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動機 

ニクソン大統領のスポークスマンであるロン・ジーグラーは、ウォーターゲートを「三流の強盗」
と呼んだ(117)。彼の評価は当時も正しかったし、50年以上たった今でも正しいのだ。バイデンラッ
プトップに含まれる違法性は、「大統領再選挙委員会」(118)が行ったとされるものを凌駕してい
る。それにもかかわらず、企業メディアはいまだにウォーターゲートに執着している(119・120)。
この報告書を書き、それを組織する非営利団体を設立した重要な理由は、ごく少数の立派な法執行
官と記者に、彼らの執着にふさわしい対象(121)を与えるためであった。

バイデン・ラップトップは、「デラウェア流」の美名の下に、ホワイトカラーとブルーカラーの犯
罪に関する現代のロゼッタストーンだった(122) ロゼッタストーンの発見以前は、多くの古代言語が
単なる意味不明なハッシュマークだった(123) 同じように、ラップトップを使用すると、グローバル
ガバナンスを主導する人々のこれまで複雑なネットワーク網に光を当てることができるようになり
ました。さらに、ラップトップ上のメタデータは他の調査にも活用できる。まさにバイデンラップ
トップは、将来のオープンソース・インテリジェンス（OSINT）収集のための翻訳ツールと考える
ことができるのだ。200ギガバイトのデータに目を通した後、マルコ・ポーロは、おそらく一般的な
考えとは異なり、アメリカの衰退の糸を引いているのは2、3のブギーマンではなく、むしろジョー
とバイデン政治マフィア全体に紹介、仕事、名声、アクセスを頼っている取り巻きとペテン師の軍
団（124）であると結論付けました。この資料が現代的なものであるため、報告書が最適な媒体で
あったのです。ご覧のように、展示物がリポートを牽引しています。バイデンラップトップについ
て既に書かれている書籍(125・126)は、非常に啓発的ではあるが、展示物を取り上げておらず、映
画もまた、展示物を取り上げていない(127) このレポートは、我々の研究グループによるバイデン政
治マフィアのツアーであり、このレポートにおけるすべての物語は、展示物に奉仕するものであ
る。バイデンのラップトップは、ボブリンスキーや他の内部告発者によってもたらされた資料とと
もに、3,000ピースのパズルに似ているが、多くのピースが欠落しているものだった。マルコポーロ
の使命は、できる限り多くのパズルのピースを組み合わせることでした。報告書は、ドキュメンタ
リーに次いで2番目に良いメディアでしたが、それでは公開が2023年まで遅れてしまうでしょう。 

 “What began with a bit of tape on a basement lock ended with a stunning resolution[.]” 117

See “Watergate & the White House: The ‘Third-Rate Burglary’ that Toppled a President,” 2004, archive.ph/dGfsW 
 “Committee for the Re-election of the President,” National Archives, archive.ph/h27Lj 118

 “Nixon still hovers in the dark shadows of American history … his signature scandal has provided shorthand[.]” 119

See Douglas Brinkley, “Watergate: The Scandal that Never Goes Away,” New York Times, February 2022, 
archive.fo/N9PO6 (douglas.brinkley@gmail.com) 

 Michael Barone, “Kicking Nixon Around,” Claremont Review of Books, December 2008, archive.ph/nWitd   120

 “[T]he 50-year-old businessman and self-confessed drug addict took the machine to a back-street IT store in Delaware 121

in April 2019 to get it fixed – yet never turned to collect it from the store … filled with what an IT expert described … as a 
‘national security nightmare’ and ‘classic blackmail material’ – with a single, simple password[.]” 
See Saumya DIXIT, “Is son Hunter[’s] laptop [a] worry for Joe Biden[’s] rally? [From] [s]ex pics to Secret Service names, 
here are what were found in it,” Meaww, October 2020, archive.ph/SdfLU   

 “The most important thing to understand about Joe Biden and Delaware and what it means for who he is, is this 122

concept of ‘the Delaware way,’ which is something that Joe has explicitly invoked as a model for Washington. He has said 
that we need more of the Delaware way in Washington … critics [] say this is essentially cronyism.” 
See “The Biden family’s secrets,” Politico, October 2021, archive.ph/mflXR 

 “It was to be the key to unlock the reading of the mysterious writing of ancient Egypt, knowledge that had slipped into 123

oblivion over a millennium earlier.” 
See Keith Schoville, “The Rosetta Stone in Historical Perspective,” Journal of the Adventist Theological Society, January 
2001, tinyurl.com/47ncf2u6    

 “The Frontline Interviews: President Biden,” PBS, January 2021, archive.ph/mAUoa 124

 Mollie Hemingway, “Rigged: How the Media, Big Tech, and the Democrats Seized Our Elections,” Regnery Publishing, 125

October 2021, archive.ph/kRHzx  
 Miranda DEVINE, “Laptop from Hell,” Post Hill Press, November 2021, archive.ph/683Jm   126

