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前書き

これからどう生きたいですか？今日のことができます政治家
と現在の経済システムは人類を解決します将来の問題？

世界の平和に対する私のビジョンをお伝えしたいと思います
調和、世界経済、地球上の食料と幸福。私があなたに提示し
ているのは、グローバルな政治経済構造。

私は政治家ではなく、自然保護主義者でもなければ、共産主
義者。私は機械エンジニアであり、国際的なオフィスを持つ
中規模企業。

私は独立しており、このキャンペーンに以下の資金を提供し
ています。私自身のプライベートな手段。

私たちの存在の基礎である自然は、抑制されていないの経済
学を通じて数十年成長と権力とお金への自由な欲求。の資本
主義が存在する現在の経済システムの時代の目的で独占と銀
行に基づいて最大の利益は、終わりに近づいています。
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世界の人々、私はあなたに団結し、それを保証するよう呼び
かけますを防ぐために即時かつ効果的な手順が取られます自
然の破壊と気候変動。

兵器に関する資源の浪費が今停止しました。殺害に資源を浪
費しますお互い。私たちはお互いを完全に一掃できた数回以
上、武器で地球を破壊しますすでに持っていること。それは
本当に欲しいものですか？なんてばか私たちは？

石油、ガス、農地、重要な原材料を確保しましょう材料と水
が組織され、配布されています人類の財産としてのグローバ
ルルールに従って。もし人類はこれらの基本から利益を得る
ことができなくなりましたリソース、彼らはもはや戦争を引
き起こしません。確認しましょう生活環境が世界中で調和し
ていること誰も故郷を離れることを強いられていない。

資金がより良い利用のための研究に使用されるようにします
再生可能エネルギー、有機農業、私たちの健康と私たちの子
供たちの教育のために、そして無駄にされていません無意味
な腕。

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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グローバルな問題はグローバルでのみ解決できます穏やかな
態度。戦争は、兵器会社。

人工知能とバイオエンジニアリング、これらの危険と未来へ
の希望は、グローバルに規制されなければなりません。

さまざまな分野での長年にわたる異文化間の仕事を通して世
界の地域では、私は人々が世界は一緒に属し、彼らは良い人
生を送るだけであること将来的には協力と相互尊重を通じて
水、土地などの基本的な資源の公正な分配としてそしてエネ
ルギー。

しかし、私はまた、グローバルベースまたは外国および未知
の理解文化は、すべての人に当てはまるものではありませ
ん。これには多くの時間と知りたいという意志が必要ですお
互い、オープンマインドな協力、とりわけ相互尊敬。

私はあなたに提示したいという考えは確かになりますユート
ピア的、非現実的、そしておそらく完全に
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一目で実行不可能なナイーブ。

しかし、それは本当にですか？

グローバルなマインドセットと文化を想定したアイデアです
地元の行動と尊重を構想しているように故国の人々の文化の
願い。

公平、寛容、敬意は友情、協力、したがって平和的であなた
とあなたの子供たちの幸せな未来。

この考えを皆さんと共有したいと思います。どのようにあな
た自身のおそらくより良い提案を紹介しますあなたはこの惑
星での将来の共存を予見します。新しいものが必要ですビ
ジョン。

すべての人類に利益をもたらす合理的な変更を恐れないでく
ださい。行う腐敗によって脅迫または操作されることを許可
しない政治家や億万長者！
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

真のグローバリゼーションへの道、または：広大な自己破壊
的な資本主義

統一世界政府は新しい概念ではありません。むしろ、アイデ
アは文明そのものと同じくらい古いものであり、エジプトの
王の時代。ダンテ、イマニュエルカント、その他思想家もこ
の概念を考えています。

「1795年に書かれたインマヌエルカントは、世界市民権は世
界平和に向けた必要な一歩」

世界の人口の10％のみが世界の85％を所有しています›富！

私たちは世界の非常に不公平な流通の時代に生きています人
類にとって重大な結果を伴う資源。

地球の資源、エネルギー、水、土地はすべての人々の生計：

現在、世界のリソースの分布は最終段階に入ります。

私たちは、大部分の暴力的な不安定化を目撃しています中
東、崩壊の始まり欧州連合、およびその全国民の解散
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リーダーは経済的利益、特に米国の。私たち9は世界の大部
分を目撃しています統治不能になり、暴力に陥ります。

