にににに



駆駆駆駆りりりり立立立立てるてるてるてる現行現行現行現行のののの偽情報偽情報偽情報偽情報キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの背後背後背後背後にいるとすればにいるとすればにいるとすればにいるとすれば、、、、反戦勢力反戦勢力反戦勢力反戦勢力とととと米国世論米国世論米国世論米国世論はははは「「「「イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエル要因要因要因要因」」」」にににに公然公然公然公然とととと立立立立ちちちち向向向向かわなければならかわなければならかわなければならかわなければならないないないない。。。。    

我我我我々々々々はははは、、、、あのようなあのようなあのようなあのようなイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの免責論免責論免責論免責論がががが、、、、主要主要主要主要にこのにこのにこのにこの消耗消耗消耗消耗させるさせるさせるさせる血血血血まみれのまみれのまみれのまみれの限限限限りりりり無無無無きききき

戦争戦争戦争戦争にににに我我我我々々々々をををを操操操操ったあのったあのったあのったあのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル第一主義者達第一主義者達第一主義者達第一主義者達からからからから米国世論米国世論米国世論米国世論のののの怒怒怒怒りをそらさせようとすりをそらさせようとすりをそらさせようとすりをそらさせようとす

るるるる試試試試みであるみであるみであるみである、、、、というというというという主張主張主張主張をををを打打打打ちちちち上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。米国米国米国米国ののののイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略にににに対対対対するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの責任責任責任責任

をををを免除免除免除免除することはすることはすることはすることは、、、、このこのこのこのユダヤユダヤユダヤユダヤ国家国家国家国家とととと米国内米国内米国内米国内にいるそのにいるそのにいるそのにいるその手先手先手先手先どもにどもにどもにどもにイラクイラクイラクイラクでのでのでのでの米軍米軍米軍米軍のののの破滅破滅破滅破滅

状態状態状態状態にににに関関関関するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる非難非難非難非難からのからのからのからの逃亡逃亡逃亡逃亡をををを許許許許しししし、、、、イランイランイランイランにににに対対対対するするするする米国米国米国米国のののの新新新新たなたなたなたな血血血血まみれのまみれのまみれのまみれの攻攻攻攻

撃撃撃撃をををを立立立立ちちちち上上上上げることについてげることについてげることについてげることについて彼彼彼彼らにらにらにらに「「「「道徳的道徳的道徳的道徳的にににに潔白潔白潔白潔白なななな経歴経歴経歴経歴」」」」与与与与えてしまうことになるえてしまうことになるえてしまうことになるえてしまうことになる。。。。イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエルがががが我我我我々々々々にににに植民地主義植民地主義植民地主義植民地主義のののの不治不治不治不治のののの病病病病にににに効効効効くくくく二重二重二重二重のののの薬薬薬薬をををを与与与与えるかのようにえるかのようにえるかのようにえるかのように見見見見るのはとんるのはとんるのはとんるのはとん

でもないことでありでもないことでありでもないことでありでもないことであり、、、、そのそのそのその免責免責免責免責ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとそのとそのとそのとその手先手先手先手先どもがどもがどもがどもがイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略とととと同同同同じじじじパターンパターンパターンパターン

のののの情報操作情報操作情報操作情報操作とととと二枚舌二枚舌二枚舌二枚舌でででで我我我我々々々々ををををイランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争にににに導導導導くことをくことをくことをくことを許許許許してしまうのだしてしまうのだしてしまうのだしてしまうのだ。。。。ホワイトハホワイトハホワイトハホワイトハ

ウスウスウスウスとととと民主党民主党民主党民主党のののの議会議会議会議会ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの声声声声をこだまさせてをこだまさせてをこだまさせてをこだまさせて、、、、核攻撃核攻撃核攻撃核攻撃のののの脅威脅威脅威脅威をををを膨膨膨膨らませらませらませらませ、、、、イランイランイランイラン

のののの指導者指導者指導者指導者をををを悪魔化悪魔化悪魔化悪魔化しししし、、、、イランイランイランイラン亡命者亡命者亡命者亡命者をををを基盤基盤基盤基盤にしたにしたにしたにした暴力的暴力的暴力的暴力的なななな親米主義者達親米主義者達親米主義者達親米主義者達をををを訓練訓練訓練訓練しししし資金資金資金資金をををを与与与与

ええええ経済制裁経済制裁経済制裁経済制裁をををを加加加加ええええ外交政策外交政策外交政策外交政策をををを「「「「失敗失敗失敗失敗」」」」させることをさせることをさせることをさせることを通通通通してしてしてして散発的散発的散発的散発的なななな戦闘行為戦闘行為戦闘行為戦闘行為をををを支援支援支援支援しししし、、、、････････････、、、、

そしてそしてそしてそして我我我我々々々々をををを新新新新たなたなたなたな戦争戦争戦争戦争にににに向向向向かわせるのであるかわせるのであるかわせるのであるかわせるのである。。。。そのそのそのそのリベリベリベリベラルラルラルラル（（（（シオンシオンシオンシオン・・・・リブリブリブリブ；；；；ZionZionZionZion----liblibliblib＝＝＝＝

リベラルリベラルリベラルリベラル派派派派シオニストシオニストシオニストシオニスト））））がががが主導主導主導主導するするするするイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略でででで果果果果たしたたしたたしたたした役割役割役割役割にににに対対対対するするするする責任免除責任免除責任免除責任免除をををを利用利用利用利用しししし、、、、

ジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・リーバーマンリーバーマンリーバーマンリーバーマン上院議員上院議員上院議員上院議員のようなのようなのようなのような忠実忠実忠実忠実なななな伝令役伝令役伝令役伝令役のののの口口口口をををを通通通通してしてしてして、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構権力構権力構権力構

造造造造ははははイラクイラクイラクイラクでのでのでのでの米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士のののの死死死死にににに関関関関してしてしてしてイランイランイランイラン人人人人をををを非難非難非難非難するのだするのだするのだするのだ。。。。米国米国米国米国のののの若若若若いいいい兵士兵士兵士兵士ををををイラクイラクイラクイラク

にににに送送送送りりりり込込込込んでんでんでんで死死死死なせたのはなせたのはなせたのはなせたのは政府内外政府内外政府内外政府内外にいるにいるにいるにいる好戦的好戦的好戦的好戦的ななななシオニストシオニストシオニストシオニストのののの高官高官高官高官たちではないがたちではないがたちではないがたちではないが、、、、そそそそ

れはれはれはれはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの命令命令命令命令でででで行行行行ったことでありったことでありったことでありったことであり、、、、米国民米国民米国民米国民はそこにそのはそこにそのはそこにそのはそこにその怒怒怒怒りをりをりをりを直接直接直接直接にににに向向向向けるけるけるける

べきだべきだべきだべきだ。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際にはにはにはにはイランイランイランイラン人人人人たちがたちがたちがたちがイラクイラクイラクイラクのののの抵抗者抵抗者抵抗者抵抗者たちにたちにたちにたちに武器武器武器武器をををを与与与与ええええ訓練訓練訓練訓練ししししているとているとているとていると

してしてしてして非難非難非難非難されているされているされているされている。。。。イラクイラクイラクイラクでのでのでのでの総崩総崩総崩総崩れれれれ状態状態状態状態のののの責任追及責任追及責任追及責任追及からからからからイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを外外外外してしてしてしてイランイランイランイランをををを

持持持持ってくることはってくることはってくることはってくることは、、、、戦争戦争戦争戦争のののの裏面裏面裏面裏面をををを隠隠隠隠そうとするそうとするそうとするそうとするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの目的目的目的目的にににに給仕給仕給仕給仕するばかりかするばかりかするばかりかするばかりか、、、、よよよよ

りりりり強大強大強大強大でよりでよりでよりでより良良良良くくくく武装武装武装武装されたされたされたされたイランイランイランイラン人人人人にににに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな軍事的冒険軍事的冒険軍事的冒険軍事的冒険にににに米国人米国人米国人米国人をををを駆駆駆駆りりりり立立立立てるこてるこてるこてるこ

とになるのだとになるのだとになるのだとになるのだ。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの免責者免責者免責者免責者たちはそのたちはそのたちはそのたちはその政治的背景政治的背景政治的背景政治的背景やややや目的目的目的目的ではではではでは決決決決してしてしてして一様一様一様一様ではないではないではないではない。。。。一部一部一部一部ののののリベリベリベリベ

ラルラルラルラルたちはたちはたちはたちは強力強力強力強力ななななシオニストシオニストシオニストシオニストのののの反発反発反発反発をををを買買買買うことにうことにうことにうことに恐恐恐恐れをなしれをなしれをなしれをなし、、、、米国米国米国米国でのでのでのでのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビロビロビロビ

ーーーーのののの活動活動活動活動をををを覆覆覆覆いいいい隠隠隠隠そうとするがそうとするがそうとするがそうとするが、、、、それはそれはそれはそれは親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル民主党議員民主党議員民主党議員民主党議員のののの間間間間でのでのでのでの親近感親近感親近感親近感をををを勝勝勝勝ちちちち取取取取

りりりり、、、、イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争にににに批判的批判的批判的批判的ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人リベラルリベラルリベラルリベラルのののの富豪富豪富豪富豪たちからたちからたちからたちから経済的経済的経済的経済的なななな支援支援支援支援をををを得得得得るためのるためのるためのるための方方方方

便便便便であるであるであるである。。。。民主党民主党民主党民主党のののの議長議長議長議長であるであるであるであるハワードハワードハワードハワード・・・・ディーンディーンディーンディーンはははは、、、、２００６２００６２００６２００６年年年年ののののテルアビブテルアビブテルアビブテルアビブ訪問中訪問中訪問中訪問中にににに、、、、

新新新新たなたなたなたなイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの台本台本台本台本にににに従従従従ってってってって「「「「米国米国米国米国はははは攻攻攻攻めるべきめるべきめるべきめるべき国国国国をををを誤誤誤誤ったのだったのだったのだったのだ！」！」！」！」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル免責免責免責免責」」」」作戦作戦作戦作戦のののの代償代償代償代償はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの戦略戦略戦略戦略によってによってによってによって推進推進推進推進されるされるされるされる連続的侵略連続的侵略連続的侵略連続的侵略のののの

一部一部一部一部としてとしてとしてとして我我我我々々々々ををををイランイランイランイランとのとのとのとの新新新新たなたなたなたな戦争戦争戦争戦争にににに連連連連れてれてれてれて行行行行くためにくためにくためにくために、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル第一主義第一主義第一主義第一主義ののののロビロビロビロビ

ーーーーがががが果果果果すすすす強力強力強力強力なななな役割役割役割役割をををを見過見過見過見過ごしてしまうことであるごしてしまうことであるごしてしまうことであるごしてしまうことである。。。。こういったこういったこういったこういった狡賢狡賢狡賢狡賢いいいい策略策略策略策略ははははバックファバックファバックファバックファ

イアーイアーイアーイアーをををを起起起起こしつつあるこしつつあるこしつつあるこしつつある。。。。民主党内民主党内民主党内民主党内ののののリベラルリベラルリベラルリベラルなななな親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル集団集団集団集団のののの予断予断予断予断とととと偏見偏見偏見偏見にににに働働働働きかきかきかきか

けたことでけたことでけたことでけたことで、、、、イランイランイランイランにににに対対対対するするするするシオニストシオニストシオニストシオニスト主導主導主導主導ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダとととと好戦主義的好戦主義的好戦主義的好戦主義的なななな攻撃攻撃攻撃攻撃にににに反対反対反対反対すすすす



るるるる明確明確明確明確なななな反戦運動反戦運動反戦運動反戦運動がちかごろがちかごろがちかごろがちかごろ全全全全くくくく消消消消えてしまっているのだえてしまっているのだえてしまっているのだえてしまっているのだ。。。。    

一部一部一部一部のののの反戦反戦反戦反戦シオンシオンシオンシオン・・・・リブリブリブリブたちがたちがたちがたちが、、、、イラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略をををを推推推推しししし進進進進めためためためたシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコン／／／／イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの

政策立案者達政策立案者達政策立案者達政策立案者達からからからから一定程度一定程度一定程度一定程度のののの距離距離距離距離をををを置置置置こうとしていることにこうとしていることにこうとしていることにこうとしていることに疑問疑問疑問疑問のののの余地余地余地余地はははは無無無無いいいい。。。。しかしこしかしこしかしこしかしこ

のことはのことはのことはのことは決決決決してしてしてして、、、、新新新新たなそしてよりたなそしてよりたなそしてよりたなそしてより危険危険危険危険なななな軍事行動軍事行動軍事行動軍事行動にににに対対対対するいかなるするいかなるするいかなるするいかなる反対姿勢反対姿勢反対姿勢反対姿勢からからからから来来来来るもるもるもるも

のでもないのだのでもないのだのでもないのだのでもないのだ。。。。そのそのそのその逆逆逆逆ににににシオンシオンシオンシオン････リブリブリブリブたちはたちはたちはたちは、、、、イランイランイランイランにににに対対対対するするするする新新新新たなよりたなよりたなよりたなより攻撃的攻撃的攻撃的攻撃的なななな戦争政戦争政戦争政戦争政

策策策策にににに有利有利有利有利になるようにになるようにになるようにになるように、、、、信頼信頼信頼信頼をををを失失失失ったったったったブッシュブッシュブッシュブッシュ----チェイニーチェイニーチェイニーチェイニーののののイラクイラクイラクイラク政策政策政策政策をををを批判批判批判批判するのであするのであするのであするのであ

るるるる。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと、、、、地方地方地方地方レベルレベルレベルレベルやややや国家国家国家国家レベルレベルレベルレベルでのでのでのでのユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織およびおよびおよびおよびキリストキリストキリストキリスト教原理主義組教原理主義組教原理主義組教原理主義組

織織織織というというというというイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの伝動伝動伝動伝動ベルトベルトベルトベルトをををを免責免責免責免責することによってすることによってすることによってすることによって、、、、リベラルリベラルリベラルリベラルたちはたちはたちはたちは平和平和平和平和をををを求求求求めるめるめるめる

同盟者同盟者同盟者同盟者をををを失失失失ってきたってきたってきたってきた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、米国国民米国国民米国国民米国国民とととと米軍内米軍内米軍内米軍内のののの一部一部一部一部によってによってによってによって次第次第次第次第にににに拒絶拒絶拒絶拒絶されつつあっされつつあっされつつあっされつつあっ

たたたたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとそのとそのとそのとその米国内米国内米国内米国内のののの機関機関機関機関のののの強大強大強大強大なななな影響力影響力影響力影響力をよみがえらせているのであるをよみがえらせているのであるをよみがえらせているのであるをよみがえらせているのである。。。。イラクイラクイラクイラク

におけるにおけるにおけるにおける敗北状態敗北状態敗北状態敗北状態にににに対対対対してしてしてして、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュ／／／／チェイニーチェイニーチェイニーチェイニーおよびおよびおよびおよび「「「「ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル」」」」内内内内のそののそののそののその同同同同

盟者盟者盟者盟者だけにだけにだけにだけに責任責任責任責任をををを負負負負わせわせわせわせ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの役割役割役割役割をををを除外除外除外除外するするするすることによってことによってことによってことによって、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構権力構権力構権力構

造造造造とととと民主党民主党民主党民主党にいるそのおべっかにいるそのおべっかにいるそのおべっかにいるそのおべっか使使使使いたちいたちいたちいたち、、、、リベラルリベラルリベラルリベラルなななな免責者免責者免責者免責者たちはたちはたちはたちは、、、、中東中東中東中東でのでのでのでの新新新新たなたなたなたな戦争戦争戦争戦争

ののののサイクルサイクルサイクルサイクルにににに向向向向かうかうかうかう道道道道をををを開開開開くのだくのだくのだくのだ。。。。シオニストシオニストシオニストシオニストととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに同調同調同調同調するするするする米国米国米国米国によるによるによるによる差差差差しししし迫迫迫迫

ったったったった対対対対イランイランイランイラン攻撃攻撃攻撃攻撃をををを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために、、、、我我我我々々々々はははは、、、、米国米国米国米国ををををイラクイラクイラクイラクへのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃にににに追追追追いいいい込込込込んだんだんだんだ者達者達者達者達についについについについ

てててて、、、、完璧完璧完璧完璧にににに分分分分かっていなければならないのであるかっていなければならないのであるかっていなければならないのであるかっていなければならないのである。。。。    

    

【【【【イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造、、、、そしてそしてそしてそしてイラクイラクイラクイラク侵略準備侵略準備侵略準備侵略準備】】】】    

分析分析分析分析してみればしてみればしてみればしてみれば解解解解ることだがることだがることだがることだが、、、、極極極極めてめてめてめて希希希希なななな例外例外例外例外をををを除除除除いていていていて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの政策政策政策政策とととと主要主要主要主要

なななな米国米国米国米国シオニストシオニストシオニストシオニスト組織組織組織組織のののの政策政策政策政策とのとのとのとの間間間間にあるにあるにあるにある相違相違相違相違をををを見出見出見出見出すことはすことはすことはすことはできないできないできないできない。。。。米国米国米国米国によるによるによるによるイライライライラ

クククク攻撃攻撃攻撃攻撃のののの前段階前段階前段階前段階はそのはそのはそのはその格好格好格好格好のののの例例例例であるであるであるである。。。。１９８０１９８０１９８０１９８０年代末期以来年代末期以来年代末期以来年代末期以来、、、、第第第第１１１１次湾岸戦争次湾岸戦争次湾岸戦争次湾岸戦争、、、、クリンクリンクリンクリン

トントントントン政権政権政権政権によるによるによるによる制裁制裁制裁制裁とととと日常的日常的日常的日常的なななな爆撃爆撃爆撃爆撃、、、、イラクイラクイラクイラク北部北部北部北部「「「「クルディスタンクルディスタンクルディスタンクルディスタン」」」」によるによるによるによる他地域他地域他地域他地域からのからのからのからの

領土的分離領土的分離領土的分離領土的分離、、、、そしてそしてそしてそして２００３２００３２００３２００３年年年年のののの米国米国米国米国によるによるによるによる侵略侵略侵略侵略にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル政府政府政府政府はははは米国米国米国米国のののの議議議議

員達員達員達員達ややややベテランベテランベテランベテランのののの政策決定者政策決定者政策決定者政策決定者たちにたちにたちにたちに圧力圧力圧力圧力をかけてをかけてをかけてをかけてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの「「「「敵敵敵敵」」」」にににに対対対対するするするする軍事的政策軍事的政策軍事的政策軍事的政策

のののの方向方向方向方向にににに進進進進ませたませたませたませた。。。。米国米国米国米国によるさらなるによるさらなるによるさらなるによるさらなるイラクイラクイラクイラク破壊破壊破壊破壊をせきたてるをせきたてるをせきたてるをせきたてるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの政策政策政策政策はははは、、、、

主要主要主要主要ななななシオニストシオニストシオニストシオニスト組織組織組織組織およびおよびおよびおよびクリントンクリントンクリントンクリントンとととと後後後後ののののブッシュブッシュブッシュブッシュ政権内部政権内部政権内部政権内部のののの重要重要重要重要ななななシオニストシオニストシオニストシオニストのののの高高高高

官官官官たちたちたちたちをををを通通通通してしてしてして伝達伝達伝達伝達されたされたされたされた。。。。デニスデニスデニスデニス・・・・ロスロスロスロス（（（（Dennis RossDennis RossDennis RossDennis Ross）、）、）、）、マーティンマーティンマーティンマーティン・・・・インダイクインダイクインダイクインダイク（（（（Martin Martin Martin Martin 

IndykIndykIndykIndyk）、）、）、）、マドレーヌマドレーヌマドレーヌマドレーヌ・・・・アルブライトアルブライトアルブライトアルブライト（（（（Madeleine AlbrightMadeleine AlbrightMadeleine AlbrightMadeleine Albright）、）、）、）、リチャードリチャードリチャードリチャード・・・・ホルブルックホルブルックホルブルックホルブルック

（（（（Richard HolbrookRichard HolbrookRichard HolbrookRichard Holbrook）、）、）、）、サンディサンディサンディサンディ・・・・バーガーバーガーバーガーバーガー（（（（Sandy BergerSandy BergerSandy BergerSandy Berger）、）、）、）、ウイリアムウイリアムウイリアムウイリアム・・・・コーヘンコーヘンコーヘンコーヘン（（（（William William William William 

CohenCohenCohenCohen））））とそのとそのとそのとその他他他他のののの者達者達者達者達ははははクリントンクリントンクリントンクリントン政権政権政権政権でのでのでのでの最最最最もももも重要重要重要重要なななな対中東地域外交政策決定者対中東地域外交政策決定者対中東地域外交政策決定者対中東地域外交政策決定者であであであであ

りりりり、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはイラクイラクイラクイラクのののの制裁制裁制裁制裁とととと爆撃爆撃爆撃爆撃とととと領土的分割領土的分割領土的分割領土的分割をををを立案立案立案立案してしてしてして実行実行実行実行したしたしたした。。。。省内省内省内省内にいたにいたにいたにいた期間期間期間期間のののの後後後後、、、、

クリントンクリントンクリントンクリントンのののの主要主要主要主要ななななシオシオシオシオニストニストニストニストたちはたちはたちはたちはワシントンワシントンワシントンワシントンにあるにあるにあるにある親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクでででで作作作作

業業業業をををを行行行行うこととなったうこととなったうこととなったうこととなった。。。。２００１２００１２００１２００１年年年年９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日のののの襲撃襲撃襲撃襲撃のののの後後後後でででで、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権ののののトップトップトップトップ････レベレベレベレベ

ルルルル地位地位地位地位にいるにいるにいるにいるシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちたちたちたち、、、、アリアリアリアリ・・・・フレイシャーフレイシャーフレイシャーフレイシャー（（（（Ari FleischerAri FleischerAri FleischerAri Fleischer）、）、）、）、ポールポールポールポール・・・・ウォルフウォルフウォルフウォルフ

ォヴィッツォヴィッツォヴィッツォヴィッツ（（（（Paul WolfowitzPaul WolfowitzPaul WolfowitzPaul Wolfowitz）、）、）、）、デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・フラムフラムフラムフラム（（（（David FrumDavid FrumDavid FrumDavid Frum）、）、）、）、リチャードリチャードリチャードリチャード・・・・パーパーパーパー

ルルルル（（（（Richard PerleRichard PerleRichard PerleRichard Perle）、）、）、）、ダグラスダグラスダグラスダグラス・・・・ファイスファイスファイスファイス（（（（Douglas FeithDouglas FeithDouglas FeithDouglas Feith）、）、）、）、エリオットエリオットエリオットエリオット・・・・エイブラムズエイブラムズエイブラムズエイブラムズ



（（（（Eliott AbramsEliott AbramsEliott AbramsEliott Abrams）、）、）、）、アーヴングアーヴングアーヴングアーヴング・・・・（（（（スクータースクータースクータースクーター・・・・））））リリリリビービービービー（（（（Irving (Scooter) LibbyIrving (Scooter) LibbyIrving (Scooter) LibbyIrving (Scooter) Libby）、）、）、）、デイデイデイデイ

ヴィッドヴィッドヴィッドヴィッド・・・・ウヮームサーウヮームサーウヮームサーウヮームサー（（（（David WurmserDavid WurmserDavid WurmserDavid Wurmser））））等等等等、、、、およびおよびおよびおよびジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・リーバーマンリーバーマンリーバーマンリーバーマン（（（（Joseph Joseph Joseph Joseph 

LiebermanLiebermanLiebermanLieberman））））上院議員上院議員上院議員上院議員のようなのようなのようなのような重要重要重要重要シオニストシオニストシオニストシオニスト議員議員議員議員たちがたちがたちがたちが米国米国米国米国ににににイラクイラクイラクイラクをををを攻撃攻撃攻撃攻撃するようにするようにするようにするように

要求要求要求要求したがしたがしたがしたが、、、、それはそれはそれはそれは引引引引きききき続続続続くくくく戦争連鎖戦争連鎖戦争連鎖戦争連鎖のののの一部一部一部一部であったであったであったであった。。。。それにはそれにはそれにはそれにはシリアシリアシリアシリアととととイランイランイランイランもももも含含含含まれまれまれまれ

るるるる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家、、、、特特特特ににににアリエルアリエルアリエルアリエル・・・・シャロンシャロンシャロンシャロン首相首相首相首相のののの政策政策政策政策ををををオウムオウムオウムオウム返返返返しにしたのだしにしたのだしにしたのだしにしたのだ。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの高官高官高官高官たちがたちがたちがたちが表現表現表現表現したことはしたことはしたことはしたことは、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる点点点点においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権内政権内政権内政権内

でででで高位高位高位高位につくにつくにつくにつく内通者内通者内通者内通者たちのたちのたちのたちの軍事主義的軍事主義的軍事主義的軍事主義的なななな努力努力努力努力とととと比比比比べてべてべてべて、、、、差差差差しししし控控控控えたえたえたえた箇所箇所箇所箇所やややや相違点相違点相違点相違点などはなどはなどはなどは無無無無

いいいい。。。。またまたまたまたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル盲従盲従盲従盲従ののののロビーロビーロビーロビーAIPACAIPACAIPACAIPAC とととと比比比比べてもべてもべてもべても、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは主要新聞主要新聞主要新聞主要新聞とととと放送放送放送放送メディアメディアメディアメディアのののの

親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル論評著作者論評著作者論評著作者論評著作者たちとたちとたちとたちと比比比比べてもべてもべてもべても同様同様同様同様であるであるであるである。。。。シオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・イデオローグイデオローグイデオローグイデオローグ達達達達はははは米国米国米国米国

軍軍軍軍のののの高官高官高官高官たちをたちをたちをたちを臆病者臆病者臆病者臆病者とととと罵罵罵罵りながらあらゆるりながらあらゆるりながらあらゆるりながらあらゆる場所場所場所場所でででで優勢優勢優勢優勢をををを占占占占めためためためた。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは１９８０１９８０１９８０１９８０

年代末期以来年代末期以来年代末期以来年代末期以来のののの政策政策政策政策をををを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら、、、、ラムズフェルドラムズフェルドラムズフェルドラムズフェルド、、、、パウエルパウエルパウエルパウエル、、、、ライスライスライスライスそしてそしてそしてそしてブッシュブッシュブッシュブッシュ

によるによるによるによる全全全全てのてのてのてのトップレベルトップレベルトップレベルトップレベル会議会議会議会議のののの中中中中でででで、、、、イラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略とととと占領占領占領占領にににに向向向向けてけてけてけてブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権をせきたをせきたをせきたをせきた

てたてたてたてた。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののメディアメディアメディアメディアはははは、、、、わずかのわずかのわずかのわずかの例外例外例外例外をををを除除除除いていていていて、、、、サダムサダムサダムサダムをををを悪魔化悪魔化悪魔化悪魔化しししし中東中東中東中東ととととイスライスライスライスラ

エルエルエルエルのののの安全保障安全保障安全保障安全保障にににに対対対対するするするする彼彼彼彼のののの「「「「脅威脅威脅威脅威」」」」をををを強調強調強調強調しししし、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの自爆攻撃自爆攻撃自爆攻撃自爆攻撃ととととイラクイラクイラクイラクによるによるによるによるパパパパ

レスチナレスチナレスチナレスチナ人人人人のののの民族精神民族精神民族精神民族精神にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを同一視同一視同一視同一視しししし、、、、そしてそしてそしてそして米国内米国内米国内米国内ののののキリストキリストキリストキリスト教原理主義者教原理主義者教原理主義者教原理主義者のののの

同盟者達同盟者達同盟者達同盟者達ににににイラクイラクイラクイラク侵略要求侵略要求侵略要求侵略要求のののの主張主張主張主張にににに従従従従うようにうようにうようにうように激激激激をををを飛飛飛飛ばしたばしたばしたばした。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家ととととブッシュブッシュブッシュブッシュ政権内政権内政権内政権内でででで高位高位高位高位にににに就就就就いたいたいたいたシオニストシオニストシオニストシオニストのののの官僚達官僚達官僚達官僚達とのとのとのとの関係関係関係関係についてについてについてについて

分析分析分析分析するするするする際際際際にににに最初最初最初最初にそしてにそしてにそしてにそして最最最最もももも重要重要重要重要なななな点点点点としてとしてとしてとして明明明明らかになるのはらかになるのはらかになるのはらかになるのは、、、、占領地占領地占領地占領地でのでのでのでのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

によるによるによるによる民族浄化民族浄化民族浄化民族浄化とととと占領占領占領占領パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナでのでのでのでの際限際限際限際限のののの無無無無いいいい植民居住区植民居住区植民居住区植民居住区のののの拡大拡大拡大拡大、、、、およびおよびおよびおよびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの

中東中東中東中東にににに対対対対するするするする支配権支配権支配権支配権のののの強化強化強化強化にににに反反反反対対対対するするするする同地域同地域同地域同地域のののの複数複数複数複数のののの政権政権政権政権をををを根絶根絶根絶根絶するというするというするというするという戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づいづいづいづい

てててて、、、、テルアビブテルアビブテルアビブテルアビブがそのがそのがそのがその政策政策政策政策をををを形作形作形作形作ったというったというったというったという点点点点であるであるであるである。。。。ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権内政権内政権内政権内ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・エエエエ

リートリートリートリートはははは、、、、戦争戦争戦争戦争のののの口実口実口実口実をををを発明発明発明発明ししししプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを振振振振りまきりまきりまきりまき、、、、そしてそしてそしてそして極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なことだがなことだがなことだがなことだが、、、、

米国米国米国米国によるによるによるによるイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略をををを上手上手上手上手にににに計画計画計画計画してしてしてして作戦作戦作戦作戦をををを実行実行実行実行させたさせたさせたさせた。。。。このこのこのこの「「「「作業部隊作業部隊作業部隊作業部隊」」」」にはにはにはには、（、（、（、（AIPACAIPACAIPACAIPAC

をををを含含含含むむむむ））））米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会（（（（the Presidents of the Major Jewish American the Presidents of the Major Jewish American the Presidents of the Major Jewish American the Presidents of the Major Jewish American 

OrganizationsOrganizationsOrganizationsOrganizations））））にににに支援支援支援支援されたされたされたされた、、、、上流階層上流階層上流階層上流階層にいるにいるにいるにいるシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちやたちやたちやたちや議会議会議会議会にににに対対対対するするするする影響影響影響影響をををを利利利利

用用用用するするするする地方地方地方地方やややや州州州州やややや地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人連合人連合人連合人連合がががが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。    

元元元元ペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴン分析官分析官分析官分析官でありでありでありであり元米空軍中尉元米空軍中尉元米空軍中尉元米空軍中尉であるであるであるであるカレンカレンカレンカレン・・・・クイアトコウスキクイアトコウスキクイアトコウスキクイアトコウスキ（（（（Karen Karen Karen Karen 

KwiatkowskiKwiatkowskiKwiatkowskiKwiatkowski））））はははは、、、、このこのこのこのイラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争をををを導導導導くくくく時期時期時期時期をををを通通通通してしてしてして、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍幹部軍幹部軍幹部軍幹部、、、、情報幹部情報幹部情報幹部情報幹部

そのそのそのその他他他他のののの高官達高官達高官達高官達がががが、、、、国防次官国防次官国防次官国防次官ダグラスダグラスダグラスダグラス・・・・ファイスファイスファイスファイスのようなのようなのようなのようなシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・ペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴン高官高官高官高官たたたた

ちとちとちとちと毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように接触接触接触接触していたとしていたとしていたとしていたと断定的断定的断定的断定的なななな証言証言証言証言をををを行行行行ったったったった。。。。相談相談相談相談やややや情報交換情報交換情報交換情報交換、、、、そしてそしてそしてそしてペンタペンタペンタペンタ

ゴンゴンゴンゴン内内内内トップトップトップトップののののシオンシオンシオンシオン････コンコンコンコンたちとたちとたちとたちと米国内米国内米国内米国内にいるにいるにいるにいるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍のののの上級工作員上級工作員上級工作員上級工作員たちによるたちによるたちによるたちによる合合合合

同作戦会議同作戦会議同作戦会議同作戦会議がひんぱんにがひんぱんにがひんぱんにがひんぱんに行行行行われていたがわれていたがわれていたがわれていたが、、、、これはこれはこれはこれは米米米米国国国国ををををイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略にににに向向向向かわせるというかわせるというかわせるというかわせるという緊緊緊緊

密密密密なななな合意合意合意合意があったことをがあったことをがあったことをがあったことを示示示示しているしているしているしている。。。。イラクイラクイラクイラクがががが中東地域中東地域中東地域中東地域でででで連続連続連続連続してしてしてして行行行行うううう侵略侵略侵略侵略のののの最初最初最初最初のもののもののもののもの

でありでありでありでありイランイランイランイランととととシリアシリアシリアシリアがそのがそのがそのがその後後後後にににに続続続続くというくというくというくというシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコン／／／／イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの意思一致意思一致意思一致意思一致があっがあっがあっがあっ

たわけでたわけでたわけでたわけで、、、、これはこれはこれはこれは占領占領占領占領のののの当初当初当初当初のののの「「「「成功成功成功成功」」」」後後後後にすぐににすぐににすぐににすぐに明明明明らかになったことであるらかになったことであるらかになったことであるらかになったことである。。。。このこのこのこの当時当時当時当時、、、、

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでででで流行流行流行流行ったったったったジョークジョークジョークジョークはこうであるはこうであるはこうであるはこうである。「。「。「。「バグダッドバグダッドバグダッドバグダッドをををを奪奪奪奪うことのできるうことのできるうことのできるうことのできる者者者者ならならならなら必必必必ずずずず



テヘランテヘランテヘランテヘランにににに向向向向かうかうかうかう」。」。」。」。２００２２００２２００２２００２年年年年１１１１１１１１月月月月ににににアリエルアリエルアリエルアリエル････シャロンシャロンシャロンシャロンはははは、、、、ロンドンロンドンロンドンロンドンののののタイムズタイムズタイムズタイムズ紙紙紙紙とととと

ののののインタビューインタビューインタビューインタビューでででで、「、「、「、「米国米国米国米国ががががイラクイラクイラクイラクにににに侵攻侵攻侵攻侵攻したしたしたした次次次次のののの日日日日」」」」ににににイランイランイランイランへのへのへのへの爆撃爆撃爆撃爆撃をををを要求要求要求要求したのであしたのであしたのであしたのであ

ったったったった。。。。    

戦争戦争戦争戦争をををを連続連続連続連続させることにさせることにさせることにさせることに関関関関するするするするシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコン／／／／イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの計画計画計画計画はははは、、、、政策文書政策文書政策文書政策文書「「「「アメリアメリアメリアメリ