 Phelim McALEER et al., “My Son Hunter,” Unreported Story Society, September 2022, archive.ph/YDxn3    127
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前述の通り、マルコポーロは法的に必要な部分のみを編集しました(128) 以下に示すのは、ノートパ
ソコンから見つかった、ハンターの所有権を示す紛れもない識別画像の一部です(129) バイデンの
ノートパソコンには個人識別情報（PII）が満載で、それが家族のものであることを合理的な疑いを
超えて立証しています。明らかに、ハンターが撮影した多くの「ライブ写真」(130)のうちの一つ
は、売春婦が会う相手が本当にハンター・バイデンであることを保証するためのものであった。言
うまでもなく、ラップトップを持っている外国の情報機関であれば、ジョーの直系家族全員のID窃
盗(131)を行うことができるのだが、どうやら政権には関係ないようである(132)。

 18 USC § 119, archive.ph/XLAWR   128

 If applicable, the captions on the photo exhibits in this Report bear the file name of the photo on the Biden Laptop. 129

Oftentimes, these file names contained valuable metadata which helped Marco Polo validate their authenticity. 
 “Live Photos is an iPhone camera feature that brings movement in your photos to life! Instead of freezing a moment in 130

time with a still photo, a Live Photo captures a 3-second moving image.” 
See Kate Wesson, “How to Use Live Photos to Create Amazing Moving Images on iPhone,” iPhone Photography School, 
archive.ph/QPGe7    

 “Identity Theft,” U.S. Department of Justice, archive.ph/p91FR  131

 “The junta began receiving federal taxpayer money on November 24 after the head of the General Services 132

Administration received death threats against her, her family, staff, and pets. One of the junta’s first acts was to execute a 
warrant on former New York Mayor Rudy Giuliani who led challenges to the integrity of the 2020 presidential election.” 
See “Biden junta,” archive.ph/kJhLZ  
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元妻キャスリーンを受取人とするジョン・ハンコックの300万ドルの生命保険証書も、ノートパソコ
ンにあった多数の主要資料の中に含まれており、その信憑性を確認することができた。元夫婦の夫
婦和解契約（133）（MSA）もノートパソコンに入っており、この生命保険がまさにその内容である
ことが示唆されていました。この報告書を書くための背景調査の大部分は、公文書(134)やその他の
手段を通じて、ノートパソコンの文書の信憑性を確認することであった。言い換えれば、バイデン
ラップトップにアクセスできる人（マルコポーロの内部調査では約75人）は誰でも文書や画像を公
開することができますが、文書や画像が何を意味し、ロシアの改ざんの非難に耐えられるような裏
付けをとるには、膨大な時間と一貫した研究戦略が必要です。(135・136)。

 “Hunter shall pay to Kathleen, as and for base spousal support, $37,000 per month, beginning April 1, 2017, and to be 133

paid on the first day of each and every month thereafter.” 
See “Alimony from Hell,” Marco Polo, page 12ff, March 2017, 
web.archive.org/web/20211227022019/https://marcopolousa.org/reports/Alimony_from_Hell_on_03_21_2017.pdf 

 Robert Gardner, “The Power of Public Records: An Introduction to OSINT,” Pursuit Magazine, October 2020, 134

archive.ph/GxxVO   
 Spandan Chakrabarti, “They’re bad at this: Giant holes appear in right-wing tabloid world’s ‘gotcha email’ credited to 135

Hunter Biden’s lawyer,” Reclaim the Fight, October 2020, archive.ph/YlX8S 
 Robert Scheer, “New indictments expose Democrats’ Russiagate obsession as a historic hoax,” KCRW, November 136

2021, archive.ph/W0pKw   
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ノートパソコンには、デラウェア州衛生局が発行した浮き出し印のついたハンターの「出生証明
書」のコピー（1985/06/18付け）も入っていた。ジョーの当時の法律事務所（137）である
Aerenson and Balickは、ジョーの長男ボーへの言及とともに、証明書に記載されていた。出生証明
書には、ハンターの母親（ニューヨーク州北部、フィンガーレイク付近出身のネイラ）が以前出産
した死産（あるいは中絶）の子供についても言及されており、ジョーがその子を父親にしたかどう
かは不明である(138)。

 “Joseph Robinette Biden, Jr.,” Who’s Who Online, archive.ph/0wOns  137

 Box 16: “Previous Deliveries to Mother — How many fetal deaths (fetuses born dead at any time after conception)?”138
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ソーシャル・メディアの寡占化 