カオスと暴力はすでにシリア、イラク、リビア、そしてウク
ライナ、そしてすぐにエジプト、南ヨーロッパ、そしておそ
らく世界の他の部分も同様です

テロと闘い、人々を団結させる代わりに世界で起こったこと
は、テロが助長されたことです極端なファシストイスラム教
徒の動きが許可されました中世と非人道に基づいて国家を設
立する原則

現在の世界の資源のための闘争ですますます攻撃的になりま
す。危機にreしているのは再編ですグローバルな力の結果と
してのリソースへのアクセスエネルギー、水、原材料、土
地。

それは力に対する不寛容と貪欲によってマークされた時間で
すそしてお金のために。

関係者は誰も最終的に誰もがそれに気づかないようです私た
ちが今日知っているように、私たちの社会と文明は失われま
す破壊されるでしょう。
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

現在の難民の流れは、人々がもはや壁や境界線によって後退
することはできません。私たちは何ですか現在、目撃は新し
い大規模な移行の始まりですヨーロッパに向かって、国籍の
融合とその結果ヨーロッパと全体の止められない変化世界。

このネガティブな発展は、非常に不公平なためです。グロー
バルな権力と資源の分配、すなわち人々の生活が集中してい
るのは、少数の個人。

何十億人もの人々がきれいに飲酒せずに貧困に陥っている水
または世界の資源へのアクセスいくつかの先進国で無駄に使
用されている最大の利益を上げることに基づくシステム。

今日、お金は主に権力の分配を決定しますその結果、グロー
バルリソースの。

過去10年間の動向を見ると、豊かな国と貧しい国の間の
ギャップはこれまでになく広がります。

これは、石油などのエネルギー資源の所有権だけではありま
せん
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またはガス-とりわけ、それはとの経済的な賭けについてです
人々の基本的な生活の基盤と民間について水と土地、した
がって食料生産の所有権。

食料と農地に関する憶測は劇的に貧しい国々で食料価格が上
昇し、すぐに禁止されています。

お金の莫大な重要性と過剰な力特定の個人、銀行、ヘッジ
ファンド、格付けに与える代理店または多国籍企業、および
彼らの欲より多くの富と権力がいつか状況につながるすべて
の世界のリソースがほんの数人の手で、もはや広大な人々に
はアクセスできない大多数。

この致命的な発展に対して、私たちは叫び、抵抗しなければ
なりませんたった今。

難民のような問題でメディアに気を取られないようにしま
しょうとテロ-これらは単に恐怖をかき立てるツールであり、
以下のような個人に対してさらに制御とパワーを取得します
あなた自身。

もちろん、そのような行進や抗議は困難です。
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目に見えない卑劣な開発。疑問に思ったことはありますか実
際にブラックロックやメガバンクの背後にいるのはゴールド
マン・サックス？

にのみ基づいている現在の経済システム最大の利益を得てい
る目標は、システムに置き換える必要がありますそれは人々
の福祉に対する責任を助長します。

お金は力なので、制限するためにより公平に分配する必要が
あります所有された合計、したがって保有された力。お金は
重要な価値を保存し、支払う手段として機能し、サービス、
しかしそれはの道具として誤用されてはならないパワー。

戦争は主に基本的な資源の支配権を握るために行われます土
地、エネルギー、水のように、そして力を得るために。

想像を絶する多額の資金（電力リソース）フロー究極の目標
は戦争、破壊、殺害。平和はなしでのみ可能です兵器。

地域全体の不安定化により、人々は集中する必要があります
そのシステムと戦うのではなく、単なる生存にそれらを脅か
す。
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体系的な不安定化と生命の奪取、一定の安定化が続く生計と
おそらく生活の改善経済システム？