カカカカ新世紀計画新世紀計画新世紀計画新世紀計画（（（（Project for a New American CenturyProject for a New American CenturyProject for a New American CenturyProject for a New American Century＝＝＝＝PNACPNACPNACPNAC））））であからさまにであからさまにであからさまにであからさまに宣言宣言宣言宣言されたされたされたされた。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、米国米国米国米国によるによるによるによる世界支配世界支配世界支配世界支配というというというという米国米国米国米国----イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル版版版版「「「「我我我我がががが闘争闘争闘争闘争（（（（Mein KampfMein KampfMein KampfMein Kampf）」）」）」）」でありでありでありであり、、、、

そこではそこではそこではそこではイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが米軍米軍米軍米軍をををを用用用用いてのいてのいてのいての権力権力権力権力とととと利益利益利益利益のののの享受者享受者享受者享受者となるのであるとなるのであるとなるのであるとなるのである。。。。中東中東中東中東でのでのでのでの米国米国米国米国

戦争政策戦争政策戦争政策戦争政策をををを立案立案立案立案しししし実行実行実行実行させたさせたさせたさせたシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンのほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは、、、、このこのこのこの「「「「アメリカアメリカアメリカアメリカ新世紀計画新世紀計画新世紀計画新世紀計画」」」」のののの

著者著者著者著者あるいはあるいはあるいはあるいはスポンサースポンサースポンサースポンサーとしてとしてとしてとしてリストアップリストアップリストアップリストアップさささされるれるれるれる。。。。そのそのそのその多多多多くのくのくのくの者達者達者達者達はははは同時同時同時同時ににににリクードリクードリクードリクード党党党党

リーダーリーダーリーダーリーダーであるであるであるであるベンジャミンベンジャミンベンジャミンベンジャミン・・・・ネタニヤフネタニヤフネタニヤフネタニヤフのののの政策作政策作政策作政策作りにりにりにりに貢献貢献貢献貢献したのだがしたのだがしたのだがしたのだが、、、、それはそれはそれはそれは特特特特ににににイライライライラ

ククククをををを解体解体解体解体してしてしてして取取取取りりりり扱扱扱扱いやすいいやすいいやすいいやすい民族民族民族民族グループグループグループグループにににに分割分割分割分割することをすることをすることをすることを求求求求めたのであるめたのであるめたのであるめたのである。。。。    

このこのこのこの地域地域地域地域にににに対対対対するするするするサダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインのののの「「「「脅威脅威脅威脅威」」」」についてについてについてについてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル諜報組織諜報組織諜報組織諜報組織がががが行行行行ったったったった「「「「偽偽偽偽

情報情報情報情報のののの捏造捏造捏造捏造」」」」はははは、、、、脚色脚色脚色脚色されたうえでされたうえでされたうえでされたうえでホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスによるによるによるによるプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの必要性必要性必要性必要性にあてがにあてがにあてがにあてが

われたわれたわれたわれた。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダががががサダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインをををを現代現代現代現代ののののヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーであるようにしであるようにしであるようにしであるようにし

つこくつこくつこくつこく繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる一方一方一方一方でででで、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ主任主任主任主任でありでありでありでありブッシュブッシュブッシュブッシュ用用用用のののの台本作者台本作者台本作者台本作者

でででであるあるあるあるデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・フラムフラムフラムフラムはははは、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュがががが世界世界世界世界をををを前前前前にしてにしてにしてにして他国他国他国他国をををを予防的予防的予防的予防的にににに攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする意図意図意図意図

をををを語語語語るるるる悪名高悪名高悪名高悪名高いいいい「「「「悪悪悪悪のののの枢軸枢軸枢軸枢軸」」」」演説演説演説演説のののの中中中中でででで同同同同じじじじテーマテーマテーマテーマをををを繰繰繰繰りりりり返返返返したしたしたした。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル政権政権政権政権のののの好戦好戦好戦好戦

的的的的プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを考考考考えるならばえるならばえるならばえるならば、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの世論世論世論世論がががが面面的面面的面面的面面的にこのにこのにこのにこの戦争戦争戦争戦争をををを望望望望ましくましくましくましく思思思思ってってってって

いたことはいたことはいたことはいたことは納得納得納得納得のいくことであるのいくことであるのいくことであるのいくことである。。。。それはそれはそれはそれは米国米国米国米国のののの主要主要主要主要ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織のののの指導者達指導者達指導者達指導者達もももも同様同様同様同様だっだっだっだっ

たのだがたのだがたのだがたのだが、、、、しかししかししかししかし米国米国米国米国ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの多数多数多数多数はははは異異異異なっていたなっていたなっていたなっていた。。。。特特特特にににに若若若若いいいいユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人、、、、およびいかおよびいかおよびいかおよびいか

なるなるなるなるシオニストシオニストシオニストシオニスト（（（（イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル第一第一第一第一））））前衛組織前衛組織前衛組織前衛組織にもにもにもにも属属属属さないさないさないさない者達者達者達者達であるであるであるである。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの顧問達顧問達顧問達顧問達とととと米国政府米国政府米国政府米国政府ののののシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちはたちはたちはたちは、、、、イラクイラクイラクイラクでででで国民国民国民国民とととと軍軍軍軍のののの構成構成構成構成をををを全面全面全面全面

的的的的にににに解体解体解体解体させることにさせることにさせることにさせることに極極極極めてめてめてめて大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを及及及及ぼしたぼしたぼしたぼした。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「脱脱脱脱バースバースバースバース化化化化キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」

なのだがなのだがなのだがなのだが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの地域的地域的地域的地域的なななな覇権覇権覇権覇権にににに反対反対反対反対するするするするイラクイラクイラクイラクのののの近代世俗共和制近代世俗共和制近代世俗共和制近代世俗共和制をををを再建再建再建再建しようとしようとしようとしようと

するいかなるするいかなるするいかなるするいかなる試試試試みをもみをもみをもみをも決定的決定的決定的決定的にににに弱体化弱体化弱体化弱体化させるさせるさせるさせる目的目的目的目的のものであったのものであったのものであったのものであった。。。。このこのこのこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの政策政策政策政策

ははははシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちによってたちによってたちによってたちによって追求追求追求追求されたものなのだがされたものなのだがされたものなのだがされたものなのだが、、、、それはそれはそれはそれは、、、、イラクイラクイラクイラクのののの国家国家国家国家とととと社会社会社会社会ををををババババ

ラバララバララバララバラにしてにしてにしてにして、、、、親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののイラクイラクイラクイラク人亡命者人亡命者人亡命者人亡命者（（（（ダグラスダグラスダグラスダグラス・・・・ファイスファイスファイスファイスとととと仕事上仕事上仕事上仕事上のののの関係関係関係関係がががが深深深深

いいいいアーメッドアーメッドアーメッドアーメッド・・・・チャラビチャラビチャラビチャラビのようなのようなのようなのような者者者者））））たちによってたちによってたちによってたちによって運営運営運営運営されるされるされるされる前近代的前近代的前近代的前近代的なななな種族単位種族単位種族単位種族単位のののの小地小地小地小地

域群域群域群域群のののの社会社会社会社会にににに変変変変えることであったえることであったえることであったえることであった。。。。それらはそれらはそれらはそれらは中東地域中東地域中東地域中東地域ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの覇権覇権覇権覇権にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする能力能力能力能力

をををを永久永久永久永久にににに持持持持ちちちち得得得得ないものであるないものであるないものであるないものである。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル----シオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンのののの政策政策政策政策はははは米軍米軍米軍米軍ががががイラクイラクイラクイラク国家国家国家国家をををを破壊破壊破壊破壊するのをするのをするのをするのを確実確実確実確実にしたにしたにしたにした点点点点まではまではまではまでは

成功成功成功成功したのだがしたのだがしたのだがしたのだが、、、、第第第第２２２２場場場場であるであるであるであるイランイランイランイラン侵攻侵攻侵攻侵攻へのへのへのへの道道道道をををを進進進進むむむむ速速速速やかなやかなやかなやかな勝利勝利勝利勝利をををを確実確実確実確実にするにするにするにする点点点点にはにはにはには

失敗失敗失敗失敗したしたしたした。。。。イラクイラクイラクイラク人人人人たちによるたちによるたちによるたちによる巨大巨大巨大巨大なななな武装抵抗武装抵抗武装抵抗武装抵抗のためであるのためであるのためであるのためである。。。。アラブアラブアラブアラブ人人人人にににに対対対対するするするする盲目的盲目的盲目的盲目的なななな

民族的偏見民族的偏見民族的偏見民族的偏見のののの中中中中でででで、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの高官高官高官高官たちとそのたちとそのたちとそのたちとその米国米国米国米国でのでのでのでのエージェントエージェントエージェントエージェントたちはたちはたちはたちは、、、、自分自分自分自分のののの社社社社

会会会会へのへのへのへの破壊破壊破壊破壊にににに対対対対するするするするイラクイラクイラクイラク人人人人によるによるによるによる人民戦争人民戦争人民戦争人民戦争がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がるがるがるがる可能性可能性可能性可能性をををを計算計算計算計算にににに入入入入れなかったのれなかったのれなかったのれなかったの

であるであるであるである。。。。イラクイラクイラクイラク人人人人のののの抵抗抵抗抵抗抵抗がががが勢勢勢勢いをいをいをいを得得得得てててて米国軍米国軍米国軍米国軍のののの経済的経済的経済的経済的なななな損失損失損失損失がががが膨膨膨膨らむにつれてらむにつれてらむにつれてらむにつれて、、、、米国米国米国米国のののの世世世世



論論論論はははは戦争戦争戦争戦争にににに反対反対反対反対するようになりするようになりするようになりするようになり、、、、そしてそしてそしてそして誰誰誰誰がががが軍事的軍事的軍事的軍事的なななな総崩総崩総崩総崩れれれれ状態状態状態状態のののの責任者責任者責任者責任者なのかをなのかをなのかをなのかを問問問問いいいい始始始始

めためためためた。。。。このこのこのこの危険危険危険危険なななな徴候徴候徴候徴候をををを示示示示すすすす疑問疑問疑問疑問にににに直面直面直面直面してしてしてして、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダはははは彼彼彼彼らのらのらのらの足跡足跡足跡足跡をををを

覆覆覆覆いいいい隠隠隠隠すためにすためにすためにすためにギヤーギヤーギヤーギヤーをををを切切切切りりりり替替替替えたえたえたえた。。。。戦争戦争戦争戦争をををを煽煽煽煽ったったったったシオニストシオニストシオニストシオニスト官僚官僚官僚官僚ののののトップトップトップトップはははは慌慌慌慌てててててててて表舞表舞表舞表舞

台台台台からからからから去去去去ったがったがったがったが、、、、それはそれはそれはそれは最最最最もももも明白明白明白明白なななな戦争犯罪者戦争犯罪者戦争犯罪者戦争犯罪者どもからどもからどもからどもから始始始始まったまったまったまった。。。。ポールポールポールポール・・・・ウォルフォヴウォルフォヴウォルフォヴウォルフォヴ

ィッツィッツィッツィッツ、、、、ダグラスダグラスダグラスダグラス・・・・ファイスファイスファイスファイス、、、、そしてそしてそしてそしてペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴンののののシュムスキーシュムスキーシュムスキーシュムスキー、、、、およびおよびおよびおよびホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウス

ののののデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・フラムフラムフラムフラムととととアリアリアリアリ・・・・フフフフレイシャーレイシャーレイシャーレイシャーであるであるであるである。。。。国務省国務省国務省国務省にいたよりにいたよりにいたよりにいたより目立目立目立目立たないたないたないたない強硬強硬強硬強硬

派派派派たちたちたちたち、、、、エリオットエリオットエリオットエリオット・・・・エイブラムズエイブラムズエイブラムズエイブラムズ、、、、スクータースクータースクータースクーター・・・・リビーリビーリビーリビー、、、、デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・ワースマーワースマーワースマーワースマーなななな

どはどはどはどは、、、、もうもうもうもう少少少少しだけしだけしだけしだけ長長長長くとどまったくとどまったくとどまったくとどまった。。。。後後後後ににににリビーリビーリビーリビーはははは、、、、ニジェールニジェールニジェールニジェール大使大使大使大使ジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・ウイルソウイルソウイルソウイルソ

ンンンンががががシオニストシオニストシオニストシオニスト軍団軍団軍団軍団のののの戦争戦争戦争戦争につながるにつながるにつながるにつながる「「「「情報情報情報情報」」」」捏造捏造捏造捏造をををを表表表表ざたにしたことにざたにしたことにざたにしたことにざたにしたことに関連関連関連関連してしてしてして彼彼彼彼のののの妻妻妻妻

であるであるであるであるＣＩＡＣＩＡＣＩＡＣＩＡ職員職員職員職員のののの名前名前名前名前をををを漏漏漏漏らしたらしたらしたらした役割役割役割役割のためにのためにのためにのために、、、、重罪重罪重罪重罪にににに問問問問われることとなったわれることとなったわれることとなったわれることとなった。。。。【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：

リビーリビーリビーリビーはははは結局結局結局結局、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュのののの力添力添力添力添えでえでえでえで実刑実刑実刑実刑をををを免免免免れたれたれたれた。】。】。】。】    

    

【【【【イランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争：：：：シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造（（（（およびおよびおよびおよびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル））））にとってのにとってのにとってのにとっての最優最優最優最優

先事項先事項先事項先事項】】】】    

イランイランイランイラン破壊破壊破壊破壊のためののためののためののためのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによるキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはすでにはすでにはすでにはすでに二二二二つのつのつのつの戦争行動戦争行動戦争行動戦争行動にににに結結結結びびびび付付付付いいいい

ているているているている。。。。２００６２００６２００６２００６年年年年ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルははははレバノンレバノンレバノンレバノンをををを襲襲襲襲ったったったった。。。。そのそのそのその狙狙狙狙いはいはいはいはイランイランイランイランのののの同盟者同盟者同盟者同盟者であるであるであるである

シーアシーアシーアシーア派政治軍事組織派政治軍事組織派政治軍事組織派政治軍事組織ヘズボラーヘズボラーヘズボラーヘズボラーをををを破壊破壊破壊破壊するものであったのだがするものであったのだがするものであったのだがするものであったのだが、、、、これはこれはこれはこれは失敗失敗失敗失敗したしたしたした。。。。そのそのそのその

１１１１年年年年とととと少少少少しのしのしのしの後後後後（（（（２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月６６６６日日日日）、）、）、）、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはよりはよりはよりはより挑発的挑発的挑発的挑発的なななな行動行動行動行動にににに出出出出たたたた。。。。何何何何のののの攻撃攻撃攻撃攻撃

もももも受受受受けていないのにけていないのにけていないのにけていないのにシリアシリアシリアシリアのののの領土領土領土領土をををを爆撃爆撃爆撃爆撃してあるしてあるしてあるしてある軍事施設軍事施設軍事施設軍事施設をををを破壊破壊破壊破壊したのだしたのだしたのだしたのだ。。。。シリアシリアシリアシリアととととイライライライラ

ンンンンがががが相互防衛協定相互防衛協定相互防衛協定相互防衛協定をををを結結結結んでいるためんでいるためんでいるためんでいるため、、、、このこのこのこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの行動行動行動行動ははははイランイランイランイランととととシリアシリアシリアシリアがががが奇襲攻撃奇襲攻撃奇襲攻撃奇襲攻撃

にににに対対対対してしてしてして反応反応反応反応するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを試試試試すためにすためにすためにすために計画計画計画計画さささされたものだったれたものだったれたものだったれたものだった。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル諜報部諜報部諜報部諜報部ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ機関機関機関機関はははは、、、、以前以前以前以前のののの大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器大量破壊兵器のののの嘘嘘嘘嘘とととと比較比較比較比較できるできるできるできる偽情報偽情報偽情報偽情報

のひとかけらをのひとかけらをのひとかけらをのひとかけらを準備準備準備準備したしたしたした。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮がががが建設建設建設建設してしてしてして核物質核物質核物質核物質をををを提供提供提供提供しているしているしているしている核施設核施設核施設核施設をををを爆撃爆撃爆撃爆撃

したしたしたした、、、、とととと言言言言いいいい張張張張ったのであるったのであるったのであるったのである。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの偽情報偽情報偽情報偽情報はははは即刻即刻即刻即刻、、、、ロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルス・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、

ワシントンワシントンワシントンワシントン・・・・ポストポストポストポスト、、、、ウォールストリートウォールストリートウォールストリートウォールストリート・・・・ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル、、、、そしてそしてそしてそしてニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ

といったといったといったといった米国米国米国米国のののの主要新聞主要新聞主要新聞主要新聞やややや、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる大大大大テレビネットテレビネットテレビネットテレビネットでそのでそのでそのでその通通通通りにりにりにりに繰繰繰繰りりりり返返返返されたされたされたされた。。。。親親親親イスイスイスイス

ラエルラエルラエルラエル・・・・プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの専門家達専門家達専門家達専門家達はこのはこのはこのはこの攻撃攻撃攻撃攻撃をををを正当化正当化正当化正当化しししし、、、、ワシントンワシントンワシントンワシントン・・・・ポストポストポストポスト記事記事記事記事（（（（２０２０２０２０

０７０７０７０７年年年年９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日））））のののの中中中中でででで次次次次々々々々とととと引用引用引用引用されたされたされたされた。。。。ワシントンワシントンワシントンワシントン・・・・ポストポストポストポストはははは、、、、親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの中中中中

東政策東政策東政策東政策サバンサバンサバンサバン・・・・センターセンターセンターセンター（（（（今今今今やややや信用信用信用信用をををを失墜失墜失墜失墜したしたしたしたブルッキングズブルッキングズブルッキングズブルッキングズ研究所研究所研究所研究所のののの中中中中にあるにあるにあるにある））））でででで諜報諜報諜報諜報

「「「「専門家専門家専門家専門家」」」」をしていたをしていたをしていたをしていたブルースブルースブルースブルース・・・・リーデルリーデルリーデルリーデル（（（（Bruce RiedelBruce RiedelBruce RiedelBruce Riedel））））のののの発言発言発言発言をををを引用引用引用引用してしてしてして次次次次のようにのようにのようにのように書書書書

いたいたいたいた。「。「。「。「それがそれがそれがそれが重大重大重大重大なななな攻撃攻撃攻撃攻撃であったことにであったことにであったことにであったことに疑問疑問疑問疑問のののの余地余地余地余地はははは無無無無いいいい。。。。それはそれはそれはそれは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標

だっただっただっただった。。。。それはそれはそれはそれは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人たちがたちがたちがたちがシリアシリアシリアシリアとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争をををを非常非常非常非常にににに気気気気にかけておりにかけておりにかけておりにかけており予想予想予想予想されるされるされるされる

戦争戦争戦争戦争のののの可能性可能性可能性可能性をををを小小小小さくしようとさくしようとさくしようとさくしようと望望望望んだときにんだときにんだときにんだときに起起起起こったものだこったものだこったものだこったものだ((((ﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏ))))。。。。このこのこのこの決定決定決定決定はははは、、、、シリアシリアシリアシリアがががが戦戦戦戦

争争争争をををを起起起起こすこすこすこす可能性可能性可能性可能性があるといがあるといがあるといがあるというううう彼彼彼彼らのらのらのらの懸念懸念懸念懸念にもにもにもにも関関関関わらずなされたものであるわらずなされたものであるわらずなされたものであるわらずなされたものである((((ﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏ))))。。。。このこのこのこの決定決定決定決定

ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍事計画者軍事計画者軍事計画者軍事計画者にとってこのにとってこのにとってこのにとってこの攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標がいかにがいかにがいかにがいかに重要重要重要重要であったのかということをであったのかということをであったのかということをであったのかということを

表表表表しているしているしているしている」。」。」。」。言言言言いいいい換換換換えるならばえるならばえるならばえるならば、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが「「「「戦争戦争戦争戦争をををを懸念懸念懸念懸念してしてしてして」」」」いるためにいるためにいるためにいるために、、、、プロパガプロパガプロパガプロパガ



ンダンダンダンダ要員要員要員要員たちがこのたちがこのたちがこのたちがこの攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標のののの性格性格性格性格をををを知知知知ることすらないようなることすらないようなることすらないようなることすらないような、、、、挑発挑発挑発挑発をををを受受受受けていないけていないけていないけていない戦闘戦闘戦闘戦闘

行為行為行為行為にににに携携携携わるわるわるわる、、、、というのであるというのであるというのであるというのである！！！！    

２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日にににに、、、、米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会（（（（the Presidents of the Major the Presidents of the Major the Presidents of the Major the Presidents of the Major 

American Jewish OrganizationsAmerican Jewish OrganizationsAmerican Jewish OrganizationsAmerican Jewish Organizations＝＝＝＝PMAJPMAJPMAJPMAJOOOO））））のののの代表的代表的代表的代表的ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ紙紙紙紙（（（（デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラアラアラアラ

ートートートート））））がががが続続続続いてこのいてこのいてこのいてこのワシントンワシントンワシントンワシントン・・・・ポストポストポストポストでででで繰繰繰繰りりりり返返返返されたされたされたされた好戦的好戦的好戦的好戦的プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを再生産再生産再生産再生産しししし、、、、

それをそれをそれをそれをワシントンワシントンワシントンワシントンとととと全国全国全国全国のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆるトップクラストップクラストップクラストップクラスのののの官僚官僚官僚官僚とととと議員議員議員議員にににに送送送送りつけりつけりつけりつけ、、、、AIPACAIPACAIPACAIPAC ののののロビロビロビロビ

イストイストイストイストたちをたちをたちをたちを動員動員動員動員してしてしてしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの派手派手派手派手なななな戦闘行為戦闘行為戦闘行為戦闘行為にににに対対対対するするするする米国米国米国米国のののの支持支持支持支持をををを確保確保確保確保させたのでさせたのでさせたのでさせたので

あったあったあったあった。。。。このこのこのこの詐欺的詐欺的詐欺的詐欺的ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの機能機能機能機能についてについてについてについて明明明明らかなことはらかなことはらかなことはらかなことは、、、、デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラート

ががががファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ（（（（２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月２１２１２１２１日号日号日号日号４４４４ページページページページ））））からのからのからのからの抜粋抜粋抜粋抜粋をををを極度極度極度極度にににに

誤誘導誤誘導誤誘導誤誘導させるさせるさせるさせる形形形形でででで公表公表公表公表したしたしたした点点点点であるであるであるである。。。。それはそれはそれはそれは、、、、元記事元記事元記事元記事にににに含含含含まれていたまれていたまれていたまれていたイイイイスラエルスラエルスラエルスラエル・・・・シオニシオニシオニシオニ

ストストストスト・・・・プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを暴露暴露暴露暴露するするするする数多数多数多数多くのくのくのくの段落段落段落段落をををを抜抜抜抜きにしてきにしてきにしてきにして、「、「、「、「可能性可能性可能性可能性あるあるあるある」」」」シリアシリアシリアシリア----北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの

核核核核のののの結結結結びつきというびつきというびつきというびつきというイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの線線線線をつないだだけのものだをつないだだけのものだをつないだだけのものだをつないだだけのものだ。。。。このこのこのこのファイファイファイファイ

ナンシャルナンシャルナンシャルナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズのののの記事記事記事記事はははは、、、、米国進歩米国進歩米国進歩米国進歩センターセンターセンターセンター（（（（the Center for American Progressthe Center for American Progressthe Center for American Progressthe Center for American Progress））））

でででで核政策責任者核政策責任者核政策責任者核政策責任者をををを務務務務めるめるめるめるジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・サークシオンサークシオンサークシオンサークシオン（（（（Joseph CirccioneJoseph CirccioneJoseph CirccioneJoseph Circcione））））のののの次次次次のののの言葉言葉言葉言葉をををを引用引用引用引用しししし

ているているているている。「。「。「。「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの攻撃攻撃攻撃攻撃ががががシリアシリアシリアシリア----北朝鮮間北朝鮮間北朝鮮間北朝鮮間のののの明確明確明確明確なななな核開発協力核開発協力核開発協力核開発協力にににに関連関連関連関連するものであるとするものであるとするものであるとするものであると

はははは非常非常非常非常にににに考考考考えづらいえづらいえづらいえづらい。。。。基本的基本的基本的基本的でででで周知周知周知周知のののの事事事事実実実実なのだがなのだがなのだがなのだが、、、、シリアシリアシリアシリアのののの４０４０４０４０年間年間年間年間にににに渡渡渡渡るるるる核研究計画核研究計画核研究計画核研究計画

はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも初歩的初歩的初歩的初歩的でありいかなるでありいかなるでありいかなるでありいかなる兵器能力兵器能力兵器能力兵器能力をもをもをもをも高高高高めることができるものではないめることができるものではないめることができるものではないめることができるものではない。。。。米国米国米国米国

のののの各大学各大学各大学各大学ははははシリアシリアシリアシリアよりもよりもよりもよりも大大大大きなきなきなきな核施設核施設核施設核施設をををを持持持持っているのだっているのだっているのだっているのだ。」（。」（。」（。」（ファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、

２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日））））ブッシュブッシュブッシュブッシュ大統領大統領大統領大統領のののの元元元元アジアアジアアジアアジア担当顧問担当顧問担当顧問担当顧問でででで北朝鮮研究北朝鮮研究北朝鮮研究北朝鮮研究のののの専門家専門家専門家専門家でありでありでありであり

今今今今はははは戦略国際研究戦略国際研究戦略国際研究戦略国際研究センターセンターセンターセンター（（（（the Center for Strategic and International Studiesthe Center for Strategic and International Studiesthe Center for Strategic and International Studiesthe Center for Strategic and International Studies））））にいるにいるにいるにいる

人物人物人物人物もももも同様同様同様同様ににににイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル----シオニストシオニストシオニストシオニストのののの核兵器策謀核兵器策謀核兵器策謀核兵器策謀のののの正体正体正体正体をををを暴暴暴暴くくくく。「。「。「。「もしもしもしもし北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮ががががシリアシリアシリアシリアにににに核核核核

兵器用兵器用兵器用兵器用のののの物質物質物質物質をををを運運運運ぶほどにぶほどにぶほどにぶほどに愚愚愚愚かだとしたらかだとしたらかだとしたらかだとしたら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはシリアシリアシリアシリアのようなのようなのようなのような北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの外外外外にあるにあるにあるにある場場場場

所所所所でででで作業作業作業作業をしようとしていたのならをしようとしていたのならをしようとしていたのならをしようとしていたのなら、、、、私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては驚愕驚愕驚愕驚愕のののの極地極地極地極地だろうだろうだろうだろう（（（（ﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏ）」。）」。）」。）」。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル----

シオニストシオニストシオニストシオニストのののの戦争戦争戦争戦争プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダにとってにとってにとってにとって同様同様同様同様にまずかったことににまずかったことににまずかったことににまずかったことに、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権はははは２００２００２００２００

７７７７年中年中年中年中にににに行行行行ったあらゆるったあらゆるったあらゆるったあらゆる会議会議会議会議のののの期間期間期間期間にににに北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮ののののシリアシリアシリアシリア関与関与関与関与のののの可能性可能性可能性可能性をををを一言一言一言一言もももも取取取取りりりり上上上上げなかげなかげなかげなか

ったったったった。。。。それがそれがそれがそれがシリアシリアシリアシリアにににに対対対対するするするする敵意敵意敵意敵意をををを非常非常非常非常にににに掻掻掻掻きききき立立立立てることでありてることでありてることでありてることであり、、、、攻撃攻撃攻撃攻撃をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けるためのけるためのけるためのけるための

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる口実口実口実口実をををを探探探探しているにもしているにもしているにもしているにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、であるであるであるである。。。。ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの言言言言いいいい訳訳訳訳にににに

大慌大慌大慌大慌てでなびいていったてでなびいていったてでなびいていったてでなびいていった前述前述前述前述ののののイスイスイスイスラエルラエルラエルラエルのののの挑発行為挑発行為挑発行為挑発行為とはとはとはとは逆逆逆逆にににに、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに

よるよるよるよるシリアシリアシリアシリアにににに対対対対するするするする攻撃攻撃攻撃攻撃についてのについてのについてのについてのコメントコメントコメントコメントをををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした。。。。どうやらどうやらどうやらどうやら、、、、それがそれがそれがそれが米国米国米国米国をををを引引引引きずきずきずきず

りりりり込込込込もうともうともうともうと願願願願ううううイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの挑発行為挑発行為挑発行為挑発行為であったとであったとであったとであったと彼彼彼彼のののの諜報係官諜報係官諜報係官諜報係官からからからからアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを受受受受けたもけたもけたもけたも

のとみえるのとみえるのとみえるのとみえる。。。。    

シリアシリアシリアシリアとそのとそのとそのとその国防国防国防国防にににに対対対対するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの戦闘行為戦闘行為戦闘行為戦闘行為、、、、およびおよびおよびおよび米国米国米国米国シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造によによによによ

るそのるそのるそのるその支持支持支持支持はははは、、、、イランイランイランイランととととシリアシリアシリアシリアにににに対対対対するするするする合同合同合同合同のののの戦争戦争戦争戦争にににに米国米国米国米国をををを引引引引きずりきずりきずりきずり込込込込むむむむ最新最新最新最新ののののステップステップステップステップ

であるであるであるである。。。。２００７２００７２００７２００７年年年年６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月までのまでのまでのまでの１８０１８０１８０１８０にににに及及及及ぶぶぶぶデイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラート（（（（米国主要米国主要米国主要米国主要ユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会のののの私的機関私的機関私的機関私的機関））））のののの記事記事記事記事をををを全体的全体的全体的全体的にににに調査調査調査調査するするするするとととと、、、、イランイランイランイランとのとのとのとの戦闘行為戦闘行為戦闘行為戦闘行為にににに取取取取りりりり

掛掛掛掛かりかりかりかり、、、、イランイランイランイランにににに厳厳厳厳しいしいしいしい経済制裁経済制裁経済制裁経済制裁とととと海上封鎖海上封鎖海上封鎖海上封鎖をををを押押押押しししし付付付付けけけけ、、、、そしてそしてそしてそしてイランイランイランイランとのとのとのとの全面対決全面対決全面対決全面対決をををを準準準準



備備備備するようにするようにするようにするように求求求求めるというめるというめるというめるという、、、、３３３３種類種類種類種類のののの要求要求要求要求をををを米国米国米国米国にににに対対対対してしてしてして行行行行っているっているっているっている。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの好戦好戦好戦好戦

的的的的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢にににに対対対対してしてしてして疑問疑問疑問疑問をををを発発発発するようなするようなするようなするような記事記事記事記事やややや声声声声はははは唯唯唯唯のののの一一一一つもつもつもつも見当見当見当見当たらないたらないたらないたらない。。。。デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アアアア

ラートラートラートラートのののの全全全全てのてのてのての記事記事記事記事ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの主張主張主張主張ををををオウムオウムオウムオウムのようにのようにのようにのように繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががガザガザガザガザ地地地地

区区区区でででで１００１００１００１００万人万人万人万人のののの閉閉閉閉じじじじ込込込込められためられためられためられた市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして行行行行うううう残虐残虐残虐残虐なななな電気電気電気電気、、、、ガスガスガスガス、、、、飲料水飲料水飲料水飲料水のののの供給停止供給停止供給停止供給停止

をををを支持支持支持支持するときでもそうであるするときでもそうであるするときでもそうであるするときでもそうである。。。。それはそれはそれはそれは国際法国際法国際法国際法のもとでののもとでののもとでののもとでの戦争犯罪行為戦争犯罪行為戦争犯罪行為戦争犯罪行為なのだなのだなのだなのだ。。。。デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・

アアアアラートラートラートラートのののの文章文章文章文章のののの中中中中ではではではでは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが丸腰丸腰丸腰丸腰ののののパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの少年少年少年少年やややや少女少女少女少女をををを「「「「戦闘員戦闘員戦闘員戦闘員」「」「」「」「狙狙狙狙

撃主撃主撃主撃主」」」」というというというというレッテルレッテルレッテルレッテルをををを貼貼貼貼ってってってって殺害殺害殺害殺害するするするする。。。。そしてそしてそしてそしてデイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラートははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの「「「「和和和和

平交渉平交渉平交渉平交渉」」」」をををを「「「「誠意誠意誠意誠意をもってをもってをもってをもって」」」」実行実行実行実行されているものであるかのようにされているものであるかのようにされているものであるかのようにされているものであるかのように描描描描くくくく。。。。実際実際実際実際にはにはにはには土地土地土地土地のののの

収奪収奪収奪収奪とととと子供達子供達子供達子供達をををを含含含含むむむむ大勢大勢大勢大勢ののののパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの殺害殺害殺害殺害がががが継続中継続中継続中継続中なのだなのだなのだなのだ。「。「。「。「米国大統領米国大統領米国大統領米国大統領ジョージジョージジョージジョージ・・・・Ｗ．Ｗ．Ｗ．Ｗ．

ブッシュブッシュブッシュブッシュがががが（（（（アナポリスアナポリスアナポリスアナポリス））））和平会議和平会議和平会議和平会議をををを２００７２００７２００７２００７年年年年７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日とととと１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日にににに開催開催開催開催するするするする間間間間

にににに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍はははは１２１２１２１２名名名名のののの子供子供子供子供をををを含含含含むむむむ１０４１０４１０４１０４名名名名ののののパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人をををを殺害殺害殺害殺害したしたしたした。」。」。」。」ファイナンファイナンファイナンファイナン

シャルシャルシャルシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ（（（（２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日号日号日号日号、、、、４４４４ページページページページ））））    

２００６２００６２００６２００６年年年年１１１１１１１１月月月月ににににイラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争にににに反対反対反対反対するするするする選挙民選挙民選挙民選挙民のののの怒怒怒怒りがりがりがりが増増増増えたおかげでえたおかげでえたおかげでえたおかげで民主党民主党民主党民主党がががが議会議会議会議会

選挙選挙選挙選挙でででで勝利勝利勝利勝利したしたしたした後後後後、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの外相外相外相外相ツィッピツィッピツィッピツィッピ・・・・レヴィレヴィレヴィレヴィははははワシントンワシントンワシントンワシントンでででで AIPACAIPACAIPACAIPAC のののの会議会議会議会議にににに出出出出

席席席席しししし、、、、数千人数千人数千人数千人ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト活動家活動家活動家活動家とととと米国民主党米国民主党米国民主党米国民主党・・・・共和党議員共和党議員共和党議員共和党議員のののの巨大巨大巨大巨大なななな分隊分隊分隊分隊にににに対対対対してしてしてして、、、、ブッブッブッブッ

シュシュシュシュ政権政権政権政権によるによるによるによるイラクイラクイラクイラク占領占領占領占領をををを支持支持支持支持しししし続続続続けるようにかりけるようにかりけるようにかりけるようにかり立立立立てててて、、、、イランイランイランイランにににに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな戦争戦争戦争戦争にににに

向向向向けてけてけてけて彼彼彼彼らをらをらをらを扇動扇動扇動扇動したしたしたした。。。。極極極極めてめてめてめて扇情的扇情的扇情的扇情的なななな長談義長談義長談義長談義のののの中中中中でででで、、、、彼女彼女彼女彼女はありもしないはありもしないはありもしないはありもしないイランイランイランイランのののの核開核開核開核開

