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６０６回公式コンタクトからの抜粋

するのだ。その例は、今日女性が

づいている。女性と男性の間には

２０１５年１月３日

発言権を持ち、権力を握る場面で

等しい義務と等しい権利が存在す

至るところにある。それはしばし

るのでなければならず、これは労

ビリー：さて、預言では遠い将来、

ばまるで数千年間続いた男達によ

働に対する等しい報酬にも当ては

女性が世界を支配してより人間的

る抑圧に対して仕返ししようとし

まる。男と女を対等に置き、同権

に行動し、統治し、そして人間を

ているのではないかと思える。そ

にすることが本当に機能すること

過去数千年に亘り男達の間で行わ

のために今度は彼女達が不自由と

は、我々がＦＩＧＵにおいて毎日経

れていたのとは異なる扱いをする

抑圧と冷酷な要求を課し、法律や

験していることである。なぜなら

と言われている。だがそれは実際

規則や命令を布告することによっ

この原理は我々の姿勢に適ってお

にはまだまだ将来の夢だ。という

て報復を求めて、それによって国

り、我々もそのように振る舞って

のもそれはそんなに早期のことで

民は苦しめられ無防備な状態で窮

いるからである。だから我々のも

はなく、従って、女性が権力を握

地に追いやられるのだ。しかしこ

とでは女と男の相互性があり、一

り、言われるような人間に相応し

れは誤解されてはならない。とい

方の側が他方の側の上に立つこと

い方法で地球人の運命を導くよう

うのもこれについて私は実際には

は無く、従って対等であり、同権

になるまでには、なお数百年が世

このように自分の変節を存分に発

であることが生かされ、平和が支

界の上を通過するだろうから。つ

揮する種類の女性達のことだけを

配しているのだ。

まりそう成るまでは、全てが数千

語っているのであり、それゆえ男

年来、続いてきたとおりになるだ

女の同権等に関する変化に正しく

プター：それは実に注目に値する事

ろう。それはすなわち、圧制され

適応し、相応に振る舞う女性のこ

実だ。私が地球人について家庭、

抑圧されてきた人間が解放される

とを言っているのでは無い。まさ

友人や知人との関係、職場、大小

と、今度はその全ての圧制と抑圧

にこれについて、私は次のように

の企業および役所や政治などを観

を彼らの同胞に行使するというこ

考えている。本来、傲慢な態度や

察していて、それとは反対の不愉

とだ。これは現代でも家庭や会社

抑圧から解放された大多数の女性

快なことを見るならば、君達の協

や大企業、そしてまた政府におい

は理性的に振る舞い、男と女が対

会において女性と男性の間で対等

て、女性がいわゆる解放の結果と

等で同権であることを適切な枠内

と同権が完全に育まれているのは

していよいよ発言権を持ち、主導

で生きていると。つまり私は、今、

非常にまれなことだ。

権と権力を手にした場合に見られ

言ったように解放運動の結果、男

る。これらの女性の一部、まさに（昔

の上位に立つ権利意識の強い女性

ビリー：それはミッションにも相当

から男達がそうであったように）

について語っているのでは無い。

する。

今や指導的な地位と権力を行使し

男と女を対等に置き、同権にする

ようとする女性は、女性解放運動

ことは、実際には両性が全ての役

によって手に入れた強みを利用し

割と権利において同等に振る舞い、

て反撃し、自分達に加えられた圧

従って一方の性が他方の性の上位

ビリー：しかし私が、何かしらの方

制や不自由や抑圧を思う存分発揮

に立つことも無いということに基

法で主導権と権力を握るための手

わた

かな

プター：もちろんだ。
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段を見いだす支配欲に駆られた女

ろいろなやり方で変節する。

その意味を見いだした」と言える

について言わないでいたことは、

人間が一般的に、こうした全て

彼女達は同じ立場の男よりはるか

のことをより良い方向に変えるの

に卑劣で陰険で不誠実で仮借ない

は、つまり男も女も創造・自然の

プター：遺憾ながら本当にそのとお

法則と勧告に向かい、これらを修

りだ。というのも大多数の地球人

そして彼女達がさらに変節する

得および遵守して、謙虚さと人間

は彼らの生き方と行動および管理

と、男達の場合と全く同様に容赦

性を学び追体験する場合のみであ

において非現実的に振る舞い、人

なく目的のためには手段を選ばな

る。これが為された場合のみ、全

生に途方も無い損害をもたらすよ

い。これは、女性はあらゆる点で

ては善くなり愛に満ち、平和と調

うなことをするからだ。それはＩＳ

他人に対し男よりも思いやりがあ

和が取れ地球の人間は本当に人間

についても、何らかの形で人種差

り、人間的で寛容であるというの

的に成ることが出来るのだ。

別主義的で、外国人や宗教に敵対