冷戦終結後、世界は世界平和に向かって-権力者の世界平和
ほしくなかった？

ターゲットにプロパガンダがどのように使用されるかを直接
確認します地域全体の不安定化と世界の状況超大国は再び互
いに対して自分自身を配置しますもう一度プロキシ戦争と戦
い始めます。

大規模な武器の蓄積が何年も続いています。それは定期的な
すべて無料：東と西の戦い。イスラム教対キリスト教。シー
ア派に対するスンニ派。これはどういうことに導く？目標は
大規模な不安定化です。

一般的なルールは次のとおりです。より多くの武器、より多
くの戦争、より多くの死、もっと悲惨。武器ではセキュリ
ティを達成できません。

この開発を加速する触媒は次のとおりです。
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a）社会的不正
b）不十分な啓発教育
c）武器で作られた非常に高い利益と強力な武器産業。

この開発が衰えずに続けば、ますます多くの部品世界の統治不能
となり、無政府状態に陥ります。それは必然的に私たちの文明の
崩壊につながるでしょう。

21世紀の世界政府の機能そしてなぜ世界の現在の問題を解決でき
るのか中央グローバル政府？

国連世界政府は以下を有するべきです目標:

1.グローバルな生活水準を徐々に平準化する。

2.水のような人類の基本的な資源を公平に分配するそしてエネル
ギーと土地。

3.お金の力を制限し、生産を禁止するため、軍事兵器の配布と使
用。

これらの目標は、世界政府の基本的な目標ですそして、世界憲法
で定められなければなりません。
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これを達成するには、お金の力は絶対になければなりません
制限されています。エネルギー資源、水、土地は世界政府に
よって集中管理されています。

これらのリソースから私的利益を得ることは禁止する必要が
あります

人類のこれら3つの基本的なリソースは免除されるべきです土
地の私有および私有から制限する必要があります。

1.世界の基本原則と本質的な目的政府

a）の導入を通じてお金の力を制限する中央世界通貨（W $）
および中央世界銀行。現在存在するすべての通貨は清算し
た。

b）3つの基本的な配布のグローバル制御土地、水、エネル
ギーの資源、そしてその結果人類のリソースの平等な分配。

c）を取り入れる統一されたグローバルな教育システムアカウ
ントの地域差。

d）すべての国民国家の排除と
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

民族的および言語的に居住する行政区域同様の人々。

e）世界的な宗教の自由）宗教の厳格な分離そして政府

f） 厳しい政教分離

g）制限された力を持つ自由なグローバル資本主義経済お
金。

h）地域の振興を含むグローバル市場農業と生産施設の設立
現在未開発の地域。

i）グローバルな無料労働市場と無料旅行。最初は、移動の
自由は、過度の経済的不平等。

j）すべての軍隊の解散と既存のすべての破壊兵器庫

k）制御するためのグローバルな武装警察の設立世界政府の
基本法に抵触し、施行します。

l）統一グローバル税法

m）環境および防災
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n) 人類相互理解のための統一言語の導入および現存の地域言
語の維持と保護。

o）の開発、生産、流通の禁止軍事兵器、これは大きな、地
域を超えた武装にする競合の可能性ははるかに低くなりま
す。

p）最小および最大収入の導入と最大の特性

q）経済システムは基本的に資本主義です収入と富の制限。
私有財産は許可されています最大10,000,000 W $まで保護
されます。

r）統合医療システムの確立

s）性別と人種間の平等

t）現在の政党制度の廃止

u）当初、今日の政治家は世界政府への参加により独占およ
び金融資本。

2.このシステムを実装するための具体的な手順のアイデア：
2.1。憲法の起草（基本法）
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憲法、または基本法は、西ヨーロッパ諸国の自由主義の原則で
あり、すべての法律の基礎。直接民主主義の導入と世界規模の
選挙法は実行不可能です。