発能力発能力発能力発能力のののの「「「「実際的実際的実際的実際的なななな脅威脅威脅威脅威」」」」をををを絶叫絶叫絶叫絶叫したしたしたした。。。。このこのこのこのユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・ロビーロビーロビーロビー全員全員全員全員がそのがそのがそのがその意思意思意思意思をををを汲汲汲汲みみみみ行動行動行動行動にににに

向向向向かったのであるかったのであるかったのであるかったのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの広広広広がりとがりとがりとがりと深深深深さとさとさとさと中央集権的中央集権的中央集権的中央集権的なななな仕組仕組仕組仕組みはあらゆるものにもみはあらゆるものにもみはあらゆるものにもみはあらゆるものにも勝勝勝勝るるるる。。。。そそそそ

れはれはれはれは「「「「ロビーロビーロビーロビー」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉でででで適当適当適当適当にににに誤魔化誤魔化誤魔化誤魔化されうるものだされうるものだされうるものだされうるものだ。。。。このこのこのこの点点点点でででで、、、、ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーとととと

ウォルトウォルトウォルトウォルトははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビーのののの研究研究研究研究のののの中中中中でででで親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル勢力勢力勢力勢力のののの権力権力権力権力とととと政治的影響力政治的影響力政治的影響力政治的影響力をををを過過過過

小評価小評価小評価小評価しているしているしているしている。。。。続続続続いていていていて、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの力力力力をををを量量量量るにはるにはるにはるには数多数多数多数多くのくのくのくの要素要素要素要素をををを計算計算計算計算にににに入入入入れれれれ

なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。それらのそれらのそれらのそれらの中中中中にはそのにはそのにはそのにはその直接的直接的直接的直接的なななな力力力力とととと共共共共にににに間接的間接的間接的間接的なななな力力力力もももも含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。シオニシオニシオニシオニ

ストストストスト権力構造権力構造権力構造権力構造がががが持持持持つつつつ力力力力はははは、、、、直接的直接的直接的直接的にはにはにはには政治的政治的政治的政治的、、、、学術的学術的学術的学術的、、、、そしてそしてそしてそして文化的文化的文化的文化的なななな意思決定意思決定意思決定意思決定をををを行行行行うううう者者者者

達達達達にににに及及及及びびびび、、、、彼彼彼彼ららららののののポリシーポリシーポリシーポリシーがががが親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル的的的的、、、、親親親親シオニストシオニストシオニストシオニスト的的的的なななな利益利益利益利益をををを支支支支えることをえることをえることをえることを確実確実確実確実

にさせるにさせるにさせるにさせる。。。。もっともっともっともっと直接的直接的直接的直接的なそのなそのなそのなその力力力力のののの表現表現表現表現はははは、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストたちがたちがたちがたちがトップトップトップトップのののの意思決定部門意思決定部門意思決定部門意思決定部門をををを占占占占

領領領領ししししイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍事的軍事的軍事的軍事的・・・・経済的経済的経済的経済的なななな利益利益利益利益のためののためののためののための政策政策政策政策をををを作作作作るるるる場合場合場合場合であるであるであるである。。。。国家安全保障委国家安全保障委国家安全保障委国家安全保障委

員会員会員会員会（（（（the National Security Councilthe National Security Councilthe National Security Councilthe National Security Council））））ででででブッシュブッシュブッシュブッシュ大統領大統領大統領大統領のののの重要重要重要重要なななな中東顧問中東顧問中東顧問中東顧問をををを務務務務めるめるめるめるエリオエリオエリオエリオ

ットットットット・・・・エイブラムズエイブラムズエイブラムズエイブラムズがそのがそのがそのがその多多多多くのくのくのくの例例例例のののの一人一人一人一人だがだがだがだが、、、、祖国安全保障省長官祖国安全保障省長官祖国安全保障省長官祖国安全保障省長官であるであるであるであるマイケルマイケルマイケルマイケル・・・・チチチチ

ャートフャートフャートフャートフ（（（（Michael ChertoffMichael ChertoffMichael ChertoffMichael Chertoff））））もももも同様同様同様同様であるであるであるである。。。。彼彼彼彼はははは与与与与えられたえられたえられたえられた資金資金資金資金のののの４４４４分分分分のののの３３３３をををを私的私的私的私的ななななユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ組織組織組織組織のののの「「「「安全保障安全保障安全保障安全保障」」」」にににに割割割割りりりり当当当当てているのだてているのだてているのだてているのだ。。。。    

同様同様同様同様にににに恐恐恐恐ろしいことにろしいことにろしいことにろしいことに、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは数多数多数多数多くのくのくのくのメカニズムメカニズムメカニズムメカニズムをををを通通通通してしてしてして間接的間接的間接的間接的なななな影影影影

響力響力響力響力をををを行使行使行使行使するのであるするのであるするのであるするのである。。。。    

そのそのそのその一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、議員議員議員議員たちのたちのたちのたちの小小小小グループグループグループグループをををを通通通通してしてしてして大多数大多数大多数大多数とととと交渉交渉交渉交渉するするするする力力力力があるがあるがあるがある。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、

AIPACAIPACAIPACAIPAC がががが法案法案法案法案をををを作作作作りりりり上上上上げそれをげそれをげそれをげそれをリーバーマンリーバーマンリーバーマンリーバーマン上院議員上院議員上院議員上院議員にににに提出提出提出提出させさせさせさせ、、、、そしてそしてそしてそしてキルキルキルキル（（（（Jon KylJon KylJon KylJon Kyl））））



上院議員上院議員上院議員上院議員がががが共同署名共同署名共同署名共同署名しししし、、、、イランイランイランイラン革命防衛軍革命防衛軍革命防衛軍革命防衛軍をををを「「「「テロリストテロリストテロリストテロリスト」」」」としてとしてとしてとしてレッテルレッテルレッテルレッテル貼貼貼貼りをりをりをりを行行行行ったったったった

のだがのだがのだがのだが、、、、それはそれはそれはそれはブッシュブッシュブッシュブッシュにににに攻撃攻撃攻撃攻撃をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けさせるけさせるけさせるけさせる道道道道をならすものであるをならすものであるをならすものであるをならすものである。。。。このこのこのこの法案法案法案法案はははは議会議会議会議会のののの

８０８０８０８０％％％％のののの賛成賛成賛成賛成をををを得得得得てててて通過通過通過通過したしたしたした。。。。    

累積的累積的累積的累積的なななな権力権力権力権力はあるはあるはあるはある一一一一つのつのつのつの案件案件案件案件にににに対対対対してしてしてしてシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの様様様様々々々々なななな要素要素要素要素がががが集中集中集中集中するこするこするこするこ

とによってとによってとによってとによって作作作作られるられるられるられる。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル的的的的なななな作家作家作家作家とあらゆるとあらゆるとあらゆるとあらゆる主要組織主要組織主要組織主要組織とととと左翼左翼左翼左翼からからからから極右極右極右極右

までのまでのまでのまでの範囲範囲範囲範囲にいるにいるにいるにいるユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人たちがたちがたちがたちが、、、、ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーととととウォルトウォルトウォルトウォルトのののの論文論文論文論文とそれにとそれにとそれにとそれに続続続続くくくく本本本本をををを、、、、

共同共同共同共同でででで非難非難非難非難するするするする。。。。そのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどが人身攻撃人身攻撃人身攻撃人身攻撃（「（「（「（「反反反反ユダヤユダヤユダヤユダヤ主義者主義者主義者主義者」）」）」）」）かかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事実事実事実事実にににに基基基基づづづづ

くくくくデータデータデータデータをををを無視無視無視無視するするするする非論理的非論理的非論理的非論理的でででで複雑怪奇複雑怪奇複雑怪奇複雑怪奇なななな主張主張主張主張のののの、、、、どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに訴訴訴訴えるのだえるのだえるのだえるのだ。。。。    

プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを張張張張ることはることはることはることはシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造好権力構造好権力構造好権力構造好みのみのみのみの強力強力強力強力なななな武器武器武器武器であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現在現在現在現在

とととと未来未来未来未来のののの政策立案者政策立案者政策立案者政策立案者をををを恐恐恐恐れさせるためにれさせるためにれさせるためにれさせるためにイスライスライスライスラエルエルエルエルととととシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造によるによるによるによる懲罰的懲罰的懲罰的懲罰的なななな

批判批判批判批判をををを上手上手上手上手にばらにばらにばらにばら撒撒撒撒くことであるくことであるくことであるくことである。。。。そのそのそのその例例例例としてとしてとしてとして、、、、ハーヴァードハーヴァードハーヴァードハーヴァード法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・

ファシストファシストファシストファシストのののの教授教授教授教授であるであるであるであるアランアランアランアラン・・・・ダーショヴィッツダーショヴィッツダーショヴィッツダーショヴィッツ（（（（Alan DershowitzAlan DershowitzAlan DershowitzAlan Dershowitz））））ははははシオニストシオニストシオニストシオニスト権力権力権力権力

構造構造構造構造にににに支支支支えられてえられてえられてえられてキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを成功成功成功成功させさせさせさせ、、、、ノーマンノーマンノーマンノーマン・・・・フィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタイン教授教授教授教授をををを大学大学大学大学

ののののポストポストポストポストからからからから追追追追いいいい出出出出したしたしたした。。。。これがこれがこれがこれが将来将来将来将来イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを批判批判批判批判するするするする可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある全全全全てのてのてのての者者者者にににに対対対対すすすす

るるるる「「「「見見見見せしめせしめせしめせしめ的的的的なななな懲罰懲罰懲罰懲罰」」」」としてとしてとしてとして機能機能機能機能するのであるするのであるするのであるするのである。。。。ダーショヴィッツダーショヴィッツダーショヴィッツダーショヴィッツののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンはははは、、、、

ナチナチナチナチのののの死死死死のののの収用所収用所収用所収用所をををを生生生生きききき延延延延びたびたびたびたフィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタイン教授教授教授教授のののの病病病病気気気気のののの母親母親母親母親ををををユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人「「「「カポカポカポカポ」」」」

つまりつまりつまりつまりナチナチナチナチ協力者協力者協力者協力者とととと中傷中傷中傷中傷するまでにするまでにするまでにするまでに至至至至ったのであるったのであるったのであるったのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、私的私的私的私的・・・・公的公的公的公的なななな両面両面両面両面でででで相互相互相互相互にににに強制力強制力強制力強制力をををを働働働働かせあうかせあうかせあうかせあう複合的複合的複合的複合的なななな手段手段手段手段をををを

持持持持っているっているっているっている。。。。大大大大きなきなきなきなスケールスケールスケールスケールでででで長期間長期間長期間長期間のののの政党政党政党政党とととと選挙選挙選挙選挙にににに投資投資投資投資することはすることはすることはすることは議会議会議会議会へのへのへのへの影響力影響力影響力影響力をををを手手手手

にににに入入入入れることであるれることであるれることであるれることである。。。。これはこれはこれはこれは次次次次にににに、、、、党全体党全体党全体党全体のののの大統領指名大統領指名大統領指名大統領指名やややや議会議会議会議会でででで委員会委員会委員会委員会のののの作業作業作業作業にににに対対対対するするするする支支支支

配権配権配権配権をををを手手手手にににに入入入入れることでれることでれることでれることで、、、、偉大偉大偉大偉大なななな少数派少数派少数派少数派であるであるであるであるシオニストシオニストシオニストシオニスト議員団議員団議員団議員団のののの権力権力権力権力をををを増大増大増大増大させることさせることさせることさせること

になるになるになるになる。。。。これがこれがこれがこれが相互相互相互相互ににににフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックしししし、、、、米国米国米国米国のののの中東外交政策中東外交政策中東外交政策中東外交政策をををを形作形作形作形作ることやることやることやることや主要新聞主要新聞主要新聞主要新聞やややや

週刊誌週刊誌週刊誌週刊誌などのなどのなどのなどの各各各各メディアメディアメディアメディア産業分野産業分野産業分野産業分野でででで意見欄意見欄意見欄意見欄にににに親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル作家作家作家作家がががが登場登場登場登場することですることですることですることで、、、、シオニシオニシオニシオニ

ストストストスト権力構造権力構造権力構造権力構造のよりのよりのよりのより大大大大きなきなきなきな影響力影響力影響力影響力をををを育育育育てるのであるてるのであるてるのであるてるのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニストのののの力力力力はまたはまたはまたはまた、、、、長期間長期間長期間長期間にわたるにわたるにわたるにわたる曲解曲解曲解曲解にににに満満満満ちたちたちたちた全全全全くくくく一方的一方的一方的一方的ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ・・・・キャキャキャキャ

ンペーンンペーンンペーンンペーンのののの結果結果結果結果でもあるでもあるでもあるでもある。。。。それはそれはそれはそれはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののアラブアラブアラブアラブ人人人人、、、、特特特特ににににパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの批判者批判者批判者批判者をををを悪悪悪悪

魔化魔化魔化魔化しししし、（、（、（、（世界世界世界世界でででで第第第第４４４４、、、、中東唯一中東唯一中東唯一中東唯一のののの核戦力核戦力核戦力核戦力をををを誇誇誇誇るるるる））））イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを民主主義民主主義民主主義民主主義のののの砦砦砦砦でありそれがでありそれがでありそれがでありそれが

悪意悪意悪意悪意にににに満満満満ちたちたちたちた独裁政権独裁政権独裁政権独裁政権にににに取取取取りりりり囲囲囲囲まれているかのようにまれているかのようにまれているかのようにまれているかのように描描描描くのだくのだくのだくのだ。。。。このこのこのこの手法手法手法手法とととと主要主要主要主要メディアメディアメディアメディア

のほとんどののほとんどののほとんどののほとんどの部分部分部分部分へのへのへのへのコントロールコントロールコントロールコントロールをををを通通通通してしてしてして、、、、このこのこのこのシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに

よるよるよるよるレバノンレバノンレバノンレバノンのののの人口密人口密人口密人口密集地集地集地集地ややややガザガザガザガザなどのあらゆるなどのあらゆるなどのあらゆるなどのあらゆる場所場所場所場所にににに対対対対するするするする恐怖恐怖恐怖恐怖のののの爆撃爆撃爆撃爆撃などのなどのなどのなどの出来事出来事出来事出来事にににに

対対対対してしてしてして極極極極めてめてめてめて偏偏偏偏ったったったった報道報道報道報道をををを提供提供提供提供するするするする。。。。米国米国米国米国でのでのでのでのシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造によってによってによってによって計画計画計画計画されるされるされるされる世世世世

評作評作評作評作りのりのりのりの力力力力はははは中東中東中東中東におけるにおけるにおけるにおける現実現実現実現実をををを悪化悪化悪化悪化させるさせるさせるさせる作用作用作用作用としてとしてとしてとして働働働働きききき、、、、それがそれがそれがそれが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによる

軍事支配軍事支配軍事支配軍事支配とととと土地収奪土地収奪土地収奪土地収奪そしてそしてそしてそして恒常的恒常的恒常的恒常的なななな暴力的攻撃暴力的攻撃暴力的攻撃暴力的攻撃というというというという４０４０４０４０年間年間年間年間のののの苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを受受受受けるあらゆるけるあらゆるけるあらゆるけるあらゆる

年齢年齢年齢年齢とととと男女男女男女男女ののののパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人犠牲者人犠牲者人犠牲者人犠牲者をををを暴力集団暴力集団暴力集団暴力集団であるかのようにであるかのようにであるかのようにであるかのように仕立仕立仕立仕立てててて上上上上げげげげ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの

惨殺者惨殺者惨殺者惨殺者たちをたちをたちをたちを善良善良善良善良でででで平和的平和的平和的平和的なななな犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者であるかのようにであるかのようにであるかのようにであるかのように描描描描くまでにくまでにくまでにくまでに至至至至っているのであるっているのであるっているのであるっているのである。。。。    

    



【【【【イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビーかかかか？？？？またはまたはまたはまたはシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造かかかか？】？】？】？】    

ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーととととウォルトウォルトウォルトウォルトはははは親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル勢力勢力勢力勢力のののの機構機構機構機構をををを「「「「ロビーロビーロビーロビー、、、、米国米国米国米国にあるにあるにあるにある他他他他ののののロビロビロビロビ

ーーーーとととと同様同様同様同様なものなものなものなもの」、」、」、」、政府外政府外政府外政府外にあるにあるにあるにある「「「「個人個人個人個人ややややグループグループグループグループのゆるやかなのゆるやかなのゆるやかなのゆるやかな集合体集合体集合体集合体」」」」としてとしてとしてとして描描描描いたいたいたいた。。。。そそそそ

れがれがれがれがイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益のためにのためにのためにのために動動動動いているいているいているいている、、、、というわけだがというわけだがというわけだがというわけだが、、、、これほどこれほどこれほどこれほど真実真実真実真実にににに遠遠遠遠いものはいものはいものはいものは

ないないないない。。。。米国米国米国米国におけるこのにおけるこのにおけるこのにおけるこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの権力権力権力権力はははは、、、、極極極極めてめてめてめて組織化組織化組織化組織化されされされされ十分十分十分十分にににに資金資金資金資金をををを与与与与えられえられえられえられ、、、、

そしてそしてそしてそして米国中米国中米国中米国中でででで中央中央中央中央のののの指令指令指令指令どおりにどおりにどおりにどおりに動動動動くくくく複合体複合体複合体複合体をををを通通通通してしてしてして発揮発揮発揮発揮されるのだされるのだされるのだされるのだ。。。。このこのこのこのシオニストシオニストシオニストシオニスト

権力構造権力構造権力構造権力構造にはにはにはには無害無害無害無害そうなそうなそうなそうな名前名前名前名前でででで様様様様々々々々なななな種類種類種類種類のののの政治的提案政治的提案政治的提案政治的提案をををを行行行行うううう団体団体団体団体があるがあるがあるがある。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも１１１１

２２２２ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ製造工場製造工場製造工場製造工場（（（（「「「「シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク」）」）」）」）がががが主主主主としてとしてとしてとしてワシントンワシントンワシントンワシントンとととと東海岸東海岸東海岸東海岸のののの高度高度高度高度にににに連連連連

携携携携したしたしたした数多数多数多数多くのくのくのくの元政策立案者元政策立案者元政策立案者元政策立案者をををを雇雇雇雇っておりっておりっておりっており、、、、またまたまたまた５２５２５２５２のののの大大大大きなきなきなきな米国米国米国米国ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織人組織人組織人組織がががが「「「「米国米国米国米国

主要主要主要主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会（（（（CPMAJOCPMAJOCPMAJOCPMAJO）」）」）」）」のののの傘下傘下傘下傘下にににに結集結集結集結集するするするする。。。。AIPACAIPACAIPACAIPAC などのなどのなどのなどの全国組織全国組織全国組織全国組織（（（（ADLADLADLADL

やややや AJCAJCAJCAJC などなどなどなど））））はははは連邦議会幹部連邦議会幹部連邦議会幹部連邦議会幹部へのへのへのへのロビーロビーロビーロビー活動活動活動活動レベルレベルレベルレベルでででで重大重大重大重大なななな影響力影響力影響力影響力をををを持持持持つつつつ。。。。しかししかししかししかし、、、、批判批判批判批判

者者者者をををを探探探探りりりり排斥排斥排斥排斥しししし、、、、地方地方地方地方ののののメディアメディアメディアメディアををををコントロールコントロールコントロールコントロールしししし市市市市やややや町町町町やややや村全体村全体村全体村全体のののの世論世論世論世論をををを形成形成形成形成することすることすることすること

においてにおいてにおいてにおいて、、、、同様同様同様同様にににに、、、、あるいはよりあるいはよりあるいはよりあるいはより重要重要重要重要ものはものはものはものは地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ共同体連合共同体連合共同体連合共同体連合とととと組織組織組織組織でありでありでありであり、、、、それそれそれそれ

らはらはらはらは地域地域地域地域のののの文化計画担当者文化計画担当者文化計画担当者文化計画担当者、、、、編集者編集者編集者編集者、、、、書店書店書店書店、、、、大大大大学学学学、、、、教会教会教会教会そしてそしてそしてそして市民市民市民市民グループグループグループグループをををを威嚇威嚇威嚇威嚇してしてしてして、、、、

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとそのとそのとそのとそのシオニストシオニストシオニストシオニストのののの子分子分子分子分たちをたちをたちをたちを批判批判批判批判するするするする演説者演説者演説者演説者やややや作家作家作家作家やややや芸術家芸術家芸術家芸術家やややや宗教活動家宗教活動家宗教活動家宗教活動家なななな

どのどのどのどの公的公的公的公的なななな言論活動言論活動言論活動言論活動をををを拒否拒否拒否拒否するようにさせるのであるするようにさせるのであるするようにさせるのであるするようにさせるのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの土台土台土台土台はははは地域地域地域地域のののの活動家活動家活動家活動家であるであるであるである医者医者医者医者、、、、歯医者歯医者歯医者歯医者、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士、、、、不動産不動産不動産不動産ブローブローブローブロー

カーカーカーカー、、、、地主達地主達地主達地主達でありでありでありであり、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは地域地域地域地域のののの連合会連合会連合会連合会をををを主催主催主催主催しそのしそのしそのしその何万人何万人何万人何万人というというというという共謀者達共謀者達共謀者達共謀者達をををを治治治治めるめるめるめる。。。。

選出選出選出選出されたされたされたされた議員達議員達議員達議員達にににに嫌嫌嫌嫌がらせをしがらせをしがらせをしがらせをし悩悩悩悩ませませませませ威嚇威嚇威嚇威嚇ししししカネカネカネカネをををを巻巻巻巻きききき上上上上げげげげプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダのののの馬鹿騒馬鹿騒馬鹿騒馬鹿騒ぎをぎをぎをぎを

組織組織組織組織するのはするのはするのはするのは、、、、そしてそしてそしてそしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの戦争戦争戦争戦争をををを支持支持支持支持しししし米国米国米国米国からからからからイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの何十億何十億何十億何十億ドルドルドルドルものものものもの

援助一式援助一式援助一式援助一式をををを増増増増やしているのやしているのやしているのやしているのはははは、、、、実実実実にこのにこのにこのにこの連中連中連中連中なのだなのだなのだなのだ。。。。このこのこのこの各地域各地域各地域各地域でのでのでのでのシオニストシオニストシオニストシオニスト権力権力権力権力のののの構構構構

造造造造はははは、、、、年金用年金用年金用年金用のののの基金基金基金基金をををを抑抑抑抑えてえてえてえて見込見込見込見込みのみのみのみの無無無無いいいいイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの国債国債国債国債にににに何十億何十億何十億何十億ドルドルドルドルもももも使使使使わせわせわせわせ、、、、イスイスイスイス

ラエルラエルラエルラエルがががが名指名指名指名指しするしするしするしする「「「「敵敵敵敵のののの国家国家国家国家テロリストテロリストテロリストテロリストどもどもどもども」」」」とととと金融取引金融取引金融取引金融取引をするをするをするをする企業企業企業企業へのへのへのへの投資投資投資投資をををを止止止止めさめさめさめさ

せるせるせるせるキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを上手上手上手上手にやりにやりにやりにやり遂遂遂遂げるげるげるげる。。。。米国米国米国米国のののの大学教授大学教授大学教授大学教授ををををスパイスパイスパイスパイするのはするのはするのはするのはユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ををををベーベーベーベー

ススススにしたにしたにしたにした親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル学生組織学生組織学生組織学生組織であるであるであるである。。。。誰誰誰誰ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに批判的批判的批判的批判的であるのかをであるのかをであるのかをであるのかを調調調調べべべべ、、、、地方地方地方地方

版版版版とととと全国版全国版全国版全国版のののの報道機関報道機関報道機関報道機関でこきでこきでこきでこき下下下下ろしろしろしろし、、、、大学当局大学当局大学当局大学当局にににに彼彼彼彼らをらをらをらを首首首首にするようににするようににするようににするように圧力圧力圧力圧力をかけるをかけるをかけるをかける。。。。ユユユユ

ダヤダヤダヤダヤ人人口人人口人人口人人口がががが１１１１％％％％にににに満満満満たないたないたないたない場所場所場所場所であってもであってもであってもであっても、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストののののゼゼゼゼロテロテロテロテ党員党員党員党員【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：古代古代古代古代ユダヤユダヤユダヤユダヤ

ででででローマローマローマローマ帝国支配帝国支配帝国支配帝国支配にににに抵抗抵抗抵抗抵抗したしたしたした過激過激過激過激なななな民族主義者民族主義者民族主義者民族主義者】】】】たちはたちはたちはたちは、、、、デスモンドデスモンドデスモンドデスモンド・・・・ツツツツツツツツ司教司教司教司教のようなのようなのようなのようなノノノノ

ーベルーベルーベルーベル平和賞平和賞平和賞平和賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした神学者神学者神学者神学者ををををキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスでのでのでのでの講演会講演会講演会講演会からからからから排斥排斥排斥排斥するようにするようにするようにするように、、、、小小小小さなさなさなさなキリキリキリキリ

ストストストスト教系教系教系教系のののの私立大学私立大学私立大学私立大学にににに圧力圧力圧力圧力をかけるをかけるをかけるをかける力力力力があるのだがあるのだがあるのだがあるのだ。。。。シオニストシオニストシオニストシオニストのののの蛸蛸蛸蛸はははは大都市大都市大都市大都市やややや国家国家国家国家のののの権力権力権力権力

中枢中枢中枢中枢をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えてそのえてそのえてそのえてその触手触手触手触手をををを伸伸伸伸ばしばしばしばし、、、、遠遠遠遠いいいい地方地方地方地方のののの町町町町やややや文化圏文化圏文化圏文化圏にまでにまでにまでにまで届届届届かすのであるかすのであるかすのであるかすのである。。。。

米国米国米国米国のののの小小小小さなさなさなさな町町町町のののの死亡記事死亡記事死亡記事死亡記事でさえもでさえもでさえもでさえも例外例外例外例外ではないではないではないではない。。。。コネチカットコネチカットコネチカットコネチカットのののの新聞新聞新聞新聞がががが、、、、著名著名著名著名ななななパレスパレスパレスパレス

チナチナチナチナのののの老婦人老婦人老婦人老婦人ででででヘブロンヘブロンヘブロンヘブロン出身出身出身出身ののののコミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー指導者指導者指導者指導者であるであるであるである６１６１６１６１歳歳歳歳ののののシャディーンシャディーンシャディーンシャディーン・・・・アアアア

ブブブブ・・・・ヒヒヒヒジレフジレフジレフジレフ（（（（Shadeen abu HijlehShadeen abu HijlehShadeen abu HijlehShadeen abu Hijleh））））のののの死亡広告死亡広告死亡広告死亡広告をををを掲載掲載掲載掲載したしたしたした（（（（２００３２００３２００３２００３年年年年５５５５月月月月）。）。）。）。彼女彼女彼女彼女はははは故故故故

国国国国ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵兵兵兵にににに撃撃撃撃ちちちち殺殺殺殺されたのだがされたのだがされたのだがされたのだが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍のののの犯罪犯罪犯罪犯罪をををを表表表表ざたにしたことにそのざたにしたことにそのざたにしたことにそのざたにしたことにその

地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人連合人連合人連合人連合ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが激昂激昂激昂激昂しししし、、、、結局結局結局結局、、、、死亡欄死亡欄死亡欄死亡欄にににに彼女彼女彼女彼女のののの米国人米国人米国人米国人のののの友人友人友人友人やややや親族親族親族親族がががが書書書書



いたいたいたいた感動的感動的感動的感動的なななな寄稿寄稿寄稿寄稿ページページページページをををを検閲検閲検閲検閲しししし削除削除削除削除させたのだったさせたのだったさせたのだったさせたのだった。。。。    

中央集権的中央集権的中央集権的中央集権的なななな仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、つまりつまりつまりつまり同調同調同調同調されたされたされたされた製作製作製作製作、、、、攻撃目標攻撃目標攻撃目標攻撃目標、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担、、、、資金資金資金資金のののの吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ、、、、

大規模大規模大規模大規模なななな特別特別特別特別ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン、、、、ブラックリストブラックリストブラックリストブラックリスト（「（「（「（「反反反反ユダヤユダヤユダヤユダヤ主義者主義者主義者主義者＝＝＝＝antiantiantianti----SemitesSemitesSemitesSemites」」」」およびおよびおよびおよび

「「「「自虐自虐自虐自虐ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人＝＝＝＝selfselfselfself----hatihatihatihating Jewsng Jewsng Jewsng Jews」）、」）、」）、」）、そしてそしてそしてそしてネットワークネットワークネットワークネットワークのののの全全全全てがてがてがてが集合集合集合集合してしてしてして、、、、シオニズムシオニズムシオニズムシオニズム

権力構造権力構造権力構造権力構造をををを作作作作りりりり上上上上げているのであるげているのであるげているのであるげているのである。。。。ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーととととウォルトウォルトウォルトウォルトはははは、、、、このこのこのこの主要主要主要主要なななな親親親親イスライスライスライスラ

エルエルエルエル・・・・ユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織のののの首脳部首脳部首脳部首脳部とととと地方地方地方地方スタッフスタッフスタッフスタッフおよびおよびおよびおよび地域組織地域組織地域組織地域組織のののの関係関係関係関係のののの分析分析分析分析をしをしをしをし忘忘忘忘れているれているれているれている。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、発言者発言者発言者発言者やややや活動活動活動活動やややや資金提供者資金提供者資金提供者資金提供者ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益にににに都合都合都合都合のののの良良良良いようにいようにいようにいように中傷中傷中傷中傷しししし検閲検閲検閲検閲しししし

あるいはあるいはあるいはあるいは支援支援支援支援するためにするためにするためにするために彼彼彼彼らがいかにらがいかにらがいかにらがいかに迅速迅速迅速迅速にににに動動動動きをきをきをきを起起起起こすことができるのかをこすことができるのかをこすことができるのかをこすことができるのかを分析分析分析分析しししし忘忘忘忘れれれれ

ているているているている。。。。    

国内中国内中国内中国内中でででで地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ共同体関係委員会共同体関係委員会共同体関係委員会共同体関係委員会（（（（Jewish Community Relations CouncilsJewish Community Relations CouncilsJewish Community Relations CouncilsJewish Community Relations Councils））））のののの発発発発

表表表表するするするする記事記事記事記事がががが、、、、ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーととととウォルトウォルトウォルトウォルトのののの本本本本「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビー」」」」をををを非難非難非難非難するするするする声声声声ををををオオオオ

ウムウムウムウム返返返返しにするかしにするかしにするかしにするか中傷的中傷的中傷的中傷的ななななデッチデッチデッチデッチ上上上上げをげをげをげを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして流流流流しているしているしているしている。Ｍ。Ｍ。Ｍ。ＭととととＷ（Ｗ（Ｗ（Ｗ（ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマー

ととととウォルトウォルトウォルトウォルト））））のののの議論議論議論議論についてのについてのについてのについての実実実実ににににデタラメデタラメデタラメデタラメなななな情報情報情報情報にににに基基基基づくづくづくづく戯画戯画戯画戯画からみるとからみるとからみるとからみると、、、、彼彼彼彼らがそのらがそのらがそのらがその

本本本本のののの表紙表紙表紙表紙すらほとんどすらほとんどすらほとんどすらほとんど見見見見ていないことがていないことがていないことがていないことが明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。    

このこのこのこの本本本本にににに対対対対するするするする圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの知的攻撃知的攻撃知的攻撃知的攻撃からでてくるからでてくるからでてくるからでてくる巨大巨大巨大巨大なななな感情感情感情感情のののの噴出噴出噴出噴出からからからから一一一一つのつのつのつの

ことがことがことがことが明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。現代現代現代現代ユダヤユダヤユダヤユダヤ知識人知識人知識人知識人のののの知的知的知的知的レベルレベルレベルレベルがががが、、、、共同体的共同体的共同体的共同体的なねたみやなねたみやなねたみやなねたみや悪意悪意悪意悪意とととと党派党派党派党派

心心心心からのこきからのこきからのこきからのこき下下下下ろしがろしがろしがろしがデータデータデータデータとととと論理論理論理論理のののの理性的理性的理性的理性的なななな検討検討検討検討よりもよりもよりもよりも重要視重要視重要視重要視されるされるされるされる程度程度程度程度にまでにまでにまでにまで深刻深刻深刻深刻にににに

劣悪化劣悪化劣悪化劣悪化しているということであるしているということであるしているということであるしているということである。Ｍ。Ｍ。Ｍ。ＭととととＨＨＨＨ【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：著者著者著者著者はははは‘‘‘‘ＨＨＨＨ’’’’としているがこれはとしているがこれはとしているがこれはとしているがこれはウォルウォルウォルウォル

トトトトのののの‘‘‘‘ＷＷＷＷ’’’’のののの間違間違間違間違いではないかいではないかいではないかいではないか？】？】？】？】にににに対対対対してしてしてして返答返答返答返答するするするする ADLADLADLADL ののののエイブラハムエイブラハムエイブラハムエイブラハム・・・・フォックスマフォックスマフォックスマフォックスマ

ンンンンのののの文学的文学的文学的文学的なななな努力努力努力努力はははは、、、、１９３０１９３０１９３０１９３０年代年代年代年代ののののモスクワモスクワモスクワモスクワ公開裁判公開裁判公開裁判公開裁判のののの間間間間にににに呼呼呼呼びびびび物物物物となったとなったとなったとなったスターリニスターリニスターリニスターリニ

ストストストストのののの悪罵悪罵悪罵悪罵のののの仕方仕方仕方仕方をををを思思思思いいいい起起起起こさせるものだこさせるものだこさせるものだこさせるものだ（（（（アンドレイアンドレイアンドレイアンドレイ・・・・ヴィシンスキーヴィシンスキーヴィシンスキーヴィシンスキーのののの我我我我ががががユダヤユダヤユダヤユダヤ版版版版

としてとしてとしてとして）。）。）。）。これらのこれらのこれらのこれらの知的下劣知的下劣知的下劣知的下劣さのさのさのさの影響影響影響影響をををを説明説明説明説明するものはするものはするものはするものは彼彼彼彼らのらのらのらの毒毒毒毒にににに満満満満ちたちたちたちた文章文章文章文章からからからから立立立立ちちちち昇昇昇昇るるるる

邪悪邪悪邪悪邪悪なななな気気気気でもでもでもでも理性理性理性理性へのへのへのへの訴訴訴訴えかけでもないえかけでもないえかけでもないえかけでもない。。。。進歩派進歩派進歩派進歩派シオニストシオニストシオニストシオニスト（（（（もしそのようなものがあるもしそのようなものがあるもしそのようなものがあるもしそのようなものがある

とすればだとすればだとすればだとすればだがががが））））たちによるたちによるたちによるたちによる理性的理性的理性的理性的なななな議論議論議論議論にみせかけたものはあるにみせかけたものはあるにみせかけたものはあるにみせかけたものはある。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際にはにはにはには、、、、彼彼彼彼らららら