かしゃく

［：容赦ない］ということだ。

とは完全に対立する。だが私の見

的に振る舞う全ての者達にも言え

るところ、支配欲と権力欲のイメー

プター：君の言葉が地球人の耳に聞

ジに属する女は、ビジネス界でも、

こえても、彼らがそれに従ってっ

家庭、友人や知人との関係におい

て行動するかどうかは疑わしい。

かしゃく

ても冷酷で仮借［：容赦ない］なく
と

つ

こともない。

ることである。
ビリー：それは争う余地の無い事実
であり、繰り返し変節をもたらし

成功に取り憑かれており、この点

ビリー：それは私にもわかってい

ている。原理主義的な ” イスラム

で多くの男達に勝っている。

る。というのも非常に多くの地球

主義国家 ” を信奉し、それどころ

人はたいてい自分自身のことしか、

かそのために人生を捧げ、さらに

放され、そして自分が他人を抑圧

それもほんの目先しか考えないか

は殺人や大量殺戮、拷問や強姦を

し支配するときに、多くの者があ

らだ。それゆえ彼らの思考と感情

しているあの病的に愚かで馬鹿な

からさまに示す。だから彼女達は

は通例は利己的な特徴を持ってお

人間達のことを考えると、おのの

男の世界によって被った抑圧を他

り、このように意識の中をさ迷う

きが走るだろう。同様に、たとえ

の人間に、つまり別の女と男と子

だけで、真の成果も効用ももたら

ば悟性と理性に乏しい漫画家や戯

供達に加えるが、その結果残念な

さない。彼らは際限の無い不平に

画家や風刺画家、そしてまたフラ

ことにこの種の女は一般に女の世

生きるか、あるいは専ら権力の行

ンスの風刺新聞 “ シャルリー・エ

界からも男の世界からも等しく変

使、利益と利潤と享楽の追求に生

ブド ” がしているように、イスラ

節者として罵られることになる。

きて、同胞や生活の苦労のことを

ム教とイスラム教徒とその預言者

もちろん人間を抑圧という誤っ

愚痴る。彼らは人生の善いころと

ムハンマドを台無しにし、それら

た変節した行為は、それをするの

美しさを見ず、愛と平和、自由と

を誹謗、幼稚な漫画や戯画、中傷

が女であろうと男であろうと、当

調和に身を捧げることを理解しな

記事などによってたち悪く侮辱す

然のことながら完全に誤っている。

い。なぜなら彼らはそうしたこと

る全ての連中も愚かである。

というのも人間を抑圧する権利な

におよそ興味が無く、自分の人生

この場合、漫画家や戯画家や風

ど決して存在しないからだ。なぜ

の馬鹿騒ぎにしか興味が無いから

刺画家の全行為は、「全てを勝手に

なら、そのようなことは絶対権力

である。だから彼らは人生の価値

行うことを要求する権利」とは無

と隷属化とそして奴隷化を意味す

を認識し、把握し、追体験するこ

縁である。従って彼らもまたモラ

るからである。さらに言わねばな

とも出来ない。なぜなら彼らはあ

ルと礼儀に、個人や団体や宗教や

らないのは、私の説明は決して男

らゆる点で非現実的な人生を追い

真の預言者または、信者の名誉と

の方が女よりましだという風に解

求めているので、現実的な人生お

尊厳に違反してはならないのだ。

釈されてはならないということで

よびその真実と価値に対する思考

漫画や戯画や風刺画は、誇張お

ある。というのは束縛や抑圧から

を見いだすことが出来ないからだ。

よび極端に嘲笑的な批判、もしく

自由になったら、男も女がするの

彼らは人生において完全に道を

は揶揄を特徴とする、いわゆる芸

と同じ行動と行為の虜になるから

さ迷っており、無益な事物に時間

術ジャンルに属しているが、人間

だ。さらに非常に多くの男達も主

と全人生を浪費している。いつか

の深い個人的領域や、何らかの信

導権と権力の座を獲得すると、い

成功して「今、自分は遂に人生と

仰傾向の信者、またはその預言者

このような態度は、抑圧から解

とりこ

ささ

つい

ささ

0

0

ちょうしょうてき
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0

は風刺が卑怯な手口で行われ、そ

中傷によってたち悪くわい曲され

誉と尊厳をたち悪く差別的に傷つ

れによって悪質な嘘と誹謗が世間

て罵られる。だがそれが害悪の全

けることとは無縁である。クルト・

に広められるなら、それはあって

てではない。というのはこれら全

トゥホルスキーが１９１９年にその

はならないし、またそのような策

てによって、それぞれの宗教に属

伝説的な言葉「風刺に許されるこ

謀は当のいわゆる漫画家や批評家

しその創始者と預言者を敬う人々

と？

や戯画家や風刺画家の安っぽく下

の信仰と尊厳も踏みにじられるか

さしくこの “ 全て ” がある日、モラ

賤な性格と、不誠実、無責任、荒

らである。まさにこれが今日、極

ルもしくは道徳的に高い価値、礼

廃を証言するものだ。そのような

右によって、ある外国人や宗教や

儀、人間の名誉と尊厳を、そして

ことが起きると、場合によっては

人種の憎悪者によって、そして無