代わりに、から成る最高議会があるはずです地域行政区の代表
者グローバルな問題を多数決します。

このような議会は、各管理者にもインストールする必要があり
ますゾーン。

世界政府とそのメンバーの監督は最も重要であり、これはの責
任です議会。

憲法は、広範な知識人によって起草されるべきである将来のす
べての地域行政の人口のセグメントゾーン。

今日の政治家は起草プロセスから除外されるべきです金融頭と
の関係のためです。

など、世界中のさまざまな職業のメンバー教師、弁護士、エン
ジニア、国際的な経済学者
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宣言された基本に同意する経験、または医師世界政府の目的
は、に関与する必要があります憲法の起草。すべての世界宗
教の現在の指導者招待されています。

現在の世界秩序に基づく移行期間個々の国と新しい構造の確
立できるだけ短く効果的でなければなりません。

これを達成するには、具体的な計画が必要です。一貫した法
的根拠の作成実装されました。

2.2武器生産の即時停止に関する法律すべての軍事兵器の破壊

軍事兵器とその使用法によりパワーを獲得および拡大する現
在、私たちの文明にとって最大の脅威となっています。そう
なるしたがって、最大の課題ですが、重要なタスクの1つで
す。これらの兵器を無効にする世界政府のこれらの武器の現
在の所有者を武器を放棄して破壊する。

2.3 3つの基本的な平等な世界的分布に関する法律リソース
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

水とエネルギーの基本資源の私的所有禁止され、土地所有は
制限されます。テニュア農作物の栽培と家畜。

借地で個人的に耕作された食品は、利益で販売される場合が
ありますが、しかし、土地は私有財産になりません。

石油およびガス資源の私的所有は禁止されています。の販売
から利益を得ることはできませんエネルギー（石炭、石油、
ガス）。そのような実現利益はエネルギーの建設と近代化に
投資生産施設または代替エネルギー形態。

土地の法的私的所有は、
1人あたり最大5,000㎡。

この制限を超えるプロパティは収用され、彼らがそれを使用
し、育てれば、元の所有者に戻って賃借した農地として、ま
たは林業のために。

水の私有は除外さ れます。から得た利益飲料水の生産と販
売はすぐに浄水技術に投資し、グローバルな水ネットワー
ク。

2.4環境保護に関する法律
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世界政府は中央政府を設立するの状態を分析する環境当局と
りわけ原子力による環境悪化技術、遺伝子工学、および石油
と鉱物抽出。これを停止し、違法にするための対策を講じる
必要があります環境破壊。食品の遺伝子工学遺伝子組み換え
種子と殺虫剤を介して予測不可能な変異に関する計り知れな
いリスク新しい生物へ。

世界政府はそのようなものの製造を停止しなければなりませ
ん製品とそれぞれの生産施設を閉鎖します。

原子力発電所については、リスク評価は適切な対策が基づい
て実行される取られます。代替エネルギーへの投資は大幅に
増加

2.5統一教育の導入に関する法律システム

統一されたグローバルスタンダードを達成するための基盤生
活は地域に適応しているが、集中管理されている教育システ
ム、学校の建設、世界規模の大学。現在最も効果的なそし
て、最高の教育システムは、新しいの基礎となりますグロー
バル教育システム。フィンランドまたはドイツのシステム

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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モデルとして採用する必要があります。科学科目のカリキュ
ラムそして中央言語（数学、物理学、化学、生物学、英語）
を中央で指定する必要があります。その他の科目地方政府が
選択できます。均一なグローバル卒業基準を指定します。

宗教コミュニティは宗教に責任があります倫理教育と組み合
わせた教育。

すべての宗教の基本原則がすべての人に教えられます。誰も
が自分の宗教を自由に選択できるはずです宗派または全く宗
派を選択しない。誰も出生によって宗教に属する可能性があ
ります。

教師のトレーニングと教師の配置現在教育水準が低い地域お
よび/または構造的な弱さが最も重要です。のトレーニング
教師と教育の専門家を増やし、ドイツ、オーストリア、また
はスイスのシステムをモデルにしています。

教育と宗教は厳密に分離されます。グローバル国際大学が設
立される予定です。グローバル教育システムの基礎は仏教徒
でなければなりません正しい見方と正しい考えの教義。（倫
理指導）

人々は人生の意味が
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幸せを経験し、その幸せは自分の富を他の人と共有するときに
経験する。羨望、貪欲とjeは悲惨をもたらすだけです。

