・「超心理学に最大 10 億ドル（約 1050 億円）投資してたソ連、研究は今も続く？」
2013.12.31 12:00, ギズモード・ジャパン
ケルンバッハ氏によれば、ソビエト（ロシア）の研究資金源は 21 世紀に入ってほぼ枯渇して
いて、でもだからってサイコトロニクスが完全にストップってことではありません。Wired
いわく 2007 年には、米国土安全保障省が「サイコトロニック兵器の父」と呼ばれるイゴール・
スミルノフ氏と関連する業者に興味を示していたそうです。ちなみにスミルノフ氏は帝政ロ
シアの怪僧ラスプーチンみたいなちょっと独特のキャラクターで、今はもう亡くなってます
が、とにかくつい数年前にもその人物につながる業者と米国政府が接触を持ってたってこと
です。
莫大な費用を超能力研究にかけていたようですが、その成果がいまいちわかりません。「サイコ
トロニック兵器」て、なんなんでしょうか？スターゲート計画が終了したのが 1995 年ごろだとさ
れているので、2007 年に DHS はこれのなんに興味を示したんでしょうか？
・「「自然分娩」の吉村院長が引退
分 , 朝日新聞デジタル

ユニーク出産、映画にも」 2013 年 12 月 29 日 07 時 45

【北上田剛】妊婦らがまき割りや雑巾がけをして出産に備えるユニークなお産で知られる愛
知県岡崎市の産婦人科「吉村医院」。５０年以上、院長を務めた吉村正さん（８１）が年内で
引退する。体力が続かなくなったという。吉村院長は「夢中でやってきたが、思想を貫けたの
は誇りに思う」と話す。
・ヨミドクター ( 読売新聞 )
・「「真実のお産」で本当の女に！？私はごめんです」 2014 年 1 月 22 日
・「死は悪いことではない！？「自然出産」に違和感」 2014 年 1 月 15 日
・「クリスマスの日、東京上空に謎の飛行物体が複数出現していた。」 2013 年 12 月 26 日 ,
カラパイア
・「「宇宙塾」主宰… ＵＦＯディレクター
月 23 日 ( 月 )10 時 26 分配信

矢追純一さんは今」 日刊ゲンダイ 2013 年 12

・「We Solved An Amazon Rainforest Mystery (w/Video)」 December 21, 2013 at 8:24 PM Posted
by Phil Torres, Rainforest
・「第 50 回 江戸時代の UFO 遭遇？記録」 歴史人 12 月 20 日 ( 金 )13 時 16 分配信
・「アレフ信徒が増加、１４５０人に
分 , 朝日新聞デジタル

学生を勧誘、公安調べ」 2013 年 12 月 20 日 19 時 39

公安調査庁は２０日、オウム真理教から派生した「アレフ」の国内の信徒数が、昨年末の約
１３００人から約１４５０人（今年６月時点）に増えたと明らかにした。治安情勢をまとめた
「内外情勢の回顧と展望２０１４年版」によると、同じく派生団体の「ひかりの輪」は同期間
に約２００人で横ばいだった。アレフは学生など若い層の勧誘に力を入れているとしてい
る。
同庁によると、
「地下鉄サリン事件」が起きた１９９５年３月時点で、オウム真理教の信徒
は約１万１４００人だった。事件を機に９７年１月には約１千人へ激減。０８年以降は２団
体計で約１５００人の横ばい状態が続いていた。
・「新実死刑囚を聴取
ス

妻がアレフ入信強要未遂

大阪府警」 2013.12.19 08:18, 産経ニュー

オウム真理教主流派「アレフ」への入信を迫ったとして、教団元幹部の新実智光死刑囚（４
９）の妻で元信者の由紀容疑者（３６）が逮捕された強要未遂事件で、大阪府警が新実死刑囚
からも事情聴取したことが１８日、捜査関係者への取材で分かった。新実死刑囚は由紀容疑
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者への勧誘の指示など事件への関与を否定した。捜査関係者によると、由紀容疑者が被害者
を勧誘する際に「（入信させるよう）夫から指示を受けた」と発言したため、新実死刑囚を取
り調べる必要があると判断した。
確定死刑囚の聴取は異例。新実死刑囚は由紀容疑者の一連の言動について「知らない」と話
したという。
由紀容疑者は６〜７月、大阪府内の３０代男性にメールを通じて入信を持ちかけ、
「夫は１
０人以上殺している」と脅したとして今月４日に逮捕された。
・「【動画あり】買い物する男性の真後ろでティーバッグが浮遊する怪奇現象発生！幽霊のし
わざか !?」 2013 年 7 月 30 日 , ロケットニュース 24
まあ、これが本物の超常現象だと思った人は少ないと思うが、当たり前のように、この動画がフェ
イクだということが判明。以下の記事によると、これはイギリスの「Haunted Town」という番組
の一部らしい。
・「Haunted Whitstable shop exposed as TV hoax」 by Sharon Hill, December 18, 2013,
Doubtful News
・「深夜１時３５分に何が？
17 日 ( 火 )20 時 31 分配信

島根県庁の時計２５０台一斉ストップの怪」 産経新聞 12 月

松江市の島根県庁で１６日午前１時３５分頃、建物内にある時計約２５０台が一斉に止
まった。職員らが確認し、針が同じ時刻を指す１２時間後の１６日午後１時３５分頃に復旧
させたが、原因は分からないまま。「ポルターガイスト現象ではないか」ともささやかれてい
る。
県では、実施中の耐震工事や落雷の影響はないとみられることから「電圧異常」とみるが、
詳しい原因は分からないといい、今後時計メーカーに調査してもらう方針だ。
・「「世界終末の日」で話題の米キリスト教徒、92 歳で死去」 2013 年 12 月 18 日 12:30 JST,
Reuters
［ロサンゼルス １７日 ロイター］ - ２０１１年に「世界の終末の日」が訪れると予言して
メディアの注目を集めた米国のキリスト教徒ハロルド・キャンピング氏が１５日に死去して
いたことが分かった。９２歳だった。
・Christian Today
・「ハロルド・キャンピング氏、予言の過ち認める」 2012 年 03 月 08 日 15 時 12 分
偽預言者として全米で議論を醸していたキリスト教ラジオ伝道師ハロルド・キャンピング
氏（９０）は今月に入り、同氏のラジオ局「ファミリーラジオ」番組リスナー向けの手紙上で、
同氏によって今後「神の裁きの日」を予言する計画がないことを明言した。さらにラジオのリ
スナーに対し、これまで間違った予言をしてきたことについて謝罪の意を表した。６日、米ク
リスチャンポスト（ＣＰ）が報じた。
・「世界滅亡予言のハロルド・キャンピング氏、４度目も外す」 2011 年 10 月 27 日 13
時 24 分
「２０１１年１０月２１日に世界は滅亡する」―そう予言して物議を醸したファミリーラジ
オのキャスターのハロルド・キャンピング氏。結局、１０月２１日を迎えるまで予言を覆すこ
とがなかった同氏だが、これが彼の最後の予言となるのだろうか。
同氏は、キリスト教改革派教会や長老教会の伝統に背を向けて、
「１９８８年に世界が滅亡
する」と予言して世間の注目を浴び、予言者としての地位を確立。９４年と今年の５月２１
日、そして先日１０月２１日についても「滅亡の日」と語っていた。
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・「ダイアナ元妃の死、「英軍関与」の説に根拠なし
19:11 JST, CNN.co.jp

警察が結論」 2013.12.17 Tue posted at

（ＣＮＮ）英国のダイアナ元妃が１９９７年８月に死去した経緯を巡り、背後で英陸軍特殊部
隊（ＳＡＳ）が関与していたとの説を調べていたロンドン警視庁は１７日朝までに、この説に
は信頼に足る証拠がないとの結論に達した。
ＳＡＳ関与説は今年８月、英ＰＡ通信や英紙サンデー・ピープルなど複数の英メディアが伝え
た。それによると、ＳＡＳの隊員が元妻との会話で「ダイアナ元妃の死にはＳＡＳが関与し
た」と話し、その後の離婚争議で元妻の両親が軍や警察に伝えた。この隊員は過去にも軍法会
議で同じことを証言していたという。関与の具体的な内容は報道されていなかった。
・「セラリーニ氏の「遺伝子組換えに発がん性」論文が取り下げ」 2013 年 12 月 13 日 , 編集
長の視点｜松永 和紀 , foocom.net
・「Chopra and his employee try to edit his Wikipedia entry, but lie about it」 2013/12/12, Why
Evolution Is True, by Jerry Coyne
・「Quantum variations in Wikipedia rules - Deepak Chopra and conflict of interest」
DECEMBER 11, 2013 BY TIM FARLEY, Skeptical Software Tools
・「除霊詐欺 : 男女１３人逮捕し捜査終結 滋賀県警」 毎日新聞
23 分（最終更新 12 月 11 日 09 時 39 分）

