代替メディアは新しいゲリラ戦：市民がグローバリストを
暴く時（２）
【訳者注】巨悪に対する闘争を呼びかけるこの論文は、長いので 3 つに分けて訳すことに
した。アメリカが、グローバリストに支配されて「世界史上、最大の殺人機械になっている」
（p.6）という事実を、この部分は詳細に説明している。ブッシュ父子、クリントン、オバ
マという米大統領が、私利と破壊を狙った最大の実行犯であった。それはもっと奥の、暗い、
悪のアジェンダ＝ルシファーの計画からきている。彼らの殺人は、居直り強盗が人を殺すと
いうようなものでなく、ポジティブな意味をもった、New World Order 実現のための殺人
である。彼らにとっては人間破壊は使命だから、ペドフィリア（欲望満足と人間破壊を兼ね
ている）が、支配階級を中心にして「サブカルチャー」
（！）として蔓延しているのも、不
思議なことではない。

「今、戦わなければ、我々は彼らの一味とみなされる」という言葉を、特に知識人と
言われる方々に噛み締めていただきたいと思う。
http://themillenniumreport.com/2016/11/alternative-media-is-the-new-guerrillawarfare-time-for-citizens-to-expose-globalists/
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ブッシュ・ジュニアは、証拠も議会の承認もなしに宣戦布告
ジョージ・ブッシュ・ジュニアは、連続的なテロへの戦いの契機となった 9・11“ニセ旗
（false flag）”攻撃の共謀者だった。これははっきりしている。あなたはこれを自分で調べ
てみて、あなた自身の新しい論文、ビデオ、画像などを用いて、あなた自身の読者を教育さ
れるようにお願いする。
“我々人民”は今では“第 5 階級”であり、真実を明らかにする義
務がある。［注：政治的影響力をもつメディアを Fourth Estate（第４階級）と呼ぶことが
あるので、メディアを批判し、世界を動かす責任のあるインターネット言論を、こう呼んで
いる。］
（9・11 は）テロリストが攻撃したと非難されたが、攻撃したのは、実はそれを計画し実行
した情報局一味だった。この攻撃には、
「9/11 調査委員会」が調査しなかった、多くの理由

があった。ひとつ確かなことは、ブッシュ・ジュニアと（事件直後にできた）
“愛国法”が、
アメリカ人の市民権を奪い、アメリカを継続的なテロとの戦いという状態に追い込んだこ
とである。９・11 の真実については、我々の論文 “Treason: Who Did 9/11 and Why Did
They Do It” を参照されたい。http://themillenniumreport.com/2016/10/treason-who-did911-and-why-did-they-do-it/
基本的に、9・11 は、ブッシュ・シニアと、経済的手段によって大規模な国際的戦争を行う、
ならず者 CIA の考え出したものである。ブッシュ・シニアの 偽 Brady Bonds の本国返還、
タワー６の準備ゴールドを盗んだこと、それにタワー1, 2, 6, および 7 にあった事務所の証
拠の破壊ということが、元々の動機の隠された一部であった。人命が失われることは、これ
らの犯罪者にとって何の問題でもなく、それに続いて起こった、アルカーイダとオサマ・ビ
ン・ラディンがこの攻撃の犯人だという滑稽な主張は、どう見ても馬鹿々々しいものだった。
９・11 は、あらかじめ計画された“ニセ旗攻撃”であり、これを口実にして、イラクとア
フガニスタンが、続く 15 年間、連続的に攻撃された。イラクやオサマ・ビン・ラディンと
９・11 の繋がりの、どんな証拠も発見されていないどころか、実際は逆であった。ブッシ
ュ・ジュニアは、ブッシュ犯罪一族の石油カルテルにコントロールされた、戦争屋である。
ここにはまた、ヘンリー・キッシンジャー、ジェイムズ・ベイカー3 世、ロイド・ベンツェ
ン、ズビグネフ・ブレジンスキー、ディック・チェイニー、ブレント・スコウクロフト、そ
れにジョン・スヌヌが含まれている。