2020年10月14日早朝、ニューヨーク・ポスト紙は、ジョーがハンターの外国企業との取引を知り、
それに参加したことについて繰り返し嘘をついた(140)ことを決定的に証明する記事(139)を掲載し
た。記事の概要は、2015年4月16日にハンターが父親と海外のビジネス・パートナーのためにワシン
トンのカフェ・ミラノ・レストランで開催した夕食会について述べたものであった。ハンターのラン
デブーにありがちなことだが、ジョーとの会食はジョーの公開スケジュールから意図的に外されてい
た。Twitterは何の根拠もなく、ハンターのノートパソコンにあった電子メールが、会合の様子、ひい
てはジョーの嘘を暴露するものであり、「ハッキングされた資料」ポリシーに違反していると断じま
した。Twitterの発表が事実上の根拠を欠いていることは、彼らにとっては問題ではなかった。Twitter
はNew York Postのアカウントをロックしただけでなく、ツイートやダイレクトメッセージでURLを
ブロックした(142)。 抑圧と検閲の最初の仕事が完了したことを知って、TwitterのCEO、ジャック・
ドーシーは、古典的に限られたたまり場で小さな譲歩をしてTwitterの "ハッキングされた素材" ポリ
シーに手を加えた。 (143) この譲歩は、もちろん、状況を修正するため、あるいはマック・アイザッ
クの汚名を晴らすために文字通り何もしなかった。結局、マック・アイザックは、動物の糞、脅迫、
否定的レビュー、ロシアの工作員であるという非難で彼の修理工場に殺到した(144) バイデン陣営に
対するツイッターの非公式の現物選挙寄付だけが彼らの支援の形ではない。会社の幹部はほとんど
ジョーと民主党にのみ、多額の寄付をした(145)。 

Facebookでは、さらに同じような弾圧が行われた。CEOのマーク・ザッカーバーグは、（議会での
宣誓証言で）舞台裏で何が起きていたのかの手がかりを示しました。ザッカーバーグは、IC、連邦法
執行機関、その他の行政機関が積極的にフェイスブックに接触し、バイデンに関する報道について知
らせ、「疑いを持って」見るようにと言ったことを認めた(146) フェイスブックの当時の「政策コ
ミュニケーションディレクター」で、民主党議会委員会の元報道官だったアンディー・ストーンはIC
からこの「情報」を受け取って狂喜し、記事の抑制に努めた。虚偽の情報ロンダリングは、以下の図
によって表示することができる。

 “An earlier email from May 2014 also shows Pozharskyi, reportedly Burisma’s No. 3 exec, asking Hunter for ‘advice on 139

how you could use your influence’ on the company’s behalf.” 
See Emma-Jo MORRIS and Gabrielle Fonrouge, “Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian 
businessman to VP dad,” New York Post, October 2020, archive.ph/719ro    

 Aamer Madhani, “Biden: I never talked to son Hunter about overseas business dealings,” USA Today, September 140

2019, archive.ph/8YmPN  
 “At Twitter, dozens of senior employees also donated almost exclusively to Democrats and Biden.” 141

See Ebony Bowden, “Facebook, Twitter execs donated big bucks to Biden while blocking Hunter news,” New York Post, 
December 2020, archive.ph/dIpNY 

 “Stone said Facebook sometimes takes this step if it sees ‘signals’ that something gaining traction is false, to give fact-142

checkers time to evaluate the story before it spreads widely. He did not give more detail on what signals Facebook uses 
or how often it takes this approach.” 
See Shannon Bond, “Facebook and Twitter Limit Sharing ‘New York Post’ Story About Joe Biden,” NPR, October 2020, 
archive.ph/PSiUR    

 “Twitter CEO Jack Dorsey said the company’s decision to block links was wrong[.]” 143

See Steven Musil, “Twitter revises policy on posting hacked materials after Hunter Biden story,” CNet, October 2020, 
archive.ph/yzVL3   

 “[T]he media establishment’s move seemed justified, even righteous, at the time.” 144

See Sacha Sloan, “Hunter’s Laptop, Deepfakes, and the Arbitration of Truth,” Brown Political Review, November 2021, 
archive.ph/rOpfu (sacha_sloan@brown.edu) 

 “Individual Contributions,” Federal Election Commission, archive.ph/zVjQ6   145

 “Social Media Content Moderation,” C-SPAN, 2:29:20ff, November 2020, archive.ph/VwOQh   146
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虚偽の情報ロンダリングは、FBIのローラ・デムローとエルビス・チャン(147)、その他多くの(148)
者によって実行された。デムローは、サンフランシスコ支局のASACであるチャンとともに、オー
ウェル的なテーマの「海外影響力タスクフォース」（FITF）(149)を監督している(150)。デムロー
は、検閲することが自分の市民の義務(151)だと考えている。彼女は他のFBIに、「批判的思考は現在
問題になっているようだ」(152)と言っているのだ。  

 “‘The American public can be reassured ... we have clear channels of communication open … with all the social media 147

and technology platforms.’” 
See Tom Field, “FBI’s Elvis Chan on Securing the 2020 Election,” Information Security Media Group, December 2019, 
archive.ph/GCAQf 

 Zachary Stieber, “47 New Biden Administration Defendants Named in Government–Big Tech Censorship Lawsuit,” The 148