2013 年 12 月 11 日

09 時

除霊名目で高額な開運ブレスレットなどを販売し現金をだまし取っていたとして、滋賀県
警は１０日、京都府向日市、無職、飯田瑞樹被告（２６）＝詐欺罪で公判中＝ら男女計１３人
を詐欺容疑などで逮捕し、捜査を終結したと発表した。被害者は全国４７都道府県の約２０
００人、被害総額は計約４億７０００万円に上るとみられ、うち２５人約６５００万円分をこ
の日までに大津地検に送検した。
県警によると、飯田被告らは２０１１年８月〜今年４月、東京都内のマンションを拠点に活
動。「浄福郷（じょうふくきょう）」など複数の団体を名乗り、
「必ず宝くじがあたる」
「除霊に
は石や塩も必要だ」などとうそを言い現金をだまし取ったとされる。
飯田被告らは、想定問答などが書かれたマニュアルを作成。「除霊の先生」役を決め、購入
を拒もうとすると「邪念がすごい」
「（拒否するなら）債権回収業者に回す」などと不安をあおっ
ていたという。【村松洋】
・「「昔はよかった」は本当か？ 戦前の日本人のマナーがひどかった！」 2013 年 12 月 10 日
( 火 ) 08:30, 電子ナビ編集部
たとえば、多くの人が行き来する駅や電車の中でのマナー。現代は混雑するホームで列を
つくって電車を静かに待つ日本人の姿に、外国人から「さすが礼儀正しい」と称賛の声があが
るが、大正時代のその光景は 傍若無人の見本市 。1919（大正 8）年に発行された電車での
マナー向上のための小冊子には、
「無理無体に他を押しのけたり、衣服を裂いたり、怪我をさ
せたり、まことに見るに堪えない混乱状態を演ずるのが普通であります」とある。こんな有様
なのだから、電車が出発した後も車内はカオス。現在のようにお年寄りや病気の人に席を譲
るという習慣はなく、先に座った者勝ちの状態。床には弁当の空き箱やミカンや柿の皮、ビー
ルや日本酒、牛乳、サイダーの瓶などが捨てられ、ときには窓の外へ弁当箱やビール瓶などの
ゴミを投げ捨て、線路の保安員が重傷を負う事件もあったという。
・「米ではしか復活、欧州からの輸入感染に警告」 2013 年 12 月 09 日 20:42, AFPBB News
&#8195; マ ラ リ ア に 関 す る 国 連 事 務 総 長 特 使 事 務 所 の マ ー ク・グ ラ ボ ー ス キ ー（Mark
Grabowsky）氏は JAMA に寄稿した論説で、予防接種こそが「公衆衛生の勝利だ」と強調しつ
つ「米国の予防接種プログラムに対する最大の脅威は、保護者が子どもに予防接種を受けさせ
ない風潮だ。米国でも、欧州ほどでないにしても、その風潮が拡大している」と述べた。
(c)AFP/Kerry SHERIDAN
・「地球外生命いる？米議会で白熱 「今やるべきことか…」」 2013 年 12 月 6 日 05 時 33 分 ,
朝日新聞デジタル
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【ワシントン＝小林哲】米議会下院で４日、地球外生命の可能性などについて専門家から意
見を聞く異例の公聴会が開かれた。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）による生命の痕跡探しの展望な
どについて意見を交わした。与野党の対立で重要法案の審議が進まないなか、現地メディア
から「今やるべきことか」という冷ややかな見方も出た。
NASA の予算に関することなので、それでも真面目な議論がされたのだろう。
・「オオカミ少年、犬少女。人間社会から隔離された環境で育った世界 10 人の野生児たち」
2013 年 12 月 05 日 , カラパイア
しかし、
「野性動物に育てられた」と称される子供たちの多くは、実際に育てられていたという確
実な観察記録が残っているわけではなく、後から付け加えられた逸話であるらしい。時期を同じ
くして、以下のように「野性児」に対して懐疑的な記事が LiveScience に掲載されている。
・「Wild Child: Truth or Myth?」 By Benjamin Radford, LiveScience Contributor, November 27
, 2013 11:08pm ET
・「「トマ美」に痩身根拠無し＝景表法違反で措置命令−消費者庁」（2013/12/05-18:17）
jiji.com
命令によると、同社は１１年１２月〜１３年４月、チラシや自社のホームページ（ＨＰ）に、
「寝ている間に勝手にダイエット！？」などと掲載。合理的な根拠がないのに、特段の運動や
食事制限をすることなく、摂取するだけで著しい痩身効果があるように表示した。
同社はＨＰにおわびを掲載し、
「真摯（しんし）に受け止め、改善に努める」などとコメン
トした。
・「株式会社コマースゲートに対する景品表示法に基づく措置命令について」(pdf) 平
成２５年１２月５日 , 消費者庁
消費者庁は、本日、株式会社コマースゲート（以下「コマースゲート」という。）に対し、景
品表示法第６条の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。
コマースゲートが新聞折り込みチラシ等において行った「夜スリムトマ美ちゃん パワーアッ
プ版」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為（表示を裏
付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当）が認められました。
・「Seralini GMO Study Retracted」 Published by Steven Novella, 2013/12/3, NeuroLogica Blog
・「「悪霊払い」主導の被告に異例の懲役２０年求刑
2013.12.2 18:50, 産経ニュース

青森の犬用首輪監禁暴行死」

昨年９〜１０月、青森市で男３人と共謀、女性を犬用首輪で拘束するなどして監禁、暴行し、
死なせたとして、傷害致死罪に問われた無職、斎藤真紀被告（４１）の裁判員裁判の論告求刑
公判が２日、青森地裁（武田正裁判長）で開かれ、検察側は懲役２０年を求刑した。判決は９
日。
青森地検の加藤雄三次席検事は公判後、法定上限の懲役２０年を求刑したことについて「傷
害致死罪のみでは異例」と説明した。裁判員裁判制度の開始後、傷害致死罪のみでの求刑は最
大１５年という。
検察側は論告で、被告は「悪霊払い」を行うグループの絶対的な存在で、
「事件の主犯だっ
た」と指摘。被告の暴行回数は４人の中でも多く、被害者に与えた影響も大きいとした。弁護
側は、被告は男３人に暴行を指示したが、３人が指示に従う必要もなかったと主張、
「４人の
中の１人として見るべきだ」と述べた。男３人には、懲役１２〜９年が確定している。
・「青森・女性監禁暴行死
ニュース

傷害致死罪問われた 3 人に実刑判決」 (11/06 01:32) FNN
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斎藤被告は、1999 年ごろに、
「明手会」という団体をつくり、桑野被告や太田さんらが入会し
た。
斎藤被告は、
「神の声が聞こえる」などと話し、テレビゲームを一定の条件でクリアしたり、パ
チンコで大当たりを出すことで、
「悪霊を倒すことができる」などと信じ込ませていたという。
明手会の中では、斎藤被告と蝦名被告、桑野被告と太田さんがそれぞれ交際していたが、やが
て、太田さんに暴力をふるったり、金銭を要求するようになったという。
桑野被告らは、裁判で、
「太田さんへの暴力は、斎藤被告の指示によるもので、逆らうことが
できなかった」などと主張していた。
・「首輪監禁女性死亡 :「活動の９割ゲーム」 公判で被告「明手会」の実態供述
2013 年 10 月 22 日 , 毎日新聞

青森」

明手会は１９９９年ごろ設立で、発足メンバーの小形被告は「最初はクリスマスや正月に遊
ぶ仲良しグループだった」と説明。しかし、数カ月たったころ、
「神と話せる」と自称してい
たリーダー格の斎藤真紀被告（４１）が悩みを持つ会員に「悪霊払い」をし始めて変質。斎藤
被告が「私の力だけでは足りない。ゲームで高得点を出して神の力を大きくして」と指示し、
人気ゲーム「バイオハザード」などの「悪魔」と戦うゲームやパチンコで高得点を目指す活動
になった。また、
「体を大きくすればより力がもらえる」として会員に体重を増やすよう要求
していたという。太田さんも会員の１人で、小形被告は「一歩後ろから見守るおとなしい人
だった」と話した。
・「またマインドコントロールによる被害事件＝尼崎事件に類似する、青森・女性首輪
監禁暴行死事件で実刑判決」 紀藤正樹 , 2013 年 11 月 06 日 02:31, Blogos
・「明手会」 宗教団体、霊感商法などの被害リンク集まとめ @Wiki
・「 幽霊退治 で米・歴史的建造物が丸焼け、７人が逮捕！ マヌケすぎる事件の全貌が明
らかに !!」 2013.12.01, TOCANA
・「Ghost Hunters Burn Down Historic Mansion」 By Benjamin Radford, LiveScience Bad
Science Columnist, November 27, 2013 12:41pm ET
・「重い意識障害に岩盤浴＝神経治療と併用、回復に効果―「仕組み解明進める」・岡山大」
［時事通信社］ 2013 年 11 月 30 日 03:00 JST 更新 , WSJ
事故や病気で脳に損傷を受け、自発呼吸をするものの呼び掛けや刺激に応えない状態が長
期間続く「遷延性意識障害」。岡山大医学部の篠崎洋二臨床教授らの研究グループは、自律神
経のコントロールと岩盤浴を併用する治療で、患者が意思表示できるまで回復させる効果を
上げている。金沢市で開かれる日本補完代替医療学会で３０日、研究成果を発表する。
篠崎臨床教授によると、岩盤浴により免疫力が高まる効果は確認されているが、そのメカニ
ズムは解明できていない。研究グループの一員で、小児心臓外科のエキスパートとして知ら
れる岡山大病院の佐野俊二医師は「今の西洋医学では説明できないが、効果はある。症例を積
み重ね、仕組みの解明を進めれば、有効な治療法として確立できる」と期待する。
「日本補完代替医療学会」や「今の西洋医学では説明できない」などのキーワードが出てくる。
・「警視庁発表でアレフ名誉毀損、２審も都が敗訴」（2013 年 11 月 27 日 12 時 11 分 読売新
聞）
１９９５年の元警察庁長官銃撃事件を「オウム真理教信者の組織的テロ」とした警視庁の発
表が、教団から分派した「Ａｌｅｐｈ」
（アレフ）の名誉を傷つけたかが争われた訴訟の控訴
審で、東京高裁（加藤新太郎裁判長）は２７日、１審判決と同様に名誉毀損きそんの成立を認
め、東京都に１００万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
１審判決が都に命じた謝罪文の交付については、「１審勝訴の報道などで名誉は回復した」
として取り消した。
警視庁は、事件の公訴（起訴）時効が成立した２０１０年３月、教団トップの松本智津夫死
刑囚（５８）の意思の下、教団信者らが実行したテロだったと発表。アレフ側が１１年に提訴
した。
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高裁判決は、事件への国民の関心が高いことなどから、
「捜査の経緯と結果を発表すること
は、説明責任を果たす意味でも必要だった」と、今回の発表に一定の理解を示した。
・「桜田淳子の復帰に被害者は腹立たしい思い」［2013 年 11 月 27 日 8 時 15 分
日刊スポーツ