また人間の信仰と根本的な信仰価

外国人憎悪や人種憎悪も現れ、同

責任ないわゆる漫画家や戯画家や

値を深く傷つけることになろうと

様にまた人間蔑視およびモラルと

風刺画家によって為されているこ

は思いもよらなかったはずだ。

礼儀と名誉と尊厳のあらゆる高い

とであり、彼らはことさらにイス

彼がそのようなことを考えてい

価値の軽視が生じる。それによっ

ラム教を、従ってまたイスラム教

なかったことは全く明らかであり、

てそのようなことをする当人達は

徒を攻撃し誹謗し台無しにする。

この “ 全て ” から遂には教派とテロ

下賤で節操の無い振る舞いを証明

だがそれはもはや漫画や冗談や風

に刻印された血なまぐさい残忍な

し、そのため彼らはその愚かさと

刺とは関係ない。たとえ漫画家や

策謀が生じ、多くの人間の命が失

馬鹿さ加減において自分自身を晒

風刺画家が変節した “ イスラム主

われるということも予想しなかっ

し者にしているのだが、しかし彼

義 ” を取り上げて彼らを弾劾しよ

た。それにもかかわらず風刺が、

らは自分の無理解と無分別のため

うとしているのだとしても、その

特に信仰や信仰価値も必要とする

それを悟らないのだ。彼らは、自

狂信的で過激化した盲信者が世界

人間の深い個人的領域において傷

分達の下賤で汚い策謀によって敵

中でテロに熱中して殺人と破壊を

つけるように作用して、そこから

意を生み出し、場合によっては自

働いているとしてもだ。そしてこ

殺人や撲殺や破壊が生じるならば、

分の命さえ危ぶまれることにも気

れらの盲信的で教派狂信的で過激

それはもはや風刺とは関係なく、

づいていない。そしてまた彼らが

化した連中が、未熟な漫画家や戯

揶揄などでさえ無く、悪質なテロ

その邪悪で不当な攻撃や嘘と中傷

画家や風刺画家に復讐しようとし

と同類の侮辱であり傷害である。

に対して、歓呼して自分達を擁護

て、まさしく血に飢えた興奮状態

する信奉者を見いだしたとしても、

で思慮なく殺害し、考えられる限

判とも、誠実な意見の自由と報道

確かなのは歓声を上げるこれらの

り全ての財物を破壊するのだ。漫

の自由とも無縁である。宗教や宗

連中もその性格と振る舞いに方に

画家や戯画家や風刺画家は未熟な

教的信仰や宗教の創始者も漫画や

関しては、信奉者を扇動すること

ので、自分達が宗教や信者やその

戯画や風刺画によって批判的にま

に成功した幼稚ななぐり書きや言

預言者を、ここではまさにイスラ

たは冗談めかして “ 笑い者 ” にさ

葉や戯画や風刺的な発言の原作者

ム教とイスラム教徒、さらにムハ

れてよいのは事実であり、正しく、

と同じ程度に病的だということで

ンマドを侮辱したり攻撃したりす

また許されなければならない。

ある。

ることによって大きな危険を呼

などの高い道徳的価値、礼儀、名
0

0

全てだ」を書いたとき、ま

つい

それはまた理性的で的を射た批

さらし

ふくしゅう

しかしこの場合、一方で全ては

今日、悪質で汚らわしく中傷的

び起こすのだということを認識し

本当の真実に、真実だけに合致し

な漫画や批判、戯画や風刺がイス

ていない。しかし、だからと言っ

ていなければならない。他方で人

ラム教とイスラム教徒およびその

て戯画や風刺による誹謗に憎悪と

間もしくは信者の誠実な志操は守

預言者ムハンマドに関して行って

復讐と報復をもって反応するのは、

られ続けなければならず、悪質な

いることは常軌を逸し誤っている。

悟性と理性の点で誠実なイスラム

侮辱、嘘、誹謗中傷、道徳的な傷

宗教とその創始者および預言者に

教徒では無く、変節して狂信的で

害に関する全ては行われてはなら

ついて適切で正しいやり方で率直、

過激で人間性が退化したイスラム

ない。礼儀とモラル、名誉と尊厳

誠実に語られることは無く、それ

主義者であり、殺人、自爆攻撃、

の枠は守られ続けなければならず、

によってまた実際の事実が明らか

大虐殺、大量殺人などをもって反

傷つけられてはならない。

にされることも無く、発言や言葉

応する。こうしてこれらの変節し

や戯画による嘘と罵詈雑言と誹謗

た連中は誠実なイスラム教徒の評

いわゆる漫画、批判、戯画また

ばりぞうごん

ふくしゅう
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判を悪くし、イスラム教徒とイス

て攻撃的と受け取られることも無

るように煽る。するとこれらの敵

ラム一般に対する憎悪を助長して

い。他方、戯画や漫画および、風

は復讐と報復を始める。というの

いる。しかしながら変節して人間

刺の装丁・外見は絵や文字、言葉

もそれらは信仰の狂気という点で

的に堕落したイスラム主義者はイ

そして、イラストにおいて欺まん、

原理主義的教派の狂信主義と過激

スラム教とは関係なく、誠実な信

盗み、戦争、嘘、略奪、不和、不

主義に陥っているからである。そ

心深いイスラム教徒とも関係ない。

正、テロ、犯罪、中傷、そしてそ

