ジョージ・ソロスのオルグが、反トランプ抗議を呼びかけ
る集団の中にいる
【訳者注】これは、一つ前の「反トランプ抗議者は寡頭政治体制の道具」の補遺とし
て訳した。アメリカ全土で、反トランプ抗議活動という、米大統領選挙の歴史上なか
ったことが起こっている。こういう非常識の裏には、それを操作する者がいるという
ということを知るべきである。現象だけを見て、トランプの側によほど許せぬことが
あったに違いないなどと、間違った憶測をしてはならない。念のため。
RT (Russia Today)
November 12, 2016
https://www.rt.com/usa/366579-soros-orgs-driving-trump-protests/
（ドナルド・トランプの人形を焼く人々――米大統領として共和党のトランプが選ばれたことに抗議し
て、カリフォルニア州ロスアンゼルスの繁華街にて、2016 年 11 月９日）

アメリカの反トランプ抗議活動のあるものは、クリントンのシンパで億万長者のジョー
ジ・ソロスの援助するグループによって組織されている。
ウィキリークスのポデスタ（クリントン選挙本部長）E メールの中に、ソロスの支援する
MoveOn.org と草の根組織や資金援助を含む、戦略文書が見つかった。

Chuck Woolery @chuckwoolery

ARE PAID PROTESTS REALLY PROTESTS? MoveOn
Organizes Anti-Trump Protests Around Country - Breitbart
http://www.breitbart.com/live/2016-election-world-reactsdonald-trumps-stunning-upset-victory/moveon-protestswhite-house/ …
（日当を貰った抗議は本当に抗議か？
抗議を組織している）

MoveOn が全国の反トランプ

3:44 AM - 11 Nov 2016

America on Edge: MoveOn Organizes Anti-Trump Protests Around Country Breitbart
America on Edge: MoveOn Organizes Anti-Trump Protests Around Country
breitbart.com
MoveOn.org は声明文でこう言っている――
「今夜、火曜日の大統領選挙の結果を受けて、数千人のアメリカ人が、ホワイトハウス前
をはじめとして、全国の大小の都市で行われる、数百か所の平和な集会に集まるだろう。
「これらの集会――MoveOn.org とその同盟者によって組織されたもの――は、ドナルド・
トランプの頑迷、外国排斥、イスラム排斥、それに女性嫌悪に対する、継続的な拒否運動
を確認し、我々がまだ可能と考えるアメリカのための、共闘の決意を表明するためである。」

Jozef Kersic @Jozef_Kersic

Year 2012...
George Soros predicts riots, police state and class war for
America — RT America - https://www.rt.com/usa/georgesoros-class-war-619/ …

「ジョージ・ソロスが、アメリカに起こる暴動、警察国家、階級闘争
を予言」（January 25, 2012, RT America）
4:53 AM - 12 Nov 2016

George Soros predicts riots, police state and class war for
America — RT America
Billionaire investor George Soros has a new prediction for America.
While it might be as dire as it gets for the financial wiz, this bet
concerns more than just the value of the buck. According to...
「これを煽っている者たち――そして、その多くはソロスの組織のために働いているので
すが――は、何も知らない抗議者と、おそらくそれほど無知でない抗議者たちに対し、選
挙に勝って以来トランプは団結を呼びかけているだけなのに、トランプによって危険な世
の中になったと言いふらしているのです」と、ブリティッシュ‐セルビアの政治評論家
Marko Gasic は、金曜日、RT に語った。
グローバル・エリートの、次期大統領ドナルド・トランプに対する反対は、おそらく彼ら
が抗議者に言っていることとは違っている、とガシックは言った。
「この選挙は、彼らがメディア、権力、カネのすべてをもちながら、トランプに敗れた選
挙です。その対決の一方には、クリントン‐ソロスの見解があります。それは唯一の許さ
れる民主主義は、彼らの意見に合意する一党独裁民主主義で、もしその通りにならなけれ
ば、彼らは反革命によって、その民主主義と民主的投票を、押しつぶすというものです。
」
関連記事：
「ソロスがクリントンに、アルバニア動乱をどう扱うかにつ