紙面から］

霊感商法被害弁護士連絡会・紀藤正樹弁護士 霊感商法の被害者は、桜田さんの復帰を腹立
たしく思っています。９２年の合同結婚式以前、彼女が相沢会長らに霊感商法を実践してい
たのは事実。今回の復帰も、私たちは教会の指示があったからだと見ています。昨年、統一教
会では文鮮明教主が亡くなり、分裂騒動が起こっています。今も教会の広告塔である彼女が、
日本信者の士気を上げるために復帰したのでしょう。
・「桜田淳子、脱会なければ完全復帰なし」［2013 年 11 月 27 日 8 時 36 分
刊スポーツ

紙面から］ 日

変わらぬ歌声、トーク力を発揮した桜田だが、これで「完全復帰」とはなりそうもない。桜
田は今も、霊感商法との関わりが指摘されている統一教会の信者であり、テレビ番組、映画な
ど、スポンサーがつく仕事を得るのは至難だ。
この日、桜田の招待で、来場していたサンミュージックの相沢正久社長も開演前、亡き会長
が桜田の統一教会脱会を強く望んでいたことに言及しながら、
「その問題がある限り、うちで
復帰ということはありえない」と断言した。一方で「事務所が大きくなったのは、淳子ちゃん
のおかげでもある。（会長の）通夜に来ていただいたことも含めて、感謝の気持ちを言おうと
思いました」と来場理由を語っていた。
・「オーガニックにハマり、暴走する女たち」 2013.11.18, 日刊 SPA!
・「507 歳の貝、年齢調査で死亡は誤解」 Samantha Larson for National Geographic News,
November 18, 2013
・「「お告げ」正夢ならず インドで財宝発掘断念へ」 2013 年 11 月 16 日 09 時 38 分 (16 時
間 46 分前に更新 ), 沖縄タイムス
【ニューデリー共同】インド北部ウッタルプラデシュ州の城塞じょうさい跡で、金など財宝が
埋まっている可能性があるとして、インド政府の考古学調査機関が約１カ月前から続けてい
た発掘作業が中断された。ＡＰ通信が１５日、発掘責任者の話として報じた。
発掘作業は、ヒンズー教修行者の男性への「夢のお告げ」がきっかけで始まったが、発見の
見込みは低く、このまま断念することになりそうだ。発掘には１６０万ルピー（約２５０万
円）が費やされたという。ＡＰによると、見つかったのはわずかな骨や、れんがだった。
これに先立つこと、以下のような報道があったようだ。
・「インド政府が金 1000 トンの発掘調査、「お告げ」信じる」 2013 年 10 月 16 日 14:43
JST, ロイター
［ニューデリー １５日 ロイター］- インド政府は、ヒンズー教の賢者が見た夢の「お告げ」
に従い、宮殿跡地に埋蔵されているという金１０００トンの発掘に乗り出した。
政府機関の１つであるインド考古調査局は、同国北部ウッタル・プラデーシュ州の村に、考古
学者のチームを派遣。同州当局者によると、発掘作業は１６日に開始する予定だという。
ヨガ行者のスワミ・ショーバン・サーカー氏は、１９世紀の支配者が所有していた金の夢を見
たと主張。その「秘宝」を掘り起こすよう「お告げ」を受けたとし、見つかったら経済危機か
らの回復のため政府に使って欲しいと話している。
「夢のお告げ」とかそういうレベルのものを信じるなよ。
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・「【トランス脂肪酸】マーガリンが「プラスチック食品」って本当？嘘？」 No Internet, No
Life, 2013 年 11 月 9 日
・「鋭いトゲと甲羅を持つ正体不明の魚「アーマーフィッシュ」がボルネオ島で発見される
!! 謎の魚に専門家も困惑 !!」 投稿日 : 2013 年 11 月 7 日 作成者 : キルロイ , コモンポスト
「その正体は専門家でも特定することができずにいます」などと書いているくせに、すぐ「もしか
すると「キホウボウ」という魚の一種かもしれません」などと追記している。以下の記事のよう
に、とくに専門家は困惑しているわけではない。
・「Bizarre Mystery Fish Identified: Species of the Week」 Posted by Brian Clark Howard of
National Geographic in Water Currents on November 8, 2013
・「Area 51 Declassified: Documents Reveal Cold War 'Hide-and-Seek'」 By Leonard David,
SPACE.com's Space Insider Columnist, November 06, 2013 06:00am ET
・「公邸未入居で首相批判
23:02, 産経新聞

野田前首相「最大の危機管理。まさか幽霊怖い？」」 2013.11.5

民主党の野田佳彦前首相は５日、首相官邸に隣接する公邸に入居しない安倍晋三首相を批
判した。ホームページに「首相が安全保障や危機管理に問題意識を持っていることは分かる
が、最大の危機管理は公邸に住むことだ」と書き込んだ。
首相が私邸から通っていることに関し「車で１５分程度でも時間的にロスだ」と指摘。自ら
は公邸暮らしを続けたとして「まさか幽霊が怖いからではないだろう。私も家族も幽霊は見
ていない」と皮肉った。
・「I Want to Believe: UFO Sightings Are Increasing Because People Can
Drones」 By David Winograd, Nov. 04, 2013, Time NewsFeed

t Tell Them Apart From

・「メモに「新世界秩序」ＬＡ発砲男、反政府的思想」（2013 年 11 月 3 日 13 時 44 分 読売
新聞）
【ロサンゼルス＝水野哲也】米ロサンゼルス国際空港で１日朝（日本時間２日未明）、男が銃を
発砲し、米運輸安全局（ＴＳＡ）の荷物検査職員１人が死亡した。
男はＴＳＡの職員を狙ったとみられ、反政府的な思想が背景にあるとの見方が出ている。
米国では近年、政府の統治を否定する思想が広がり、凶悪犯罪に発展するケースもあることか
ら、連邦捜査局（ＦＢＩ）も警戒を強めている。
警察当局によると、発砲したのはロサンゼルス在住のポール・シアンシア容疑者（２３）。第
３ターミナルの手荷物検査場でライフル銃を発砲し、ＴＳＡの職員１人が死亡したほか、複数
が負傷した。
ＡＰ通信は、捜査員の話として、バッグにあったメモから、容疑者が、ＴＳＡの所持品検査
によって憲法上の権利が侵害されていると思い込み、ＴＳＡに恨みを募らせていたと伝えた。
ＡＢＣテレビによると、メモには「新世界秩序」を意味する文字が書かれていたという。世界
政府樹立を掲げる思想を指すとみられる。
・「グレイを食べた男―肉に強力なドラッグ効果」 2013.10.30, TOCANA
「第 9 地区」（監督 : ニール・ブロムカンプ , 2010/11/23）でも、たしか宇宙人の能力を手に入れる
ため、宇宙人の肉を食べるとか血を飲むとかいう話が出てきたような気がする…
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・「Pacu Panic: Swallowed Hook, Line, and Sinker」 Sharon Hill, October 25, 2013, Skeptical
Inquirer
・「Mystery hum keeping people awake may be love-making fish」 4:33PM BST 23 Oct 2013, The
Telegraph
・「UFO? Astro ghost? Find out what that spooky space cloud really was」 Alan Boyle, Science
Editor NBC News, Oct. 14, 2013 at 3:19 PM ET
・「サウジ女性が運転禁止に抗議、ハンドル握る動画投稿」 2013 年 10 月 11 日 15:47 JST, ロ
イター
・「Gulf states to introduce medical testing on travellers to 'detect' gay people and stop them from
entering the country」 By TED THORNHILL, PUBLISHED: 16:37 GMT, 7 October 2013,
UPDATED: 13:25 GMT, 8 October 2013, Mail Online
・「中日新聞「プールで小水力発電
Togetter, 2013/10/1

ろ過装置に水車」・・・ん？これおかしくね？」

・「【緊急速報】世界的に有名な超能力者ロンバード氏が日本の危機を予言 「軍の崩壊と共に
日本は 24 時間以内に恐ろしい局面を迎える」」 2013/10/1, ロケットニュース 24
世界有数の経済誌『フォーブス』に掲載された唯一の超能力者とされるロン・バード（Ron
Bard）氏が、24 時間以内に世界、また、日本が危うい状態になることを Twitter 上で予言。イ
ンターネット上で大きな注目を集めている。
で、なにかあったの？
・「女性の運転は「卵巣に悪影響」、サウジ聖職者の発言が物議」 2013 年 09 月 30 日 12:33
JST, ロイター
［リヤド ２９日 ロイター］ - 女性による車の運転が認められていないサウジアラビアで、
聖職者が「女性の運転は卵巣に悪影響」などとコメントし、物議を醸している。
保守派の聖職者として知られる、Sheikh Saleh bin Saad al-Lohaidan 氏のコメントは２７日、
ウェブサイト「sabq.org」に掲載された。
それによると同氏は、「女性が運転することで卵巣に悪影響を与えることを示した研究があ
る」とし、「定期的に運転している女性の子どもには、何らかの疾患がある」と述べた。
同国では女性の運転を禁じる明確な法律はないが、運転には免許証が必要であり、免許証は女
性に発行されていない。このため、女性の運転は事実上違法となっている。
・「地球外生命体が、地球の成層圏で発見されただと？（英研究）」 2013 年 09 月 25 日 , カ
ラパイア
この話がどうして胡散臭いのかは以下のリンクを参照。
・「Has Alien Life Been Found In Earth's Atmosphere? I'm Gonna Go With "No".」 By Phil
Plait, Posted Friday, Sept. 20, 2013, at 8:00 AM, Slate
・「The 5 Worst Promoters of Nonsense」 JREF,