れがまさに変節して人間的に堕落

これらのイスラム教徒は根本的

のようなもの等に関して全て大い

した、真のイスラム教とは一切共

に暴力と不和から遠ざかっており、

に積極的に、酷く、激しく弾劾す

通点の無いイスラム主義者である。

全ての信仰上の狂信主義や過激主

ることが許されるし出来る。なぜ

イスラム教やイスラム教徒やそ

義も、従ってまた如何なるテロも

ならこれは全く別のケースだから

の預言者ムハンマドに対して憎悪

拒否する。これらの信心深いイス

である。というのもこの場合はど

をもたらす怪しげな漫画や戯画や

ラム教徒は、愛と平和、自由と調

んなに意地の悪い漫画や戯画や風

風刺画を作っている者達は、自分

和を支持し、またそのように生き

刺画も、害悪を告発するのに厳し

達は罰せられること無く何でも許

ようとする人々である。彼らは誠

く辛辣過ぎることは無いからであ

されていると考えている。これら

実な人間であり、その点では仏教

る。だがこの場合も重要なのは、

の未熟で理性の無い常軌を逸した

徒であろうと、ユダヤ教徒、キリ

本当の真実だけが主張されてよい

漫画家や戯画家や風刺画家および

スト教徒、ヒンズー教徒であろう

こと、そして礼儀とモラル、名誉

外国人憎悪者や人種憎悪者は、こ

と、あるいはアジアの伝統的な宗

と尊厳はどのようにしても守られ

れに関する無責任から自分達がテ

教や新興宗教の信者であろうと、

ねばならないということである。

ロ行為を為し、それによって退廃

全ての信仰傾向の誠実な人間と変

人間や宗教などの個人的側面に関

的なイスラム主義者の復讐欲と荒

わらない。しかしこの事は特にキ

しては、漫画や戯画や風刺画は常

廃を助長しているのだというとこ

リスト教徒から理解されず、その

に、本当の真実に合致しなければ

ろまで考えが及ばない。彼らは厚

ためキリスト教徒は不当にもイス

ならないと共に、ユーモアはあっ

かましくも恥知らずな自由を主張

ラム教とイスラム教徒を有罪と見

ても侮辱などの作用を及ぼさない

し、信者とその預言者に嫌がらせ

なし、彼らを変節した狂信的で過

ように保つべきである。だから良

をし、そうすることによって実際

激なイスラム主義者と関連付ける。

質の漫画や戯画や風刺画に対して

に自分で危険なテロを行っている

イスラム主義者達は偽善にも宗

は、特にまさしく信者が尊敬と尊

のだ。しかも彼らはそれを思慮な

教と信仰と予言者の名の下に殺人

厳を寄せている信仰と信仰に関す

く軽率にも人間の深い私的領域に

行為や破壊行為を為し、無数の人

る事柄について、何らかの形で侮

関してもやっているが、それは彼

間に筆舌に尽くしがたい苦しみも

辱し、誹謗し、台無しにし、でっ

らがそういうことに対しても敬意

もたらしている。言っておくべき

ち上げ、中傷するのでなければ決

を抱いていないからである。普通

ことは、漫画や戯画や風刺は人間

して異議を唱えるべきでは無い。

の市民がそのようなことをして、

または何らかの宗教の信者に対し

しかし今日の多くの戯画家や漫画

教派その他の詐欺師、泥棒、嘘つき、

て、この場合はイスラム教とイス

家や風刺画家は、外国人憎悪者や

中傷者などの犯罪的な策謀に関し

ラム教徒とその預言者に関して何

人種憎悪者と同様、まさにこれに

て、自由で率直に意見や真実を言っ

らかの方法で侮辱し台無しにする

違反している。こうして彼らは良

たり書いたりすると処罰される。

作用を持っており、もはや本当の

心の無い過激派か扇動者以外の何

というのもそうすると私の身に何

漫画や戯画や風刺とは無縁のもの

ものでもなく、彼らのやり方でテ

度も起きたように裁判所に呼び出

だということである。すなわち漫

ロも行い、そうすることによって

されるからだ。

画や戯画や風刺は正しく適切で非

危険にも人々の敵意を煽り立てて

しかしジャーナリストが新聞や

の打ちどころのない枠の中で表現

いるが、それは非道で殺人的な帰

ラジオやテレビで、そして怪しげ

されるならば、根本的に冗談とし

結を招きかねない。彼らは自分達

で無責任な漫画家や戯画家や風刺

て解釈されることが出来、決して

の気に入らない全てのものに対す

画家が罵りと絵やイラストや発言

侮辱し中傷し台無しにするように

る狂信的で過激化した敵意を持っ

や言葉のテロで、宗教と信者とそ

働かず、従って宗教の信者によっ

て毒矢を放ち、彼らの敵が激高す

の預言者を苦しめたり侮辱したり

とな

あお

ふくしゅう

ふくしゅうよく
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誹謗したりしても妨害されること

ロである。それはまさに宗教と信

を登場させてテロと大量殺人が行

は無い。なぜなら大多数の国民と

者、およびその創始者と預言者が

われることなど、彼らにとっては

統治者がそれに対して歓声を上げ

罵られ、絵や文字や言葉やイラス

実にどうでもよいことなのだ。し