ののののメッセージメッセージメッセージメッセージのののの繰繰繰繰りりりり返返返返しがしがしがしが競争相手競争相手競争相手競争相手のいないのいないのいないのいないマスマスマスマス・・・・メディアメディアメディアメディアのののの情報吐情報吐情報吐情報吐きききき出出出出しししし口全部口全部口全部口全部をををを通通通通しししし

てててて循環循環循環循環するのみであるするのみであるするのみであるするのみである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造ははははデータデータデータデータのののの捏造捏造捏造捏造をををを通通通通してしてしてして戦争行動戦争行動戦争行動戦争行動をををを組織化組織化組織化組織化したのだがしたのだがしたのだがしたのだが、、、、それはそれはそれはそれは２２２２名名名名

ののののペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴン官僚官僚官僚官僚（（（（ウォルフォヴィッツウォルフォヴィッツウォルフォヴィッツウォルフォヴィッツととととダグラスダグラスダグラスダグラス・・・・ファイスファイスファイスファイス）、）、）、）、副大統領室副大統領室副大統領室副大統領室（（（（ワースマーワースマーワースマーワースマー

ととととアーヴィングアーヴィングアーヴィングアーヴィング・・・・スクータースクータースクータースクーター・・・・リビーリビーリビーリビー））））そしてそしてそしてそして国家安全保障省国家安全保障省国家安全保障省国家安全保障省（（（（エリオットエリオットエリオットエリオット・・・・エイブラムエイブラムエイブラムエイブラム

ズズズズ））））のののの経路経路経路経路をををを通通通通しししし、、、、大統領室大統領室大統領室大統領室（（（（アリアリアリアリ・・・・フレイシャーフレイシャーフレイシャーフレイシャー））））がががが組織組織組織組織しししし、、、、そしてそしてそしてそしてブッシュブッシュブッシュブッシュのののの予防戦予防戦予防戦予防戦

争争争争のののの演説演説演説演説をををを書書書書いたいたいたいた（（（（デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・フラムフラムフラムフラム））））ものであるものであるものであるものである。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは今今今今やややや、、、、何千人何千人何千人何千人ものものものもの兵士兵士兵士兵士のののの

死亡死亡死亡死亡にににに悩悩悩悩むむむむ米国国民米国国民米国国民米国国民のののの怒怒怒怒りにりにりにりに直面直面直面直面することをすることをすることをすることを恐恐恐恐れておりれておりれておりれており、、、、それはこのそれはこのそれはこのそれはこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのためののためののためののための

戦争戦争戦争戦争のののの筋書筋書筋書筋書きをきをきをきを作作作作ったったったった者者者者やややや手先手先手先手先となったとなったとなったとなった者達者達者達者達がががが経験経験経験経験したことのないしたことのないしたことのないしたことのないレベルレベルレベルレベルにまでにまでにまでにまで達達達達していしていしていしてい

るるるる。。。。このこのこのこの悲惨悲惨悲惨悲惨なななな戦争戦争戦争戦争のののの正体正体正体正体をををを突突突突きききき止止止止められないようにめられないようにめられないようにめられないように、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの戦争計画者戦争計画者戦争計画者戦争計画者

たちとたちとたちとたちとプロパガンディストプロパガンディストプロパガンディストプロパガンディストたちはたちはたちはたちは再再再再びびびび嘘嘘嘘嘘をををを持持持持ちちちち出出出出しししし（（（（米国米国米国米国をををを戦争戦争戦争戦争にににに連連連連れれれれ込込込込むむむむ際際際際ののののイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルルのののの決定的決定的決定的決定的なななな役割役割役割役割のののの否定否定否定否定）、）、）、）、アランアランアランアラン・・・・グリーンスパングリーンスパングリーンスパングリーンスパンのようなもうのようなもうのようなもうのようなもう少少少少しししし賢賢賢賢いいいい情報操作屋情報操作屋情報操作屋情報操作屋がががが思思思思



考力考力考力考力のののの無無無無いいいい米国左翼米国左翼米国左翼米国左翼とととと一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって「「「「石油石油石油石油のためののためののためののための戦戦戦戦争争争争」」」」というというというという古臭古臭古臭古臭いいいいデマデマデマデマをををを引引引引きずりきずりきずりきずり出出出出

すのであるすのであるすのであるすのである。。。。    

    

【【【【石油石油石油石油のためののためののためののための戦争戦争戦争戦争かかかか、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのためののためののためののための戦争戦争戦争戦争かかかか：：：：公公公公にされたにされたにされたにされた記録記録記録記録】】】】    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造ののののイラクイラクイラクイラク戦争支持戦争支持戦争支持戦争支持はははは、、、、５２５２５２５２のののの主要主要主要主要ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織とともにとともにとともにとともに、、、、有名有名有名有名なななな作作作作

家家家家、、、、時事評論家時事評論家時事評論家時事評論家そしてそしてそしてそして団体指導者団体指導者団体指導者団体指導者たちによるたちによるたちによるたちによる、、、、開開開開けっぴろげでけっぴろげでけっぴろげでけっぴろげで執拗執拗執拗執拗ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ・・・・キャキャキャキャ

ンペーンンペーンンペーンンペーンであったであったであったであった。。。。そこにはそこにはそこにはそこには何一何一何一何一つつつつ「「「「陰謀陰謀陰謀陰謀」」」」もももも「「「「謀略謀略謀略謀略」」」」もももも無無無無かったのだかったのだかったのだかったのだ。。。。シオニストシオニストシオニストシオニストののののキキキキ

ャンペーンャンペーンャンペーンャンペーンはははは厚厚厚厚かましいほどにかましいほどにかましいほどにかましいほどに公表公表公表公表されされされされ攻撃的攻撃的攻撃的攻撃的でででで繰繰繰繰りりりり返返返返されたものであったされたものであったされたものであったされたものであった。。。。    

米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会のののの広報誌広報誌広報誌広報誌のののの重要重要重要重要ななななプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ機関機関機関機関であるであるであるであるデイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アアアア

ラートラートラートラート紙紙紙紙、、、、２００２２００２２００２２００２年年年年からからからから２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月までのまでのまでのまでの１７６０１７６０１７６０１７６０部部部部をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと読読読読みみみみ直直直直してみるなしてみるなしてみるなしてみるな

らばらばらばらば、、、、我我我我々々々々ははははシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの見解見解見解見解のののの科学的科学的科学的科学的ななななサンプルサンプルサンプルサンプルをををを手手手手にににに入入入入れることができるれることができるれることができるれることができる。。。。

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの紙面紙面紙面紙面にはにはにはには平均平均平均平均してしてしてして５５５５種類種類種類種類のののの、、、、イラクイラクイラクイラクおよびおよびおよびおよび／／／／またはまたはまたはまたはイランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは

それにそれにそれにそれに向向向向けてのけてのけてのけての動動動動きにきにきにきに都合都合都合都合のののの良良良良いいいい記事記事記事記事がががが書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた。。。。デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラートはははは、、、、ワシントワシントワシントワシント

ンンンン・・・・ポストポストポストポスト、、、、ウォールストリートウォールストリートウォールストリートウォールストリート・・・・ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル、、、、ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク・・・・サンサンサンサン、、、、ザザザザ・・・・ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク、、、、

ロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルス・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、そしてそしてそしてそしてロンドンロンドンロンドンロンドンののののデイリーデイリーデイリーデイリー・・・・テレグラフテレグラフテレグラフテレグラフややややタイムズタイムズタイムズタイムズ、Ｙ、Ｙ、Ｙ、Ｙネッネッネッネッ

トトトトそのそのそのその他他他他のののの新聞新聞新聞新聞でででで常連常連常連常連のののの主主主主だっただっただっただったリベラルリベラルリベラルリベラルやややや保守保守保守保守、、、、そしてそしてそしてそしてシオンシオンシオンシオン・・・・ファシストファシストファシストファシストのののの作家作家作家作家やややや学学学学

者者者者たちによるたちによるたちによるたちによる評論記事評論記事評論記事評論記事をををを大大大大きくきくきくきく取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた。。。。言言言言いいいい換換換換えるとえるとえるとえると、、、、戦争開始前戦争開始前戦争開始前戦争開始前とととと侵略後侵略後侵略後侵略後のののの時期時期時期時期にににに、、、、

親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ユダヤユダヤユダヤユダヤ諸組織諸組織諸組織諸組織はおよそはおよそはおよそはおよそ８８００８８００８８００８８００ものものものものイラクイラクイラクイラク戦争賛成戦争賛成戦争賛成戦争賛成ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを作成作成作成作成

しししし、、、、それをそれをそれをそれを傘下傘下傘下傘下のののの組織組織組織組織とととと連邦議員全員連邦議員全員連邦議員全員連邦議員全員、、、、上級機関上級機関上級機関上級機関のののの指導的指導的指導的指導的なななな地位地位地位地位にあるにあるにあるにある者達全員者達全員者達全員者達全員にににに配布配布配布配布しししし、、、、

各地域各地域各地域各地域のののの活動家活動家活動家活動家ととととワシントンワシントンワシントンワシントン・・・・ロビイストロビイストロビイストロビイストたちたちたちたち（（（（AIPACAIPACAIPACAIPAC だけでもだけでもだけでもだけでも１５０１５０１５０１５０名名名名））））のののの軍勢軍勢軍勢軍勢、、、、さらさらさらさら

にはにはにはには各地域各地域各地域各地域とととと地方地方地方地方のののの支部支部支部支部からからからから来来来来るるるる何百名何百名何百名何百名ものものものものフルタイムフルタイムフルタイムフルタイムのののの活動家達活動家達活動家達活動家達ににににフォローフォローフォローフォロー・・・・アップアップアップアップささささ

せていたのであるせていたのであるせていたのであるせていたのである。。。。    

主要主要主要主要ななななアングロアングロアングロアングロ・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ系系系系のののの産業経済新聞産業経済新聞産業経済新聞産業経済新聞、、、、フフフファイナンシャルァイナンシャルァイナンシャルァイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズのののの２００２２００２２００２２００２

年年年年からからからから２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月までをまでをまでをまでを調査調査調査調査してしてしてして比較比較比較比較するならばするならばするならばするならば、、、、イラクイラクイラクイラクとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争およびおよびおよびおよび現在現在現在現在ののののイライライライラ

ンンンンにににに対対対対するするするする巨大石油産業巨大石油産業巨大石油産業巨大石油産業のののの政策政策政策政策についてはもはやについてはもはやについてはもはやについてはもはや明白明白明白明白であるであるであるである。。。。私私私私ははははファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャル・・・・タタタタ

イムズイムズイムズイムズそのそのそのその社説社説社説社説、、、、論説論説論説論説およびおよびおよびおよび意見記事意見記事意見記事意見記事のののの１８７２１８７２１８７２１８７２件件件件をををを調査調査調査調査してみたがしてみたがしてみたがしてみたが、、、、大手大手大手大手（（（（あるいはあるいはあるいはあるいは中中中中

小小小小））））石油企業石油企業石油企業石油企業ののののスポークスマンスポークスマンスポークスマンスポークスマンやややや代表者代表者代表者代表者によるによるによるによるイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略とととと占領占領占領占領、、、、およびおよびおよびおよびイランイランイランイランへのへのへのへの爆撃爆撃爆撃爆撃

をををを求求求求めているようなめているようなめているようなめているような記事記事記事記事やややや寄稿寄稿寄稿寄稿はははは唯唯唯唯のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして存在存在存在存在しないしないしないしない。。。。石油石油石油石油ロビーロビーロビーロビーもももも無無無無いしいしいしいし、、、、議会議会議会議会

ととととブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権にににに米国米国米国米国のののの石油利権石油利権石油利権石油利権をををを防衛防衛防衛防衛するためにするためにするためにするために戦争戦争戦争戦争にににに向向向向かうようにかうようにかうようにかうように要求要求要求要求するするするする草草草草のののの根根根根的的的的

なななな組織組織組織組織などもなどもなどもなども無無無無かったかったかったかった。。。。しかししかししかししかしシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは活動的活動的活動的活動的でありでありでありであり、、、、武装解除武装解除武装解除武装解除されされされされ制裁制裁制裁制裁をををを

受受受受けるけるけるけるイラクイラクイラクイラクがががが核武装核武装核武装核武装ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに対対対対するするするする「「「「現存現存現存現存のののの脅威脅威脅威脅威」」」」であるかのようなであるかのようなであるかのようなであるかのような虚構虚構虚構虚構をををを全面全面全面全面

的的的的にににに打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。    

米国米国米国米国によるによるによるによるイランイランイランイランとのとのとのとの軍事的対決軍事的対決軍事的対決軍事的対決をををを求求求求めるめるめるめるプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダにににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストとととと巨大巨大巨大巨大

石油産業石油産業石油産業石油産業のののの同様同様同様同様なななな比較比較比較比較によってによってによってによって、、、、米国米国米国米国ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのためののためののためののための中東戦争中東戦争中東戦争中東戦争にににに加加加加わるようにせきわるようにせきわるようにせきわるようにせき

たてるたてるたてるたてる主要主要主要主要ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織人組織人組織人組織のののの集中集中集中集中ぶりについてのぶりについてのぶりについてのぶりについての同様同様同様同様なななな見解見解見解見解がががが裏付裏付裏付裏付けられるけられるけられるけられる。。。。２００４２００４２００４２００４年年年年



からからからから２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月までのまでのまでのまでの間間間間（（（（３３３３年年年年とととと９９９９ヶヶヶヶ月間月間月間月間）、）、）、）、例例例例ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ紙紙紙紙であるであるであるである

デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アアアアラートラートラートラートのののの９６０９６０９６０９６０部部部部でででで、、、、１１１１部部部部にににに平均平均平均平均してしてしてして６６６６つのつのつのつの記事記事記事記事がががが米国米国米国米国かかかかイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによる

即座即座即座即座のあるいはのあるいはのあるいはのあるいは近近近近いいいい将来将来将来将来ののののイランイランイランイランにににに対対対対するするするする予防的予防的予防的予防的なななな軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃とととと、、、、国連安保委員会国連安保委員会国連安保委員会国連安保委員会がががが支持支持支持支持でででで

きるものよりもきるものよりもきるものよりもきるものよりも強力強力強力強力なななな経済制裁経済制裁経済制裁経済制裁、、、、組織的組織的組織的組織的なななな資本引資本引資本引資本引きききき揚揚揚揚げとげとげとげとイランイランイランイラン・・・・ボイコットボイコットボイコットボイコットをををを強強強強くくくく求求求求めめめめ

ているているているている。。。。同同同同じじじじ期間期間期間期間にあるにあるにあるにあるファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャルファイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズのののの１０５３１０５３１０５３１０５３部部部部をををを調査調査調査調査してみるとしてみるとしてみるとしてみると（（（（フフフフ

ァイナンシャルァイナンシャルァイナンシャルァイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズはははは週週週週にににに６６６６回回回回、、、、デイリーデイリーデイリーデイリー・・・・アラートアラートアラートアラートはははは週週週週にににに５５５５回発刊回発刊回発刊回発刊されるのだがされるのだがされるのだがされるのだが）、）、）、）、

巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業のののの代表者代表者代表者代表者やややや広報官広報官広報官広報官によるによるによるによる対対対対イランイランイランイラン戦争戦争戦争戦争をををを支持支持支持支持するするするする寄稿寄稿寄稿寄稿やややや論評記事論評記事論評記事論評記事はただのひはただのひはただのひはただのひ

とつとしてとつとしてとつとしてとつとして見見見見つからないつからないつからないつからない。。。。逆逆逆逆にににに、、、、イラクイラクイラクイラクのののの場場場場合合合合とととと同様同様同様同様にだがにだがにだがにだが、、、、主要主要主要主要なななな石油企業石油企業石油企業石油企業ののののリーダーリーダーリーダーリーダー

達達達達はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにそそのかされたにそそのかされたにそそのかされたにそそのかされた戦争戦争戦争戦争がこのがこのがこのがこの地域全体地域全体地域全体地域全体をををを不安定化不安定化不安定化不安定化させさせさせさせ現存現存現存現存のののの石油施設石油施設石油施設石油施設のののの

破壊破壊破壊破壊をををを導導導導きききき、、、、輸送輸送輸送輸送ルートルートルートルートとととと航路航路航路航路をだめにしをだめにしをだめにしをだめにし、、、、そしてそしてそしてそして有利有利有利有利なななな取引契約取引契約取引契約取引契約をををを中止中止中止中止させるさせるさせるさせる懸念懸念懸念懸念とととと恐恐恐恐

れをれをれをれを表明表明表明表明するするするする。。。。昨今昨今昨今昨今ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダとはとはとはとは対照的対照的対照的対照的にににに、、、、ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイルはははは米国米国米国米国がががが

イランイランイランイランでのでのでのでの投資活動投資活動投資活動投資活動にににに反対反対反対反対するするするする制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置をををを解除解除解除解除するようにするようにするようにするように求求求求めているめているめているめている。。。。ビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイルがががが

そのそのそのその競争相手競争相手競争相手競争相手よりもよりもよりもよりも有利有利有利有利なななな取引取引取引取引をををを失失失失っているからであるっているからであるっているからであるっているからである。。。。    

「「「「左翼左翼左翼左翼」」」」ののののトロツキストトロツキストトロツキストトロツキスト・・・・シオニストシオニストシオニストシオニスト連連連連がががが主要主要主要主要なななな戦争推進者戦争推進者戦争推進者戦争推進者としてとしてとしてとして巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業をををを指名指名指名指名

するのとはするのとはするのとはするのとは全全全全くもってくもってくもってくもって逆逆逆逆にににに、、、、テキサステキサステキサステキサスのののの巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業巨大石油企業ははははサダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインののののイラクイラクイラクイラクとうまとうまとうまとうま

いいいい商売商売商売商売をしていたのでありをしていたのでありをしていたのでありをしていたのであり、、、、このすでにこのすでにこのすでにこのすでに処刑処刑処刑処刑されたされたされたされた指導者指導者指導者指導者とのとのとのとの違法違法違法違法なななな契約契約契約契約でででで何億何億何億何億ドルドルドルドルもももも稼稼稼稼

いでいたのであるいでいたのであるいでいたのであるいでいたのである。。。。最近最近最近最近テキサステキサステキサステキサスのののの石油長者石油長者石油長者石油長者であるであるであるであるオスカーオスカーオスカーオスカー・・・・ワイアットワイアットワイアットワイアット（（（（Oscar WyattOscar WyattOscar WyattOscar Wyatt））））

ががががサダムサダムサダムサダム・・・・フセインフセインフセインフセインにににに賄賂賄賂賄賂賄賂をををを渡渡渡渡していたことでしていたことでしていたことでしていたことで起訴起訴起訴起訴されたのだがされたのだがされたのだがされたのだが、、、、彼彼彼彼はははは戦争前戦争前戦争前戦争前ののののイラクイラクイラクイラクとととと

のののの有利有利有利有利なななな石油取引石油取引石油取引石油取引にににに携携携携わっていたわっていたわっていたわっていた多多多多くのくのくのくのビッグビッグビッグビッグ・・・・オイルオイルオイルオイル・・・・ディーラーディーラーディーラーディーラーたちのたちのたちのたちの一人一人一人一人であるであるであるである。（。（。（。（フフフフ

ァイナンシャルァイナンシャルァイナンシャルァイナンシャル・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日、、、、２２２２ページページページページ））））    

    

【【【【シオニストシオニストシオニストシオニストのののの戦争挑発戦争挑発戦争挑発戦争挑発：：：：恐怖恐怖恐怖恐怖とととと毒毒毒毒】】】】    

イランイランイランイランにににに対対対対するするするする米国米国米国米国中心中心中心中心のののの軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃をををを求求求求めるめるめるめるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルからのからのからのからの圧力圧力圧力圧力がががが高高高高まりまりまりまり、、、、シオニスシオニスシオニスシオニス

トトトトのののの強圧強圧強圧強圧とととと政策立案者政策立案者政策立案者政策立案者たちによるたちによるたちによるたちによる全面的全面的全面的全面的なでっちなでっちなでっちなでっち上上上上げにげにげにげに対対対対するするするする米軍高官米軍高官米軍高官米軍高官たちとたちとたちとたちと一般大衆一般大衆一般大衆一般大衆のののの

憎憎憎憎しみがしみがしみがしみが増増増増すにすにすにすに連連連連れてれてれてれて、、、、そのそのそのその反対者達反対者達反対者達反対者達をををを外国勢力外国勢力外国勢力外国勢力にににに仕仕仕仕えるえるえるえる売国的売国的売国的売国的なななな者者者者とととと決決決決めめめめ付付付付けてけてけてけて黙黙黙黙らせらせらせらせ

るるるる努力努力努力努力をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造がそのがそのがそのがその独裁性独裁性独裁性独裁性をををを激激激激しくむきしくむきしくむきしくむき出出出出しにしつつあるしにしつつあるしにしつつあるしにしつつある。。。。過過過過

去去去去においてにおいてにおいてにおいて外国勢力外国勢力外国勢力外国勢力ののののエージェントエージェントエージェントエージェントはははは、、、、いったんいったんいったんいったん発覚発覚発覚発覚したがしたがしたがしたが最後最後最後最後、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい制裁制裁制裁制裁をををを受受受受けるかけるかけるかけるか

もっともっともっともっと悪悪悪悪いことになっていたいことになっていたいことになっていたいことになっていた。。。。今日今日今日今日、、、、イランイランイランイランとのとのとのとの新新新新たなたなたなたな戦争戦争戦争戦争によるによるによるによる大大大大きなきなきなきな犠牲犠牲犠牲犠牲がはっきりがはっきりがはっきりがはっきり

見見見見えてくるにつれてえてくるにつれてえてくるにつれてえてくるにつれて、、、、膨大膨大膨大膨大なななな数数数数ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・インサイダインサイダインサイダインサイダーーーーたちはたちはたちはたちは自分達自分達自分達自分達がますますがますますがますますがますます危険危険危険危険

ななななゲームゲームゲームゲームをををを行行行行っているとっているとっているとっていると、、、、そしてそしてそしてそしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにいるにいるにいるにいる「「「「操操操操りりりり手手手手たちたちたちたち」」」」がががが自分達自分達自分達自分達にそのにそのにそのにそのアジェアジェアジェアジェ

ンダンダンダンダのののの第一第一第一第一としてとしてとしてとしてイランイランイランイランへのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃をををを推進推進推進推進させるようにさせるようにさせるようにさせるように圧力圧力圧力圧力をかけているとをかけているとをかけているとをかけていると、、、、気気気気がががが付付付付いていいていいていいてい

るるるる。。。。    

究極的究極的究極的究極的にいうとにいうとにいうとにいうと、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、そのそのそのその財力財力財力財力とととと今今今今のののの米国中東政策米国中東政策米国中東政策米国中東政策にににに対対対対するするするする支配力支配力支配力支配力

にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、自分達自分達自分達自分達がががが全人口全人口全人口全人口のののの１１１１％％％％未満未満未満未満をををを代表代表代表代表するにするにするにするに過過過過ぎないことをぎないことをぎないことをぎないことを知知知知っているっているっているっている。。。。彼彼彼彼

らはらはらはらは大大大大きなきなきなきな基盤基盤基盤基盤をををを持持持持たないたないたないたないエリートエリートエリートエリートたちなのだたちなのだたちなのだたちなのだ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは他他他他のののの９９９９９９９９％％％％のののの人人人人々々々々がががが動動動動きききき出出出出さずにさずにさずにさずに



イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益にににに尽尽尽尽すようにすようにすようにすように誘導誘導誘導誘導されあるいはされあるいはされあるいはされあるいは怯怯怯怯えさせられているえさせられているえさせられているえさせられている限限限限りにおいてりにおいてりにおいてりにおいて、、、、力力力力をををを

持持持持つのであるつのであるつのであるつのである。。。。しかししかししかししかし、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人にににに指導指導指導指導されるされるされるされるシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造とそのとそのとそのとその破滅的破滅的破滅的破滅的なななな戦戦戦戦

争挑発活動争挑発活動争挑発活動争挑発活動にににに注意注意注意注意をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける本本本本やややや記事記事記事記事やややや演説演説演説演説がががが増増増増えてくるにつれてえてくるにつれてえてくるにつれてえてくるにつれて、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちのメンバメンバメンバメンバ

ーーーーをををを、、、、聡明聡明聡明聡明なななな大学教授大学教授大学教授大学教授やややや、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスやややや投資投資投資投資のののの世界世界世界世界でででで成功成功成功成功するするするするリーダーリーダーリーダーリーダーやややや、、、、米国米国米国米国のののの最大最大最大最大のののの国国国国

益益益益にににに仕仕仕仕えるえるえるえる憐憐憐憐れみれみれみれみ深深深深いいいい政治家政治家政治家政治家としてとしてとしてとして、、、、手前味噌的手前味噌的手前味噌的手前味噌的にににに押押押押しししし付付付付けてきたけてきたけてきたけてきたイメージイメージイメージイメージがががが崩崩崩崩れれれれ始始始始めてめてめてめて

いるいるいるいる。。。。そのそのそのそのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの奴隷的奴隷的奴隷的奴隷的なななな忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心のののの醜醜醜醜いいいい面面面面、、、、傲慢傲慢傲慢傲慢ささささ、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル自身自身自身自身をををを地域地域地域地域のののの挑挑挑挑

戦者無戦者無戦者無戦者無きききき権力権力権力権力としてとしてとしてとして確立確立確立確立させるためにさせるためにさせるためにさせるために米国米国米国米国をををを戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの道道道道にににに駆駆駆駆りりりり立立立立てるてるてるてる人種主義的人種主義的人種主義的人種主義的なななな植民権植民権植民権植民権

力力力力がががが、、、、米国人米国人米国人米国人のおおっぴらなのおおっぴらなのおおっぴらなのおおっぴらな議論議論議論議論ののののテーマテーマテーマテーマにににに入入入入っているのであるっているのであるっているのであるっているのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はそのはそのはそのはその政治的政治的政治的政治的なななな力力力力ののののピークピークピークピークにににに、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその近近近近くにくにくにくに達達達達しているしているしているしている。。。。議議議議

会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、政府指導部政府指導部政府指導部政府指導部においてにおいてにおいてにおいて、、、、祖国安全保障省祖国安全保障省祖国安全保障省祖国安全保障省においてにおいてにおいてにおいて、、、、そしてそしてそしてそして予想予想予想予想されるされるされるされる司法長官司法長官司法長官司法長官

でででで、「、「、「、「文化文化文化文化」」」」ととととマスマスマスマス・・・・メディアメディアメディアメディアののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダにおいてであるにおいてであるにおいてであるにおいてである。。。。しかししかししかししかし皮肉皮肉皮肉皮肉なことになことになことになことに、、、、シオシオシオシオ

ニストニストニストニスト権力構造権力構造権力構造権力構造ががががピークピークピークピークにににに立立立立つときにつときにつときにつときに、、、、同時同時同時同時にそれにそれにそれにそれ以上以上以上以上のののの姿姿姿姿をさらけをさらけをさらけをさらけ出出出出しているのだしているのだしているのだしているのだ。。。。米米米米

国国民国国民国国民国国民によってこのようにによってこのようにによってこのようにによってこのように見見見見られたいとられたいとられたいとられたいと彼彼彼彼らがらがらがらが望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる姿姿姿姿をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えたものとしてえたものとしてえたものとしてえたものとして

であるであるであるである。。。。    

有名大学有名大学有名大学有名大学やややや「「「「シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ製造工場製造工場製造工場製造工場」」」」にににに身身身身をををを潜潜潜潜めるめるめるめる横着横着横着横着でででで図図図図々々々々ししししいいいいシオシオシオシオ

ニストニストニストニストのののの論客論客論客論客どもはどもはどもはどもは、、、、そのそのそのその公的公的公的公的なななな立場立場立場立場へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念とととと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく個人的個人的個人的個人的なななな心配心配心配心配をもをもをもをも感感感感じじじじ始始始始めてめてめてめて

いるいるいるいる。。。。それをそれをそれをそれを感感感感じるからこそじるからこそじるからこそじるからこそ、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは自分自分自分自分のののの身身身身をひるがえしてをひるがえしてをひるがえしてをひるがえして、、、、今今今今やややや大変大変大変大変なななな不人気不人気不人気不人気にさらにさらにさらにさら

されるされるされるされるイラクイラクイラクイラク侵略侵略侵略侵略をををを導導導導くあらゆるくあらゆるくあらゆるくあらゆる戦争計画戦争計画戦争計画戦争計画ととととプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダにににに残残残残るるるる自分自分自分自分のののの指紋指紋指紋指紋をををを覆覆覆覆いいいい隠隠隠隠そうそうそうそう

としているのだとしているのだとしているのだとしているのだ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは否定否定否定否定やややや共謀共謀共謀共謀やややや「「「「戦争挑発戦争挑発戦争挑発戦争挑発」」」」のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて露骨露骨露骨露骨なななな嘘嘘嘘嘘にににに逃逃逃逃げげげげ込込込込むむむむ。。。。

言語道断言語道断言語道断言語道断のののの嘘嘘嘘嘘がががが蔓延蔓延蔓延蔓延しているのだしているのだしているのだしているのだ！！！！    シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの売国的売国的売国的売国的なななな役割役割役割役割とととと彼彼彼彼らのらのらのらの共謀共謀共謀共謀をををを

暴露暴露暴露暴露されるされるされるされる場合場合場合場合、、、、よりよりよりより攻撃的攻撃的攻撃的攻撃的でででで頑迷頑迷頑迷頑迷ななななシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちはたちはたちはたちは即座即座即座即座のののの獰猛獰猛獰猛獰猛なななな応答応答応答応答をしをしをしをし、、、、そのごそのごそのごそのご

自慢自慢自慢自慢のののの学術界学術界学術界学術界でのでのでのでの地位地位地位地位にふにふにふにふさわしからぬさわしからぬさわしからぬさわしからぬ人身攻撃的人身攻撃的人身攻撃的人身攻撃的なななな悪悪悪悪たれつきのたれつきのたれつきのたれつきの下品下品下品下品なななな言葉言葉言葉言葉をををを用用用用いていていていて、、、、

学術的長談義学術的長談義学術的長談義学術的長談義をすることになるをすることになるをすることになるをすることになる。。。。シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造とそのとそのとそのとその代書人代書人代書人代書人どもどもどもども、、、、そのそのそのそのスパイスパイスパイスパイどもどもどもども

とととと権力権力権力権力ブローカーブローカーブローカーブローカーどもはひどもはひどもはひどもはひ弱弱弱弱なななな存在存在存在存在なのだなのだなのだなのだ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは米国民米国民米国民米国民のののの利益利益利益利益にににに対対対対してしてしてして莫大莫大莫大莫大なななな犯罪犯罪犯罪犯罪をしをしをしをし

でかしてきたでかしてきたでかしてきたでかしてきた。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの行動行動行動行動はははは何万人何万人何万人何万人というというというという米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士をををを死死死死とととと不具不具不具不具においやってきたがにおいやってきたがにおいやってきたがにおいやってきたが、、、、そのそのそのその

９９９９９９９９．．．．９９９９％％％％はははは、、、、偉大偉大偉大偉大ななななイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルやややや米国内米国内米国内米国内にいるそのにいるそのにいるそのにいるそのエージェントエージェントエージェントエージェントどもにどもにどもにどもに対対対対するするするする「「「「忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心」」」」

などなどなどなど持持持持ちちちち合合合合わせていないのだわせていないのだわせていないのだわせていないのだ。。。。そのそのそのそのエージェントエージェントエージェントエージェントどもはどもはどもはどもは自分自分自分自分のののの子弟子弟子弟子弟にはにはにはには豪勢豪勢豪勢豪勢なななな社会的経歴社会的経歴社会的経歴社会的経歴

をををを追及追及追及追及させているわけであるさせているわけであるさせているわけであるさせているわけである。。。。最近最近最近最近のののの推計推計推計推計ではではではでは、、、、イラクイラクイラクイラクのののの地地地地でででで米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士としてとしてとしてとして勤勤勤勤めるめるめるめる者者者者のののの

中中中中でででで００００．．．．２２２２％％％％未満未満未満未満がががが米国米国米国米国ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人だっただっただっただった。。。。そのそのそのその一部一部一部一部はははは元元元元ソソソソ連連連連からのからのからのからのユダヤユダヤユダヤユダヤ人移民人移民人移民人移民であっであっであっであっ

たたたた。。。。イラクイラクイラクイラクととととイランイランイランイランをををを侵略侵略侵略侵略しししし破壊破壊破壊破壊するするするするシオニストシオニストシオニストシオニストのののの強強強強いいいい圧力圧力圧力圧力にもにもにもにも関関関関わらずそうなのだわらずそうなのだわらずそうなのだわらずそうなのだ。。。。ブブブブ

ッシュッシュッシュッシュ政権政権政権政権をををを押押押押してしてしてしてイラクイラクイラクイラクをををを侵略侵略侵略侵略させさせさせさせ占領占領占領占領させるさせるさせるさせる際際際際ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造によるによるによるによる不正不正不正不正なでなでなでなで

っちっちっちっち上上上上げはげはげはげは、、、、米国軍米国軍米国軍米国軍をををを前例前例前例前例のののの無無無無いいいい不和不和不和不和とととと士気士気士気士気のののの喪失喪失喪失喪失にににに追追追追いいいい込込込込んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。何千人何千人何千人何千人ものものものもの士官士官士官士官がががが

早早早早くくくく退職退職退職退職したがりしたがりしたがりしたがり、、、、何千人何千人何千人何千人ものものものもの兵士兵士兵士兵士がががが無許可無許可無許可無許可でででで離隊離隊離隊離隊してしてしてして軍法会議軍法会議軍法会議軍法会議にかけられにかけられにかけられにかけられ、、、、怒怒怒怒りをりをりをりを表明表明表明表明

するするするする退職退職退職退職したしたしたした上級士官上級士官上級士官上級士官たちのたちのたちのたちの数数数数がががが増増増増ええええ続続続続けるけるけるける。。。。国防長官国防長官国防長官国防長官ののののロバートロバートロバートロバート・・・・ゲイツゲイツゲイツゲイツががががイランイランイランイランへのへのへのへの

即時侵即時侵即時侵即時侵攻攻攻攻にににに反対反対反対反対してしてしてして中東中東中東中東にいるにいるにいるにいる軍高官達軍高官達軍高官達軍高官達のののの支持支持支持支持をををを固固固固めたのはめたのはめたのはめたのは驚驚驚驚くにくにくにくに値値値値しないしないしないしない。。。。    

批判者批判者批判者批判者にににに対対対対するするするするシオニストシオニストシオニストシオニストのののの罵詈雑言罵詈雑言罵詈雑言罵詈雑言はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの二枚舌二枚舌二枚舌二枚舌、、、、およびおよびおよびおよびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの植民政策植民政策植民政策植民政策