April 6th, 2011

・「オーストリアの教会、「聖水」の大半が汚染＝研究」 2013 年 09 月 19 日 08:44 JST, ロイ
ター
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・「The ironic impact of activists: Negative stereotypes reduce social change influence」 Nadia Y.
Bashir, Penelope Lockwood, Alison L. Chasteen, Daniel Nadolny, Indra Noyes, European Journal
of Social Psychology, Article first published online: 16 SEP 2013, DOI: 10.1002/ejsp.1983
・「 Never Stops, Never Stops. Headache. Help. 」 By Kristen French Published Sep 15, 2013,
nymag.com
・「The 6 Most Humiliating Public Failures by Celebrity Psychics]」 By Mark Hill, Jason Iannone,
Stephen West September 07, 2013, Cracked
・「「傷口が動いてる !!」海辺のリゾートから帰った少年のヒザの中から出てきた
体 とは？」 2013.09.04 水 , ハピズム

黒い物

たまたまポール君が落ちた場所に巣があって、開いた傷のなかに卵が迷い込んだのでしょ
う。それが無事（!?）に孵化したことで、フランクリン親子に捕獲されるに至ったというワケ
です。その奇怪な姿を目の当たりにした時にこそ「クレイジーな！」と驚いていたポール君で
すが、現在はペットとして、「ターボ」という名前まで付けて可愛がっているのだとか。
最後は、 ちょっといい話 で終わったこの、ほのぼのストーリー。でも、考えてもみてく
ださい。もし、自分のヒザからヤドカリが出てきたら……!!? 心当たりのある方、数週間は
要注意ですぞ。ふとした時に、予期せぬ 思い出のカケラ が傷口から這い出してくるかも
しれませんからねぇ。
（セルジュ・サキヤマ）
ハピズムの記事の信ぴょう性の低さは折り紙付きだが、この記事を書いた人物はヤドカリの生態
をよく理解していないようだ。そもそも、動画には「Sea Snail」
（巻き貝）とあり、ヤドカリ（Hermit
crab）ではない。
以下の CNN の記事でも「巻き貝」になってる。
・「４歳児の皮膚の下で巻き貝が孵化？
:03 JST, cnn.co.jp

米カリフォルニア州」 2013.08.20 Tue posted at 11

いずれにせよ、巻き貝が人間の傷の中で成長するとは思えない。CNN の記事にも専門家によるコ
メントがないので、肯定的なコメントが得られないまま記事にされたような感がある。なお、
「フ
ジツボが膝の裏にびっしり」は有名な都市伝説（「フジツボ」 2008/11/20，世にも奇妙な都市伝
説）。また、アカヒトデヤドリニナのようにヒトデ等海の生物に寄生する貝は実在する。
・「今にわかに脚光を浴びる「江戸しぐさって本当にあったのか」問題」 2013.09.02 09:30
:00 by 夕刊ガジェット通信 , SNN
・Togetter タグ「江戸しぐさ」
・「大型トンデモ「江戸しぐさ」（ネタ・感想）第四弾」 2013/8/24
・「「江戸しぐさ」に関する一考察」 2013-07-14 00:10:10
・「2013-08-29 なぜ「化学物質過敏症」患者に対して包括的な検査が必要なのか」 2013-08
-29, NATROM の日記
・「 化学物質過敏症に関する私の発言について」 2013-07-16, NATROM の日記
・「水俣病と化学物質過敏症は異なる」 2013-07-11, NATROM の日記
・「続・NATROM 氏は「ホメオパシー」の夢をみるか？」 Togetter, 2013-07-27 20:15:26
・「ホメオパシーと化学物質過敏症」 2013-07-27, Interdisciplinary
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・「実証と論理」 2013-08-03, shinzor の日記
・「厚生労働省と日本内科学会に確認しました」 2013-08-05 13:23:05, Katase のブログ
・「Wikipedia「化学物質過敏症」の勝手編集がヒドい」 2013-08-06 19:37:58, Togetter
・「ささやかなデマ退治への協力」 2013-08-07, 新小児科医のつぶやき
・「「奇跡のリンゴ」から考える日本農業論〜農家、商店主が本音で語る食の未来 最終回」
2013 年 8 月 27 日，foocom.net 特集
・「「奇跡のリンゴ」から考える日本農業論〜農家、商店主が本音で語る食の未来 第３
回」 2013 年 8 月 23 日
・「「奇跡のリンゴ」から考える日本農業論〜農家、商店主が本音で語る食の未来 第２
回」 2013 年 8 月 20 日
・「「奇跡のリンゴ」から考える日本農業論〜農家、商店主が本音で語る食の未来 第１
回」 2013 年 8 月 16 日
・「奇跡のリンゴに次々批判」 更新日 : 2013 年 06 月 19 日 , NAVER まとめ
・「「奇跡のリンゴ」という幻想 −安物の感動はいらない−」 2013-06-09, バッタもん
日記
・「「奇跡のリンゴ」は大嫌い」 2012-02-04, バッタもん日記
・「「奇跡のリンゴ」は、なぜ売れたのか〜「木村秋則」現象を追う〜」 2010 年 09 月
29 日、農業ビジネス
・「スチュワーデスが見える席」 2009/02/13 15:00, Tech-On
・「無農薬・無肥料栽培への私見」 木村りんご園
・「話題の 無農薬りんご について」 工藤農園
・「右脳型、左脳型は存在しない。脳の使い方に個人差がないことが判明（米研究）」 2013
年 08 月 26 日 , カラパイア
・「Saudi Arabia's War on Witchcraft」 RYAN JACOBS, AUG 19 2013, 9:00 AM ET, The Atlantic
・「米政府が認めた
August 19, 2013

エリア 51

の実際」 Melody Kramer for National Geographic News,

この日機密指定を解除されたのは、1992 年作成のアメリカ中央情報局（CIA）の文書。そこ
に含まれていた地図は、ラスベガスから約 120 キロの人里離れた区画をエリア 51 の名で表記
していた。そこは U-2 偵察機など、アメリカ軍の極秘プロジェクトの試験と開発に用いられ
てきた場所だ。
・「米「エリア５１」認める…ＵＦＯでなくＵ２実験」（2013 年 8 月 19 日 07 時 36 分
読売新聞）
【ワシントン＝山口香子】米ＡＢＣテレビなどによると、地球にやってきた宇宙人や未確認
飛行物体（ＵＦＯ）を米政府が収容し、研究しているとささやかれてきた西部ネバダ州の基地
「エリア５１」について、米中央情報局（ＣＩＡ）が内部報告書で存在を初めて認めた。
ただし、宇宙人とは関係のない、Ｕ２偵察機などの実験場だったとしている。
内部報告書は、米研究者の情報公開請求に基づき最近、公開された。１９９２年に執筆され
たもので、１９５４〜７４年にかけてのＵ２偵察機の活動を主に記している。
報告書は、高度約１万８０００メートルで飛行するＵ２偵察機が、
「ＵＦＯ目撃談の急増と
いう副産物を生んだ」と指摘。「エリア５１」の地図も記載されており、これまで一般に信じ
られてきた同エリアの位置と一致していた。ただ、宇宙人への言及はないという。
・「ダイアナ元妃の死にまた陰謀説

英警察は懐疑的」 2013.08.18 Sun posted at 10:29 JST,
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cnn.co.jp
ロンドン（ＣＮＮ） 英国のダイアナ元妃が１９９７年８月に死去した経緯をめぐり、背後で
英軍が関与していたとの説がまた浮上している。複数の英メディアが伝えた。ロンドン警視
庁はこれに対し、懐疑的な立場を示している。
英紙サンデー・ピープル電子版によると、英軍特殊部隊員が元妻との会話で、「ダイアナ妃の
死には空軍の特殊部隊が関与した」と話していたことが分かった。離婚争議の中で、元妻の両
親が英軍とロンドン市警に書簡で伝えたという。同紙によれば、この隊員は２０１１年、元
ルームメートが武器関連の違反に問われた軍法会議で証言した際にも、同じことを主張して
いた。
同紙は隊員の名前や情報源を公表していない。これに先立ち英ＰＡ通信も同様の情報を伝え
たが、いずれも軍関与の詳細については報道しなかった。
・「燃える赤ちゃん？＝生後３カ月、汗で自然発火−インド」（2013/08/16-06:36）jiji.com
【ニューデリー時事】インド南部タミルナド州の生後３カ月の男児が、汗をかくたびに体が
自然発火する不思議な症状に見舞われている。治療法はなく、入院先の医師は頭を悩ませて
いる。
地元メディアによると、ラフル君が初めて発火したのは生後９日目。その後３カ月の間に
３回炎が発生し、やけどを負った。
キルパウク医科大病院小児科のテンモジ准教授はラフル君の汗に含まれる可燃性物質が自
然発火の原因と分析。「世界的にも非常に珍しい症例だが、どの年齢層にも起こりうる。治療
法はなく、汗をかかないよう室温を下げるなどの予防策を取るしかない」と語る。
汗といえば、ほとんど水である。そんなもんがなぜ自然発火するのか、そのテンモジ准教授とや
らを小一時間問い詰めたいところである。
・「「自然発火する赤ちゃん」記事、ちょっと調べてみた」 ず 's
ここにあるように「児童虐待の可能性も考えて調査している」というのが妥当な考え。
・「Update: India s
Inquiry