るからだ。そして国民と統治者等

トで誹謗される場合である。この

かし、それはまた旧来のキリスト

がそうするのは、彼らが理性を備

ような忌まわしいやり方で全ては

教のイスラム教に対する宗教憎悪

えておらず、現実に与えられてい

ジャーナリストや漫画や戯画や風

を示し、それによってまた無数の

る本当の事実を認識できないから

刺のテロによる扇動の上に築かれ、

キリスト教徒にとって都合が悪い

である。従って彼らはオオカミが

それは狂信的で過激化した連中の

全てのものに対して、惨めな心根

遠吠えするとき一緒に吠えるに過

間で復讐と報復を求めて叫んでい

を見せる。彼らはまさにキリスト

ぎない。

る。その際、特に念頭に置かれて

教会が昔からそうであったように

残念ながら大多数の地球人の愚

いるのは残忍なテロリストのイス

過激で無責任である。これについ

かさの種は、若干数の無責任者の

ラム主義者であるが、誠実な信心

ては例として十字軍と宗教裁判を

大衆に対する影響力の及ぶところ

深いイスラム教徒も彼らを拒んで

思い出しさえすればいい。今日の

まで蒔かれている。これらの無責

いる、つまり殺人集団から距離を

過った漫画家や戯画家や風刺画家

任者は誤びゅうと不正、不和と暴

置いている。だからイスラム主義

は、自分達は何をやってもよく、

力などで大衆の心を奪うことが出

者のテロの背後にはイスラム教で

他人を侮辱しても罰せられず、他

来る。従って、大衆は無責任な首

はなく、血がしたたるイスラム主

人の名誉と尊厳を傷つけても責任

謀者と同じ声で吠え、同じように

義が潜んでいるのだ。その事は誠

を問われることは無いと信じてい

振る舞うのだ。そのとおりである

実なイスラム教信者が真のイスラ

る。実際、彼らは今日ずうずうし

ことは、昔から人類の歴史が証明

ム教徒であるのに対し、イスラム

くなっており、とりわけイスラム

している。たとえば先の世界大戦

主義者は不誠実で原理主義的で狂

教とイスラム教徒について、最悪

のナチスや、今日存在するネオナ

信的で過激化した殺人の狂気に憑

のやり方で宗教信者の信仰価値を

チ、すなわちドイツの “ ペギーダ ”、 かれたテロリストであり、本当の

傷つけながら当局から罰せられる

シリアとイラクのＩＳ、もしくは

イスラム教徒ではないという違い

ことは無い。そして彼らは全てを

“ イスラム国 ” および世界中の犯罪

も明らかにする。

意見と報道の自由と呼んでいるが、

とうぼ

ま

ふくしゅう

つ

組織がそうである。これら全ての

ここで興味深いのは、イスラム

何もかもイスラム教とイスラム教

前には遠吠えする無責任な人間蔑

教や預言者ムハンマドや信心深い

徒に対する悪質な扇動およびそれ

視の手本がおり、彼らは目的のた

イスラム教徒に対する憎悪に刻印

らの迫害以外の何ものでもなく、

めには手段も選ばず、愚か者や馬

された漫画や戯画や風刺画は、専

ユダヤ人を迫害するための古くか

鹿者や同志を自分の周りに集めて、

らいわゆるキリスト教徒によって

ら知られているナチの手法にも等

殺人やテロや抑圧や考えられる限

行われているのに対し、イスラム

しく、ネオナチやその他の過激派、

りの悲惨と害悪を広めているのだ。

教徒の間では同じようにキリスト

外国人憎悪者、人種憎悪者、宗教

その際にこれらの叫ぶ者達、ま

教徒世界やその信者や “ イエス・

憎悪者が登場している。過った漫

さにオオカミと一緒に遠吠えする

キリスト ” に対する策略は現れな

画家や劇画家や風刺画家の話であ

者達は（外国人憎悪者や人種憎悪

いと言っていい。しかし “ キリス

るが、彼らは厚かましくも自称の

者であれ、無責任な漫画家や戯画

ト教徒 ” を自称し、この点におい

誤った自由を振りかざして信者を

家や風刺画家であれ）その愚かさ

てイスラム教やその信者やムハン

侮辱するが、それはもはや自由な

と馬鹿さ加減の故に、自分達がやっ

マドや別の宗教の信者に反対する

意見と報道の自由とは全く関係な

ているのは不和と憎悪の種を撒き、

者がそれをあえて行うことは、厚

く、ジャーナリズムによって同意

既にナチ時代に起こったのと同じ

かましくも実にとんでもないこと

もしくは正当化された絵や文字や

ことをしていることを自覚しない。

である。それは無責任な人間によっ

言葉やイラストによるテロである。

とうぼ

とうぼ

ここで問題になるのは良質で健

てやり遂げられ、それによって
ふくしゅう

しかし、それは報いがあるだろ

復讐と報復の衝動が呼び起こされ

う。まさに誤った悪質な漫画や戯

風刺画では無く、中傷と実に多様

て助長され、そこから再び殺人や

画や風刺画によって宗教創始者、

な絵や言葉やイラストや発言のテ

撲殺や破壊が生まれ、自爆攻撃者

預言者、信仰と信者が罵倒され侮

全でユーモアのある漫画や戯画や
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辱される場合は特にそうである。