Epoch Times, October 2022, archive.ph/uu1Jq 
 “The FITF was established … ‘to identify and counteract malign foreign influence operations targeting the United 149

States[.]’” 
See Zachary Stieber, “FBI Team Involved in Censorship of Hunter Biden Laptop Story Identified,” The Epoch Times, 
October 2022, archive.ph/O74IS 

 Elvis Chan, “Fighting Bears and Trolls: An Analysis of Social Media Companies and U.S. Government Efforts to 150

Combat Russian Influence Campaigns During the 2020 U.S. Elections,” Naval Postgraduate School, September 2021, 
web.archive.org/web/20221008024224/https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/68309/21Sep_Chan_Elvis.pdf  

 Chuck Ross, “FBI Officials Who Briefed Facebook on Hunter Biden Story are Dem Donors,” The Washington Free 151

Beacon, October 2022, archive.ph/cjoIP  
 “[F]reedom of speech in the United States now faces one of its greatest assaults by federal government officials[.]” 152

See Missouri et al. v. Biden et al. (22-cv-01213), Document 84, W.D. La., October 2022, tinyurl.com/2p8dd7cs & 
archive.ph/yaeSj  
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検閲という侮辱にさらに傷をつけるために、Twitterはホワイトハウスの報道官のアカウントをロッ
クした(153)。オーウェル小説からそのまま抜き出したような場面で、ツイッターは、バイデンに有
利な計画を立てたわずか2週間後に、マレーシアの元首相マハティール・モハマドからの次のメッ
セージを彼らのプラットフォーム上に残すことを許可した：「ムスリムは過去の虐殺のために怒
り、数百万のフランス人を殺す権利がある」(154) 同プラットフォームは、付随するメッセージまで
発表した。「このツイートは、暴力の賛美に関するTwitterルールに違反しています。しか
し、Twitterは、このツイートがアクセス可能なままであることが公共の利益にかなうと判断しまし
た。"というメッセージを添えて発表した。 一日かそこらで、Twitterはようやく(155)譲歩したが、
ダブルスタンダードは明らかだった。グローバル・ガバナンスに賛成する人々について有害なもの
が発表されると、彼らはパブロフの犬のような速さでその素材を検閲した。「保護された階級」の
人々が大量虐殺を公認すると、彼らはそれを許可した。

テクノロジーとソーシャルメディアの寡占による検閲は、忌まわしいものではあるが、まだ合法で
ある。それは10年前から続いている。寡占企業の検閲について延々と(156)言い続けた共和党は、こ
の事態に先立つ2年間、連邦立法府を支配していた(157)。したがって、事後に流された公聴会や鰐の
涙は、自称支持者を彼らの誠意で納得させることはほとんどなかった(158)。この寡占は、アメリカ
共和国にとってあらゆる点で有害であり、彼らの横暴はボルシェビズム的で、あからさまに一方的
なものである。にもかかわらず、バイデンのスキャンダル（複数）のひどい弾圧に文句を言った現
在の権力者たちは、それを防ぐために何もしなかった(159)。誠実な議員が米国の公益事業の歴史に
ついて読むまで、この状況は悪化し続けるだろう。 

 “Without providing any evidence, Twitter said McEnany — who shared a screenshot with The Post — violated ‘our 153

rules against distribution of hacked material.’” 
See Steven Nelson, “WH press secretary locked out of Twitter for sharing Post’s Hunter Biden story,” New York Post, 
October 2020, archive.ph/kOjOX  

 “@chedetofficial,” Twitter, October 2020, archive.ph/8066P   154

 “Twitter deletes Mahathir Mohamad’s tweet for glorifying violence; France seeks account suspension,” The Times of 155

India, October 2020, archive.ph/RkFMs 
 “Graham: Okay. Would you submit to us some proposed regulations? … Look forward to it.” 156

See “Transcript of Mark Zuckerberg’s Senate hearing,” Washington Post, April 2018, archive.ph/5fUn6  
 Alexander Burns and Mitch Smith, “State G.O.P. Leaders Move Swiftly as Party Bickers in Congress,” New York Times, 157

February 2017, archive.ph/ubvID  
 “Chairman Graham: Tech CEOs to Testify on Censorship and Suppression of News Articles, Handling of 2020 158

Election,” U.S. Senate Committee on the Judiciary, October 2020, archive.fo/bFBIm 
 “‘My advice would be to allow the industry itself to develop best business practices,’ said Sen. Graham[.]” 159

See Makena Kelly, “Republicans learned to live with Big Tech in latest CEO hearing,” The Verge, November 2020, 
archive.ph/rlhA8   
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インテリジェンス・コミュニティーのガスライティング 