とととと米国人米国人米国人米国人のののの民主主義的価値観民主主義的価値観民主主義的価値観民主主義的価値観をををを混同混同混同混同させるさせるさせるさせる嘘嘘嘘嘘をををを暴露暴露暴露暴露されされされされ表表表表ざたにされることへのざたにされることへのざたにされることへのざたにされることへの恐怖感恐怖感恐怖感恐怖感をををを

表現表現表現表現しているしているしているしている。。。。他他他他のののの何何何何によってもそのによってもそのによってもそのによってもその金切金切金切金切りりりり声声声声のののの人格攻撃人格攻撃人格攻撃人格攻撃をををを説明説明説明説明できないできないできないできない。。。。不愉快不愉快不愉快不愉快なななな現実現実現実現実

をををを直視直視直視直視しししし悲惨悲惨悲惨悲惨なななな状況状況状況状況をををを修正修正修正修正するするするする作業作業作業作業にかかるよりもにかかるよりもにかかるよりもにかかるよりも、、、、むしろむしろむしろむしろメッセンジャーメッセンジャーメッセンジャーメッセンジャーをををを殺殺殺殺しにかかしにかかしにかかしにかか

るのであるるのであるるのであるるのである。。。。イラクイラクイラクイラク占領占領占領占領がががが面倒面倒面倒面倒なことになりなことになりなことになりなことになり米国人米国人米国人米国人ががががイランイランイランイラン攻撃攻撃攻撃攻撃のののの金切金切金切金切りりりり声声声声のののの呼呼呼呼びかけにびかけにびかけにびかけに

抵抗抵抗抵抗抵抗するにつれてするにつれてするにつれてするにつれて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家はははは米国内米国内米国内米国内ののののプロモプロモプロモプロモーターーターーターーターたちをたちをたちをたちを不愉快不愉快不愉快不愉快なななな立場立場立場立場にににに追追追追いやいやいやいや

っているのだがっているのだがっているのだがっているのだが、、、、それにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは実際実際実際実際のののの勝者勝者勝者勝者のののの姿姿姿姿をををを現現現現しているしているしているしている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、

イラクイラクイラクイラクのののの統一性統一性統一性統一性とととと世俗的共和制世俗的共和制世俗的共和制世俗的共和制のののの破壊破壊破壊破壊をををを成成成成しししし遂遂遂遂げたのだげたのだげたのだげたのだ。。。。    

    

【【【【かすりかすりかすりかすり傷傷傷傷からからからから壊疽壊疽壊疽壊疽へへへへ：：：：シオニズムシオニズムシオニズムシオニズムからからからからシオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムへへへへ】】】】    

シオニストシオニストシオニストシオニスト保守派保守派保守派保守派のののの「「「「主流主流主流主流」」」」たちはたちはたちはたちは早早早早くからくからくからくから、、、、何十万何十万何十万何十万ものものものものパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人をををを家家家家とととと土地土地土地土地からからからから

追追追追いいいい出出出出すすすすイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの残虐残虐残虐残虐なななな戦戦戦戦いにいにいにいに対対対対するするするする心心心心からのからのからのからの無条件無条件無条件無条件なななな支持支持支持支持をををを通通通通してしてしてして、、、、そのそのそのその独裁主義独裁主義独裁主義独裁主義

的的的的なななな政策政策政策政策をををを誇示誇示誇示誇示したしたしたした。。。。それにそれにそれにそれに続続続続いていていていてシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンたちはたちはたちはたちは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍事占領軍事占領軍事占領軍事占領にににに抵抗抵抗抵抗抵抗すすすす

るるるる何千何万人何千何万人何千何万人何千何万人ものものものものパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ市民市民市民市民をををを殺殺殺殺しししし投獄投獄投獄投獄しししし、、、、西岸地区占領地西岸地区占領地西岸地区占領地西岸地区占領地ととととガザガザガザガザをををを５００５００５００５００以上以上以上以上のののの軍軍軍軍

駐屯地駐屯地駐屯地駐屯地とととと道路封鎖箇所道路封鎖箇所道路封鎖箇所道路封鎖箇所をををを持持持持つつつつ「「「「天井天井天井天井のののの無無無無いいいい」」」」強制収用所強制収用所強制収用所強制収用所にににに作作作作りかえることをりかえることをりかえることをりかえることを、、、、完璧完璧完璧完璧にににに疑問疑問疑問疑問

のののの余地無余地無余地無余地無しにしにしにしに推奨推奨推奨推奨してきたしてきたしてきたしてきた。。。。近年近年近年近年にはにはにはには、、、、シオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンととととシオンシオンシオンシオン・・・・リブリブリブリブのののの両方両方両方両方からからからから成成成成りりりり立立立立つつつつ

主要主要主要主要ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ組織組織組織組織のののの指導部指導部指導部指導部のののの全全全全てがてがてがてがイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによる３０３０３０３０メートルメートルメートルメートルのののの巨大巨大巨大巨大なななな壁壁壁壁のののの建設建設建設建設をををを防防防防

衛衛衛衛したがしたがしたがしたが、、、、それはそれはそれはそれはナチスナチスナチスナチスによってによってによってによってワルシャワワルシャワワルシャワワルシャワのののの大大大大きなきなきなきなユダヤユダヤユダヤユダヤ人地区囲人地区囲人地区囲人地区囲んでんでんでんで作作作作られたられたられたられた壁壁壁壁とそとそとそとそ

っくりにっくりにっくりにっくりに、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人全体人全体人全体人全体ををををゲットーゲットーゲットーゲットーのののの中中中中にににに効果的効果的効果的効果的にににに囲囲囲囲いいいい込込込込むものであるむものであるむものであるむものである。。。。そのそのそのその壁壁壁壁とととと軍軍軍軍

駐屯地駐屯地駐屯地駐屯地はははは占領地占領地占領地占領地からからからから市場市場市場市場やややや学校学校学校学校やややや病院病院病院病院にににに向向向向かうかうかうかう交易交易交易交易やややや人人人人々々々々とととと食糧食糧食糧食糧のののの輸送輸送輸送輸送をををを妨妨妨妨げるげるげるげる。。。。農農農農民達民達民達民達

がそのがそのがそのがその土地土地土地土地をををを耕耕耕耕すことをすらすことをすらすことをすらすことをすら妨害妨害妨害妨害するのであるするのであるするのであるするのである。。。。    

２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日付日付日付日付ののののエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム・・・・ポストポストポストポスト紙紙紙紙ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国防軍国防軍国防軍国防軍（（（（IDFIDFIDFIDF））））国防大国防大国防大国防大

学学学学でででで調査員調査員調査員調査員とととと講師講師講師講師のののの長長長長をををを務務務務めるめるめるめるアロンアロンアロンアロン・・・・ソッファソッファソッファソッファ（（（（Aron SofferAron SofferAron SofferAron Soffer））））のののの文章文章文章文章をををを引用引用引用引用したしたしたした。。。。４４４４人人人人

のののの子供子供子供子供のののの父親父親父親父親でででで８８８８人人人人のののの孫孫孫孫のののの祖父祖父祖父祖父であるこのであるこのであるこのであるこの７１７１７１７１歳歳歳歳のののの老人老人老人老人はははは２００４２００４２００４２００４年年年年５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日にににに次次次次のよのよのよのよ

うにうにうにうに言言言言ったったったった。「。「。「。「閉閉閉閉じじじじ込込込込められためられためられためられたガザガザガザガザにににに２５０２５０２５０２５０万万万万のののの人人人人がががが住住住住むならむならむならむなら、、、、それはそれはそれはそれは人間性人間性人間性人間性をををを破滅破滅破滅破滅させるさせるさせるさせる

だろうだろうだろうだろう。。。。これらのこれらのこれらのこれらの者達者達者達者達はははは気気気気のののの狂狂狂狂ったったったったイスラムイスラムイスラムイスラム原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者のののの手手手手によってによってによってによって今今今今よりももっとよりももっとよりももっとよりももっと獰猛獰猛獰猛獰猛

なななな動物動物動物動物となるだろうとなるだろうとなるだろうとなるだろう。。。。境界線境界線境界線境界線にににに対対対対するするするする圧力圧力圧力圧力はははは恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしいものになるものになるものになるものになる。。。。だからもしだからもしだからもしだからもし我我我我々々々々がががが生生生生きききき

延延延延びたいのならびたいのならびたいのならびたいのなら、、、、殺殺殺殺してしてしてして殺殺殺殺してしてしてして殺殺殺殺しししし尽尽尽尽くさなければならないくさなければならないくさなければならないくさなければならない。。。。１１１１日中日中日中日中、、、、毎日毎日毎日毎日だだだだ。」。」。」。」    

これがこれがこれがこれが、、、、卓越卓越卓越卓越したしたしたしたシオンシオンシオンシオン・・・・ファシストファシストファシストファシストのののの講師講師講師講師によってによってによってによって最最最最もももも進歩進歩進歩進歩したしたしたした軍軍軍軍のののの学校学校学校学校ででででイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルル士官士官士官士官たちにたちにたちにたちに教教教教えられるえられるえられるえられる文字通文字通文字通文字通りりりり殺殺殺殺しのしのしのしのメッセージメッセージメッセージメッセージなのだなのだなのだなのだ。。。。このことによってこのことによってこのことによってこのことによって我我我我々々々々はははは占領占領占領占領

地地地地でのでのでのでのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵士兵士兵士兵士のむきのむきのむきのむき出出出出しのしのしのしの暴力性暴力性暴力性暴力性とととと残虐残虐残虐残虐なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いをいをいをいを理解理解理解理解できるのであるできるのであるできるのであるできるのである。。。。    

２２２２名名名名のののの心理学者心理学者心理学者心理学者によるによるによるによる最近最近最近最近ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでのでのでのでの研究研究研究研究によるとによるとによるとによると、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍事学校軍事学校軍事学校軍事学校がががが教教教教

ええええ込込込込みみみみ首相室首相室首相室首相室をををを含含含含むむむむイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののトップトップトップトップのののの政治家政治家政治家政治家たちがたちがたちがたちが推奨推奨推奨推奨するするするするサディズムサディズムサディズムサディズムとととと人種差別主人種差別主人種差別主人種差別主

義義義義のののの激激激激しいしいしいしい重圧重圧重圧重圧ぶりがぶりがぶりがぶりが、、、、具体的具体的具体的具体的にににに示示示示されているされているされているされている。。。。２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日ののののハアレツハアレツハアレツハアレツ紙紙紙紙のののの記記記記

事事事事によるとによるとによるとによると、、、、２２２２名名名名ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人心理学者人心理学者人心理学者人心理学者がががが２１２１２１２１名名名名ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵士兵士兵士兵士にににに聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査をしをしをしをし

たたたた。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは「「「「彼彼彼彼らがらがらがらが加加加加わったぞっとするようなわったぞっとするようなわったぞっとするようなわったぞっとするような犯罪行為犯罪行為犯罪行為犯罪行為についてのについてのについてのについての心底心底心底心底からからからから熱情熱情熱情熱情」」」」とととと表現表現表現表現

したしたしたした。。。。それはそれはそれはそれは「「「「殺害殺害殺害殺害、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの子供子供子供子供のののの骨骨骨骨をへしをへしをへしをへし折折折折ることることることること、、、、屈辱屈辱屈辱屈辱をををを与与与与えるえるえるえる行為行為行為行為、、、、資産資産資産資産



のののの破壊破壊破壊破壊、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗とととと強盗強盗強盗強盗」」」」であるであるであるである。。。。そのそのそのそのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人心理学者人心理学者人心理学者人心理学者のののの一人一人一人一人はははは「「「「兵士達兵士達兵士達兵士達がががが『『『『権力中毒権力中毒権力中毒権力中毒』』』』

をををを楽楽楽楽しみしみしみしみ暴力暴力暴力暴力をををを振振振振るうことにるうことにるうことにるうことに喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じているとじているとじているとじていると知知知知ってってってってショックショックショックショックをををを受受受受けたけたけたけた」」」」のであるのであるのであるのである。。。。彼彼彼彼

女女女女はははは言言言言うううう。「。「。「。「私私私私がががが聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査をしたをしたをしたをした者者者者のほのほのほのほとんどはとんどはとんどはとんどは占領中占領中占領中占領中にそのにそのにそのにその自己誘発的自己誘発的自己誘発的自己誘発的なななな暴力暴力暴力暴力をををを楽楽楽楽しししし

みましたみましたみましたみました。」（。」（。」（。」（ハアレツハアレツハアレツハアレツ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日））））絶対的絶対的絶対的絶対的なななな植民地支配植民地支配植民地支配植民地支配がががが占領軍占領軍占領軍占領軍にににに精神異常精神異常精神異常精神異常

のののの傾向傾向傾向傾向をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす。。。。兵士兵士兵士兵士ＣＣＣＣがががが証言証言証言証言したしたしたした。「。「。「。「もしもしもしもし自分自分自分自分ががががラファーラファーラファーラファー（（（（ガザガザガザガザにあるにあるにあるにあるパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの都都都都

市市市市））））にににに暴動鎮圧暴動鎮圧暴動鎮圧暴動鎮圧のためにのためにのためにのために行行行行かないとしたらかないとしたらかないとしたらかないとしたら、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも週週週週にににに１１１１回回回回はははは切切切切れてれてれてれて暴暴暴暴れるだろうなれるだろうなれるだろうなれるだろうな」。」。」。」。

以前以前以前以前のののの植民地支配植民地支配植民地支配植民地支配のようにのようにのようにのように、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵士達兵士達兵士達兵士達はははは全体主義的全体主義的全体主義的全体主義的「「「「優越民族感覚優越民族感覚優越民族感覚優越民族感覚」」」」のののの様相様相様相様相をををを呈呈呈呈

するのであるするのであるするのであるするのである。。。。兵士兵士兵士兵士ＤＤＤＤはははは語語語語ったったったった。「。「。「。「何何何何がすごいかってがすごいかってがすごいかってがすごいかって、、、、何何何何のののの法律法律法律法律にもにもにもにもルールルールルールルールにもにもにもにも従従従従わないでわないでわないでわないで

済済済済むんだむんだむんだむんだ。。。。自分自分自分自分がががが法律法律法律法律なんだってなんだってなんだってなんだって感感感感じだよじだよじだよじだよ。。。。占領地占領地占領地占領地にににに行行行行きさえすれきさえすれきさえすれきさえすればばばば誰誰誰誰でもでもでもでも神神神神になれるんになれるんになれるんになれるん

だだだだ！」！」！」！」調査調査調査調査をしたをしたをしたをした者達者達者達者達のののの目目目目にはにはにはには、、、、このこのこのこの兵士兵士兵士兵士のののの内面内面内面内面にににに植植植植ええええ付付付付けられたけられたけられたけられた強力強力強力強力ななななシオンシオンシオンシオン・・・・ファシファシファシファシ

ズムズムズムズムののののイデオロギーイデオロギーイデオロギーイデオロギーがががが、、、、男性男性男性男性のののの睾丸睾丸睾丸睾丸をををを切切切切りりりり落落落落としとしとしとし、、、、女性女性女性女性のののの抵抗者抵抗者抵抗者抵抗者のののの顔顔顔顔をををを殴殴殴殴りつけりつけりつけりつけ、、、、無害無害無害無害なななな

旅人旅人旅人旅人をををを撃撃撃撃ちちちち殺殺殺殺しししし、、、、４４４４歳歳歳歳のののの子供子供子供子供のののの腕腕腕腕をへしをへしをへしをへし折折折折りりりり、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその他他他他のののの「「「「無料無料無料無料のののの」」」」気気気気まぐれなまぐれなまぐれなまぐれな暴力暴力暴力暴力

行為行為行為行為にににに対対対対するするするする自己弁護自己弁護自己弁護自己弁護をさせているとをさせているとをさせているとをさせていると映映映映ったのであるったのであるったのであるったのである。。。。    

米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会人組織代表者会はいまだかつてはいまだかつてはいまだかつてはいまだかつて、、、、このこのこのこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍によるによるによるによる日常的日常的日常的日常的なななな気気気気のののの

触触触触れたれたれたれた行動行動行動行動をををを、、、、批判批判批判批判はおろかはおろかはおろかはおろか、、、、語語語語ったことすらないったことすらないったことすらないったことすらない。。。。有力有力有力有力ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人億万長者人億万長者人億万長者人億万長者のののの博愛主義博愛主義博愛主義博愛主義

者達者達者達者達はははは、、、、あのあのあのあのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでのでのでのでの研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマとなっとなっとなっとなったたたたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵兵兵兵によるによるによるによる残虐残虐残虐残虐なななな喜喜喜喜びでびでびでびで描描描描かれかれかれかれ

るるるるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍のののの暴力的暴力的暴力的暴力的なななな占領占領占領占領ととととパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ市民市民市民市民にににに対対対対するするするする抑圧抑圧抑圧抑圧をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために、、、、何億何億何億何億ドドドド

ルルルルものものものもの献金献金献金献金をををを行行行行うのであるうのであるうのであるうのである。。。。実際実際実際実際にににに、、、、民主党最大民主党最大民主党最大民主党最大ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト援助者援助者援助者援助者（（（（２００２２００２２００２２００２年年年年にはにはにはには１１１１

２３０２３０２３０２３０万万万万ドルドルドルドル））））であるであるであるであるハイムハイムハイムハイム・・・・サバンサバンサバンサバン（（（（Haim SabanHaim SabanHaim SabanHaim Saban））））はははは「「「「戦戦戦戦ううううイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵士兵士兵士兵士をををを溺愛溺愛溺愛溺愛」」」」しししし

ているているているている。。。。ハアレツハアレツハアレツハアレツ紙紙紙紙（（（（２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日））））によるとによるとによるとによると、、、、サバンサバンサバンサバンはははは「「「「私私私私はははは戦戦戦戦ううううイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

兵士兵士兵士兵士についてについてについてについて論論論論じることができないじることができないじることができないじることができない。。。。私私私私がががが彼彼彼彼らとらとらとらと何何何何かのかのかのかの交流交流交流交流をををを行行行行うときにはいつでもうときにはいつでもうときにはいつでもうときにはいつでも････････････、、、、

私私私私はははは泣泣泣泣いてしまういてしまういてしまういてしまう」。」。」。」。ここにここにここにここに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルののののシオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムとととと米国内米国内米国内米国内でのそのでのそのでのそのでのその片割片割片割片割れとれとれとれと

をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ強烈強烈強烈強烈なななな情緒的連携情緒的連携情緒的連携情緒的連携があるのだがあるのだがあるのだがあるのだ。。。。サバンサバンサバンサバンはははは厚厚厚厚かましくもそのかましくもそのかましくもそのかましくもそのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに対対対対するするするする忠忠忠忠

誠心誠心誠心誠心をををを最優先最優先最優先最優先のものとするのであるのものとするのであるのものとするのであるのものとするのである。「。「。「。「私私私私はははは米国米国米国米国のののの中中中中でででで孔雀孔雀孔雀孔雀のようにのようにのようにのように胸胸胸胸をををを張張張張ってってってって歩歩歩歩くくくく。。。。そしそしそしそし

てててて私私私私ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人だとだとだとだと言言言言うううう。。。。いいかねいいかねいいかねいいかね？？？？イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人なんだなんだなんだなんだ。（。（。（。（ハハハハ

アレツアレツアレツアレツ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日）」）」）」）」以前以前以前以前はははは栄誉栄誉栄誉栄誉あるあるあるあるブルッキングズブルッキングズブルッキングズブルッキングズ研究所研究所研究所研究所だったのだがだったのだがだったのだがだったのだが、、、、

いまやいまやいまやいまやハイムハイムハイムハイム・・・・サバンサバンサバンサバンがががが資金資金資金資金をつぎをつぎをつぎをつぎ込込込込むむむむ「「「「サバンサバンサバンサバン・・・・センターセンターセンターセンター」」」」のののの校舎校舎校舎校舎となりとなりとなりとなり、、、、ブルッキンブルッキンブルッキンブルッキン

グズグズグズグズはははは他他他他のののの１２１２１２１２ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ製造工場製造工場製造工場製造工場にににに加加加加わりわりわりわり、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国防軍国防軍国防軍国防軍とそのとそのとそのとその指導的指導的指導的指導的なななな調査調査調査調査

主任主任主任主任およびおよびおよびおよびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル首相首相首相首相によるによるによるによる全体主義全体主義全体主義全体主義のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いにいにいにいに対対対対するするするする弁明弁明弁明弁明をををを垂垂垂垂れれれれ流流流流しているしているしているしている。。。。イイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエル国防軍国防軍国防軍国防軍にいるにいるにいるにいる精神病者精神病者精神病者精神病者たちにたちにたちにたちに向向向向けるこのけるこのけるこのけるこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ人億万長者人億万長者人億万長者人億万長者のののの致死致死致死致死

的的的的なななな「「「「情緒情緒情緒情緒」」」」はははは、、、、イラクイラクイラクイラクでででで米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士としてとしてとしてとしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益にににに尽尽尽尽くしくしくしくしイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの地域覇地域覇地域覇地域覇

権権権権をををを拡大拡大拡大拡大させるさせるさせるさせる戦争戦争戦争戦争のののの責務責務責務責務にににに苦苦苦苦しめられるしめられるしめられるしめられる若若若若いいいい米国人米国人米国人米国人にににに広広広広がってはがってはがってはがっては行行行行かないかないかないかない。。。。サバンサバンサバンサバンはははは、、、、

他他他他のののの実力実力実力実力あるあるあるある大部分大部分大部分大部分ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト組織組織組織組織ののののリーダーリーダーリーダーリーダー達達達達とととと同様同様同様同様にににに、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの戦争戦争戦争戦争をををを推進推進推進推進してしてしてして

いるいるいるいる。。。。今回今回今回今回ははははイランイランイランイランであるであるであるである。。。。サバンサバンサバンサバンによればによればによればによれば「「「「まずまずまずまず私私私私はははは他他他他のののの事事事事どもやってみるだろうがどもやってみるだろうがどもやってみるだろうがどもやってみるだろうが、、、、

しかしそれがうまくいかないしかしそれがうまくいかないしかしそれがうまくいかないしかしそれがうまくいかない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、攻撃攻撃攻撃攻撃だだだだ････････････。。。。イランイランイランイランであなたであなたであなたであなた方方方方はははは進攻進攻進攻進攻しししし彼彼彼彼らのらのらのらの諸施諸施諸施諸施

設設設設をををを完全完全完全完全にににに拭拭拭拭いいいい去去去去るるるる。。。。彼彼彼彼らをらをらをらを闇闇闇闇のののの中中中中にににに放放放放りりりり込込込込むむむむ。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの水水水水をををを止止止止めてしまうめてしまうめてしまうめてしまう。（。（。（。（ハアレツハアレツハアレツハアレツ、、、、２２２２



００７００７００７００７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日）」）」）」）」これはこれはこれはこれは決決決決してしてしてしてパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの羊飼羊飼羊飼羊飼いのいのいのいの少年少年少年少年をぶんをぶんをぶんをぶん殴殴殴殴っているっているっているっている狂信的狂信的狂信的狂信的

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人入植者人入植者人入植者人入植者によるによるによるによる殺人者殺人者殺人者殺人者のわめきのわめきのわめきのわめき声声声声ではないではないではないではない。。。。サバンサバンサバンサバンはははは AIPACAIPACAIPACAIPAC でのでのでのでの主要主要主要主要ななななリーダーリーダーリーダーリーダーでででで

ありありありありクリントンクリントンクリントンクリントン家家家家とととと現現現現イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル指導部全員指導部全員指導部全員指導部全員のののの家族家族家族家族ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの友人友人友人友人でででで政治政治政治政治ブローカーブローカーブローカーブローカーなのだなのだなのだなのだ。。。。

彼彼彼彼がががが出出出出すすすす２８２８２８２８億億億億ドルドルドルドルはははは主主主主だっただっただっただった米国大統領米国大統領米国大統領米国大統領のののの「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの支援支援支援支援をををを希求希求希求希求するするするする候補候補候補候補たちたちたちたち

（（（（MSNBCMSNBCMSNBCMSNBC、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日）」）」）」）」ののののゴマスリゴマスリゴマスリゴマスリ根性根性根性根性をををを買買買買いいいい取取取取るわけであるるわけであるるわけであるるわけである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによるパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの植民占領植民占領植民占領植民占領をををを終了終了終了終了させるためにさせるためにさせるためにさせるために考考考考

案案案案されたされたされたされた３３３３つのつのつのつのトップレベルトップレベルトップレベルトップレベルのののの政治提言政治提言政治提言政治提言をををを葬葬葬葬りりりり去去去去ったったったった。。。。ブッシュブッシュブッシュブッシュ大統領大統領大統領大統領ととととライスライスライスライス国務長官国務長官国務長官国務長官

へへへへ宛宛宛宛てたてたてたてた一一一一つのつのつのつの声明声明声明声明がががが、、、、ブレジンスキーブレジンスキーブレジンスキーブレジンスキー、、、、リーリーリーリー・・・・ハミルトンハミルトンハミルトンハミルトン、、、、ブレントブレントブレントブレント････スコウクラフトスコウクラフトスコウクラフトスコウクラフトなななな

どをどをどをどを含含含含むむむむ元元元元トップトップトップトップ政治家達政治家達政治家達政治家達からからからから送送送送られたのだがられたのだがられたのだがられたのだが、、、、それはそれはそれはそれはイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに国連安全保障委員会国連安全保障委員会国連安全保障委員会国連安全保障委員会

解決案解決案解決案解決案２４２２４２２４２２４２およびおよびおよびおよび３３８３３８３３８３３８そのそのそのその他他他他のののの決定決定決定決定をををを受受受受けけけけ入入入入れるようにれるようにれるようにれるように呼呼呼呼びかけていたびかけていたびかけていたびかけていた。。。。しかしこれしかしこれしかしこれしかしこれ

はははは民主党民主党民主党民主党のののの議会議会議会議会とととと共和党政権共和党政権共和党政権共和党政権によってによってによってによって完璧完璧完璧完璧にににに退退退退けられたけられたけられたけられた。。。。それはそれはそれはそれは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のこののこののこののこの

声明声明声明声明にににに対対対対するするするする完完完完全全全全なななな拒否拒否拒否拒否にににに従従従従ううううシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造がががが介入介入介入介入してしてしてして、、、、ブレジンスキーブレジンスキーブレジンスキーブレジンスキーをををを「「「「イスイスイスイス

ラエルラエルラエルラエルにににに対対対対するするするする悪意悪意悪意悪意」」」」とととと決決決決めつけためつけためつけためつけた後後後後のことであるのことであるのことであるのことである。「。「。「。「４４４４勢力勢力勢力勢力によるによるによるによる和平実現使節和平実現使節和平実現使節和平実現使節（（（（Quartet Quartet Quartet Quartet 

PeacePeacePeacePeace----Making MissionMaking MissionMaking MissionMaking Mission）」）」）」）」のののの責任者責任者責任者責任者としてとしてとしてとして行行行行ったったったったトニートニートニートニー・・・・ブレアーブレアーブレアーブレアーのののの努力努力努力努力はことごとくはことごとくはことごとくはことごとく失失失失

敗敗敗敗にににに終終終終りりりりパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの人間的人間的人間的人間的なななな苦境苦境苦境苦境をすらをすらをすらをすら解決解決解決解決できなかったできなかったできなかったできなかった。。。。それはこのそれはこのそれはこのそれはこの今今今今やややや控控控控ええええ目目目目にににに

なったなったなったなった（（（（以前以前以前以前はははは狂乱状態狂乱状態狂乱状態狂乱状態だっただっただっただった））））元英国首相元英国首相元英国首相元英国首相とのとのとのとの陳腐陳腐陳腐陳腐なななな対話以外対話以外対話以外対話以外のすべてをのすべてをのすべてをのすべてを拒否拒否拒否拒否するするするするイスイスイスイス

ラエルラエルラエルラエルのかたくななのかたくななのかたくななのかたくなな態度態度態度態度にににに直面直面直面直面したためであるしたためであるしたためであるしたためである（（（（ガーディアンガーディアンガーディアンガーディアン、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日）。）。）。）。

メリーランメリーランメリーランメリーランドドドド州州州州アナポリスアナポリスアナポリスアナポリスでこのでこのでこのでこの１０１０１０１０月末月末月末月末にににに行行行行われたわれたわれたわれた中東和平会議中東和平会議中東和平会議中東和平会議をををを主催主催主催主催したしたしたしたライスライスライスライス国務国務国務国務

長官長官長官長官のののの努力努力努力努力はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの声明声明声明声明によってによってによってによって水水水水のののの泡泡泡泡とととと消消消消えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは、、、、境界境界境界境界

線線線線、、、、日程日程日程日程、、、、エルサレムエルサレムエルサレムエルサレム、、、、入植地入植地入植地入植地、、、、領土領土領土領土などのあらゆるなどのあらゆるなどのあらゆるなどのあらゆる具体的具体的具体的具体的なななな合意合意合意合意をををを全全全全てててて拒絶拒絶拒絶拒絶するするするする。。。。彼彼彼彼らららら

はははは頑固頑固頑固頑固にこのにこのにこのにこの会議会議会議会議のののの焦点焦点焦点焦点をををを何何何何にもにもにもにも結結結結びびびび付付付付かないかないかないかない無意味無意味無意味無意味なななな一般的合意一般的合意一般的合意一般的合意にににに向向向向けるけるけるける。。。。米国国務長米国国務長米国国務長米国国務長

官官官官ライスライスライスライスをさらにをさらにをさらにをさらに辱辱辱辱めるようにめるようにめるようにめるように計画計画計画計画されたされたされたされた行動行動行動行動としてとしてとしてとして、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル政府政府政府政府はははは何百何百何百何百エーカーエーカーエーカーエーカーもももも

ののののパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの土地土地土地土地をををを収奪収奪収奪収奪したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは明明明明らかにらかにらかにらかに入植地入植地入植地入植地のののの拡大拡大拡大拡大のののの例例例例であるであるであるである（（（（アルジャジーアルジャジーアルジャジーアルジャジー

ララララ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日）。）。）。）。うすのろのうすのろのうすのろのうすのろの頭頭頭頭ででででスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュにににに取取取取りりりり繕繕繕繕おうとおうとおうとおうと務務務務めながらめながらめながらめながら、、、、

ライスライスライスライス国務長官国務長官国務長官国務長官はこのはこのはこのはこのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによるパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの土地土地土地土地のののの新新新新たなたなたなたな徴収徴収徴収徴収がががが「「「「２２２２国並立国並立国並立国並立によによによによ

るるるる解決解決解決解決にににに向向向向けてのけてのけてのけての各部門各部門各部門各部門のののの行動行動行動行動におけるにおけるにおけるにおける信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを崩崩崩崩すすすす」」」」かもしれないとかもしれないとかもしれないとかもしれないと返答返答返答返答したしたしたした（（（（BBCBBCBBCBBC、、、、

２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日）。）。）。）。    

交渉交渉交渉交渉にににに向向向向かうかうかうかう彼女彼女彼女彼女のののの立場立場立場立場ととととシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造がががが完全完全完全完全にににに結結結結びびびび付付付付いていることをいていることをいていることをいていることを考慮考慮考慮考慮するするするする

ならばならばならばならば、、、、彼女彼女彼女彼女ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルからからからから何一何一何一何一つつつつ具体的具体的具体的具体的なものをなものをなものをなものを引引引引きききき出出出出すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない。。。。ライスライスライスライス国国国国

務長官務長官務長官務長官はははは「「「「よりよりよりより小小小小さなさなさなさな期待期待期待期待」」」」とととと呼呼呼呼ぶことによってぶことによってぶことによってぶことによってアナポリスアナポリスアナポリスアナポリス会議会議会議会議がががが無駄無駄無駄無駄なななな努力努力努力努力であることであることであることであること

をををを示唆示唆示唆示唆しているしているしているしている。。。。それはそれはそれはそれは何何何何のののの具体的具体的具体的具体的なななな合意合意合意合意ををををももたらさないももたらさないももたらさないももたらさない。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとそのとそのとそのとその第第第第５５５５列列列列がががが

ブッシュブッシュブッシュブッシュ自身自身自身自身ののののアナポリスアナポリスアナポリスアナポリス提言提言提言提言をををを上手上手上手上手にににに雲散霧消雲散霧消雲散霧消雲散霧消させてしまったさせてしまったさせてしまったさせてしまった。。。。エジプトエジプトエジプトエジプト、、、、サウジアラサウジアラサウジアラサウジアラ

ビアビアビアビア、、、、ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダンといったといったといったといった親米諸国親米諸国親米諸国親米諸国ややややパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの傀儡傀儡傀儡傀儡アッバスアッバスアッバスアッバスでさえもでさえもでさえもでさえも、、、、国境線国境線国境線国境線にににに関関関関するするするする

具体的具体的具体的具体的なななな合意合意合意合意がががが無無無無かったためにかったためにかったためにかったために疑念疑念疑念疑念をををを表明表明表明表明したしたしたした。。。。そのそのそのその種種種種のののの合意合意合意合意ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととシオニストシオニストシオニストシオニスト

権力構造権力構造権力構造権力構造がががが受受受受けけけけ入入入入れないものであるれないものであるれないものであるれないものである。。。。このこのこのこの会議会議会議会議がががが「「「「延期延期延期延期されされされされ」」」」ようがようがようがようが実際実際実際実際にににに行行行行われようがわれようがわれようがわれようが、、、、

このことはこのことはこのことはこのことは間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく何何何何にもにもにもにも結結結結びびびび付付付付かないかないかないかない新新新新たなたなたなたなジェスチャージェスチャージェスチャージェスチャーでありでありでありであり、、、、米国米国米国米国のののの新新新新たなたなたなたな中東中東中東中東



でのでのでのでの敗北敗北敗北敗北でありでありでありであり、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル植民国家植民国家植民国家植民国家のののの新新新新たなたなたなたな勝利勝利勝利勝利でありでありでありであり、、、、したがってしたがってしたがってしたがって中東中東中東中東ででででののののアラブアラブアラブアラブ人人人人

のののの抵抗抵抗抵抗抵抗がががが強強強強まるまるまるまる新新新新たなたなたなたな理由理由理由理由ともなるともなるともなるともなる。。。。    

もっともっともっともっと不吉不吉不吉不吉なことになことになことになことに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、ホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスによるによるによるによるアナアナアナアナ

ポリスポリスポリスポリス和平会議和平会議和平会議和平会議をうまくぶちをうまくぶちをうまくぶちをうまくぶち壊壊壊壊したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ占領地占領地占領地占領地のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる暴力的暴力的暴力的暴力的なななな

収奪収奪収奪収奪をををを推推推推しししし進進進進めることができるとめることができるとめることができるとめることができると知知知知るだろうるだろうるだろうるだろう。。。。それはさらにそれはさらにそれはさらにそれはさらに進進進進んでんでんでんで、、、、新新新新たなそしてたなそしてたなそしてたなそして致命的致命的致命的致命的