する。反対にイスラム主義者達は、

ツに送還された。ドイツで２年間

それがまさしくイスラム教とイス

イスラム教とイスラム教徒とムハ

収監された後、保護観察付きで仮

ラム教徒とその預言者ムハンマド

ンマドに、敵対的で不適当な漫画

釈放された。２００８年にコカイン

に関して起こっているのだ。その

や戯画や風刺画の軽薄さによって、

４０ｇ、その次は５４ｇを所持して

ため既に起こったように、預言者

いよいよもって憎悪と血にまみれ

いるのが発見された（麻薬犯罪）。

ムハンマドと、従ってまた信心深

た復讐と報復へと駆り立てられる。

いイスラム教徒を侮辱し、罵倒し

そして、まさにそれが現在ドイ

て台無しにする、この形態の戯画

ツでも起きているのである。とい

家や漫画家や風刺画家は、イスラ

うのもこのイスラム主義者の間に

ム主義の狂信的で過激で復讐欲に

憎悪と復讐と報復を呼び起こす挑

駆られた殺人者や自爆攻撃者や殺

発の道を、犯罪者、外国人憎悪者、

たことは、ドイツでナチが結成さ

人奇襲隊によって、繰り返し何度

人種憎悪者、イスラム教およびイ

れて広がり始めた当時起きたこと

でも殺されることになるだろう。

スラム教徒憎悪者によって設立さ

と、実に似ている。その当時ユダ

れた大衆運動団体 “ ペギーダ ” すな

ヤ人に向けられていたものは、今

考えに従って、残忍な復讐と報復

わち「西洋のイスラム化に反対す

日ではイスラム教に、従ってイス

の権利を持っていると思い込んで

る欧州愛国者」も歩んでいるから

ラム教徒に向けられている。つま

いる。だから、遅かれ早かれイス

だ。

り「ナチスから再びよろしく」と

ふくしゅうよく

この者達は、自分達の間違った
ふくしゅう

ふくしゅう

ふくしゅう

それに対する自由刑が執行猶予
付きで言い渡され２０１５年２月に
満了した。
この “ ペギーダ ” によって発生し

のことである。が今回はイスラム

ラム教とイスラム教徒とムハンマ
ドに敵対的な漫画家や戯画家や風

これについてインターネットに

教とイスラム教徒に対する憎悪と

刺画家に対する攻撃が、再び行わ

は次のような記事が掲載されてい

いう形を取っている。しかしネオ

れても驚くにあたらない。

る。

ナチ、その他の過激派の影響によ

不思議なのは、これについてま

ルッツ・バッハマン（１９７３年

り全体が再びユダヤ人にまで拡大

だそれほど多く起こっていないと

１月２６日ドレスデン生まれ）はド

する恐れがある。これに対してド

いうことと、これまで風刺新聞

イツの政治活動家。

イツの政府と警察およびその他の
治安機関の責任者は何もせず、“ ペ

“ シャルリー・エブド ” の製作者と

２０１４年１０月に誕生した排外

スイスの風刺画家アンドレアス・

主義的な団体「西洋のイスラム化

ティエル、その他のイスラム教と

に反対する欧州愛国者」
（ペギーダ） 罪的で人種主義的な首謀者を活動

イスラム教徒の敵対者も、今まで

の創設者および運営者である。

ギーダ ” を芽のうちに摘まず、犯
禁止にし、社会から分離して無害
化することをしないが、これは全