テクノロジーとソーシャルメディアの寡占弾圧の陰謀が始まって5日後、ジェームズ・クラッパーを
筆頭とする元米国情報機関の官僚とスパイの軍団は「公的声明」(160)を発表し、「バイデン副大統
領の息子ハンターが所有しているとされる電子メールが米国の政治舞台に登場したが、その多くは彼
がウクライナのガス会社ブリスマの役員を務めていたことに関連しており、ロシアの情報操作の古典
的徴候がすべて見られる」と宣言したのだ。官僚の二枚舌というジャンルでさえ、この「声明」は物
足りないものであった。ひとつには、「典型的な徴候」とは何か、それがハンターの海外取引に関す
るジョーの嘘とどう関係するのかが定義されていないことである。さらに、署名者の何人かは自分た
ちを技術専門家だと宣言しているが、彼らは電子メールを検証しようともしなかった。「最低限のコ
ンピュータの専門知識があれば」（161）、電子メールのメタデータ内の暗号署名を分析すればでき
るはずのことである（162）。ハンターの行動が手軽なスケープゴートを必要としたのはこれが初め
てではなく、2015年8月には、アシュレイ・マディソン（「既婚者の不倫」を助長する）のアカウン
トを「誰かが私の名前とアイデンティティを使って、私の信用を落とそうとしたのは初めてではな
い」と嘘をついた(163)。 

この見せかけは、元スパイ(164)による超党派の(165)作戦で、腐敗し脅迫された民主党の大統領候補
の息子のために干渉を行うためのものだった。
ロシア人またはその代理人が、現在確認されている電子メールの公開と関係があったという証拠は
全くなかったが、それは問題ではなかった。この「声明」の署名者は、別の使命を念頭に置いてい
たのだ。それは、2020年10月22日に行われる最後の大統領選討論会で、当時のジョー候補に、政治
的・経済的な海外との関わりについての正当な質問を、このでっち上げられた手紙を使って退けさ
せる機会を与えるためであった。実際、これがナッシュビルでのジョーの唯一の反撃の手段だっ
た。「見てください、50人の元国家情報員が、彼が私を非難しているのはロシアの計画だと言って
いるんです」(166) この「声明」の全文は、本報告書のENDNOTESセクションに掲載されている。

 “Public Statement on the Hunter Biden Emails,” Politico, October 2020, 160

web.archive.org/web/20201020061505/https://www.politico.com/f/?id=00000175-4393-d7aa-af77-579f9b330000
 Robert Graham, “Yes, we can validate leaked emails,” Security Boulevard, October 2020, archive.ph/F0689   161

 “DKIM Verification,” Wikileaks, archive.ph/uFOFQ 162

 Patrick Howley, “Joe Biden’s Son: Ashley Madison Account was Created in My Name by America’s Enemies,” Breitbart, 163

August 2015, archive.ph/vdqJl    
 “Spies who lie: 51 ‘intelligence’ experts refuse to apologize for discrediting true Hunter Biden story,” New York Post, 164

March 2022, archive.ph/Rf7OT 
 “Do spooks call themselves spooks?,” The Economist, January 2013, archive.ph/QACbQ 165

 “He’s being used as a Russian pawn. He’s being fed information that is Russian, that is not true. And then what 166

happens? … And then you find out that everything is going on here about Russia … I don’t understand why this President 
is unwilling to take on Putin when he’s actually paying bounties to kill American soldiers in Afghanistan, when he’s 
engaged in activities that are trying to destabilize all of NATO.” 
See “Presidential Debate at Belmont University in Nashville, Tennessee,” The Commission on Presidential Debates, 
October 2020, archive.ph/5fPo2 
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メディア叩き

この作戦の第三の柱は、全米の「記録紙」(167)にハンターのメールに疑念を抱かせ、（予想通り）
急増した記事を改ざんさせることであった。ワシントン・ポスト紙のグレッグ・サージェントは、
ニューヨーク・ポスト紙の記事を「バイデンの偽の新スキャンダル」(168)と断言した。その主張を
補強するために、サージェントは、ご存知、ハンターの弁護士であるジョージ・メシレスが、
ジョーのハンターの外国人ビジネスパートナーとの夕食は「なかったこと」と断言した、別のワシ
ントンポストの記事を利用したのだ。それは嘘で、ジョーがカザフのオリガルヒや首相と会ってい
る写真証拠(169)が翌日には公開されている。ニューヨーク・タイムズ(170)は、スティーブン・ム
ニューシン財務長官がウクライナの議員アンドリイ・デルカハを、欺瞞的な "偽情報キャンペーン 
"に関与するロシアのエージェントとレッテル貼り(171)したことを持ち出し、トランプ大統領自身の
政権を敵に回した。ニューヨーク・タイムズ紙は、隠蔽工作の17ヶ月後にようやく、そのノートパ
ソコンが本物であることを認めた(172)。

 “28 National Newspapers of Record,” PressBooks, archive.ph/FBkvu  167

 “Guiliani [sic] and Bannon have served as in-the-trenches foot soldiers for Trump, who regularly traffics in 168

disinformation and falsehoods, since before his 2016 election. … Biden has been adamant that he was unaware of his 
son’s business dealings and took no part in them, telling reporters in September 2019 that ‘I have never spoken to my son 
about his overseas business dealings.’ He also pledged last year that his family would not engage in any foreign business 
activities if he is elected president.” 
See Greg Sargent, “Trump’s fake new Biden scandal has a deeper purpose. Bannon revealed it.,” Washington Post, 
October 2020, archive.ph/C8yJ2 (sargentg@washpost.com) 