ななななレバノンレバノンレバノンレバノンととととシリアシリアシリアシリアへのへのへのへの侵攻侵攻侵攻侵攻にににに、、、、そしてそしてそしてそしてイランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争にににに向向向向けてのけてのけてのけての圧力圧力圧力圧力をますますをますますをますますをますます高高高高めるめるめるめる

ことになるだろうことになるだろうことになるだろうことになるだろう。。。。米国米国米国米国のののの中東政策中東政策中東政策中東政策にににに対対対対してしてしてしてシオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムはははは抵抗不可能抵抗不可能抵抗不可能抵抗不可能なななな権力権力権力権力のののの意意意意

識識識識をををを膨膨膨膨れれれれ上上上上がらせがらせがらせがらせ、、、、そしてそれはそしてそれはそしてそれはそしてそれは米国米国米国米国のののの中中中中にあるにあるにあるにある全全全全てのてのてのての主要主要主要主要なななな勢力勢力勢力勢力にににに向向向向かうかうかうかうのであるのであるのであるのである。。。。そそそそ

れがれがれがれがイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの意思意思意思意思にににに従従従従わないものであればわないものであればわないものであればわないものであれば。。。。    

独裁的独裁的独裁的独裁的なななな解決解決解決解決にににに向向向向かうかうかうかうイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの圧力圧力圧力圧力にににに関係関係関係関係するするするするシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンののののイデオロギーイデオロギーイデオロギーイデオロギーのののの右翼右翼右翼右翼

的的的的なななな先鋭化先鋭化先鋭化先鋭化とともにとともにとともにとともに、、、、指導的指導的指導的指導的ななななシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンのののの代弁者達代弁者達代弁者達代弁者達とととと特特特特にににに米国学術界米国学術界米国学術界米国学術界にいるにいるにいるにいるプロパガプロパガプロパガプロパガ

ンディストンディストンディストンディストたちからたちからたちからたちから、、、、人種主義的人種主義的人種主義的人種主義的なななな反反反反イスラムイスラムイスラムイスラム、、、、反反反反アラブアラブアラブアラブ、、、、反反反反ペルシャペルシャペルシャペルシャのののの行動行動行動行動やややや発言発言発言発言がががが全全全全

面開示面開示面開示面開示されたされたされたされた。。。。    

戦争戦争戦争戦争プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダとととと軍事的解決軍事的解決軍事的解決軍事的解決ががががシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンののののレトリックレトリックレトリックレトリックをををを支配支配支配支配するするするする。。。。最初最初最初最初にににに対対対対パレパレパレパレ

スチナスチナスチナスチナ、、、、次次次次ににににアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン、、、、イラクイラクイラクイラク、、、、レバノンレバノンレバノンレバノン、、、、シリアシリアシリアシリア、、、、ソマリアソマリアソマリアソマリア、、、、スーダンスーダンスーダンスーダンであったであったであったであった。。。。

シオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコンののののレトリックレトリックレトリックレトリックのののの先鋭化先鋭化先鋭化先鋭化にににに付付付付きききき添添添添っているものはっているものはっているものはっているものは、、、、米国社会内部米国社会内部米国社会内部米国社会内部でのでのでのでの抑圧的抑圧的抑圧的抑圧的なななな

行為行為行為行為のののの増大増大増大増大であるであるであるである。。。。    

    

【【【【シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造ととととホロコーストホロコーストホロコーストホロコースト否定否定否定否定：：：：イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの業務業務業務業務としてとしてとしてとして】】】】    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル指導部指導部指導部指導部につきにつきにつきにつき従従従従うううう指導的指導的指導的指導的ななななシオニストシオニストシオニストシオニスト民主党員民主党員民主党員民主党員たちはたちはたちはたちは、、、、トルコトルコトルコトルコによるによるによるによる１５０１５０１５０１５０

万万万万ののののアルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人殺害人殺害人殺害人殺害ををををジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドとしてとしてとしてとして非難非難非難非難するするするする議員決議議員決議議員決議議員決議をををを埋没埋没埋没埋没させるのにさせるのにさせるのにさせるのに主要主要主要主要なななな役役役役

をををを演演演演じたじたじたじた。。。。長年長年長年長年にわたってにわたってにわたってにわたってイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家およびおよびおよびおよびイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと米国米国米国米国にいるそのにいるそのにいるそのにいるそのアカデミッアカデミッアカデミッアカデミッ

ククククなななな専門家専門家専門家専門家たちはたちはたちはたちは、、、、世界中世界中世界中世界中のののの学者学者学者学者によってによってによってによって認認認認められためられためられためられた山山山山のようなのようなのようなのような文書資料文書資料文書資料文書資料があるにもがあるにもがあるにもがあるにも関関関関わわわわ

らずらずらずらず、、、、トルコトルコトルコトルコ人人人人がががが旧旧旧旧アルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人地域人地域人地域人地域でででで１９１５１９１５１９１５１９１５年年年年からからからから１９１７１９１７１９１７１９１７年年年年にかけにかけにかけにかけてててて行行行行ったったったったアルメアルメアルメアルメ

ニアニアニアニア人人人人にににに対対対対するするするする集団虐殺集団虐殺集団虐殺集団虐殺（（（（ジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイド））））をををを否定否定否定否定しているしているしているしている。。。。そのそのそのその理由理由理由理由のののの一一一一つはつはつはつはユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・ホホホホ

ロコーストロコーストロコーストロコースト産業産業産業産業がががが２０２０２０２０世紀世紀世紀世紀にににに起起起起こったこったこったこったジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドをををを独占独占独占独占することにすることにすることにすることに固執固執固執固執しているからでしているからでしているからでしているからで

あるあるあるある。。。。しかししかししかししかしイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルとととと米国米国米国米国シオニストシオニストシオニストシオニストによるによるによるによるホロコーストホロコーストホロコーストホロコースト否定否定否定否定のもっとのもっとのもっとのもっと重要重要重要重要でででで現在的現在的現在的現在的

なななな理由理由理由理由はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととトルコトルコトルコトルコのののの間間間間のののの密接密接密接密接なななな軍事協力軍事協力軍事協力軍事協力でありでありでありであり、、、、もっともっともっともっと最近最近最近最近ではではではでは、、、、クルディクルディクルディクルディ

スタンスタンスタンスタンとととと称称称称されるされるされるされる北北北北イラクイラクイラクイラクののののクルドクルドクルドクルド人支配区人支配区人支配区人支配区ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍事顧問軍事顧問軍事顧問軍事顧問やややや秘密警察秘密警察秘密警察秘密警察（（（（モサドモサドモサドモサド））））

のののの巨大巨大巨大巨大なななな存在存在存在存在であるであるであるである。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの元軍事顧問元軍事顧問元軍事顧問元軍事顧問メンバーメンバーメンバーメンバーでででで「「「「米国米国米国米国のののの」」」」議員議員議員議員、、、、議会外交問題委員会議長議会外交問題委員会議長議会外交問題委員会議長議会外交問題委員会議長であであであであるるるるララララ

ームームームーム・・・・エマニュエルエマニュエルエマニュエルエマニュエル（（（（Rahm EmanuelRahm EmanuelRahm EmanuelRahm Emanuel））））はこのはこのはこのはこの決議決議決議決議にににに始始始始めからめからめからめから反対反対反対反対しておりしておりしておりしており、、、、ベテランベテランベテランベテランのののの

民主党議員民主党議員民主党議員民主党議員をををを説得説得説得説得してしてしてして民主党議員団指導部民主党議員団指導部民主党議員団指導部民主党議員団指導部にこのにこのにこのにこの決議決議決議決議でのでのでのでの投票投票投票投票のののの予定予定予定予定をををを外外外外すようにすようにすようにすように要求要求要求要求ささささ

せたせたせたせた。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利害利害利害利害にににに深深深深くくくく関関関関わっているためわっているためわっているためわっているため、、、、エマニュエルエマニュエルエマニュエルエマニュエルははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが決定決定決定決定するするするする

中東中東中東中東のののの現実現実現実現実のののの地勢地勢地勢地勢にににに両足両足両足両足をををを突突突突っっっっ込込込込んでいるのであるんでいるのであるんでいるのであるんでいるのである。。。。皮肉皮肉皮肉皮肉にもにもにもにもエマニュエルエマニュエルエマニュエルエマニュエル議員議員議員議員はははは複雑複雑複雑複雑にににに

入入入入りりりり組組組組んだんだんだんだ声明声明声明声明のののの中中中中でででで彼彼彼彼ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの業務業務業務業務をををを理屈付理屈付理屈付理屈付けたけたけたけた。「。「。「。「このこのこのこの（（（（アルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人集団人集団人集団人集団



虐殺虐殺虐殺虐殺にににに対対対対するするするする））））投票投票投票投票はははは世界世界世界世界のこののこののこののこの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける地勢地勢地勢地勢のののの現実現実現実現実とととと直面直面直面直面することになったすることになったすることになったすることになった（（（（ニュニュニュニュ

ーヨークーヨークーヨークーヨーク・・・・タイムタイムタイムタイムズズズズ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日）」。）」。）」。）」。米国議会米国議会米国議会米国議会にいるにいるにいるにいるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの第第第第５５５５列列列列はははは、、、、

現在現在現在現在のののの中東中東中東中東とととと地域覇権地域覇権地域覇権地域覇権をををを目指目指目指目指すすすすイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルというだけのというだけのというだけのというだけの狭狭狭狭いいいい視野視野視野視野をををを越越越越えてえてえてえて、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの

戦術的戦術的戦術的戦術的なななな利害利害利害利害にににに間接的間接的間接的間接的にににに影響影響影響影響するするするする非非非非アラブアラブアラブアラブ・・・・非非非非イスラムイスラムイスラムイスラム教徒教徒教徒教徒たちがたちがたちがたちが絡絡絡絡むむむむ歴史的歴史的歴史的歴史的なななな事柄事柄事柄事柄をををを含含含含

ませるようにませるようにませるようにませるように、、、、そのそのそのそのコントロールコントロールコントロールコントロールのののの視野視野視野視野をををを拡大拡大拡大拡大しているのだしているのだしているのだしているのだ。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの戦略家達戦略家達戦略家達戦略家達はははは、、、、

アルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人人人人ジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドにににに対対対対するするするする議員決議議員決議議員決議議員決議ががががトルコトルコトルコトルコ人人人人のののの米国米国米国米国にににに対対対対するするするする憎憎憎憎しみをかきたてしみをかきたてしみをかきたてしみをかきたて、、、、

またまたまたまた米国米国米国米国ととととイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルがががが後後後後ろろろろ盾盾盾盾となるとなるとなるとなる北部北部北部北部イラクイラクイラクイラク「「「「クルディスタンクルディスタンクルディスタンクルディスタン」」」」にににに対対対対するするするする進攻進攻進攻進攻をもをもをもをも挑挑挑挑

発発発発するものとするものとするものとするものと受受受受けけけけ止止止止めているめているめているめている。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの軍軍軍軍事顧問達事顧問達事顧問達事顧問達はははは、、、、イランイランイランイランでのでのでのでのテロテロテロテロ活動活動活動活動にににに携携携携わるわるわるわる

クルドクルドクルドクルド人人人人コマンドコマンドコマンドコマンドをををを訓練訓練訓練訓練しししし武装武装武装武装させてきたしさせてきたしさせてきたしさせてきたし、、、、それはそれはそれはそれはトルコトルコトルコトルコややややイランイランイランイランややややシリアシリアシリアシリアとのとのとのとの国境地国境地国境地国境地

帯帯帯帯のどこででもなのだのどこででもなのだのどこででもなのだのどこででもなのだ。。。。トルコトルコトルコトルコのののの地上侵攻地上侵攻地上侵攻地上侵攻とととと空襲空襲空襲空襲はははは、、、、少少少少なくなくなくなく見見見見てもこういったてもこういったてもこういったてもこういったテロリストテロリストテロリストテロリスト

基地基地基地基地をををを破壊破壊破壊破壊しあるいはしあるいはしあるいはしあるいは機能機能機能機能をををを奪奪奪奪いいいい、、、、そしてそれそしてそれそしてそれそしてそれ以上以上以上以上にににに、、、、全全全全クルドクルドクルドクルドがそのがそのがそのがその非正規武装勢力非正規武装勢力非正規武装勢力非正規武装勢力のののの

防衛防衛防衛防衛にににに立立立立ちちちち上上上上がるがるがるがる自体自体自体自体をををを招招招招くことになるくことになるくことになるくことになる。。。。クルドクルドクルドクルド人達人達人達人達はははは（（（（イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに））））忠実忠実忠実忠実なななな味方味方味方味方であであであであ

りりりり、、、、そのそのそのその民兵組織民兵組織民兵組織民兵組織（（（（Pershmerga militiasPershmerga militiasPershmerga militiasPershmerga militias））））はははは北部北部北部北部イラクイラクイラクイラクでのでのでのでの非非非非クルドクルドクルドクルド人人人人にににに対対対対するするするする民族浄化民族浄化民族浄化民族浄化

でででで、、、、そしてそしてそしてそしてイラクイラクイラクイラク中央中央中央中央でででで米国米国米国米国がががが指導指導指導指導するするするする傭兵部隊傭兵部隊傭兵部隊傭兵部隊としてとしてとしてとしてイライライライラククククののののアラブアラブアラブアラブ人人人人レジスタンスレジスタンスレジスタンスレジスタンスにににに

対対対対するするするする激激激激しいしいしいしい弾圧弾圧弾圧弾圧でででで、、、、必須必須必須必須のののの働働働働きをきをきをきを演演演演じているのだじているのだじているのだじているのだ。。。。トルコトルコトルコトルコがそこにがそこにがそこにがそこに侵攻侵攻侵攻侵攻するならばするならばするならばするならばクルクルクルクル

ドドドド人武装勢力人武装勢力人武装勢力人武装勢力ははははトルコトルコトルコトルコ国境国境国境国境にににに移動移動移動移動するするするする結果結果結果結果となるだろうとなるだろうとなるだろうとなるだろう。。。。それはそれはそれはそれはイラクイラクイラクイラクでのでのでのでの米国支配米国支配米国支配米国支配をををを突突突突

きききき崩崩崩崩しししし、、、、またまたまたまたイランイランイランイランへのへのへのへの攻撃攻撃攻撃攻撃をををを弱弱弱弱めさせることになるめさせることになるめさせることになるめさせることになる。。。。イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人たちはいずれたちはいずれたちはいずれたちはいずれ、「、「、「、「クルクルクルクル

ディッシュディッシュディッシュディッシュ」」」」北部北部北部北部イラクイラクイラクイラクからそのからそのからそのからその軍事顧問達軍事顧問達軍事顧問達軍事顧問達とととと武器販売武器販売武器販売武器販売をををを引引引引きききき上上上上げてげてげてげて中東中東中東中東でのでのでのでの重要重要重要重要なななな同盟同盟同盟同盟

者者者者であるであるであるであるトルコトルコトルコトルコとのとのとのとの同盟同盟同盟同盟をををを守守守守るのかるのかるのかるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはクルドクルドクルドクルド人分離主義者人分離主義者人分離主義者人分離主義者をををを支援支援支援支援するのかのするのかのするのかのするのかの、、、、いいいい

ずれかをずれかをずれかをずれかを選選選選ばなければならないだろうばなければならないだろうばなければならないだろうばなければならないだろう。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの全全全全てがてがてがてが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルががががトルコトルコトルコトルコのためにのためにのためにのために米国議会米国議会米国議会米国議会にそのにそのにそのにその力力力力をををを行使行使行使行使しししし

ていることをていることをていることをていることをトルコトルコトルコトルコ首相首相首相首相エルドガンエルドガンエルドガンエルドガン（（（（ErdoganErdoganErdoganErdogan））））にににに示示示示すすすす目的目的目的目的でででで、、、、米国議会米国議会米国議会米国議会でのでのでのでのアルメニアアルメニアアルメニアアルメニア

決議決議決議決議をををを妨害妨害妨害妨害あるいはあるいはあるいはあるいは打破打破打破打破するようにするようにするようにするように最大限最大限最大限最大限のののの注意注意注意注意をををを払払払払ったったったった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドをををを――――そそそそ

れがどこであろうとれがどこであろうとれがどこであろうとれがどこであろうと犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者がががが誰誰誰誰であろうとであろうとであろうとであろうと――――嫌悪嫌悪嫌悪嫌悪するするするする何百万何百万何百万何百万ものものものもの米国人米国人米国人米国人やややや影響力影響力影響力影響力のあるのあるのあるのある

アルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人人人人ロビーロビーロビーロビーとととと、、、、何十人何十人何十人何十人かのかのかのかの「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル第一主義第一主義第一主義第一主義」」」」議員議員議員議員メンバーメンバーメンバーメンバーやややや億万長者億万長者億万長者億万長者ののののシシシシ

オニストオニストオニストオニスト献金者献金者献金者献金者たちとのたちとのたちとのたちとの双方双方双方双方のののの衝突衝突衝突衝突でででで、、、、後者後者後者後者がががが勝利勝利勝利勝利をををを収収収収めたのだめたのだめたのだめたのだ。。。。ジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドのようなのようなのようなのような

はっきりしたはっきりしたはっきりしたはっきりした事柄事柄事柄事柄についてさえもについてさえもについてさえもについてさえも、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、世界史的世界史的世界史的世界史的なななな犯罪犯罪犯罪犯罪をををを認知認知認知認知すすすするるるるシシシシ

ンボリックンボリックンボリックンボリックなななな議決議決議決議決にににに反対反対反対反対するのにするのにするのにするのに恐恐恐恐れもれもれもれも恥恥恥恥もももも持持持持っていないのであるっていないのであるっていないのであるっていないのである。。。。    

議会議会議会議会でのでのでのでのアルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人決議人決議人決議人決議にににに対対対対するするするするシオニストシオニストシオニストシオニストのののの勝利勝利勝利勝利はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益がががが我我我我々々々々のののの社社社社

会会会会とととと価値観価値観価値観価値観をををを駄目駄目駄目駄目にするにするにするにする最最最最もももも分分分分かりやすいやりかりやすいやりかりやすいやりかりやすいやり口口口口をををを見見見見せてくれるせてくれるせてくれるせてくれる。。。。民主党員民主党員民主党員民主党員のののの大多数大多数大多数大多数をををを含含含含

むむむむ多多多多くのくのくのくの議員達議員達議員達議員達がががが最初最初最初最初はこのはこのはこのはこの議案議案議案議案をををを通通通通すすすす正義感正義感正義感正義感にににに動動動動かされかされかされかされ後後後後にはにはにはにはシオニストシオニストシオニストシオニストによるによるによるによる議会指議会指議会指議会指

導力導力導力導力のののの圧力圧力圧力圧力をををを受受受受けてそれをけてそれをけてそれをけてそれを引引引引きききき下下下下げたというこのげたというこのげたというこのげたというこの事実事実事実事実はははは、、、、どれほどどれほどどれほどどれほど米国議会米国議会米国議会米国議会ががががシオニストシオニストシオニストシオニスト

にににに植民地支配植民地支配植民地支配植民地支配されたされたされたされた機関機関機関機関にまでにまでにまでにまで堕落堕落堕落堕落してしまったのかをしてしまったのかをしてしまったのかをしてしまったのかを見事見事見事見事にににに示示示示しているものであるしているものであるしているものであるしているものである。。。。議議議議

会会会会がががが選挙民選挙民選挙民選挙民とととと選出選出選出選出してくれたしてくれたしてくれたしてくれた人人人人々々々々のののの価値観価値観価値観価値観をををを無視無視無視無視すすすするばかりかるばかりかるばかりかるばかりか、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身のののの価値観価値観価値観価値観とととと意識意識意識意識

をもをもをもをも投投投投げげげげ捨捨捨捨てるのだてるのだてるのだてるのだ。。。。セイモアセイモアセイモアセイモア・・・・ハーシュハーシュハーシュハーシュがががが「「「「ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ののののカネカネカネカネ」」」」とととと言言言言いいいい当当当当

てているてているてているてている通通通通りであるりであるりであるりである。。。。    



クルドクルドクルドクルドのののの味方味方味方味方たちにたちにたちにたちに対対対対するするするするトルコトルコトルコトルコのののの攻撃攻撃攻撃攻撃をそらせるをそらせるをそらせるをそらせるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの努力努力努力努力はははは、、、、イランイランイランイランのののの防衛防衛防衛防衛

をををを突突突突きききき崩崩崩崩してしてしてしてクルドクルドクルドクルド人非正規部隊人非正規部隊人非正規部隊人非正規部隊のののの「「「「テロテロテロテロ活動作戦活動作戦活動作戦活動作戦」」」」でででで諜報部諜報部諜報部諜報部のののの通路通路通路通路をををを確保確保確保確保するするするする努力努力努力努力とととと密密密密

接接接接にににに関係関係関係関係しているしているしているしている。。。。    

連邦連邦連邦連邦レベルレベルレベルレベル、、、、州州州州レベルレベルレベルレベル、、、、そしてそしてそしてそして地方地方地方地方レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ユダヤユダヤユダヤユダヤ人組織活動人組織活動人組織活動人組織活動のののの中心中心中心中心

軸軸軸軸はははは、、、、経済制裁経済制裁経済制裁経済制裁とととと米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる巨大巨大巨大巨大なななな軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃によってによってによってによってイランイランイランイランをををを孤立孤立孤立孤立させさせさせさせ破壊破壊破壊破壊することであすることであすることであすることであ

るるるる。「。「。「。「地図地図地図地図からからからからイランイランイランイランをををを消消消消しししし去去去去るるるる」」」」米国米国米国米国ややややイイイイスラエルスラエルスラエルスラエルのののの力力力力によってによってによってによって、、、、イラクイラクイラクイラク国民国民国民国民がががが何百万人何百万人何百万人何百万人

殺殺殺殺されようがされようがされようがされようが負傷負傷負傷負傷しようがしようがしようがしようが家家家家をををを失失失失おうがおうがおうがおうが、、、、全全全全くもってくもってくもってくもって知知知知ったことではないのだったことではないのだったことではないのだったことではないのだ。。。。    

「「「「ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク（（（（そしてそしてそしてそしてロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルスロサンジェルス、、、、マイアミマイアミマイアミマイアミ、、、、シカゴシカゴシカゴシカゴ））））ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ののののカネカネカネカネ」」」」のののの主主主主

要要要要なななな受受受受けけけけ取取取取りりりり手手手手ははははヒラリーヒラリーヒラリーヒラリー・・・・クリントンクリントンクリントンクリントンであるであるであるである。。。。彼女彼女彼女彼女はははは２００８２００８２００８２００８年年年年のののの大統領選大統領選大統領選大統領選にににに出馬出馬出馬出馬するするするする

民主党民主党民主党民主党でででで最最最最ももももタカタカタカタカ派的派的派的派的なななな戦争推進者戦争推進者戦争推進者戦争推進者なのだなのだなのだなのだ。。。。実際実際実際実際、、、、ベトナムベトナムベトナムベトナム戦争以来戦争以来戦争以来戦争以来のののの民主党候補民主党候補民主党候補民主党候補のののの中中中中でででで

最最最最ももももタカタカタカタカ派派派派であるであるであるである。。。。クリントンクリントンクリントンクリントンははははフォーリンフォーリンフォーリンフォーリン・・・・アフェアーズアフェアーズアフェアーズアフェアーズのののの最近最近最近最近のののの記事記事記事記事でででで、、、、米国米国米国米国ががががイライライライラ

ンンンンをををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする期日期日期日期日とととと使用使用使用使用するするするする武器以外武器以外武器以外武器以外のののの全全全全てをてをてをてを書書書書いているいているいているいている。。。。彼女彼女彼女彼女はははは「「「「イランイランイランイランはははは米国米国米国米国とそとそとそとそのののの

同盟者同盟者同盟者同盟者にににに対対対対してしてしてして長期戦略的長期戦略的長期戦略的長期戦略的なななな挑戦挑戦挑戦挑戦をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、そのそのそのその核兵器製造核兵器製造核兵器製造核兵器製造あるいはあるいはあるいはあるいは取得取得取得取得はははは許許許許されなされなされなされな

いものだいものだいものだいものだ････････････」」」」とととと主張主張主張主張するするするする。。。。もしもしもしもしイランイランイランイランがこれをがこれをがこれをがこれを守守守守らないのなららないのなららないのなららないのなら、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる選択肢選択肢選択肢選択肢がががが予定表予定表予定表予定表

にににに上上上上らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない（（（（ガーディアンガーディアンガーディアンガーディアン、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日）。）。）。）。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルはははは米国大統領候補米国大統領候補米国大統領候補米国大統領候補たちがどれほどたちがどれほどたちがどれほどたちがどれほどイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国家国家国家国家のののの利益利益利益利益にににに対対対対してしてしてして卑屈卑屈卑屈卑屈でありでありでありであり

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビーのののの命令命令命令命令にににに従順従順従順従順であるかのであるかのであるかのであるかの全記録表全記録表全記録表全記録表をををを握握握握っているっているっているっている。。。。クリントンクリントンクリントンクリントンはははは民主党民主党民主党民主党

大統領候補大統領候補大統領候補大統領候補のののの中中中中でででで圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ににににシオニストシオニストシオニストシオニストのののの御御御御めがねにかかっているのだめがねにかかっているのだめがねにかかっているのだめがねにかかっているのだ。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは彼女彼女彼女彼女がががが１０１０１０１０

年前年前年前年前ににににスーハスーハスーハスーハ・・・・アラファトアラファトアラファトアラファト【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：ヤセルヤセルヤセルヤセル・・・・アアアアラファトラファトラファトラファト未亡人未亡人未亡人未亡人（（（（Suha ArafatSuha ArafatSuha ArafatSuha Arafat）】）】）】）】ににににキスキスキスキスしたしたしたした

ことをことをことをことを許許許許しているしているしているしている。。。。彼女彼女彼女彼女がががが今今今今までまでまでまでワシントンワシントンワシントンワシントンであらゆるであらゆるであらゆるであらゆる男女男女男女男女ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・ロビイストロビイストロビイストロビイストやややや

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル高官高官高官高官のののの両方両方両方両方のののの頬頬頬頬ににににキスキスキスキスしてしてしてしてパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人にににに対対対対するするするする弾圧弾圧弾圧弾圧をををを誉誉誉誉めそやしてきたからめそやしてきたからめそやしてきたからめそやしてきたから

であるであるであるである。。。。クリントンクリントンクリントンクリントンはははは、、、、テヘランテヘランテヘランテヘランののののエリートエリートエリートエリート軍事組織軍事組織軍事組織軍事組織であるであるであるであるイランイランイランイラン政府政府政府政府のののの「「「「革命防衛隊革命防衛隊革命防衛隊革命防衛隊」」」」

をををを「「「「テロリストテロリストテロリストテロリスト組織組織組織組織」」」」であるとであるとであるとであると宣言宣言宣言宣言するようにするようにするようにするように米国政府米国政府米国政府米国政府にににに呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける上院決議上院決議上院決議上院決議をををを支持支持支持支持したしたしたした

唯一唯一唯一唯一のののの民主党大統領候補民主党大統領候補民主党大統領候補民主党大統領候補でありでありでありであり、、、、そうしてそうしてそうしてそうしてイランイランイランイランとそのとそのとそのとその施設施設施設施設にににに対対対対するするするする大規模大規模大規模大規模なななな予防戦争予防戦争予防戦争予防戦争へへへへ

のののの口実口実口実口実ををををブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権にににに与与与与えたことでえたことでえたことでえたことで、、、、親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの米国主要米国主要米国主要米国主要ユユユユダヤダヤダヤダヤ組織代表者会組織代表者会組織代表者会組織代表者会のののの情情情情

熱熱熱熱とととと歓喜歓喜歓喜歓喜をををを盛盛盛盛りりりり上上上上げたげたげたげた。。。。    

イランイランイランイランにににに対対対対するするするする戦争戦争戦争戦争によるによるによるによる解決解決解決解決とととと制裁制裁制裁制裁キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンへのへのへのへの出資出資出資出資というというというという点点点点でもでもでもでも、、、、ロビーロビーロビーロビーにににに作作作作

成成成成されたされたされたされた法案法案法案法案とととと議会演説議会演説議会演説議会演説、、、、イランイランイランイラン攻撃攻撃攻撃攻撃をををを求求求求めるめるめるめる長期間長期間長期間長期間ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン、、、、印刷物印刷物印刷物印刷物のののの主張欄主張欄主張欄主張欄やややや

メディアメディアメディアメディアにいるにいるにいるにいる博識者博識者博識者博識者ののののコメントコメントコメントコメントというというというという点点点点でもでもでもでも、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは、、、、イランイランイランイランとのとのとのとの戦争戦争戦争戦争

をををを推進推進推進推進するにおいてするにおいてするにおいてするにおいて、、、、他他他他のいかなるのいかなるのいかなるのいかなるグループグループグループグループよりもよりもよりもよりも何十倍何十倍何十倍何十倍もももも勝勝勝勝っているのであるっているのであるっているのであるっているのである。。。。シオニシオニシオニシオニ

ストストストストはははは、「、「、「、「イランイランイランイラン攻撃攻撃攻撃攻撃」」」」プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダをををを独占独占独占独占するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、このこのこのこの軍事軍事軍事軍事オプションオプションオプションオプションにににに対対対対するするするする

米国米国米国米国のののの批判者批判者批判者批判者をををを黙黙黙黙らせるらせるらせるらせる全全全全てのてのてのての独裁主義的独裁主義的独裁主義的独裁主義的ななななグループグループグループグループをををを率率率率いているのだいているのだいているのだいているのだ。。。。    

次次次次のことをのことをのことをのことを完璧完璧完璧完璧にににに明明明明らかにしておきたいらかにしておきたいらかにしておきたいらかにしておきたい。。。。民主党議員民主党議員民主党議員民主党議員ののののアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダをををを支配支配支配支配するするするするシオニスシオニスシオニスシオニス

トトトト権力構造権力構造権力構造権力構造、、、、米国主要米国主要米国主要米国主要ユダヤユダヤユダヤユダヤ組織代表者会組織代表者会組織代表者会組織代表者会、、、、ラームラームラームラーム・・・・エマニュエルエマニュエルエマニュエルエマニュエルたちたちたちたち（（（（イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル----アメアメアメアメ

リカリカリカリカ人人人人たちたちたちたち））））はははは、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも、、、、いつでもどこででもいつでもどこででもいつでもどこででもいつでもどこででも米国米国米国米国ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人たちのたちのたちのたちの多数派多数派多数派多数派のののの代弁代弁代弁代弁をしてをしてをしてをして

いるというわけではないのだいるというわけではないのだいるというわけではないのだいるというわけではないのだ。。。。特特特特ににににトルコトルコトルコトルコ人人人人によるによるによるによるアルメニアアルメニアアルメニアアルメニア人人人人ジェノサイドジェノサイドジェノサイドジェノサイドのののの否定否定否定否定につにつにつにつ



いてはそうであるいてはそうであるいてはそうであるいてはそうである。。。。喧嘩好喧嘩好喧嘩好喧嘩好きのきのきのきのＡＤＬＡＤＬＡＤＬＡＤＬ代表代表代表代表エイブラハムエイブラハムエイブラハムエイブラハム・・・・フォックスマンフォックスマンフォックスマンフォックスマンはははは、、、、マサチューマサチューマサチューマサチュー

セッツセッツセッツセッツののののワサムワサムワサムワサム（（（（WathamWathamWathamWatham））））でででで、、、、地元地元地元地元ののののアルメニアアルメニアアルメニアアルメニア系米国人系米国人系米国人系米国人コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーととととユダヤユダヤユダヤユダヤ系米系米系米系米

国人国人国人国人のののの同胞達同胞達同胞達同胞達やややや隣人達隣人達隣人達隣人達ががががジェノジェノジェノジェノサイドサイドサイドサイドのののの否定否定否定否定をををを堪忍堪忍堪忍堪忍しないのにしないのにしないのにしないのに気付気付気付気付いたいたいたいた。。。。たとえたとえたとえたとえＡＤＬＡＤＬＡＤＬＡＤＬにににに

よるものであってもよるものであってもよるものであってもよるものであっても許許許許さないのであるさないのであるさないのであるさないのである。。。。米国米国米国米国ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの相当相当相当相当なななな部分部分部分部分ががががクリントンクリントンクリントンクリントンのののの戦争挑戦争挑戦争挑戦争挑

発発発発にににに反対反対反対反対しししし、、、、彼女彼女彼女彼女ののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル高官高官高官高官にににに対対対対するするするする卑屈卑屈卑屈卑屈なななな追従追従追従追従ぶりをぶりをぶりをぶりを迷惑迷惑迷惑迷惑でありでありでありであり不吉不吉不吉不吉なものであなものであなものであなものであ

るとすらるとすらるとすらるとすら見見見見なしているなしているなしているなしている。。。。シオニストシオニストシオニストシオニストのののの調査調査調査調査はははは、、、、教養教養教養教養のあるのあるのあるのある若若若若いいいい米国米国米国米国ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

とそのとそのとそのとその米国内第米国内第米国内第米国内第５５５５列列列列にににに対対対対するするするする興味興味興味興味をますますをますますをますますをますます失失失失ってきていることをってきていることをってきていることをってきていることを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする。。。。コミュコミュコミュコミュ

ニティーニティーニティーニティーのののの自称自称自称自称「「「「指導者指導者指導者指導者」」」」たちにたちにたちにたちに対対対対するするするする憤懣憤懣憤懣憤懣すらすらすらすら起起起起こっているのであるこっているのであるこっているのであるこっているのである。。。。だがしかしだがしかしだがしかしだがしかし、、、、ユユユユ

ダヤダヤダヤダヤ人人人人のののの少数派少数派少数派少数派がががが乗乗乗乗りりりり気気気気ではないではないではないではない多数派多数派多数派多数派のののの名名名名をををを借借借借りているなどとりているなどとりているなどとりているなどと言言言言ってみてもってみてもってみてもってみても、、、、中東中東中東中東ややややイイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエルがががが定定定定めるめるめるめる利益利益利益利益にににに関関関関わるわるわるわる政策政策政策政策やややや金銭支出金銭支出金銭支出金銭支出にににに関関関関してしてしてして、、、、米国米国米国米国のののの政治機構政治機構政治機構政治機構やややや世論形成世論形成世論形成世論形成にににに振振振振

るうるうるうるう彼彼彼彼らのらのらのらの実力実力実力実力とととと支配権支配権支配権支配権をををを弱弱弱弱めることはできないめることはできないめることはできないめることはできない。。。。    