Human Torch

Baby」 August 26, 2013, Joe Nickell, Center for

病院に保護拘置しておくと、発火現象は起こらなかったとのこと。ジョー・ニッケルも分娩後う
つ病やミュンヒハウゼン症候群などが原因の児童虐待の可能性を示唆している。
・「トルコで軍関係者 4 人が不可解な自殺 → 調査委員会「テレパシーで自殺に追い込まれた
可能性がある」」 和才雄一郎 , 2013.08.15, ロケットニュース 24
そして去年、遺族の願いが届いたのか、トルコの首相が 4 人の死亡原因を再調査するよう調査
委員会に命じる運びとなった。
しかし、その結果は、必ずしも遺族を納得させるものではなかったようだ。なんと、首相に提
出された報告書には「テレパシーによって自殺に追い込まれたかもしれない」という驚きの内
容を含んでいたのだ。
報告書は、トルコの有名な神経心理学者の説が引用されており、
「テレパシーによって頭痛や
ひどい疲れを生じさせ、自殺に至らせる」
「テレパシーは 1.5km 先から飛ばせる」など、カル
ト的ともいえる文章が盛り込まれていたらしい。
・「最近流行の事故物件、住み心地は？住んだ人に話を聞いてみた」 2013.08.15 02:00 記者 :
おたくま経済新聞，ガジェット通信
うーん。引っ越して直ぐに、寝室に使っていた部屋で寝ていたら、足元から尼さんみたいな人
が凄い形相で這い上がってきました。
疲れてたのですぐ寝ちゃいましたけど。あとは、階段を誰か上り下りする音が時々聞こえた
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くらいかな。
最初はちょっと驚きましたけど、
「生きてる人間の方が怖い」
「幽霊は何も盗まない」って考え
たら別に気にならなくなりました。当時給料が手取り 16 万くらいでしたからね。
・「「睾丸狙う」は迷信、実際のパクーは？」 Ker Than
August 14, 2013

for National Geographic News，

南米原産の雑食性の淡水魚、
「パクー」が最近、デンマークの沖合で捕獲された。木の実と
間違えて男性の睾丸を食いちぎる魚として恐れられている。付近の海域で繁殖しているので
はないかという不安感が北欧各国で一気に広がり、遊泳者に海水パンツの紐をしっかり結ぶ
よう当局が注意を促す事態にまで発展。もっとも専門家によれば、それほど深刻に受け止め
る必要はなく、遊泳者が実際にパクーと遭遇する可能性はほとんどないという。
また、デンマークの首都コペンハーゲンにある「Blue Planet Aquarium（青い惑星の水族館）」
の学芸員ラース・スコウ・オルセン（Lars Skou Olsen）氏は、そもそも男性の局部にパクーが
かみつくという話は大げさで、おそらく事実ですらないだろうと言う。
「単なる噂にすぎないと思う。心配する必要はまったくない。パクーを見かけたら、それはむ
しろ運が良いと言えるだろう」。
・「「男性器かみ切る」は冗談、南米原産の魚パクー」 2013.08.17 Sat posted at 16:31 JST,
cnn.co.jp
（ＣＮＮ） デンマークとスウェーデンの間のエーレスンド海峡で男性の性器にかみつくとさ
れる南米原産の魚「パクー」が見つかり、デンマーク国立歴史博物館の教授が男性の遊泳客ら
に注意を促していた問題で、同教授は１７日までに発言は「冗談のつもりだった」と弁明した。
デンマーク人漁師が同海峡で今月パクーを捕まえた後、ペーター・ラスク・メラ教授は９日の
声明で、男性は海水着のひもをしっかりと締めたほうが良いなどと指摘。この魚は男性の睾
丸（こうがん）を好物の木の実と間違えるとも説明していた。
・「「サバ缶」が売れすぎてスーパー品薄、売り切れ またもや TV のダイエット特集で買い
物客が殺到！！！」 2013/8/ 6 17:35, Jcast ニュース
サバ缶が売れまくる原因になったとされる番組は 2013 年 7 月 30 日放送の朝日放送「たけし
の健康エンターテインメント！みんなの家庭の医学」の特集「やせるホルモンで病の元凶【肥
満】を解消 SP」。まず、スリムな人が多いという山形県村山市の食生活を紹介し、スーパーで
買い物をする人の特徴はサバ缶を買うことであり、サバ缶を使った料理を市民はたくさん食
べているとした。
・「Shark Week show gets panned for being a fake 'documentary'」 by Dara Kerr, August 6, 2013 8
:54 PM PDT, cnet
・「Megalodon: The Monster Shark Lives」 Shark Week, Discovery Communications
今度はディスカバリーチャンネルが「メガロドンは生きていた！？」的なニセドキュメンタリー
を制作して問題になってます。
・「浅田真央、霊視鑑定に興味シンシン」 Sports Watch2013 年 08 月 02 日 13 時 34 分 ,
livedoor News
芸能人の オーラと守護霊 を題材にするトーク番組「おしかけスピリチュアル」
（テレビ東
京系、7 月 30 日放送）に、フィギュアスケーターの浅田真央が登場。過去に放送されたオー
ラ診断を見て、
「自分のオーラって何色なんだろう？」と疑問を抱いたことが出演理由と明か
した。
霊視番組に逆オファーを出した浅田。オーラや守護霊が見えるという不思議な能力を持つ女
子大生・CHIE（チエ）に対面を果たすと、「会いたかったです」と挨拶を交わした。
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ネット上では、
「いつもポワ〜ンとしてるイメージの真央ちゃん。悪徳霊感商法に簡単に引っ
かかりそう」、
「（霊視番組の出演に対して）これはレアだ。よほど悩んでいるとみられる」と
心配する視聴者からの書き込みも。普段見られない 素の部分 に近いからか、短い放送時間
でも感想が飛び交っている。中心部分が公開されたら、興味を注がれるファンが、さらに出現
しそうだ。
・「アースハートに賠償求める
47News

手かざし効果なしと提訴」 2013/07/30 16:44 【共同通信】

手かざしで病気を治すと称したセミナーで受講料をだまし取られたとして、愛知県や神奈
川県など５県の男女２１人が３０日、運営会社の「アースハート」
（福岡県篠栗町）や同社幹
部らに計約４５００万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こした。
弁護団によると、アースハートに対しては、同様の訴訟が福岡地裁でも起こされた。福岡の
弁護団によると、同地裁にはこれまでに計１６９人が提訴している。
同社は手をかざすと病気が治るとし、持病のある人らを無料体験会に勧誘。「自分でも力が
使えるようになる」とセミナーも開催し、１人当たり７０万円の受講料を支払わせるなどした
としている。
・「アースハート被害対策弁護団」
当弁護団は、野中邦子が創設した株式会社アースハート、つくしの会等による被害者らの被害
回復を目的として活動しています。
・「インド軍がパニックしていた「中国の無人偵察機」、実は木星と金星と判明」 2013.07.29
21:00, ギズモード・ジャパン
・「女性器切除、根絶の日は来るか？」 Rachel Hartigan Shea for National Geographic News,
July 29, 2013
◆自分の娘に女性器切除を受けさせる理由はなんですか？
最も多く挙げられる理由の 1 つが、女性の処女性や純潔、貞節を守ることです。女性器切除
を行う一部のイスラム教徒は、宗教上の義務だと主張していますが、クルアーン（コーラン）
にそのような記述はなく、世界のイスラム教徒のほとんどは女性器切除を行っていません（た
だし、キリスト教徒や土着宗教を信じる人々の間にもこの慣習は存在します）。
・「デスバレーの動く石の謎、ついに解明か？」 2013 年 07 月 26 日 , カラパイア
・「最後のイタコ」 松田 広子 ( 著 ) 扶桑社 (2013/7/22)
・「ドバイで強姦被害訴えたノルウェー人女性に有罪判決、姦通罪で」 2013 年 07 月 22 日
17:18 JST, ロイター
イスラム法を採用している他国同様、ＵＡＥでも強姦罪が成立するためには自白または４人
の成人男性による目撃証言が必要となる。英国を拠点とする人権団体によると、ダレルブさ
んの事例以外にも、強姦の被害を届けた英国人女性が飲酒罪で罰金刑を科せられたり、オース
トラリア人女性が集団レイプ被害を警察に通報したところ、１１カ月にわたり収監されたな
どの事例が報告されているという。
・「池上彰が公明党と創価学会の関係に鋭いツッコミをして大きな話題に「公明党の応援は
創価学会員の宗教活動の功徳を積むことになるの？」」 ロケットニュース 24, 2013 年 7 月
22 日
そこで佐々木氏と中継がつながり、池上彰氏がインタビューを開始。当選確実の祝辞のあと、
VTR の内容に触れ「功徳っていうのは仏教用語ですよね？」と切り出し「佐々木さんを、あ
るいは公明党を応援することが創価学会の人にとっての宗教活動といいますか功徳を積むこ
とになるのですか？」と質問した。
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それに対する佐々木氏の答えはこうだ。「支持団体の創価学会のなかの選挙活動の方針です
とか、そうしたことについては、私（わたくし）のほうからは申し上げる立場にございません」
とし、あくまで「支持団体の皆様の中の運営方針」であると続けた。
池上さんはさらに視聴者からの質問として「公明党と創価学会の関係、政教分離の憲法の原則
に違反しないのかどうかという質問がありました。これにはどのようにお答えになります
か？」と問いかけた。
佐々木氏はこの質問に対し次のように言い切った。「（政教分離）と言いますのは、政府ですと
か国が例えば個人の宗教を制限したりとか押し付けをしたりとか宗教に介入をすると。それ
を禁止をしている原則でございます。ですから例えば創価学会の皆さんが公明党を支援して
くださると。それは通常の支援と同じものでありまして、政教分離には反しません」
・「選挙特番で 池上節 炸裂！
2013 年 07 月 22 日 17 時 09 分