ブッシュとオバマによって攻撃された国々
目覚まし警告：もし我々人民が、これら現行の犯罪的行動に対して、何らかの行動を取らな
ければ、我々はこれらの犯罪の共犯者になる。そしてそこには、ペドフィリア、人間売買な
どすべての Pizzagate 犯罪が含まれる。もし本当に、ペドフィリア常習者やサタン崇拝者を
捕まえたいと思うなら、あなたは、その触手が我々の政府の隅々にまで及んでいる、すべて
のグローバリストを打倒しなければならない。
我々米国市民の名において、我々のリーダーたちは次のような残虐を犯してきた：――
アフガニスタン：
（2001 以降）2001 年 9 月 11 日の、米国内で起こったテロ攻撃に引き続
いて、タリバンが、アルカーイダのリーダー、オサマ・ビン・ラディンの引き渡しを拒否し
た結果、アフガニスタンが、アメリカの爆弾を受ける最初の国になった。この国の最大の都
市であるカブール、カンダハル、ジャララバードから始まり、アメリカとその同盟国は、長
期的な戦闘に巻き込まれ、これによって何万という死傷者が生み出された。
アメリカは 2001

年以来、この国で安全保障軍を養成し、インフラを改善すると称して、1,000 億ドル以上を
つぎ込んだ。2,500 名の米兵が、2001 年以来、アフガニスタンで殺され、2 万人が負傷し
た。http://rt.com/usa/us-afghan-shipping-billions-285/
推定 22 万人のアフガン人が、2001 年のアメリカの侵略以来、死亡し、他に何百万という難
民が出ている。アメリカとその同盟国は、2,500 近くの死者と、2 万人以上の負傷者を出し、
この戦争はとうてい終わったとは言えない。アメリカにとって出費は 7,000 億ドルに及び、
2 兆ドルに及ぶかもしれない長期出費は、ここに含まれていない。
http://www.commondreams.org/news/2015/03/26/body-count-report-reveals-least-13million-lives-lost-us-led-war-terror
http://time.com/3651697/afghanistan-war-cost/
リビア：アメリカのリーダーたちは、2011 年 3 月、リビアの前リーダー、ムアンマル・カ
ダフィ打倒を支援する運動の中心的役割を演じた。バラク・オバマは、カダフィに「地位を
下りよ、そうしないと爆撃するぞ」という最後通牒を突きつけていた。彼がワシントンの要
求を拒絶すると、ヨーロッパと NATO 軍が無慈悲に爆撃を続け、ほぼ 3 万の人々が死に、
5 万の人々が負傷した。内戦が続いて起こり、何十万の人々が難民となっている。アメリカ
の爆撃の費用は 11 億ドルだったが、戦争とその結果の不安定化が、武器と難民の洪水をつ
くり出し、それがシリア、ISIS、マリ、ニジェール、中央アフリカ共和国にまで及んでいる。
イラク：
（2003 以降）アメリカの爆撃作戦は、イラクの一般市民にとって大きな災害である
ことが判明した。40 万から 100 万超の人々が、2003 年にアメリカが侵略を始めて以来、爆
撃や他の原因で死んだ。200 万以上の人々が自国から逃げ出し、別の 200 万が国内で住居
を追われた。損害額のほぼ 1 兆ドルは、長期経費を加算すれば 4 兆ドル近くになるであろ
う。この戦争はイスラム国と、アメリカの作った政府に向けられた、スンニ派の反乱に対し
て、今も続けられている。http://www.editorandpublisher.com/columns/counting-iraqicasualties-and-a-media-controversy/
http://genocidewatch.net/2016/01/19/u-n-reports-nearly-19000-iraqi-civilian-deaths-in22-months/
キー・クエスチョン：これら宣戦布告抜きの、すべての戦争から、誰が儲けているのか？
カネの流れを追えば、それは、ハルマゲドンに関する我々の論文で述べた、金のツボ、
軍‐産複合企業、銀行屋ギャング、ペドフィリア、それに 9・11 に行きつく。
シリア：シリアは、ワシントンが、その大統領バシャール・アサドの承認なしに攻め込み、
公然とアメリカに狙われた、最新の国となった。アメリカと NATO はイスラム国軍を掃討