いて事細かく指示――ウィキリークス E メール」（RT America）
https://t.co/TEoukZEncj
しかし、マルコ・ガシックは、彼らはトランプを除こうとはしないだろうと考えている。
「しかし彼らは、グローバル・エリートが、海外での彼らの戦争を遂行できる限りは、彼
を脅して、国内での社会的平和に合意させようとしています。彼らは、自分たちがそうで
あったように、彼をネオコンに引き入れようとするでしょう。」
火曜日にトランプが勝って以来、抗議が全米の都市で起こっており、そのすべてが民主党
の牙城である。3 晩続けて抗議集会があり、金曜日にも、またさらに多く週末にも予定さ
れている。
木曜日の晩、4,000 以上の人々が参加したポートランドの集会では、警察がこれを暴動と
宣言し、群衆に向けて催涙ガスとゴム弾を用い、抗議者たちに攻撃されたためだと主張し
た。彼らは 26 人を逮捕した。
カリフォルニアの主要な民主党支援者たちは、選挙結果拒否を呼び掛けるキャンペーンを
開始し、それはこの州の価値観とは相容れないと主張している。
ガシックは、誰かが“ポットを掻き回している”のは確かで、
「アメリカで選挙結果を受け
入れることに、こんなに抵抗したことは歴史上ない」と言った。
「多くの他の国での“カラー”革命の背後に、ソロスがいたことが今わかっています。そ
して実質的に、アメリカのセミ・カラー革命の背後にも彼がいます」と、彼は、特にウク
ライナの“オレンジ革命”に言及して RT に話した。
「これが反逆罪にあたるかどうかは知
りません。彼は確かに、物陰から行動しています。彼の唯一の合法性は彼の財布です。彼
の唯一の関心事は、彼が支援して、そこから利益を得ることのできるような、民主主義を
つくり出すことです。そういう人間が、この有効で合法的で自由な選挙に対する、しつこ
い抗議の背後にいるのです。」
ヒラリー・クリントンの選挙本部長 John Podesta からハックされ、ウィキリークスに公
表された E メールの中に、ポデスタのシンクタンク Center for American Progress から
送られ、MoveOn.org にシェアされた、2007 年 9 月 9 日のものがある。そこには添付文
書があり、それは、草の根運動のための資金援助を、ジョージ、および、ジョナサン・ソ
ロス、ピーター、および、ジョナサン・ルイス、ハーブ、および、マリオン・サンドラ―、

スティーブ・ビング、そしてジョン・スパーリングに求める戦略文書である。
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/24329
ポデスタは、13 ページからなるこの文書を、民主党の財政援助者たちにこう書いている―
―
「継続的な選挙人獲得の見込みは固いのですが――また進歩主義運動の査定は、過去数年
よりは遥かに良いのですが――どうしても埋まらないギャップがあります。中でも特に重
要なのは、現場の活動と、実質的な内容やメッセージの結びつきが弱いことです。来年、
勝つためには、大衆との対話をもっとうまくコントロールすることと、選挙の全体的な枠
組みの改善が問題です。」

BREAKING: #PodestaEmails34: Wikileaks releases second
batch on Election Eve
http://on.rt.com/7u6b pic.twitter.com/rbHNs5AYNp
（緊急：ポデスタ E メール 34：ウィキリークスが選挙前夜に第 2 部分を公開）

RT America

This latest leak includes 888 emails written to or from
#HillaryClinton presidential campaign chairman John
Podesta. http://on.rt.com/7u6b pic.twitter.com/ul3g8qnWsw
（最新のリークには、ヒラリー・クリントンの大統領選本部長ジョ
ン・ポデスタの 888 通の往復 E メールが含まれる）
9:54 AM - 8 Nov 2016

この文書を更に進むと、次のようなネットワークによる政治的弁論のコントロールに言及
している――「草の根の組織、多方面の問題の弁護グループ、シンクタンク、若者の取り
込み、宗教団体、マイクロ・ターゲット装置（？）
、ネット・ルーツとブログ世界、…これ
らによって、政治的内容を、強い“エコー・チェンバー”とメッセージ配達システムを通
じて伝える」必要があると述べている。
「ですから、あなた方一人ひとりが、個人として、これら残った仕事を援助する、重要な
役割を担っておられるのは明らかです。
」
2004 年のある記事に、ワシントン・ポストは、ソロスとその妻、スーザン・ウェーバー・
ソロスが、MoveOn.org に 146 万ドルを与えたことを明らかにした。
2014 年には、Catalist という進歩主義を専門とするデータ分析会社が、リベラルの億万
長者ジョージ・ソロスからの 225 万ドルを含む、新しいラウンドの投資ファンディングを
受け取ったと、CNN はその当時報じた。