鋭い質問に猪木氏らタジタジ」 ZAKZAK（夕刊フジ）

池上氏の選挙特番で、たびたび触れてきた公明党候補と支持母体の創価学会の関係にも執
拗に時間を割いた。神奈川選挙区で当選した公明党の佐々木さやか氏には、
「投票すると功徳
を積むことになるのか」
「創価学会員ですか？」とストレートに質問。公明党は政教分離の立
場であることから佐々木氏は「申し上げる立場にない」
「創価学会は、私と同じ宗教団体で仲
間」と丁寧に応じたが、表情は硬かった。
・「 心霊トンネル で死亡
02 分 スポーツ報知）

冒険中の高校生、電車にはねられる」（2013 年 7 月 22 日 06 時

大阪府柏原市国分市場のＪＲ関西線芝山トンネル（全長約２５０メートル）内で２１日午前
０時５５分頃、高校生の少年２人が電車にはねられた。柏原署によると、大阪市の高校２年生
（１６）が搬送先の病院で死亡し、同市の高校１年生（１６）も右足の骨を折る重傷を負った。
柏原署によると、事故当時、トンネル内には１２〜１６歳の男女１３人がいた。少年らは
「肝試しで心霊スポット（芝山）を冒険しようと思い、近くの山に入ったが道に迷った。線路
を見つけたので、線路沿いに歩けば道が分かると思った」と話している。このうちの１人は
「もう電車はこない時間だと思った」と話しているという。事故が起こったトンネルの隣には
現在使われていない旧芝山トンネルがあり、有名な心霊スポットとして知られている。
・「LIG がトンデモ医療「血液クレンジング」の宣伝を行う（追記あり）」 2013 年 07 月 17
日 (Wed), Hagex-day info
・「LIG の「血液クレンジング」に関する釈明を見て落胆するの巻」 2013 年 07 月 19 日
(Fri), Hagex-day info
・「Crazy weather? You can t blame HAARP anymore」 By Deborah Byrd in BLOGS EARTH
HUMAN WORLD on Jul 16, 2013, Earthsky
・「【緊急情報】世界的に有名な超能力者ロンバード氏が日本の災害を予言！「今後 2 〜 3ヵ
月に日本で自然災害が起こる」「多くの人の命を助けられる」」 ロケットニュース 24, 2013
/07/15
まあ、自然災害ゆうたら、台風ぐらいは来るだろうね。という批判を受けて、
『２０）何人かの人
は、今回の私の「自然災害」の予言について、
「毎年起こる台風のことだろう」と批判しています
が、私が見た日本の未来は、
「台風」ではありません。』(2013 年 7 月 15 日 - 13:29, Twitter) と言い
出しました。
・「いい加減な予言が出回る理由
-07-15, ICHIROYA のブログ

〜

ほんのちょっと調べればわかるのに・・」 2013

・「ロン・バード氏の忘れられた予言」 2012 年 12 月 19 日 , ASIOS Blog
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・「In Iraq, the Bomb-Detecting Device That Didn't Work, Except to Make Money」 By Adam
HigginbothamJuly 11, 2013、Bloomberg Businessweek
・「「渋谷駅で銃乱射」デマはどのように広がったのか
ねとらぼ , 2013 年 07 月 09 日 16 時 18 分 更新

まとめ

が生む危うい伝言ゲーム」

・「オウム教団施設立ち入り検査をフジテレビが独自取材しました。」 (07/01 19:20)
fnn-news.com
公安調査庁によるオウム真理教への立ち入り検査で、ナイフで串刺しにされた写真の束が見
つかりました。この中には、監視を続けている公安調査庁の幹部や、弁護士らが写っていまし
た。
滋賀県内にある教団施設への立ち入り検査を、フジテレビが独自に取材しました。
2013 年 5 月、滋賀県内にある教団施設への立ち入り検査を、フジテレビが独自に取材した。
公安調査庁の調査官を相手に、オウム真理教 ( 現・アレフ ) の男性信者は「あのさ、おたく !
おたく ! おじさんは OK! おたくらは、これよりこっちに行くな !」と、まくし立てた。
教団施設の周辺には、住民による、教団に対する反対の立て看板が立てられていた。
施設の中から出てきた信者は、調査官らに対し、1 人ずつ身分証を提示するよう要求するな
ど、なかなか調査官を施設の中に入れようとしなかった。
調査官が、
「わたしたちはね、公安調査庁の調査官だということでね。それで十分だからね」と
説明すると、男性信者は「いや ! 違います ! 違います ! 立ち入りには、立ち入りの許可証が必
要です ! だから、
『公安調査庁だから』というだけで、ここに入室することはできません !」な
どと、食い下がった。
無差別大量殺人などを行った団体への措置として制定された「団体規制法」に基づき、これま
で公安調査庁は、アレフに対して、このような立ち入り検査を行ってきた。
その背景には、近年、アレフが信者数を増やしているという現状がある。
公安調査庁によると、1995 年、地下鉄サリン事件を起こした当時、1 万人以上いたオウム真理
教の信者は、その 2 年後には、10 分の 1 に減少した。
ところがその後、少しずつ信者を増やし、現在では、全国で 1,650 人いるといわれている。
教団は、20 代前半の若者を中心に勧誘活動を行い、2013 年のゴールデンウイークには、埼玉
県内で大規模なセミナーを実施し、多くの信者が集まっていた。
こうした中、公安調査庁による立ち入り検査で、日本刀の形をしたペーパーナイフを突き刺し
た、16 枚の写真が見つかった。
その中には、
「スーパーニュース」の 2012 年 11 月の放送から勝手に抜き出した写真もあり、監
視を続ける公安調査庁の幹部や、被害者対策などにあたっている弁護士らの姿が写っていた。
また、串刺しにされた写真の束の後ろにある絵は、麻原彰晃こと、松本 智津夫死刑囚が怒っ
ていることを表す、「シバ神」だという。
これらが何を意味するのか、公安調査庁の安村隆司調査第 1 部長は「彼らの体質は、
『自分た
ちの意に沿わぬ者』については、容赦なく攻撃をして、排除しようと。そういうもの ( 写真 )
にナイフを刺すということで、そういうもの ( 自分たちの意に沿わぬ者 ) を除去しよう、除外
しようという強い危険な意思を感じますね」と話した。
写真に写る人物の 1 人、公安調査庁の安村部長は、教団の体質が何ら変わっていないと指摘す
る。
安村部長は「この写真も、祭壇の一番中央の目立つところに置いてありましたので、彼らが、
いわば見つかっていいといいますか、隠す意図が全くなかったということも言えるかと思い
ます。麻原 ( 死刑囚 ) の教えを守る、要するに、目的のためには手段を選ばない。『ポア』と
言いまして、人を殺すことも、ちゅうちょしないということですから、社会に対する危険性は、
全く減じていない」と話した。
また、教団に何度も命を狙われた滝本太郎弁護士は、1 日午後、FNN の取材に応じた。
オウム真理教問題にくわしい、滝本弁護士は「オウムとしては、わたしを殺したいんでしょう
ね。また、
『ポアリスト』1 番のままですかしら。気持ち悪いですね、せっかく生き残った者
ですが、あらためて具体的に不安を感じます。当時の報道を見ていなかった人は、悪いことを
した人は全部捕まっているんだということしか、覚えていないんですね。オウム真理教、アレ
フの勧誘に、うまいこと引っかかってしまう状況があります」と話した。
・「「還元液で１万円札に戻る」ブラックマネー詐欺で１００万円盗む
人逮捕」 2013.7.1 14:04, mns 産経ニュース