のところ人間的に完全に退廃的な

バッハマンは１９７３年ドレスデ

イスラム主義者や、その他の原理

ンで肉屋の息子として生まれた。

主義的なイスラム狂信者の復讐マ

コスヴィックのレオンハルト・フ

シーンに巻き込まれていないとい

ランク一般総合技術学校、ドレス

プター：世界中で様々な集団が帰依

うことだ。だが、それが遅かれ早

デンのアルトゥール・ベッカー青

しているイスラム主義者のテロ活

かれ起こることは十分懸念される。

少年スポーツ学校に通った。高校

動について君が言ったこと、彼ら

というのは狂信的で過激な狂気

を卒業した後、コックの職業教育

はイスラム教やイスラム教信者や

に憑かれたイスラム主義者は、あ

を受け、１９９２年に広告代理店を

預言者ムハンマドを言葉とイラス

らゆる種類の未熟な漫画家や戯画

設立した。

トで罵倒し誹謗する未熟な漫画家

ふくしゅう

つ

家や風刺画家、外国人憎悪者や人

バッハマンは多数の様々な犯行

く不可解である。

ふくしゅう

や戯画家や風刺画家に復讐し、そ
つ

種憎悪者のイスラム教とイスラム

（特に傷害、家宅侵入、窃盗）を犯

うしてまさしく狂気に憑かれたイ

教徒とムハンマドに敵対的な堕落

して刑事罰を受けた。特に１９９８

スラム主義者が襲いかかって復讐

した策謀に対して理解を持たない

年に禁固３年８か月の有罪判決を受

と報復の殺人を犯すというような

からである。これらの者はたとえ

けた。有罪判決が出た直後に司法

ことは必ず起こるだろう。それは

ばドイツの “ ペギーダ ” 運動の信

の手を逃れて南アフリカに逃亡し、

早ければ今日、明日かも知れない

奉者のように、イスラム教とイス

偽名で２年間生活していたが、遂

し、近い将来または遠い将来かも

ラム教徒に悪態を吐いてデモ行進

に移民局によって特定されてドイ

知れないが、イスラム教や預言者

つい

ふくしゅう
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ムハンマドや信者を不適切な漫画

自身は全く安泰に暮らしているか

庁などは、帰郷者は “ 浄化され ”、

や戯画や風刺で、また敵対的に形

らだ。そして彼らが何か決議した

イスラム原理主義や狂信主義や過

成された演説やデモ行進によって

としても、責任を取るために前線

激主義や狂気から離れて、「今や後

侮辱することをやめなければ繰り

に赴くのは彼らでは無く、軍隊が

悔している」などという愚かで馬

返し何度でも起こるだろう。そし

派遣されて死と滅亡を招くのだ。

鹿げたことを言ったり論じたり出

て一度起きたら、全部のことが長

政府の責任者、まさにいわゆる

来るだろうか。時には例外的にそ

期的にただ一回の出来事にはとど

国際社会の責任者達は大言壮語す

ういうこともあるかも知れないが、

まらず、全てがさらに広がり、さ

るだけで、実際のところ国際社会

およそ、そのような例外が存在す

らに多くの苦難をもたらすだろう。

の責任者では無い。なぜなら全て

るとしても、これら再び故郷に戻

そして君が大衆運動 “ ペギーダ ”