 Nicole Darrah, “Pic reveals Joe Biden met Kazakhstan oligarch who was Hunter’s ‘business partner’,” The U.S. Sun, 169

October 2020, archive.ph/KW7mA 
 Haberman and her co-authors committed the false cause logical fallacy by invoking DERKACH even though the 170

Ukrainian lawmaker had no connection to the laptop shop owner:  “Some former officials who have not reviewed the 
material suspect it could be Russian disinformation and noted Mr. Giuliani’s work with Mr. Derkach.” 
See Julian Barnes, Eric Schmitt, and Maggie Haberman, “Trump Said to be Warned that Giuliani was Conveying Russian 
Disinformation,” New York Times, October 2020, archive.ph/BC5Jv (maggie.haberman@nytimes.com)

 “‘Derkach and other Russian agents employ manipulation and deceit to attempt to influence elections in the United 171

States and elsewhere around the world,’ said Secretary Steven T. Mnuchin. ‘The United States will continue to use all the 
tools at its disposal to counter these Russian disinformation campaigns and uphold the integrity of our election system.’” 
See “Treasury Sanctions Russia-Linked Election Interference Actors,” U.S. Department of Treasury, September 2020, 
archive.ph/1nB3i  

 Kenneth Vogel et al., “Hunter Biden Paid Tax Bill, but Broad Federal Investigation Continues,” New York Times, March 172

2022, archive.ph/4l1Dc
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プロジェクト・ヴェリタスのゲリラ・ジャーナリストはCNNに潜入し、内部の電話会議を聞いてい
た(173)。その通話のなかで、デイヴィッド・チャリアン(174)などの偏ったメディア運営者たちは
CNNのニュースデスクに進言し、バイデンの電子メールを「選挙戦終盤のこの時期に壁にものを投
げつける」努力と呼び、CNNは「明らかに」この話を取り上げないつもりだと述べた。さらに、最
後の大統領討論会の朝、NBC(175)は視聴者に嘘をつくために、元スパイの「声明」とまったく同じ
論点を使い、電子メールを "外国の偽情報の特徴 "と呼んでいた。CBS This Morningでは、ジョン・
ディッカーソンと彼の共同パネリストは、バイデン家の数々のスキャンダルを受け流し、「有権者
にとって大きな問題だとは（思わなかった）」と断言した(176)。 

 “Part 4: CNN Won’t Go Down the ‘Rabbit Hole of Hunter Biden’… Call Participant: What in the World are Haberman 173

and Sherman Doing Retweeting that [Burisma] Story?,” Project Veritas, December 2020, archive.ph/0pixk  
 “Chalian is a vice president and CNN’s Political Director where he oversees political coverage across all CNN 174

platforms.” 
See “David Chalian,” LinkedIn, archive.ph/M16BQ (david.chalian@warnermedia.com)

 “Emanuel reminded viewers that Joe had long insisted that he had never talked with Hunter about his shady business 175

deals. But Bobulinski had information on that too. ‘I’ve seen Vice President Biden saying he never talked to Hunter about 
his business. I’ve seen firsthand that that’s not true, because it wasn’t just Hunter’s business, they said they were putting 
the Biden family name and its legacy on the line,’ he said, as read by Emanuel.” 
See Nicholas Fondacaro, “As Hunter Associate Steps Forward, NBC Still Claims Story ‘Unverified’,” Media Research 
Center, October 2020, archive.ph/3xhzp  

 “Dickerson’s promise of a complicit ‘news cycle’ seemed to echo Meet the Press moderator Chuck Todd, during NBC’s 176

post-debate special, confidently declaring that most people didn’t know anything about the scandal because every left-
wing media outlet has censored the story. When President Trump released the full video of his interview with 60 Minutes 
on Thursday, it showed him confronting correspondent Lesley Stahl on CBS’s refusal to cover or investigate the Biden 
scandal. Once again, the leftist media cover up bad news to help Democrats and then congratulate themselves for making 
sure voters are uniformed.” 
See Kyle Drennen, “CBS’s Dickerson Promises ‘News Cycle’ Will Bury Biden Corruption,” Media Research Center, 
October 2020, archive.ph/praNY (dickersonj@cbsnews.com) 
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しかし、NPR(177)は、地方や州政府の予算、そして米国議会からの多額の資金によって作られたも
のである。では、NPRの編集長は、ジョーと彼の選挙運動による検証済みの嘘を何と呼んだか。国
家情報長官代理が、バイデンラップトップが外国の影響の結果であることを示唆する情報は存在しな
いと述べた(179)にもかかわらず、「本当に」記事になっていない「純粋な気晴らし」(178)であると
したのだ。NPRは6ヶ月後、ラップトップが「信用できない」という訂正を静かに発表したが、まだ
バイデン夫妻を取材(180)している。