すると称して、シリアで爆撃作戦を開始した。http://rt.com/news/189788-syria-airstrikesislamic-state/ 今では常識になっていることだが、ISIS（ISIL）を創り出して財政援助し、
カネと武器と装備を与えているのはオバマである。シリアでオバマが援助している異なっ
た党派が 3 つあり、しばしば互いに闘争している。25 万以上の人々がこの戦争で死に、国
の半分の人口（1,150 万）が住処を失くしている――400 万の海外シリア難民を含めて。こ
の国の主要都市は無慈悲に爆撃されてきた。
パキスタン：
（2004 以降）パキスタンのドローン攻撃はブッシュ・ジュニアの下で始まった
かもしれないが、かつてなかったようなレベルで、その頻度を増したのは、オバマ政権であ
る。2004 年以来、パキスタンでは 390 件のドローン攻撃があり、そのうち驚くなかれ 339
が、オバマが政権についてから行われた。これはほとんど 4,000 人の死につながり、そのう
ち４分の 1 が市民だった。http://rt.com/news/drones-pakistan-us-cia-military-408/
ソマリア：（2007 以降）2007 年 1 月、アメリカは、容疑者のソマリアのリーダーたちに空
爆を行った。ワシントンは彼らを、200 人以上を殺したケニアとタンザニアの、アメリカ大
使館への爆撃の犯人と考えていた。アメリカの空爆は、ソマリアの大統領アブドゥラヒ・ユ
スフ・アフメドの了承は得ていたが、米議会の承認は得ていなかった。
イエメン：アメリカのサポートするイエメン爆撃で、6,000 人以上のイエメン人が殺され、
さらに 2 万 7,000 人が負傷した。国連によれば、そのほとんどが市民である。1,000 万のイ
エメン人が食べるものもろくになく、1,300 万がきれいな水を得られていない。イエメンは
輸入食品に高度に依存しているのに、米‐サウジのブロッケードが、ほとんどの輸入品を遮
断している。http://www.ibtimes.com/yemen-crisis-death-toll-rises-saudi-arabias-alliesintensify-ground-operation-2150040
ウクライナ：死者数は今、8,000 人を超え、1 万 8,000 人が負傷している。この国の東部地
区のいくつかの都市はひどく破壊されている。戦闘は次第に弱まっているが、緊張はなくな
っていない。

オバマの戦争犯罪は、ブッシュの殺人アジェンダの継続
アメリカは 1942 年以来、宣戦布告はしていないが、ノーベル平和賞受賞者のバラク・オバ
マは、7 年間に７か国を爆撃した。他のどんな米大統領も、2 回の任期中、絶え間なく戦争
をした者はいない。オバマの永続的戦争は、世俗（非宗教）的政府に対する“政権交代”を
優先して、テロリズムと戦わなかったことから起こっている。2009 年から 2015 年 12 月 31
日までの間に、この政権は、473 回の爆撃を、ほとんどドローンによって行い、2,372 人か