責任、幸福、論理的思考は学校の科目として設立されました。

教育におけるさらなる焦点は、性の平等であり、色と宗教。

教育は無料でなければならず、税金で賄われなければなりませ
ん。

2.6現在存在する国の廃止に関する法律および国境と地域の導
入行政区域

国民国家の段階的排除は、中央のグローバル構造と法律の導
入。

世界の主要な地方行政への分割ゾーンは大陸に基づいている必
要があり、8そのような主要なゾーン：

A）ヨーロッパ
B）北アフリカおよびアラビア
C）北アジア
D）南アジアおよびオーストラリア
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

E）中アジア
F）北米
G）南アメリカ
H）アフリカ

地域のマイナーおよびサブ管理ゾーンは主要な行政区域に統
合され、民族および言語圏に基づいて管理されます。

2.7所得と財産に関する法律

グローバルな均一な生活水準を達成し、お金の力、最小と最
大を制限する収入（地域および職業別）を定義し、指定され
た。

同じことが最大許容個人資産にも当てはまります。

次の民間所得レベルが推奨されます。48時間の労働の最低賃
金は、1人あたり6,000ドル年。

個人の最大収入は超えてはいけません年間500,000ウォン。

個人の資産は、1,000万ドルに制限されます。
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世界経済は巨大な上昇を経験します世界的な発展とこの収入
が実際に経済に費やされます。この経済の好転環境的に持続
可能でなければなりません。

あらゆる種類の投機を禁止する必要があります。

すべての人は、少なくとも30時間の有給労働の権利を有しま
す。教育を完了してから1週間後。最低賃金はこの仕事に対
して支払い可能です。

社会保障給付はこれらの人にのみ許可されます健康上の理由
で仕事を追求できない個人、または障害のため。この働く権
利は一般に適用されます男女。

企業の純利益（利益）は、従業員の数。1人あたり70,000米
ドルに制限されています。年間従業員数。

これにより、すべての仕事に一定の収入が確保されます。企
業最大の利益を生み出す可能性がありますが、いずれかの
ローカル支店4,000人の従業員または280ドルの純利益に制
限されるものとする百万。会社のオフィスは別の場所にある
ものとします管理ゾーン。

ONE WORLD

24



The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

W $ 50,000,000のプロパティ（不動産、現金など）は個人的
な責任を持つ企業の所有者に許可され、したがって、社会に
対する特別な責任。最大W $ 10,000,000のプロパティがすべ
ての個人に推奨されます会社を所有していない人。

企業は法人としてのみ設立されます。従業員会社の株式を購
入する権利または受け取る権利を有するそのような株式の形
で彼らの賃金の一部。

2.8避妊と人口増加の減速

教育、啓発、そして特に現在の貧しい人々の出生率、より高
い収入世界の地域は、媒体で劇的に減少します期間。世界政
府は、出生に関する法律がないことを期待しています制御が
必要になります。学校での性教育は拡大され、中央教育シス
テムの一部となる。

2.9男女共同参画

男女共同参画は世界の基本原則です政府。

この基本原則は世界で定められなければなりません政府の憲
法。
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男性と女性は一般に平等に支払われなければならず、女性は
男性と同じ仕事をする権利があります。女性は受け取る妊娠
または育児のための有給休暇。保育園は構築され、彼らはさ
らにの基礎として見られているので教育システム、彼らは税
金によって賄われるものとします。

2.10所得および財産の課税に関する法律

年間最大500,000米ドルの個人所得は非課税です。の同じこ
とが最大のプロパティに適用されます。

ただし、30％の均一な付加価値税をお勧めします食料、水、
エネルギーのVATは15％とします。この最大の消費者が最高
のシェアを支払うことを保証します税金。 

価格は規制されておらず、市場原理に基づいています。

企業はおよその付加価値税を支払わなければなりませ
ん。15％、税金は次のように配布されます。5％は世界政
府、5％は主要行政区域、州の5％。

特定の発展途上地域で税制上の優遇措置が付与される場合が
あります。追加の税金は徴収されない場合があります。追加
の補助金または税制上の優遇措置は禁止されています。
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