以下に示すように、三位一体の巧妙な作戦が展開されていたのである。 

‣ 2020年10月14日、Twitterが記事を完全に検閲し、New York Postのアカウントを停止、続いて
Facebookや他のソーシャルメディアが暴露を抑制した。
‣  2020年10月19日、元スパイや官僚がメールを「ロシアの偽情報」と断定し、ルディ・ジュリ
アーニらに対して多数のad hominem論理破綻を行った。
‣  2020年10月22日、ジョーは前日のメディア干渉を利用し、元スパイの「公的声明」だけを頼り
に、最後の大統領選討論会での問い合わせを打ち切った。

バイデンラップトップスキャンダルをロシアの偽情報
とレッテル貼りしたことと、トランプと彼のチームを
取り巻く無慈悲な3年間のロシアの共謀デマが、「なり
すまし」のインターネットトラフィックに基づくもの
だったことを比べてみてほしい(181)。アメリカ共和国
とそのメディア環境の現状は、このダブルスタンダー
ドの直接的な結果である(182)。   

 David Folkenflik, “Questionable ‘N.Y. Post’ Scoop Driven by Ex-Hannity Producer and Giuliani,” NPR, October 2020, 177

archive.ph/yN2NY (dfolkenflik@npr.org) 
 “@NPRpubliceditor,” Twitter, October 2020, archive.ph/QBz5x (tsamuel@npr.org) 178

 Mark Moore, “DNI John Ratcliffe says info on Hunter Biden laptop isn’t Russian disinformation,” New York Post, 179

October 2020, archive.ph/aPqWE 
 Steven Nelson, “NPR issues stunning mea culpa after claiming Hunter Biden laptop story was ‘discredited’ by 180

intelligence,” New York Post, April 2021, archive.ph/4VVOz (relving@npr.org) 
 United States v. Michael A. Sussmann (21-cr-00582), Documents 1 & 35, D.D.C., September 2021 & February 2022, 181

archive.ph/UcDhp 
 “Big Tech and the media have made clear that the matter is closed, the science (as they say) ‘settled,’ and will brook 182

no questions. Irregularities that our own State Department considers sufficient proof to declare third-world elections 
fraudulent are, here at home, not even enough to qualify as ‘evidence.’” 
See Michael Anton, “The Continuing Crisis,” Claremont Review of Books, February 2021, archive.ph/u8VH3    
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ハンターが単に修理工場からノートパソコンを受け取るのを忘れただけなのか疑問に思う人は、同じ
年の内に、2018年の夏(183)と秋(184)の2回、他のノートパソコンを紛失したことを覚えておいてく
ださい。それでも納得できない人のために、次の600ページでハンターの精神状態を明らかにしま
す。パルメザンチーズの破片を吸い、余分な糞を見つけるために「敷物をほじくり返す」(185)とと
もに、彼は自分がパンツを履いていることを確認できないことを認めている(186)。バイデンのラッ
プトップの中身は、ハンターの告白を裏付けるものであった-彼のメールボックスによれば、少なく
とも57回、iPhoneを紛失している(187)。バイデン一家は、国家安全保障上の脅威であることが確認
されているほど、恐ろしい「オペセック」(188)を見せていたのである。以下はその一例である。ハ
ンターは、マクリーンのチェーンブリッジ・ロードのポトマック川沿いにあるジョーの豪邸の貸家
(189)で、ゲートコードとWi-Fiパスワード（ジョーが2017年1月に去る前に海軍天文台からくすねた
文具で、しかも）を写真に保存した(190)。本レポートでお読みいただけるように、ハンターがひい
きにしていたポン引きや彼が利用した女性たちは、彼の不注意を利用し、今日に至っても同様の情報
をアメリカの不利益に利用しうるのだ。  

 “Engaging in pillow talk, Hunter Biden shared a story about once losing a laptop during a summer romp in Las Vegas. 183

… In the video, taken in January 2019, Biden said he ‘spent f***ing crazy amounts of money’ during the 2018 Las Vegas 
excursion and spent ‘18 days going ‘round from penthouse suite to penthouse suite …’” 
See Daniel Chaitin, “Pillow talk video shows Hunter Biden saying he lost laptop in Vegas and feared blackmail,” 
Washington Examiner, August 2021, archive.fo/SonUi 

 “[Ablow] was close with Hunter Biden, who’d spent three months in the summer of 2018 living with Ablow on his 184

property in Newburyport, Massachusetts… Ablow had revealed … that upon Hunter Biden’s departure, the former vice 
president’s son had left his personal notes, diaries and his laptop with Ablow, and had never returned to retrieve them.” 
See Brad Birkenfeld, “Lucifer’s Banker,” Republic Book Publishers, September 2020, archive.ph/xP85a 