「「「「ジュージュージュージュー・・・・ヘイターヘイターヘイターヘイター（（（（ユダヤユダヤユダヤユダヤ人嫌悪者人嫌悪者人嫌悪者人嫌悪者）」）」）」）」ののののレッテルレッテルレッテルレッテルがががが、、、、公開討論公開討論公開討論公開討論にににに対対対対するするするするシオンシオンシオンシオン・・・・コンコンコンコン

ののののパージパージパージパージをををを推推推推しししし進進進進めめめめ、、、、何百何百何百何百ものものものもの地方地方地方地方のののの著名著名著名著名ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人とととと「「「「コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー」」」」委員会委員会委員会委員会によるによるによるによる

大規模大規模大規模大規模なななな直接行動直接行動直接行動直接行動をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかけるアジテーションアジテーションアジテーションアジテーションののののスローガンスローガンスローガンスローガンとなったとなったとなったとなった。。。。長老派教会長老派教会長老派教会長老派教会のののの長老長老長老長老

達達達達でさえもでさえもでさえもでさえも、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人抑圧人抑圧人抑圧人抑圧にににに関与関与関与関与するするするする米国企業米国企業米国企業米国企業からからからから献金献金献金献金をををを受受受受けるけるけるける生生生生ぬるいぬるいぬるいぬるい態度態度態度態度のためのためのためのため

にににに、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・シオニストシオニストシオニストシオニストによってによってによってによって威嚇威嚇威嚇威嚇されたされたされたされた。。。。    

いついついついつシオンシオンシオンシオン保守主義保守主義保守主義保守主義ががががシオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムにににに移行移行移行移行したのかをしたのかをしたのかをしたのかを明明明明らかにするようならかにするようならかにするようならかにするような突出突出突出突出すすすす

るるるる出来事出来事出来事出来事などはなどはなどはなどは無無無無いいいい。。。。このこのこのこの移行移行移行移行はははは進化論的進化論的進化論的進化論的なななな過程過程過程過程であったであったであったであった。。。。そのそのそのその間間間間にににに人種主義人種主義人種主義人種主義、、、、軍国主義軍国主義軍国主義軍国主義、、、、

そしてそしてそしてそして独裁主義独裁主義独裁主義独裁主義がががが大量大量大量大量ののののコミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーのののの基盤基盤基盤基盤をををを発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて定着定着定着定着しししし、、、、そしてそしてそしてそして

明確明確明確明確ななななシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの行動行動行動行動パターンパターンパターンパターンとなったのであるとなったのであるとなったのであるとなったのである。。。。    

ファシストファシストファシストファシスト運動運動運動運動のののの初期初期初期初期とととと同様同様同様同様にににに、、、、シオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムはははは知的知的知的知的なななな面面面面でででで人種主義綱領人種主義綱領人種主義綱領人種主義綱領をををを掲掲掲掲げげげげ

るるるる。。。。シオニズムシオニズムシオニズムシオニズムのののの認識論認識論認識論認識論ではではではでは、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人だけがだけがだけがだけが（（（（あえてそうしたいのであればあえてそうしたいのであればあえてそうしたいのであればあえてそうしたいのであれば））））ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人

をををを批判批判批判批判することができるすることができるすることができるすることができる。。。。ユダヤユダヤユダヤユダヤ（（（（JewryJewryJewryJewry））））についてのについてのについてのについての知知知知識識識識がががが、、、、あるあるあるある限限限限られたられたられたられた密着密着密着密着したしたしたした者達者達者達者達

のののの共同体共同体共同体共同体によってによってによってによって独占独占独占独占されているからであるされているからであるされているからであるされているからである。。。。このこのこのこのシオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムのののの知識論知識論知識論知識論をををを支支支支えてえてえてえて

いるのはいるのはいるのはいるのは、、、、非非非非ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの著作家著作家著作家著作家がががが危険危険危険危険をををを冒冒冒冒してしてしてして「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの」」」」議論議論議論議論にににに加加加加わることにわることにわることにわることに対対対対してしてしてして、、、、

ひんぱんにひんぱんにひんぱんにひんぱんに退退退退けあるいはけあるいはけあるいはけあるいは警告警告警告警告するするするする左翼左翼左翼左翼シオニストシオニストシオニストシオニストのののの言葉言葉言葉言葉のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しなのだしなのだしなのだしなのだ。。。。    

シオンシオンシオンシオン・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズムはははは単単単単にににに少数少数少数少数グループグループグループグループののののバランスバランスバランスバランスをををを欠欠欠欠いたいたいたいた過激主義者過激主義者過激主義者過激主義者たちのたちのたちのたちのイデオロイデオロイデオロイデオロ

ギーギーギーギー的表現的表現的表現的表現などではないなどではないなどではないなどではない。。。。そのそのそのそのイデオロギーイデオロギーイデオロギーイデオロギーとととと行動行動行動行動はははは、、、、全体的全体的全体的全体的にもにもにもにも部分的部分的部分的部分的にもにもにもにも、、、、主流主流主流主流ユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ組織組織組織組織によってによってによってによって掌握掌握掌握掌握されているものであるされているものであるされているものであるされているものである。。。。    

    

【【【【行軍中行軍中行軍中行軍中ののののシオニストシオニストシオニストシオニスト独裁主義独裁主義独裁主義独裁主義】】】】    

草草草草のののの根的根的根的根的シオニスシオニスシオニスシオニストトトト主導主導主導主導のののの独裁主義独裁主義独裁主義独裁主義はははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造をををを守守守守るるるる際際際際のののの弾弾弾弾

圧圧圧圧とととと抑圧抑圧抑圧抑圧、、、、財政的財政的財政的財政的なななな脅迫脅迫脅迫脅迫をををを実行実行実行実行しているのだがしているのだがしているのだがしているのだが、、、、米国米国米国米国のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる地域地域地域地域でででで、、、、社会社会社会社会のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる

分野分野分野分野でででで、、、、文化文化文化文化とととと学術的学術的学術的学術的なななな生活生活生活生活でででで、、、、加速度加速度加速度加速度をつけてをつけてをつけてをつけて現現現現れてきつつあるれてきつつあるれてきつつあるれてきつつある。。。。以下以下以下以下にににに我我我我々々々々はははは、、、、国家国家国家国家

的的的的なななな、、、、そしてむしろそしてむしろそしてむしろそしてむしろ国際的国際的国際的国際的なななな注意注意注意注意をををを引引引引いているいているいているいている、、、、またはるかにまたはるかにまたはるかにまたはるかに拡大拡大拡大拡大されたされたされたされたパターンパターンパターンパターンをををを描描描描くくくく、、、、

いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの小小小小さなさなさなさな例例例例をををを取取取取りりりり上上上上げてみようげてみようげてみようげてみよう。。。。我我我我々々々々ははははシオニストシオニストシオニストシオニストによるによるによるによる何百何百何百何百ものものものもの脅迫事件脅迫事件脅迫事件脅迫事件とととと１１１１



週間単位週間単位週間単位週間単位でででで起起起起こるこるこるこる思想思想思想思想コントロールコントロールコントロールコントロールのすべてをのすべてをのすべてをのすべてをカバーカバーカバーカバーするほどのするほどのするほどのするほどのデータデータデータデータ・・・・バンクバンクバンクバンクをををを持持持持ってってってって

いないいないいないいない。。。。そのそのそのその犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者がががが仕返仕返仕返仕返しをしをしをしを恐恐恐恐れてそれらをれてそれらをれてそれらをれてそれらを表表表表ざたざたざたざたにできないからだにできないからだにできないからだにできないからだ。。。。あるいはあるいはあるいはあるいはメディメディメディメディ

アアアアのののの偏向偏向偏向偏向をををを与与与与えられるえられるえられるえられる大衆大衆大衆大衆のののの同情的同情的同情的同情的なななな注目注目注目注目をををを受受受受けないためであるけないためであるけないためであるけないためである。。。。非公式非公式非公式非公式なななな会話会話会話会話のののの中中中中でででで作作作作

家家家家ややややジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト達達達達がががが私私私私にににに、、、、地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ「「「「著名人士著名人士著名人士著名人士」」」」ややややユダヤユダヤユダヤユダヤ共同体委員会共同体委員会共同体委員会共同体委員会ののののメンバメンバメンバメンバ

ーーーーによるによるによるによる「「「「犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者」」」」のののの話話話話をををを伝伝伝伝えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる。。。。例例例例えばえばえばえばイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしいレバノンレバノンレバノンレバノン侵略侵略侵略侵略などなどなどなど

をををを勇気勇気勇気勇気をもってをもってをもってをもって批判批判批判批判したしたしたしたコラムニストコラムニストコラムニストコラムニストたちをたちをたちをたちをクビクビクビクビにするようににするようににするようににするように、、、、地域地域地域地域のののの新聞編集者達新聞編集者達新聞編集者達新聞編集者達にににに対対対対

してしてしてして要求要求要求要求するといったものであるするといったものであるするといったものであるするといったものである。。。。そのそのそのその種種種種のののの「「「「訪問訪問訪問訪問」」」」とととと「「「「おおおお話話話話」」」」のののの後後後後ではではではでは、、、、地域地域地域地域ののののコラムコラムコラムコラム

ニストニストニストニストのののの誰誰誰誰もももも敢敢敢敢えてえてえてえて中東中東中東中東のことについてのことについてのことについてのことについて批判批判批判批判はおろかはおろかはおろかはおろか書書書書くことすらしなくなるくことすらしなくなるくことすらしなくなるくことすらしなくなる。。。。これはこれはこれはこれは米米米米

国国国国にににに限限限限られたことではなかったられたことではなかったられたことではなかったられたことではなかった。。。。２００４２００４２００４２００４年年年年のことだがのことだがのことだがのことだが、、、、私私私私ががががメキシコメキシコメキシコメキシコ市市市市のののの新聞新聞新聞新聞ララララ・・・・ホルホルホルホル

ナダナダナダナダにあるにあるにあるにある記事記事記事記事をををを書書書書いたいたいたいた。。。。それはそれはそれはそれはジェナジェナジェナジェナでのでのでのでのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルによるによるによるによる激激激激しいしいしいしいパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人弾圧人弾圧人弾圧人弾圧おおおお

よびよびよびよび大量殺害大量殺害大量殺害大量殺害へのへのへのへの米国米国米国米国シオニストシオニストシオニストシオニストのののの弁明弁明弁明弁明をををを批判批判批判批判したものだったがしたものだったがしたものだったがしたものだったが、、、、メキシコメキシコメキシコメキシコののののイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル

大使大使大使大使がががが編集者編集者編集者編集者のところにのところにのところにのところに訪訪訪訪れれれれ私私私私のののの記事記事記事記事をををを公表公表公表公表しししし続続続続けることをけることをけることをけることを止止止止めるようにめるようにめるようにめるように要求要求要求要求したのだっしたのだっしたのだっしたのだっ

たたたた。。。。当初当初当初当初そのそのそのその編集長編集長編集長編集長はそのはそのはそのはその要求要求要求要求をををを拒否拒否拒否拒否したのだがしたのだがしたのだがしたのだが、、、、そのすぐそのすぐそのすぐそのすぐ後後後後にににに彼彼彼彼らはそのらはそのらはそのらはその常連常連常連常連コラムニコラムニコラムニコラムニ

ストストストストたちたちたちたち（（（（一人一人一人一人ははははトロツキストトロツキストトロツキストトロツキスト、、、、他他他他ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの歯医者歯医者歯医者歯医者））））をををを使使使使ってってってって数数数数々々々々のののの激激激激しいしいしいしい個人攻撃個人攻撃個人攻撃個人攻撃

をををを発表発表発表発表しししし、、、、私私私私のののの批判記事批判記事批判記事批判記事にににに対対対対してしてしてして「「「「シオンシオンシオンシオンのののの議定書議定書議定書議定書」」」」のののの線線線線にににに沿沿沿沿ったったったった「「「「ナチナチナチナチ」」」」プロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ

というというというというレッテルレッテルレッテルレッテル貼貼貼貼りをりをりをりを行行行行ったのだったのだったのだったのだ。。。。これはこれはこれはこれは有名有名有名有名なななな独立系独立系独立系独立系のののの進歩的進歩的進歩的進歩的なななな新聞新聞新聞新聞でででで起起起起こったことでこったことでこったことでこったことで

あるあるあるある。。。。    

熱狂的熱狂的熱狂的熱狂的シオニストシオニストシオニストシオニストたちによるたちによるたちによるたちによる「「「「私的私的私的私的なななな訪問訪問訪問訪問」」」」とととと殺害予告殺害予告殺害予告殺害予告をををを含含含含むむむむ嫌嫌嫌嫌がらせがらせがらせがらせ電話電話電話電話はははは、「、「、「、「評判評判評判評判のののの

高高高高いいいい」」」」シオンシオンシオンシオン・・・・ファシストファシストファシストファシストのののの間間間間ではではではでは一般的一般的一般的一般的とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない行為行為行為行為であるであるであるである。。。。あるあるあるある地方地方地方地方のののの医者医者医者医者がそがそがそがそ

ののののオフィスオフィスオフィスオフィスでででで狂信的狂信的狂信的狂信的ななななシオニストシオニストシオニストシオニストのののの「「「「同級生同級生同級生同級生」」」」によるによるによるによる「「「「訪問訪問訪問訪問」」」」をををを受受受受けたのだがけたのだがけたのだがけたのだが、、、、それはそれはそれはそれは彼彼彼彼

女女女女がががが、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの政策政策政策政策をををを批判批判批判批判したしたしたしたジョージアジョージアジョージアジョージア州州州州のののの議員議員議員議員シンシアシンシアシンシアシンシア・・・・マッキニーマッキニーマッキニーマッキニー（（（（Cynthia Cynthia Cynthia Cynthia 

McKinneyMcKinneyMcKinneyMcKinney））））をををを選挙選挙選挙選挙でででで落選落選落選落選させるためにさせるためにさせるためにさせるためにカネカネカネカネををををつぎつぎつぎつぎ込込込込んだんだんだんだシオニストシオニストシオニストシオニストのののの役割役割役割役割をををを批判批判批判批判するするするする投書投書投書投書

をををを地元紙地元紙地元紙地元紙にににに送送送送ったことにったことにったことにったことに対対対対するするするする難癖付難癖付難癖付難癖付けであったけであったけであったけであった。。。。彼女彼女彼女彼女はははは、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの市民権市民権市民権市民権をををを支援支援支援支援

するするするする政治家政治家政治家政治家、、、、特特特特にににに黒人黒人黒人黒人のののの政治家政治家政治家政治家をををを打打打打ちちちち倒倒倒倒すすすす組織的組織的組織的組織的ななななユダヤユダヤユダヤユダヤのののの活動活動活動活動をををを批判批判批判批判することがすることがすることがすることが反反反反ユダユダユダユダ

ヤヤヤヤ的的的的（（（（antiantiantianti----SemiticSemiticSemiticSemitic））））であるとであるとであるとであると「「「「警告警告警告警告されされされされ」」」」たたたた。。。。彼女彼女彼女彼女はははは次次次次のようにのようにのようにのように言言言言われたのだわれたのだわれたのだわれたのだ。。。。アフリカアフリカアフリカアフリカ

系米国人系米国人系米国人系米国人たちはたちはたちはたちは米国米国米国米国ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人にとってにとってにとってにとって次第次第次第次第にににに不愉快不愉快不愉快不愉快なものになっているがなものになっているがなものになっているがなものになっているが、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人はははは彼彼彼彼

らのらのらのらの市民権獲得市民権獲得市民権獲得市民権獲得をををを指導指導指導指導しししし資金資金資金資金をををを与与与与えたえたえたえた、、、、だからだからだからだから歴史的歴史的歴史的歴史的なななな教訓教訓教訓教訓をををを与与与与えてやるえてやるえてやるえてやる必要必要必要必要があるがあるがあるがある････････････。。。。

当地当地当地当地のあるのあるのあるのある著名人著名人著名人著名人「「「「グループグループグループグループ」」」」がこのがこのがこのがこのメッセージメッセージメッセージメッセージをををを与与与与えるたえるたえるたえるためにめにめにめに彼女彼女彼女彼女ののののハーヴァードハーヴァードハーヴァードハーヴァード時代時代時代時代

のののの同級生同級生同級生同級生であるであるであるであるシオニストシオニストシオニストシオニストをををを選選選選んだのであるんだのであるんだのであるんだのである。。。。彼彼彼彼がががが自分自身自分自身自分自身自分自身をををを「「「「一人一人一人一人ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人でありでありでありであり一一一一

人人人人ののののシオニストシオニストシオニストシオニストであるであるであるである」」」」とととと次次次次げたときにげたときにげたときにげたときに、、、、彼女彼女彼女彼女はははは自分自分自分自分がががが「「「「一人一人一人一人のののの反反反反ファシストファシストファシストファシストでありでありでありであり一人一人一人一人

のののの反反反反シオニストシオニストシオニストシオニストだだだだ」」」」とととと切切切切りりりり返返返返しししし、、、、そしてそしてそしてそして出出出出てててて行行行行くようにくようにくようにくようにドアドアドアドアをををを指指指指さしたのだがさしたのだがさしたのだがさしたのだが、、、、しかししかししかししかし、、、、

高高高高いいいい専門家専門家専門家専門家のののの地位地位地位地位にあるにあるにあるにある教養教養教養教養あるあるあるある者者者者がどうしてがどうしてがどうしてがどうして同級生同級生同級生同級生をををを検閲検閲検閲検閲するようなするようなするようなするような下品下品下品下品なななな作業作業作業作業をできをできをできをでき

るのかとるのかとるのかとるのかと彼彼彼彼にににに問問問問うのをうのをうのをうのを忘忘忘忘れていたれていたれていたれていた。「。「。「。「評判評判評判評判のののの高高高高いいいい」」」」シオニストシオニストシオニストシオニストによるこのようなによるこのようなによるこのようなによるこのようなタイプタイプタイプタイプのののの「「「「訪訪訪訪

問問問問」」」」はよりはよりはよりはより立場立場立場立場のののの低低低低いよりいよりいよりいより腹腹腹腹のすわっていないのすわっていないのすわっていないのすわっていない者達者達者達者達をををを脅脅脅脅しつけるものであるしつけるものであるしつけるものであるしつけるものである。。。。    

私私私私のののの著作著作著作著作でででであるあるあるある『『『『米国米国米国米国におけるにおけるにおけるにおけるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの権力権力権力権力（（（（The Power of Israel in the United The Power of Israel in the United The Power of Israel in the United The Power of Israel in the United 

StatesStatesStatesStates）』）』）』）』のののの原稿原稿原稿原稿をををを見見見見せたときにせたときにせたときにせたときに、、、、以前以前以前以前からからからから私私私私のののの本本本本のののの出版出版出版出版をををを引引引引きききき受受受受けていたけていたけていたけていた編集人編集人編集人編集人たちのたちのたちのたちの多多多多



くはくはくはくは私私私私にこうにこうにこうにこう言言言言ったったったった。。。。これはこれはこれはこれは素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい本本本本だだだだ････････････しかししかししかししかし････････････自分達自分達自分達自分達ははははシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造、、、、

ユダヤユダヤユダヤユダヤ人学者人学者人学者人学者、、、、契約契約契約契約しているしているしているしている作家作家作家作家とととと出版社出版社出版社出版社からからからから予想予想予想予想されるされるされるされる反発反発反発反発やややや脅迫脅迫脅迫脅迫やややや叱責叱責叱責叱責をををを受受受受けたくはけたくはけたくはけたくは

ないないないない････････････。。。。最終的最終的最終的最終的にににに私私私私のののの作品作品作品作品のののの出版出版出版出版をををを引引引引きききき受受受受けてくれたけてくれたけてくれたけてくれた出版社出版社出版社出版社とととと編集人編集人編集人編集人でさえもでさえもでさえもでさえもシオニストシオニストシオニストシオニスト

のののの怒怒怒怒りをりをりをりを心底恐心底恐心底恐心底恐れていたれていたれていたれていた。。。。そしてそしてそしてそして結果結果結果結果としてとしてとしてとして１２１２１２１２名名名名かそこらのかそこらのかそこらのかそこらのユダヤユダヤユダヤユダヤ人学者人学者人学者人学者ががががそのそのそのその出版社出版社出版社出版社

にににに対対対対してしてしてして授業授業授業授業でででで使使使使うううう本本本本のののの注文注文注文注文をををを断断断断ったのであるったのであるったのであるったのである。。。。    

米国社会米国社会米国社会米国社会ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルととととシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造にににに対対対対するするするする批判者批判者批判者批判者をををを黙黙黙黙らせらせらせらせ排斥排斥排斥排斥するするするするシオニスシオニスシオニスシオニス

トトトトのののの作業作業作業作業でででで、、、、最最最最もももも有名有名有名有名なもののなもののなもののなものの一一一一つがつがつがつが、、、、バーナードバーナードバーナードバーナード大学大学大学大学でででで千人千人千人千人をををを超超超超えるえるえるえるシオニストシオニストシオニストシオニストのののの学生学生学生学生

がががが大学当局大学当局大学当局大学当局にににに、、、、ナディアナディアナディアナディア・・・・アブアブアブアブ・・・・エルエルエルエル・・・・ハジハジハジハジ教授教授教授教授のののの教官契約教官契約教官契約教官契約をををを打打打打ちちちち切切切切らせたらせたらせたらせたキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

があるがあるがあるがある。。。。彼女彼女彼女彼女がががが‘‘‘‘Facts on the GroundFacts on the GroundFacts on the GroundFacts on the Ground’’’’をををを出版出版出版出版したためであるしたためであるしたためであるしたためである。。。。それはそれはそれはそれは聖地聖地聖地聖地でのでのでのでの何世紀何世紀何世紀何世紀にににに

もわたるもわたるもわたるもわたるパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの存在存在存在存在をををを削除削除削除削除するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの考古学者考古学者考古学者考古学者たちによるたちによるたちによるたちによる作業作業作業作業にににに対対対対するするするする、、、、

大地大地大地大地をををを引引引引きききき裂裂裂裂くようなくようなくようなくような激激激激しいしいしいしい批判批判批判批判だったのだったのだったのだったのだだだだ（（（（Chronicle of Higher EducationChronicle of Higher EducationChronicle of Higher EducationChronicle of Higher Education、、、、２００７２００７２００７２００７

年年年年８８８８月月月月５５５５日日日日）。）。）。）。    

もっともっともっともっと最近最近最近最近ではではではでは、、、、コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア大学大学大学大学にににに対対対対するするするするイランイランイランイラン大統領大統領大統領大統領【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：原文原文原文原文ではではではでは““““Iranian Prime Iranian Prime Iranian Prime Iranian Prime 

MinisterMinisterMinisterMinister””””となっているがこれはおそらくとなっているがこれはおそらくとなっているがこれはおそらくとなっているがこれはおそらく誤誤誤誤りであろうりであろうりであろうりであろう】】】】マフモウドマフモウドマフモウドマフモウド・・・・アーメディネジャッドアーメディネジャッドアーメディネジャッドアーメディネジャッド

へのへのへのへの招待招待招待招待をををを破棄破棄破棄破棄するようにするようにするようにするように求求求求めるめるめるめる大衆的大衆的大衆的大衆的ななななキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがあったがあったがあったがあった。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア

大学学長大学学長大学学長大学学長によるによるによるによる前例前例前例前例のないのないのないのない侮辱侮辱侮辱侮辱にににに満満満満ちたちたちたちた紹介紹介紹介紹介のののの挨拶挨拶挨拶挨拶がががが行行行行われたのだわれたのだわれたのだわれたのだ。。。。    

成功成功成功成功したしたしたした英国英国英国英国のののの演劇演劇演劇演劇であるであるであるである「「「「私私私私のののの名前名前名前名前ははははラケルラケルラケルラケル・・・・コリーコリーコリーコリー（（（（My Name is Rachel CoMy Name is Rachel CoMy Name is Rachel CoMy Name is Rachel Corrierrierrierrie）」）」）」）」

はははは殺害殺害殺害殺害されたされたされたされた米国米国米国米国のののの活動家活動家活動家活動家【【【【訳注訳注訳注訳注：：：：Rachel CorrieRachel CorrieRachel CorrieRachel Corrie はははは２００３２００３２００３２００３年年年年３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日ににににパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ支援支援支援支援

活動活動活動活動にににに向向向向かったかったかったかったガザガザガザガザででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍ののののブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザーによってによってによってによって殺殺殺殺されたされたされたされた】】】】のののの著述著述著述著述ををををベースベースベースベースにしたにしたにしたにした

ものだがものだがものだがものだが、、、、ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク、、、、マイアミマイアミマイアミマイアミそしてそしてそしてそしてトロントトロントトロントトロントでででで予定予定予定予定されていたされていたされていたされていた公演公演公演公演がががが中止中止中止中止させられさせられさせられさせられ、、、、

大西洋両岸大西洋両岸大西洋両岸大西洋両岸のののの劇場支配人劇場支配人劇場支配人劇場支配人とととと俳優達俳優達俳優達俳優達をををを狼狽狼狽狼狽狼狽させたさせたさせたさせた。。。。ラケルラケルラケルラケルのののの言葉言葉言葉言葉がががが祖国祖国祖国祖国のののの文化中心地文化中心地文化中心地文化中心地でででで排撃排撃排撃排撃

されたされたされたされた一方一方一方一方でででで、、、、このこのこのこの若若若若いいいい女性女性女性女性をををを殺殺殺殺したしたしたしたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル兵士兵士兵士兵士ははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルでででで無罪無罪無罪無罪とされたのであとされたのであとされたのであとされたのであ

るるるる。。。。    

もっともっともっともっと最近最近最近最近でもでもでもでも、、、、シカゴシカゴシカゴシカゴ外交問題委員会外交問題委員会外交問題委員会外交問題委員会ははははシオニストシオニストシオニストシオニスト・・・・ロビーロビーロビーロビーのののの圧力圧力圧力圧力にににに屈屈屈屈してしてしてして、、、、政治学政治学政治学政治学

者者者者としてとしてとしてとして著名著名著名著名なななな教授教授教授教授たちであるたちであるたちであるたちであるジョンジョンジョンジョン・・・・ミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーミアシャイマーととととステファンステファンステファンステファン・・・・ウォルトウォルトウォルトウォルトのののの公演公演公演公演をををを

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルしたしたしたした。。。。彼彼彼彼らのらのらのらの批判的研究批判的研究批判的研究批判的研究「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビー」」」」のためであるのためであるのためであるのためである。。。。    

そのそのそのそのリストリストリストリストのののの続続続続きにきにきにきに、、、、カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州サンディエゴサンディエゴサンディエゴサンディエゴでのでのでのでのマーケルマーケルマーケルマーケル・・・・カリフェカリフェカリフェカリフェ（（（（Marcel Marcel Marcel Marcel 

KhalifeKhalifeKhalifeKhalife））））ののののコンサートコンサートコンサートコンサート中止中止中止中止がががが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。そしてそしてそしてそしてノーベルノーベルノーベルノーベル平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者平和賞受賞者でででで南南南南アフリカアフリカアフリカアフリカのののの司司司司

教教教教デスモンドデスモンドデスモンドデスモンド・・・・ツツツツツツツツのののの招待招待招待招待ががががキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルさせられたさせられたさせられたさせられた。。。。彼彼彼彼がががが占領地占領地占領地占領地でのでのでのでのアパルトヘイトアパルトヘイトアパルトヘイトアパルトヘイト政策政策政策政策

ででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを非難非難非難非難したからであるしたからであるしたからであるしたからである。。。。    

作家作家作家作家ののののスーザンスーザンスーザンスーザン・・・・アブルハワアブルハワアブルハワアブルハワ（（（（Susan AbulhawaSusan AbulhawaSusan AbulhawaSusan Abulhawa））））がががが発表発表発表発表ししししようとしたようとしたようとしたようとした興味深興味深興味深興味深いいいい小説小説小説小説「「「「ダダダダ

ビデビデビデビデのののの傷傷傷傷（（（（The Scar of DavidThe Scar of DavidThe Scar of DavidThe Scar of David）」）」）」）」ががががユーヨークユーヨークユーヨークユーヨークののののベイサイドベイサイドベイサイドベイサイドにあるにあるにあるにあるバーネスバーネスバーネスバーネスととととノーベルノーベルノーベルノーベル書店書店書店書店

からからからから出版出版出版出版されるのをされるのをされるのをされるのを妨妨妨妨げたげたげたげたキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがががが成功成功成功成功したしたしたした。。。。そのそのそのその後後後後でででで、、、、このこのこのこの著者著者著者著者にににに対対対対するするするするインタインタインタインタ

ーネットーネットーネットーネットをををを使使使使ったったったった攻撃攻撃攻撃攻撃によってによってによってによって、、、、予定予定予定予定していたしていたしていたしていた公演公演公演公演ツアーツアーツアーツアーをををを封封封封じてしまったのだじてしまったのだじてしまったのだじてしまったのだ。。。。このこのこのこの親親親親

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの攻撃攻撃攻撃攻撃はははは１４１４１４１４人人人人ののののラビラビラビラビととととクイーンズクイーンズクイーンズクイーンズ地区地区地区地区ユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ委員会委員会委員会委員会のののの代表者代表者代表者代表者



によってによってによってによって率率率率いられたものだいられたものだいられたものだいられたものだ。。。。    

ミシガンミシガンミシガンミシガン大学出版大学出版大学出版大学出版ははははジョエルジョエルジョエルジョエル・・・・ケルヴィンケルヴィンケルヴィンケルヴィンのののの「「「「シオニズムシオニズムシオニズムシオニズムをををを克服克服克服克服してしてしてして（（（（Overcoming Overcoming Overcoming Overcoming 

ZionismZionismZionismZionism）」）」）」）」のののの出版出版出版出版をををを止止止止めるめるめるめるようにようにようにように圧力圧力圧力圧力をををを受受受受けけけけ、、、、彼彼彼彼のののの出版社出版社出版社出版社であるであるであるであるプルートプルートプルートプルート・・・・プレスプレスプレスプレスとのとのとのとの契契契契

約約約約をををを妨害妨害妨害妨害したしたしたした。。。。そのそのそのその後後後後にににに、、、、このこのこのこの大学出版大学出版大学出版大学出版ははははプルートプルートプルートプルート・・・・プレスプレスプレスプレスによるによるによるによる本本本本のののの配布配布配布配布をををを全全全全てやめるてやめるてやめるてやめる

ようにようにようにように脅迫脅迫脅迫脅迫されたのであるされたのであるされたのであるされたのである。。。。    

最近最近最近最近のののの米国議会米国議会米国議会米国議会ブルーリボンブルーリボンブルーリボンブルーリボン委員会公聴会委員会公聴会委員会公聴会委員会公聴会はははは、ＵＳＳ、ＵＳＳ、ＵＳＳ、ＵＳＳリバティリバティリバティリバティ号号号号にににに対対対対するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍軍軍軍

のののの攻撃攻撃攻撃攻撃（（（（イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル・・・・ロビーロビーロビーロビーのののの圧力圧力圧力圧力でででで４０４０４０４０年間年間年間年間もももも公式公式公式公式なななな調査調査調査調査をををを妨妨妨妨げられていたのだがげられていたのだがげられていたのだがげられていたのだが））））にににに

ついてのついてのついてのついての調査調査調査調査にようやくにようやくにようやくにようやく手手手手をつけたのだがをつけたのだがをつけたのだがをつけたのだが、、、、１００１００１００１００名名名名をををを超超超超えるえるえるえる米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士をををを殺害殺害殺害殺害しししし不具不具不具不具にしにしにしにし

たたたたイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの罪罪罪罪をををを発見発見発見発見したしたしたした。。。。このこのこのこの画期的画期的画期的画期的なななな発見発見発見発見はははは議会記録議会記録議会記録議会記録としてはとしてはとしてはとしては公表公表公表公表されたがされたがされたがされたが、、、、印刷印刷印刷印刷・・・・

放送放送放送放送メディアメディアメディアメディアにはにはにはには一度一度一度一度もももも登場登場登場登場ししししなかったなかったなかったなかった。。。。    

国連解決案国連解決案国連解決案国連解決案にににに違反違反違反違反するするするするレバノンレバノンレバノンレバノン、、、、シリアシリアシリアシリア、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナにににに対対対対するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃軍事攻撃はははは、、、、

米国議会米国議会米国議会米国議会によってによってによってによって次次次次のののの１０１０１０１０年間年間年間年間にににに３００３００３００３００億億億億ドルドルドルドルのののの軍事援助軍事援助軍事援助軍事援助のののの追加追加追加追加をををを贈呈贈呈贈呈贈呈されたされたされたされた。。。。これはこれはこれはこれは米米米米

国国国国によるによるによるによる毎年毎年毎年毎年のののの「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの献金献金献金献金」」」」をををを年年年年にににに６０６０６０６０億億億億ドルドルドルドルをををを超超超超えるものにさせたのであるえるものにさせたのであるえるものにさせたのであるえるものにさせたのである

（ＮＹ（ＮＹ（ＮＹ（ＮＹタイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日）。）。）。）。米国国内米国国内米国国内米国国内でででで貧貧貧貧しいしいしいしい子供達子供達子供達子供達にににに対対対対するするするする保健保健保健保健のののの計画計画計画計画とととと

教育業務教育業務教育業務教育業務でのでのでのでの予算不足予算不足予算不足予算不足ととととカットカットカットカットがががが記録記録記録記録されるときにされるときにされるときにされるときに、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに追加追加追加追加のののの３００３００３００３００億億億億ドルドルドルドルをををを

与与与与えるためのえるためのえるためのえるための投票投票投票投票がががが、、、、実上反対無実上反対無実上反対無実上反対無しししし、、、、質疑質疑質疑質疑すらすらすらすら行行行行われずにわれずにわれずにわれずに通過通過通過通過したのだったしたのだったしたのだったしたのだった。。。。    

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののジャーナリスジャーナリスジャーナリスジャーナリストトトトででででドキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリー製作者製作者製作者製作者であるであるであるであるジョンジョンジョンジョン・・・・ピルガーピルガーピルガーピルガー

（（（（John PilgerJohn PilgerJohn PilgerJohn Pilger））））はははは、「、「、「、「パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナはははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして問題問題問題問題だだだだ（（（（Palestine is Still the IssuePalestine is Still the IssuePalestine is Still the IssuePalestine is Still the Issue）」）」）」）」とととと題題題題

するするするする徹底的徹底的徹底的徹底的ななななイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル批判映像批判映像批判映像批判映像をををを製作製作製作製作しししし、、、、これはこれはこれはこれは世界中世界中世界中世界中でででで視聴視聴視聴視聴されたされたされたされた。。。。しかししかししかししかしサンフラサンフラサンフラサンフラ

ンシスコンシスコンシスコンシスコのののの教育教育教育教育チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルでのでのでのでの放映放映放映放映ははははユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ問題委員会問題委員会問題委員会問題委員会にににに率率率率いられるいられるいられるいられるキャキャキャキャ