グアテマラ国籍の３

紙幣を白紙で挟んで薬品をかけると紙幣が増えるなどと偽る「ブラックマネー詐欺」と呼ば
れる手口で、女性から現金１００万円を盗んだとして、警視庁麻布署は、窃盗（詐欺盗）の疑
いで、グアテマラ国籍で住所、職業不詳、アルドン・エルナンデス・メルビン・ロデリコ容疑
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者（３８）ら外国人３人を逮捕した。同署によると、３人は容疑を否認している。
逮捕容疑は、６月１９日昼ごろ、東京都港区内のホテル客室で、都内の女性（２３）に「私
たちはお金に困っている。お金を出してくれれば２０％のお礼をする」と持ちかけ、２１日に
用意させた現金１００万円を黒い紙の束とすり替えて盗んだとしている。
３人は女性に「１万円札を同じ大きさの白紙で挟んで薬品をかけると黒く変色し、還元液を
かけると全て１万円札に変わる」と説明。女性の前で実践し、すり替えた現金を示すなどして
信じ込ませ、１００万円を用意させた。不審に思った女性が親族に相談、
「ブラックマネー詐
欺」だったことが分かり、同署に相談していた。
・「ブラックマネーに御用心」 Aug 31, 2012, 化学者のつぶやき
もうすでに去年、同じような事件があったんだね。
・「宇宙人に拉致された『奇跡のリンゴ』木村さん、地球の終末「意外と早く訪れる」」
2013.06.29 土 , ハピズム
相変わらずしょーもないハピズムの記事だが、一部引用。
一念発起して始めた木村さんのリンゴ無農薬栽培ですが、当初は全く上手くいかなかった
のは映画でも描かれている通り。収入が絶たれた木村さんは、トラック運転手などの副業で
家計を支えていました。
実はこの時、木村さんは大型免許を持っていませんでした。それでも１年以上も 10 トント
ラックを長距離運転していたのだから、さまざまなトラブルに見舞われてしまいます。あわ
や警察に止められそうになったところ、目の前で別の車がバリケードを破って逃走したので
難を逃れたり、完全にブレーキが焼き切れた状態で危機一髪の峠越えをしたり……、これらの
エピソードだけでも本格カーアクション映画が 1 本作れそうなほどです。
それって、犯罪自慢ですね。無免許で 10 トントラックを乗り回したりしてはいけません。
・「Mystery solved: meteorite caused Tunguska devastation」 by Simon Redfern - June 27 2013, 11
:45pm, ars technica
・「「漬物１時間で」浅い根拠…通販会社に措置命令」（2013 年 6 月 28 日 09 時 27 分 読売新
聞）
「遠赤外線で乳酸菌が増殖し、早く漬物ができる」などと宣伝販売した家庭用漬物器には根
拠がなかったとして、消費者庁は２７日、通信販売会社アクセルクリエィション（東京）に景
品表示法違反（優良誤認）で再発防止策などを求める措置命令を出した。
この商品は、同社が販売している「浅漬け名人『菜漬器さいしき』」。本体容器に重しや落と
しぶたなどが付いた価格は１万３８００円で、今年２月までの３年間に約４４万個売れてい
た。
消費者庁によると、同社はこの商品を、遠赤外線を多く放出する鉱石を練り込んだ陶器だと
し、
「一般的な容器と比べ乳酸菌が１時間で６倍以上も増える」と宣伝。「短時間で増えた乳酸
菌で野菜の発酵熟成が進み、漬物が１時間で出来上がる」などとＰＲしていた。同社ウェブサ
イトでは今年２月まで６年間表示されたほか、テレビショッピングでも連日放映されていた。
・「なにこれ不気味 独りでに動く古代エジプトの像」 2013 年 06 月 24 日 16 時 10 分 更新 ,
ねとらぼ
・「Manchester Museum time-lapse 'shows Egyptian statue move'」 24 June 2013 Last updated
at 13:07 GMT, BBC News
・「Debunked: Ancient Egyptian Statue Rotating by Itself in Manchester Museum」 Discussion
in 'Fortean phenomena' started by Mick West, Jun 23, 2013, metabunk.org
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ちなみに、小言幸兵衛（こごとこうべえ）という古典落語の演目のバリエーションには、
『「仏壇
の先妻の位牌が毎日後ろ向きになっているので、後妻が、亡霊に祟られているのではないかと気
にして病気になり、死んでしまったんだ」 あとでその原因が、搗米屋が夜明けにドンドンと米を
つくためだと判明』というものがある。
・「集団パニック？女子生徒１８人搬送
ニュース

兵庫・県立上郡高校」 2013.6.19 18:48, mns 産経

兵庫県警相生署によると、最初に体調不良を訴えた女子生徒は、生徒の間で「霊感が強い」
と言われていたという。その生徒は泣きわめくなどパニック状態になっていたといい、同署
は他の生徒も同様にパニックを起こしたとみている。
・「Solved: the mystery of Death Valley's sailing stones」 Colin Druce-McFadden, Thursday, June
13, 2013, 12:21pm, dvice
・「「宇宙人発見」と投稿の中国人男性、自作自演認め逮捕」 2013 年 06 月 13 日 12:57 JST,
ロイター
［１２日 ロイター］ - 「宇宙人」の写真をインターネットに投稿し、大きな話題となってい
た中国山東省の男性が１２日、いたずらだったことを認め、社会秩序を乱した容疑などで警察
に逮捕された。
事情聴取後にメディアの取材に応じた男性は、
「映画『宇宙人ポール』を見て、その主人公ポー
ルが大好きになった。だから、ポールを基に自分なりの宇宙人を作ってみた」と話した。
・「「宇宙人の仕業だ！」、ネットユーザー騒然、航空機に 何か が衝突し大きなくぼみ―
中国」 XINHUA.JP 6 月 10 日 ( 月 )7 時 36 分配信 , Yahoo News
・映画「奇跡のリンゴ」 6 月 8 日全国ロードショー
・とらねこ日誌
・「リンゴ農園に突撃（？）してリンゴ農家の本音を取材したよ（前編）」 2013-06
-18
・「リンゴ農園に突撃（？）してリンゴ農家の本音を取材したよ（後編）」 2013-06
-19
・「話題の 無農薬りんご について」 工藤農園
・「「奇跡のリンゴ」という幻想 −安物の感動はいらない−」 2013-06-09, バッタもん
日記
・「「奇跡のリンゴ」は、なぜ売れたのか〜「木村秋則」現象を追う〜」 2010 年 09 月
29 日 , 農業ビジネス
・「児童ポルノ法違反 : 小林亜星さん息子再逮捕 女子高生撮影」 毎日新聞
24 日 19 時 25 分（最終更新 06 月 24 日 20 時 17 分）

2013 年 06 月

再逮捕の容疑は、青森県弘前市内のホテルで４月３日、高校生が１８歳未満と知りながらみ
だらな行為をし、撮影したとしている。高校生とはインターネットを通じて知り合ったとい
う。
・「みだらな行為 : 小林亜星さんの息子逮捕 青森県警」 毎日新聞
11 時 18 分（最終更新 06 月 07 日 13 時 59 分）

2013 年 06 月 07 日

青森県警弘前署は６日、県内在住の女子高校生にみだらな行為をしたとして、山梨県北杜市
高根町長沢、自称作家、小林朝夫容疑者（５２）を県青少年健全育成条例違反＝淫行（いんこ
う）＝容疑で逮捕した。県警によると、小林容疑者は作曲家の小林亜星さんの息子。
小林朝夫氏については「検証

大震災の予言・陰謀論」（ASIOS, アンドリュー・ウォールナー著、
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文芸社 2011 年 11 月）の「特撮番組でヒーローを演じた小林朝夫氏の予言ブログ」(p.188) も参照。

・「【動画】動物専門チャンネル「アニマルプラネット」の特集が物議 / グリーンランド深海
で謎の生物が撮影される」 2013/6/6, ロケットニュース 24
・「Camera Captures Mermaid on Diving Vessel」 Animal Planet
・「No, Mermaids Do Not Exist」 By David Shiffman, Posted Thursday, May 30, 2013, at 1:51
PM, Slate
それ、人魚についてのニセドキュメンタリーで放映された CG のようです。
・「グリーンランド深海調査でマーメイドが撮影される？」 2013 年 06 月 02 日 , A
Successful Failure
・「神世界「教祖」の実刑確定へ

霊感商法巡り最高裁決定 」 2013/6/5 20:57, 日本経済新聞

神世界グループの霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）罪に問われた「教祖」
の斉藤亨被告（55）の上告審で、最高裁第１小法廷（白木勇裁判長）は５日までに、被告側の
上告を棄却する決定をした。懲役４年６月とした二審・東京高裁判決が確定する。決定は４
日付。
・「神世界事件」 Wikipedia
・「「昔の野菜はよかった」は誤った努力の元凶」 岡本信一
Japan

2013 年 6 月 3 日 , Food Watch

・「キリスト祭 : 今年で５０回目 「墓」伝説の青森・新郷村で」 毎日新聞
日 19 時 44 分（最終更新 06 月 02 日 19 時 46 分）

2013 年 06 月 02

キリストが日本に逃れ天寿を全うしたという伝説が残る青森県新郷村で２日、恒例のキリ
スト祭（村観光協会主催）が開かれ、村民が伝統の盆踊り「ナニャドヤラ」を奉納し、キリス
トの霊を慰めた。
伝説ではゴルゴタの丘で処刑されたのは弟のイスキリとされ、村には１０６歳まで生きた
キリストが眠るとされる墓がある。この日は、地元神社の神主が墓前でキリストを慰霊し、参
加者が玉串をささげた。
１９６４年に始まった祭りは５０回目。大祭長の須藤良美村長は「毎年慰霊祭を開いてき
た。真偽は別として、伝説のロマンを楽しんで」とあいさつ。半世紀にわたる村民の情熱に偽
りはない。【神崎修一】
・「ナニャドヤラ」 Wikipedia
・「New Information Surfaces on World s Best Lake Monster Photo,
Robert E. Bartholomew, Volume 37.3, May/June 2013, CSI

Raising Questions」

・「原爆投下は神罰・生体実験犠牲者の復讐…韓国紙」（2013 年 5 月 24 日 08 時 41 分 読売
新聞）
安倍首相が東日本大震災で被災した宮城県の航空自衛隊松島基地を訪れた際、操縦席に座っ
た航空機の番号が「７３１」だったことと関連付け、原爆投下は「（旧日本軍の）７３１部隊
の生体実験での犠牲者の復讐だ」とした。また、首相が「浅はかな知識で人類の知性に挑戦で
きると錯覚している」と主張。「彼の行動は自由だが、神にも自由がある。日本に対する懲罰
が足りないと判断するのも神の自由だ」などとした。
・「「原爆は神の懲罰」コラム、韓国紙が遺憾の意 」 2013/5/27 12:30、日経新聞
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27 日付の韓国紙・中央日報は、日本への原爆投下を「神の懲罰」と表現した 20 日付のコラム
を担当した論説委員名で「（自身の伝えたかった）趣旨と異なり、日本の原爆被害者と遺族を
含め、心に傷を負われた方に遺憾の意を表明します」とのコメントを掲載した。
・「そもそも、効くサプリはあるのか？」 2013 年 5 月 24 日 , 編集長の視点 , 松永 和紀 ,
www.foocom.net
・「公邸に幽霊？「承知していない」政府、答弁書を閣議決定
:33, MSN 産経ニュース