ら 2,581 人までのテロリスト“戦闘員”を殺したと言っている。これらの数字は非常に低い
見積もりで、実際はその 6 倍あたりに達し、数千人の市民の死が含まれている。
ブッシュは、ソマリア、パキスタン、それにイエメンで、約 60 回の爆撃を行い、最大で約
400 人の民兵を殺した。オバマはそれに対して、それら 3 つの国で、500 回以上の攻撃を行
い、2,700 から 4,000 の民兵を殺した。
http://securitydata.newamerica.net/drones/somalia-analysis.html
http://securitydata.newamerica.net/drones/pakistan-analysis.html
http://securitydata.newamerica.net/drones/yemen-analysis.html
最も激しかった隠れたドローン攻撃は、アフガニスタンで起こっており、2014 年の段階で
約 1,000 回の攻撃を行った。2015 年と 2016 年には、空軍が全部で 500 回以上の攻撃をし
たと報告している。
https://www.thebureauinvestigates.com/2014/07/24/who-is-dying-in-afghanistans-1000plus-drone-strikes/
https://www.thebureauinvestigates.com/2015/02/12/us-drone-war-afghanistan-listamerican-air-strikes-2015/
https://www.thebureauinvestigates.com/2016/01/07/get-the-data-a-list-of-us-air-anddrone-strikes-afghanistan-2016/
ある 2015 年の報告は、アフガニスタンにおけるタリバンの死者数を、ブッシュ政権の間に
は、総計 5,000 から 15,000 と推計しているが、オバマ政権になると、1 年に 5,000 に達し
た――総計４万――と言っている。ワシントン・ポストは、ブッシュとオバマの間の総計を、
65,800 から 88,600 と報告している。ここには数万人の市民の死者は含まれていない。
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Cas
ualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN%20%288%29.pdf
これまでオバマ大統領の下で、2,499 名の米兵が、アフガニスタン（1,906）とイラク（593）
で死んだと推計されている。オバマは空爆を 7 つの国家――アフガニスタン、イラク、パキ
スタン、ソマリア、イエメン、リビア、シリア――で行った。そのすべてが上に要約されて
いる。アメリカの戦闘部隊は現在、３つの国の地上で展開されている――イラク、アフガニ
スタン、シリア。http://www.politifact.com/punditfact/article/2014/oct/01/fact-checkingwar-comparisons-between-obama-and-bu/
アムネスティ・インタナショナルは、アメリカの「恐るべき偽善」を告発している。それは、
サウジアラビア、イスラエル、トルコ、それにエジプトのような、戦争犯罪や他の国際法違
反を行っている中東の政府と、大規模な武器取引をしたことによる。イスラエルが最大の米

軍事援助の受け手で、それは年平均 30 億ドルを超えている。エジプトは 15 億ドル、サウ
ジアラビアは 1,100 億ドル分の武器を買っている。昨年１年で、アメリカの武器はサウジに
流れ続け、国連と人権諸団体が、イエメンにおけるサウジの多くの戦争犯罪を記録しても、
それは変わらなかった。アムネスティ・インタナショナルと人権ウォッチは、アメリカとイ
ギリス政府に警告を発し、2015 年 3 月以来、イエメンで何千回もの空爆を行ったサウジの
率いる連合軍に、武器や軍事情報や援助を与えたことは、戦争犯罪の共犯に当たると言った。
爆撃作戦は、中東で最も貧しい国であるイエメンで猛烈を極めた。4,000 人近い市民が殺さ
れ、さらに何千もの人々が負傷した。この暴力は何百万の人々の住処を奪い、集団飢餓を引
き起し、過激行動を惹起し、人口の 80 パーセント以上を、国連が一年以上も前から「人道
的破局」と呼んできたものへと追い込んだ。
http://www.salon.com/2016/01/29/a_forgotten_crisis_mass_starvation_in_yemen_as_u_s
_backed_saudi_war_blockade_push_millions_to_brink_of_famine/
http://www.salon.com/2016/05/07/pentagon_quietly_sends_troops_to_yemen_to_fight_al
_qaeda_which_u_s_strengthened_by_backing_destructive_saudi_war/
キーポイント：アメリカは、グローバリストと、その米大統領や軍‐産複合体や議会へ
、、、、
の支配力のもとで、世界史上、最も大きな殺人機械になっている。愛国者の方々に告ぐ
――拷問、殺人、強姦、ペドフィリア、をやめさせる唯一の方法は、市民運動を通じて
である。我々は、まず、できるだけ多くの人々を教育して、長年のメディアからのプロ
パガンダと、政治家のウソから、脱出させなければならない。
この記事を読まれる一人ひとりが、真実を拡散する重要な役目を背負っている。次に述べる
のは、我々のいくつかの示唆であり、読者が自分のブログ、ユーチューブ、Reddit や Steemit
スレッドなど、あらゆる真実を伝える媒体を通じて、利用していただきたいと我々は願って
いる。（第２セクション、終わり）