グローバルな金融補償は、中央政府の資金は均等に分配され
ます。

2.11新しい中央グローバルの導入に関する法律通貨と中央世
界銀行の設立これらの資金を分配します。

お金の力を制限することは最も重要なことの一つです世界政
府の任務。これを達成するために、新しい通貨、世界ドル
（W $）が導入され、既存のすべての通貨を置き換えます。
適切な経済性を確保するために既存のすべての通貨の廃止後
のサイクル、交換資産のレートが導入されます。

既存の金融機関が所有するローンはnullとvoidを宣言しまし
た。

個人所有の金融機関は閉鎖されます。政府および準政府銀行
は世界政府の財産。

通貨変更後の為替レートは、個人または企業の最大許容財
産。
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世界ドル（W $）は、中央の世界銀行によって作成されます
値が現在の米ドルに等しい。これの意味は現在の現金準備は
引き続き支払いに使用できます世界銀行が印刷するまでの現
在の為替レート十分な新しい現金。すべての価格はW $で示
されます。

16歳以上のすべての地球市民は、関連付けられたグローバル
に有効な支払いカードを持つアカウント今日のクレジット
カードに似ています。16歳未満の子供は両親のアカウント。

クレジットカードと同様の集中型支払いシステム確立する必
要があります。

16歳以上の地球のすべての貧困市民は、開始を受け取ります
支払いカードに1,000ドルの資本金。貧しい親お子様ごとに
500ドルの一時払いを受け取ります。

このシードマネーは、食料、住宅、教育。両親は500ドルの
初期資本を受け取ります16歳未満のすべての子供

現在の収入は、以前と同様に、引き続き支払われます。上記
で定義された最小および最大の制限賃金。
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

現在、既存の銀行は閉鎖されるか、世界銀行の財産。

2.12中央医療施設の設立に関する法律システム

世界政府の目標は、統一された集中型ヘルスケアシステム。
すべての市民が取らなければなりません健康保険。の製造か
ら得られた利益医薬品は50％の税率で課税されます。この税
金お金は研究に投資されます。

いわゆる従来の薬だけでなく、代替または自然医学も同様に
支援されなければなりません。

世界の年金および健康保険制度は導入されました。

3.中央管理下の世界の経済システム世界政府

世界政府はなぜ中程度で修正された資本主義社会システムと
して世界の基本的な社会秩序？
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今日の社会構造は主に資本主義および/または封建的です。農
奴制と奴隷制は、依然として封建制で一般的ですアフリカ、
中東、そして実際には東洋全体。

より多くの社会が資本主義の生産に向けて発展し、付加価値
を高め、結果として個人所得。

資本主義社会（すなわち、生産）富が公平に分配されれば繁
栄をもたらします。

封建主義から社会主義と共産主義、資本主義と資本主義生産
は生成された社会秩序を証明しました先進国の中で最も富。

生産手段の限定的な私的所有そして競争は開発の基礎です社
会

これから、健康を達成するために開発、社会は競争を必要と
するだけでなく、また、継続的に改善するためのインセン
ティブを作成し、人々の生活水準を開発し、彼らのニーズの
満足。
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

経済成長を減速させ、伴わなければならないリソースの消費
の削減。したがって、世界政府は特別な研究プロジェクトを
開始しなければなりません特にこの分野で。

世界政府は社会秩序を作らなければなりません生態学的資本
主義の生産と民間によって特徴付けられる経済社会の発展の
基盤。

私的主導の社会秩序は、個人の所有権とお金を減らす。恵ま
れない地域の富を高めることは、環境、太陽エネルギーへの
教育と投資および輸送プロジェクト。

ただし、この資本主義は、お金と一人の個人の力の制限。に
より平等なグローバルな電力配分を達成するために、また、
常に公衆を増やすインセンティブがなければなりません富ま
たは教育レベル。（義務教育）