民主の追及に」 2013.5.24 12

政府は２４日、首相公邸に幽霊が出るとの噂について「承知していない」とする答弁書を閣
議決定した。
昨年末の就任以来、安倍晋三首相が公邸に引っ越さないことを踏まえ、
「幽霊の噂は事実か。
首相が公邸に引っ越さないのはそのためか」とした民主党の加賀谷健氏の質問主意書に答え
た。
公邸は昭和１１年、旧陸軍の青年将校が起こしたクーデター「２・２６事件」の舞台となっ
ており、犠牲者の幽霊が出るとの噂話がある。答弁書は「危機管理については遺漏のないよう
万全を期している」とした上で、首相の入居時期について「諸般の状況を勘案しつつ判断され
るものと承知している」とした。
逆に民主党の加賀谷健氏に聞きたい。いったいなんの目的でそんな質問をしたのか？おばけと
国政になにか関係があるのか？オバケがそんなに気になるのか？
・「首相公邸の幽霊「うわさあるのは事実」と菅長官」（2013 年 5 月 25 日 08 時 38 分
読売新聞）
政府は２４日の閣議で、民主党の加賀谷健参院議員の「首相公邸に幽霊が出るとのうわさは事
実か」との質問主意書に、「承知していない」とする答弁書を決定した。
旧首相官邸を改装して２００５年に完成した公邸は、２・２６事件の舞台となったことなど
から、以前から「幽霊が出る」とのうわさがあった。
これに関連し、菅官房長官は２４日の記者会見で、公邸の幽霊について「いろんなうわさが
あるのは事実」と思わせぶりに語った。さらに、記者団から「幽霊の気配を感じるか」と問わ
れると、「言われれば、そうかな」と笑いながら答えた。
・「ローマ法王が悪魔払い？
cnn.co.jp

車椅子の男性に異変が」 2013.05.22 Wed posted at 10:16 JST,

・「Doctor who promised cancer cure faces sentencing」 By Greg Risling, Associated Press Fri, May
17, 2013, Yahoo News
・「高度 150m 超を飛ぶ魔女に罰金、スワジランド特有の航空ルールが話題に。」 2013/05/18
13:01 Written by Narinari.com 編集部
・「「一酸化二水素」ジョークで、米国のラジオ番組 DJ が無期限謹慎処分に」 2013.5.15
WED, Wired
・「Many alternative medicines fail test」 May 12, 2013, Amy Corderoy, The Age
・「「がんに効く」広告の出版社元社長らに無罪判決／神奈川」 2013 年 5 月 10 日 , カナコロ
「がんに効く」などと効能をうたった書籍で未承認の医薬品「キトサンコーワ」を広告した
として、薬事法違反の罪に問われた出版社「現代書林」と、同社元社長武谷紘之、同社社員川
原田修の２被告の判決で、横浜地裁（毛利晴光裁判長）は１０日、
「被告らが広告したとは認
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められない」として、いずれも無罪を言い渡した。
検察側は、同社と武谷被告に罰金５０万円、川原田被告に罰金３０万円を求刑していた。
毛利裁判長は「被告らは書籍の出版に主体的に関わっていた」と認定。その上で、書籍が書
店で陳列、販売された時期は、発行から７年以上経過していたことから「被告らが書店などを
利用して、キトサンコーワを広告した、とまではいえない」と結論付けた。
・「電磁過敏症の原因はノセボ効果の疑い、メディア報道が病気の症状を引き起こす」
Published: May 10, 2013. Originally by Universit&#228;t Mainz、ScienceNewsline
・「盲目の予言者が遺した

世界の終末 」 2013 年 05 月 10 日 16 時 00 分、東スポ

検証できそうな近未来の予言としては以下のものがある。さて、予言通りになるだろうか？
２０１４年、戦争による化学兵器と核兵器使用の結果、世界中で皮膚病が蔓延する。
２０１６年、ヨーロッパがほぼ無人の土地となる。
２０２８年、金星に向けての有人飛行船が出発する。
２０４６年、すべての身体器官が再生可能となる。
・「ブラジル沖大陸痕 : 沈没５０００万年前 遺跡確認できず」 毎日新聞
日 21 時 05 分（最終更新 05 月 07 日 21 時 45 分）

2013 年 05 月 07

同機構によると、台地は１億年以上前にアフリカ大陸と南米大陸が二つに割れた際にでき
た「かけら」のようなもので、波に削られるなどして約５０００万年前に海に沈んだと考えら
れるという。
古代ギリシャの哲学者プラトンの著書で、高度な文明が存在したと描かれた伝説の大陸ア
トランティスとは年代が異なり、台地周辺に遺跡のようなものは確認されていない。同機構
の現地調査リーダーの北里洋さんは「伝説の大陸とは時期が異なるが、アトランティスのよう
な特徴を持つ台地が見つかった。今後、どういう経緯でできたのか詳しく調査したい」と話し
た。【斎藤有香】
「約５０００万年前に海に沈んだ」のならば、人類が作った遺跡など見つかるわけがないと思う
ぞ。
・「失われた大陸の痕跡を発見、ブラジル沖」 Ker Than for National Geographic News,
May 10, 2013
・「植物は隣の植物の声を聞く？」 Ker Than for National Geographic News, May 8, 2013
・「サプリメーカーが語りたがらない 10 の事実」 By ELIZABETH O'BRIEN, 2013 年 5 月 05
日 09:38 JST, The WSJ
1.「選択肢の多さで消費者を圧倒する」
2.「サプリは薬剤と違って FDA の認可なしに販売できる」
3.「ラベルでサプリを判断するのは難しい」
4.「健康効果には議論の余地がある」
5.「健康的な食事に代わる錠剤など存在しない」
6.「免責条項や警告文を読むには拡大鏡がいるかもしれない」
7.「魔法のやせ薬など存在しない」
8.「自然と安全は別物である」
9.「増加した効き目は薬剤によるものかもしれない」
10.「摂取しているサプリを医者に知らせる必要がある」
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・「'Pre-historic' whale wash-up」 Posted at 3:17pm Friday 03rd May, 2013, Sunlive
・「人類はエイリアンによってつくられた？」 2013 年 05 月 01 日 , カパライア
・「The Wow! signal of the terrestrial genetic code」 Vladimir I. shCherbak, Maxim A.
Makukov, Icarus, Volume 224, Issue 1, May 2013, Pages 228-242
・「The Wow! signal of the terrestrial genetic code」 論文の pdf がこちらに落ちている。
コーネル大学の図書館？
・「Senators again reject repeal of Louisiana Science Education Act」 By Lauren McGaughy,
NOLA.com，The Times Picayune, May 01, 2013 at 6:13 PM, updated May 01, 2013 at 7:49 PM
・「ニセ超能力者やってたけど何か質問ある？」 2013-04-29 ( 月 ) 0:18by APM, AMA の世界
・「A Hard Look at 3 Myths about Genetically Modified Crops」 By Natasha Gilbert and Nature
magazine, Scientific American, May 1, 2013
・「地球が放射する 謎 の自転同期電波」 サイエンスポータル , May 1, 2013, ナショナル
ジオグラフィック ニュース
・「Universal time control of AKR: Earth is a spin-modulated variable radio source」 Akira
Morioka, Yoshizumi Miyoshi, Satoshi Kurita, Yasumasa Kasaba, Vassilis Angelopoulos,
Hiroaki Misawa, Hirotsugu Kojima, James P. McFadden, Journal of Geophysical Research:
Space Physics, Volume 118, Issue 3, pages 1123-1131, March 2013
・「オバマ大統領のボディガードに宇宙人がまぎれている！？」 2013.3.31 10:45, 産経ニュー
ス
この動画は最近ＹｏｕＴｕｂｅに投稿されたもので、ホワイトハウスが今月、少なくとも一
匹のヒト型爬虫類をボディガードとして配置していたと主張。この動画のナレーター（テキ
スト読み上げプログラムが使われている）は、米国時間３月４日にアメリカ・イスラエル公共
問題委員会（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｉｓｒａｅｌ Ｐｕｂｌｉｃ Ａｆｆａｉｒｓ Ｃｏｍｍ
ｉｔｔｅｅ）でオバマ大統領がスピーチを行った際、大統領を警護していたあるボディガード
（動画中に登場する坊主頭の人物）が「人間に扮した宇宙人であった可能性がある」とほのめ
かしている。
これに対し、ホワイトハウスは「現在の緊縮財政のもとでは、宇宙人をボディガードに使う
のはコストがかかり過ぎる」というジョークで、この陰謀説を切り捨てている。米国国家安全
保障会議（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｃｏｕｎｃｉｌ）の広報を担当するケイト
リン・ヘイデンは、「この動画の主張については真偽を確認できていないが、エイリアンやロ
ボットで大統領をガードするというような計画は、政府支出の削減が求められている現状で
却下されているはず」とする回答の電子メールを WIRED に寄せている。「詳細を聞きたけれ
ば、合衆国のシークレットサーヴィス、もしくはエリア５１を紹介する」とヘイデン氏は述べ
ている。
・「ヤマギシ会はまだやっていた --- 島田 裕巳」 2013 年 02 月 17 日 13:16, アゴラ
・「[ 爆発物探知機かたる「死の詐欺」、禁錮１０年 |http://www.yomiuri.co.jp/world/new
うわ、これ以前の記事が消えちゃってるね…

バックアップも消えてたので、修復不能。
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