ンペーンンペーンンペーンンペーンによってによってによってによって妨害妨害妨害妨害されたされたされたされた。。。。    

レバノンレバノンレバノンレバノンののののキリストキリストキリストキリスト教徒詩人教徒詩人教徒詩人教徒詩人であるであるであるであるカヒルカヒルカヒルカヒル・・・・ギブランギブランギブランギブラン（（（（Kahil GibranKahil GibranKahil GibranKahil Gibran））））のののの名名名名をとったをとったをとったをとったニニニニ

ューヨークューヨークューヨークューヨーク市市市市にあるにあるにあるにあるアラブアラブアラブアラブ語語語語・・・・英語英語英語英語ののののバイリンガルバイリンガルバイリンガルバイリンガル公立中高学校公立中高学校公立中高学校公立中高学校ががががシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造にににに

よってよってよってよって攻撃攻撃攻撃攻撃されされされされ（ＮＹ（ＮＹ（ＮＹ（ＮＹタイムズタイムズタイムズタイムズ、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日）、）、）、）、アラブアラブアラブアラブ系米国人系米国人系米国人系米国人のののの校長校長校長校長をををを解雇解雇解雇解雇ささささ

せるはめになったせるはめになったせるはめになったせるはめになった。。。。彼女彼女彼女彼女のののの「「「「罪罪罪罪」」」」ははははアラブアラブアラブアラブ語語語語のののの「「「「インティファーダインティファーダインティファーダインティファーダ」」」」をををを、、、、占領地占領地占領地占領地でのでのでのでのパレパレパレパレ

スチナスチナスチナスチナ人人権運動人人権運動人人権運動人人権運動にににに対対対対するするするする罵詈雑言罵詈雑言罵詈雑言罵詈雑言のののの代代代代りにりにりにりに「（「（「（「（悪悪悪悪などをなどをなどをなどを））））振振振振りりりり払払払払うことうことうことうこと」」」」とととと翻訳翻訳翻訳翻訳したことしたことしたことしたこと

だっただっただっただった。。。。シオニストシオニストシオニストシオニストがががが支配支配支配支配するするするする全米教員協会全米教員協会全米教員協会全米教員協会はははは、、、、彼女彼女彼女彼女のののの思想犯罪思想犯罪思想犯罪思想犯罪をををを弁護弁護弁護弁護するするするする一人一人一人一人のののの協会協会協会協会メメメメ

ンバーンバーンバーンバーにににに対対対対するするするする激激激激しいしいしいしいパージパージパージパージをををを後押後押後押後押ししたのだししたのだししたのだししたのだ。。。。    

州立州立州立州立サンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ大学大学大学大学でででで、、、、サンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ・・・・ユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ問題委員会問題委員会問題委員会問題委員会のののの

幹部幹部幹部幹部にににに率率率率いられたいられたいられたいられたキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンがががが行行行行われたのだわれたのだわれたのだわれたのだがががが、、、、これはこれはこれはこれは有名有名有名有名ななななパレスチナパレスチナパレスチナパレスチナのののの漫画漫画漫画漫画キャラキャラキャラキャラ

クタークタークタークターででででイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル占領者達占領者達占領者達占領者達をををを前前前前にににに反抗反抗反抗反抗するするするする小小小小さなさなさなさな少年少年少年少年のののの壁画壁画壁画壁画をををを叩叩叩叩くためのものだったくためのものだったくためのものだったくためのものだった。。。。

問題問題問題問題となったのはとなったのはとなったのはとなったのは鍵鍵鍵鍵をををを手手手手にににに持持持持ったったったった一人一人一人一人のののの子供子供子供子供でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域ののののユダヤユダヤユダヤユダヤ人指導者人指導者人指導者人指導者によればによればによればによれば、、、、ここここ

れはれはれはれは「「「「パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに帰還帰還帰還帰還するするするする権利権利権利権利というというというという包包包包みみみみ隠隠隠隠されたされたされたされた意味意味意味意味」」」」をををを現現現現していたしていたしていたしていた

のだのだのだのだ（（（（Jewish ForumJewish ForumJewish ForumJewish Forum、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月１０１０１０１０日日日日）。）。）。）。    

最最最最もももも激激激激しくそしてうまくしくそしてうまくしくそしてうまくしくそしてうまく成成成成しししし遂遂遂遂げたげたげたげたシオニストシオニストシオニストシオニストによるによるによるによるパージパージパージパージ・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの一一一一つとしつとしつとしつとし



てててて、、、、シカゴシカゴシカゴシカゴののののデュデュデュデュ・・・・ポールポールポールポール大学大学大学大学にににに対対対対してしてしてして、、、、極極極極めてめてめてめて尊敬尊敬尊敬尊敬をををを受受受受けるけるけるけるノーマンノーマンノーマンノーマン・・・・フィンケルシュフィンケルシュフィンケルシュフィンケルシュ

タインタインタインタイン教授教授教授教授のののの契約延契約延契約延契約延長長長長をををを拒否拒否拒否拒否させるためにさせるためにさせるためにさせるために行行行行われたものがあるわれたものがあるわれたものがあるわれたものがある。。。。ハーヴァードハーヴァードハーヴァードハーヴァード大学法学教大学法学教大学法学教大学法学教

授授授授であるであるであるであるアランアランアランアラン・・・・ダーショウィッツダーショウィッツダーショウィッツダーショウィッツにににに率率率率いられたこのいられたこのいられたこのいられたこのパージパージパージパージはははは、、、、イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに関関関関するするするする、、、、そそそそ

してしてしてしてシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの目的目的目的目的をををを推推推推しししし進進進進めるためのめるためのめるためのめるためのホロコーストホロコーストホロコーストホロコーストのののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするする、、、、フィンフィンフィンフィン

ケルシュタインケルシュタインケルシュタインケルシュタインのののの数多数多数多数多いいいい批判的学術研究批判的学術研究批判的学術研究批判的学術研究にににに対対対対するするするする直接直接直接直接のののの返答返答返答返答だっただっただっただった。。。。    

イェールイェールイェールイェール大学大学大学大学のののの３３３３名名名名のののの学術委員学術委員学術委員学術委員によるによるによるによる提言提言提言提言にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、シオニストシオニストシオニストシオニスト億万長者億万長者億万長者億万長者のののの資金資金資金資金

提供者提供者提供者提供者たちはたちはたちはたちは名声高名声高名声高名声高いいいい中東問題中東問題中東問題中東問題ののののスペシャリストスペシャリストスペシャリストスペシャリスト、、、、フアンフアンフアンフアン・・・・コウルコウルコウルコウル（（（（Juan ColeJuan ColeJuan ColeJuan Cole））））教授教授教授教授のののの指指指指

名名名名をををを妨害妨害妨害妨害することができたすることができたすることができたすることができた。。。。このこのこのこの億万長者達億万長者達億万長者達億万長者達はははは資金援助資金援助資金援助資金援助をををを辞辞辞辞めるめるめるめるとととと脅脅脅脅しししし、、、、数多数多数多数多くのくのくのくのシオニシオニシオニシオニ

ストストストスト教授教授教授教授たちがたちがたちがたちがコウルコウルコウルコウル教授教授教授教授にににに対対対対するするするするヒステリックヒステリックヒステリックヒステリックなななな攻撃攻撃攻撃攻撃をををを準備準備準備準備したのだったしたのだったしたのだったしたのだった（（（（２００６２００６２００６２００６年年年年

６６６６月月月月１１１１日日日日）。）。）。）。    

多多多多くのくのくのくの州立州立州立州立のののの年金基金年金基金年金基金年金基金にににに圧力圧力圧力圧力をかけてをかけてをかけてをかけてイランイランイランイランとととと取引取引取引取引をするをするをするをする全全全全てのてのてのての会社会社会社会社からからからから投資投資投資投資をををを引引引引きききき上上上上

げるようにさせげるようにさせげるようにさせげるようにさせ、、、、そのそのそのその資金資金資金資金ををををイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの国債国債国債国債にににに投資投資投資投資するようにするようにするようにするように圧力圧力圧力圧力をかけるをかけるをかけるをかけるキャンペーキャンペーキャンペーキャンペー

ンンンンがががが盛盛盛盛りりりり上上上上がったがったがったがった。。。。これはこれはこれはこれはテキサステキサステキサステキサス、、、、フロリダフロリダフロリダフロリダ、、、、ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク、、、、ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージーでででで非常非常非常非常

にににに成功成功成功成功したしたしたした。。。。数多数多数多数多くのくのくのくの州知事州知事州知事州知事ががががシオニストシオニストシオニストシオニスト持持持持ちのちのちのちのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルへのへのへのへの物見遊山旅行物見遊山旅行物見遊山旅行物見遊山旅行によってによってによってによって「「「「説説説説

得得得得されたされたされたされた」」」」のであるのであるのであるのである（（（（Houston ChronicleHouston ChronicleHouston ChronicleHouston Chronicle、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年７７７７月月月月１８１８１８１８日日日日をををを見見見見よよよよ）。）。）。）。これらのこれらのこれらのこれらの旅行旅行旅行旅行

のののの間間間間にににに、、、、ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー州州州州のののの不名誉不名誉不名誉不名誉なななな州知事州知事州知事州知事マッグリーヴィマッグリーヴィマッグリーヴィマッグリーヴィはあるはあるはあるはあるイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの工作員工作員工作員工作員

とととと会会会会ってってってって彼彼彼彼ととととホモセクシュアルホモセクシュアルホモセクシュアルホモセクシュアルのののの関係関係関係関係をををを結結結結びびびび、、、、後後後後にににに彼彼彼彼ををををニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー州州州州のののの「「「「祖国安全祖国安全祖国安全祖国安全

保障保障保障保障」」」」長官長官長官長官としてとしてとしてとして就任就任就任就任させたさせたさせたさせた。。。。それはそれはそれはそれはＦＢＩＦＢＩＦＢＩＦＢＩがががが捜査捜査捜査捜査するまでであったするまでであったするまでであったするまでであった。。。。マッグリーヴィマッグリーヴィマッグリーヴィマッグリーヴィはははは

そのそのそのそのイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル人人人人、、、、ゴランゴランゴランゴラン・・・・シパルシパルシパルシパル（（（（Golan CipalGolan CipalGolan CipalGolan Cipal））））をををを脅迫脅迫脅迫脅迫でででで告発告発告発告発したしたしたした後後後後、、、、知事知事知事知事をををを辞任辞任辞任辞任したしたしたした

のであるのであるのであるのである。。。。    

反名誉毀損同盟反名誉毀損同盟反名誉毀損同盟反名誉毀損同盟（（（（ADLADLADLADL））））はははは親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの伝動伝動伝動伝動ベルトベルトベルトベルトだがだがだがだが、、、、唯一唯一唯一唯一ののののイスラムイスラムイスラムイスラム教徒議員教徒議員教徒議員教徒議員でででで

あるあるあるあるキースキースキースキース・・・・エリソンエリソンエリソンエリソン（（（（Keith EllisonKeith EllisonKeith EllisonKeith Ellison））））にににに対対対対してしてしてして、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュ政権政権政権政権のやりのやりのやりのやり方方方方をををを敢敢敢敢えてえてえてえてナチスナチスナチスナチス

とととと比較比較比較比較したことでしたことでしたことでしたことで、、、、無理無理無理無理やりにやりにやりにやりに自説自説自説自説をををを撤回撤回撤回撤回させさせさせさせ恥恥恥恥をかかせたをかかせたをかかせたをかかせた（（（（Jewish Telegraph AgencyJewish Telegraph AgencyJewish Telegraph AgencyJewish Telegraph Agency、、、、

２００７２００７２００７２００７年年年年７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日）。）。）。）。マッキニーマッキニーマッキニーマッキニー議員議員議員議員のののの件件件件とととと同様同様同様同様にににに、、、、シオニストシオニストシオニストシオニストののののアフリカアフリカアフリカアフリカ系米国人政系米国人政系米国人政系米国人政

治家治家治家治家にににに対対対対するするするする「「「「懲罰懲罰懲罰懲罰」」」」はははは特特特特にににに激激激激しいのだしいのだしいのだしいのだ。。。。    

全米全米全米全米ユダヤユダヤユダヤユダヤ委員会委員会委員会委員会（（（（the American Jewish Committeethe American Jewish Committeethe American Jewish Committeethe American Jewish Committee））））にににに率率率率いられるいられるいられるいられる主要主要主要主要ななななシオニストシオニストシオニストシオニスト

組織組織組織組織はははは主主主主だっただっただっただった米国労働組合米国労働組合米国労働組合米国労働組合のののの官僚専従官僚専従官僚専従官僚専従どもをどもをどもをどもを動動動動かしてかしてかしてかして、、、、英国英国英国英国のののの労働組合有志労働組合有志労働組合有志労働組合有志がががが行行行行ったったったったイイイイ

スラエルスラエルスラエルスラエル・・・・ボイコットボイコットボイコットボイコットをををを非難非難非難非難させたさせたさせたさせた（（（（Jerusalem PostJerusalem PostJerusalem PostJerusalem Post、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日）。）。）。）。労働組合労働組合労働組合労働組合

AFLAFLAFLAFL----CIOCIOCIOCIO ははははシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造のののの掌握下掌握下掌握下掌握下にありにありにありにあり、、、、そのそのそのそのメンバーメンバーメンバーメンバーのののの年金基金年金基金年金基金年金基金５０５０５０５０億億億億ドルドルドルドルをををを使使使使

ってってってって、、、、常常常常にににに市場価値市場価値市場価値市場価値をををを下回下回下回下回っているっているっているっているイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル国債国債国債国債をををを購入購入購入購入したしたしたした。。。。こうしてそのこうしてそのこうしてそのこうしてその１２００１２００１２００１２００万万万万

人人人人ののののメンバーメンバーメンバーメンバーにににに毎年数億毎年数億毎年数億毎年数億ドルドルドルドルのののの投資収益分投資収益分投資収益分投資収益分をををを負担負担負担負担させているのであるさせているのであるさせているのであるさせているのである。。。。    

マックギルマックギルマックギルマックギル大学大学大学大学のののの宗教学部長宗教学部長宗教学部長宗教学部長でででで親親親親イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル活動家活動家活動家活動家であるであるであるであるバリーバリーバリーバリー・・・・レヴィンレヴィンレヴィンレヴィン（（（（Barry Barry Barry Barry 

LevinLevinLevinLevin））））はははは最近最近最近最近、、、、１５１５１５１５年間勤年間勤年間勤年間勤めてきためてきためてきためてきたノーマンノーマンノーマンノーマン・・・・コーネットコーネットコーネットコーネット（（（（Norman CorneltNorman CorneltNorman CorneltNorman Cornelt））））教授教授教授教授ををををクククク

ビビビビにしたにしたにしたにした。。。。パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ人人人人のののの人権運動人権運動人権運動人権運動をををを支援支援支援支援したからであるしたからであるしたからであるしたからである。。。。    

全全全全てのてのてのての主要主要主要主要なななな新聞新聞新聞新聞はそはそはそはそのののの社説社説社説社説とととと口汚口汚口汚口汚くくくく罵罵罵罵るるるるブックブックブックブック・・・・レビューレビューレビューレビューによってによってによってによって元大統領元大統領元大統領元大統領ジミージミージミージミー・・・・



カーターカーターカーターカーターのののの批判的批判的批判的批判的なななな研究研究研究研究「「「「パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ：：：：アパルトヘイトアパルトヘイトアパルトヘイトアパルトヘイト無無無無きききき平和平和平和平和（（（（Palestine: Peace Not Palestine: Peace Not Palestine: Peace Not Palestine: Peace Not 

ApartheidApartheidApartheidApartheid）」）」）」）」をををを攻撃攻撃攻撃攻撃したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは主要主要主要主要ななななシオニストシオニストシオニストシオニスト組織組織組織組織ととととアランアランアランアラン・・・・ダーショウィッツダーショウィッツダーショウィッツダーショウィッツをををを含含含含

むむむむ有名人有名人有名人有名人たちによってたちによってたちによってたちによって整整整整えられたえられたえられたえられた最優先最優先最優先最優先ののののプロパガンダプロパガンダプロパガンダプロパガンダ・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの一部一部一部一部であったであったであったであった

（（（（Washington Report on Middle East AffairsWashington Report on Middle East AffairsWashington Report on Middle East AffairsWashington Report on Middle East Affairs、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年４４４４月月月月）。）。）。）。    

著名著名著名著名ななななユダヤユダヤユダヤユダヤ人作家人作家人作家人作家ででででニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク大学教授大学教授大学教授大学教授ののののトニートニートニートニー・・・・ジャットジャットジャットジャット（（（（Tony JudtTony JudtTony JudtTony Judt））））ははははポーラポーラポーラポーラ

ンドンドンドンド領事館領事館領事館領事館でのでのでのでの談話談話談話談話にににに招待招待招待招待をををを予定予定予定予定されていたのにされていたのにされていたのにされていたのに断断断断られたられたられたられた。。。。彼彼彼彼ががががイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの政策政策政策政策をををを批判批判批判批判

していることにしていることにしていることにしていることにシオニストシオニストシオニストシオニストがががが反対反対反対反対したためであるしたためであるしたためであるしたためである。。。。    

カナダカナダカナダカナダののののバンクーバーバンクーバーバンクーバーバンクーバーののののブナイブナイブナイブナイ・・・・ブリスブリスブリスブリスはははは、、、、‘‘‘‘Peace, Earth and JusticePeace, Earth and JusticePeace, Earth and JusticePeace, Earth and Justice’’’’とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるカカカカ

ナダナダナダナダののののウエッブウエッブウエッブウエッブ・・・・サイトサイトサイトサイトをををを攻撃攻撃攻撃攻撃してしてしてしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルをををを批判批判批判批判するするするする１８１８１８１８のののの記事記事記事記事をををを無理無理無理無理やりにやりにやりにやりに取取取取りりりり除除除除

かせたかせたかせたかせた。。。。    

２００７２００７２００７２００７年年年年のののの初初初初めごろにめごろにめごろにめごろにシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造はははは米国市民権委員会米国市民権委員会米国市民権委員会米国市民権委員会にににに入入入入りりりり込込込込みみみみ、、、、反反反反シオニシオニシオニシオニ

ズムズムズムズムをををを反反反反ユダヤユダヤユダヤユダヤ主義主義主義主義とととと等等等等しいものとするしいものとするしいものとするしいものとする部門部門部門部門をををを設設設設けたけたけたけた。。。。そしてそしてそしてそして何十何十何十何十ものものものもの中東研究学術中東研究学術中東研究学術中東研究学術プロプロプロプロ

グラムグラムグラムグラムをををを大学大学大学大学でのでのでのでの「「「「反反反反ユダユダユダユダヤヤヤヤ主義主義主義主義」」」」のののの拠点拠点拠点拠点であるとであるとであるとであると中傷中傷中傷中傷したしたしたした。。。。重要重要重要重要なななな研究研究研究研究グループグループグループグループであるであるであるである

北米中東研究協会北米中東研究協会北米中東研究協会北米中東研究協会はははは２００７２００７２００７２００７年年年年６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日にににに筋筋筋筋をををを通通通通したしたしたした論駁論駁論駁論駁をををを書書書書いたいたいたいた。。。。    

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ州州州州ロクスベリロクスベリロクスベリロクスベリにあるにあるにあるにあるイスラムイスラムイスラムイスラム教徒教徒教徒教徒コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーのためののためののためののためのモスクモスクモスクモスク建設建設建設建設

計画計画計画計画はははは、、、、大大大大ボストンユダヤボストンユダヤボストンユダヤボストンユダヤ人人人人コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー委員会委員会委員会委員会とととと結結結結びびびび付付付付いたいたいたいたシオニストシオニストシオニストシオニストのののの前衛組織前衛組織前衛組織前衛組織

‘‘‘‘David ProjectDavid ProjectDavid ProjectDavid Project’’’’によるによるによるによるキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン攻撃攻撃攻撃攻撃にさらされたにさらされたにさらされたにさらされた。。。。    

イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの諜報機関諜報機関諜報機関諜報機関エージェントエージェントエージェントエージェントによるによるによるによる秘密秘密秘密秘密のののの証言証言証言証言をををを元元元元にしにしにしにしシオニストシオニストシオニストシオニスト権力構造権力構造権力構造権力構造にににに支支支支

援援援援されたされたされたされた「「「「テロリズムテロリズムテロリズムテロリズム」」」」告発告発告発告発がががが米国米国米国米国イスラムイスラムイスラムイスラム・・・・チャリティーチャリティーチャリティーチャリティーのののの１６１６１６１６名名名名ののののメンバーメンバーメンバーメンバーにににに対対対対してしてしてして

なされたなされたなされたなされた。。。。テキサステキサステキサステキサスのののの裁判所裁判所裁判所裁判所はははは彼彼彼彼らをらをらをらをイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルにににに対対対対するするするする「「「「犯罪犯罪犯罪犯罪」」」」でででで刑刑刑刑をををを言言言言いいいい渡渡渡渡したしたしたした。。。。被被被被

告告告告のののの多多多多くがくがくがくが米国民米国民米国民米国民でありでありでありであり、、、、米国内米国内米国内米国内でででで活動活動活動活動するするするするイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの秘密秘密秘密秘密エージェントエージェントエージェントエージェントであるであるであるであるフードフードフードフード

をををを被被被被ったったったった告発者告発者告発者告発者をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする何何何何のののの方法方法方法方法もももも持持持持っていなかったにもっていなかったにもっていなかったにもっていなかったにも関関関関わらずそうなったのであるわらずそうなったのであるわらずそうなったのであるわらずそうなったのである。。。。

被告側被告側被告側被告側のののの中心中心中心中心だっただっただっただったラフィルラフィルラフィルラフィル・・・・ドーファードーファードーファードーファー（（（（Rafil DhoferRafil DhoferRafil DhoferRafil Dhofer））））博士博士博士博士はははは「「「「イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの」」」」犯罪犯罪犯罪犯罪でででで

２２２２２２２２年年年年のののの懲役判決懲役判決懲役判決懲役判決をををを受受受受けたけたけたけた。。。。しかししかししかししかし彼彼彼彼はははは米国米国米国米国でのいかなるでのいかなるでのいかなるでのいかなる罪罪罪罪をもをもをもをも問問問問われることはわれることはわれることはわれることは無無無無かったかったかったかった

のであるのであるのであるのである。。。。被告側被告側被告側被告側とそのとそのとそのとその弁護士達弁護士達弁護士達弁護士達はははは秘密秘密秘密秘密のののの外国人外国人外国人外国人「「「「証人証人証人証人」」」」にににに対対対対してしてしてして全全全全くくくく質問質問質問質問をををを許許許許されなかされなかされなかされなか

ったのだったのだったのだったのだ。。。。    

大学大学大学大学でのでのでのでのシオシオシオシオンンンン・・・・ファシストファシストファシストファシスト組織組織組織組織はそのはそのはそのはその「「「「小総統小総統小総統小総統」」」」であるであるであるであるデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド・・・・ホロヴィツホロヴィツホロヴィツホロヴィツ（（（（David David David David 

HorowitzHorowitzHorowitzHorowitz））））にににに運営運営運営運営されるのだがされるのだがされるのだがされるのだが、、、、彼彼彼彼らはらはらはらはアフリカアフリカアフリカアフリカ人奴隷貿易人奴隷貿易人奴隷貿易人奴隷貿易のののの「「「「利益利益利益利益」」」」をををを賞賛賞賛賞賛賞賛ししししイスラエイスラエイスラエイスラエ

ルルルル人人人人やそのやそのやそのやその米国内米国内米国内米国内のののの片割片割片割片割れによるれによるれによるれによるイラクイラクイラクイラクととととグアンタナモグアンタナモグアンタナモグアンタナモでのでのでのでの拷問拷問拷問拷問のののの使用使用使用使用とととと殺人殺人殺人殺人をををを弁護弁護弁護弁護するするするする

ことによってことによってことによってことによって、、、、恒常的恒常的恒常的恒常的にににに黒人黒人黒人黒人ややややラテンラテンラテンラテン系系系系ややややアラブアラブアラブアラブ系系系系のののの米国人米国人米国人米国人をををを挑発挑発挑発挑発するするするする。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、シオニシオニシオニシオニ

ズムズムズムズムにににに対対対対してしてしてして十分十分十分十分にはにはにはには好意的好意的好意的好意的でないでないでないでない教授教授教授教授たちをたちをたちをたちを詮索詮索詮索詮索しししし、、、、教教教教ええええ方方方方ををををスパイスパイスパイスパイしししし、、、、授業授業授業授業をををを中断中断中断中断ささささ

せせせせ、、、、米国中米国中米国中米国中でででで教官教官教官教官たちやたちやたちやたちや学生学生学生学生たちたちたちたち、、、、大学運営者大学運営者大学運営者大学運営者たちをたちをたちをたちを「「「「反反反反シオニズムシオニズムシオニズムシオニズム」」」」によってによってによってによって告訴告訴告訴告訴するするするする

のであるのであるのであるのである。。。。    

シオニストシオニストシオニストシオニストががががフフフファシズムァシズムァシズムァシズムのののの戦術戦術戦術戦術にににに頼頼頼頼りりりり独裁主義的独裁主義的独裁主義的独裁主義的でででで高圧的高圧的高圧的高圧的なななな手段手段手段手段をををを手手手手にしているとはいにしているとはいにしているとはいにしているとはい

ってもってもってもっても、、、、実際実際実際実際のところのところのところのところ、、、、彼彼彼彼らはいまだにらはいまだにらはいまだにらはいまだに国民社会国民社会国民社会国民社会とととと政治権力政治権力政治権力政治権力をををを部分的部分的部分的部分的にににに掌握掌握掌握掌握しているにしているにしているにしているに過過過過



ぎないぎないぎないぎない。。。。シオンシオンシオンシオン・・・・ファシストファシストファシストファシストのののの力力力力がががが演演演演ずることのずることのずることのずることの一部一部一部一部はははは、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも一時的一時的一時的一時的にはにはにはには、、、、特殊特殊特殊特殊なななな

環境環境環境環境のののの下下下下でででで討討討討ちちちち破破破破られたられたられたられた。。。。演劇演劇演劇演劇「「「「私私私私のののの名名名名ははははコリーコリーコリーコリー」」」」はははは、、、、ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークややややトロントトロントトロントトロントややややマイアマイアマイアマイア

ミミミミではではではでは排斥排斥排斥排斥されたのだがされたのだがされたのだがされたのだが、、、、ロンドンロンドンロンドンロンドンややややシアトルシアトルシアトルシアトルなどのなどのなどのなどの勇気勇気勇気勇気あるあるあるある都市都市都市都市ではではではでは満員満員満員満員のののの盛況盛況盛況盛況でででで上演上演上演上演

されたのだされたのだされたのだされたのだ。。。。    

ノーマンノーマンノーマンノーマン・・・・フィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタインはははは解雇解雇解雇解雇されたがされたがされたがされたが、、、、彼彼彼彼はははは学術会全体学術会全体学術会全体学術会全体でででで強力強力強力強力なななな支持支持支持支持をををを得得得得てててて

おりおりおりおり、、、、学部学部学部学部のののの一一一一つをつをつをつを臆病臆病臆病臆病にもにもにもにも裏切裏切裏切裏切ったったったったデデデデュュュュ・・・・ポールポールポールポール大学大学大学大学にににに金銭的金銭的金銭的金銭的なななな賠償賠償賠償賠償をををを交渉交渉交渉交渉することがすることがすることがすることが

できたできたできたできた。。。。何何何何よりもよりもよりもよりも、、、、フィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタインフィンケルシュタイン教授教授教授教授はははは再再再再びびびび戦戦戦戦いにいにいにいに戻戻戻戻っているっているっているっている。。。。    

ミシガンミシガンミシガンミシガン大学大学大学大学ははははコウベルコウベルコウベルコウベルのののの本本本本をををを配布配布配布配布せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得なかったのだがなかったのだがなかったのだがなかったのだが、、、、これはこれはこれはこれは彼彼彼彼のののの出版社出版社出版社出版社プルプルプルプル

ートートートート・・・・プレスプレスプレスプレスとのとのとのとの契約契約契約契約をををを取取取取りやめるようにりやめるようにりやめるようにりやめるように脅迫脅迫脅迫脅迫されたにもされたにもされたにもされたにも関関関関わらずのことであるわらずのことであるわらずのことであるわらずのことである。。。。    

教訓教訓教訓教訓はははは明明明明らかだらかだらかだらかだ。。。。ユダヤユダヤユダヤユダヤ・・・・ファシズムファシズムファシズムファシズム（ＪＦ）（ＪＦ）（ＪＦ）（ＪＦ）のののの勃興勃興勃興勃興はははは、、、、米国米国米国米国におけるにおけるにおけるにおける我我我我々々々々のののの民主主義民主主義民主主義民主主義

的自由的自由的自由的自由にににに対対対対するするするする明白明白明白明白にににに現存現存現存現存するするするする危険危険危険危険をををを表表表表しているしているしているしている。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは黒黒黒黒シャツシャツシャツシャツやややや拳拳拳拳のののの最敬礼最敬礼最敬礼最敬礼でやってでやってでやってでやって

くるのではないくるのではないくるのではないくるのではない。。。。公衆公衆公衆公衆のののの面前面前面前面前ではではではでは、、、、髭髭髭髭をそりをそりをそりをそりネクタイネクタイネクタイネクタイをしめをしめをしめをしめピンクピンクピンクピンクのののの頬頬頬頬をしたをしたをしたをした弁護士弁護士弁護士弁護士であであであであ

りりりり、、、、不動不動不動不動産寄進者産寄進者産寄進者産寄進者でありでありでありであり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはアイヴィーアイヴィーアイヴィーアイヴィー・・・・リーグリーグリーグリーグのののの教授教授教授教授であるであるであるである。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは拡大拡大拡大拡大イスライスライスライスラ

エルエルエルエルのののの利益利益利益利益のためにのためにのためにのために、、、、必死必死必死必死になってになってになってになって一族一族一族一族のののの非非非非シオニストシオニストシオニストシオニストののののメンバーメンバーメンバーメンバーをををを中東中東中東中東でのでのでのでの戦争行為戦争行為戦争行為戦争行為をををを

支持支持支持支持させるさせるさせるさせる。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼らはらはらはらは我我我我々々々々にこうにこうにこうにこう告告告告げるげるげるげる。。。。黙黙黙黙れれれれ、、、、さもなければぶんさもなければぶんさもなければぶんさもなければぶん殴殴殴殴られるかられるかられるかられるか、、、、コミコミコミコミ

ュニティーュニティーュニティーュニティーからからからから追放追放追放追放されるかされるかされるかされるか、、、、職職職職をををを失失失失うかうかうかうか、、、、もっともっともっともっと悪悪悪悪くすればくすればくすればくすれば････････････。。。。そしてそしてそしてそして、、、、多数多数多数多数のののの小小小小さなさなさなさな

声声声声にににに対対対対するするするする見見見見せしめせしめせしめせしめ刑刑刑刑がががが多多多多くのくのくのくの批判批判批判批判のののの声声声声をををを低低低低くさせるくさせるくさせるくさせる。。。。ただしただしただしただし最近最近最近最近まではまではまではまでは････････････。。。。米国米国米国米国のののの中中中中でででで、、、、

我我我我々々々々のののの民主的価値民主的価値民主的価値民主的価値にににに敵対敵対敵対敵対するそのするそのするそのするその傲慢傲慢傲慢傲慢でででで独裁主義的独裁主義的独裁主義的独裁主義的でででで人種主義的人種主義的人種主義的人種主義的なななな攻撃攻撃攻撃攻撃にににに対対対対してしてしてして、、、、シオニシオニシオニシオニ

ストストストスト権力構造権力構造権力構造権力構造にににに対対対対するするするする怒怒怒怒りとりとりとりと憎憎憎憎ししししみがみがみがみが持持持持ちちちち上上上上がりつつあるがりつつあるがりつつあるがりつつある。。。。遅遅遅遅かれかれかれかれ早早早早かれかれかれかれ大大大大きなきなきなきな反発反発反発反発がががが起起起起

こるだろうこるだろうこるだろうこるだろう。。。。そしてそれはそしてそれはそしてそれはそしてそれは、、、、言葉言葉言葉言葉やややや行動行動行動行動をををを通通通通してしてしてして米国人米国人米国人米国人のののの多数派多数派多数派多数派にににに対対対対するするするする解雇解雇解雇解雇やややや検閲検閲検閲検閲やややや脅脅脅脅

迫迫迫迫ののののキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行ったったったった者達者達者達者達をををを許許許許すまいすまいすまいすまい。。。。米国国民米国国民米国国民米国国民はははは彼彼彼彼らのらのらのらの「「「「反反反反ユダヤユダヤユダヤユダヤ主義主義主義主義」」」」というというというという叫叫叫叫

びはびはびはびは思思思思いいいい出出出出さないだろうさないだろうさないだろうさないだろう。。。。しかししかししかししかしイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの利益利益利益利益のためにのためにのためにのために米国兵士米国兵士米国兵士米国兵士をををを何千人何千人何千人何千人もももも失失失失うううう中東中東中東中東

にににに送送送送りりりり込込込込んだんだんだんだ件件件件でででで彼彼彼彼らがらがらがらが果果果果たしたたしたたしたたした役割役割役割役割をををを思思思思いいいい起起起起こすことだろうこすことだろうこすことだろうこすことだろう。。。。    

正義正義正義正義をををを求求求求めるめるめるめる人人人人々々々々がががが、、、、ペンタゴンペンタゴンペンタゴンペンタゴンやややや議会議会議会議会やややや司法省司法省司法省司法省やややや祖国安全保障省祖国安全保障省祖国安全保障省祖国安全保障省ででででシオニストシオニストシオニストシオニストによっによっによっによっ

てててて推推推推しししし進進進進められためられためられためられた、、、、愛国者法愛国者法愛国者法愛国者法のようなのようなのようなのような法律法律法律法律やややや、、、、堕落堕落堕落堕落したしたしたした厳厳厳厳しいしいしいしい尋問尋問尋問尋問（（（（拷問拷問拷問拷問））））やややや、、、、反反反反アラブアラブアラブアラブ

／／／／イイイイスラムスラムスラムスラム教徒教徒教徒教徒のののの行動行動行動行動などとなどとなどとなどと同様同様同様同様のののの、、、、独裁主義的独裁主義的独裁主義的独裁主義的なななな手段手段手段手段をををを用用用用いることのないようにいることのないようにいることのないようにいることのないように期待期待期待期待しししし

ようようようよう。。。。シオニズムシオニズムシオニズムシオニズムにににに反対反対反対反対するするするする者者者者はははは高高高高いいいいモラルモラルモラルモラルのののの見地見地見地見地でででで踏踏踏踏みとどまるみとどまるみとどまるみとどまる必要必要必要必要があるのだがあるのだがあるのだがあるのだ。。。。    

【【【【翻訳終翻訳終翻訳終翻訳終りりりり】】】】    
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