人々は人生で成功する必要がありますが、成功する必要があ
ります富だけで測定されるとは限りません。私たちはしよう
としなければなりません現在のvy望とjeの雰囲気を連帯と世
界共通のアイデンティティの1つ。
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社会的および経済的な不平等を克服するために、均一なグ
ローバル産業化を促進するために不可欠高品質のジョブを作
成し、インセンティブを提供することができますより多くの
教育。

したがって、教育レベルが高い人は今日の産業化に貢献す
る›世界の未開発地域。産業の可能性現在の先進国は増加しま
せんが、現在未開発の地域で後押しされています。

目標は、製品を現地で生産および販売することです。そして
食料品。

すべてのユートピア的、あるいは真の新しい考え方？

多くの人は、そのようなことを確立する危険について警告す
るかもしれませんシステム、間違った人々の手の中にあるよ
うに、それはすぐに世界的な独裁に終止符を打つ。

もちろん、このリスクは存在します。それがとても信じられ
ないほどです重要なことは、世界政府の基盤が強い憲法であ
ること。この憲法または基本法はグローバルに責任を持つす
べての人を拘束する、または世界の目的を実施するための地
域レベル政府。
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憲法の保護のための強力な事務所と憲法裁判所は、憲法。

たくさんの質問

人々はこの概念に興味を持ち、自分自身を整理しますか世界
政府の法的基盤を開発しますか？

現在権力と財産を持っている人は彼らの武器を放棄し、彼ら
の新しいガイドラインによると、に提出するプロパティあき
らめるか制限するための世界政府の原則彼らの力は？

 彼らは彼らを取引するのに十分賢明で先見の明があるでしょ
うか人類の利益のための力？

彼らに世界の原則を納得させることができますか政府は、の
生存を確保する唯一の方法です人類？

その戦争は勝てない、宗教を打ち負かすことはできない、避
妊は教育を通してのみ達成できること啓発？
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このアイデアで進歩的な宗教指導者を獲得できますか？

世界政府のアイデアと保守的で攻撃的なイスラムの中世の見
解と保守的で過激なキリスト教徒とユダヤ人？

進歩的な宗教指導者を説得して、アイディア？

弁護士や経済学者、哲学者、これを作るのを助ける国際的な
経験を持つエンジニアビジョンが実現し、世界のための憲法
を起草するほとんどの人に認められ支持されている政府世界
の人々？

どうすれば既存の通貨システムを廃止し、新しい世界通貨に
置き換えますか？

国民の排除に対する大衆の反応国境？パスポートはなく、グ
ローバルIDカードのみが1つが属する管理ゾーン

今日の人々はすでに十分な教育を受けており、世界政府の背
後にある理由と感じないそれに脅かされた？
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人類は次の前にこのアイデアを実現することができますか大
戦？

この移行の段階はどうあるべきですか？

世界政府への移行は起こらなければならない平和的かつ迅速
に。

世界政府は宗教的狂信者をどのように扱うかイスラム教、ユ
ダヤ教、キリスト教？

人類はすでにそのような重要な一歩を踏み出すことができま
すか？

または、人間の本質は、力に飢えた人間の本質であり、何千
年も進化？

上記のアイデアの実装は確かに多くの人にとって夢が叶う他
の人にとっては悪夢です
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私はあなたの興味を目覚めさせて、楽しみにしています。興
味深い議論に。

あなたのアイデアや提案を送ってください 
future@1world.earth .

あなたからの便りを楽しみにしています！

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

グローバルな政府の構造組織

この世界の人々は無能で権力を消耗する専門家で
はなく専門家政治家。
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グローバル政府4本の柱で休む

専門家グループ 省庁

独立正義感 議会地方および地
区
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の組織グローバル政府

専門家 
グループ

管理者専
用ゾーン

地方

地区

最大20億人の住民

最大1億人の住民

最大100万人の住民

専門家グルー
プグローバル
向け決定

専門家グルー
プグローバル
向けの決定行
政ゾーン

議会/国民投
票

議会/国民投
票地元の決
定
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グローバル 管理ゾーン

Africa

South
East Asia
Australia

北米

南アメリカ

ヨーロッパ

北アジア北アフリカ
+アラビア

アフリカ

南アジア

中央アジア
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

1)専門家チーム

•専門委員会のメンバーがトップであるべきその分野の専門
家はすでに所有している必要があります国際経験

•専門家は、省庁

•専門家は新たに選出されるか、再選されるべきです。3年ご
と。

•人々は、質の高い質問を直接行うことができなければなり
ません。専門家
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エキスパートチーム次の
フィールド