 “Hunter Biden has revealed that at the height of his addiction he found himself picking through rugs, looking for and 185

smoking ‘anything that even remotely resembled crack cocaine.’” 
See Cheryl Teh, “Hunter Biden says he smoked ‘more Parmesan cheese than anyone’ when he was addicted to crack 
cocaine,” Business Insider, April 2021, archive.ph/OGP3d  

 “Hunter Biden continued his lovefest with an adoring, understanding, thoroughly enchanted media last night with a 186

lengthy spot on Jimmy Kimmel. Never have two people found crack addiction so funny, or international influence-peddling 
so banal, or obvious lies so easy to explain away.” 
See Maureen Callahan, “Hunter Biden: I was so crack-addled, I forgot pants — but I was also very qualified for Burisma,” 
New York Post, April 2021, archive.ph/vZCnM  

 “Use the map to get a full picture of where your devices are — and where a missing one might be.” 187

See “Find My iPhone,” Apple, archive.ph/e8GIu  
 “What is Operational Security?,” Fortinet, archive.ph/a46Mq    188

 “626 Chain Bridge Rd, McLean, VA 22101,” Zillow, archive.ph/AIrbM   189

 Kristen Schott, “See the NoVA Home Where the Bidens Used to Reside,” Northern Virginia Magazine, January 2021, 190

archive.ph/C3M1s 
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バイデン一家とその仲間たち、そして彼らの広大な政治シンジケートは、恐ろしいほどのデジタル
痕跡を残し続けています。ジョーの大統領就任宣誓から数カ月以内に、家族の個人的なVenmoの口
座が10分以内に見つかった。191）別の言い方をすれば、アメリカではインターネット接続と当座預
金口座を持つ誰もが、バイデン家がいつ、何のために、どの商品とサービスに対して支払ったの
か、リンク分析を構築できたはずであった。幸いなことに、このようなシナリオが発生する前に、
既存のメディアがホワイトハウスに警告を発した。実際、Venmoは、将来このような過失がないよ
うにソースコードを変更したほどである(192)。 

ハンターが財布、パスポート、ジョーの "DODカード "を紛失した例を見てみましょう。ハンターは
幸運にも、それらを見つけた人がエール・クラブに電話をかけて返却してくれたのです。このメー
ルには、イェールクラブで発見されたとは書かれておらず、マンハッタンの路上で紛失した可能性
もあります。クラブの会員サービス担当ディレクター（193）は、ハンターの会員カードを含む物品
を誰かが見つけたと述べたにすぎません。このような背景のもと、社長の次の発言を考えてみま
しょう。「彼（ハンター）は私が知っている中で最も賢い男だ、つまり、純粋に知的能力において
だ」(194) 

 “The website also reported that it had located ‘nearly a dozen’ of Biden’s family members on Venmo and used the 191

app’s public friends feature to sketch out their web of close contacts — including senior White House staffers.” 
See Samuel Chamberlain, “Biden’s secret Venmo account reportedly found in ‘less than 10 minutes’,” New York Post, 
May 2021, archive.ph/0oMVp  

 “Software developer Jane Manchun Wong was first to share the news on Friday: ‘Venmo is working on friends list 192

privacy settings after Joe Biden’s Venmo friend list was uncovered. Users will also be able to choose whether to appear in 
other users’ friends lists.’” 
See Amanda Perelli, “Venmo added new privacy options after President Joe Biden’s account was discovered,” Business 
Insider, May 2021, archive.ph/EIPXP  

 “Jennifer Warpool, director of marketing and communications at the Yale Club of NYC, said the club is excited about 193

the initiative[.]” 
See “Yale Club of NYC plans funding initiative,” Yale Daily News, September 2012, archive.ph/UmK8e     

 “On December 17, Biden told CBS host Colbert: ‘We have great confidence in our son. I am not concerned about any 194

accusations that have been made against him. … he’s a grown man, he is the smartest man I know, I mean from a pure 
intellectual capacity. And as long as he’s good, we’re good.’” 
See Fionnuala O’LEARY, “Joe Biden brands Hunter tax probe ‘foul play’ and praises son as ‘smartest man I know’ on The 
Late Show,” The U.S. Sun, December 2020, archive.ph/Ex365   
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 家長が地球上で最もパワフルな人物になったにもかかわらず、この一族が醸し出す不注意は衰える
ことを知らない。今年初めには、ハンターの娘メイシーが、個人情報などの機密情報が入った財布
をロスの駐車場で落とした（195）。このときも、ジョーの子孫は幸運だった。財布を見つけた人
は、それを利用しようとはせず、返してくれたのだ(196)。

 “@jentrumpet,” Instagram, August 2022, archive.ph/7DApD  195

 “She was a member of ‘The President’s Own’ United States Marine Band from 2001–2005.” 196

See “Jennifer Marotta,” USC Thornton School of Music, archive.ph/2MozS 
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