の国家およびその権力者は自分の

る者達の大多数は間違いなくその

に関して言ったことは、私も事態

事のためだけに動き回り、たとえ

ような例外には属さない。だから、

を君と同じ枠組みで見て理解して

ばヘノクのシステムによる “ 多国

まさにＩＳの訓練を受けた連中が再

いる。ナチスに関して起きたこと

籍平和戦闘部隊 ” で必要であるよ

び故郷に入って “ スリーパー ” とし

も、ほぼこれと同じやり方で始まっ

うに、目的に適ったやり方で他の

て存在できることによって、テロ

たのであり、当時ドイツに居た人

国々と結び付こうとはしない。

は阻止されず一層助長される。そ

かな

間は犯罪的にもユダヤ人に対して

もしそれが存在したら、全地球

して彼らは好機を見計らい、命令

扇動され、ユダヤ人は非人間と宣

で全ての民族の間でとうの昔に永

が下されるか、単にチャンスが見

告されたのだ。そして今 “ ペギー

続的な平和が訪れただろう。なぜ

つかったら残忍に襲いかかるのだ。

ダ ” の大衆運動が阻止されなけれ

ならそのような組織は平和をもた

しかし、また彼らはたいてい邪

ば、そこから最終的にはユダヤ人

らし、また維持するだろうからだ。

魔されることなく他の不安定な連

迫害と同じ特徴を持ったものへと

しかし全ての国家の統治者はそ

中を動員して原理主義化し、イデ

発達するかも知れない。もちろん

れを望まない。なぜなら彼らは戦

オロギーを浸透させ、狂信的、過

それは別の枠組みであろうし、全

争を遂行する力をあまり持ってお

激的にするが、これはイスラム主

体が国民的なイスラム教憎悪とイ

らず、また全てを好き勝手に自分

義の憎悪の説教者もやっているこ

スラム教徒憎悪に変節し、それに

の利益のために決めることが出来

とだ。ある日、これらのイスラム

よってもはやコントロールできな

なくなっているからだ。

主義の便乗者によって、また “ ス

い災厄が迫るだろう。

兵器産業もまたそれを望まない。

リーパー ” 自身によっても、ヨー

なぜなら兵器産業は武器などを戦

ロッパで悪魔が動き出し、最初の

ビリー：それは私にも明らかだ。再

争地域や軍隊に供給できなくなる

テロ行為が起きて人命が失われる。

度それについて語ることがあると

からだ。

すれば、今や既にかなり長く続い

一度そうなると、それは次の似

そして犯罪的なＩＳもしくは “ イ

たような出来事の始まりとなり、

ているＩＳもしくは “ イスラム国家 ”

スラム国 ” について言うと、ＩＳに

それが度重なるのだ。私がＩＳを判

の大惨事だ。これに関していわゆ

よって訓練され再び故郷へ送り返

断するところでは、ＩＳの “ スリー

る国際社会もしくは世界社会は何

される全ての血に飢えた連中は “ ス

パー ” あるいは憎悪の説教者やＩＳ

もしていない。既に４年間続いて

リーパー ”、すなわちＩＳに魅せら

プロパガンダによって狂信的、過

いるシリアの内戦や、他方ではま

れて過激になった輩以外の何もの

激的にされたそれぞれのテロリス

たナイジェリアの “ ボコ・ハラム ”、 でも無く、彼らが故郷に送り返さ

トが様々な国で襲いかかるのもそ

アフガニスタンやパキスタンのタ

れるのはただ時を待ち適切な時期

う遠いことではない。この点でそ

リバンなどでもそうであり、全て

に「災いに満ちたテロ」で身に付

のようなＩＳ“ スリーパー ” または

の殺人と悲惨、あらゆる破壊、拷問、 けた殺人技を発揮して、殺人と破

その他の残忍なテロリストの犠牲

女子供の強姦を止めようとしない。

壊を行うためである。しかし祖国

者としてヨーロッパが全世界に先

責任ある統治者がクッションの効

で管轄する統治者や官庁および治

行するだろうと思う。彼らはその

いたソファに座ってホラを吹きな

安機関、情報機関、軍隊はこの危

原理主義とイスラム主義の狂気を

がら、美味な食事とワインを楽し

険を知覚しておらず眠っているよ

存分に発揮して殺人と撲殺、破壊

んでいるだけだ。というのも彼ら

うだ。そうでなければどうして官

と苦悩を広めようとしている。し

やから

わざわ
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かし見たところ全世界は事実上も

起きるかは明せきな知性が告げる

処置をしないだろうから、それは

はやそのような “ スリーパー ” とそ

のだ。そのうえ若干の確率計算を

彼らが未熟で現実とその真実を認

の他の狂信的で過激的なテロリス

したが、君が語ったのと同じ結果

識できないからだ。彼らは盲目で

トの前に安全ではない。その事は

が出た。

未熟なので、自分達は全てをコン
トロール下に置いており彼ら、も

ＩＳについてだけでなく、アルカイ
ダや他のテロリストや無政府主義

ビリー：では私は正しいということ

しくは彼らの国は被害を受けない

者や犯罪集団についてもだ。

だ。

と思い込んでいる。だがこの馬鹿
げた姿勢が自分で自分の首を絞め

プター：実際そうなるだろう。

プター：疑いなく。

ることになるのだ。

ビリー：君はこれについて予視を何

ビリー：要するに我々は、どんな害

プター：そのようになることは疑い

回かしたのかね？

悪や大惨事が起きるのか到来を待

ない。

ち手をこまねいて見ていることし
プター：確かに何回かした。だが、

か出来ないのだ。というのも統治

根本的に原因から結果として何が

者や官庁や情報機関は必要となる

Ein o f f ene s Wor t
Ein o f f ene s Wor t spr echen bedeut e t, ander en
Mens chen die W ahr heit s agen.
S S S C , 13 . M ä r z 2 0 12 2 3 . 5 0 h , B i l l y

素 直な言 葉
率 直 な 言 葉 を 話 すことは 重 要 で ある、他 の 人 間に真 実 を 話 す
事 になるから。
S S S C , 2 012 / 3 /13 2 3 : 5 0 , B i l l y
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