水と
エネルギー（40） 正義（40）

警察と
セキュリティ（40） メディア（40）

薬（40） 市民防衛（20)

金融と銀行（40） 農業（20）

経済（40） 産業（40）

建設（40） 林業（20）

文化と
スポーツ（20） 課税（20）

幸福（10） 教育（40）

環境保護（40）
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2)省庁

•省庁は、専門家の推奨事項と決定事項チーム

•省には子会社が必要管理区域内のオフィスおよび州。

•省庁は緊密に協力して活動しています専門家チームと。
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議長省庁

警察と治安省

運輸省

水とエネルギー省

法務省
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保健医療省

文化省人々の和解

環境省そして地元の農業

教育省そして幸せ

環境省
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生態産業省

リストラ省より多くの企業5000
人以上の従業員

破壊省戦争の武器とリストラ武装企業の

公正な分配のための省富と貧困の緩和

銀行、財務省および支払いシステム

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

労働省社会情勢

和解のための省宗教の

情報メディア省
•ニュートラル情報

•メディアはニュースに関す
る証明書を受け取ります

•メディアは自律的に動作する
必要がありますそして独立して
•事実のみを報告する
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独立司法

最高 
構成的
 裁判所

議長最高裁判所

憲法裁判所管理ゾーンの

地方裁判所

地方裁判所

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) 州の議会および選挙地区

•州と地区は、行政を維持する必要があります構造とよ
りローカルにすることができるはずです決定

•これにより、地元の意思決定者により多くの力が与え
られます

•地域の決定は、地区で行われるべきであり、州

•グローバルな決定は専門家チームが行うべきです

•省庁には各州に子会社があり、地区。

•専門家チーム、省庁、議会が緊密に連携一緒に。

•地区と州は、議会

•議会は、オンラインで再選される必要があります3年ご
との選挙
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•都市、町、村は彼らを指名する必要があります候補者

•議会は、グリソン、バイエルン、チロル、南チロル、
アンダルシア、カルーガ州、カリフォルニア州テキサス
州のチャンドン州または四川省、アルバータまたはチワ
ワ。ドイツなどの国家イタリア、スイス、オーストリ
ア、ロシア、中国、アメリカ、メキシコ、カナダまたは
スペインは解散します

•地元の決定は議会によって下されます。

• の中に過半数が55％の場合、国民投票は開催された

•すべての決定は人類にとって有益であるべきです

•専門家チームは、グローバルな決定、議会州と地区は
地元の決定を下します。

•管理ゾーンの専門家チームには、地方議会と密接に連
絡する

•管理言語は英語に加えて、現地で話されている言語。

ONE WORLD

50



人々、世界を取り戻せ！
あなたとあなたの子供たちの未来のために。

これが私たちが望むものです：

私たちは人々が腐敗によってではなく専門家によって支配される
ことを望みます政治家。

単一のグローバルな法律と税法、そしてグローバルな憲法。
3つの基本的な人的資源、土地、水とエネルギー。

自然と環境の無条件の保護が必要です。

私たちは、国民国家の段階的解消と廃止を望んでいます国境の。

ボトムアップの管理が必要です（地区、州、管理ゾーン）。

独立した司法が必要です。

私たちはすべての戦争兵器の破壊と禁止を望んでいます戦争の武
器の生産の。

世界中で公正かつ最大の収入を求めています。

お金の力と金融の力を制限したい業界。民間銀行部門の廃止を望
んでいます。

古いものをすべて置き換える新しい単一の世界通貨が必要です通
貨。

すべての人に無料の教育と無料の一次医療を望む世界的に。

最低所得と最高所得の導入が必要所得。

連絡先： 
www.1world.earth
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